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Abstract 

In Australia, the guideline to which use of " Biodiversity Offset " almost synonymous with " Compensatory 

Mitigation" which has developed in the U.S. is urged was published by the Commonwealth of Australia 

government in 2007.Therefore, information that related to Biodiversity Offset in Australia as an example of 

various foreign countries was brought together in this research. As a result, obligating and Biodiversity Offset 

and the living thing diversity banking industry of environmental assessment to the protection factor including 

the living thing diversity existed, and the information was clarified. 
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１． 背景と目的 

1999年に米国の環境アセスメントをモデルとした
環境影響評価法が日本で施行され、回避、低減、代

償というミティゲーションの種類と優先順位が示さ

れた。しかし、現在の日本の制度では、環境影響評

価や同様のプロセスに位置づけられたミティゲーシ

ョンはまだ改良すべき点が多く、実質的な生物多様

性オフセットの実施はきわめて限られたものになっ

ている。 
加えて他国でも環境アセスメント制度が作られて

おり、日本で主に研究されている米国以外の諸外国

についても調査する必要がある。 
 オーストラリアにおいて、米国で発展してきた「代

償ミティゲーション」とほぼ同義である「生物多様性

オフセット（Biodiversity Offset）」の利用を促すガイド
ライン「環境保護及び生物多様性保全法による環境オ

フセットの利用について（Use of Environmental Offsets 
Under the Environment Protection and Biodiversity 
Conservation Act 1999）」が2007年にオーストラリア連
邦政府より発行された。そこで、本研究ではオセアニ

アにおける「環境アセスメント制度」、「生物多様性オ

フセット」、「生物多様性オフセットバンキング」の現

状を明らかにすることを目的とする。 
 

２．研究方法 

 本論文は既存文献及び、インターネット調査を基

に行った。 
 
３． 研究結果 

３．１ オーストラリアにおける環境アセスメント 
オーストラリアでは国内の重要な環境要因に著し

い影響を与える、または与える可能性のある行為の

場合、EPBC Act（Environmental Protection and 
Biodiversity Conservation Act 1999，1999年環境保護及
び生態系保全法）により、行為を実行するには環境、

水、遺産及び芸術局大臣（the Australian Government 
Minister for the Environment,Water,Heritage and the Arts，
以下、環境大臣と称す）の許可が必要となる。その

対象となる重要な環境として絶滅危惧種と移動性生

態系群落を含む7つの要因が挙げられている（表
3-1-1）。またその他の要因として、国民が行為を提
案する場合「国有地の環境に重大な影響を与える行
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為はいかなる場所においても行ってはならない」と

し、連邦が行為を提案する場合「国有地の環境に重

大な影響を与える行為は行ってはならない」と定め

られている（Department of the Environment and Water 
Resources，2007）。また、此処で述べている「与え
る可能性がある」とは5割以上の確率といったもの
でなく、実際に起こりうる可能性がある場合に環境

アセスメントを行う必要があるという意味である

（Significant Impact Guidelines 1.1，2006）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．２ 行為の申請と環境アセスメント 
 オーストラリア政府の環境アセスメントと認可プ

ロセスの第一段階として「申請（referral）」の提出
という行為が存在する。申請するには、申請書を全

て埋め、それをオーストラリア環境、水、遺産及び

芸術局（以下、環境局と称す）へ提出する必要があ

る。申請により、提案者及び提案した行為の要約、

対象地、影響の予測される対象と範囲、そして提案

される影響のミティゲーション方策（mitigation 
measures）が明確になる（Department of the 
Environment and Water Resources，2007）。ミティゲ
ーション方策の1つとして、３－３で述べる絶滅危
惧種（threatened species）及び、動植物群落 (ecological 
communities）を主な対象とする生物多様性オフセッ
トが期待されている。提案されるオフセットとして

