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自然エネルギー財団では 2017 年 5 月から、全国各地の自然エネルギーによる発電プロジェクトを

現地で取材し、「自然エネルギー活用レポート」としてウェブサイトで連載しています。地域が主体的

に推進したプロジェクトを対象に、開発の経緯、発電設備の導入状況、運営体制や収支計画、地域

における経済効果や課題などをまとめています。 

本報告書は約 3 年間の連載で取り上げた内容をもとに、自然エネルギーの発電事業が産業振興

に効果があることを示すために編集したものです。これから全国各地に導入事例を広げていくうえ

で解決すべき課題や留意点についても書き加えました。 
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はじめに：地域を取り巻くリスクと解決策 

じわじわと進む社会構造の変化は、全国各地の農山漁村に大きな影響を及ぼしている。人口の

減少と高齢化に加えて、若者が東京など大都市に流出してしまい、仕事の担い手を確保できない。

地域を潤してきた水田や畑は耕作に使われなくなり、荒廃した農地が日増しに増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

基幹的農業従事者（主に自営農業に従事）の年齢構成（2018年） 

出典：農林水産省「農林水産業ひと口メモ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒廃農地の面積と再生利用の状況 

出典：農林水産省「農林水産業ひと口メモ」 

農業だけではない。林業や漁業でも同様である。加えて高度成長期に発展した工業地帯におい

ても、重厚長大型の産業が衰退して、地域の経済に勢いがなくなってきた。新たな振興策を早急に

実行しなければ、日本を支える地域の力は弱まるばかりである。 
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政府が地域振興の有効な対策を示せない状況の中で、地域主導による自然エネルギーを活用

した新たな取り組みが各地で始まっている。大都市よりも豊富な太陽光・風力・水力・地熱・バイオ

資源を生かした発電事業で地域内に収入と雇用を生み出す。荒廃した農地でソーラーシェアリング

（営農型太陽光発電）を実施して、農作物の栽培を再開する事例も増えてきた。 

日本の国土構成から見た自然エネルギー導入のあり方 

ha：ヘクタール 

出典：農林水産省「農山漁村における再生可能エネルギー導入の促進について」 

地熱発電やバイオ発電で得られる熱を利用して、光熱費をかけずに付加価値の高い農作物や

水産物を生産することもできる。自然の力で電力を供給できる発電所は、多くの人にとって目新しく、

興味を引くことから、観光の対象になる。新しく生まれた特産品と合わせて観光客を呼び込むことに

つながり、観光業の発展に貢献する。 

 

市町村別の自然エネルギー（再エネ）導入ポテンシャル 

ha：ヘクタール 

出典：環境省「令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」 
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とはいえ地域で発電事業を開始することは簡単ではない。知識と経験のある専門家や事業者の

支援が不可欠である。そのうえで、熱意のあるリーダーが発電事業を推進していかないと、成功は

望めない。加えて地域住民の理解を得ることが重要であることは言うまでもない。自然エネルギー

を利用した発電事業が地域の振興に役立つことを示す必要がある。 

すでに発電事業に取り組んでいる地域では、さまざまな課題に直面している。新たな発電設備の

建設計画に着手しても、発電した電力を供給するために必要な送配電ネットワークに接続できない、

という問題が全国各地で起こっている。大雨や強風によって発電設備が損壊する事例も出始めた。 

火力発電や原子力発電と比べて環境負荷が低い自然エネルギーの発電設備であっても、建設

や運転に伴う環境負荷はゼロではない。近隣の住民の日常生活、景観、動植物、地域の資源など

に影響を及ぼす場合もある。そうした影響を可能な限り排除しながら、地域が長期に抱える問題を

解決する手段として、自然エネルギーの開発に取り組む必要がある。 

近年は地震に加えて地球温暖化の影響による災害が増加して、全国各地に多大な被害をもたら

している。自然エネルギーによる電力の供給量を増やせば、火力発電に伴う温室効果ガスの排出

量を減らすことができる。地球規模で求められる気候変動の抑制に貢献しながら、魅力ある地域を

自然エネルギーで作り上げていくことが、目指すべき持続可能な社会である。 

災害による農林水産関係の被害額 

出典：農林水産省「農林水産業ひと口メモ」 

それぞれの地域の中で自然エネルギーによる発電設備を増やすことにより、災害時でも電力を

供給できる分散型システムを構築する実証プロジェクトが各地で始まっている。自然エネルギーを

防災にも生かして、より安心して暮らせる地域社会を目指す。人口減少が進む日本において、脱炭

素社会に向けた地域の積極的な挑戦が国の将来を大きく変えていく。 

 

