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ハビタットの評価と復元
一代償 ミテ ィゲーシ ョンを評価する HEP一
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序

近年,大規模なところでは釧路湿原などの自然

再生型公共事業,小規模なところでは各地の小学

校や公同におけるビオ トーブ再生活動などの自然

生態系復元・創造活動 (以後,1自 然復元」 と称

する)が麻んにな■)て いる。

また,埼 に県志木市や静岡県清水市興津川流蚊

のように,開 発による練地の消失に対して,消 失

した面積の緑地をけ11の 場所に人間の手によって後

元・創造するという 1代償 ミテ ィゲーションJを

義務づけた条例が制定 され始めている.

自然復元は,開 発サ イ ドにおいても (「 第 瓦サ欠

全国総合開発計画」,1998),環 境保護サイ ドにお

いても (新生物多様性国家戦略,211陀 )、 2]世紀

の国策の柱 として期待 されてお り,昨年 12月 に

は 「自然再生推進法」 7)ミ 国会で採択 された。

‐
方,環境アセ スメン ト制度においては,1999

年施行の 「環境影響評価法Jに より、開発により

景 lTlな 自然を破壊することについて,まず 1回 避 !

できるか検討 し,「 LJ避 Jで きない場 合には破壊

の規模や程度を 「最小化 (低減 )」 づ
~る

ことを検

ふiし 。 十回避Jも 「最小化 |も で きない場合には

やむをえず 1代償Jし なければな らないという3

種類のミテ ィゲーシ :lン 方策 (環境保全措置)と

その優先川東位が規定 された (図 1参照).も とも

と環境アセスメン トの対象になる事業は,環境に

差大な影響があることが明 らかな大規模事米であ

る.従って,今後、実施される環境アセス 来ン ト

においては 「代償 ミテ ィゲー ション|と しての自

然 復 元 事 業 が 義 務 化 さ淑 る こ と に な ろ う

(′ranaka,2001).

このように日本においては様々な自然復元が盛

んにな りつつあるが、その一方で新 しい問題が顕

在化 し始めている。それは 自然後 元は良いが ,

|い つたい何を根拠に自然復元 した,と 言えるの

か ?」 という問題である。

自然復元事業が明確な成功基準の設定のないま

まに進められると,本来の日的がかすみ.事業 に

の自己満足のためのものにな りうる 各白汗】体や

学校な どでは ビオ トーブ再生活動が盛んである

が,い ったいどのようなビオ トーブ御1造 を用標に

しているのか 公共事業の場 合,最 モな税金を使

って単に虫が飛 /し で くる池を作ればそねで良いの

か。費用女、十効果についての言
'3明

京イ「 もあ り、最も

効率的な手法 を選択 しなければな らない.結局 i

成功基準のない白然後元を安 易に進めることは ,

自然復元行為そのものの真仙iが疑わオlる ことにな

る.

実際の自然復元活動の目的には,レ クリエーシ

ョンの場の創出,景観保全、防災,環境教育や市

民参加の場θD提 供 (森 ,1991))等 々ゃ 多極多様で

ある しか し,こ れ らの |1的 は,あ る ハ定の自然

あるいは二次的生態系の保全が実現 しなければ実

現できない,抑l次的な円的ということができる。

このような肯サ1業 を踏まえ,本稿では 「いったい

何を根拠に自然後元 したといえるのか ?」 という

問いに対 してきわめて合理的な凹各を提供 しうる

と,考 え られ る米 F回 の定量的 ハビタ ッ ト評価 手続

き,IH跡)Jに ついてその概 要を紹介するととも

に日本での適用に対して留意す る課題 を確理 し

た。

韻
回逮てきない影響のうち最小化てきるものは最小化する

回避も最小化もできない影響はやむをえず代償する

出典 :田 中 (1998a)

図 1 ミティゲーションのfIB類 と検討の優先川虫位

1.HEPの 基本的なメカニズム

HEPの メカニズン、をわか りやす く理解するた

めに,私たちの住む 「家Jを |ヒ ト」の 「ハビタ

星

花

順

立

予想されうる環境影響の全体

回避できる影響はます回避する
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ット1に 見tてて以 ドに説明 してみた。

仮に私たちの家が,道路建設などの理由で家と

その敷地を事業のために明け渡さなければな らな

いと仮定する.そ して事業者によってどこか他の

場所に新しい家が私たちに補償されることになっ

たと仮定 しよう。 このような場合,私たちは当然

のこととして,元の家 と新 しい家とを 1様 々な机

点か ら比較 | し,新 しい家が失われる材てのレベル

以下になることは F水 しないであろう.

