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理念を

東京財団政策研究万究主幹
中央大学法科大学院特任教授

信茂樹

、
、

、曳
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「地域循環共生圏」の

(原則年6回)
尋
ニヨ

森信茂樹が問う

j

ラ

ト
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一て

鶏

嘩'、、

一実
力

昨年秋︑政府は2050

年力ーボンニユートラルの

実現を掲げた︒今後はわが

国の産業全体が脱炭素に向

けて加速化していくことが

想定される︒それを根底か

ら支えるのが︑環境省がか

ねてょり推進してきた﹁地

域循環共生圏﹂の確立だ︒

今般のコロナ禍の下︑都市

の一極集中が大きく変容し

ていく中で︑改めて﹁地域

循環共生圏﹂の理念が注目

されている︒時代の要請に

適合した環境行政の現在

を︑中井次官に解説しても

らつた︒

21.2

.■

、、、
、

、

2020年秋︑菅政権が所信 表

白書で︒気候危撲を
明言
森信

明演説で2050年までに温暖化ガス 排
出実質ゼロを目指すという︑新政権ら し
い大きなスローガンを掲げました︒こ れ

にょり環境省では今後︑目標達成へ 向 け
さまざまな施策を展開されるものと思わ
れます︒

︑い

見

欠三

中井今回2050年力ーボンニユー
゛︾

環境事務次官
なかいとくたろう

中井徳太郎氏

昭和37年生まれ、東京都出身。東京大学法
学部卒業。昭和60年大蔵省入省、平成22年

財務省主計局主計官、 23年環境省総合環境政

ル対策部長、 29年総合環境政策統括官(併)
環境調査研修所長、令和2年7月より現職。
゛ー

た﹁令和2年版環境白書﹂において︑﹁自

し日本政府も即年6月松日に閣議決定し

倫識でほほ一致しています︒それに対

た表現を超えて;気候危櫨であると

の地球温暖化︑あるいは気候変動といっ

していることから︑今や国際社会は従来

豪雨災晝森林火災︑干ばつなどが頻発

う現状があります︒巨大なハリケーン︑

な気候災害が年々深刻になっているとい

指すという目標を掲げた背景には︑激甚

トラル︑すなわち脱炭素社会の実現を目

策局総務課長、 24年大臣官房会計課長、 25
年大臣官房秘書課長、26年内閣官房内閣審議
官兼環境省大臣官房審議官、27年環境省大臣
官房審議官、 28年大臣官房廃棄物・りサイク
P゛

然災害が多発する現在の気象状況は︑ま

さに︒危機と言える﹂との表現を︑政

府の正式文書において明記しました︒そ

れを受けてその後の白書発表時︑環境省

として先んじて︒気候危機盲喜牙を発し
ました︒

森信菅政権発足前︑ですね︒

中井はい︑新型コロナウィルス感染

拡大︑および気候危機というとてつもな

く大きなグローバルリスクにさらされる

中︑環境省は早い段階から問題の深刻さ

について認識を示した形となります︒気

候変動に関しては2015年に結ぱれ

た︑世界の平均気温上昇を産業革命以前

に比べて2でょり低く保ちー・5でに抑

(持続可能な開発

える努力をするというパリ協{疋があり︑

また同年にはSDGS

目標)が掲げられており︑社会の構造を

サステナブルに亦久えていく︑そういう国

際的な大きな流れにおいてまさしく環境

省もその真っただ中にあると一言えるで
しょ︑つ0
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森信確かに︑日本でも大規模自然 災
害が毎年のように起きていますね︒

