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The research focuses on Denmark, which has comprehensive spatial planning, and quickly shifts to renewable 
energy. Based on the research on location control for suitable regulation and instruction of facilities related to 
renewable energy, Denmark plans facilities related to renewable energy in Municipal plan based on Danish planning 
Act which is basis of land entire spatial plan. Wind turbine arrangements in area include many land zones, district 
heating system and small wind turbine similarity putting on roof arrange in urban zone. we have established that both 
solar power plants and wind turbines lead to land zones, which occupy 90% of the entire land. Both have guidelines 
and location regulations, made while considering nature and landscape. When receiving construction permission, the 
rules of demolition for wind turbines are also outlined.  
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1．研究の目的と背景 

2012 年の再生可能エネルギーの固定価格買取制度施行後、日

本においても再生可能エネルギー施設の設置が急速に進んでい

る。また、2020年10月に2050年までにカーボンニュートラル

を目指すことが宣言されたことにより、今後、更に再生可能エネ

ルギー施設設置の需要は高まることが想定される。 

そして、日本では、再生可能エネルギー施設の8割弱（１）を太

陽光発電施設が占めるという特徴があるが、その背景として、

1)2019 年 7月法改正まで環境影響評価法が適用されず、2)風力

発電に比べ、建設適地が限定されず、3)建設コストが安価で、維

持管理に手間がかからないといった有利な点が挙げられる１）２）。 

一方で、現行土地利用制度下では、太陽光発電施設の立地コン

トロールが不十分であり３）４）、太陽光発電施設の設置に伴う、景

観５）や自然保全６）、水害等の災害を誘引しないといった環境保全

や防災上の配慮の必要性７）が指摘されている。 

また、国土利用計画法に基づく5区分をベースとした個別法に

よる土地利用規制では、個別法が適用されない地域でのコントロ

ールができないこと３）、太陽光発電施設を建築確認対象外として

いる建築基準法等、各個別法における立地コントロールの限界２）

が指摘されている。こうした制度の穴を埋める方法として条例策

定を行う自治体が増えているが、立地規制には十分な効果を果た

していないことや１）８）９）、土地利用制度の一元化の必要性が指

摘されている２）１０）。 

一方、海外事例研究として、イタリアの土地利用規制を伴う風

景計画の中で再生可能エネルギー施設（太陽発電・風力発電・水

力発電・バイオマス発電）の立地コントロールの規定が設けられ

ていること１１）やドイツの主に太陽光発電施設と風力発電施設の

立地コントロールに関わる法制度の仕組みが紹介されている２）。

特にドイツでは、買い取り制度の中に立地誘導機能を持たせた上

で、ＦプランおよびＢプランによって構築されている総合的な土

地利用計画体系を上位計画として、規制のみでなく立地誘導を含

めた計画的コントロールの有効性を示唆しており興味深い２）。 

以上の既往研究の成果を踏まえ、本研究では 1)国土全体の包

括的空間計画の根拠法となる計画法による一元的な土地利用制

度のもと、更に2007自治体再編以降、市が都市農村両方の土地

利用計画を担い、2)2020 年にエネルギー全体の8割を再生可能

エネルギーで賄い１２）、2050年には全てのエネルギーを再生可能

エネルギーとする計画を持つデンマークを海外先進事例として

取り上げ、再生可能エネルギー施設を適切に立地誘導するための

土地利用制度の在り方を検討する一助とすることを目的とする。 

2．研究方法 

(1)まず始めに、デンマーク産業省のホームページ１３）より再生

可能エネルギー関連施設を包含する「技術施設」の定義およびデ

ンマークにおいて空間計画の根拠法であるデンマーク計画法に

おける関連規定を把握する。 

(2)次に計画法に基づき各市が策定するコムーネプランに記載さ

れている技術施設に関連するガイドラインから、コムーネプラン

に記載されている再生可能エネルギー関連施設を抽出する。

(3)(2) の作業より、コムーネプランで最も多くの種類の再生可

能エネルギー関連施設のガイドラインの記載があったSkive市を

取り上げ、コムーネプランにおける再生可能エネルギー関連施設

の計画および立地に関わるガイドラインの内容分析を行う。 

3. 再生可能エネルギー関連施設に関わる計画法の関連規定

3-1.再生可能エネルギー関連施設を包含する「技術施設」の定義 

 デンマークにおいて空間計画を扱う産業省は、供給施設、環境

施設（埋立地）、風力タービン、輸送及び通信施設、廃棄物処理

施設、その他の技術操作施設をまとめて「技術施設」としている。

そして、技術施設に関するガイドラインを市の空間計画のマスタ
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ープランであるコムーネプランに含める必要があるとしている。 