この場合の 「様々な4見点か らの比較Jに ついて

少 し考えてみたい。「様々な視点」の中には,家
のクオ リテ ィーや敷地の広さなどが含まれている

だろう、 多分,私たちが最初に気にするのは,新
しい家の 「敷地の広さ |ではないか アこの家σD敷

地が 60坪であれば補償 される家の敷地は少な く

とも 60坪は必要であると感 じるだろう.ど んな

にクオ リテ ィーの高い豪革な家を用意 して くれた

として もその敷地面積が 30坪であれば問題 とな

るだろう 即ち,新 しい家の空間の最は失われる

家のそれと比較 して少なくとも同等かそれ以上で

なければな らない (「午問量同等の原則J).

次に,元の家が消火する時期と新 しい家が先備

する時期の差異に関する問題である。新 しい家が

先備されるのが,元の家が消失する前かまたは同

時期であれば,元の家か ら新 しい家への引lLJRし が

可能とな り,我 々は夜眠る所に囚 らない.し か し,

新しい家が完備するのが,元の家の消失か ら 5年

後だったとしたら,我々は 5年 もの陪1「家なき rl

とな り路頭に迷うことを強いられる.ま た,新 し

い家が 20年 間の借地権付であつた とすれば,/L
の家では生涯住むことが可能であつたものが,20

年問という期限付きになって しまうわけで,こ オl

にも水服できないであろう.つ まり,補償さねる

タイミングは,失われるタイミングと比較 してそ

れ以前あるいは同時でなけねばな らないし,補償

される時勝1は 元々の時間髪と比較 して少なくとも

1司 等以 liで なければな らない (時 間量同等の原

則).

「敷地由f積は 1司 じかそれ以下上」ゃ「準備さオ
′
tる タ

イミングは十可時かそれ以前J,「使える時陪Jは 同じ

かそれ以上Jで あることが確認 されては じめて
,

「どのようなクオ リテ ィー」の家だろうか ?と い

うことに注意を向けるだろう.失われる家の寝生

は床暖房付の広い畳の日本間だつたのが,準備さ

れた家では壁が薄 く隙問風が吹くような小部屋で

あれば我々は納得できないであろう。つまり,補

償される質は失われる質と比較 して少なくとも同

等以上のレベルでなければな らない (質 レベル同

等の原則).

これまでの話をまとめると,も し我々の家が消

失し,新 しい家を補償 されると仮定 した場合,ま

ず 「補償Jと して施 される行為について,1空間 1

と
「
時間J と 1質 l σ〕視点か ら比較 し,そオ1が納

得できるものであるかを判断するということであ

る.さ らにいえば,「 空間Jや 1時 間Jは 「質 J

よ りも優先される。なぜな らば,い くら豪邸を補

償すると提示されて も,そ のための空間 (建 設用

地)がなにも用意されていなけオl↓ゴ家邸も何もな

いことになる.ま た,そ のような豪邸の準備が今

ではな く5年後 ということになれば 5年問の 「家

なき十Jを強いられ,生命す ら危ぶまれるような

事態 となるか らである。結局,失われる家が行し

ていた 1慎 X空間×時間 1と いう値 と新たに補償

される家が有する 「
質×空間×時間」 という値が

同等かそれ以上であることがポイントである。

さて,話を本題の野生生物に戻す。ヒ トの場合,

補償 さを1る 「質 X年間 X時間Jが少ないとか割に

合わないとか 自分の意 見をサ!fに して表明できる

が,モ ノを言えない野i生物種の場合には,彼 ら

θD代わ りに我 々ヒ トがその判断を行 う必要があ

る,HEPと は,保 全すべき野イL′|1物 TITl θDハ ビタ

ットについて,開 発によ り消失する 「質 X空ド|メ

時間」 と,代償 ミテ ィゲー ションとして後元・創

造する 「質 X空間 X時間1と を比較考量するため

の手続 きである .

表 1 自然復元事業のための 4つ の評価軸

番

号 項 目 内 容

1 主 体 どの野生動物種のハビタットか ?

所
貝 どのよ うな質を有 したハ ビタッ トか ?

空 間 どれだけの広さでどういう配置のハビタットか ?

時 間 いつからいつまで利用できるハビタットなのか ?
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2.HEP誕 生の背景

HEl)は , 丁F:式 名 称 を liabitat EvaluatiOn

Pr()cedure(ハ ビタッ ト評価手続き)と いう そ

の基本的な考え方は,複雑な生態系の概念を,野
生生物のハビタットという土地の広が りと直結 し

た概念に置き換え,ハ ビタッ トとしての適性を定

性的かつ定量的に評価するというものである.

