再生可能エネルギー法改革と市民参加ー日本における展開
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＜要旨＞
地域に根ざした再生可能エネルギーの活用を進めるためには, エネルギー政策全般に亘り, 環境配
慮と市民参加の仕組みが確保されなければならない。しかし, 従来, 日本では, エネルギー政策基本法
や原子力関連法規のなかに, 市民参加に関する規定は存在していない。2011年にはＦＩＴ法が制定さ
れ, 再生可能エネルギーの導入は急速に増大したが, 事業者の多くは大規模事業者で, 地域社会への貢

献は限られており, 風力発電の設置等をめぐり, 新たな環境紛争が増大する兆しもある。そのため, 自
治体の中には, 再生可能エネルギー条例を制定し, 地域環境権を掲げるなどして, 地域固有の資源であ
る再生可能エネルギーの利用方法について, 独自の地域ルールを設定しようという試みが現れている。
これらの動きに加え, 国においても, ＳＥＡを導入し, エネルギー基本法, 原子力基本法に市民参加規
定を設けるなど, 抜本的な改革を行うことが必要であると考えられる。
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1. エネルギー法改革と参加権の不在
日本の電力は, 以前はその４割近くを原子力に依存していたが, 2011年３月11日の
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所(以下 ｢福島原発｣という)の事故を受け
て, 抜本的見直しを余儀なくされた。しかも, 一次エネルギーの96％を石油, 石炭等の
輸入に頼ってきた日本では,

温室効果ガスを削減して低炭素社会を構築するとともに,

エネルギーの自給率をアップするためにも,
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られている。
エネルギー政策のように重要な政策決定は, 本来, 幅広い市民の参加のもとに行わ
れるべきであるが, これまで日本では, エネルギー政策基本法や原子力関連法規のな
かに, 市民参加に関する規定は存在しなかった。また, 福島原発事故前は, 放射性物質
による汚染に関する事項は環境基本法の範疇から除かれており(旧13条),

環境省が所

管する温暖化対策関連の法規においては市民参加に関する多様な仕組みが設けられて
きたのと対照的に,

原子力発電所の設置に関しても市民参加手続は設けられておらず,

地域住民すら, 環境影響評価法の手続を除き, 意見を述べる法的仕組みが保障されて
こなかった。
福島原発事故後, 前民主党政権は, 国民的議論のもとエネルギー政策を根本的に見
直す方針を示し, エネルギー․環境会議により ｢革新的エネルギー․環境戦略｣(2012
年９月14日)が決定された。その策定過程では, パブリックコメントや意見聴取会に加
え, 討論型世論調査という全く新たな試みも採用された。それらの意見をも踏まえて,
原発に依存しない社会を構築すること,

再生可能エネルギーを2030年までに3,000億

kWh(2010年比で３倍)以上開発することなどが同戦略に盛り込まれ,

｢今後のエネル

ギー․環境政策について｣(2012年9月19日)が閣議決定された。
このように, 福島原発事故を契機として, 一見市民参加が強化されたように見える
が, この戦略についてもエネルギー․環境会議についても法令の根拠はなく, エネル
ギー関連法規に市民参加規定がないという状況には,

現在に至るまで変化がない。福

島原発事故後, 環境省の外局として独立の原子力規制委員会を設けるなど, 大きな改
革がなされたが, その際にも参加の仕組みは導入されなかった。
そのような状況のなか, 民主党から自民党への政権交代により, 2013年１月, 安倍
総理は, 前政権のエネルギー․環境戦略をゼロベースで見直し, エネルギーの安定供
給,

コスト低減の観点も含めて責任あるエネルギー政策を構築することを指示した。

再生可能エネルギー拡充の旗印が下ろされたわけではないが,

国連気候変動枠組条約

第19回締約国会議(ＣＯＰ19)において, 日本は, 2020年の削減目標を2005年比3.8％減
とする方針を示すなど,

温暖化対策が大きく後退した感はぬぐえない。国民的議論に

より策定されたはずの政策が,

国民的議論のないままに再度大きく転換されようとし

ている状況は, 参加の権利を法的に保障することなく, 事実上の参加措置を活用して
きた日本の参加制度の限界を浮き彫りにするものである。
また, 地域資源ともいうべき再生可能エネルギーの活用方策についても, 地域の合
意形成に関する仕組みは整備されていない。再生可能エネルギーの促進は,

脱原発と
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温暖化対策の両立を目指すうえで不可欠ではあるが,

それ自体新たな環境問題を引き

起こす可能性もある。2011年８月に ｢電気事業者による再生可能エネルギー電気の調
達に関する特別措置法｣(以下 ｢ＦＩＴ法｣という)が成立し, 2012年７月から固定価格
買取制度(ＦＩＴ: Feed-in Tariff)がスタートするなど法整備が進んだが, 大規模事業
者による新規のメガソーラー計画がいくつも立ち上げられた反面,
散型のエネルギー事業者は未だ数少なく,

利益の地域還元にはあまりつながっていな

い。ＦＩＴの先駆者であるドイツにおいて,
設立され,

地域に根ざした分

地域ごとに多数のエネルギー協同組合が

再生可能エネルギー事業が地域再生に大きく貢献しているのとは対照的な

状況にある。また, 風力発電をめぐり, 低周波, 景観, バードストライク等の環境問題
を懸念する声や,

限られた再生可能エネルギー設備の適地をめぐる土地の賃貸料の高

騰なども生じており, 地域住民の参加と合意のもと, 地域に根ざした自然エネルギー
の持続的な利用ルールの確立を望む声も強まっている。そこで, 以下, 日本の再生可
能エネルギー法制の展開を辿るとともに, 再生可能エネルギー条例等, 市民参加型の
地域ルールの確立に向けた動きについて論じる。

