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研究成果の概要（和文）：（1）ドイツの脱原発・再生可能エネルギー政策の研究により日本の今

後のエネギー政策の一つの方向性・具体像を明らかにした。（2）東日本大震災・福島第一原発

事故は、①循環、②環境、③分権、④転換プロセスの重視という本研究の視点の重要性を明ら

かにした。（3）本研究により判例や地域政策において環境や分権という視点が重視されつつあ

ることを実証的に明らかにした。

研究成果の概要（英文）：(1) This research gave a concrete form to the atomic power free policy and the
regenerate energy policy in Japan by the hearing and the data collection in Germany. (2) East-Japan
Earthquake and Fukushima nuclear power plant accident on March 11 2012 certified importance of the
perspectives in this research(circulation, environment, decentralization and conversion process). (3)
This research clarified that a precedent and region policies attach importance to the perspectives
"environment and decentralization”.
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１．研究開始当初の背景

本研究は、①循環、②環境、③分権、④転
換プロセスの重視という多角的視点から新
しいエネルギー法政策を具体化しようとす
るものである。このような多角的視点を採用
したのは、以下のような背景による。

（1）循環とエネルギー法政策
循環型社会に関するこれまでの多くの研

究は廃棄物法政策に関わるものであるが、循
環型社会を実現するには社会から出る廃棄
物（アウトプット）を適正に処理するだけで
は不可能であり、社会に取り入れられる資源
（インプット）を抑制しなければならないと
いう観点から、本研究は、今まで明確に関連
づけられてこなかった循環型社会とエネル
ギー法政策を結びつけた。

（2）環境とエネルギー法政策
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日本では、エネルギー法は環境法体系には
含まれず事業法体系に含まれている。しかし、
原子力発電所の危険性などを考えると、エネ
ルギー法政策は環境保護の観点からチェッ
クする必要がある。本研究は、原子力政策を
代替するエネルギー政策を提示することで、
環境を重視した複合的なエネルギー法政策
の実現を目指す。

（3）分権とエネルギー法政策
本研究は、循環型社会を自治体単位で、住

民や自治体が主体となって形成すべきであ
るという観点に立ち、分権的な再生可能エネ
ルギー法政策を具体化しつつ、それを阻害す
る電力事業の独占的構造を転換する法政策
との結合を目指す。

（4）転換プロセスの重視
本研究は、新しいエネルギー法政策へのス

ムーズな転換をめざし、再生可能エネルギー
事業への助成制度、その助成財源を確保する
ための税制、再生可能エネルギー事業に伴う
環境問題の解決方法、分権的エネルギー法政
策をすすめる前提としての電力の自由化政
策といった多様な法政策を提示する。

（5）再生可能エネルギーに関する法政策学
的研究

再生可能エネルギーについては、脱原発政
策を選択し原子力に代替する再生可能エネ
ルギー政策を進めているドイツが最も先進
的であり、本研究も「分権循環型エネルギー
法政策」の手がかりとしてドイツの再生可能
エネルギー法政策を研究する。

２．研究の目的

本研究は、①循環、②環境、③分権を重視
した新しいエネルギー法政策を提示し、この
ような法政策に転換するための④プロセス
を提示することを目的とする。新しいエネル
ギー法政策とは、より具体的に言えば、自治
体や住民が主体となり、循環や環境の観点か
ら見て望ましい風力や太陽光といった再生
可能エネルギーを中心とする「分権循環型エ
ネルギー法政策」であり、このような新しい
法政策に転換するためのプロセスを総合的
に提示することを目的とする。

３．研究の方法

本研究の方法は大きく、（1）分権的循環型
社会から見た現在のエネルギー法政策の問
題点・原因の把握、（2）分権的循環型社会の
実現に寄与する新しいエネルギー法政策の
具体化、（3）現在のエネルギー法政策から「分
権循環型エネルギー法政策」への転換プロセ

スにおける多様な政策・手法の具体化という
3 つに分かれる。これらの作業によって「分
権循環型エネルギー法政策」の意義がより明
らかになる。そして、この法政策の実現は、
最終目標である循環型社会の実現へ大きく
前進することとなる。

（1）現在のエネルギー法政策の問題点
日本の現在のエネルギー法政策の現状と

課題を明らかにするため、「新・国家エネル
ギー戦略」（経済産業省、2006 年）の内容を
検討した。同戦略は、石油依存度を下げ、再
生可能エネルギーを推進する方向は、本研究
と同じであるが、原子力立国を維持する点で
限界があることが明らかとなった。

（2）新しいエネルギー法政策の具体像
第 1 に、電力会社に新エネルギーの一定割

合の買取り義務を課した「電気事業者による
新エネルギーの利用に関する特別措置法
（RPS 法）」（2003 年施行）の内容を検討した
結果、同法は再生可能エネルギー事業の推進
につながると期待されたものの、買取り義務
量が少なかったため、逆に再生可能エネルギ
ー事業を阻害していることが明らかとなっ
た。

第 2 に、再生可能エネルギーとしては風力、
太陽光、バイオマス等があるが、地域が主体
となり得る可能性が最も高いのは風力発電
であるため、さしあたり風力発電に焦点を絞
り、風力発電を積極的に進める自治体（石川
県）でヒアリングを行った結果、発電量が少
ないこと、維持費がかかることといった問題
点があることが明らかになった。