また、産業省ホームページには「技術施設によるインフラスト

ラクチャーの開発は、景観と文化的・歴史的価値に可能な限り最

大限考慮することと、汚染と騒音による影響を最小限に留めるこ

とを計画によって保証する必要がある」と明記されている１３）。 

3-2.計画法における技術施設に関する規定の変遷 

 計画法§11a１４）では、各市が策定するコムーネプランに記載

すべき項目を規定しているが、技術施設もその中の一つに挙げら

れている。市が都市・農村両方の計画を担当し、土地利用計画を

担うこととなった2007年の自治体再編成以降の計画法を対象と

して、技術施設の規定の変遷をみると、2013 年改正でそれまで

の「技術施設の立地」（§11ａ(5)）から「一般的なバイオガス

施設のエリアを含む技術施設の立地」と変更されている。これは、

バイオガスが2010年時点のデンマークの再生可能エネルギーの

約 割を占めていた１５）ことを反映していると思われる。  

その後、2018 年改正で「洪水または浸食の危険性がある地域

を特定し、特定された地域での都市開発、特別な技術施設、土地

利用の変更などを計画するときに洪水または浸水防止策の確立」

（§11a(18)）と「農村地域内に技術施設、風力タービン、騒音

の出るレジャー施設などの影響を受けるエリアを配置し、騒音の

影響を受けやすい用途を新たに作らないようにすること」（§

11a(27)）が追加されており、現在、風力発電がデンマークの再

生可能エネルギーの75％を占め１２）、主流となっていることを反

映していると言えよう。 

 