2. 再生可能エネルギー法制の展開
(1) 低炭素社会関連法の体系
日本の低炭素社会関連法は, ①｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣(温暖化対策推
進法), ②エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)等, 省エネ関連の法律, ③
再生可能エネルギーに関する法律に分類することができる。また,

低炭素社会の構築

には, 各種都市法や交通法にまたがる横断的な取組みが重要であるため, ｢流通業務の
総合化及び効率化の促進に関する法律｣,

｢地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律｣, ｢都市の低炭素化の促進に関する法律｣(エコまち法)等も制定されている。
第１に, 温暖化対策推進法は, 地球温暖化防止を目的とする単独の法律としては, 世
界最初のものである。主な施策としては,

①政府による京都議定書目標達成計画の策

定(８条), ②内閣における地球温暖化対策推進本部の設置(10条), ③政府․自治体によ
る温暖化対策に係る実行計画の策定(20条の２, 20条の３), ④一定規模以上の事業者に
係る温室効果ガス排出量の算定․報告․公表(21条の２以下),

⑤全国․都道府県地球

温暖化防止活動センターと地域協議会の設置(24条以下)等が定められている。
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第２に, 石油資源をもたない日本は, 他国に比べ, もともと省エネ対策に力を入れて
きた。すでに1979年には, 石油ショックを契機として, 省エネ法が制定されており, 自
動車, 電気機器等に関するトップランナー方式1)の採用, 一体規模以上の事業者に対す
る省エネ計画の策定義務付け等が行われている。
第３に, 省エネとともに重要なのが, 本稿のテーマである再生可能エネルギーの利
用促進である。しかし, 従来, 再生可能エネルギーはコストや安定供給という観点で
課題が大きいとして, 日本では, なかなか普及拡大が進まなかった。そこで, (2)では,
再生可能エネルギー法制の展開について述べる。

(2) 再生可能エネルギー法制の展開
日本の再生可能エネルギーの促進施策は, 補助事業からスタートした。1997年には,
住宅向けに太陽光発電の補助制度が設けられ, また, ｢新エネルギー利用等促進特別措
置法｣に基づいて, 事業者向けに利子補給等の優遇制度が創設された。
これに対し, ＥＵでは, 2001年に再生可能電力促進指令が採択され, ①国が定めた
価格による再生可能電力の買取りを電力事業者に義務付ける制度(ＦＩＴ方式。ドイツ
等が採用), ②国が導入目標を定め, 電気の小売業者に再生可能電力の供給を義務付け
る制度(ＲＰＳ方式。イギリス等が採用)等, 一定の規制的手法が採用された。
日本でも,
とから,

補助制度のみではなかなか再生可能エネルギーの普及が進まなかったこ

京都議定書の批准(2002年)に合わせ,

何らかの義務付けの導入が政策課題と

なった。その結果, まず導入されたのは, ＲＰＳ方式であった。すなわち, 2002年に
は, 電気事業者に対し一定割合以上の新エネルギー等電気の利用を義務付ける ｢電気
事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法｣(ＲＰＳ法)が制定された。当
時, ＦＩＴの導入も検討されたものの, ＲＰＳ方式の方が, 目標達成の確実性, 市場原
理による発電事業者間の競争促進等の観点で優位性があると判断された2)。日本のＲ
ＰＳ制度の特徴は, 国が利用目標量を定めるが, 買取価格の決定には関与せず, また,

事業者向けの補助制度と組み合わせるということであった。しかし,
定されたうえ,

1)

2)

目標量が低く設

住宅用太陽光発電の補助制度が2005年度末で打ち切られたために導入

エネルギー効率が最も優れている機器を政府がトップランナーに指定し, 一定期間内にそれ
以上の省エネを達成することを事業者に求める仕組みである。
エネルギー調査会新エネルギー部会 ｢新市場拡大措置検討小委員会報告書｣(2001年12月) 13
頁以下。
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量は伸び悩び, 日本が国際的にリードしてきた太陽光発電の分野でも, ドイツに追い
越された。
そのような状況のなか, 2008年の洞爺湖サミットを念頭に置いて2007年に ｢21世紀
環境立国戦略｣(2007年６月１日閣議決定)が策定され, 自然共生社会, 循環型社会と並
ぶ第３の柱として ｢低炭素社会｣が掲げられた。その結果, 2008年には, 太陽光発電補
助制度が復活した。また, 2009年には, ｢石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に
関する法律｣が ｢非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律｣へと改正され
るとともに, ｢エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネル
ギー原料の有効な利用の促進に関する法律｣(エネルギー供給構造高度化法)が新たに制
定された。これらにより, エネルギー事業者に対し, 太陽光発電による電気を適正価
格で買い取ることを含めて非化石エネルギーの利用を義務付けることが可能となっ
た。とくにエネルギー供給構造高度化法は, 太陽光発電について, 発電した電気のう
ち自家消費した残りの分を電気事業者が一定価格で一定期間買い取る余剰電力買取制
度(一種のＦＩＴ制度)を導入したものであったが, その買取対象は, 住宅用は10kW未
満, 非住宅用は10kW以上500kW未満に限定された。さらに, バイオマスの活用に関し
ても, バイオマス活用推進基本法や ｢農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料とし
ての利用の促進に関する法律｣が制定された。
以上のように, 各種の法制度が整備されたものの, 再生可能エネルギーの劇的な拡
充には至らなかった。確かにＲＰＳ方式の導入により,
まっていた再生可能エネルギー電気は,