中井現状を人体および健康状態に例
えるなら︑今まさに地球は病気の状態に
あると捉え︑私も折あるごとに表現をし
ています︒

産業革命以降250年ものあいだ︑ 化

SDGSが求められるそもそもの基本認
識です︒

森信つまり現在の地球は︑成人病︑
生活習慣病そのものであると︒

中井一過性のケガなら回復も見込め
るでしょうが︑地球はもはや慢性病の様

相を呈しており︑根本的な改善に差し迫

産・大量消費・大量廃棄の社会を現出さ

るまで温室効果ガスの排出量を抑えると

ラルとは︑自然の吸収力で持続可能とな

力ーポンニユート

せる一方︑都市化の文脈の中でC02を

いう意味で︑まさしく地球にとって有効

られている状態です0

吸収し酸素を生み出す熱帯雨林を伐 採 し

な改善策そのものを指しているわけで

石燃料を地下から汲み上げ続け︑大量生

続けてきました︒地球を一つの生命体と

す︒人問ならば週末︑休肝日を設けれぱ

は廃棄物を生み出し続けている状態で

臓に負担をかけるかの如く石油を汲んで

森林を侵食する一方︑毎日酒を飲んで肝

気ですから︑気候変動においても長期的

身の体と長く付き合っていくタイプの病

という点です︒良化に務めながら自分自

ころは︑病気の症状がすぐには消えない

しかし慢性的な生活習慣病の難しいと

ました︒過去約即万年なかったことが数

30oppmから40oppmに上昇し

に比ベーで温暖化が進み︑

けれぱなりません︒現代は産業革命段階

一方で︑根本治療も同時に取り組まな

りならぱ防災はもちろん被災した場合の

またりセットされる復元力があるかもし

な視点に立って何らかの適応策を取るこ

まな体質改善策を講じて︑あと釦年で

C02濃度が

復旧を念頭に計画する︑等々です︒

れませんが︑地球はそうはいきません︒

百年足らずで起きているのです︒さまざ

森信例えぱ︑どのようなことでしょ

けれぱ︑何とかあと0・5で上昇くらい

カーボンニユートラルの状態に持ってい

中井農業ならば温暖化に適応できる

で食い止められるのでは︑と推定されて

︑つ

リー)を超えて回復力を失うと︑社会

よう品種や作柄を変えていく︑都市づく

{疋の限界値(プラ︑不タリー・バウンダ

機に陥るように︑地球が惑星としての一

とが必要です︒

す︒

本ぺンクラブ会員。

人間が肝硬変を起こせばやがて生命の危

して老えると︑一言わば肺の機能にあたる

法学博士。昭和紀年京都大学法学部卒業
後大蔵省入省、主税局総務課長、大阪大学
教授、東京大学客員教授、東京税関長、、
成16年プリンストン大学で教鞭をとり、17
年財務省財務総合政策研究所長、18年9月
から中央大学法科大学院教授。東京財団政
策研究所研究主幹。著書に、日本が生まれ
変わる税制改革』(中公新書)、『日本の税制』
(PHP新書)、「抜本的税制改革と消費税』(大
蔵財務協会)、『給付つき税額控除田本型
児童税額控除の提言」(中央経済社)等。日

経済に深刻な危機が訪れる︑これこそが

回
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もりのぶしげき

か︑ 2で上昇を防ぎ︑ー・5で以内に抑
︑︑︑︑

森信パリ協定の目標でもあります
対策へ踏み出すのに二の足を踏む傾向が

限の努力をする︑それゆえにむしろ環境

め︑目標として掲げた以上︑実現へ最大

していくことを意味しています︒そのた

社会・経済の仕組みが質的に大きく転換

中井力ーボンニユートラル実現は︑

森信具体的な政策としてはどのよう

制する理由というのは︒

見て取れました︒そこへ小泉大臣が大き

めには︑新たな技術イノベーションが必

本的にまじめなメンタリティがあるた

中井現在︑産業革命時に比ベーで 上

な目標を打ち出したことで︑実現への勢

須です︒昨年末の松月4日︑統合イノベー

います︒

昇した状態で気候危機の状態になってい

いが増したと言えるでしょう︒

らく海面上昇などの大変な事態になるの

環境後進国のように受け取られています

森信確かに︑世界から見ると日本は

の基金を創設し︑蓄電池開発など野心的

ション戦略会議において︑新たに2兆円

に?