4.コムーネプランにおける再生可能エネルギー関連施設立地に

関わるガイドライン 

4-1.コムーネプランにおける「技術施設」のガイドライン 

 2018 年計画法改正を反映した最新のコムーネプランを研究対

象とするため、2019年以降に策定された17市のコムーネプラン

を調査対象とした。17 市のコムーネプランに記載のあった技術

施設のガイドラインを調査した結果、風力タービン、太陽光発電

施設、バイオガス施設、廃棄物処理施設、熱供給施設、大規模発

電所、天然ガス施設、電力輸送施設、下水処理施設の9施設で策

定されていることを確認した。 

4-2.コムーネプランで規定される再生可能エネルギー関連施設 

 デンマークでは、再生可能エネルギー推進に関する法律§

2(5)において再生可能エネルギー源を風力、水力、バイオガス、

バイオマス、太陽エネルギー、波力および潮力エネルギー、地熱

としている１６）。そこで、コムーネプランのガイドラインに記載

のあった技術施設9施設のうち、再生可能エネルギーをエネルギ

ー源としない天然ガス施設およびエネルギー創出施設と直接関

連しない電力輸送施設と下水処理施設を除く、風力タービン、水

力発電、バイオガス施設、バイオマス施設、太陽光発電施設、波

力及び潮力発電施設、地熱発電施設の7施設を本研究では再生可

能エネルギー関連施設として取り扱うこととした。加えて、廃棄

物処理、熱供給施設（２）および大規模発電所は熱源に再生可能エ

ネルギー源が活用されている可能性があるため、上記7施設にこ

れら3施設を加えて計10施設を再生可能エネルギー関連施設と

して分析対象とすることとした（図1）。 

 調査対象17市のコムーネプランについて再生可能エネルギー

関連施設に関する記載事項を調査した結果、風力タービンのガイ

ドラインの策定が17市のうち15市と最も多く、また15市のう

ち、4市は家庭用等小型の風力タービン等のガイドラインを一般

的な風力タービンのガイドラインとは別に策定していた。また、

太陽光発電施設とバイオガス施設のガイドラインは半数近い自

治体で記載があり、熱供給施設は5市、大規模発電所は3市での

みであった。バイオマス施設、水力発電施設、波力及び潮力エネ

ルギー施設は17市全てで記載がなかった。また、調査対象とし

た10施設以外に再生可能エネルギー関連施設に関連する独自の

ガイドラインとして「未利用地の発電所や暖房施設のガイドライ

ン」や「バイオガス施設等の技術系企業の影響エリアのガイドラ

イン」等を4市が策定していた（表1）。 

 調査対象17市別にみると、コムーネプランで規定する再生可

能エネルギー関連施設の種類が最も多かったのはSilkeborg市１７）、

Tønder市１８）とSkive市１９）で何れも5施設であった。このうち、

Skive市は風力タービンについて規模別に3つのガイドラインを

設定しており、また、「エネルギー・サスティナビリティ戦略」
２０）を掲げ再生可能エネルギーに関する取り組みが積極的に行わ

れている（5-1 で詳述）ことから、Skive 市の再生可能エネルギ

ー関連施設のガイドラインを事例分析対象とした。 

図１ 再生可能エネルギー関連施設の抽出 

輸送及び通信

環境施設

供給システム

その他技術施設廃棄物処理施設

風力タービン

技術施設（産業省HP）

熱供給施設

コムーネプラン

大規模発電所

太陽光発電施設

バイオガス施設

下水処理施設

天然ガス施設

再生可能エネルギーの
推進に関する法
（エネルギー源）

風力

太陽エネルギー

水力

地熱

バイオガス

バイオマス

地熱発電所

水力発電所

バイオマス施設

再生可能エネルギー関連施設

波力・潮力

波力・潮力発電施設

表１ ガイドライン記載の再生可能エネルギー関連施設 

市
太陽光発
電施設

 風力タービン
廃棄物
処理施設

熱供
給施
設

バイオガ
ス施設

大規模
発電所

Silkeborg 〇
〇

(一般＋
影響ｴﾘｱ)

〇 〇 〇

 Syddjurs 〇 〇
〇

Københavns 〇 〇

Vordingborg 〇
〇

＋埋立地

Køge
〇

(住宅用,小型）
〇

〇

Tønder 〇 〇
〇

〇 〇

〇 〇

Struer 〇 〇

Roskilde 〇 〇 〇 〇

Isohj 〇 〇

Ballerup 〇 〇 〇
〇

発電所等

Helsingør
〇

＋埋立地
〇

Sønderborg 〇
〇

(一般＋家庭用）
〇 〇

Guldborgsund 〇 〇 〇

Sorø 〇 〇 〇 〇

Skive 〇
〇

(一般＋家庭用
＋ミニ・マイクロ）

〇 〇 〇

Brøndby 〇 〇

・農村地域の技術施設
・一般的なエネルギー供給施設

・エネルギー

その他

・未利用地の発電所や暖房施設
・バイオガス施設等の技術系企業
の影響エリア

・エネルギー供給

Faaborg‐
Midtfyn

＋汚染土壌
の処理

＋発電所
暖房施設

(共同バイオ
ガス施設)

＋埋立地
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5. Skive市コムーネプランにみる再生可能エネルギー関連施設 

