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21世紀の経済と生態系修復技術の役割

21 st Century Economics and the Role of Ecosystem 

Restoration Technologies 

Dennis M. KING * 

Abstract 

Aswe巴nterth巴 21stcentury three powerful forces are at work that will significantly increase public int巴rest

as well as private and public inv巴stingin巴cosystemrestoration. First. non-point source ecological health problems 

are em巴rgingas the focus of 21st century environmental policy ; ecosystem restoration t巴chnologiesare to these 

problems what pollution prevention and recycling t巴chnologieswere to the point source human health problems 

targeted in the 20th century. Second. manufactured capital. the focus of n巴arlyall 20th century investments. is 

being r巴placedby natural capital as the scarce factor of production. This is true in general. but is reaching alarming 

proportions in many developin喧 nationswhere ecological infrastructures are already in desperat巴needof r巴stora目

tion. Third. and most important. the public and political will in develop巴dnations to head off potential environ-

mental probl巴msbefore they occur has weakened with a growing preference for dealing with real problems as th巴y

occur. Demand. ther巴fore.for restoration technologies.巴V巴nthough they are still in their infancy and have a poor 

r巴cordof success thus far. can be expected to grow significantly at the expense of pollution prev巴ntiont巴chno-

logies 

In the near term the demand for restoration t巴chnologieswill continue to be driven by regional“quality of 

lif巴..issues (e.g.. endangered sp巴ciesand local fish and wildlife habitats) and r巴別lationsto deal with them. such 

as compensatory environmental mitig百tion.In time. what is learned at the regional level will become the basis of 

new industries and mark巴tsfor ecosystem restoration and strategically targ巴tedspecies-level and habitat-l巴vel

rehabilitation at different scales. Relevant technologies will b巴 neededin four general areas : laboratory and in-

field technologies to restore features of ecological landscapes. and laboratory and in-field technologies to restore. 

or reserve options to restore. individual species and populations of fish and wildlife. 

This paper deals with the economic forces that will affect the growth and development of ecosystem restora-

tion technologies and with ways of evaluating opportunities and constraints related to specific technologies and 

to specific typ巴sof restoration. It also summarizes conditions in巴nvironmentalmitigation markets and the econom-

ics of what is being called environmental mitigation banking. The paper is based primarily on experiences with 

restoration businesses and markets that grew in th巴 U.S.as a result of regulations requiring comp巴nsatorymitiga-

tion for wetland development impacts. 

1 はじめに

この会議での私の役割は，水生生態系の強化技術を評

価することの経済的展望を与え，米国のミティゲーショ

ンプログラムにおいて過去20年間にわたり，より最近で

は，商業的なミティゲーションバンキングにおいて，こ

うした技術を利用した結果として，それらについて何が
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学ばれたかを要約することである。来たるべき年月にお

いて，生態系修復技術に関する公共の関心と民間及び公

共の投資が劇的に増加するであろうという，強力な経済

的傾向について若干の一般的なコメントをすることから

始めたいと思う。次に，こうした技術を経済的な観点か

らどのように評価すべきか，また機会を提供し，制約を

課し，こうした技術の能力をモニターする際に，政府が

積極的な役割を果たすことがなぜ重要であるのかについ

て，具体的ないくつかの勧告をしたい。最後に， ミティ

ゲーション市場に生じるおそれのあるいくつかの特別な

経済状況を要約し，それらが経済的，環境的な災難を引

起こさないようにする方法についていくつかの手掛かり

を提供することで終わりたい。
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Fig. 1 Types of Capital 
Source : King，Dennis M. and Pierre Crosson， 1995，“Natural Capital Indicators" In: Deve/oting Indicators for 

Environmental Sustainability， Proc. 1995 Resource Policy Consortium， World Bank， Washington， DC 