るのですから︑あとーで上昇したらおそ
でそれは受忍できない︑せめてー・5で

なイノベーションに挑戦する企業を今後

パ

力らね0

までに抑制しようという考え方です︒

プラス0・5での範囲で何とか踏みとど

が︑これから釦年人類が頑張れば︑あと

をりードする技術を有していたのに︑

光発電にしても初期段階では日本が世界

メージを伴うようですね0

い

から取り組んではきています︒しかし今

で︑所管産業すなわち供給サイドの視点

ン創出の発想自体は従来から経済産業省

明が為されました0

W年にわたって継続的に支援するとの表

まれるかもしれない︑その希望に向けて

つの間にか海外勢が市場を占めている︑

回の基金創設は︑さらに本腰を入れてい

中井やはり石炭火力推進が後進的イ

世界は努力している︑というわけです︒

という残念な状況ですし︒ですので︑も

くという意欲の表れだと一百えるでしょ

リ協定の時は努力目標と言われました

その中で日本の対応は非常に注目され

う一度環境政策を見直し︑後進国のイ

ンを共有して︑需要サイドすなわち生活

地域社会となるのか︑国民が将来ビジョ

しが亦条谷していく︑その結果どのような

社会・経済の転換に伴い︑地域や暮ら

ただ︑イノベーショ

ています︒というのも小国の場合は排出

メージを払拭して環境先進国として認知

そもそも太陽

抑制目標を掲げるのも比較的容易で す

されたいと老えています︒

︑つ

が︑日本のよ︑つに1億人超という人口規

欠

の

模を擁しフル装備の産業が揃っている 国

見

先行的事例

0脱炭素ドミノ0

が︑本当にあと即年問で目標を達成でき

︑い

るものだろうか︑と︒日本の産業界は基

霞ぶ

シ

切式
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式なども亦久えていかねぱなりませんね︒

は︑他の地域から電力を買ってくるため

例えば籬島など一次産業主体の地域で

す︒衣類だって︑昔ながらの素材でもよ

と消費者の考え方も変化しつつぁりま

物なども︑環境志向︑持続的活用志向へ

体︑人口数約9000万人がいちはやく︑

で検討を行う新たな場を創設する﹂と明

に︑地域内の収支がマイナスつまり持ち

者の目線から積極的に新しい社会を 形 成

一言しました︒これについては︑環境省が

出しの方が多くなって︑かつ化石燃料主

産業と連携する形態などが︑これからは

中井はい︑戦後の高度経済成長期を

事務方となり︑口月路日に第1回国・地

体になるという悪循環が長年続いてきま

あり得ると思います︒

2050年までに力ーボンニユートラル

方脱炭素実現会議が開催されました︒ 引

した︒それを︑再生可能チ不ルギーを中

そこに地銀や信金などの地域金融がこ

していく活動が望まれます︒それは 供 給

き続き︑経済産業省中心の技術イノベー

心とした地産地消の仕組みを構築でき

れを支援するならぱ︑地域内で一つの経

通じた大量生産大量消費の傾向が定着

ションの供給サイドの検討と合わせた形

れば︑あと釦年先を待たずに力ーボン

済圏サイクルが出来上がります︒これを︑

を実現すると表明しています︒つまり︑

で運営していきたいと考えています︒

ニユートラルを実現できて財政に負担を

われわれは︒ESG地域金融0

サイドからでは限界のある社会変化で

森信環境省はかねてから︑﹁地域 循

かけない︑こうい︑つ好循環に転換できる

地域金融の新たな活性化としても推進す

し︑例えぱ衣類などは鯛%が輸入に頼っ

環共生圏﹂の形成を掲げてきましたが︑

わけです︒したがってまずは雜島や中山

べきだと考えています︒国際的な潮流の

日本各地の地域社会の方から脱炭素推進

その実現に資する取り組みであると?