5-1 Skive市の概要 

 Skive市はユトランド半島の北西部に位置する総面積684㎢、

人口45,851人の自治体２１）である。1970年代より高断熱、ヒー

トポンプを備えた住宅地を建設したりと早くから再生可能エネ

ルギーに注目していた都市であり、2008年にデンマーク初のエ

ネルギー都市（３）に指定されている。現在は2029年までに再生

可能エネルギーで自給自足することを目標とし、「エネルギー・

サスティナビリティ戦略」を掲げ、エネルギー対策やCO2削減な

どのプロジェクトを市が先導して重点的かつ意欲的に取り組ん

でいる２０)。 
5-2 Skive 市コムーネプランにおける再生可能エネルギー関連施

設に関する記述 

Skive 市のコムーネプランは、序章と補足を除くと、6 章構成

であり、再生可能エネルギー関連施設に関わる記載は、市全体の

開発と土地利用の方針を示す第1章「基本計画」、第1章で示し

た方針を実行するための規定を示す第2章「ガイドライン」、計

画が定められた背景を説明する4章の各5節「エネルギーと気候」

に記載されている（表2）。本研究では、第1章「基本計画」よ

り再生可能エネルギー関連施設の計画および第2章「ガイドライ

ン」により再生可能エネルギー関連施設に関わる規定を把握した。 

本研究で分析対象とした再生可能エネルギー関連施設10施設

のうちSkive市のコムーネプランで記載があるのは風力タービン、

バイオガス施設、太陽光発電施設、地域熱供給としてのコレクテ

ィブ熱供給（４）、廃棄物処理施設であり、水力発電、バイオマス

施設、波力及び潮力発電施設、地熱発電施設の記載はなかった。

風力タービンについては、一般的な風力タービンとは別に、より

規模の小さい家庭用風力タービン（５）とミニ・マイクロタービン
（６）について別途記載がされており、以上7施設について調査分

析することとした。 

5-3.再生可能エネルギー関連施設の計画 

 第１章「基本計画」では、市全体のエネルギーとして、2029

年までに再生可能エネルギーにより自給自足することとし、産業、

農業等のエネルギー消費量を 20％削減する数値目標を示した上

で、各施設について以下のように記載している。 

1）風力タービン：既存130基の風力タービンの多くが老朽化し

ており、適切な場所に、大規模な風力タービンを少数設置させる

ことで、より多くの風力エネルギーを実現したいとしている。  

立地場所として、市議会は最新の風力タービンの設置を進めつ

つも、住宅や自然、観光のための景観が重視されるようになった

ことを背景に、住宅、自然、景観、文化歴史、農業へ出来るだけ

影響を与えないように設置するとし、特別景観価値地域（§

11a(16)）（７）、海岸保全のため定められている沿岸地域、保存に

値する文化的環境(§11a(15))（８）を風力タービンを設置するエ

リアから外したいとしている（図2、3）。具体的には2008 年に

市が実施した景観分析（９）により、Skiveby(Skive 市の都市部)を

除き、市内を7つの景観地域区分に分割しているが、その中の工

業型農業を特徴とする地域で、主に沿岸地域と特別景観価値地域

を外したMidtsallingとしている（図4）。 

2）家庭用風力タービン・ミニ・マイクロタービン：個々のデザ

インが異なること、数が多いこと、回転速度が速いことで景観や

文化遺産に影響があり、住宅地や自然環境に配慮する必要がある

とし、適切な家庭用風力タービンを適切な場所に設置することが

重要としながらも、具体的な設置エリアの記載はなかった。ただ

し、ミニ・マイクロタービンについては、生産性や景観への適応

に関して有用な検証結果が出ていないため、検証結果を得るため

に都市地域（１０）での設置を進めるとしている。 

3）バイオガス施設：バイオガス施設は増設が困難で、既存の施

設と建設中の施設が使用していくこととされ、それらの施設の位

置図が掲載されており、全市に比較的分散して配置されているこ

表２ Skive市コムーネ 
プランの目次 

序章

1章　基本計画

市全体の開発と土
地利用の方針

1.都市開発

2.ビジネス

3.観光

4.自然と景観

5.エネルギーと気候

6.インフラ

2章
ガイドライン

第1章で示した方
針を実行するため
の規則を示す

1.都市開発

2.ビジネス

3.観光

4.自然と景観

5.エネルギーと気候

6.インフラ

5章　アジェンダ21

6章　環境アセスメント

補足

3章　都市とフレームワーク
都市域（集落を含む）の土地利用方針に基
づく地域区分を示す

4章
ステートメント

計画が定められた
背景を説明

1.都市開発

2.ビジネス

3.観光

4.自然と景観

5.エネルギーと気候

6.インフラ

文献19)p113掲載図に著者加筆                                 文献23)p4掲載図に著者加筆 
図２ 風力タービン                  図４ 景観地域区分 図３特別景観価値地域２２) 

図５ バイオガス施設    図６コレクティブ熱供給  図７都市・夏季住宅地域２２） 
文献19)p117掲載図に著者加筆     文献19)p120掲載図に著者加筆   
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とが見て取れる（図5）。なお、Skive市ではバイオマスがバイオ

