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口特集論考口

農村計画分野での最近 10年の再生可能エネルギー研究の動向

Trend of Research Related to Application of Renewable Energy in the last 10 years in Rural Planning 

康瀬裕一*

Yuichi HIROSE 

1 我が固におけるエネルギー政策の韓移

我が国のエネルギ一政策の特徴1)は. 1970年代の石

油危機をきっかけに，それまでの石油に依存したエネル

ギ一政策を転換しエネルギーの安定供給に取り組みつ

つ，経済効率性の向上，環境への適合等の基本方針を加

えて現在に至るとされる。

2002年にエネルギ一政策基本法が施行されてからは，

「安全性J.r安定供給J.r経済効率性の向上J.r環境へ

の適合」というエネルギ一政策の基本方針に則り，エネ

ルギー基本計画が策定されるようになった。 2014年4

月に閣議決定された第4次エネルギー基本計画 2)を見る

と，エネルギー問題において我が国が抱える構造的課題

は. 1)海外の資源に大きく依存することによるエネル

ギー供給体制の根本的な脆弱性. 2)人口減少，技術革

新等による中長期的なエネルギー需要構造の変化. 3) 

新興国のエネルギー需要拡大等による資源価格の不安定

化. 4)世界の温室効果ガスの排出量の増大，の 4点を

挙げている。その上で，再生可能エネルギ}は.r現時

点では安定供給面，コスト面で様々な課題が存在するが，

温室効果ガスを排出せず，国内で生産できることから，

エネルギー安全保障にも寄与できる有望かっ多様で，重

要な低炭素の国産エネルギー源である。」とする。つまり，

再生可能エネルギーの利用の促進は，海外の資源に大き

く依存する我が国のエネルギー供給体制の国産化と，温

室効果ガスの排出量の削減に寄与する。

再生可能エネルギーの利用の促進における課題とし

て，国 2)は. 1)経済性が見込める風力，地熱の利用の

強化. 2)分散型エネルギーシステムにおける再生可能

エネルギーの利用の促進. 3)固定価格買取制度のあり

方.4)福島の再生可能エネルギー産業拠点、化，を挙げる。

再生可能エネルギーは総じて，原子力発電や火力発

電，大規模水力発電等に比べてコストが高いため. 1952 

年に制定された農山漁村電気導入促進法?主1) に基づき小

水力発電施設が設置されたことを除き，導入は進まなか

った。しかし石油危機をきっかけに利用が見直され，

1980年に「石油代替エネルギ}の開発及び導入の促進

に関する法律」が制定され，石油依存からの脱却を明確

にした。 2003年には「電気事業者による新エネルギ一

等の利用に関する特別措置法 (RPS法)Jが施行され，

電力会社に一定割合の再生可能エネルギーの導入を義務

づけられた。 2012年には.RPS法を置き換える「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」が施行され，電力会社は再生可能エネルギー

による発電の全量を政府が定める価格で買取(固定価格

買取制度 ;FIT)することが義務化された。このように，

近年では，政府は再生可能エネルギーの利用が促進され

る，実効性がある施策を実施している。

農林水産省関係に着目すると.2014年に「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」が施行された。これは，農山

漁村における再生可能エネルギーの利用で得られた利益

が地元還元されることと 無計画な再生可能エネルギー

の利用によって優良農地が喪失する等の農林漁業の健全

な発展を阻害しないことを基本理念とし「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}電気の発

電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計

画」を市町村が中心となり策定して，認定を受けること

で，各種手続きが簡素化される 4) ものである。このよう

に，再生可能エネルギーの導入は，優良な農林地や漁場

を喪失させる可能性があるため，再生可能エネルギーの

利用と良好な農林漁業の継続を両立することが重要であ

る。農村において再生可能エネルギ}の利用を適切に促

進するための計画手法を明らかにすることは，本学会が

社会から求められている役割と考えられる。

本論考では，農村計画分野における再生可能エネルギ

ーの利用に関する論文のレビューを通して，エネルギー

基本計画で示された課題に当学会等がどのようなアプロ

*農研機構農村工学研究所 National Institute for Rural Engineering. NARO 
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ーチをし， どのような知見を世間に示しているか，もし