HEPの 誕生は,1969年 に公布された世界最初

の環境 アセ ス メン ト法 である NEPA(Nati()nal

Envヤonmental Pdにy Act,国 家環境政策法)ま で

遡る.NEPAは行政官庁の
「
意思決定に当た り,

(中 略)現在は定景化されていない環境の快適性

及び価値に関して,適切な配慮を行なうことを保

証する方法及び手続きを (中 略)明 らかにし、策

定すること!を義務付けた (|「」法第 102条 (1)

B項),こ ねを受けて,それぞれの所行打i丁 庁は 1竹

分たちが所告する環境要i素 について定量的評価 手

法を生み出 していった。lIEPは ,野生生物保全

を所行する連月
`野

′
lt′ li物 局 (trs Fish and Wildlifc

servrc)に よって /liみ 出さオtた そのような千法の

ひとつである

HEPの開発は,「すべての 11地 は野生生物のハ

ビタットとして何 らかの価値を有してお り,そ の

価値は 1つ の数値によって表示することが 可能で

ある |(Dalliel and L:tinairc,1974)と いう11態学生

の仮 説 に端 を発 して い る (Scharlaberger and

Kumpf,1980).こ の基本的考え方は,当 時,生態

系を,貨幣価値 としてではなく野生生物のハビタ

ットとしての価値 として定 戦化する手法を探 して

いた連邦野生生物局に認めらオl.そ の後何度かの

改良を経て,1980年 に現在の HEl)が 出来 上がっ

た (U.S Fish alldヽVildlitt Sel‐vice、 1980a).

このようにして HEI)は ,開 発による生態系への

忠影響と,その損失補償 として事業者に義務付け

られる 「代償 ミテ ィゲーション |と しての自然復

元行為を定量的に評 ldllす るツール として誕 生し

た ,

同様に様々な官庁か に)様 々な定登的な生は系評

価 子法が生み出された。その中にはウェットラン

ドの開発許認可官庁である陸軍工兵隊 (US Army

Corps of Engineers)に よって■み出された,日 本

にも紹介 されている WETや HGM等がある。 こ
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れ らはもともとウェットラン ドの評価を |1的 とし

ているため,それ以外の生態系では使うことがで

きない

HEPの 特徴は,0陸 域,水域,ウ ェッ トラン

ドとどのタイプでも使用 可能であること,0生 態

系の価値をそ こに/1忠する野生生物にとってのハ

ビタッ トの適性度 という視点でみる 「ハビタ ッ

ト・アプローテ」の手法であること,0米 国の定!

技的生態系評価 千法 としては初期に登場 しかつ親|

在に至るまで改良が続いていること,な どの理由

から米国全州で最 も普及 している生態系評価手法

である。また,英国など米国以外でも岩円されて

tヽ る (1■ ewcek,20()0)

3_HEPの 「主体」,「質」,「空間」,「時間」

HEl)の 令プロセ スは,111中 (1998b)に 詳 しいので省

略するが, ここでは表 とで示 した自然復元事米に

不可欠な 4つ の評価軸が.IIIEPの 中で どのよ う

に考慮されているかをまとめてみた。

表 2は ,HEPで 使わオ1る 指数の企種類 とそね

ぞ f‐lの 分析方法をまとめた ものである.HEP子
続 きは,1番 の SIか ら5添 の CIIUに 向かつて進

む.以 ド,川貞を追つて説明 した。

特筆すべきは,HEPの 令ブロセ スが,野 ′
|二 牛1

物を保 全する 立場の官庁 (例 :連邦野 41:イ |:物 局 )

サイ ドと開発事業の許認 口iを行った り白ら開発事

業を行った りする事業所管■庁(例 :陸年 11兵 隊 )

サ イ ドの双方か ら派遣 された生態分野の専 P'j家

(コ ンサルタン トによる代 F早 も可)2名 を最低限 ,

含んだ lIEPテ ー Z、 によって進め られるというこ

とである。lIEl)の フローが 「prOcc(lurc(手続き)

と称さオ
′
せる所以である

HEPは ,環境アセ スメン トの中の生態系分野

の中の ^i二 法であ り,HEPの 結果は環境アセ ア、

メン ト報告書に掲載され,一般市民の判断を仰 ぐ

ことになる。つまり 1lEI)を 使つた環境アセス メ

ン トでは,調査プロセス (卜lEI))と 情報公 1判 プロ

セス (環境アセスメン ト)の双方において,開 発

と保全のバランスを図る仕組みが用意されている

といえる.
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番
　
口巧

し
日 数

分析方法等 式または概念
略 号

名称
(日 本語)

1 Si

SuRab‖ ly

index

(適性指数 )

評価対象種のハ ビタッ トの適否を規定する ,

食物,水,被覆,繁殖等の詰要因別に,その
適性度を 0(ま ったく適さす)か ら1(最適 )