ガス生成のための材料としてのみ使用されており、市としては新

しいバイオマス開発によるエネルギー生産を向上させることを

目標に挙げているが、バイオガス施設の新規の建設計画はない。 

4）太陽光発電施設：太陽光パネルのモジュール面積100㎡以上

の設備で、個別または集合的に使用することができ、地上に設置

されている太陽光発電施設をガイドラインの対象とした上で、太

陽光発電施設の計画は大規模な技術設備の自然と景観への適応

に関する点では風力タービンの計画と同等に考えることができ

るとしている。しかし、景観への影響は大規模な風力タービンの

設置ほど広範囲ではなく、性質も異なるとしている。市議会の目

標はできる限り、既存の建物や町、集落の近くに設置することが

望ましく、周辺住民、自然、文化の価値を尊重するとしているが、

コムーネプランには具体的な設置エリアの明示はなかった。 

しかし、Skive 市では、現在、太陽光発電施設に関する規定を

コムーネプランの補足として追加する準備が進められており、設

置できないエリアとして都市地域・夏季住宅地域（１０）、自然保護

法第 3 条に基づくエリア（１１）などが検討されている。また、沿

岸地域付近などは太陽光発電が設置できるかの評価地域に該当

するとしている。加えて、設置の際は植栽を行うことで景観へ適

応させることや、施設と市街地との間に誰もがアクセスできる森

を育てるなどで周辺環境に良い影響を与えることなども併せて

検討されている２４）。 

5）コレクティブ熱供給：コレクティブ熱供給が市全体の CO２排

出量削減の大きな割合を占めているとし、コレクティブ熱供給で

様々な再生可能エネルギーの利用することで、市民の将来のエネ

ルギー供給の安定性と経済的安定性を確保することを目標とし

ている。また、住宅は基本的にコレクティブ熱供給に接続される

ことを目標としている。コレクティブ熱供給地域として計画され

ている地域を図７に示す土地利用区分と比較すると、都市地域と

重なり、天然ガス供給エリアを併せるとほぼ都市地域をカバーし

ていることが確認できた（図6、7）。 

7)廃棄物処理施設:市議会は廃棄物の量を減らし出来るだけリサ

イクルすることを目標とし、分別やリサイクルを行うための

Kåstrup 埋立地の拡張用地を確保し、更に、建設廃棄物の分別・

保管のための施設の設立、リサイクルセンターの拡張、新たな埋

立て地の建設が計画されている。Kåstrup 埋立地周辺で廃棄物処

理施設も計画されており、その一帯を廃棄物エリアとすることと

し、周辺にリサイクルセンターやリサイクルショップを含む関連

施設をまとめる計画である。ただし、廃棄物処理施設で活用する

エネルギー源は廃棄物のリサイクルであり、再生可能エネルギー

を活用した施設であるかどうかは特定できなかった。 

5-4. 再生可能エネルギー関連施設に関わるガイドライン 

5-3の考察から、再生可能エネルギーをエネルギー源としてい

るか特定できなかった廃棄物処理施設を除く、風力タービン、太

陽光発電施設、バイオガス施設、コレクティブ熱供給を対象に各

施設のガイドラインについて考察した。 

 Skive 市では各施設別のガイドラインとは別に「エネルギーの

ガイドライン」が設けられており、その冒頭でエネルギー創出施

設の立地に関する基本的な考え方が示されている。具体的には各

種施設共通に関わる内容として、1) 主要な技術設備は、景観、

自然、沿岸地帯を尊重した形で配置しなければならない、2) 幹

線道路や小道、あるいは駐車場、アウトドア施設、自然歩道、宿

泊施設などのレクリエーション支援拠点から施設が目立たない

ように配置する、3）エネルギー設備は、遺産や歴史的な建物を

尊重して一体化させなければならない、が示されている。 

冒頭で示された基本的な考え方を含め、各施設種別に示された

ガイドラインの内容は主に 1）立地に関わる規定、2）施設に関

わる規定があり、その他に、コレクティブ熱供給地域での熱源の

限定、「環境報告書を伴う計画プロセスに基づいて設置できる」

といった設置の際に必要となる手続き、「次の計画期間中に建設

と配置に関する包括的な計画を策定する」といった今後の計画の

更新に関する記述があった。1)立地に関わる規定の内容は、『設

置不可エリア』『条件付き設置可能エリア』『限定・推奨エリア（「設

置されるべき」、「設置されなければいけない」と表記）』『配慮す

る項目』『距離要件』の5つに分類でき、2)施設に関わる規定で

は、定量基準(規模)、定性基準（外観等）、解体があった。 

1)立地に関わる規定 

 第1章「基本計画」で設置エリアの明示がない太陽光発電施設

と家庭用風力タービンおよび Skive市の中央部、特に農村地域が

大部分を占める Midtsalling を設置エリアとする風力タービンは

立地に関わる規定が多くあった（表3）。 

上記3施設のうち、最も厳しい『設置不可エリア』の規定は風

力タービンと家庭用風力タービンであり、特別景観価値地域や自

然保護法適用エリアを『設置不可エリア』としている。加えて、

風力タービンは「モバイルネットワーク通信の障害にならない」

「自然公園、新集落に配慮する」とする『配慮項目』、家庭用風

力タービンは「建物と一つのユニットとして認識されるよう建物

から20ｍ以内に配置」とする『距離要件』を規定している（表4）。 

また、上記3施設全てに規定がある、『条件付き設置可能エリ

ア』は何れも沿岸地域である。デンマークでは、海岸保全のため、

海岸線から幅 3km を海岸近くに配置する必要のない建物や建造

物を立地規制する沿岸地域に指定しており、開発は州(レギオン)

が指定する開発地域等に限定される２５）。従って、上記3施設に

ついても、「特定の計画または機能上の正当性がある」と認めら

れなければ設置はできない規定となっている(表4)。また、太陽

光発電施設は「農業や空港等の航空交通への配慮」とする『配慮

表３ 施設種別にみたガイドラインでの規定内容 

設
置
不
可

エ
リ
ア

条
件
付
設
置

可
能
エ
リ
ア

限
定
・
推
奨

エ
リ
ア

配
慮
項
目

距
離
要
件

定
量
基
準

一
義
的
基
準

定
性
基
準

解
体

熱
源
の
限
定

計
画
の
更
新

手
続
き

なし
太陽光発電
施設

〇
大

〇 〇 〇

なし
家庭用
風力タービン

〇 〇 〇 〇 〇 〇

Midtsaliing

(工業型農業） 風力タービン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

都市地域
ミニ、マイクロ
タービン

〇

都市地域
コレクティブ
熱供給

〇 〇 〇

既設利用
バイオガス
施設

〇 〇 〇 〇

計画エリア 施設種別

立地に関わる規定 施設に関わる規定 その他

規模
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項目』以外は大規模施設に限定して、「商業施設や技術施設に隣