くは今後研究の推進が望まれる点等を検討する。なお，

レビューの対象とする論文は，主に農村計画学会誌で報

告されたものに加え，当学会員が多く所属する日本農業

経済学会， 日本造園学会， 日本建築学会(主に計画系論

文集)，農業農村工学会を中心とし，期間は最近 10年

(2005年から 2014年)とした。また，対象とするエネ

ルギーは，太陽光発電，風力発電，バイオマス発電，お

おむね 30，000kW以下の出力である中小水力発電，地熱

発電としそれ以外の再生可能エネルギーによる発電と

熱利用は，取り扱わない。

2 我が国の主に農村部における再生可能エネルギー

のポテンシャル量

NED05
)は，我が国での再生可能エネルギーの導入ポ

テンシャルを試算し農業用水路に 30，000kW以下の中

小水力発電を導入した場合は最大で30万kW(年間の

発電量は公表なし)，耕作放棄地で太陽光発電を導入し

た場合は最大で 70GW(年間でおよそ 640億 kWh)，風

力発電では陸上風力は最大で 2.8-2.9億 kW(年間で

およそ 5，900-7，000億 kWh)，バイオマス発電では，稲-

麦わらやもみ殻及び間伐材や未利用樹，林地残材から得

られるバイオマスエネルギーは，原油換算で年間 1.400

万kL(年間でおよそ 533億 kWh註2))とする。導入の

課題は， 1)発電コストが化石燃料由来より高いこと， 2) 

