
ドイツにおける生物多様性オフセットに関する研究 

Current status of biodiversity offsets and biodiversity banking in Germany. 
 

白坂 僚*、田中 章** 
Ryo SHIRASAKA，Akira TANAKA 

Abstract 
The focus of this study is how impact mitigation measures addressed in German national biodiversity strategy.  

German Impact Mitigation Regulation (IMR) is the basis of biodiversity offsets activities in Germany, and compensation 
pools and mitigation banking schemes also have been established that is similar to U.S wetlands mitigation banking 
system.  The schemes are called “Compensation Pool”.  On the IMR sequence, the developer is obligated to avoid and 
compensate environmental impacts.  There are 3 types of compensation measures and these are prioritized, 1.restration 
compensation, 2.replacement compensation, 3.financing compensation. 
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１．背景と目的 

米国では 1969 年に世界初となる環境アセスメン
ト法が制定され、開発行為による環境への損失をプ

ラスマイナスゼロにしようとするノーネットロス政

策と、ノーネットロスを実現するための手法が確立

されている。以降、こうした概念は諸外国へ伝播し、

約 30 ヶ国でノーネットロス政策が既に成立してお
り、EU諸国においても同様の動きが見られるように
なっていることが既往研究により明らかとなってい

る。今後はこうした国々における生物多様性オフセ

ット事業や生物多様性バンキングの実施状況を個別

に明らかにすることが課題である（田中・大田黒、

2008）。 
各国の状況を調査する中で、ドイツでは 1976年の
連邦自然環境保全法（Federal Nature Conservation Act）
でノーネットロス的な概念が示され、1998年の連邦
建設法典（Federal Building Code）の修正及び 2002年
の連邦自然環境保全法の修正により生物多様性バン

キングに相当する「代償地プール」が急増している

ことがわかっている（田中ら，2008）。 
本報告は、ドイツにおける生物多様性オフセット

ならびに生物多様性バンキングの根拠となる法律お

よび実施状況を調査しまとめることを目的とする。 
 
２．研究方法 

 既存文献の調査による。特に Johann Koppel 氏，
Wolfgang Peters 氏，Wolfgang Wende 氏共著の
Eingriffsregelung ， Umweltvertraglichkeitsprufung ，
FFH-Vertraglichkeitsprufung を主要引用・参考文献と
する。 

３．研究結果 
３．１ ミティゲーションを規定する法 

1976 年に制定された連邦自然環境保全法（Federal 
Nature Conservation Act）では、ミティゲーションの目
標を「ハビタット、土壌、水、気候、大気及び美しい

景観に関連する自然資源への影響の代償」とし、さら

に「その価値の現状を侵害の回避、代償することによ

り維持すること」としており、いわゆるノーネットロ

ス的な概念が示されている。連邦自然環境保全法は自

然環境保全と景観保全に関する大綱的な規定のみを定

めたものであり、各州はこの連邦自然環境保全法に基

づき具体的な施策を州法として定めている。また、各

州に対して少なくとも州面積の 10%を超える面積のビ
オトープ・ネットワークを形成することを規定してお

り、このビオトープ・ネットワークは州を越えて形成

されるよう求めている（西村，2007）。 
さらに 2002 年の連邦自然環境保全法改正、および

1998年の連邦建設法典（Federal Building Code）改正に
よってミティゲーション方策の実施が明確化するなど、

より法的拘束力を持たせた形となった。 
1976年に連邦自然環境保全法の一部として採用され
た影響緩和規則（German Impact Mitigation Regulation）
では、開発による土地表面の形質または土地利用の変

更、あるいは動植物のハビタットが存在する地表と深

くかかわる地下水位の変更が自然環境またはランドス

ケープに著しい影響を及ぼす可能性がある場合、開発

による影響に対して汚染者負担の原則（PPP）において
ミティゲーションを実施することを義務付けている

（Wende，Herberg，Herzberg，2005）。 
さらに、EU ハビタット指令（Habitats Directive 
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92/43/EEC）、および EU 野鳥指令（Birds Directive 
79/409/EEC）による「ナチュラ 2000」に基づいて定
められた保護地域では、連邦自然環境保全法第 34条
に基づき影響緩和規則や環境影響評価法よりも厳 
格な規制がなされ、甚大な環境影響に結びつく事業