接して設置されるべき」とする『限定・推奨エリア』の規定に留

まる。しかし、設置できないエリアとして都市地域・夏季住宅地

地域 (１０)、自然保護法第3条（１１）に基づくエリアを規定するこ

とが現在、コムーネプランへの加筆を踏まえ検討されている２４）。 

一方で、第1章「基本計画」で設置エリアを都市地域と明示し

ているミニ・マイクロタービン、コレクティブ熱供給および既設

利用と明示しているバイオガス施設は立地に関わる規定が少な

く、設置エリアを更に限定する規定となっている。例えば、生産

性や景観への適応に関して有用な検証結果が出ていないミニ・マ

イクロタービンについては、「自治体の許可を得た地域に限定さ

れる」とする『条件つき設置可能エリア』、コレクティブ熱供給

も「コレクティブ熱供給を活用する企業の立地に関して適切に配

置すべき」とする『限定・推奨エリア』のみを規定している。一

方、バイオガス施設は、「市内の主要道路にアクセスできる場所

に立地されなければいけない」といった『限定・推奨エリア』と

「未利用地にあるバイオガス施設は住宅から 300ｍ離さなけれ

ばならない」とする『距離要件』も規定されている(表4)。 

2）施設に関わる規定 

定量基準は風力タービンのみで定められており、近隣住宅への

日影規制(年間最大10時間)と新規風力タービンエリアでは最低

でも3基設置することとしている。また、風力タービンが特定の

事業に関連して特別な機能を持つ場合、個々の風力タービンを事

業に関連して設置することができるとしており、これは一義的基

準として分類した(表3、表5)。 

定性基準はミニ・マイクロタービンとコレクティブ熱供給以外

で定められていた。主に施設の外観に関するものが多く、風力タ

ービンは周囲に与える影の影響の規定も見られた。家庭用風力タ

ービンは統一させた外観を要求する場合があるとしている。他の

施設は植栽を行うことなどで、景観に影響を与えず周囲に溶け込

むような定性基準が示されている。また、風力タービンと家庭用

風力タービンは、解体に関する規定があり、停止した日より 1

年以内に撤去することなどが規定されている(表5)。 

 

6．まとめ 

 再生可能エネルギーへの転換が急速に進んでいるデンマーク

では、国土全体の包括的空間計画の根拠法となるデンマーク計画

法において市が策定する空間計画のマスタープランとなるコム

ーネプランに記載する必要がある項目に再生可能エネルギー関

連施設が含まれている。特に2013年計画法改正でバイオガス施

設の立地、2017 年改正では騒音の影響に配慮する施設の一つと

して風力タービンが明記される等、再生可能エネルギー関連施設

表５ 施設に関わる規定、その他の規定 
近隣の住宅、景観、自然、農業、教会の環境や文化的環境を含む文化遺産の価値を
考慮したもの。設置場所やデザインなどが要求される場合がある。

地形や自然などの景観に溶け込んでいなければなりません。

周囲の景観に太陽光発電所が大きく映り込まないようにすること。

周囲には、シールド用の植物を設置すること。その土地が使われなくなった時点で、土地
を戻し、太陽エネルギー施設を撤去する。

更新 次の計画期間中に、太陽エネルギー施設の設置場所に関する包括的な計画を策定。

定
性

他の家庭用風力タービン、風力タービンの近くに設置されている場合は、全体として認識
されるようにタービンの外観が要求される場合がある。

解
体

建設許可は、家庭用風力タービンが1年以上使われない状態になった日から1年後に
は、家庭用風力タービンを解体し、基礎を撤去することを保証するものである。

手
続

き
計画と許可に関連して、自治体は申請されたプロジェクトの視覚化を要求することができ
る。

少数の大型風力タービン。

新規の風力タービンエリア内には、 低3基を設置。

風力タービンエリアのローカルプランでは近隣の住宅が年間10時間以上の影を受けな
いようにする。

一
義
的

風力タービンが特定の事業に関連して特別な機能を持つ場合、個々の風力タービンを
事業に関連して設置することができる。

統一した外観。

視覚的に均一な間隔で設置。

新規風力タービンと既存の風力タービンは1対1の割合で撤去。

再建のためには、新たに計画許可を申請する必要がある。場合によっては環境影響アセ
スメントやローカルプランの作成も必要。風力タービンエリア外にある既存の風力タービン
は、建て替えや交換ができない。