までの数値で表現 したもの。そのモデルを
Slモ デルという。Siモ デルは当該種に関す
るこれまでの既存文献資料調査、当該種の専
門家によるヒヤリング調査等により作成する。

調査区域のハビタットの為を環境妻因の伏覗

理想的なハビタットの為を環境要因の伏覗

HSl

Habitat

Suitability

index

(ハ ビタッ ト

適性指数 )

評価対象種のハヒタットの適否を総合的に0
(ま ったく適さす)か ら 1(最適)ま での数
値で表現したもの。 したかって,HSIは複数
の Slを総合したものである。HSiモ テルとは,

複数の Slモ デルと HSlモ デルとの関係を示
したものである。現在〕250樽 以上の HSIモ
デルが米国連邦政府から公表されている。

調査区域のハビタットの伏覗
,S′ =

理想的なハビタットの伏覗

AHSi

Average
Habrat
Sultability

index

C子 】匂HSl)

調査区域全体のハどタットとしノて適性を示す
指数。被覆タイフごとに算出された HSiを
各被覆タイプの面積比率によって加重平均し
たもの。調査区域全体を 「質」の視点から2
次元的に評価 した値。

A× 湾ん十 BX8ん 十 C× Cわ

AHS′ =
A tt B tt C

IBし :

調査区域のカハータイブか 3つ に区分され―面積及
び HSiが それぞれ A,B,C及 び HSiが Ah,Bh,Chて
ある場合 .

Si

SuRabillty

index

(過性指数 )

調査区域全体の適性度 (AHSi)に 調査区域
全体面積を乗じた値。調査区域の 「質」と「空
間Jの視点から3次元的に評価 した値 .

〃υ=汁む′×調査区域面積

5 CHU
Cumulattve
Habkat UnR

(累積的 HU)

経年的な HUの変化を加味した値。HUに 時
間を乗じた値。調査区域を質と量 (面 積と時
間)の視点から4次元的に評価 した値.工事
着手時点,工事完了時点ェ植栽完了時点〕メ
ンテナンス完了時点等,ハ ビタットの 「質」
と「空間Jに影響を与える行為が予定されい
る年の HUを 予測し、それらの間の HUを 直
線補間して求める.

CHυ =Σ (拘WSI,XAア )

任

，

Ｐ

ＴＨＳ

Ａｉ

:HEP分析の期間 (数 10年～ 100年以上 )

li:1年 目の THSI
:1年 目の調査区域面積
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出典 :田 中 (2002b)

(1)「主体」 (評価の対象)の評価軸

表 2で 示 した HEI)で 使われ る指数は,i選 定 さ

オlた 複数の野生動物稚ごとに分析される。

言平価対象極の選定基準は様々であるが,● 1市

民の興味が高く,経済的価値が高い種」 とrり
「生

態的にその地域の生態系を広 く代表する梅Jの 2

つに大け||で きる.い ずれ に して も,HEPで は ,

どの寧F生動物 lllを 保 全したいのか ?と いう人間側

の明確なホ リシーがなければ実施できないという

ことである

(2)「質」の評価軸

HEI)に お いて 1虫 」が考慮 され るのは,SI
(Suital)1lity index,環 境 要因適性指数 )」 と IHSI

(Habitat Suitability lndcx,ハ ビタッ ト適性指数 )J

のモデル分析においてである .

表 2 則押 に使わねる指数の種類

まず,ハ ビタッ トの 十質」 を左liする環境要因

をビックアッフし,そ の要閃とハビタッ ト適性 と

の相関関係を明 らかにする。

例えば,あ る柿の夕力がネズミなどの餌を狩る

時,単本や低木の高さが 7()cnlぐ らいまでは良い

が,それを超すと高くなオ1ばなるほど館を捕れな

いようになる.汽水域に牛i忠 するスズキの仲間が

他卵する適性水温は 17 tCか ら 19.Cま での間であ

り,それ以下でもそれ以上でも抱卵 しない。ある

種のウサギのハビタットは,高 木林の樹冠被度が

25%か ら50%の問が最適である。年 々。 このよ

うな環境要因とハビタット適正との関係をモデル

化 した ものが SIモ デ ルである.SIモ デルは,0
(ま った く不適)か ら 1(最適)の 範岡で表現 さ

れ る。SI=0で は対 象動物は まった く生息せず ,

SI=1だ と最大個体数が生育することを示す
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図 2は,ウサギの一梅の林冠密度とハビタット

適正の関係を示した SIモ デルである (U.S.Fish

and Wildlife Service,1980b).こ のSIモ デルでは ,

このウサギは林冠密度が 25(ち から50?も までの林

にはよく生息するが,それ以 ドでも以上でも少な

くなることを示している。

このようにSIモ デルはある特定の要因に対す

る傾向である。HEPで は,で きるだけ現実のハ

ビタットの状況を反映させるために,ひ とつの評

価対象種に対し,複数のSIモデルを用意する。

例えば,アサリは,水温だけではなく,塩分濃度 ,

溶存酸素,水流などに影響されることがわかって

いる場合,水温のSIモ デルだけではなく,そ の

他の要因に対してもSIモ デル化を行 うことにな

る.