2. 21世紀の修復に対する需要

生態系の修復技術がこれまでに果たしてきた役割に比

べ，それらが21世紀に果たす役割がなぜより大きく，よ

り異ったものになるのかについては 3つの大きな理由

がある。第 lは，先進国の環境政策の中心部分に劇的な

変化が起こっているからである。最近までこうした政策

は，点源汚染(例えば，パイプの末端での流出)に伴う

公衆衛生上の危険をターゲットとしており，化学物質と

毒物に主として関心があった。汚染防止とリサイクルは，

発展した技術であり，こうした問題を解決するためにう

まく応用された。 21世紀に入るにつれて，優先順位は点

源汚染から次に重要な一連の環境問題である，自然生息

地や生態系全体の変質に関連するものに移行してきてい

る1) 20世紀の環境問題とは異なり，こうした問題は，

主として歴史的な，また現在の土地，水の利用決定に伴

う非点源汚染の結果で、ある。生態系修復技術は，こうし

た非点源的な生態系の健康問題に向けたものであるのに

対して，汚染防止やリサイクル技術は，点、源的な人間の

健康問題に対するものであった。

修復技術に対する需要が高まる第 2の理由は， 20世紀

のほとんどすべての投資の中心である製造資本が，生産

の稀少な要素である自然資本に置き換えられつつあるか

らである 2)。これは一般的に真実であるが，自然資本の

不足は，自然、資本，特に重要な天然資源産業を支える生

態学的なインフラストラクチャ(例えば，河川の岸，ウ

エットランド，雨林)に対する投資が生存の問題となっ

ている途上国では最も深刻なものとなりつつある。

最近まで，途上国による経済的見返りや外国為替を生

み出さない自然、資本(例えば，採取的資源)への投資は，

対外援助国や園際貸付機関によって支持されなかった。

こうした国々が大変な率でそれぞれの自然資本を整理し，

持続的でない方法で製造資本とそれを交換してきている

という最近の認識が世界銀行のような機関の国際援助・

貸付実務に影響を持ちつつある目。また， Fig.lに示す

ように，我々が高順位資源と呼んだもの(木材，魚類，

鉱物などの採取的資源)から生態学的インプラストラク

チャ資源(ウェットランド，サンゴ礁，雨林)へと，さ

らには低順位資源(例えば，バクテリア，受粉媒介生物，

分解生物)へと注目が移ってきている。

また，多くの途上国の生態学的インプラストラクチャ

が，すで、に絶望的な状態にあることに注目することは重

要であるり。この状況は，真剣な修復プログラムに対外

援助国や貸付機関が資金を提供する前に，おそらくさら

に悪化せざるを得ないだろう。しかしながら，我々がこ

うした地点に到達することはほとんど疑問の余地がない。

アフリカのほとんどやアジアの一部が生態学的，経済的

に手足のないものとなることを認めるような選択肢は，

余りにも理解し難い。このため，修復技術に関する国際

市場は，確実性のあるものと思われる。

第 3，そしておそらく最も重要なのは，先進国におい

て環境問題を回避するために必要なことをやろうとする

政治的意思と，それに対する公共のサポートの弱さの広

がりである 5)。いくつかの国々では，優先順位の高い環

境問題に対し，確かに所得のレベルが十分に高いもので

あるとは言えないことがあるが，その他の国々では，潜
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在的な環境問題の増加するリストが神経に過剰な負担を