2010年度には,

2003年度に約41億kWにとど
約89億kWと２倍超に増大し

た。また, 余剰電力買取制度の導入により, 住宅における太陽光発電の実績は, 導入前
の30万kWから, 2009年度には約54万kW, 2010年度には約86万kWへと増大した。し
かし, 全体としてみると, 2009年度に, 再生可能エネルギーが一次エネルギーに占める
割合は約５％,

発電電力量に占める割合は９％(大規模水力発電を除けば,

わずか約

１％)にとどまった。

(3) 再生可能エネルギー法(ＦＩＴ法)の成立
2009年９月に成立した民主党政権は, 温暖化対策を政策の主要な柱に掲げ, 政権発
足直後に, 全ての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築を前提として,
2020年までに温室効果ガスを1990年比で25％削減するとの野心的な目標を国際的に表
明した3)。そして, この目標の達成手段として, 国内排出量取引制度, 地球温暖化対策
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税とともに, ＦＩＴの導入が掲げられた。そこで, 2009 年11 月に経済産業省にプロ
ジェクトチームが設置され, 買取対象, 調達価格および調達期間等のＦＩＴ制度の大
枠が検討され,

その後,

総合資源エネルギー調査会において制度の詳細が決定され

た。また, 2010年のエネルギー基本計画(2010年６月18日閣議決定)においては, 再生
可能エネルギーと原子力発電を合わせた

｢ゼロ․エミッション電源｣の構成比を34％

から, 2030年に70％にすることが掲げられた。もっとも, 上記３施策に対し産業界に
は慎重論も根強く, これらの施策を盛り込んだ地球温暖化対策基本法案は, 2010年の
第174

回国会に提出されたが審査未了となり,

その後,

国会に再提出されたものの,

2012年11月16日, 衆議院の解散に伴い廃案となった。
そのような状況のなか,

2011年３月11日に,

ようやくＦＩＴ法案が閣議決定され

た。しかし, 同日, 東日本大震災が発生し, 法律の成立は大幅に遅れた。当時の菅首相
が従前のエネルギー政策の全面見直しと自然エネルギーの全力支援を掲げた一方,

Ｆ

ＩＴによる経済への悪影響を懸念する経済界等は慎重な姿勢を崩さなかった。その結

果, ＦＩＴ法案は, 民自公の修正協議により衆議院で大幅修正可決され, その後, 8月
26日の参議院本会議で, ようやく可決․成立した4)。なお, 同法には, 衆議院において
16項目, 参議院において17項目の付帯決議が付けられている5)。
ＦＩＴ法は, 再生可能エネルギー源による電気の全量を, 国が定める期間, 固定価格

で買い取ることを電気事業者に義務付けるものであり,

ドイツ法から大きな影響を受

けている6)。
① 買取対象
ＦＩＴの対象となるのは, 太陽光, 風力, 水力(３万kW未満の中小水力発電のみ), 地
3)
4)

5)

6)

｢国連気候変動首脳会合における鳩山総理大臣演説｣(2009年９月22日)。
同法については, 例えば, 深津功二 再生可能エネルギーの法と実務 (民事法研究会․2013
年), 大塚直 ｢わが国における再生可能エネルギーの展開｣ 高橋滋＝大塚直編 震災․原発事
故と環境法 (民事法研究会․2013年)37頁以下, 添田隆秀 ｢再生可能エネルギーの固定価格制
度を導入する再生エネルギー特措法の制定｣ 時の法令(2012年)４頁以下, 同 ｢電気事業者に
よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の概要｣ NBL963号(2011年)８頁以
下, 小野寺容資 ｢電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法｣ 自
由と正義62巻６号(2012年)107頁以下参照。
同法の立法過程については, 中野かおり＝中西信介 ｢再生可能エネルギー全量買取制度の導
入に向けた論議｣立法と調査322号(2011年)38頁以下参照。
ドイツ法と日本のＦＩＴ法の比較として, 大塚直 ｢再生可能エネルギーに関する二大アプ
ローチと国内法｣ 法律時報94巻10号(2012年)42頁以下参照。
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熱, バイオマス(既存の用途に影響を及ぼさずに実用化されたものに限る)を用いて発電
された電気(再生可能エネルギー電気)である(２条４項)。再生可能エネルギー電気の品
質を担保するため,

当該再生可能エネルギー発電が発電設備および発電方法の点で一

定の基準7)を充たしていることについて, 経済産業大臣が認定を行う(６条)。
② 調達価格および調達期間の決定方法

他国の運用状況から明らかなように, ＦＩＴの成否の鍵を握るのは, 買取価格(調達
価格)および買取期間(調達期間)である。これらについては, 毎年度, 経済産業大臣が,
関係大臣と協議等8)を行い, 調達価格等算定委員会の意見を尊重して(同５項)決定する
こととされた。
調達価格は,

