智

グリーンインフラの実装に向けた課題と方策
〜公共性と私的性の間から生まれる課題〜
幸福

魅力と持続可能性を高めるというアプ

とで、多様な価値を引き出し、地域の

似する土地利用としてアレンジするこ

地等）を活用し、自然環境やそれに類

）は、グリーンインフラよ
（ Eco-DRR
りもより狭義であり、グリーンインフ

さらに、生態系を用いた防災・減災

論じられているものと理解できます。

難で高い公益性を有する機能を対象に

いであ株式会社 国土環境研究所
環境技術部 主査研究員

二〇四〇年までに、都市機能を維持

ローチであり、地域経営の新しい理念

ラの中でも防災・減災に限定した機能

グリーンインフラという
価値観
するために必要な人口規模を有する都

であると考えられます。

に関する議論であると定義できます。

が、同時に期待されているのが「グリ

いう方法も一つの重要な選択肢です

都市そのものをコンパクトにすると

いく必要に迫られるのです。

持・管理し、発展的な縮小を実現して

れまでとは違う方法でその機能を維

ます。今後かなりの割合の都市は、こ

年構想研究会資料）すると言われてい

合、グリーンインフラは自然資本の中

この類型を地域経営に置き換えた場

六 つ に 類 型 化 さ れ て い ま す〈 図 １〉
。

野においては、資本は自然資本を含む

ましたが、
「企業経営」の情報開示分

ます。
「地域経営」という言葉を用い

ながら、図１に示すような関係にあり

が存在し、これらは一部重複、包含し

グリーンインフラには類似した概念

筆者は、この特徴を踏まえ「グリー

装における大きな課題を生んでいます。

の二つ（多機能性と二面性）が社会実

るということがわかります。そして、こ

能には二面性（公共財と私的財）があ

能がある」ということと、それらの機

本やグリーンインフラには多面的な機

さて、これらの整理からは、
「自然資

類似概念との関係性

市（交通一時間圏内にある人口三〇万
人程度以上の都市）の数は六一から四

ーンインフラ」という概念です。これ

に含まれており、防災・減災分野など

ンインフラ技術レポート」
（二〇二〇

三に減少（総務省自治体戦略二〇四〇

は、これまで価値を生まないと考えら

地域全体が裨益し、受益者の特定が困

グリーンインフラの
社会実装に向けた課題

れてきた地域の余剰・遊休資本（空き

図１．グリーンインフラと類似概念の関係性
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明します。

社会実装における課題等についてご説

これらの議論の内容も踏まえながら、

ついて議論を進めています。
本稿では、

要な取組と民間事業者の果たす役割に

リーンインフラの社会実装に向けて必

ト等有志と共同で勉強会を開催し、グ

一部担当したほか、建設コンサルタン

年、総合地球環境学研究所）の執筆を

主体的立場で実施し、地域の状況

ーディネート」や「マネジメント」を

この時必要と考えられるのが、
「コ

スキームを開発する必要があります。

然資本の管理に関与できるような事業

と、将来的には民間組織も主体的に自

地方行政の財政課題等を念頭に置く

ービス仲介、
資本の管理が可能であり、