かけていることがある。いずれにしろ，世論調査，選挙

結果，規制当局の判断，論説の内容によれば，決して起

こるおそれがない多くの潜在的な環境問題を予防しよう

とすることよりも，起った後に実際の環境問題に対処す

ることが優先であることは明らかである。「予防の 1オ

ンスは，是正の 1ポンド、の価値がある」という古いこと

わざは，他の問題と同様にここでもおそらく真実であろ

うが，この傾向が現実であり，今後何年かにおいては予

防技術に対する需要は余りなく，修復技術に対する需要

がより大きいであろう，それがもう lつの明らかな兆候

である。

もちろん，生態系修復技術に対する新しい需要の，よ

り具体的ないくつかの発生源がある。最近のものは，ひ

とつの環境資産に対する故意のあるいは偶発的な損傷の

代償のために他の環境資産を作り出し，修復し，または

強化する代償的な環境ミティゲーションの利用の拡大で

ある。その科学的，技術的基礎の怪しさにもかかわらず，

商業ミティゲーションバンキングを含む環境ミティゲー

ションは，環境開発の矛盾に対する「バランスのとれた

対策」を見つける手段として政府機関の注目を引きつけ

つつある。ここで繰返しておくが，環境ミティゲーショ

ンが良い公共政策であろうとなかろうと， ミティゲーシ

ョンの利用は拡大しつつあり，生態系修復技術に対する

需要を高めつつある。このことは，後で詳しく議論した

し、。

もちろん，生態系修復技術の巨大な潜在力にもかかわ

らず，それらは大きな論争の的であり続けている。こう

したプロジェクトの歴史的な成功の記録は，いくつかの

真に途方もない失敗を含め，結局のところ貧弱なもので

ある。そして，こうした失敗の理由が必ずしも明らかな

わけではない。科学や技術の基本的な制限を指摘するこ

とはやさしいが，それらは唯一の制限ではなし拘束力

のあるものではなかったこともある。規制当局は多くの

場合，修復基準を定める能力もあるいはミティゲーショ

ンの要件を強制する能力も持っていない。米国ではこう

した規制力の欠如がウェットランドミティゲーション市

場の発展を可能にし，そのことが低いコスト，質の低い

修復，早まった多くの修復の失敗に報償を与える「ひね

くれたインセンティプ」とエコノミストが呼ぶものを提

供することになった6)。

また，修復技術やミティゲーションプロジェクトが成

功をおさめ得るものであることを我々が保証できる場合

でも，長期的には懸念がある。我々の周囲の自然、系に非

常に技術的な依存物を構築することは，費用がかかり長

期にわたる，おそらく永続的なメンテナンスに対するコ

ミットメントを必要とする場合があるからである。

新しい世代の「陰欝な科学者」を道案内するための私

自身の確信は，政策立案者や環境保護主義者が生態系修

復に伴うリスクを拒絶する柔軟性を将来はほとんど残し

ていないということである。前に議論した理由により，

生態系修復技術に対する依存度の増加は，環境問題の変

化する性質のためばかりではなく，これらの問題を現在

取扱っている比較的臆病な方法を理由としても可能性が

ある。途上国における環境条件の悪化，先進国における

環境保護規則の甘さに直面して，修復技術に対する需要

の増加を予測することは，皆が高脂肪ダイエットに移行

しつつあるという公式の発表の後に心臓バイパス手術に

対する需要を予測するようなものである。生態系修復に

対する需要がなぜ増加するのかについてのこうした疑い

のない陰欝な見通しとともに，それは，私が元帳の供給

面に注目を向けたいということである。

3. 修復技術

生態系修復技術は，特に生態系の機能や価値を高める

ために利用することができるものである。これには個々

の種の生息地の復元を助け，個々の種を絶滅から救い，

生物的多様性を一般に向上させ，あるいは生態学的景観

の重要な特徴を回復するために，現場においてあるいは

現場外で利用することができる方法，資材，機器が含ま

れている。これらは問題が発生する前ではなく，発生し

た後に，それらに対応するために利用することを予定し

ているという意味では，後予防的技術である。医学用語

で侵略的技術(例えば，外科的な手法)と呼ばれている

ものに焦点をあてている。つまり，問題を予防する際に

有益であるようなものは，オプションあるいは優先的な

オプションでないことがある。

生態系修復のこの定義によれば，広く「環境修復」で

あると報告されるものに対して，米国内で毎年支出され

る何百億ドルものお金が除外される。これには主として，

米国エネルギー省が有毒廃棄物あるいは核廃棄物の現場

で汚染された土嬢を浄化するためのプロジェクトに対し

て行う連邦の支出や連邦天然資源の損傷の清算として要

求される。巨大な民間セクターの支出，例えば，エクソ

ンネ土のパルデ、ス号大災害の直後の時期において，流出し

た油をアラスカ海岸の岩礁から除去するためにエクソン

社に要求されたものなどが含まれている。これらのプロ

ジェクトは，いくつかの公共的ニーズを満足すること，

おそらく汚染者を罰することや，汚染された地下水に関

する公共のヒステリーに対して即応性を示すことができ

る。しかしながら，ほとんど、が環境に対して良い影響で

はなく，悪い影響を持っている 7)。より重要なことは，

それらが生態系の機能価値を高めるために，ほとんど技

術の応用を伴っていないということである。

さらに除外されるのは，この範囲の他方の端で環

境修復」産業の急速に成長する分野，すなわち自然的景
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観づくりと呼ばれつつあるものである8¥この新しい何