間地域などを先行させ︑その実績を徐々

もと︑地域において新たな社会へ変わる

す︒この占{︑菅総理も所信表明において

中井そうですね︑われわれが︒マ ン

に温室効果ガスを排出する工場地など都

ことが事業の継続につながる︑そういう

ている状態です︒しかし︑近年では食べ

ダラ0 と呼ぶ﹁地域循環共生圈﹂(図)

心近郊に広げていくのが望ましい︑私は

観点で金融機関がりスクを取ってもらえ

の声が上がったと一言えるでしょう︒

の構想について︑従来から自治体︑ 金 融

と捉えてい

﹁脱炭素社会の実現に向けて︑国と地方

事業者経済団体等も巻き込んで進め て

この流れを︒脱炭素ドミノ0

るとありがたいですね︒

と呼び︑

地元産の素材をブランド化して地域

きましたが︑今般大きくグレードアップ

ます︒まずはドミノの先頭に立つ地域を

中井はい︑何力所か着目すべき取り

域などは︒

森信すでに実践している先行的な地

︑︑

し︑官邸主導の構想となりました︒昨年

たくさん作るべく︑そのための口ード

し

末︑まず第一回の会合を設け︑この夏ま

マップ策定となります︒

森信そうなると︑地域住民の生活様

でに地域版・脱炭素の口ードマップを策

定する予定です︒すでに約200自 治

回
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地域循環共生圏(日'発の脱炭素化・SDGS構想)
サイバー空間とフィジカル空問の融合により、地域から人と自然のボテンシャルを引き出す生命系システム
﹂

「自立台'」 X 「相」 x 「‑‑1・冥生」=活力あ方゛1る「地域循生」→「

化・SDGSの現、そし 世
バーメン

人々が
活き活きとらし幸せを
ーで、地増が自立しりを拘ちなが5も
他の地域とも有機的につながることにより、土Φまでさが行きわたる.

新たな価値とビジネスで成長を牽引する地域の存立基盤
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す︒干不ルギーの切

組み事例がありま

通過後も道の駅の温泉施設が使えたため

しては日常生活を維持できました︒台風
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ら産出する天然ガス

にょって大規模停電

りは肥料として再利用するなど︑地域循

りが可能となります0
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地消型社会の実現を︑より現実味あるも

いう意味でのクラスターを形成できれ

中井はい︑現在の電力自由化の中で︑

のにしていく必要があります︒

を都市と地方でやり取りできる時代にな

てもら︑つためにも︑提示すべきデザイン
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の必要性を従前から訴求してきました

