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第１章 はじめに 

１-１ 研究の背景と目的

近年、地球温暖化・気候変動の深刻さは増しており、

日本では 2030 年に温室効果ガス 46%削減（2013 年比）、

2050 年に脱炭素を目標としている。総電力における再

生可能エネルギー率も 2050 年には約５～６割へ増加す

る方向性を打ち出しており、普及を加速する必要がある。 

再生可能エネルギーの普及と、地域の固有の特性と密

接に関係する景観の兼ね合いを明らかにすることは、再

生可能エネルギーの普及を促進するうえで重要な知見

となる。本研究では、環境先進国であるドイツ連邦共和

国（以下、ドイツ）に対して、市民自治に着目し、エネ

ルギーの地域自立と景観保全の仕組み把握したうえで

環境首都である Freiburg im Breisgau（以下、フライブル

ク市）の現状を具体的に明らかにする。

１-２ 研究の方法

本研究では、欧州景観条例、中村や後藤の定義を引用

し、景観を単なる視覚的に認識できる物的環境ではなく、

「人間をとりまく環境のながめであり、人々の暮らしの

積み重ねや地域自治によって成立するもの」と定義する。 

 第 2・3 章でドイツの景観保護や市民参加を把握し、

第 4～6章でフライブルク市に焦点を当てる。 

１-３ 研究対象国 ドイツ

ドイツは中央ヨーロッパ西部に位置しており、13 の

州と 3 つの都市州によって形成されている。 

第２章 ドイツの景観保護（図１） 

２−１ 土地利用計画と地区詳細計画 

景観保護の根底となっている建設管理計画は、市町村

全域の将来の土地用途を示す土地利用計画と、これを受

けて計画される建設・開発・保全活動の対象地区で、具

体的に規制・誘導する地区詳細計画で構成されている。 

２−２ 市民参加の義務 

州計画法や広域計画法によって地区詳細計画策定時

には、市民参加が 2 度義務付けられていることによって

地域が無秩序な開発を抑制している。 

２−３ 建設許可と土地利用 

ドイツの土地は、外部地域・連担市街地・土地利用計

画策定地域・土地利用計画策定地域（市街地・特別区）

の 4 種類に分けられる。この区分に従って、それぞれ建

設許可基準が異なる。 

第３章 再生可能エネルギー普及の背景 

３−１ 再生可能エネルギーに関する政策と意識 

 1970・80 年代に市民の環境意識や反原発意識が強ま

り、再生可能エネルギーへの転換が進められてきた。 

 国家政策としても 1990 年以降、電力供給法の策定、

環境税の導入、再生可能エネルギー法の策定があり、EU

からも再生可能エネルギー指令の発行などがあった。 

３−２ 地域自立を支える組織 シュタットベルケ（図２） 

ドイツでは自治体が出資する公益的事業体、シュタッ

トベルケがある。電力事業やガス事業等のエネルギー事

業は黒字になりやすく、その収益は赤字事業への補填や

新事業への投資に回される。

第４章 フライブルク市の取り組み

４−１ フライブルク市の概要（図３） 

フライブルク市は、バーデン＝ヴュルテンベルク州に

位置し、人口は約 23 万、面積は約 153km²である。 

４-２ フライブルク市のエネルギー方針（図４）

総電力における再生可能エネルギーは約 8%（2018 年)

と非常に低い。再生可能エネルギー100％供給を目標と

しているが、景観保護との両立が困難である。そのため、

この目標は、シュタットベルケ フライブルクのエネル

ギー事業を担うエネルギー会社 Badenova により、周辺

の地区と合同で達成するとしている。 

４-３ 住宅用太陽光発電パネルへの景観保護規制（表１） 

フライブルク市内では、旧市街地とWaldsee に住宅用太

陽光発電パネルの規制を含む景観保護が策定されている。 

図３ フライブルク市の概要 図１ 土地利用計画と地区詳細計画 

図４ エネルギー自立に対する方針 図２ シュタットベルケの構造 
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最も厳しく規制されているのは旧市街地で、どのよう