十億ドル規模の産業には，伝統的な芝生や装飾用植物を，

野草，自生植物，魚とカエルのいる池に変えようとする

小規模な住宅所有者が資金を出す何千ものプロジェクト

がかかわっている。これは重要な市場であり，いくつか

の関係する生態修復手法を採用している。しかしながら

ここでの私の焦点、は，もっと広く定義された生態系の機

能と価値を向上させるために設計された，もっと大規模

な技術に置かれているo

このことは，私が生態修復の最先端にあると考えてい

る具体的な一連の技術-20世紀において汚染の予防やリ

サイクル技術が重要であったのと同じように， 21世紀に

おいてそうなるものーに議論を挟めるものである。それ

らは，大きく次の 4つのカテゴリーに該当するものとし

て，うまく要約することができる。

現場での生息地ベースの技術

例えば，土工作業，植栽，播種，モニタリング，メ

ンテナンス

研究所での生息地ベースの技術

例えば，実験及び設計作業， GIS，ワイルドシード

パンク，ウェットランド苗床，ウェットランドナー

サリー

現場での種ベースの技術

例えば，ふ化場，移転/選択的飼育プログラム

研究所での種ベースの技術

例えば，遺伝子，精子，シードパンク，異種代理交

配，低温学

更に陰欝に響くことは承知のうえで，これらのカテゴ

リーのそれぞれに該当する技術を検討する際に，私は常

に，生態学的安全ネット技術と呼ぶことができる若干の

技術を捜し求めようとしている。これらは生態系自体の

改善に貢献することはできないものであるが，不可能と

思われる問題(例えば，差し迫った絶滅)や我々が実際

の修復オプションを検討するには必ずしも十分に進歩し

ていない問題を予防する場合に，長期的な修復オプショ

ンの維持にとって重要であると思われる。そうした技術

には，種子ノfンクや精子バンク，低温学，代理交配，危

険種の保持施設が含まれている。

具体的な生態系の問題を検討する際，どんな技術のミ

ックスが重要であるかを判断することは容易なことでは

ない。例えば，一定の種を直接的に回復するために(例

えば，捕獲飼育を通じて)あるいは間接的に回復するた

めに(例えば，自然の繁殖地の修復により)，どのくら

いの投資をすべきかについて選択をする必要がある。ま

た，個々の種を回復するために支出することや支出を要

求すること(例えば，ふ化場，ナーサリー，捕獲飼育プ

ログラム)は，そうした種が必要とする生息地(例えば，

ウェットランド，岩礁，河口)やそれらが依存している

餌料種(例えば，昆虫及び植物)を回復し，あるいは保護

するために同時の投資が行われない限り意味のないもの

であることがある。これは，ワンセットの結果を達成する

可能性が最も高い投資のミックスを選択し，そうした投

資の機会費用(他の回復努力や潜在的結果を見合わせる

という点で)と関連する危険を検討しなければならない

場合，むしろ伝統的なポートプォリオ管理の問題である。

塩沼地やマングロープの低湿地，サンゴ礁やプレーリ

ー(草原)を修復する方法，あるいはハヤブサや鳴鳥，

鯨やカキを飼育する方法は，もちろんすべて劇的に異な

るものである。従って，異なるタイプの種や生息地を修

復するための科学的，技術的プィージビリティも異なっ

たものである。さらに，修復を試みるコスト並びに政府

や非政府機関が様々な資源や生息地を修復するために支

出する意思があるかどうかも，大きく異なっ七いる。

4. 生態系修復に関する学習曲線

具体的な生態系修復技術に関する機会及び制約を評価

する一般的なアプローチが Fig.2に略述されている。

科学と技術のすべての混合的な応用(例えば，心臓外科，

宇宙探検，マイクロプロセッシング，生態学的修復)は，

Fig.2に示した一般的な発展順序に従う。基本的な科学

とエンジニアリング(段階 1)並びに一定の初期的経験

(段階 2)の上に構築して，新技術を応用する最初の試

みが行われる(段階 3)。単独の応用の結果と比較した

うえで(段階 4)，一定の標準化が出現し始める(段階

5 )。このことが結果に関する不確実性を引下げ，問題

分野を分離するのに役立つ。新しい技術の潜在力があれ

ば，明らかになるのはこの時点である。実務的な応用は，

実務家が特殊な機器や資材を開発して初めて出現する

(段階 6)。これらが技術の応用を単純化し，コストをヲ|

下げ(段階7)，ひいては技術の普及と日常的な採用を

促進し，利益の配当の拡大が始まる。こうした利益は生

態系修復技術の場合には，技術がない場合に期待される

ものを超えて，悪化した生態系の機能や価値を復元させ

ることを伴うものである。

生態系修復技術は，環境ミティゲーションという考え

方が修復生態学を一般の見方に押し進める前に，数年間

にわたり自然主義者などが方法や資材についてテストし

情報を交換していたため， 1970年代の半ばにジャンプス

タートを受けたというのが私の評価である。このため，

科学者やエンジニアが，まだ我々の知識ベース(段階 1) 

を開発する作業中であるにもかかわらず，我々は多くの

生態系修復技術について産業基準が出現しようとする限

界の段階(段階 5)に入りつつあるように恩われる。多

くの基礎研究と実験は，もちろんなお途上にあるが，世

界中の科学者や実務家から収集された修復の成功や失敗

に関する断片的な情報がすでに体系的に見直され，比較
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されている(段階 4)。このことは，近年， ミティゲー