の籾纖を改めてもらうところから始まり

^^炭^を出すものは高くなり︑^

ます︒

いう明確かつ遠大な目標が定まったこと

制すると安くなるという︑要は発想の転

2050年力ーボンニユートラルと

で︑いよいよ具体的な議論を図る時期が

換だけなのですが︑この点についても継

が︑

到来したと捉えています︒小泉大臣もこ

続的に丁寧な説明が必要ですね︒

カーボンプライシング
の確立が不可欠
の温室効果ガス排出ゼロが達成を図るに

の点︑本年より力ーボンプライシングに

2050年段階で

は︑新技術の開発に頼るだけでは無理で︑

ついての検討を加速化するため中央環境

のを使えぱ税金がかからなくなる︑とい

なるとは限りません︒炭素を出さないも

^^ど︑つも産業界には力ーポンプラ

う行動亦条谷を促すための政策でもありま

森信そうですか︒

いずれは次官がご指摘された力ーポンプ

審議会を再開すると明言しています︒

中井そうなんです︒必ずしも増税に

ライシングの仕組みにょって︑補{元せざ

るをえなくなるのではないかと︑私も思

イシングとい︑つと︑新たな税収を得るた

す︒

います︒早急に議論を始めるべきですね︒

︑

めの増税︑といしったイメージが先行し︑

中井私は環境増進に基づく経済成長

末森藤杉鈴

松原本木

厚生労働,Ⅱ務次官

中井われわれも2050年力ーボ ン
いくわけですが︑究極的には力ーポンプ

を︒新しい成長0と呼んでいるのですが︑

11月号岡本薫明財務班務次官

抵抗感が強いようですが︒

ライシングを構成する各種仕組みが一 つ

カーボンプライシングはまさに

これまでの登場者

ニユートラル実現を描きそこに向かって

一つ自立したビジネスとして確立される

成戸のドライバーとして活用されるべ
きツールだと認識しています︒炭素税や

0新しい

必要があります︒

ビジネスとして確立を図る上でポイン

方策となるわけですが︑その収入の使途

排出権取引が確立されると新たな収入の

す︒すなわち炭素を排出するものはむし

も自由にデリインできれば力ーポンプラ

トとなるのは︑おカネの流れの方向感で

ろ高い︑とい︑詠識を社会や事業者 に 貫

イシングの有用性劣叢されやすくなる
と思います︒確かに先生のおっしゃる通
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円月月月月月
即3579Π
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農林水産ボ務次官
岡士交通東務次官
文部科学!Ⅱ務次官
公正取引委員公委員長

広1子
昌文
誠
和行
俊彦

経漉産業,Ⅱ務次住
金融庁長官
個人惰憾保護委Q会!Ⅱ務局長
総彬!"防次官

安藤久佳
遠藤俊英
其田真理
黒田武一郎

2020年
3月号
5月号
7月号
Π月号

徹させるために︑政府からまとまった発
信をすべきとの声が各方面から挙が っ て

とネーミングされ

り︑炭素税など

ると拒否反応が先行しがちですので︑そ

0税0
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環境省としては力ーボンプライシ ン グ

2018年

究極的には炭素を出す事業からの税収が

がいい︑その行動変容が促された暁には︑

るための手段という位置︑づけで考えた方

の税というより環境という目的を達成す

森信私は︑環境税は財源調達のた め

らの拒否感が先立つばかりでは議論にな

をきちんと確立しておかないと︑各国か

う︒そうした場に臨んで日本のスタンス

いろな議論が出てくることになるでしょ

中井今後は︑国際的な観点からいろ

巧年ほど医者いらずの毎日を送っていま

からでしょうか︑平素から健康で︑も︑つ

れるなど︑年間を通じて水に接している

海に入って水行をしたり︑夏は滝に打た

に親しんでいます︒例えぱ季節を問わず

中井この問題で一つのポイントに な

れ無くしては日本が環境大国であると発

ングは世界の常識となっていますし︑そ

オ

中井さんは昔からよく存じ上げている

インタビユーを終えて

森信本日はありがと︑つご︑ざいまし

す︒

森信ぜひ検討を進めてもらいたいで

りません0

は︑環境対策などグリーンニユーディー

すね︑日本から世界への国際的メッセー

ゼロになるわけですから︒その問の税収
ルに活用できる︒その点をもっとアピー
ジとして0

るのが︑ EUにおける国境炭素税(環境

信しても国際社会から信用されません︒

私も︑今や力ーポンプライシ

ルすべきだと思います︒

対策が緩い国からの輸入品に事実上の関

官僚である︒霞が関からはみ出す行動力

と構想力は︑小泉大臣の参謀としてぴっ

2050年力ーボンニユートラ
ル達成を日本が掲げたならば︑その本気

たりはまったとい︑つ感じだ︒ぜひ︑環境

中井

他方︑米国ではバイデン新政権がパリ協

度を世界に発信するためにも︑カーポン

税をかける税制)だと言えるでしょう︒

定復帰を掲げていますので︑今後この

後進国の汚名を晴らして新たな環境国家

論を応援したい︒

そのためにも力ーボンプライシングの議

の^^︑^に向けて^力していただきたい︒

プライシングは必須の要件になります
ao

"

え︑人体組成の和%を占める水に積極的

中井私自身を一つの生命体として捉

どのような過ごし方を?

した︒ところで次官は︑お休みの時には

森信税の議論は非常に参考になりま

オ

国境炭素税の議築沸騰する可能性は 大
いにあります︒そのとき日本の環境対策
が緩いままでは︑ EUの環境ビジネスに

取り込まれる恐れも考えられます︒

森信この構想自体︑国内産業を保護

欠

するならWT0違反の色彩が強いように
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思われます︒
゛︾

Jし、