第 3 に、ドイツは 1998 年電力の全面自由
化、1991 年「電力買取り法」による風力発電
事業の拡大、2000 年「再生可能エネルギー優
先法」による固定価格での購入義務づけによ
り着実に再生可能エネルギー事業が拡大し
てきた。そこで本研究では、これらの法制度
を詳しく検討するとともに、平成 22 年度に
は、ドイツで現地調査を行った。特に、トリ
ア大学環境・技術法研究所を訪問し、所長の
ヘンドラー教授にヒアリングを行った。これ
によって、ドイツの脱原発政策は CDU 政権
においても維持されること、風力発電につい
ては海上におけるそれがなお拡大する可能
性があり、再生可能エネルギー政策は今後も
発展する可能性が高いことが明らかになっ
た。

（3）「分権循環型エネルギー法政策」への転
換プロセスの具体像

本研究が重視した視点の一つが転換プロ
セスであり、現在のエネルギー法政策から新
しいエネルギー法政策にスムーズに転換す
るための手段に注目した。具体的には、上述



の RPS 法を再生エネルギー事業推進に資す
るように改正する方向を探るというもので
ある。この点に関しては、後で述べる福島第
一原発事故の発生により、平成 24 年度から
の再生可能エネルギーの全量買取制度が導
入されることとなり、RPS 法は本研究が目指
した方向で改正された。

（4）調査・資料収集・成果報告
以上のような研究をすすめるために、より

具体的な方法として、関連する調査・資料収
集や研究成果の報告を行った。

第 1 に、日本の現在のエネルギー政策の問
題点の抽出、比較法政策研究にもとづく新し
いエネルギー法政策の具体像の構築、新しい
エネルギー法政策への転換プロセスの具体
化という本研究の 3 本柱に従い、日本のエネ
ルギー法政策、原発法政策、再生エネルギー
事業、ドイツのエネルギー法政策、脱原発法
政策、再生エネルギー法政策に関する文献資
料を収集し、また、現地調査（福岡県福間町、
兵庫県宝塚市）を行った。

第 2 に、本研究の中間成果は、北海道大学
公法研究会や民主主義科学者協会法律部会
合宿で報告し、そこで出た意見を取り入れな
がら研究を進めていった。そして、現時点で
の研究成果は京都行政法研究会や民主主義
科学者協会法律部会北海道支部研究会で報
告した。

（5）福島第一原発事故後の研究
本研究の最終年度にあたる平成 23 年 3 月

11 日東日本大震災が発生し、それに伴う津波
等によって福島第一原発事故が発生した。こ
れによってこれまでのエネルギー法政策に
おける多くの問題点が国民の目にさらされ
ることとなった。①循環、②環境、③分権と
いう視点から新しいエネルギー法政策を具
体化するという本研究の重要性は、これによ
って明らかになった一方で、本研究が漸進的
な④転換プロセスを予想していたのに反し、
実際にはエネルギー法政策の急激な転換が
起きる可能性が出てきた。この点に関しては、
資料収集を行い、政府や自治体の動向を注意
深く見てきた。日本のエネルギー法政策が今
後どのように維持あるいは変更されるか明
確ではないが、本研究の現時点での成果を踏
まえ、それが現実のエネルギー法政策に反映
されるよう努力していきたい。

４．研究成果

新たなエネルギー法政策を①循環、②環境、
③分権、④転換プロセスの重視という多角的
視点から具体化しようとした本研究によっ
て、現時点で、次のような研究成果が得られ
た。

（1）本研究の視点の今日的重要性
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災及び福島

第一原発事故の発生後の日本のエネルギー
政策の見直し、被災地の復興という問題は、
本研究が二年前に示した上記視点の重要性
を明らかにするものであった。これまであま
り意識されなかったエネルギー政策と②環
境との関連性が明らかとなり、今後のエネル
ギー政策は②環境、①循環（再生）を無視す
ることはできなくなった。また、今後のエネ
ルギー政策のあり方につき、原発政策の維持
か④再生エネルギー政策への転換かをめぐ
り国民的議論となっている。さらに、地域経
済に対する従来のエネルギー政策の影響（電
源三法交付金）も明白となり、③分権的なエ
ネルギー政策への転換は、被災地復興の問題
とも関わり、今後の政策課題の一つとなって
いる。

（2）比較法政策研究による成果
本研究は、ドイツのトリア大学等でのヒア

リング・資料収集により、ドイツにおける脱
原発政策および再生可能エネルギー政策の
具体的な法制度を明らかにした。ドイツのエ
ネルギー法政策を日本にそのまま取り入れ
ることはできないものの、ドイツのそれが日
本のモデルとなることを明らかにした。もっ
とも④エネルギー政策の転換の是非につい
ては、震災直後と現時点では状況が相当異な
り、この点については今後も研究を進める必
要がある。

（3）理論的実証的研究による成果
本研究は、②環境や③分権という視点から

日本の判例研究や現地調査（石川県、福岡県）
を行うことによって、判例や地域政策におい
てこれらの視点が徐々に重視されつつある
ことを明らかにした。

（4）今後の見通し
今後は、以上の研究成果のさらなる公表に

努め、再生可能エネルギーの固定価格買取制
度（2011 年）、新エネルギー基本計画策定
（2012 年予定）といった具体的な法政策に反
映していきたい。
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