再生可能エネルギーの発電設備を用いて電気を供給する場合に通常要

すると認められる費用等を基礎とし, 再生可能エネルギー電気の供給量の状況, 供給
者が受けるべき利潤等を勘案して, 再生可能エネルギー源の種別, 利用形態, 規模等に
応じて決定され, その際, 賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならな
いよう配慮しなければならないとされている(３条)。 また, 集中的な再生可能エネル
ギーの利用拡大を図るため, 法施行後３年間は, 調達価格を定めるに当たり, 再生可能
エネルギー事業者の利潤にとくに配慮をすることとされた。
この調達価格․期間の決定に関しては, 国会において, 重要な修正が加えられた。
第１に, 政府原案では, 発電コストの低い電源から先に導入を進め, 発電コストを下げ
る創意工夫を促すため, 太陽光発電以外の電源について, 調達価格を一律で定めるこ
とが想定されていた9)。これに対し,

一口に太陽光といっても屋根用や地上用(大規

模․小規模)があり, 風力といっても洋上と陸上とでは大きく条件が異なるとして, エ
ネルギー源の区分のみならず,

設置形態および規模ごとに調達価格․期間を決めるこ

ととなった。また, 調達価格․期間は, 毎年度ごとに決定されることになり, ドイツ型
の逓減型固定価格買取制度(毎年一定割合で買収費用を逓減する仕組み)は採用されな
かった。すなわち, 最初に適用された調達価格は調達期間を通じて維持されるが, 新
7)

8)

9)

発電を新規に開始する設備であること, 発電設備の基準は, 安定的かつ効率的に発電するこ
とが見込まれる設備であること等である。発電方法の基準は, 水力発電については揚水式で
無いこと, バイオマス発電については既存用途の利用を著しく阻害するものでないことであ
る。
農林水産大臣, 国土交通大臣または環境大臣に協議し, 消費者担当特命大臣の意見を聴くこ
とが必要である。
第177 回国会衆議院本会議録第32 号16 頁(2011年７月14日)。
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たな設備の調達価格․期間は毎年度ごとに見直されるため, 新規事業者が, 計画段階
で, 調達価格․期間を知ることはできない。
第２に, 政府原案では, 経済産業大臣が, 総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて
調達価格․期間を定めることとされていた。総合資源エネルギー調査会は,
ギー政策を検討するため,

エネル

資源エネルギー庁に置かれている経済産業大臣の諮問機関

である。しかし, このような方法では, 経済産業大臣が電気料金の上乗せ額などを恣
意的に決める可能性が否定できないとして,

調達価格決定の根拠について国会へ報告

させるべきとの意見10)や調達価格については国会が決めるべきという批判が出され
た11)。その結果, 決定方法の透明性および公平性を担保するため, 資源エネルギー庁
に中立的な調達価格等算定委員会を設け,

その意見を聴くこととされた。調達価格等

算定委員会は, 委員長１名および委員４名の計５名をもって構成され, 委員は, 電気事
業, 経済等に関して, 専門的な知識と経験を有する者のうちから, 国会の同意を得て,
経済産業大臣により任命される(32条․33条)。
③ 買取義務

電気事業者は, 経済産業大臣に認定を受けた設備(認定発電設備)について, 発電事業
者(特定供給者)から, 再生可能エネルギー電気を買い取る義務を負う。すなわち, 電気
事業者は, 正当な理由がある場合を除いて, 再生可能エネルギー電気の買取契約(特定
契約)12)の締結を拒んではならない(４条)。正当な理由とは,

電気事業者の利益を不当

に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める場合であり,
申し込み内容に虚偽事項が含まれている場合,

具体的には,

電力需要が非常に小さい一定時間の出

力抑制に特定供給者が同意しない場合等とされている(同法施行規則４条)。
④ 接続義務

買取義務と並びＦＩＴの中核を成すのが電気事業者の接続義務である。発電所を建
10)
11)
12)

第177 回国会衆議院本会議録第32 号７頁(2011年７月14日)。
第177 回国会衆議院経済産業委員会議録第16 号６頁以下(2011年７月29日)。
特定契約をめぐる法的問題については, 例えば, 小林卓泰＝岡谷茂樹＝徳田安崇 ｢再エネ法
下における特定契約․接続契約の検討(上)(下)｣ NBL981号(2012年)12頁以下, 同982号75頁
以下, 冨岡孝幸 ｢再生可能エネルギー法下で大規模太陽光発電所の開発․運営を行う場合の
法的留意点｣ NBL980号(2012年)46頁以下, 小林卓泰＝武川丈士 ｢再生可能エネルギー法の
下での電力購入契約に関する留意点－プロジェクトファイナンス案件を念頭に｣ NBL963号
(2011年)14頁以下参照。
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設しても, 電気事業者の送配電網や変電設備(電力系統)に接続できなければ, 電気の供
給ができないからである。この点, ドイツでは, 再生可能エネルギー電気を優先的に
送電線につなぐ優先接続の原則があり, 特段の理由がなく接続しなかった場合, 発電
事業者は, 系統運営者に補償金を求めることができるとされている。
これに対し, 日本では, ドイツのような優先接続の原則は導入されなかったものの,
電気事業者は, 正当な理由がある場合を除き, 接続に応じることが義務付けられてい
る(５条)。ここでいう ｢正当な理由｣とは, 接続に必要な費用を特定供給者が負担しな
いとき,

電気事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生じるおそれがあるとき

等である。この点については, 具体的にどのような場合が ｢支障が生ずるおそれ｣に当
たるかどうか(周波数や電圧の維持に支障を与える場合等)など, 接続義務について紛争
が生じることが想定された13)。そこで, 正当な理由がなく接続を行わないときは, 経
済産業大臣が, 当該電気事業者に対し, 勧告․命令をすることができる(５条４項)ほか,
電気事業法の改正により, 中立的な電力系統利用協議会(ＥＳＣＪ)が, 紛争解決等を行
うこととされた(電気事業法94条参照)。
⑤ 買取費用の回収方法

