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1	再生可能エネルギーによる環境影
響と社会的合意

気候変動や資源枯渇といった地球環境問題への問題意識を背景として、再生可能エネルギーの利用

が世界中で拡大している。日本でも同様であり、東日本大震災後の2012年に始まった固定価格買取

制度が大きく影響している。もちろんエネルギー転換への関心や、地方創生やSDGsの手段といった持

続可能な開発への期待もある。このため企業だけではなく、地域の人々 が取り組む事業も増えている 

(豊田	2016)1。

2018年3月時点で震災以降新規に導入された再生可能エネルギーの発電事業は約170万件（約

41.4TW）である2。震災前後で比較すると設備容量は全体で4.5倍増加している。その大半は非住宅用

（10kW以上）の太陽光発電であり、約127倍の増加となっている。

その一方で、個別の事業に対して懸念が提示される例も増えている。争点となっていることがらは

多岐にわたるが、おおむね表１のようなことが問題化してきた。問題の性質で分類すると、生態系など

自然環境そのものへの影響、騒音など人々 の生活環境への影響、既存の社会経済活動への影響とま

とめることができる。問題化することが多いのは太陽光の森林伐採や景観、風力のバードストライク

や騒音、地熱による温泉への影響などがある。

社会全体では再生可能エネルギーへの期待があったとしても、身の回りで起こる未知の現象や未

体験の事柄に対して人々 が不安を感じること自体は不思議ではない。環境影響などへの懸念から太陽

光や風力に対する反対や異議は増加しており、合意形成は事業を進める上での課題の一つとなってい

る3。

1	 その後のNGO気候ネットワークの調査によると2017年時点で家庭用以外に少なくとも1000を超える事業が存在する。

2	 経済産業省発表資料による（https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary）。

3	 系統連系も問題となっている。日本では優先接続のルールがなく、接続の空容量不足を理由としてグリッドへの接続を断られる地域が増えてい

る。また接続のための費用も発電事業者の負担だが、請求額が問題となることもある。
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表	1　再生可能エネルギーの導入に伴う諸影響ー丸山(2014)をもとに筆者作成。

自然環境

（生態系など）
生活環境 利害調整

太陽光 • 森林伐採

• 植生など

• 景観

• 光害

• 水源への影響

• 土砂流出

• 農地

中小水力 • 水生生物 • 騒音・震動 • 水利権

• 漁業権

風力 • 森林伐採

• 植生など

• 鳥類の衝突死

• 電波障害

• 騒音・振動

• 景観

• 農地

• 漁業権

地熱 • 植生など • 景観

• 騒音・震動

• 臭気

• 温泉資源

• 自然公園

バイオマス • 植生など

• 森林生態系

• 騒音・震動

• 臭気

• 温廃熱

• 食糧生産

• 森林資源の持続性
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風力発電は日本における普及も早かったことから問題の件数も多く、2012年時点で約40パーセン

トの事業でなんらかの形で環境紛争が報道されている(畦地ほか	2014)。低周波音による健康被害

などを争点とする組織的な反対運動が展開されることもある。環境アセスメントにおける意見照会に

対して多数の意見が寄せられ、事業者が対応に苦慮することもある。地域住民の反対を理由として撤

退した事業も一定数存在するし、市民の進める事業に別の市民が反対するような事例も存在する。

太陽光は2012年以降急速に普及しており、問題視される事例も増えている。近年では数十MWを超

える大規模な太陽光発電事業に対する反対運動が増えており、全国的なネットワークへと広がりつつ

ある。図	1にあるようにトラブルとして新聞に取り上げられる件数も増えている。こうした問題を受け、

環境省では太陽光発電を環境アセスメントの対象とすることを検討している。

図	1	太陽光発電に否定的な新聞記事数の推移（朝日新聞）
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2	社会的摩擦を招きやすい日本の
現状