認められるのは、回避（及び/そして最小化）を行っ
た行為とされ、オフセットを提案しなければ行為の

認可が下りないケースが多いとされている（Use of 
Environmental Offsets Under the EPBC Act 1999，2007），
（Environment assessment process - EPBC Act fact sheet，
2007）。Significant Impact Guidelines 1.2（2006）には、
提案に関するプランニングの早い段階で、環境影響

を考察することが大事で、可能な限り回避（avoid）
し、それが出来ないなら、可能な限りの最小化

（minimise or mitigate）を行わなければならないと記
述されている。 
環境大臣は申請を受け取ってから通常 20日以内
にEPBC Actによるアセスメントプロセスと認可の
決定を行う。EPBC Actに従い重大な影響がある可能
性がある行為と環境大臣が決定した場合、その行為

は正式なアセスメントと認可を必要とする（コント

ロールアクション，controlled action）。提案された行
為に重大な影響は存在しないことが決定した場合、

オーストラリア政府の認可を必要とせずに行為を始

めてよい。そのまま手段や実行に関して申請の通り

行う場合、EPBC Actに違反することはない
（Department of the Environment and Water Resources，
2007）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．３ オーストラリアにおける生物多様性オフセ

ット 
 生物多様性オフセット（biodiversity offset）とは、
開発などの人間活動によって損なわれる生態系の損

失を、PPP（汚染者負担）の原則に則って損失を与
える主体の責任で、他の場所に生態系を復元、創造

などすることによって損失補償するという仕組みで

あり、環境影響を含む開発を考えている提案者に長

期保全を達成する機会をもたらすツールである（田

中、大田黒，2008）。オーストラリア連邦政府が作成
したガイドラインでは、環境オフセット

（environmental offset）という言葉で使われており、
EPBC Act に基づく環境オフセットの利用により
EPBC Act の保全目標の達成と開発の可能性が広が

表3-1-1 EPBC Actにおける国内の重要な環境要因 

 環境アセスメントが義務付けられる法的要因 

1 絶滅危惧種と生態系群落（Nationally threatened species 
and ecological communities） 

2 国際条約に基づく移動性動物種（Migratory species 
protected under international agreements） 

3 ラムサール条約登録湿地 
（Ramsar wetlands of international importance） 

4 連邦海環境（The Commonwealth marine environment） 
5 世界遺産（World Heritage properties） 
6 国内遺産地（National Heritage places） 
7 核開発事業（Nuclear actions） 
 

オーストラリア環境大臣に申請書を提出 

認可できる申請 

認可できない申請 
20日以内にEPBC Actに基づく 

認可とアセスメントプロセス 

の必要性があるか 

YES NO 

EPBC Actに
基づく認可プ
ロセスとアセ
スメントが必
要 

申請どおり行う

なら認可は必要

ない 
 

ノーアクション、

又は環境大臣に

再考案の申請 

図3-2-1 EPBC Actによる環境アセスメントプロセス 

 － 申請のフローチャート  



るとされ、持続可能な開発と長期の保全の達成を目

的としている。 
 EPBC Actでは絶滅危惧種、生態系群落、そして国
際条約に基づく移動性動物種といった生態系に関し

ても保護対象となっており、Use of Offsets Under the 
EPBC Act（2007）の中でも、絶滅危惧種、生態系群
落が主な保護対象である記述している。このことか

らオーストラリアでいう環境オフセットが生物多様

性オフセットだといえるだろう。生物多様性オフセ

ットを用いない開発の認可をし続けることは断続的

な種の減衰に繋がるとされ、オーストラリアにおけ

る生物多様性オフセットは、開発と長期保全の両方

を促進する重要なメカニズムとなっている。 
 また多くの州(7州のうち 6州）でオフセット際策
やオフセットを示唆する法律が作成されている（表

3-3-1）。 
 
 