買取りに要した費用に充てるため, 各電気事業者は, 電力使用者(消費者)に対して,
使用電力量に比例した賦課金(サーチャージ)の支払を請求することができる。焦点と
なったのは,

電力の大量使用事業者に対する賦課金の軽減措置である。とくに電炉業,

鋳造業等の電力多消費産業は,

産業空洞化や国際競争力の低下の防止を理由として,

強く軽減措置を求めた。これに対しては,

特定の事業者を優遇するのは不公平である

とか, 電力浪費のモラルハザードを生じかねないとの反論もあった。しかし, ドイツ
においても, 国際競争力の維持という観点から電力多消費業種の事業者に対し88-98%
の軽減措置が講じられており, 日本においても一定の軽減措置をとることとされた(17
条)。
また,

地域ごとの再生可能エネルギーの導入要件が異なるなかで地域間の負担の公

平性を保つため, 地域間の単価が同額となるように, 国が賦課金の単価を定めるとと

13)

実際, 事実上の接続拒否は, 受け入れ可能容量を超過したこと等を理由に比較的多く発生し
ているといわれている。この点に関し, 市村拓斗 ｢再エネ特措法上の接続拒否に関する実務
: 受入可能量の超過および接続費用の負担について｣ NBL1009号(2013年)25頁以下, 同 ｢再
エネ特措法上の特定契約の締結․接続に関する拒否事由の概要｣ NBL982号(2012年)６頁以
下参照。
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もに,

国が指定する費用負担調整機関(19条以下)を通じて調整を実施することとされ

た(８条以下)。
⑥ 見直し規定等

同法の見直し規定では, エネルギー基本計画が変更されるごと, または少なくとも
３年ごとに検討を行い, 2021 年３月31 日までの間に抜本的な見直しを行うこと等と

されている。また, これまでのＲＰＳ制度は, 所要の経過措置を講じたうえで, 廃止さ
れることとなった。

(4) ＦＩＴ法の運用状況
ＦＩＴ法は, 2012年７月１日に施行された。その後, 設備認定は設備容量ベースで

2013年１月末までに約740万kWに達し, 同年５月末時点では約2,237万kWとなり, 早
くも既導入量の約2,061万kWを超えた。その93.5％を太陽光発電が占めて太陽光バブ
ルとも呼ばれる状況が生じており, しかも, その約62％がメガソーラー(1,000kW以上)
である。これまでエネルギーとは関係の薄かったＩＴ業界,

家電業界等が新規参入し,

｢屋根貸しモデル｣等の新たなビジネスモデルが誕生した。このように,

ＦＩＴ法は,

再生可能エネルギーの拡充に一定の機能を発揮しているが, 同時に, さまざまな課題
も明らかになってきた14)。
第１に, 調達価格の決定にあたり焦点となったのは, ｢通常要すると認められる費用｣
と ｢適正な利潤｣の範囲である15)。これらの点について, 調達価格等検討委員会では,
業界団体․事業者からヒアリングを行ったうえで, 内部収益率(ＩＲＲ)を用いることと
され, 太陽光, 風力, 水力, 地熱については規模により, また, バイオマスについては,
種別ごとに(メタン発酵, 一般木材, 廃棄物等)価格が定められた。これらのうち, 太陽
光発電については国際的にみても価格が高水準に設定されていたが,

太陽光パネル等

の価格低下がみられたとして, 2013年度から価格の引下げが行われた16)。また, 制度

14)

15)

16)

例えば, 市村拓斗 ｢再生可能エネルギー導入拡大のための施策について｣ NBL992号(2013
年)90頁以下参照。
山内弘隆 ｢再生可能エネルギー全量買取制度の展望と最適調達価格の考え方｣ 都市問題104
巻７号(2013年)81頁以下参照。
10kW以上は42円／kWhから37.842円／kWhへ, 10kW未満は42円／kWhから38円／kWhと
された。
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上の課題としては, ①自然条件に応じた価格設定, ②毎年度ごとに調達価格を決定す
る方式の見直し, ③コストの低下に応じた逓減価格制の採用等が挙げられている17)。
第２に,

特定契約․接続契約に関しては,

なっていることが問題となった。すなわち,

その内容が電力事業者に有利なものに
電力事業者は特定契約․接続契約に係る

要綱(以下 ｢再エネ契約要綱｣という)を作成したが, 資源エネルギー庁に対して, 再生
可能エネルギー事業者から多くの疑問が寄せられた。また, 系統接続に関しては, 系
統情報が公開されず, 処理期間が長すぎるとして, 再生可能エネルギー事業者の不満
の声が高まった。
そこで, 資源エネルギー庁は, 2012年９月に, 円滑な契約締結を目的として ｢特定
契約․接続契約モデル契約書｣18)を示し, さらに, 2013年６月には ｢特定契約․接続契
約モデル契約書の解説｣19)も公表した。また, これらに応じ, 各電力事業者の側も, 再
エネ契約要綱に関する解説書を公表するなど,

契約適正化に向けた取組みを始めてい

る20)。
第３に, 法制度以外の問題として, 再生可能エネルギーのポテンシャルの高い北海道
や東北地域において送電網が充分整備されていないという問題が顕在化している。この
点については, ドイツでも, 北部の大規模風力による電力を大量消費地である南部へ送
電するためのメガ送電網の整備が課題となっている。日本でも, 送電網の整備を図るた
め, 国による補助等が行われているが, 抜本的な強化にはほど遠い状況にある。