不安定な自然エネルギーを利用することによる供給の不

安定性， 3)景観や騒音等の環境影響，の 3点を挙げる。

日本水土総合研究所 6)は，農村地域における再生可能

エネルギーのポテンシャル量を試算し，小水力発電では

全ての用水路および排水路の落差工・急流工を利用する

落差利用型と水路の水理機能の余裕を利用する流水利用

型を併せて年間 85億 kWhの発電ポテンシャルが，太

陽光発電では全国の農業用ため池の水面において年間

1，072億 kWhの発電ポテンシャルが，風力発電では整

備された農道の総延長の半分に 1kmあたり 100ヶ所に

0.2kW/1ヶ所のものを整備すると年間 2，300万kWhの

発電ポテンシャルが，休耕田等での水稲栽培によるバイ

オエタノール生産では， 1，690万kL(ガソリン熱量換算

1，150万kL;年間でおよそ 397億 kWh住2))と報告する。

我が国の 1年間で消費される電力量 (2012年)は

9，227億 kWhで，この内家庭用は 2，873億 kWh，農業・

林業用は 8.9億 kWhである九我が国の消費電力の全

てを再生可能エネルギーで賄うことは困難であるが，家

庭用や農業・林業用に限れば相当量を賄える可能性があ

る。

3 再生可能エネルギー導入の課題 2)への対応

まず，再生可能エネルギーの導入に対する課題 2)に着

目した研究から，得られた知見を整理する。なお，経済

性の見込める風力，地熱の利用強化については，後述の

個別のエネルギーで検討する。

(1)分散型エネルギーシステム

分散型エネルギーシステムに関する先進事例研究で

は，前野ら 8)が，オーストリアにおいて再生可能エネル

ギーを用いて地域の電力需要を自給自足することを計画

する地区での調査から我が国での再生可能エネルギーの

導入に向けた課題を検討しオーストリアではインセン

ティブ制度を地方自治体が利用する施策を行うことを指

摘し日本でも広域的な再生可能エネルギー普及プログ

ラムを策定・実施する必要性に言及する。つまりインセ

ンティブ制度の活用は，分散型エネルギーシステムの導

入に有効と考えられる。

また，需要側の工夫が分散型エネルギーシステムの導

入に有効であるとの報告がある。小林 9)は，農山村にお

ける自然エネルギー自給には，複数の需要をとりまとめ，

群需要とすることで個別変動が相殺され需要が安定する

ことを指摘し常時需要を安定電源でまかない変動需要

をバッテリーからの放電や需要追随可能な発電設備の稼

働で賄うことで電力自給が可能になると考察した。山

地 10) は，再生可能エネルギーによる分散型供給が，災

害で基幹エネルギー供給が使えない際に有効であること

を指摘する。加えて再生可能エネルギーの導入の促進に

は，エネルギーの需要情報を社会で共有し，需要側にあ

る自家発電機やコージ、ェネレーション等の電源等の様々

なエネルギー機器をエネルギーシステム全体の運用に動

員する「需要側の能動化」が重要であると指摘する。こ

のように，分散型エネルギーシステムを構築するために

は，需要側での工夫が重要であることが示された。

(2)固定価格買取制度

固定価格買取制度は，再生可能エネルギーの導入を促

進することを目的とした一種のインセンテイブ制度であ

る。 EUでは再生可能エネルギーの固定価格買取制度が

整っており，小水力発電の新規導入や継続管理に一定の

経済的なインセンティブが働いている 11)。

我が国においても固定価格買取制度は，再生可能エネ

ルギーの利用を促進させる要因となっている。例えば，

当制度を活用した売電による土地改良施設の維持管理費

の軽減を目的とした，国営神流川沿岸農業水利事業にお

ける太陽光発電設備の整備に関する報告 12)がある。小
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水力発電でも固定価格買取制度によって，採算が見込め

る地点が増えることを指摘するヘ固定買取価格制度は，

再生可能エネルギーの利用の促進に寄与すると考えられ

るが，需要と供給のミスマッチによる電力システムの不

安定化住3)等の問題がある。

(3)東日本大震災からの復興

2011年3月11日に発生した東日本大震災は，原子力

発電所事故を引き起こし，再生可能エネルギーに対する

注目がますます高まっている。

浦上 14)は，東日本大震災被災自治体の復興計画で再

生可能エネルギー関連施策を抽出し，今後の課題を検討

したところ， 1)エネルギー需要実態に即した技術選

択， 2)小規模分散型での適正利用， 3)地域主体での

再生可能エネルギー事業の創造の 3点を挙げ，期待され

る再生可能エネルギー事業イメージとして，森林資源を

活用する北海道下川町の取り組みを挙げる。糸長ら l

一度災害が起きると広範囲で長期的に多数の人間の健康

障害と不安をもたらしし，超長期的に厳密な管理が要求さ

れる原発は早急に廃止すベきでで、あること， 自然エネルギ

ーの普及は必至であることを指摘し自然エネルギーの

導入には，主ニネルギーの生産と消費戦略(地産地消戦略)

が重要で、あるとした。東日本大震災からの復旧・復興に

再生可能エネルギーの利活用を考える自治体は多いが，

小規模分散型エネルギーシステムによる地産地消型が望

ましいとした。

4 各種エネルギー別の既往研究

(1)小水力発電

農村で利用されやすい小水力発電施設は，主に農業用

水路や小河川，渓流，ため池，ダム等への設置が多いと

考えられる。農村計画分野では，農業用排水路やため池

等の農業水利施設を対象とした研究が大半を占める。

農業水利施設を利用する場合は，濯蹴期と非濯蹴期で

異なる流量が出力に影響を与えるものの，期間内は概ね

安定した出力を得られる。かんがい排水事業等で整備さ

れた小水力発電施設は，全国で26地区(2013年2月時点)

あり，これらの最大出力は 170-2，900kW，建設単価は

おおむね 120万円 /kWであるヘ大西ら ωは，岐阜県

と愛知県を対象に農業水利施設に設置される小水力発電

施設の特徴を比較し，岐阜県では中山間地域が多く大き

な農業水利系統がないため大規模な発電は見込めないが

農業用水路の通水量を最大限活用した取組みが進むのに

対して，愛知県では大規模な水利系統のおけるダムや調

整池の利用の可能性があるとする。農業水利施設での発

電は，立地や水利系統の規模で出力が規定される。
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農業水利施設で小水力発電を行う際に発生する課題に