州 政策  

ニューサウス

ウェールズ州

（NSW） 

バイオバンキング（BioBanking）-生物多様性オフセットとバン

キング計画- 

・ 2006 年絶滅危惧種保全の修正法案（Threatened Species 

Conservation Amendment  

Bill 2006）  

北部準州

（NT） 
実施していない 

クイーンズラ

ンド州（QLD） 

政府事業全般に対し開発初期段階からオフセットアプローチ

を取り入れている。 

南オーストラ

リア州（SA） 
自然植生法1991（The Native Vegetation Act 1991） 

タスマニア州

（TAS） 

農水省におけるオフセット政策の草案（Draft offsets policy for 

the department of Primary Industry） 

ヴィクトリア州

（VIC） 

自然植生管理法-行為の規定について-（Native Vegetation 

Management-a framework for action-） 

西オーストラ

リア州（WA） 

WA EPA（Environmental Protection Authority，環境保護局）

Position Statement No.9「環境オフセット」 

  
ニューサウスウェールズ州において、生物多様性オ

フセットを 2006 年絶滅危惧種保全の修正法案

（Threatened Species Conservation Amendment Bill 
2006） に基づいて行なわれているNSW議会の下で 
生物多様性のために「改良もしくは維持（improve  
or maintain）」を達成するために、開発の影響NSW議 
会の下で埋め合わせる組織的、定量的なアプローチ

と定めている。これは事業提案者がオフセットバン

カーからオフセット（もしくは、生態系）クレジッ

トの購入することを含んでいる。また北部準州にお

いては生物多様性オフセットを義務付ける政策は確

認されていない。クイーンズランド州においては、

政府事業全般に対し開発初期段階からオフセットア

プローチを取り入れている。そのプロセスはQLD環

境保護局と首相人事省が共同で調整している。南オ

ーストラリア州においては、自然植生法 1991（The 
Native Vegetation Act 1991）が制定され、土地の開発
に関連することにはオフセットが必要認可を受ける

ための規則として、行為と同じ地域における自然の

再植生によって環境影響を埋め合わせるため、バン

キング（Native Vegetation Fund，自然植生基金）を設
立しなければならないとしている。タスマニア州で

は、農水省におけるオフセット政策の草案（Draft 
offsets policy for the department of Primary Industry）を制
定し、この政策の目標は開発の認可後、環境を確実

に「維持、もしくは改良（as well-off or better off，同
じ、もしくは以前より良く）」だとされる。また、オ

フセットは規定による定量的なアプローチよりむし

ろ広い原則に基づいている。ヴィクトリア州では自

然植生管理法-行為の規定について-（Native 
Vegetation Management-a framework for action-）の中で、
オフセットの主な目標に「ネットゲイン」が「景観

全体の、自然植生の範囲と質が減少する行為の対に

なるもの（a reversal across the entire landscape, of the 
long-term decline in the extent and quality of native 
vegetation）」と定義付けられている。また、オフセッ
トは減少した植生の量と質（ハビタットの広さ）に

基づいている。自然植生クレジットに関する登録と

トレードに関し規則されるバンキング制度

（BushBroker scheme，自然植生ブローカー）の一部
に適応している。西オーストラリア州ではWA EPA
（Environmental Protection Authority，環境保護局）
Position Statement No.9「環境オフセット」において、
「ネットゲイン（net environmental benefit）」を達成す
るという目標に向け、WA EPAの政策を制定した 
 

３．４ オーストラリアにおけるミティゲーション

と生物多様性オフセットの相違 
 オーストラリアでのミティゲーションは「行為の

範囲内（on-site）で回避や最小化により開発の影響の
レベルを減少させる」方法として定義付けられてい

る。Significant Impact Guidelines 1.2（2006）には、ミ
ティゲーションに関して、開発の提案に関するプラ

ンニングの早い段階に環境影響を考察することが重

要で、可能な限り回避し、それが不可能の場合、可

能な限りの最小化を行わなければならないと記述さ

れている。対して生物多様性オフセットの定義は「行

為の範囲外（outside）で直接的及び間接的に開発の
影響を補う（compensate）こと」とされている。同時

表3-3-1 州および準州におけるオフセット政策 



に、実際の開発における影響の軽減を減少させるこ

とが目的でなく、オフセットを通して「環境の創造

（environmental gain）」が行われることが重要な点で
あるとしている。また生物多様性オフセットには「直

接的オフセット（Direct offset actions）」と「間接的オ
フセット（Indirect offset actions）」の2種類が存在す
る（表3-4-1）。 
 