ここまで見てきたように、社会全体では再生可能エネルギーへの期待があるものの、地域レベルでは

社会受容性の問題が存在する。開発に伴う環境影響の予測には不確実性が伴うが、再生可能エネル

ギーによる影響の中には騒音や景観のように人々 の主観的評価の結果被害かどうかが判別されるも

のが含まれている。この場合物理的影響の程度だけではなく、それに見合った便益とのバランスによ

って受容の可否が判断される。

この課題について2000年代から調査していたIEAの風力実施協定では利益の配分、手続きの公正

さ、そして導入戦略が必要であると指摘している(IEA	Wind	Task28	2013)。この報告書は風力を対

象としているが、3つの条件は広く再生可能エネルギー全般に応用可能な内容を含んでいる。日本の

現状をみると、いずれの項目についても課題が存在する。

2.1	利益の配分

まずは利益分配の状況を見てみよう。現状では地域外の企業が所有する事業が大半を占めている。

例えば2013年時点の太陽光発電では地元市町村や都道府県の主体による所有は半数以下である(農

林水産省	2015)。風力発電も同じような状況であると推察される。事業会社が地元にあったとしても

株主は他地域であることも多く、これを按分すると約77パーセントが地域外の主体の所有となる(丸山	

2018)。以前から指摘されてきたことではあるが、地元所有の割合が低く、大都市の企業による所有が

大半を占めている。このため外部の事業者が地域の資源を収奪的に利用しているかのように受け止め

られやすい。問題は所有そのものというよりは事業収益の配分や産業構造であるが、運転期間中に

立地地域の経済効果として必ず期待できるのは地代や固定資産税など売り上げの10パーセント程度

に過ぎない4。残りの大半は借入金の返済と維持管理費用であるが、これらが地元地域で行われてい

ない場合は経済効果が少ない。こうしたことから他地域の資本による事業が外来型あるいは植民地

型と呼ばれることもある。

4	 環境省が金融機関向けに提供している「地域における再生可能エネルギー事業の事業性評価等に関する手引き」（http://www.env.go.jp/

policy/kinyu/manual/）に示されている支出項目に基づいて試算した。
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ドイツと比 

較して建設 

許認可における地方 

自治体の権限は弱い

2.2	手続きの公正さ

手続きの公正さにも課題がある。日本では包括的な土地利用計画の制度が存在せず、個別のプロジ

ェクトについて議会でチェックする仕組みがない。建築許可における地方自治体の権限もドイツと比較

するとあまり強くない。合意形成の機会も限られており、制度化されているのは一定規模以上の風力

発電と地熱発電による環境影響についての説明会や情報公開だけである。それ以外は固定価格買取

制度において地域住民とのコミュニケーションが推奨されているだけである。もっとも実際には自主的

に説明会などを行う事業者もあるが、問題は説明会などの機会の有無だけではなく、その内容やタイ

ミングである。法的義務であれ自主的なものであれ、事業者が実施する説明会はある程度事業の内

容が具体的になった段階で行われる。また主たる話題は予想される環境影響の科学的評価や対策で

ある。

これに対して地域住民などのステークホルダの問題関心は、そもそも自分の地域で事業を行うこ

との是非や意義、あるいは場所の選定の妥当性であったりする。こうした話題は具体的な事業計画が

顕在化する前の段階で議論するのが適切であるが、一部の自治体を除いて意見交換や情報共有の機

会は限られている。
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2.3	導入戦略

このことと関連するのが三番目の課題である導入戦略である。日本ではエネルギー政策は国が主導し

てきた歴史が長く、市町村が供給にかかわることもほとんどなかった。このような事情は気候変動問

題や東日本大震災によって変わりつつあるが、再生可能エネルギーの導入目標やロードマップを策定

していないところも多い。そもそも再生可能エネルギーの利用が地域にとってどういう意味を持つのか

という議論も不足している。

こうした理解がない状態で地域の人々 が個別の事業の是非を判断することは難しい。気候変動や

持続可能性という問題だけではなく、自らの生活とも関連づけながら、どのような場所で、誰が、どの

ような目的で、どのようなリスクが存在する中で、といった問いに答えながら導入の是非や程度を定め

ている例は限られている。

風力発電事業の77パーセントは地域

外の人や組織が所有している
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3	ガバナンスのための取り組み
ここまで見てきたように、現状では利益の配分、合意形成の手続き、導入戦略いずれにも課題がある。こ