複数の SIモ デルが集 まった ら,こ 淑 らを総合

的に判断 したひとつのモデルを作成する。 こオ!を

IISIモ デル という.SI同 様,0(ま った く不適 )

から 1(最適)の 範囲で表現 さオ・lる。

現在,米同の連邦政府レベルで 250種以 liの 野

生動物純の HSIモデルが公表されている。IIISモ

デルが公表されていない種を評価対象種とする場

合には,専門家による既存資料の収集,整理によ

ってにHSIモデルを作成することになる。十分な

既存資料もない場合には,実際にフィール ド調査

を行なわなければな らない。いずれにしても,

HSIモデルの作成は,その野生動物種の専門家の

02

V          20      50                 100

樹 冠 の 被 度

出典 :【JS 
「

ish and Wildlife Service (1980b)

2 ウサギの一種のSIモデル (実例)
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判断によ らなければな らないとさオlて いる,

HEPを 用いる場合,使った HSIモ デルの公表が

義務付けられているが,そ の文書には作成 した専

門家の氏名,引 用 した既存モデルや文献を示さな

ければな らない .

このよ うに HEPでは,まず SI及び HSIの段階

で,ハ ビタッ トの 「質」カミ考慮される。

(3)「空間」の評価軸

HEPで 対象とする 1空 間」は,開 発事業によ

り消失する自然生態系の空間 (開 発サイ ト)と ,

その代償 ミテ ィゲーションとして計画される自然

復元事業の空間 (代償 ミテ ィゲー ションサ イ ト)

の 2カ所である .

開発サ イトも代償 ミテ ィゲーションサイ トも適

常は複数のカバータイプか ら構成されているゃ カ

バータイブとは,植生,水域などの地表を獲って

いるもののことである。陸域では ‐般的な植 /li図

が これに相
｀
路する.沿ナiを 域では,必 要に応 じて

,

磯,砂浜,藻場などに分類されるだろう。

ハ ビタッ トの
「
質 |を 総合的に決わす HSIは ,

調 査地 域 の カバー タイ ブ ご とに算 出 さね る .

AHSI(Averそ ige Habitat Suitability lndex, F`士匂FISI)

は,それぞオtの カバータイプの遺F積 比率によりそ

れぞれの HSIを 加重平均 したものである.

次に AHSIに 開発サ イ トあるいは代償 ミテ ィゲ

ーションサイ トの面積を乗じ,II【 i(Hal)itat Unit,

ハビタットユニ ッ ト)を 求める。従って、 II【すに

は,評価対象種のハビタッ トの
「
質 |と 「空間 |

の情報が含まれている.

(4)「時間」の評価軸

時 1苫 lと いう視点か らみてみるとゃ II【チ,AIISl,

HSl,SIの どれ もが,あ る瞬肘|を 切り取った場合

の指数であり,「時ドil」 の概念は存在 していない.

自然復元事業を言‖Z価 する HEI)で は,時 |卜 1と とも

に変化する野生動物のハビタットを考慮するため

に, CII【 チ(Cumulativc IIabitat tlnit, 累千責白匂HU)

という単位を最終的な評価値 としている .

CIIUを 求めるために,開 発サ イ トと代償 ミテ

ィゲーションサイ トの計 lalを 事前に整埋する。例

えば,開 発サイ トでは、いつ樹木を伐採するのか。

適

正

指

数

（Ｓ
↓

図
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代償 ミテ ィゲーションサイ トな らば,いつ植栽 11

事や追加植栽 IL事 を行い,メ ンテナンスをどのよ

うにする予定なのか,と いう計画である。理論的

には,復元しようとする自然生態系が完全に復元

するまでの期間を仮に 100年だ とすれば,10oイ li

間の HUの変化を 予測する必要がある.実際には
,

要所 ごとの HUを 求め,そ れ らを直線補間 して

CHUを求めている.