ついて上坂ら mは，1)法制度的障害， 2)地域の技

術力の消失， 3)複雑な利害関係， 4)事業化基盤の未

整備，の4点を挙げ， 目指す方向として 1)自治体や土

地改良区による小水力発電 2)多様な地域主体による

小水力発電， 3)地域電力によるエネルギー自給， 4引) 

エネルギ一生産基地，を挙げる。後藤ら 1

業用ダムにおける貯水運用方法， 2)ため池や中間貯留

施設の活用， 3)エネルギー利用のための流域の水利調

整の 3点を導入への課題として挙げる。後者は，主に水

利システムの運用に着目しているのに対して，前者は，

主にそれ以外の問題点に着目しており，これらをまとめ

ると，農業水利施設への小水力発電施設の導入には，大

きく 1)設置許可等に関する手続きの問題， 2)水車そ

のものを巡る技術的課題， 3)水車の設置を前提に整備

されていない水利システムへの水車の導入に関する問題

の解決，の 3つの課題がある。

農業水利施設に小水力発電を導入する意義は，1)経

済的効果， 2)地域社会の再構築の 2点である ω。この

うち，主に経済的効果に着目した研究を見ると，土地改

良区が全額出資して設立した株式会社による小水力発電

の特徴の報告 18)で，昭和 50年代に設置された施設では

固定価格買取制度の適用が受けられないこと，土地改良

区関係者は維持管理費軽減を目的とした小水力発電の導

入には肯定的であることを指摘した。対して，主に地域

社会の再構築に着目した研究では，志野ら聞が，頭首

工管理所や幹線水路沿いの調整池等を利用した太陽光発

電や幹線水路を利用した流水利用型小水力発電調圧水

槽を利用した落差利用型小水力発電等を専用回線で蓄電

池等と結びつけるスマートピレッジ削)構想の中で，国

営事業で整備される小水力発電施設の特徴を報告した。

発電規模は小さいものの地域活性化を狙ったものとし

て，売電収入に代えて獣害対策の電気柵やポンプやハウ

ス栽培に対する農事用電力としての利用は，売電に頼ら

ない地産地消型の小水力発電事業の可能性四)があると

報告されている。

このように，我が国において小水力発電は，発電規模

の大小で，売電から地域社会の構築まで様々な目的で利

用されつつある。小水力発電の利用の先進地である欧州

では，わずかな出力しか得られないような地点において

も小水力発電の導入がなされる固定価格買取制度等の政

策が整備されている 11)。我が国も，固定価格買取制度が

整備されたが，欧州のように小規模な発電でも導入が推

進されるシステムの構築が今後求められる。



(2)太陽光発電

太陽光発電は，天候によっ、て出力変動が生じるが，日

射が得られれば発電できることから，地域差はあるが安

定した発電量が期待できる九太陽光発電の導入の課題

は，1)発電コストの低減， 2)信頼性向上 3)立地

制約の解消， 4) リサイクルシステムの構築， 5)新た

な付加価値の創造が指摘される九農村計画分野が主に

対象とするのは，立地制約の解消と新たな付加価値の創

造と考えられる。立地制約は，設置する土地の賃借料や

造成費の高騰と系統への接続容量の限界注5)がある。立

地制約の解消では，ソーラーシェアリング注6)に関する

研究 21) ため池の水面で太陽光発電を実施した場合の試

算 6)がある。新たな付加価値の創造に関しては，家畜の

水田放牧地で電気柵と家畜の飲み水を供給するポンプの

電源での太陽光発電の利用について報告22)がある。

日本建築学会論文集で環境系に区分される論文では，

太陽光発電の利用に関する報告が多い。例えば，太陽光

発電を導入した際の将来予測 23)や，分散型のエネルギ

ーシステム構築のための経済的なエネルギー源の選択技

術に関する研究剖)太陽光発電システム導入に関する消

費者の普及政策に対する選好性に関する研究お)太陽光

発電の導入世帯と電力消費やエネルギー意識に関する研