風力タービンエリアのためのローカルプランで停止した風力タービンは、停止した日から1
年以内に解体され、基礎が撤去されることを保証しなければならない。
風力タービンプロジェクトごとに全高の 小で28倍以上の半径内で既存の風力タービン
を解体する可能性を説明する。

更新 次の計画期間中に、新たな風力タービンの建設と配置に関する包括的な計画を策定。

ガイドラインマップに示された風力タービンエリアで、環境報告書を伴う計画プロセスに基
づいてのみ設置することができる。

全高の28倍よりも近い距離に風力タービンを計画する場合は、計画法第11条eに基づ
き設置物が景観に与える影響を明確にしなければならない。
薪ストーブや暖炉を主な暖房源として新規に使用することは、コレクティブ熱供給に指定
された住宅地では認められない。

コレクティブ熱供給に指定された地域内の新しい建物では、電気暖房を主な熱源として
設置してはならない。

集合住宅の暖房に指定された地域では、地域暖房、天然ガス、または代替エネルギー
のみ暖房を提供することができる。

駅周辺の高密度化が計画されている地域では、熱供給を可能な限り地域暖房に切り替
えるべきである。

方
針

熱計画は、供給の安定性と再生可能エネルギーの利用を維持するために、集団および
個人の熱供給を管理することを目的としている。

手
続

き
パイプラインネットワークの継続的な改修やアップグレードの際には、他の利害関係者に
情報を提供し、協力する必要がある。

定性 バイオガスプラントの周辺やアクセスする道路沿いに植栽を要求することができる。

手
続

き
環境面や資源基地への近接性などの機能面を考慮した重要な計画上の正当性が必
要。

コ
レ
ク
テ

ィ
ブ
熱
供
給

熱
源
の
限
定

太
陽
光
発
電
施
設

定
性

家
庭
用

風
力
タ
ー

ビ
ン

風
力
タ
ー

ビ
ン

解
体

手
続
き

定
量

定
性

バ
イ
オ
ガ

ス
施
設

表４ 立地に関わる規定 
条
件
付
き

可
能

例外的に設置した場合、開発されていない沿岸地域にできるだけ影響を与え
ないよう、景観に溶け込ませる必要がある。

大規模施設は通常商業施設や技術施設に隣接して設置されるべき

大規模施設は通常技術施設に指定された地域などその目的のために計画さ
れた地域に設置されるべき

農業経営の継続性や他の耕作地へのアクセス、緑の回廊

空港やヘリポートの航空交通や進入路

文化的・歴史的な場所。文化的景観に影響を与えない

自然保護地域付近の土地に設置される施設はその地域で保護されるべき利
益に考慮して評価する。

特別景観価値地域

国際的な自然保護区域および自然保護法第3条の適用を受ける地域は通常
許可されない

条
件
付

き
可
能

沿岸地域では特定の計画または機能上の正当性が必要。景観やレクリエー
ション上の利益との関係で適応し、バランスを取らなければならない。

距離

要件
原則として、既存の建物との距離を20m超えないようにする。

特別景観価値地域

特別に保護すべき文化的環境に指定されている地域

沿岸地域では特定の計画または機能上の正当性が必要。景観やレクリエー
ション上の利益との関係で適応し、バランスを取らなければならない。

風力タービンエリアおよび全高の4倍の距離にあるエリアでは、新たな風力ター
ビンの設置や運用を妨げる可能性がある場合、農業以外の目的で使用するこ
とはできない。

モバイルネットワーク通信の障害にならないように配慮

風力タービンエリアの配置は自然公園や新集落に配慮

例外的に、自治体の許可を得て、コムーネプランで居住目的や別荘用に指定
された地域に設置することができる。

地域の環境に溶け込み、その生産性を検証するために、自治体の許可を得
て、都市部に試験的に設置することができる。

発熱量の多い企業は、余剰熱を利用できるように立地すべき。

エネルギー消費量の多い企業は、エネルギー供給の可能性との関係で適切
に配置されなければならない。
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原則として、自治体内の主要道路にアクセスできる場所に設置されなければ
ならず、その輸送は近隣住民への影響ができるだけ少ないものでなければな
らない。

既存の市街地またはコムーネプランで都市開発に指定された地域から500m
より近い場所に設置できない。

未利用地にあるバイオガスプラントは、個々の住宅から300mの距離を保たな
ければいけない。
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急増を反映した法改正と見ることができ、再生可能エネルギー関