図 3に HUと CHUの 関係 を示 した。 これは
,

二次林 におけるゴ ミ処分場 1翔 発 と供用 に関する

HUの 経年変化 を表現 したものである。グラフの

縦 llmは ハビタッ トの価 lljh(II【」)の 変化 を,横軸

は時間的経過を示 している。まず,11事開始時点

(0年 )に は 900HUだったものが,上 工事件によ

って 本気にllR下 し,供用 (ゴ ミ埋立て)開始時点

(5年後)に は 400HUに なってお り,そ の後,ゴ
ミの対!立て作業,ゴ ミ運搬車両の行き来などでさ

らに HUは低下 し,最終的にゴミ埋立てが修了し

た時点 (20年後)で は 20011Uま でに低 ドす る

供用修 r後 ,共 11復 元,値栽などのメンテナンス

を 50年実施するため HUは 500程度 までにJ復 す

る その後は,植化が自然に回復するとともに野

生動物なども戻 り,生態系は徐々に復元されてい

くので HUは漸増 していく.し か し,100年単位

ではもともとの 9001lUま でに4ら ない.

HEPで は, このよ うに開発幸f業 計画 における

重要な時点 (こ の例の場 合は 0,5,10,20,80,
llll)年 後)における HUを 検討し,HUの 経年的変

化を表現 していく,図 3に おける HUの経年変化

の横分値 (図 中の余十経赫い分)は累積的 IIU(CHt十 )

をォRし ている.

ところで,HEPを 用いることによ り、 1用 発事

業者はゃ将来にわたる明確な開発 fi事 占1画 及び白

然後元 1:事計画の金貌を公開することを強いられ

る.II(す のカーブを表現することは,開 発と代償

ミテ ィゲーションの具体的な姿を表現することと

岡義である

米国の環境アセ スメン トでは,事前に代償 ミテ

ィゲーション計画やそのモニタリング計画 (日 標

設定や成功基rlrを 含む)の提出が事業者に義務づ

け らだ1て いる (凹「11,1999)が , HEPの 1二 強学白勺

面だけではなく,こ のような情報公 |チ門ツールとし/

ての側面を理解することはきわめて重要である。

lIEPに おいては,IIuま でのステップにおいて
,

「主体 |ご との 「質J× 「空間 |力 考`慮 され ,

CIIUに よって,そオとに 1時 間Jの概念が追加さ

れる_

い l_)

800 -―

700 -

600 -

出典 :田 中 (1998b)

図 3 HUと 累本責的 IIU(CIItl)の 1業1係

(5)ノ ーネッ トロス政策に基づく比較

本来の HEPで は.開 発によ り消失する生態系

と代償 ミテ ィゲーションとして復元・創造さねる

とL態系の両サイ トにおいて,開 発事業がある場合

とない場合のそれぞれのケース,即ち合計 4つ の

CII【 rを 求める。

図 4にお いて開発がある場合とない場合の差

は,開 発サイ トの場合は 「nct bssl(損 失の総 殺)

であ り,代償 ミテ ィゲー シ ョンサ イ トの場 合は

1ld Hain」 (利 益の総量)である.

HEPで は,開 発サ イ トの 「net 10ssJと 代償 ミ

テ ィゲーションサイ トの Ilct gain」 カミ等 しくノヾ

ランスが取オlて いる状態,上 tl」 ち 十ノーネットロス

(no rlet 10ss)|の 実現を最終 日標 とする。 ウェッ

トラン ドに関するノーネッ ト[Jス 政策 (現状のウ

ェットラン ドの総豊を維持する政策)はゃ前ブッ

シェ1政権か らクリン トン政権を経て,現ブッシュ

政権にづ|き 継がオ
′
1て いる米 1呵 の環境政策である。

米国のウェットラン ド開発に伴う代償 ミテ ィゲ

ーシコンでは ノー ネットロスを実現することが義

務づけ られる。 ところで,50haの 十潟 を開発で

埋め 立てる場合.同様な十潟を 50ha造成す″1ば

ハ
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良いわけではない.50haの新設千潟が生態的に

も成熟 し,埋めtて られた千潟と同様の機能を有

するようになるためには時間がかかる.そ の時間

差の分だけ代償 ミテ ィゲーションの面積は増加す

る.

このような政策の結果としノて,図 5で示 したよ

うにサ ンフランシスコ湾岸では,代償 ミテ ィゲー

ションによる自然復元の面積は開発による埋立画

績を上回っている.

出典 t田 中 (1998b)

図 4 HEPでみる ノーネッ トロスの概念

―  離 面積

面
15°

校1。。

言営SSSS皆 督言冒吾81ヨ ヨヨ景旨旨愚ヨ白営

|li蝉 t i ljl「 キ'(1998b)
図 5 サンフランシスコ湾における埋立面積と自然

復元面積の変遣

6. おわ りに

これ まで 見てきたよ うに,HEPは ,自 然復元

の評価に不可欠であると考えられる 1主体 Jご と

の 「質JX「 空陪j」 XI時間Jと いう概念に |ム 分

考慮 していることが明 らかになった .