のため予測に不確実性のあるなかで、これを受け入れる理由にも乏しい状況にある。こうした課題を解

決し、地域にとって望ましい事業を望ましい形で実現するガバナンスの萌芽的な取り組みも存在する。

3.1	利益配分の適正化

立地地域への貢献や住民の出資を通じた利益の配分など合意しやすい条件を整える取り組みが存在

する。事業収益から一定額を自治体に寄付し、地域振興や環境保全のための活動を支援するような

地域貢献プログラムを実施している事業もある。地元主体の資本参加に積極的に取り組む事業者も

増えている。地域外の事業者による地域貢献ではなく、地域の主体が取り組むような取り組も増えて

おり、全国的なネットワークも形成されている。

日本における地域貢献の特徴の一つは波及効果の多様性だといえるだろう。大都市圏に人口が

集中しているため、農山村で実施する事業であっても都市に居住する市民が出資している例が多い。

このつながりを生かして地域間の交流へと結びつけている取り組みがある。例えば資金調達の仕組み

と組み合わせ、少額の出資に対して配当の代わりに地元地域の農産物などの物品を提供し、地域外

の出資者に地域のことを知ってもらうきっかけとしているような事例がある。

このような波及効果は再生可能エネルギーそのものには関心のない人々 にとっても理解しやすい。

またより大きな経済的効果をもたらすこともある。震災後に電力供給にも取り組み始めた消費者協同

組合の生活クラブ生協では、風力発電所がある地域との交流を重ねている。定期的な交流会の他、

組合員が購入する消費財の共同開発にも取り組んでいる。消費財の販売による経済効果は風力発電

による経済効果を上回っている。また消費者と直接交流する機会は地域の生産者にとっても有意義で

あり、独自に販売力を向上させている。

3.2	ゾーニング	

意思決定の透明性を実現するゾーニングが導入され始めている。ゾーニングは様 な々条件を考慮した

上で実施可能な場所や適地をあらかじめ選定する仕組みで、環境省は2016年から風力を対象とした

支援事業を行っている、またそこでの知見を集約しながらマニュアルを作成している。これとは別に自

然保護団体であるWWF（World	Wide	Fund	for	Nature）が地方自治体とともにゾーニングを実施し

た例や、日本野鳥の会が鳥類保護のためのセンシティビティマップを公表するといった動きもある。
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利益の分配

には改善の余

地がある

ゾーニングの利点は第一に個別の事業者の動きの有無にかかわらず地域の側でルール作りや問

題の整理が可能となることである。もう一つは既存の規制だけではなく地域の実情に応じた条件の設

定や線引きができることである。例えば観光地において景観や自然保護について予防的な線引きをし

たり、逆に再生可能エネルギーを地域産業としようとする地域では緩和的に線引きをするという対応

が可能である。このように環境影響だけを議論するのではなく、環境が地域にもたらす意義やトレー

ドオフも含めた意思決定が可能となる。さらに、ゾーニングは事業者にとっても合理的になる可能性が

高い。事業者は法令を遵守しながら事業計画を進めるが、合意形成の問題はそれにもかかわらず発

生してしまう。ゾーニングは問題となり得る条件や場所、あるいは実現の可能性が高い場所を可視化

することであるため、合意形成に必要な負担を軽減することになる。

3.3	予測の不確実性に対応した合意形成の手法

環境影響評価やゾーニングにおいてデータの信頼性や予測の不確実性が争点になることがある。このよ

うな課題への対応も試みられている。一つは共同事実確認と呼ばれる方法で、利害関心の異なる人々 が

少なくともデータについては共通認識を得ることを目的としている。調査方法や分析の方法について予め

合意し、場合によっては調査も合同で実施する。環境アセスメントを実施しても事業者と自然保護団体

で生物の生息状況についてのデータそのものが異なっている例があるが、そのような問題を予め回避す

る方法である。

共同事実確認によってデータの信頼性が確保されたとしても、予測の不確実性は残る。これを回避

するために提案されているのが順応的管理という手法である。これはリスク管理の方法の一つであり、影

響について多様な可能性を想定した上で、その程度に応じた対策を予め計画しておく。例えば渡り鳥への

影響などをめぐって議論が対立した場合に、影響が顕著な場合には運転の停止などの措置を行うことを

決めておき、モニタリングによって実施する措置を決定する。
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3.4	市町村における導入戦略