な場合も必ず許可が必要である。Waldsee では公共交通

側に設置する場合のみ、許可が必要である。 

４-４ フライブルク市内での市民参加（図５）

景観保護等の策定では 2 回の市民参加が義務付けら

れている。1 回目の市民参加では提案概要の公開展示で

コメントを残すことと一般公開会議でコメントするこ

とができる。暫定案を作成後、2 回目の市民参加では暫

定案の公開展示でコメントを残すことができる。それら

を踏まえ再検討され、計画として策定される。設置・売

電段階でも市や各業者との連携が必須となっている。

第５章 屋根形状と太陽光発電パネル設置状況

太陽光発電パネルの設置条件がある旧市街地と Waldsee、

設置条件はないHaslach、開発地区Vauban を比較する。 

５−１ 屋根形状と太陽光発電パネル設置件数（図６） 

旧市街地・Waldsee は伝統的な勾配屋根が多く、Vauban

は陸屋根が多い。設置件数は、旧市街地が約 1%と最も

低く、Vauban が 26%と最も多い。 

５−２太陽光発電パネル設置状況（図６） 

設置総面積は Waldsee が最も小さく、Vauban が最も大

きく、伝統的な急勾配の屋根への設置のみで比較すると

旧市街地が非常に小さい。 

第６章 地域でのエネルギー自立 

６−１ 地産地消なクリーンな電力の提供（図７） 

Badenova の電力の再生可能エネルギー率は 84.4%と

ドイツ平均の約 2 倍であり、非常に高い割合である。こ

れには Badenova 自体が所有・運営する発電所による発

電と再生可能エネルギー法で買電した電力が含まれる。 

６−２ Badenova の所有・運営する発電施設（図２） 

Badenova の所有・運営する発電所は 15 カ所存在し、全

て南バーデン地域にあり、地域で地産地消が適っている。 

６−３ シュタットベルケによる市民還元 

シュタットベルケ フライブルクではエネルギー事業

を Badenova に託し、その収益を赤字事業の交通事業や

プールの運営事業に充てている。 

第７章 まとめ  

本研究では以下のことを明らかにした。 

・ドイツでは都市計画制度が精密であり、再生可能エネ

ルギーを含め、景観保護に対して、自治体の裁量が大

きく、市民参加が義務付けられている。

・フライブルク市の開発行為・景観保護へ計画策定段階

で 2 回の市民参加が義務付けられており、設置・売電

段階でも市や各業者との連携が必須である。 

・太陽光発電パネル設置に関する規制のある景観保護

地区である旧市街地と Waldsee では、太陽光発電パネ

ルの設置総面積は小さい。規制のない Haslach の設置

総面積は Waldsee の約 5 倍である。開発地区である

Vauban の設置総面積は Waldsee の約 11 倍である。

・フライブルク市では、市民の意識が高く、市民参加の

システムの確立によって地区ごとの特色ある景観保

護や再生可能エネルギーの導入が進んでいる。

・シュタットベルケ フライブルクでは、エネルギー事

業を Badenova に託すことで、電力の地産地消や地域

経済の循環が成り立っており、地域の自治を補強して

いる。 注釈 

注１）カーボンニュートラルは電力部門・産業部門・民生部門・
運輸部門で実施し、再生可能エネルギーの導入は主に発
電部門で行われる。 

注２）ドイツの都市計画系は主に 4 つの計画があり、上位計画
として、州や広域地域が策定主体である州計画や広域地
方計画等が存在し、各スケールの方針やガイドラインを
示している。それらは法的拘束力を持たない。その下位
に土地利用計画と地区詳細計画がある。 

注３）Google Earth pro で 2021 年 10 月 26 日～11 月 30 日にデ
ータ収集。屋根形状や太陽光パネルの有無は目視で判断
し、面積はソフトウェアの３D 定規ツールで計測した。 
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地区名 保護法名 太陽光発電パネルに関する規制 

旧市街地 
旧市街地特別法記

念物保護法 

東側に存在する丘や教会の塔からの景観を重視

し、どのような場合も必ず許可が必要。 

Waldsee 都市保全法 
公共交通側に設置する場合は許可が必要だが、そ

の他に関しては必要ないとしている。 

表１ 住宅用太陽光発電パネルに対する景観保護 

図５ 景観保護等への市民参加の仕組み 

図６ 屋根形状と太陽光発電パネル設置状況 
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図７ Bedenova の供給電量の内訳 
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