過去の話になるが,も しを知万博開発の環境ア

セ スメン トにおいて HEPが使われれば,「れ 卜|の

森Jの将来の姿も最初か ら明 らかにされたのであ

る。なぜな らば,CHUを求めるために Hビ の経年

変化を予測 しなければな らず,そ のためには,開

発サイ ト及び代償 ミテ ィゲーションサイ トにおけ

H本生態学会関東地区会会報 51

る,半 該開発事業以外の累積的な環境影響も考慮

しなければな らないか らである IIIEPを 用いる

ためには、将来の保全計いiを 明確にしておく必要

があ り,そ の意味では,HEl)に は開発 事業の環

境保全施策を促進する効果があるといえる.

さて,HEPに は,IISIモ デル構築が複雑過 ぎ

る,HSIモデルを構築するのに 十分な既存研究が

ない, 日本の都市域のようにモザイク状に岳L開 発

された場所での適用は困難であるなどの疑問も出

ている。実際,米 国で も,IIEPは 最 も普及 して

いる生態系評価手法であるとはいえ,そ のほとん

どが HSI年 を簡略化 した 「修 lL HEP(Modificd

IIEP)」 であるのモ)事実である

HEPの 導入を含め,今後の 日本における山然

復元事業の評価に対しては以下のような事柄に留

意することが肝要である

計画策定時に,開 発に伴う代償 ミテ ィゲーショ

ンとしての自然復元事業か,独立 した自然復元

事業かを明確に区別 してお くこと,

計画策定時に,「 日棟Jと 「成功基準Jを 明 ら

かにしてお くこと,また,成功基準を計量する

ための 「モニタリング子法」を明 らかにしてお

くこと.

自然復元事業の 「日標」,「成功基準J及び 「モ

ニタリング手法Jに、「主体Jご との 「質 IX
「午問」 × i時 間Jと いう 4つ の評価軸を含め

ること,こ れは IIEPに 限 らず必要である

自然復元事業の 「目的Jは多様であっても,そ
の中には必ず動物のハビタット保全というとJ的

を含めることによって,よ り生物多様性の保全

に寄 与すること.

自然復元事業の多様な |1的 (ハ ビタッ ト、景観、

レクリエーション等)の優先順位を 十分検討 し,

計世hi8手 に明 らかにしておくこと。

lIEPの 表画的な技術論だけではな く,11lEI)の

ような手続きが生ま油た米回の背景を 十分に理

解 した 上で用いること (IIEPの 法的背景につ

いては,田 中(2()02a)を 参照されたい)

IIEPは 生態学の学問的調査ツールというよ り

も,開 発と保護のバランスを図るための実践的

なツールであり,その傾1面 を 1・ 分に理解 した 1を

一― t〕1-
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で,IIEPを 使 う場合,SIや HSIの 構築のため   各方面で HEPを 含む様々な定量的手法の応用事

の調査に不必要 に時間 と手間をかける ことな   例が出てくることを期待 したい。

く,必要最低限で最大の効果を生み出す ことを
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といえるのか ?41二 態系後元の日標設定 とハビ   ィアのまちづ くり」,学芸出版社 334pp

-3t〕 ――
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【表紙写真の解説】 (出 中 章 )

力 1)フ ィルエア州ウェス ト・サ クラメン ト市のサクラメン ト河沿いの リゾー ト型住宅地開発に伴い環境アセスメ
ン ト調査を実施 したところ,開発サイ トは写真の Valにy elderberry longhOrn beede(VEIフ13)のαぶ″2θごβ″″Sごαち々 ,/%た″S
r77777θ つカクS)を 含む複数の保全すべき種の生息地であることが判明 した,開発サイ トは,州都である隣のサクラメン

ト市に比べて都市基盤整備が遅イ1て スラと、化 していた場所であ り,ウ ェス ト・サクラメン ト市ヽ局 も政策的に開発
を誘致 したいといぅ背景があったために,民間事業ではあったが,計向は 「回避Jさ れず に実施されることになっ

た。 ミテ ィゲーシ ョンとしては,VELBが営巣する Elderberryの 木を近隣公園に移植するなどの 「
最小化」 ミテ ィ

ゲー ションと併せて,「回避」 も 「最小化」 もできない′
|:態 系への忠影響 (即 ち,habitatsの 消失)については,そ

オtに 児合う 1代償」 ミテ ィゲーシ 」ンを実施することが義務付けらねた (「 回避→最小化→代償Jと いうミテ ィゲ
ーシ :]ン の種類と優先順位は,1997年 に公布さねたわが国の環境影響評価法にも導入さオ1て いる )