は禁止されている（表 1）。 
３．２ ドイツにおけるミティゲーション 
米国において回避、最小化、代償がミティゲーショ

ンの種類と優先順序として規定されている同様に、ド

イツにおける影響緩和規則においてもミティゲーシ

ョンの段階的な実施が規定されており、この種類と優

先順位は厳格に守られる必要がある（図1）。 
ａ） ミティゲーション実施の決定 

開発によって土地表面の形質または土地利用の変

更、あるいは動植物のハビタットが存在する地表と深

くかかわる地下水位の変更が、自然環境またはランド

スケープに著しい影響を及ぼす可能性がある場合、事

業者はその後の開発計画を連邦自然環境保全法に基

づく影響緩和規則のプロセスに従って進める必要が

ある（Wende，Herberg，Herzberg，2005）。 
その後、環境影響評価法の要請により事業に関係す

る他の個別法（例えば鉄道敷の新設する場合は一般鉄

道法など）により官庁による認可および届出を必要と

する場合、あるいは官庁が自ら開発を行う場合に、環

境アセスメントの実施が義務付けられる。事業者は、

回避・最小化、あるいは代償ミティゲーションの計

画を景観保全付随計画（LBP）に明記しなければな
らず、景観保全付随計画には開発サイトの現況図、

予想侵害図、ミティゲーション方策の全体概況図、

ミティゲーション方策の詳細図が示され、保全すべ

き種やそのハビタット等についての情報が示され

ていなければならない（水原，2008）。 
土地表面の形質または土地利用の変更等の概念

には解釈の余地を残しているため、諸州はミティゲ

ーション義務のある事業をリスト化して定めてい

る。ミティゲーション義務のある事業リストには極

めて多くの具体的な事業の種類が記載されている

が、記載の無い事業に対しても影響緩和規則の定義

に該当すればミティゲーションの実施が義務付け

られる。影響緩和規則の適用が自然環境に対する悪

影響の有無を根拠とするのに対し、環境影響評価法

の適用は事業の種類を根拠としていると言える。 
また、農業、林業、漁業による土地利用において

は、「適切な専門的実践」の基本原則に基づく限り、

自然地への介入とは判断されない。適切な専門的実

践とは、ビオトープへの回避可能な侵害は行わない、

ビオトープ・ネットワークのために必要な景観の部

分は維持されるか、可能であれば増やす、侵食の恐

れのある斜面、氾濫源、地下水位の高い地域、湿地

における耕作は許されない等といった原則である。

これはドイツ国土のおよそ 75%が農業および林業
によって利用されていること等が理由として指摘

されている（西村，2007、Koppelら，2004など）。 

 

表1 ドイツにおいてナチュラ2000を構成する保護地域 

EU指令 内容 

附属書Ⅰ「その維持のために特別保護地域が指定

されねばならない、共同体にとって重要な自然生

息圏」に掲載されたハビタット 
ハビタット指令 

附属書Ⅱ「その維持のために特別保護地域が指定

されねばならない、共同体にとって重要な動植物

種」に掲載された動植物のハビタット 

野鳥指令 附属書Ⅰに掲載された鳥類のハビタット 

出典 西村（2007）より作成 
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ｂ） 回避、最小化ミティゲーション 

事業に対しミティゲーション方策の実施が決定す

ると、事業者は事業によって発生する環境影響の回

避、最小化を行う義務を負う。より影響の少ない立

地、及び範囲において事業の全面回避を含めた再検

討が行われる。複数案の比較の際は、ビオトープの

質と面積を掛け合わせた指標であるビオトープ価値

手続きと呼ばれる手法を用いる場合が多い。しかし

ながら評価方法および手法は自治体によって異なり、

多種多様である。事業者は、事業の回避、最小化の

可能性を残したまま次のミティゲーション方策であ

る代償を選択することはできない。 
ｃ） 復元による代償ミティゲーション 

回避、最小化しても残る悪影響に対し、復元によ

る代償(restoration compensation)、米国で言うところの
インカインド代償ミティゲーション、かつオンサイ

トでの代償ミティゲーションを優先して行う。失わ

れた機能および価値と同等の復元によって代償しな

ければならない。例えば、周辺地域において健全な

地下水資源を保全するための土壌のろ過機能を強化

することによって影響をオフセットすることなども

含まれる（Koppel，Peters，Wende，2004）。 
 

ｄ） 代替による代償ミティゲーション 

こうした代償措置にもかかわらず依然として残る

影響についてそれをオフセットすることができない

場合、代替による代償(replacement compensation)、米
国で言うところのアウトオブカインド代償ミティゲ

ーション、またはオフサイト代償ミティゲーションを

行わなければならない。代替による代償ミティゲーシ

ョンでは、開発対象地との間に時間的、空間的な猶予

が与えられ、また必ずしも同種によるオフセットが義

務付けられるわけではない。そのため、後述する代償

地プールやエコ口座といった生物多様性バンキング

に類似する手法が存在する。 
ｅ） 金銭による代償 
ここまでのミティゲーションのプロセスにおいて、

開発による全ての影響をオフセットすることができ

れば、行政上の手続きは終了となり開発が可能となる。

しかしながら、開発サイト周辺のミティゲーションの

ための土地や代償地プールが不足していること等が

原因で、オフセットされない影響が残ることがある。

最終的にどうしても残る影響については、いわば最後

の手段として、開発による価値（公共に福祉にとって

の価値など）と失われる自然環境およびランドスケー

プの価値と照らし合わせ、認められる場合には州の自

然保護法規に基づく金銭によるオフセット（financial 
compensation）が可能である（Wende，Herberg，Herzberg，
2005）。この制度はいくつかの州において定められて
おり、支払金は各州の自然保護官庁あるいは関連する