 
 種類 説明 

直接的オフセット 

（Direct offset 

actions） 

開発対象地におけるハビタットもしくはランドスケープ

の「維持と改良（maintenance and improvement）」を目

的とするオフセット     

方法 内容 

保全 
対象ハビ タ ッ ト の長期保護

（long-term protection） 

復元・ 

回復 

質の落ちたハビタットの復元       

（restoration or rehabilitation） 

回復（re-establishing habitat）  

間接的オフセット 

（Indirect offset 

actions） 

保全に繋がる直接的オフセット以外の行動（よりよい

保全を導く知識や理解、管理プランの提案）。 

方法 

調査を含んだ回復プランの実施 

調査や教育プログラムによる貢献 

絶滅危惧種の移転 

直接的オフセットを可能とするバンキング計画の

提案 

管理プランのモニター、維持、準備や実行などの

継続した管理活動  

 
直接的オフセットは開発対象地におけるハビタッ

ト、もしくはランドスケープの「維持と改良

（maintenance and improvement）」を目的とし、「保全
（ long-term protection）」、「復元（ restoration or 
rehabilitation）」、「創造（re-establishing habitat）」を用
いることから、米国のミティゲーションで利用され

ている「代償ミティゲーション」に近いものだとい

えると考えられる。また、Draft policy statement 4.1
（2007）には、生物多様性オフセットは回避と緩和
で軽減できないそれらの影響を代償すると記述して

おり、「回避」、「最小化」、「オフセット」の順に開発

の影響が軽減されていく。一方、間接的オフセット

とは、よりよい保全を導く知識やその理解、管理プ

ランの提案、絶滅危惧種に関する調査による貢献

等の生態系の保全に繋がる行動のことであり、米国

には無い新しい概念があることが分かった。米国と

オーストラリアのミティゲーション方策の比較を図

3-4-1に示した。 
 

負の環境影響 

の変動 

優先

順位
米国 オーストラリア 

何もしない（行為をそのまま行う） 

回避 

最小化 

ミティゲーション 

代償 

ミティゲーション 

生物多様性オフ 

セット（直接的オフセッ

ト） 

  

－ 

生物多様性オフ 

セット（間接的オフセッ

ト） 

 

 
 

３．５ オーストラリアにおける生物多様性バンキ

ング 

 生物多様性バンキングとは、バンカーがまとまった

土地でまとめて生態系復元や創造を行い、復元や創造

が認められた分のクレジットを、生物多様性オフセッ

トを必要としている不特定の対象に売るという仕組

みである（田中、大田黒，2008）。通常、バンカーと
消費者の間にブローカーが介在し、活発なマーケット

を形成することで、より効率的な生態系オフセットが

推進される。 

オーストラリアの生物多様性バンキングは州レベ

ルで発展してきており、ニューサウスウェールズ州

（NSW）で「バイオバンキング（Biodiversity Banking 
and Offsets Scheme，Biobanking）」、そしてヴィクトリ
ア州（VIC）で「自然植生ブローカー（BushBroker）」
という生物多様性オフセットバンキング政策が行わ

れている。尚ここで言う「バンキング（banking）」と
は“仕組み（制度）的概念”であり、バンキングの中

で用いられる「バンク（bank）」とは“場所・空間的
概念”である。また、「クレジット（credits）」とは”バ
ンク内の種やハビタットの保全価値の量”を意味する。
NSWのバイオバンキングは、生物多様性価値をクレ
ジット化し、環境アセスメントの際に環境影響に対す