3. 再生可能エネルギー条例と市民参加
２でみたように, ＦＩＴ法の制定により, 再生可能エネルギーの拡充は, 比較的順調

に進んでいるようにみえる。しかし,

17)

18)
19)

20)

地域性にかかわらず全国一律の料金設定がなさ

例えば, 大阪府市エネルギー戦略会議 大阪府市エネルギー戦略の提言 (冨山房インターナ
ショナル․2013年)156頁以下参照。
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/2012denki_keiyaku.doc
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/20130614model.pdf なお, モデル契約について
は, 市村拓斗 ｢特定契約․接続契約モデル契約書の解説｣ NBL1003号(2013年)14頁以下, 坂
井豊＝渡邉雅之 ｢再エネ特措法に基づく電力会社の契約要綱と経済産業省のモデル契約書の
検討｣ NBL988号(2012年)20頁以下も参照。
坂井豊＝渡邉雅之 ｢再エネ特措法に基づく契約要綱の適正化の動き｣ NBL993号(2013年)４
頁以下も参照。
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れたことから, 一部の適地に需要が集中し, メガソーラー計画により土地の賃貸借価
格が高騰した。そして, 一部の大規模事業者のみが儲かり, 地元への利益還元がほと
んどなされない状況に対し,

その過程に何ら関与できない地元の自治体や地域住民の

間に, 不満の声が聴かれるようになった。原子力発電については, その立地を促進す
るため, いわゆる電源三法21)により, 電気料金の一部として徴収される電源開発促進
税を財源として, 発電施設の立地市町村に対して, 公共施設の整備や地域振興事業の
ためと称し,

巨額の電源立地地域対策交付金の支払いが行われてきた。これに対し,

太陽光や風力発電については, そのような仕組みは存在しない。
再生可能エネルギーは, 太陽光, 風, 水, バイオマス等, 自然界に存在するものを利
用して収益を生み出すという点では,
ともでき22),

農業や漁業と同様に第一次産業であるというこ

地域の自然資源の利用方法は, 地域の合意に基づいて行われるべきとの

意見も根強い。また, 風力発電等をめぐり, 低周波, 景観, バードストライク等の環境
問題への懸念から設置をめぐる紛争も生じている。現在,

実際に訴訟等になった例は

ほとんどないものの23), 適切な被害防止や合意形成のための措置を執らない限り, 今
後, 紛争が急速に増大する可能性もある。
これに対し, 国においても, 例えば, 2011年の環境影響評価法および同施行令の改
正に際して, 一定規模以上の風力発電を環境アセスメントの対象に加えたり24), 合意
形成に関する事項を含めたマニュアルを作成する25)などの対策が始まっている。それ
に加えて, 自治体の側では, より積極的に, 地域住民の参加と合意のもと, 地域に根ざ
した自然エネルギーの持続的な利用ルールを確立するため,

再生可能エネルギー条例

を制定する動きが出てきている。これらの条例は, 実質的には, 地域に根ざした小規
模事業者による分散型の再生可能エネルギーの拡充と,

21)

22)

23)

24)

25)

その利用をめぐる紛争の防

電源開発促進税法, 特別会計に関する法律(旧電源開発促進対策特別会計法)および発電用施
設周辺地域整備法の総称である。一定規模以上の水力発電や地熱発電施設もその対象になる
が, 従来の主な交付先は, 原発立地市町村であった。
例えば, 水上貴央＝佐藤康之 ｢再エネ推進を巡る法的問題 : 地域主導型の再エネ事業の実現
に向けて｣都市問題103巻６号(2012年)10頁。
2009年7月21日, 静岡県東伊豆町の住人7名から公害等調整委員会に対し, 原因裁定を求める
申請があったが, 翌年には取り下げられている(東伊豆町における風力発電施設からの低周波
音健康被害原因裁定申請事件)(http://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/higashiizu.html)。
環境影響評価法の2011年改正については, 大久保規子 ｢環境影響評価法の2011年改正につい
て｣ ジュリスト1430号(2011年)30頁以下参照。
国土交通省港湾局＝環境省地球環境局 港湾における風力発電について －港湾の管理運営
との共生のためのマニュアル－ ver.1 (2012年)参照。
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止․調整を目指すものである。
2012年９月に全国で初めてその種の条例を制定したのは滋賀県湖南市であり(湖南
市地域自然エネルギー基本条例),

同年12月に愛知県新城市(新城市省エネルギー及び

再生可能エネルギー推進条例),

2013年３月に長野県飯田市(飯田市再生可能エネル

ギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例)と高知県土佐清水市(土佐清水
市再生可能エネルギー基本条例), 同年６月に兵庫県洲本市(洲本市地域再生可能エネル
ギー活用推進条例)等が条例化を行っている。
これらのうち, 飯田市以外の条例は, 比較的その内容が似通った理念条例であり, 基
本理念と各主体(行政, 市民, 事業者)の役割について定めている。基本理念としては,
①地域に根ざした多様な主体の連携․協力による再生可能エネルギーの積極活用,

再生可能エネルギーが地域固有の資源であることを踏まえた,

②

地域の発展との調和的

利用, ③自然的, 経済的, 社会的な地域性の考慮, ④地域内の公平性や他者への影響へ
の配慮26)等が掲げられている。
これに対し, 飯田市の条例は, 地域環境権の保障を前面に掲げ, 地域団体による再生
可能エネルギー事業を市との協働事業(地域公共再生可能エネルギー活用事業)と位置
付け, 各種の支援措置を定めている点で極めて特徴的である。同条例によれば, 第１
に, 地域環境権とは, 自然環境および地域住民の暮らしと調和する方法により, 再生可
能エネルギー資源を再生可能エネルギーとして利用し,