公的基金へ支払われることで、後述する代償地プール

等の手法における土地の確保や管理に利用されるこ

ととなっている（Koppel，Peters，Wende，2004）。 
 

３．３ ドイツにおける生物多様性バンキング 

先述したように、代替による代償(replacement 
compensation)においては開発対象地との間に時間
的・空間的な猶予が与えられ、種のトレードオフも認

められている。そこで自治体が将来的に起こりうる事

業に先立って土地を確保、さらにあらかじめまとまっ

た量の自然復元等を行い、プールしておく手法が考案

された。事業による悪影響を最大限回避、最小化、復

元によって代償した事業者は、残る影響について自治

体に金銭を支払い、プールの一部を代償措置として割

り当てることができる。自治体が行うプール用地の取

得、プールの設立、管理等にかかる費用は、代償地プ

ールの売却によって回収できる。ドイツではこの概念

は代償地プール、あるいはエコ口座と呼ばれている。 
代償地プールの管理および運営は、農業者、会社等

の第三者に委託することもできるが、自治体が運営者

となる場合が多い（Koppel，Peters，Wende，2004）。
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図2 ドイツと米国のミティゲーション方策の優先順位 
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また、米国におけるウェットランド・ミティゲーショ

ンバンキングのシングルーユーザーバンクのように、

自らが将来的に行う開発事業の代償ミティゲーション

として利用する事例も確認できている（Ohlenburg，
2005）。また、Wendeら(2005)によれば、1000以上の代
償地プールが存在、またはまもなく設立される段階に

あるという。 
代償地プール手法によるオフセットと金銭によるオ

フセットの違いは、代償ミティゲーション方策が景観

保全付随計画に含まれるか否かであるといえる。つま

り、代償地プール手法によるオフセットでは、事業の

計画の段階で具体的な代償措置が明記されるのに対し、

金銭によるオフセットの場合、支払金は各州の自然保

護官庁等へ支払われ、代償地プールのための土地確保

や管理に利用されるということになっているため、具

体的な資金の使い道が明記できない。 
代償地プール手法を用いることのメリットは、開発

サイト周辺に代償のための土地を確保することが難し

いといった問題を回避できることである。また、個別

に行う代償ミティゲーションと比べ代償した土地をま

とまった状態で確保できるため、個別対応するよりも

大きな効果が得られ、ビオトープ・ネットワークの確

保と言う目標にも合致する。ただしこの場合でも、オ

ンサイトかつインカインドでの代償を怠る理由となっ

てはならず、復元による代償の可能性を使い果たして

から初めて利用することができる（Wende，Herberg，
Herzberg，2005）。 
 
４． まとめと考察 

 本報告は、近年先進諸国で活発化している生物多様

性オフセット、ならびにその根拠と考えられるノーネ

ットロス政策、さらに生物多様性バンキングについて、

ドイツに着目してその仕組みと現状を調査したもので

ある。 

 1976年に制定された連邦自然環境保全法では、ミテ
ィゲーションの目標が定められ、さらに「その価値の

現状を侵害の回避、代償することにより維持すること」

というノーネットロス的な概念が示されている。また、

連邦自然環境保全法の一部である影響緩和規則では、

開発によって「土地表面の形質または土地利用の変更、

あるいは動植物のハビタットが存在する地表と深くか

かわる地下水位の変更が、自然環境またはランドスケ

ープに著しい影響を及ぼす可能性がある」場合、それ

をもってPPPの原則によるミティゲーション義務を果
たさねばならない根拠としている。 

 ミティゲーションの実施義務が決定すると、事業者

はまず事業による影響の回避、最小化を検討する。そ

れでも残る影響について、まず復元による代償（イン

カインド、かつオンサイトでの代償ミティゲーション）

の可能性を検討し、その後さらに残存する影響に対し

て代替による代償（アウトオブカインド、またはオフ

サイトでの代償ミティゲーション）を検討する。これ

らの優先順位は厳格に定められている。 
代替による代償では、自治体が将来的に起こりうる

事業に先立ち土地を確保し、あらかじめまとまった量

の自然復元等を行ってプールしておく「代償地プール

（またはエコ口座）」という概念が生まれた。事業によ

る悪影響を最大限回避、最小化、復元によって代償し

た事業者は、残る影響について自治体に金銭を支払い、

プールの一部を代償措置として割り当てることができ

る。これらのことから、代償地プールは一種の生物多

様性バンキングと考えられる。これらのミティゲーシ

ョン方策の可能性が全て出尽くし、どうしてもオフセ

ットできない影響に対しては、州の自然保護官庁等に

対する金銭によるオフセットが認められ、支払金は代

償地プールのための土地確保等に利用される。 
代償地プールの管理および運営は自治体が運営者と

なる場合が多い。また事業者自らが将来的に行う開発

事業の代償ミティゲーションとして利用する事例も確

認することができ、これは米国におけるウェットラン

ド・ミティゲーションバンキングのシングルーユーザ

ーバンクに類似するものといえる。2005年時点で1000
以上の代償地プールが存在し、その一部は設立される

段階にあるという。 
なお調査は中途段階であり、今回は連邦レベルの法

を中心に調査を行った。今後は各州における生物多様

性オフセットの事例や仕組みを明らかにすることが課

題である。 
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