るオフセットとして利用している。VIC の自然植生
ブローカーは、ランドオーナーの申請する領域をVIC
政府が自然植生クレジットとして自然植生バンク

（BushBroker register）に登録し、自然植生の減少に対

負の環境影響 
軽減される負の環境影響 

図3-4-1 米国とオーストラリアのミティゲーションの比較 

表3-4-1 直接的オフセットと間接的オフセットの内容 



するオフセットとして利用している（表3-5-1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バイオバンキングのクレジットは生物多様性クレ

ジットが用いられる。生物多様性クレジットとは、生

物多様性価値を算出し市場で取引できるクレジット

であり、主に生態系への影響をオフセットするために

用いられている。また生物多様性クレジットには、開

発影響の対象と同じ生態系群落をオフセットするた

めに使う「生態系クレジット（ecosysytem credits）」と
開発影響の対象と同じ絶滅危惧種をオフセットする

ために使う「絶滅危惧種クレジット（species credits）」
の２種類が存在する。 

自然植生ブローカーは、ハビタット保全からオフセ

ットを考え自然植生の長期保全を目的とする制度で

あり、ハビタットの面積と質により計算する自然植生

クレジットを用いる。 

NSWのバイオバンキングは米国の貴重野生動植物
種のハビタット保全を目的とした「コンサベーション

バンキング（conservation banking）」に、VICの自然植
生ブローカーは米国のウェットランドの保全を目的

とする「ウェットランドミティゲーションバンキング

（wetland mitigation banking）」にそれぞれよく似た概
念を持っている（表3-5-2）。 

 
 

オーストラリア 
 米国 

NSW VIC 

ミティゲーションバンキング 
生物多様性 

オフセットバンキング 
仕

組

み 
コンサベー 

ション 

バンキング 

ウェットランド 

ミティゲー 

ション 

バンキング 

生物多様性 

バンキング 

自然植生 

クレジット登録及び

トレードシステム 

目    

的 

貴重野生動植物

種のハビタット

保全 

ウェットランド保全 

生物多様性 

価値の維持、 

又は改良 

自然植生の質、そし

て/又は、量の増加 

 

Shields（2007）は、オーストラリアにおけるバンキ
ング計画は現在、米国に比べ遅れているが発展の結果

次第で、世界中で使用できるテンプレートと企画にな

りうるとしている。 
 

３．６ 生物多様性バンキングの発展経緯 

a）ニューサウスウェールズ州におけるバイオバン

キング（Biodiversity Banking and Offsets Scheme，

Biobanking） 

ニューサウスウェールズ州政府は、都市外の開発を

止め環境の「維持又は改良」を得るため、2003年に自

然植生法（Native Vegetation Act 2003）を施工しており、
バイオバンキングは都市開発における自然植生の破

壊と絶滅危惧種を含む生物多様性の価値への影響に

対して考案したと記述している。また2006年5月に、

バイオバンクの法的枠組みを確立する2006年絶滅危

惧種の保全改正“生物多様性バンキング”案

（Threatened Species Conservation 
Amendment”Biodeversity Banking”Act2006）が議会に提
出され、ニューサウスウェールズ州はこの法の規制に

より、生物多様性クレジットを必要とする事業提案者

とバンカーとの売買を可能にしている（New South 
Wales Department of Environment and Climate Change，
2008）。 
 

b）ヴィクトリア州における自然植生ブローカー

（BushBroker） 
ヴィクトリア州においては、2002年、自然植生の「ネ

ットゲイン（net gain）」を第一目標とする「自然植生
管理法－行為の規定について（Native Vegetation 
Management Framework –A framework for Action）」が発
行された。この法律は、2003年にすべてのプランニン

グ計画に組み込まれ、自然植生に影響を与える全ての

許認可に対し、この規定に基づいて政府側の権限が必

要となることとなった。ヴィクトリア州の自然植生管

理規定はオフセットの「定量化（quantification）」、「釣
り合い（matching）」と「確実さ（security）」に関し、
より一貫したアプローチを提供し、オフセットに活用

されてきている。そこにオフセットを達成するための

ツールとして自然植生ブローカーが誕生した（Victoria 
Department of Sustainability and Environment，2006a）。 
 