究田)， 27)等がある。これらの知見は，必ずしも農村を対

象としたものではない。今後農村で分散型エネルギーシ

ステムを構築する際に，これらの知見は有用と考えられ

る。

(3)風力発電

風力発電は，天候によって出力が左右されるため安定

性には欠ける 5)が，経済性が見込める 2) としている。風

力発電は陸上風力と洋上風力に大別される。このうち，

陸上風力は導入適地の減少等で洋上風力の推進が期待さ

れている 5)，28)。風力発電では，騒音や低周波音等の健康

被害やバードストライク等の生態系への影響，景観への

影響等が指摘されている 5) 四)却)。今後，農村への導入

を議論する際には，これらの影響を考慮する必要がある。

(4)バイオマス発電

バイオマス発電は，他の発電方法と異なりエネルギー

を抽出する前処理にコストがかかるものの，天候に左

右されず需要に合わせたエネルギーの供給が可能であ

る九

再生可能エネルギーの利用が盛んな欧州の事例 31)，泣)

から，小水力発電での報告と同様に，固定価格買取制度

等のインセンテイブ制度が整備されており，特に農家単

位で自家生産できる規模での発電でも農家に利益がある

ことを指摘する。さらに，義務的減反農地で作付けされ

た非食用農産物(持続利用可能な原料;NawaRo)によ

る発電は，買取価格で優遇されるため，農家は義務的減

反農地に NawaRoを作付け，減反要件を満たすと同時

にそれを原料に発電することで利益を生むようなシステ

ムになっている。このように欧州では，農業政策とエネ

ルギー・環境政策を統合的に行う。つまり，バイオマス

発電の推進には，インセンテイブを伴う政策が有効であ

る。

バイオマス発電による温室効果ガスの削減効果に関し

ては，大都市郊外部で得られる木質バイオマスを対象と

したものお)や，乳午ふん原主体のバイオメタン製造プ

ラントを対象としたもの剖)バイオマスタウン構築を目

的とした稲藁・もみ殻・木質のガス化発電を対象とした

もの 35)の報告がある。これらは，低炭素型の緑地管理

および利用体系の構築 33) バイオメタンによる分散型エ

ネルギーシヌテムの構築制，エネルギーの地産地消 35)

、が重要で、あるとする。また，小林ら珂)は，肉用牛及び

耕種複合経営で発生するバイオマスを対象に， LCA手

法を用いてエネルギー消費と温室効果ガス排出量を指標

として用いることの妥当性を検討し資源循環の妥当性

や資源の海外依存の影響の各評価にこれらの指標が有効

と報告する。

バイオマス発電の原料は，適切に処理をしないと水質

汚濁等の環境負荷となる畜産ふん尿や，緑地管理によっ

て発生する間伐材等の木質系資源，未利用であることが

多い稲わら等の農業残誼であることから，適切な利用は

再生可能エネルギーの利用率向上に加えて，農地・緑地

管理や環境負荷の軽減にも効果があると考えられる。欧

州の事例のように，インセンテイブを活用した政策は，

バイオマス発電と環境対策の両者の促進に有効と考えら

れる。我が国に適したインセンテイブを導入するために

は，各種バイオマス資源ごとにエネルギー利用効率と畜

産ふん尿や間伐材等のエネルギ一発生源の環境負荷との

因果関係を解明することが重要である。

(5)地熱発電

地熱発電は，天候に左右されず安定して電力が供給で

き5) 風力発電と同様に経済性が見込めるとされる九

導入に関する問題点 5)は，まず地熱資源の賦存する地域

の多くが国立公固などの開発が困難な地点にあることで

ある。また，地熱資源は温泉地に近接するため，温泉事

業者との共生が求められる。本論考で対象とした論文で

は，地熱発電を扱うものはなかったが，温泉利用と地熱

発電が両立するシステムの構築は，農村地域での再生可

能エネルギーの利用の促進に寄与すると考えられる。
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5 総括