られます。この場合、民間組織でもサ

者本人が必要な負担を行うべきと考え

る。これは、「コーディネート」
と
「マ

協力や必要資源を獲得する必要があ

描き、ステークホルダーの実効的な

入資源）が必要か、合理的な戦略を

ためにどのような「インプット」
（投

●評価段階：価値観を共有できた後に

は、その「アウトカム」を実現する

ある。

み出す「コーディネート」が必要で

ジメント」が必要。

に応じて資源の再配置を行う「マネ

な見直し（ＰＤＣＡ）を行い、必要

時に測定することによって、定期的

もに、得られているアウトカムを同

●事業化・具体化段階：戦略にそって

各主体の資源投入量を把握するとと

活動である。

ネジメント」の両方の性格を有する

そもそも行政活動は、行政機関独自の

るべきという考えもあります。
しかし、

置がなされ、必要な維持管理がなされ

は公共部門（行政等）によって予算措

としての性格の強いサービスについて

にあると言えます。このうち、公共財

グリーンインフラの特徴は多機能性

プロジェクトの熟度に応じて地域

術レポート）ことを踏まえると、

セスがある（グリーンインフラ技

を進めるにあたっては三つのプロ

フラに関する取組やプロジェクト

織」です。そして、グリーンイン

フラを一体的に活用・管理する組

を行う「地域組織＝グリーンイン



●グリーンインフラの思想や理念を理

発想が必要と考えます。

再投資する」という新しい地域管理の

げるところで稼いで、稼げない分野に

はいけません。地域管理組織は、
「稼

組が求められることからも目を背けて

は収益が期待できない公益性の高い取

能が必要となります。他方で、単体で

するためには、自ら資源を稼ぎ出す機

ような地域において組織が自立し存続

ンフラの導入が期待されますが、その

費用が減少する地域こそ、グリーンイ

少等により、地域の運営にかけられる

を満たすことが求められます。人口減

有効に機能するためには、以下の条件

やマネジメントを担う「地域組織」が

グリーンインフラのコーディネート

﹁稼ぐ能力﹂
の実装
課題②：地域組織の

課題①：民間の活力を活用した推進体

判断で行われてはならず、立法府の制

組織に求められる能力や機能も変

に応じたスピーディーな意思決定

定する法律に従って行わなければなら

化すると考えます〈図２〉
。

制の構築

ない（法律による行政の原理）と考え

●計画・デザイン段階：そのプロ

ジェクトによって得られる「ア

られています。必然的にその行動範囲
には制約が生まれ、所掌範囲を超える

体や分野の価値観をつなげ、プ

ウトカム」を明示し、複数の主

本に関するすべての役割を求めるのは

ロジェクトを軌道に乗せていく

行動が困難となるため、行政に自然資
合理的ではありません。特に受益者の

ための推進力及び推進母体を生

グリーンインフラの推進
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特定が可能な私的財に関しては、受益

特集

出典：グリーンインフラ・ネットワーク・ジャパン2020主催者企画ミーティング「現場実務者が提供
できるグリーンインフラの社会実装の技術～グリーンインフラ時代の現場技術者に求められる方向性
と可能性～」資料