ションの作業の中心となっているウェットランド，その

他の水系について特に明白である。しかしながら，同様

の傾向が経済的な価値が余り明らかでない砂漠，林地，

こうもり穴，その他の生態系についても明白である。上

で議論した理由により，学習曲線上の，我々がいる場所

が，質よりもコストに多くの目を向けて企画され，実行

されがちなミティゲーションプロジェクトの中で，実行

されるものによって，必ずしも反映されていないことを

知ることは重要である。

新しい技術は，通常，変化を知ろうとする者により，

学習曲線に沿っておし進められ，また何らかの理由によ

り，現状を維持したい者により元の所に戻される。こう

した措抗する力の相互作用が技術的発展のベースー我々

がこの曲線に沿ってどのくらいの早さで動くか を決定

する。生態系修復に関する学習曲線に沿った進捗は，我

々が，通常，環境主義者と開発者と呼ぶことがある一般

に括抗する力の異常な直線化により，数年間抑制されて

きたので，極めてゆっくりしたものとなっているo

おおむねあらゆる問題で互いに対立するこれら 2つの

顕著な力が，ともに全く異なる理由で生態系修復技術の

開発を思いとどまらせるように作用してきている。つい

最近まで，環境団体と資源機関は，ほとんど例外なく生

態系の修復を自然保護に対する脅威と見てさており，し

たがって，その潜在力を開発する作業や検討する作業に

さえも抵抗した。他方，開発者は，彼らの許可を承認し

てもらうためにミティゲーションとして修復の利用を促

進しようとしてきたが，科学的に根拠のある高い質の修

復技術の開発を促進することについて何ら強みを見い出

してない。こうしたことはもちろん，環境ミティゲーシ

ョンとして提供されたものに対する軽蔑を引起こすとと

もに， ミティゲーションを増加させ， したがって全体と

して開発コストを増加させることになるエンジニアリン

グ上，能力上の基準をもたらすことになると恩われる。

環境主義者と開発者のこの分野での進捗に対する，こ

うした異常な一般に認知されていない同盟のために，我

々は多くの技術に関する学習曲線の上で，我々が到達で

きると思われるところから，おそらく 20年あるいは30年

遅れているだろう。生態系の修復が21世紀の環境，経済

政策の重要なツールになることについて，私が正しいな

らば，我々はどの生態学的機能を既存の技術を用いて修

復することができ，またどれができないか，我々は新し

い技術に関する学習曲線のどこにいるか，どれくらいの

支出が各種の技術を前に押し進めるために必要と恩われ

るか，様々なスケールでかつ様々な現場特有の大問題に

直面して修復プロジェクトを計画し，設計し，実行する

ために何が実際にコストのかかるものであるかなど，我

々には早急に学ぶべき多くのことがある。これらの技術

による成果は，第一義的には公共のもの(例えば，生物

的多様性，生態系の健康)であるので，政府が適切な経

済的インセンティブを提供しない限り，商業市場がこの

努力に拍車をかける理由がない。環境団体でさえも，自

然保護の失敗に対する保険手段として，生態系修復の潜

在力を検討し始めつつあるという若干の兆候がある 9)。

もしそうならば，それらは将来有望な技術をおし進める

のに役立つかもしれず，それらに対するもう lつの重要

な市場となるかもしれない。

5， 修復プロジェクトの評価

実際にはもちろん生態系修復プロジェクトは，広範な
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Phase 1 Pre-construction 
Task 

1. 1 Background Res巴arch

1. 2 Indentify Alt巴rnat巴Sites

1. 3 Develop Concept Plan 

1. 4 Select/ Acquire Site 

1. 5 Develop Plans and Specifications 

1. 6 Select Contractors 

Phase II Construction 
Task 

2.1 Site Pr巴paration

2. 2 Acquisition of Plant Mat巴rials

2. 2 Installation of Plant Materials 

2.3 Fertilize and Water 

Phase III Post-Construction 
Task 

3. 1 Site Maintenanc巴

3. 2 Modifications 

3.3 Monitoring 

Description 
Project goals， constraints， performance crit巴ria，budget. 
scheduling， etc. 

Based on acceptabl巴 location，hydrology， soil. substrate， 
geology， etc. 

Obtain approval for g.巴neralplan before site sel巴ctionand 
final plan specification 

Land acquistion and necessary easements 

Final surveying and hydrological/geological charact巴riza-
tion， engineering and construction drawings， planting and 
seeding specifications， etc. 

Evaluate bids and award contracts 

Description 
Primarily earth moving (i.e.，巴xcavationand backfilling) 

Plants and. se巴dsfrom nature or wetland nurs巴nes

Hand or machine planting/seeding 

As specified to ensure initial establishment of site 

Description 
Pr巴datorcontrol. w巴巴ding，hydrology control.巴tc.dur-
ing establishment 

Adjust hydrology or plant mix to巴nsurenatural sustain-
ability 

Routine observations of wetland characteristics and func-
tions for specified period 

Fig，3 Illustration of Ecosystem Restoration Tasks: Coastal Wetlands. USA 

Source : King， Dennis M" Curtis C. Bohlen， and Kenneth ]. Adler， 1993，“Watershed Management and Wetland 
Mitigation : A Framework for Determining Compensation Ratios." Report prepared for EPA， Office of 
Policy Planning and Evaluation， Washington， DC 