これまで紹介してきた取り組みはいずれも自主的な取り

組みであるため、汎用的な実効性には課題がある。例え

ばゾーニングを実施したとしても、それを機能させるため

には制度的な裏付けが必要となる。一つの試みとして公

有地や海水面の使用許可と関連づける方法があり、地域

貢献や経済効果についての提案公募によって事業者を選

定している例がある。海域では自治体や国の権限が強い

ため、こうした方法は洋上風力においてより効果的に機

能する可能性がある。

より包括的な手法として考えられるのは条例である。

再生可能エネルギー資源を地域資源とし、地域の持続

的発展に結びつける趣旨の条例を定めている自治体が約

30存在する。なかには地域環境権という新たな権利概念

を導入し、地域の人々 が地域に暮らし続ける権利を実現

する手段として再生可能エネルギーの利用を定義しよう

としている。

4	ゾーニングの実 
際と課題

もっとも、こうした方法を応用してもステークホルダの合

意は容易ではない。事例を紹介しながら課題について明

らかにしよう。図2は北海道八雲町におけるゾーニングの

結果である。環境省の助成を受けながら町は北海道で再

生可能エネルギーの普及に取り組むNGOと協働しながら

事業を進めてきた。NGOは地域住民とのコミュニケーショ

ンを分担し、コミュニティーパワーを紹介する講演会やワークショップなどを行い、再生可能エネルギ

ーを導入する地域社会にとっての意義も含めて議論してきた。この地域ではオジロワシやオオワシとい

った希少な海鷲が生息していることから、自然環境への影響は慎重に扱い、無条件に実施可能な場

所は設けていない。規模によらず環境アセスメントが必要としている。また順応的管理や地域住民と
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のコミュニケーションなどを条件としている。事前注意原則も導入し、海鷲類の生息が確認されてい

ない場所であっても、自然河川や海岸、あるいは特定の植生など潜在的に利用する可能性が高いとこ

ろは禁止地域に設定している。ステークホルダとのミーティングの結果も踏まえてこうした方針を取り

入れている。ステークホルダとの共同による追加的な鳥類調査も実施している。

図	2　風力発電のゾーニング結果（北海道八雲町）
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その一方で緩和的な線引きをする場合もある。例えば森林の利用は林業への貢献などを条件とし

て交渉可能な場所としている。住居からの距離は幅をもたせ、500mや1000mという距離を示すにとど

めている。このため当事者の合意に基づいた調整の余地が残されている。

この町のゾーニングの策定は社会的受容性についての問題意識や現在の知見を踏まえた手法も

応用している。将来的には再生可能エネルギーの導入計画にこのゾーニングの結果を反映させようと

している。相対的には自然保護への配慮も実現しているゾーニングではあるが、ステークホルダの反応

は一様ではない。過去の開発案件において環境影響評価が十分に機能しなかったという認識がある

人は、条件付きも含めて一切の影響を許容するべきではないと主張し続けていた。

この事例に限らず、自然保護団体が再生可能エネルギーの事業に対して許容はしても賛同はしな

いということは珍しくはない。日本自然保護協会、日本野鳥の会、そしてWWFの三者は2014年に共同声

明を発表しており、再生可能エネルギーの推進そのものは進めるべきとしている。その一方で、個別の

案件では反対の意見書を提出することもある。もちろん自然保護への配慮に欠ける計画が存在すると

いう事情もあるが、自然環境へのリスクを許容しにくい利害構造についての配慮も必要であろう。気候

変動の抑制やエネルギー転換は自然保護上も重要であり、それが再生可能エネルギー導入の便益で

あると説明されることがある。だが、将来予想

される損失を防ぐことと引き替えに現在直面し

ている具体的なリスクが許容されるとは限らな

い。自然保護上のリスクに対しては自然再生な

ど自然保護上の便益とバランスさせるような発

想も必要だろう。

YASUSHI MARUYAMA
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5　社会の豊かさを実現するために
再生可能エネルギーの立地に伴う合意形成にあたって負の影響についての議論は不可避である。た

だしその受忍だけを議論しても納得感のある解決に結びつくとは限らない。

もちろん何が期待されるかは地域によって多様性がある。気候変動対策となることや原発ではな

いということで賛同が得られる地域もあるだろう。狭い意味での経済効果が共感されやすい地域も

存在するだろう。産業集積などを含めた地場産業化を志向する地域も存在するかも知れない。狭義

の経済効果に期待するとしても、その方法は様々である。もちろん、積極的な意味で現状維持を望

む地域も存在するだろう。より広い意味で将来世代や不特定多数への波及効果への期待もあるだろ

う。

分散的に存在するというのは再生可能エネルギーの特徴である。このため多様な地域の多様な

実情に応じた利用や地域課題の解決に生かすような利用も可能である。そうした利用を増やすこと

は狭い意味での合意形成や主観的評価の結果としての被害の相対化をもたらす可能性がある。た

だし、こうした狭い意味での問題解決だけではなく、エネルギー問題の解決を通じた社会の豊かさ

を実現する可能性にも注目すべきであろう。
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