開発サイ トで消失する,VEIフ Bの habttatsを 含む保 全すべき種の生忠地は 16 8haで あったが,結局,58 7ha以 上の
,

開発サ イ ト以外での新たな11忠 地の後元・創造が事業者に義務付けられた  今回,紹介 した 50haの 代償 ミテ ィゲ
ーション事業は,58 7ha lコ ま不足 tン ているが,実は,今 |「

||,紹 介できなかT,たが,も うひとつの代償 ミテ ィゲーシ

ョン事業として 51ha分の生忠地復元・創造事業があり,令部で 101haも の代償 ミテ ィゲー ションを実施 している

こσうような′li息地の損益計算は,米国では通常,IIEI)は Iabitat IEvaluatlljn P煎 だedurc)な どの定星的仕態系評価
「

法
によって行われている

ところで,単純 に失わねる山f積 と新たに後元・制進する面積 とを比較するだけな らば,16 8haの 代償だけでよい

ことになる.し か し,実際には, 人 1二 的に′に態系の後元を早めたとしても開発サ イトの 1上忠地の消失と代償 ミテ ィ
ゲー ショ)サ ィトθD′ |:忠地の誕生とは「Jじ 時ナ明には実現できない (こ れを !可 能にしたのが ミテ ィゲーション・バン

キング制度)つ まり,時間の損失分をよ り広 い空 ||11確 保によって補 うという考え方である これを inO net ioss

政策と呼び,あ る保全すべき 4上 態系を破壊せざるを得ない場 合,そ の生態系の
「
質 X空間×時間 |と いう総 ■につ

いて維持するというもσDで ある.HEl)は そのための評価
「

法である.

さて, 今陣1,紹介 した代償 ミテ Tゲ ー シ ョンは,「41すこサ イトと 1司 じサ クラメン ト河沿 いの 50haの トマ ト畑 を

198911二 に確保 し、そ こに i[|ナ !湖 を 1991年 に造成 し,必 要な樹木や卓本類を植歳 し,育てることで,開 発サイ ト

で失わオlた ′
|:旭、地を代償するというものであった 写 真でみるように比較的,短期で植生などが回復 したが,こ れ

は控 lllt,打1草除ム,追加tll栽などの きわめて集約的な メンテナンスが行わねた ことによる 筆者は,本事業に環境

アセ スメン トとミテ ィゲーションのコンサルタン トとして従
=rし

た。なお,詳細は関連する拙稿を参照 していただ

けオtば 子いである

殿1中  章 (1995):環 境アセ スメン トにおける ミテ ィゲイション制度 :― ア メ1)力 ,カ リフィルニアの例 t人 間と

環境 21はり154159

lJ中  章 (1998)tア メリカのミテ ィゲー ション・バンキング精度 :環境情報科学 27(4)16-53

田中 章 (1998つ :環境アセスメン トにおけるミテ ィゲーション舟せ定の変遷 :ラ ン ドスケーブ
)研

究 61o7は〕-768

111中  章 (1998b)i/1態 系評価 システム としての HIEI):島津康男編 環境アセス スン トここが変わる :環境技術

研究協会,81-96

111中  t(1999):米 国の代償 ミテ ィゲー ション事例 と |1本 におけるその 商r能 性 :ラ ン ドスケープ研究 62(5)
581-586

田中 寺 (蟹Xx)):環境影響評価制度におけるミテ ィケー ション手法のlll際 比較研究 :ラ ン ドスケーブ研究 62(5)
170-177

,H中  章 (2002):米 国のハビタッ ト評価 手続 き"HEF誕 生の法的背景 :環境情報科学 3](1)37-12

性1中  章 (2002):何 をもって′|1態 系を復元 したといえるのか ?― ′ヤ態系復元の目標 とハ ビタッ ト評価 手続きHE
Pに ついて :ラ ン ドスケープ研究 64(5)282-285

111 ill 草 (20()2):米 国の油流出事故に伴 う/1:態 系後元 とその定量的評価 子法 HEI〕 :咲境アセ スメン ト学会 2002

年度研究発表論文要旨集 (2002イ ト9月 28 29日  り」れ大学)120-125

【裏表紙写真の解説】 (夏原 由博)

カスミサ ンショウウオの生忠地は,■ に丘陵地や台地にある樹林 と湿地や水田が隣接する場所である。 こうした

場所は,開発されやす く,開発による牛1息場所の消失が本種の央退の主要な原閃とされている 本種の卵 と幼生が

水中で過ごす期間は 3月 か ら7月 までと長いため,水 |十 1耕作放乗による水位の不安定化や固場整備による乾[J化 と

工面張 りの水路も衰退に拍車をかけている

―-42-―
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