各種の技術を採用することができる。例えば Fig.3は，

代表的なウェットランド修復プロジェクトに伴う作業と

関連することがあると思われるいくつかの技術を列挙し

たものである。個々の技術の潜在力を評価するためのひ

とつの選択肢は，実際のプロジェクトにおける各種技術

の利用が，プ。ロジェクトの成績生態学的復元のスピー

ドとレベルーとプロジェクトのコストにどのように影響

を及ぼす可能性があるかを検討することである。もちろ

ん当然に予測されるのは，技術により多く依存するプロ

ジェクトが，依存しないものに比べて多くのコストがか

かるものであり，生態系修復の成功の可能性及び/また

はそのスピードとレベルの点で，より高い成果が予期さ

れなければならないということである。

Fig.4は，一定の現場で同じ目標を持つコストの低い，

中程度そして高い程度の修復プロジェクトに関する代表

的な生態系復元曲線を示したものである。この一般化さ

れた記述では，障害を受けていない生態系の価値を簡単

に100パーセントとしている。生態系の機能及び価値は，

障害の後失われ，修復プロジェクトの結果として，ある

率であるレベルまで復元する 10)。

この簡単な枠組を利用して，ある目標機能あるいは総

合成績指標に対し，修復プロジェクトが及ぼす影響の可

能性について知られているすべてのことが 3つのパラ

メーター. A， B， Cという期待値を用いて特徴づけさ

れる。障害(A)の後の機能のレベルは，すべてのケースで

同じである。期待される復元レベル(同及び復元スピード

(c)は，どの技術が採用されるかによる。示されているよ

うに，最も先端的な技術を採用する高いコストのプロジ

ェクトは，より低いコストのプロジェクトに比べて，よ

り高いレベルの復元(より高い B)及び/またはより早

い復元(より低い C) をもたらすことが期待されるべき

であり，逆も同様である。各プロジェクトの「復元曲線」

の上の陰をつけた部分は，期間中に失われた生態学的な

価値を示すものであり，コストの低い，中程度そして高

い回復プロジェクトごとに異なっている。

Fig.4に示した修復の費用効果の関係は 3つの理由
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で有益なものである。第 1に，それらは一般に特定のタ

イプの修復プロジェクトに伴って，コストと成果に特有

の組合わせがないことを強調している。ほとんどのケー

スでプロジェクトの期待される成功のレベルを引上げあ

るいは引下げ，期待されるコストを変更するような方法

で，技術を変更し，作業を付け加えあるいは削除するこ

とが常に可能である。第2に，それらは，ウェットラン

ドミティゲーションの全コストの中に，プロジェクトに

伴うド、ル建てのコスト(通常は修復の請負業者またはミ

ティゲーション提供者が負担する)と見合わせられたウ

ェットランドの機能，価値に伴うコスト(通常は一般大

衆が負担する)の双方が含まれていること，並びにこれ

らが通常反比例の関係にあることを示している。第 3に，

それらは政府が修復及びミティゲーションの市場を規制

する際に積極的な役割を維持しなければならないひとつ

の重要な理由を示している。これらの市場における一般

的な経済インセンティブは，ウェットランドについて許

可を求める者にとっては低コストのミティゲーションを

望むことであり， ミティゲーション供給者にとっては，

政府の効果的な監視がない場合には， ミティゲーション

の現金払いコストを最小限にすることである。そのため，

公的機関の重要な役割は，こうした(民間の)プロジェ

クトに関係するコストと， (公共の)低コスト，低品質の

修復に関連した危険や見合わせられる利益とを均衡させ

ることである。

Fig.4に復元曲線を描いているように，期待される生

態系の機能は一切の修復がない場合，レベルAで留まる

ことが示されていることに注目されたい。事実，生態系

の改善は，一切の修復なしに，また修復に関する一切の

支出なしに自然に生じることがある。このことを，分析

の際に考慮すべきである。しかしながら，反対もまた真

実であり，一層重要な場合がある。前に述べた環境浄化

プロジェクトのほとんどが生態系修復プロジェクトを検

討しなかったに違いないが，例えばそれらの高いコスト

にかかわらず，それらが浄化現場においてレベルA以上

に生態系の機能を向上させることが期待できない。前述

のように，そうした多くのプロジェクトは，それらがそ

の他のどんな利益をもっていようとも，生態系の損失，

すなわち B<Aをもたらすような多くの環境破壊を引起

こしている。

Fig.4に示した簡単な修復プロジェクトの評価の枠組

について，最後に 2つのコメントをしなければならない。

第 1は，利用しようとしている技術の潜在力について情

報の甘さがあった場合 A，B， Cの予測値に関する科

学的根拠もまた甘くなるということである。しかしなが

ら，具体的な科学的，技術的情報が欠けている場合でも，

最善の科学的判断と専門家のコンセンサスに基づいて，

様々なプロジェクトの異なる生態系の機能について，少

なくとも A，B， Cという相対的な数値で予測すること

は常に可能であるに違いない。その上，情報がこの簡単
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な分析のA，B， Cという受入れ可能な見積りをつくる