４．まとめと考察 

 オーストラリアでは、EPBC Actにより、重要な環境
として絶滅危惧種と移動性生態系群落を含む７つの

 NSW VIC 

政策名 
バイオバンキング（Biodiversity 

Banking and Offsets Scheme） 

自然植生ブローカー

（BushBroker） 

仕組み 
生物多様性バンキング

（biodiversity banking） 

自然植生クレジット登録 

及びトレードシステム 

（Native vegetation  

credit registration and trading 

system） 

バンク 生態系バンク（biobank） 
自然植生バンク（BushBroker 

register） 

クレジット 
生物多様性クレジット

（biodiversity credits） 

自然植生クレジット 

（native vegetation credit） 

目的 
生物多様性の価値の 

維持、又は改良 

自然植生の質、そして/又は、量

の増加 

 

表3-5-1 ニューサウスウェールズ州（NSW)とヴィクトリア州（VIC）

における生物多様性バンキング政策 

表3-5-2 米国のミティゲーションバンキングとオーストラリアに 
おける生物多様性バンキングの差異 



環境要因の保護が義務付けられていることがわかっ

た。EPBC Actに基づくアセスメントは、国民、連邦の
両方の行為において義務付けられており、特に連邦の

行為においては、「国有地の環境に重大な影響を与え

る行為行ってはならない」との規則もあり生態系に影

響を与える開発行為においてはアセスメントが必要

になることから、オーストラリアでのアセスメントは

かなり発展していると考えられる。同時に環境アセス

メントを調べることにより、オーストラリアにおける

生物多様性オフセットが環境アセスメントを行う前、

開発の計画段階から取り入れていることが明らかに

なった。 

 また、環境アセスメントで明らかになった影響に対

し、ミティゲーション方策として、ミティゲーション

と生物多様性オフセットが用いられていることが明

らかになった。オーストラリアでいうミティゲーショ

ンとは、米国で言う回避と最小化であり、オンサイト

で開発の影響のレベルを減少させるという定義を持

つ。一方、生物多様性オフセットには影響を直接代償

する米国で言う代償ミティゲーションである直接的

オフセットと、バンキングプランの提案をするといっ

た保全に繋がる間接的オフセットという2種類のオフ
セットが存在する。間接的オフセットは米国には無い

新しい概念があることが分かった。間接的オフセット

の生物多様性保全への効力こそ判明できてはいない

が、ノーネットロスとネットゲインの2つの概念を持
つ「維持と改良」を目標とするシステムが連邦レベル

で定められていることが判明し、州レベルでも多くの

州で生態系や自然植生に対するノーネットロスやネ

ットゲインを目標とする政策がみられた。 

 また、生物多様性バンキングに関する政策もニュー

サウスウェールズ州、ヴィクトリア州の２州で確認さ

れ、各政府環境省がクレジット登録の主体となり、生

物多様性の保全に意欲的であることが判明した。ニュ

ーサウスウェールズ州のバイオバンキングでは、生態

系群落の植生調査から得る生態系クレジットと特定

の保全対象をクレジット化した絶滅危惧種クレジッ

トを用いており、後者は特定の生態系保全を目的とす

る米国でのコンサベーションバンキングと似た概念

を持っていることがわかった。また、ヴィクトリア州

の自然植生ブローカーに関しても、使用しているクレ

ジットである自然植生クレジットがハビタットの面

積と質で計算することから、ハビタット保全からオフ

セットを考えるウェットランドミティゲーションバ

ンキングとよく似た概念を持っていることが分かっ

た。 

 オーストラリアの生物多様性オフセットの現状を

調査し、米国とは異なった概念が見られる等、新たな

発見が得られた。今回の研究では米国とオーストラリ

アの現状を比較するまでの調査に留まったので今後

はEUやオセアニア諸国等、他の国々の現状を調査し
ていくことで、米国には存在しない新たな概念の発見

が予想されるため、引き続き調査が必要である。 
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