図２．グリーンインフラプロジェクトのプロセスとフェーズ

解し、グリーンインフラを地域課題

つ（スタートアップ資金として外部
るなど、事業が

変更されたりす

スクが高い場合

資源を活用することは有効）
●政策上意義のある活動であることを

説明し、親和性の高い意図を持った

には、投資は単

そして企業

ます。

と化してしまい

突然頓挫するリ

政策を展開する省庁等からの予算を

なるギャンブル

●ＳＩＢ、ＰＦＳなど、成果連動型の

資金スキームを構築する

獲得する

の解決につなげる意思や実行力があ
ること。
●あくまでも「地域全体」を見て「公

益」を優先した取組を行う意思と実

態を持つこと。
●地域や組織の運営資源（人・モノ・

金）を外部から獲得する、あるいは

課題③：投資を呼び込むための評価

は、投資家から

資源の流れを生み出し、稼ぐ能力や
さて、地域組織が自ら稼ぐ能力を身

機能を持つこと。

安心して投資を

投資家が企業に対し投資する場合、

は拡大しており、

に付け、多くのステークホルダーから

分類できます。また、グリーンインフ

大きく二つの判断要素があります。一

財務資本や自然

このとき、資源の獲得手段は多様で

ラは防災や減災に対する貢献に限った

つ目は投資を超えるリターンが期待で

資本など様々な

受けるため、経

概念ではなく、土地の管理等を通した

きるかどうか、二つ目は投資対象のリ

資本を対象とし

投資を呼び込むためには何が必要でし

地域の新たな公共のあり方を再定義す

スクの大きさや頻度が事前に把握でき

て、統合的な報

あり、いずれも否定されるべきもので

る概念と考えます。これを体現するた

ており、そのリスクが許容できる水準

告が求められるようになっています。

する情報を民間企業と同じように考え

営情報を開示し

めには、地域にある山林、農地など多

かどうかです。仮に不連続な市場環境

それでは、これを地域のグリーンイ

ると、
「その地域が投資に見合う魅力

ょうか。そのヒントが企業経営にある

くの地域資源の活用が効果的であり、

の変化にも影響を受けにくい強固なビ

ンフラ、あるいは地域組織に当てはめ

を有しているかどうか」を判断する情

はありません。ただし、地域や組織の

国や地方行政においても、グリーンイ

ジネスモデルであったとしても、そも

てみるとどうでしょうか。地域組織が

報と、
「その地域が持続可能であり投

ています〈図３〉
。

ンフラを単なる一分野として捉えるの

そも付加価値が少なく利益が見込めな

情報を開示する目的は、企業や金融機

資リスクが少ないかどうか」を判断す

と考えます。

ではなく、分野を横断するより上位の

いビジネスには投資の意味がありませ

関から投資・融資を受けること、さら

る情報を開示することになると考えら

自立性を考えると、概ね以下のように

概念として位置付け、自ら生き残ろう

ん。また、大きな利益が期待できるビ

にはステークホルダーとなる地域住民

近年、その対象

とする地域にこそ重点的に資源を投入

ジネスであったとしても、サプライチ

す。これらのステークホルダーに開示

すべきと考えます。

れます〈図４〉
。



●自主事業を持ち、自ら稼ぐ機能を持

や働き手の協力を得ることとなりま

図４．地域の情報開示のイメージ

ェーンが脆弱だったり、規制が頻繁に

図３．企業の情報開示のイメージ
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を示す」方法が考えられます。

法と「自然資本の価値創出・運用効率

本そのものの増減を直接測定する」方

いう概念に焦点を当てると、
「自然資

いくつか考えられますが、
「資本」と

地域の持続可能性を評価する方法は

ます。

効率の悪い資本を洗い出すことができ

招く可能性があるような、著しく運用

価することで、将来的に資本の枯渇を

価値創造プロセス〈図６〉に沿って評

本がどれだけの価値を生み出したか、

知られています。

ルでの適用例として、京都市の事例が

リント」があります。過去に地域レベ

指標として「エコロジカル・フットプ

が、自ら生き残るため、どのようにし

はありません。地域あるいは地域組織

設計や資本形成検討までできるもので

る調査等が参考になりますが、地域の

そのほか、国際的にも認知度の高い

図6．価値創造プロセス

施された幸福度に関する研究やブラン

地域の魅力に関しては、内閣府で実

本形成をすべきか考えられるようにす

て戦略的にグリーンインフラを含む資

たいと考えています。

持続可能な地域づくりに貢献していき

グリーンインフラを核とした魅力的で

より本質的な課題を見出し、解決し、

ます。
環境に関わる技術者集団として、

事業スキームの開発にも取り組んでい

課題①・②に対応できるような新しい

〈図７〉の開発に取り組んでいるほか、

能な地域づくりのための評価方法論

インフラを核として、魅力的で持続可

いるとは言えません。私共はグリーン

この分野はまだ十分な研究が進んで

が求められます。

を構築し、分析できるようにすること

ラを含む「資本」と結び付けた枠組み

標化するだけでなく、グリーンインフ

るためには、地域の魅力度を定義し指

1）

ド総合研究所による居住意欲度に関す

図7．当社が提案する地域レベル及びプロジェクトレベルの評価枠組み

前者については、対象とする資本へ
のインプットとアウトプ
ットを把握し、資本の自然
増・自然減も含めて収支を
把握することで、その資本
が目減りし、将来枯渇する
可能性があるかどうかを
把握できます〈図５〉
。そ

出典：
「国際統合報告フレームワーク日本語訳」（国際統合報告評議会、日本公認会計士協会訳）

グリーンインフラの推進

ＷＷＦジャパン﹁ 千 年の都から︑ 次の千 年の

未来へ～京都市のエコロジカル・フットプリント調

査からわかること～﹂
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1）

れに対し後者は、バリュー
チェーンを通してその資

特集

図５．資本の増減の測定イメージ