のに適切でない場合，いかなる評価の枠組が，特により

詳細なものがどれほど役立つ可能性があるかを想像する

ことは困難である。

第 2は，各修復プロジェクトから得られた 2つのタイ

プの結果，すなわち生態系の改善と利用された技術や資

材に関する情報とを検討することが重要であるというこ

とである。第 lのものを成功裡に生み出すようにすべて

のプロジェクトを企画することはできないが，第 2のも

のを生み出すようにすべてのプロジェクトを企画するこ

とはできるし，企画すべきである。すべてのプロジェク

トの企画及び実施に関する詳細な記録を要求し，それら

の結果を詳細にモニターし，これらの結果に他の研究者

や実務家がアクセスできるようにすることは，コストの

掛かる間違いの反復を避けるために重要である。ここで

はバランスが要求される。修復請負業者の側での技術革

新の振興を維持するため，経済的インセンティブが必要

で、ある。し治、しなカ2ら，コストの油、治、ったトレードシー

クレットや特許が，成功をおさめた方法の利用普及を制

限することがないように，契約書の中に明らかな規定を

設けることも必要となる。

6. ミティゲーションの経済学とミティゲーショ

ンバンキング

生態系修復を促進し，発展させる過程で，商業ミティ

ゲーションパンクの潜在的な役割について，どんな議論

を開始する際にもつの重要な点を指摘しておく必要

がある。革新は常に市場によって推進されており，これ

については生態系の修復も異なるところがない。ここで

異なるのは， ミティゲーション市場における生態系修復

技術の経済的インセンティプが市場の力ではなく，政府

の決定をベースとしているということである。これらの
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技術は，政府のプログラムから生じるものを除き，ほと

んど商業市場のない公共物をつくり出す。もちろん，こ

のことに対する必然、的結論は，規制(例えば，何が受入

れ可能なミティゲーションであるか，いつどこでミティ

ゲーション債権を売却することができるか)を設定する

際に，政府が使用する基準が生態系修復市場において供

給と需要双方の条件を決定するということである。政府

の関与のひとつの選択肢として，これらの市場を考えて

いる者は，別な言葉でいえば思い違いをしている。

米国におけるウェットランドミティゲーションバンキ

ングでの最近の経験は，政府の行為がこれらの市場をど

のように支配するかの鮮明な例である。 1994年の議会選

挙までは，商業ウェットランドミティゲーションパンク

に対する投資者が直面する最大のリスクは，政府機関の

環境優先派スタップが，それらを提供するコストを法外

なものとするような点までミティゲーションの基準を引

上げるかもしれない，あるいは何が売買に適するミティ

ゲーション債権であるか，いつどのようにそれらを売却

することができるかについて，それを提供するコストを

法外なものとするような厳重なルールを課すかもしれな

いという非常に現実的な可能性に伴うものであった。ウ

ェットランド規制jを取り外し，開発利益からミティゲー

ションの経済的負担を解除することを約束した開発優先

派の議会をもたらした1994年の選挙以降，商業ミティゲ

ーションパンカーにとって最も深刻なリスクは，彼らが

すでに作り出しているミティゲーション債権について全

く需要がないということである。

政府の決定は，他の種類の技術(例えば，バイオテク

ノロジー，マイクロプロセ、yシング，電気通信など)に

関する市場にも影響を及ぼす。しかしながら，これらの

ケースにおける政府の関与は，市場が存在するために不

可欠のものではない。ミティゲーション市場では，政府

はどんなミティゲーションが許可を求める者に要求され

るかを設定し，いつミティゲーションの要件が満足され

なければならないかを決定することにより，供給曲線，

需要曲線の形についてほとんどすべてのことを設定する。

Fig.5は，いかに様々な規制J上の決定が， ミティゲーシ

ョンにおいて供給と需要の条件に影響を及ぼすかを示し

たものである。 Fig.6は， ミティゲーション市場に関与

する 3名の主役ーミティゲーション供給者，許可を求め

る者，公共の受託者として行為する政府機関ーの目的を

示し，そうした市場が存在するために必要な条件を表示

したものである。
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Source: Shabman， Leonard， Paul Scodar!， and Dennis M. King， 1994， "Expanding Opportunities for Successful 
Wetland Mit取 tion: The Private Credit Market Alternative." A Report of the national Mitigation 

Banking Study of the U.S. Army Corps of Engineers， Water Resource Institute， Alexanders， VA. 