当該利用による調和的な生活

環境のもとに生存する権利であり(３条), 良好な住環境と生活に不可欠なエネルギーの
確保をともに保障しようとするものである。第２に,

地域団体または地域団体と公共

的団体が協力して行う再生可能エネルギー活用事業については,

市長に対し支援のた

めの申し出を行うことができ(９条), 市長は, 一定の要件を充たす事業を公民協働事業
として位置付け, 助言, 信用力付与, 補助金, 貸付け, 私有財産に係る利用権原の付与
といった支援を行う(10条)。また, 地域団体等の申し出によることなく, 市自身が事業
の実施者を公募することもできる(11条)。第３に,

専門家から成る第三者機関として,

｢飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会｣を設置し,

事業の審査․助言等を行うと

ともに, その内容を公表することにより, 地域団体がファイナンスを得やすくする(12
条ないし18条)。
ドイツにおいては,

数多くの地域のエネルギー協同組合が再生可能エネルギー事業

を運営しているのに対し27), 日本では, 市民発電所が徐々に増えてはいるものの, 市民
26)

また, 洲本市条例は, 事業者の役割として, 地域住民等と必要な調整を行う努力義務につい
て定めている。
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参加型の地域に根ざした小規模事業者の数はまだまだ限定的である。その背景には,
小規模発電に係る事業継続に不確定要素があること28), また, 通常の不動産融資と異
なり,

小規模事業者がファイナンスを得ることが容易ではないなどの事情がある29)。

ドイツのような協同組合方式は１つの選択肢ではあるものの,

日本では農業協同組合,

生活協同組合等, 種類別に協同組合法が制定されていて, それぞれの事業活動が限定
されているなどの違いがあり,
なか,

その活用は必ずしも容易ではない。このような状況の

自治体が積極的に市民参加型の再生可能エネルギー事業にコミットする必要性

が指摘されており, 飯田市の取組みは, その先駆けとして注目される30)。

4. おわりに
以上みてきたように, 日本では, エネルギー政策についても, 個別のエネルギー事業
についても, 市民参加の保障が欠けている。福島原発事故により, エネルギー政策に
対する国民の関心は飛躍的に高まり, 脱原発に向けた活動が, かつて無い広がりを見
せると同時に, 再生可能エネルギーによるエネルギーの自給自足をめざし, 市民参加
型の再生可能エネルギー事業を模索する動きが各地で生じている。しかし,

法制度的

に見ると, エネルギー政策․事業への市民参加を保障し, これを促進する仕組みは担
保されておらず, 再生可能エネルギー事業に関しても, 採算性の高い分野には大規模
事業者が参入し, 過疎地にその適地が集中しているにもかかわらず, 地域に対する貢
献は, 限定的なものにとどまっている。そこで, 地域固有の資源である再生可能エネ
ルギーについて, 条例により地域のルールを確立しようとする試みが始まっているが,
市民参加型事業のさらなる推進のためには,
27)

28)

29)

30)

国の法律による対応が必要な部分も少な

例えば, 寺西俊一＝石田信隆＝山下英俊編著 ドイツに学ぶ地域からのエネルギー転換 (家
の光協会․2013年)参照。
例えば, 建築物の屋根にソーラーパネルを設置する場合, その日照利用を長期的に確保する
ための土地利用の仕組みが整っていない。
再生可能エネルギー事業においては, 固定価格で一定期間買取続けてもらえるという事業の
継続性が担保的価値であるにとどまり, 土地の利用権や設備自体の担保的価値は低いという
特徴がある。この点については, 例えば, 水上貴央 ｢地域主導型再生可能エネルギー事業の
重要性とそれを巡る法的論点｣青山法務研究論集６号(2013年)１頁以下参照。
飯田市の政策については, 諸富徹 ｢地域再生とエネルギー政策－長野県飯田市の再生可能エ
ネルギー政策が切り開く未来｣室田武他編
コミュニティ․エネルギー (農文協․2013
年)263頁以下も参照。
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くない。
第１に, 実務上とくに問題点となっているのは, 分散型電力供給網の強化である。
日本では, 1951年の電気事業再編により, ①民営, ②発送電一貫経営, ③地域別９分割,
④独占を特徴とする９電力体制(1988年以降は沖縄電力が加わり10電力体制)が発足し

た。その後, 1995年以降の電力自由化により, 独占は崩れ始めているものの, 発送電一
貫経営は堅持されてきた。しかし, このことは, 同時に集中型電源中心の供給システ
ムの維持につながり, 分散型電力供給網への取組みが遅れ, 再生可能エネルギーの拡
充の支障となってきた。そこで, 福島第一原発事故後, 発送電分離論が急速に台頭し
たが, 電力事業者の反発は強く, その実現はなかなか進まなかった31)。ようやく制度
改革が動き始めたのはごく最近のことであり, 2013年11月13日に, 電力システム改革
を３段階で進める改正電気事業法が可決․成立した。具体的には,

①2015年に全国規

模で電力需給を調整する ｢広域系統運用機関｣を設立する, ②2016年に電力小売りの参
入を全面自由化して ｢地域独占｣をなくす, ③2018～20年に電力会社の発電と送電部門
を別会社にして ｢発送電分離｣を実現するという内容である。これは, 1951年に現在の
電力制度ができて以来の抜本改革であり,