農村計画分野に関係する研究では，主に小水力発電と

バイオマス発電に関して多くの報告がなされた。両者に

ついては，導入の促進に寄与するような研究を蓄積する

ことが重要である。それ以外の太陽光発電等に関しては，

報告が少ないため，今後は農村で利用するための基礎的

知見を明らかにすることが重要で、ある。また，第4次エ

ネルギー基本計画において課題とされる，分散型エネル

ギーシステムの導入や固定価格買取制度のあり方に関し

ての報告があった。

分散型エネルギーシステムの導入には，固定価格買取

制度のようなインセンティブ制度が有効であることが示

された。インセンテイブ制度の特長は，補助金等の支払

を通して，社会を望むべき方向に誘導できることである。

欧州では，エネルギー・環境政策と農業政策をリンクす

るニとで，減反農地を有効活用して再生可能エネルギー

の利用を促進する事例が報告された。我が国においても

インセンティブ制度を活用することで，再生可能エネル

ギ}の利用促進(エネルギ}・環境政策)と耕作放棄地

活用や若手農業者の l'J' Uターン(農業政策)等と

を包括した地域づくりが可能と考えられる。また，再生

可能エネルギーを利用した発電施設は，地域の生態系や

景観に影響を及ぼすことが指摘されている。そのため，

再生可能エネルギーによる発電施設の農業生態系，農村

景観との共存は重要な課題である。インセンティブ制度

は，両者が共存できるような発電施設の設置を補助金の

支払い方法を工夫することで誘導することが可能であ

る。再生可能エネルギーの利用が促進され農業生態系や

農村景観等の農村資源も損なわないような方法論や，再

生可能エネルギーの利用が促進され耕作放棄地の解消や

農業者の新規参入が促されるような方法論を明らかにす

ることは，今後農村計画分野が社会から求められる課題

と考えられる。

また，固定価格買取制度の導入は，我が国での再生可

能エネルギーの利用を促進させた。ただし再生可能エ

ネルギーの利用が普及した結果，既存の電力システム側

の受け入れ能力に限界が見られつつある桂3)。再生可能

エネルギーの更なる利用促進には，再生可能エネルギー

の大規模受け入れ可能な電力システムの構築が重要であ

るが，これは主に売電を目的としている場合である。こ

のような問題が発生している以上は，再生可能エネルギ

ーで発電した電力は，売電するのではなく地産地消する

ことで，既存の電力システムの安定性に拘わらず，利用

を促進することが重要で、あると考えられる。また，東日

本大震災の復興においても，小規模分散型のエネルギ}
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システムの構築が重視されるが，被災によるダメ}ジや

震災直後の電力不安による停電を経験していることか

ら，災害対応にも意識した地産地消型エネルギーシステ

ムを構築することが重要で、ある。農村計画分野は，その

ような視点をもって研究を行うことが重要である。

このように既往研究からは，農村において再生可能エ

ネルギーの利用を促進するためには， 1)分散型エネル

ギーシステムの導入による地産地消型利用方法の解明，

2)インセンティブ制度を活用した再生可能エネルギー

の利用と農村資源の保全や農業振興施策の推進との関

連，の 2点が特に重要と考えられた。

注釈

注 1)電気が十分に供給されていない農山漁村を対象に河川や

用水路等を利用した小水力発電所等の設置を推進する法

律。

注2)エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(平

成二六年三月三一日経済産業省令第一七号)に基づき昼間

の電力として計算した。

注3)九州電力は平成 26年9月24日付けで。これ以上の再生

可能エネルギーの接続を受け付けると需給バランスが崩れ

かねないとして， 10kW未満の家庭用の太陽光発電を除き，

接続の申し込みを保留した 37)。

注4)電力需要と供給を調整・最適化するスマートグリッドを

導入することにより，再生可能エネルギー電力を地域単位

で統合的に管理するシステムを構築するなど，再生可能エ

ネルギーを高度に生産・使用する農山漁村のこと。

注5)天候によって出力が左右される再生可能エネルギーが大

量に従来のシステムに組み込まれると，安定した電力供給

に支障を及ぼすことが指摘される。

注6)農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電施設を設置す

ることで発電を行いつつ営農を継続する「営農型発電設備」

のこと。
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