7.実例

主役達の利益がどのように異なるかについて，ひとつ

の実例として，商業ミティゲーションパンカーが規制当

局からミティゲーション債権を売却することを認められ

るかもしれない場合の，修復が行われる前の時点，行わ

れている最中の時点，行われた後の時点におけるひとつ

の重要な市場パラメーターを検討しよう。 Fig.7は，債

権の売却許容時がプロジェクトを引受けあるいは実行す

る時点、の近くから，時には数年や数十年後となる，それ

が成果を生み出したり， I機能的に完全な同等物」を達

成する時点に移動するにつれて，商業ミティゲーション

パンカーにとっての経済リスクがどのように増加し，公

共にとっての生態学的リスクがどのように減少するかを

示したものである。この単一のパラメーターに関する政

策決定の大きな影響がミティゲーションバンキングにつ

いて 2つの重要な点を明らかにしている。

第 1は，そこで機能するミティゲーションバンキング

にとって，経済的リスクと生態学的リスクとが，ある種

の明確なバランスを保つことが必要であるということで

ある。公共は修復作業が実行され，成功をおさめること

を知ることなしに，債権の売却を認める生態学的なリス

クの負担を求められるべきではない。他方，民間や公共

のミティゲーションパンクへの投資者は， ミティゲーシ

ョン債権を売却できる前に，それぞれのプロジェクトが

完全に成功をおさめなければならないために， 10年， 20 

年，ことによると 100年以上も待つことはできないので

ある。リスクの分担手段，例えば，保険，金融債，見返

りミティゲーションバンキングなどは，時には役立つこ

とがあるが，すべての時に役立つわけではない。

Fig.7に示した第 2のポイントは，こうした種類の市

場ベースの環境対策の賛否両論を検討する際には，正確

に取引条件を定義することが重要であるということであ

る。例えば米国では，開発派と環境派双方の代表者が一

般にクリントン政権のウェットランドミティゲーション

バンキングに関するイニシアチプを支持している 11)。

しかしながらこのことは，これら 2つの利益団体が反対

すべき内容が出てきていないということを明らかにして

いるにすき、ない。例えば環境主義者は，一般にプロジェ

クトがそれ自身成功をおさめることを証明した後にミテ

ィゲーション債権が売却され，生態学的リスクを最小限

とするという仮定のもとでミティゲーションバンキング
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を支持している。 Fig.7に示したように，このことが投

資予定者にもたらす経済的リスクは，経済的理由でこの

ことを不可能にするかもしれない。他方，開発派によっ

てなされる仮定は，債権の売却を非常に早く，ことによ

っては修復作業が請負われる前にも，認めることを必要

とし，即時の環境・開発(許可)の問題を取扱う手段と

してミティゲーションバンキングが提案されている。債

券や保険について設定されるレベルが，可能性のある生

態学的被害を是正するために十分なものではないと思わ

れるというリスクを含め，関連する生態学的リスクを前

提とすれば，おおむねすべての環境主義者に受入れられ

ないものであると思われる。こうした失敗の可能性やそ

の他多くのものが， ミティゲーションバンキング規制の

内容の中には間違いなく潜んでいる。それらを処理する

ために非常に長く待つことは，環境・開発の矛盾を解決

するミティゲーションパンクの潜在力について，ある種

の非常に誤解を生む信号を提供する場合がある。

8. ミティゲーションバンキングにおける主要な

問題点

要約すれば，取扱う必要がある環境ミティゲーション

バンキングの特別な経済的側面は，次の通りである0

・環境ミティゲーション市場は，消費者が推進するもの

ではなし、。政府の規制がない場合， ミティゲーション

に対する需要はなく， ミティゲーション市場も商業ミ

ティゲーションパンクに対する展望もないと思われ

る。

・ミティゲーション市場は，低コストでの開発許可のた

めの市場であり，質の高い生態系修復のための市場で

はない。

・規制当局がミティゲーション遵守を強制せず， ミティ

ゲーション市場に品質管理を課さなければ，誰もそう

しない0

・ミティゲーション債権の需要は，土地開発許可に対す

る需要に基づいて派生する需要である。

・土地開発許可に対する需要は，土地開発圧力と代償的

な環境ミティゲーションの要件を満たす，時間的，金

銭的コストによる。

・規制当局は，パンカーがうまく機能し，ある種の良い

ことをすることができたと思われる場合でも，いつで

も， ミティゲーション基準を強化し， ミティゲーショ

ンパンカーが決して発展しないような，危険，責任を

ミティゲーションバンカー予定者に課すことができる 0

・規制当局は， ミティゲーションパンカーが害を与える

こと以外，何もできない場合でも，いつでもミティゲ

ーション基準を緩和し，、ミティゲーションパングがど

こででも発展できるように， リスクをパンカーから公

共に移転することができるo

-失敗する可能性がその内には必ず潜んでいる。環境ミ

ティゲーションバンキングは，原則として，健全な考

え方であり，経済的，生態学的な利益をもたらすこと

ができる。しかしながら，それにはまた，生態学的，

経済的災難をもたらす可能性もある。
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