大手電力会社による地域独占体制に風穴を

開け, 電力事業への新規参入や電力会社同士の競争が促進されると期待されている。
第２に, 水力, 風力等, 個別のエネルギー源に固有の課題に関しても, 個別法による
対応が必要である。例えば, 小水力発電に関しては, 従来, なかなか水利使用許可(水
利権)を取得できないことがハードルとなっていた。この点に関し, 2013年河川法の改
正32)では,

既に水利使用の許可を受けた河川の流水等を利用した従属発電について,

水利使用手続の簡素化․円滑化を図るため,

河川管理者による登録制が創設されたと

ころであり, その効果が注目される。
第３に, 地域に根ざした再生可能エネルギーの利用方法に関し, 合意形成のための
手法が確立される必要がある。この点では,

適地が集中する農山村漁村における農林

漁業との調和が重要となる。最近では, 農業協同組合が太陽光発電設備を設置し, 酪
農経営に利用するとともに, そこで生産した生乳を ｢エコ牛乳｣としてブランド化を図
る事例(北海道․浜中農業協同組合), 町が風力発電所を設置し, その売電益を営林者の

31)

32)

発送電分離については, 例えば, 山田光 発送電分離は切り札か : 電力システムの構造改革
(日本評論社․2012年), 脱原発․新しいエネルギー政策を実現する会編 脱原発と自然エネ
ルギー社会のための発送電分離 (合同出版․2012年), 高橋洋 電力自由化 : 発送電分離か
ら始まる日本の再生 (日本経済新聞出版社․2011年)参照。
国⼟交通省⽔管理․国⼟保全局 ｢小水力発電設置のための手引き｣(2013年)。
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間伐材の搬出費用の補助に当てる事例(高知県梼原町)等もみられるようになってい
る。そして, 2013年11月15日には ｢農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エ
ネルギー電気の発電の促進に関する法律｣(農山漁村再生可能エネルギー法)が成立し,
11月22日に公布された(施行は６ヶ月以内)33)。同法は, 基本理念の１つとして, 再生可
能エネルギー発電が, 市町村, 事業者, 地域の関係者の密接な連携のもとに, 持続可能
な発展を図ることを旨として行われるべきことを定めている。具体的な施策の柱とな
るのは,

再生可能エネルギー発電の促進による農山漁村の活性化に関して市町村が策

定する基本計画であり, その策定にあたっては, 市町村, 事業者, 農林漁業者․団体,
地域住民, 学識経験者等から成る協議会を活用することが予定されている(６条)。
以上のように, 市民参加型の再生可能エネルギーの促進に向け, 個々の対策は講じ
られ始めているものの,
現在,

エネルギー政策への市民参加の保障には進展がみられない。

エネルギー基本法に基づいて,

国の中長期的なエネルギー政策の指針となる

｢エネルギー基本計画｣の策定が進められている。この素案においては, 原発は ｢エネ

ルギー需給の安定性を支える基盤となる重要なベース電源｣と明記されていたが, 政府
が昨年12月６日から1ヶ月間任意に行ったパブリックコメントに対して, 多くの批判的
意見を含め約19,000件の意見が寄せられたことから, 政府は, 2014年１月中に予定し
ていた閣議決定を先延ばしにすることを表明した。
原発の利用方針は, 再生可能エネルギーの今後の発展を左右するものであり, 地域
に根ざした再生可能エネルギーの活用を進めるためには, エネルギー政策全般に亘り,
環境配慮と市民参加の仕組みが確保されなければならない。国際的にみれば,

環境に

重大な影響を与えるこの種の重要な政策は, 戦略的環境アセスメント(SEA)の対象とさ
れ, 市民参加のもとに決定が行われる傾向にある。日本においても, このような観点
から, ＳＥＡを導入し, エネルギー基本法, 原子力基本法に市民参加規定を設けるな
ど, 抜本的な改革を行うことが必要であると考えられる。
투고일자 2014.01.24,

33)

심사일자 2014.02.17,

게재확정일자 2014.02.27

同法については, 石川武彦 ｢再生可能エネルギー発電を通じた農山漁村活性化策 : 農山漁村
再生可能エネルギー法案｣ 立法と調査328号(2012年)65頁以下参照。
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＜국문초록＞

신재생 에너지법 개혁과 시민참가-일본에서의 전개
34)
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지역에 뿌리 내린 신재생 에너지의 활용을 추진하기 위해서는 에너지정책 전반
에 걸쳐 친환경과 시민참가의 구조가 확보되어야 한다. 그러나 종래 일본의 에너
지정책기본법이나 원자력 관련 법규 속에, 시민참가에 관한 규정은 존재하지 않았
다. 2011년에는 FIT법이 제정되어 신재생 에너지의 도입은 급속히 증가했지만, 사
업자의 대부분이 대규모 사업자로서 지역사회에 대한 공헌은 한정되었고 이러한
사정으로 인하여 풍력발전의 설치 등을 놓고 새로운 환경 분쟁이 증가될 조짐도
보인다. 따라서 지자체 중에는 신재생 에너지 조례를 제정하고 지역 환경권을 내
거는 등 지역 고유 의 자원인 신재생 에너지의 이용방법에 대해 독자적인 지역규
칙을 설정하려는 시도가 나타나고 있다. 이러한 움직임에 가세하여 국가도 SEA를
도입하고 에너지기본법, 원자력기본법에 시민참가규정을 마련하는 등 발본적인 개
혁을 할 필요가 있다고 생각된다.
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