連施設を法的根拠を持って空間計画の中で位置づける必要性を

示唆していると言えよう。  

また、再生可能エネルギーの取り組みが顕著であるSkive市の

コムーネプランの事例調査の結果、「基本計画」で再生可能エネ

ルギー施設の設置エリアとして立地誘導すべきエリアを示し、

「ガイドライン」で立地に関わる規定と施設に関する規定を設け

ていることが分かった。 

立地に関わる規定は「基本計画」で設置エリアの明示がない太

陽光発電施設と家庭用風力タービンや広範な農村地域を計画エ

リアとする風力タービンについては、特別景観価値地域や自然保

護法適用エリアを『設置不可エリア』（太陽光発電施設は現在、

規定の追記を検討中）とし、デンマーク全土について海岸保全の

ため定められている沿岸地域を『条件付き設置可能エリア』とし

て立地制限をしている。一方、「基本計画」で設置エリアを国土

の5.5％の都市地域に限定しているミニ・マイクロタービン、コ

レクティブ熱供給および既設利用と明示しているバイオガス施

設は、有用性の検証渦中のミニ・マイクロタービンが「自治体の

許可を得た地域に限定される」とする『条件つき設置可能エリア』、

コレクティブ熱供給も「コレクティブ熱供給を活用する企業の立

地に関して適切に配置すべき」とする、更に立地エリアを限定す

る規定であった。また、バイオガス施設については、主要道路へ

のアクセスの確保の他、未利用地立地のバイオガス施設は住宅か

ら300ｍ離すとする距離要件の規定であった。 

以上のことから、「基本計画」で再生可能エネルギー施設の設

置エリアとして立地誘導すべきエリアを示し、設置エリアの明示

がないあるいは国土の 9 割以上を占める農村地域を含む等広範

なエリアへ立地誘導される風力タービンや太陽光発電施設の場

合は、更に「ガイドライン」によって地域を細分化した立地規制

により立地コントロールを行う仕組みと見ることができる。一方、

施設に関わる規定は、景観への配慮を示す定性基準が主であり、

定量基準は風力タービンの日影規制と設置数のみであったが、加

えて、風力タービンについては建設許可時に解体保証を規定して

いることにも注目される。 

今後は、Skive市では再生可能エネルギー活用が確認できなかっ

た廃棄物処理施設や建設予定のなかったバイオマス施設等も含

めて他都市の事例調査より考察を行うとともに、買い取り制度や

環境アセスメント法等関連法との関わりも検討課題としたい。 

補注 
(1)固定価格買取制度における再生可能エネルギー発電設備の2021年3月

末現在の認定総量9824.2万kwのうち、太陽光発電が住宅791.8万kW+
非住宅6757.9万kW２６）であり76.8％を占める。 

(2)デンマークエネルギー庁のホームページによれば、現在、地域熱供給
施設の熱の生産は化学燃料と太陽エネルギー、バイオエネルギー、ヒ
ートポンプ等の再生可能エネルギーから行われているとしている２７）。 

(3)2008 年に当時の気候エネルギー大臣によりCopenhagen 市と Kolding
市とともに普及、将来のビジョンなどの多くの要素に基づいて自治体
の取り組みを評価され、他都市を先導する都市として指定された２８）。 

(4)デンマークエネルギー庁ではコレクティブ熱供給は主に地域暖房であ
り、地域暖房施設から各家庭に供給されるとしているため、Skive市の
コレクティブ熱供給も地域熱供給施設として取り扱った２７）。 

(5)私有地に設置される容量0～25kWの自立型小型風力タービン。最大高
さ25ｍ、最大ローター面積は200㎡２９）。 

(6) ミニタービンはローター面積１㎡～5㎡、マイクロタービンはロータ
ー面積1㎡の風力タービンで、通常は建物の屋上に設置される１９）。 

(7) 計画法§11a,16)に基づき、保存に値する景観と大きなまとまりのあ
る景観を含む景観価値のある地域の保護を目的に指定される１６）。 

(8) 計画法§11a,15)に基づき、貴重な文化環境やその他の重要な文化遺
産の位置を含む保存に値する文化遺産の保護を目的に指定される１６）。 

(9)未利用地についての共通の理解を提供し、市民が景観に対する理解や
計画、開発について議論する出発点となることを目的として2008年秋
に市が実施した景観分析２３）。 

(10)デンマーク国土は都市開発や公共目的のために指定される都市地域
(byzone)、夏季利用の住宅地域として指定される夏季住宅地域
(sommerhusområde)、上記2つ以外の農村地域(landzone)の3 つのゾー
ンに分割されている。国土全体のうち、都市地域が5.5%、夏季住宅地
域が1.2%を占め、それ以外の国土は農村地域に分類される３０）。 

(11)デンマークの国土の約10％は自然保護法§3で保護されており、主に
湖、沼地、牧草地等が保護エリアとされている。３１） 
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