欧米では新型コロナウイルスの感染が拡大して、都市封鎖を実施したあいだ、火力発電の供給量が

減少して、自然エネルギーの比率が高まった。地域で発電できる自然エネルギーは持続可能な社会に

欠かせないことを示した。産業振興の効果とあいまって、自然エネルギーが地域社会と経済にもたらす

メリットは大きい。 
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第 1章：先進的に取り組む地域の事例 

●福島県・福島市土湯温泉（地熱） 

東北新幹線の福島駅からバスに 40 分ほど乗ると、周囲を山に囲まれた自然豊かな土湯温泉

（つちゆおんせん）に到着する。1400 年以上前の聖徳太子の時代に始まったと言われる古い温泉

町は、名産品のこけしで知られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土湯温泉の風景 

この古びた温泉町に、新たな特産品が生まれた。東南アジア原産の「オニテナガエビ」である。東

北の山間部の温泉町に南国生まれのエビは珍しい組み合わせだ。エビの養殖には、地熱発電所

から送られてくる温水が使われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地熱発電所から送られてくる温水で養殖するオニテナガエビ 
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温泉町の中心部を流れる川に沿って上流へ約 3 キロメートルの場所に、この地域で温泉の湧出

量が最も多い「16 号源泉」がある。地下から湧き出す蒸気と熱水は 139℃の高温に達して、1 時間

あたりの湧出量は合計で 37 トンにのぼる。 

源泉から湧き出る蒸気と熱水を利用して、「土湯温泉 16号源泉バイナリー発電所」が 2015年 11

月に運転を開始した。沸点が低い媒体を蒸気と熱水で蒸発させて発電するバイナリー方式を採用

している。発電に利用した後の蒸気と熱水は温泉水として地元の旅館に供給するほか、オニテナガ

エビの養殖場にも送られる。 

土湯温泉 16号源泉バイナリー発電所 

地熱発電所が運転を開始してから、温泉町は徐々に活気を取り戻した。2011 年 3 月に発生した

東日本大震災は、土湯温泉にも甚大な被害をもたらした。多くの建物や道路が損壊したことに加え

て、福島第一原子力発電所の事故によって観光客が激減した。土湯温泉は原子力発電所から 70

キロメートル離れていたにもかかわらず、観光客の足は遠のいてしまった。震災前には 16軒あった

温泉旅館のうち 5軒が廃業を余儀なくされた。 

しかし実際には、観光客の減少は震災の前から始まっていた。全国に数多くある温泉地の中で、

土湯温泉の魅力は低下していた。震災からの復興と新たな発展を目指して、地域に恵まれた自然

エネルギーを活用するプロジェクトが震災から 1年半を経過した 2012年 10月に始まった。 
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プロジェクトの中心になったのは、温泉協同組合の理事長を務める加藤勝一氏である。組合が

出資して新会社の「元気アップつちゆ」を設立し、加藤氏が社長に就任して発電事業に取り組んだ。

ただし発電事業の経験も知識もなかった。 

被災地を対象にした国の支援制度を活用して、プラントメーカーの JFE エンジニアリングに委託

して発電量などを調査した。その結果、16号源泉を使って出力 400kW（キロワット）の地熱発電が可

能なことがわかった。建設に約 7 億円かかるが、固定価格買取制度を利用すれば 10 年程度で投

資を回収できる。 

ところが資金調達が難航した。地元の金融機関に融資を依頼したが、担保を求められて断念せ

ざるを得なかった。結局 1年以上を費やして、国の資源開発を担う石油天然ガス・金属鉱物資源機

構から債務保証を受ける形で融資が決まった。プロジェクトを開始して 3 年後に、温泉町の復活を

目指す地熱発電所が運転を開始した。 

これを機に町の様子が変わり始める。加藤氏が目指したのは、発電事業の収益を生かした地域

の活性化である。固定価格買取制度では、地熱発電による電力の買取期間は 15 年である。計画

どおりに 10年程度で投資を回収できれば、残り 5年分の収益を町の活性化に利用できる。 

土湯温泉の地熱発電所が年間に売電できる電力量は約 300万 kWh（キロワット時）で、売電収入

は約 1億 2000万円になる。運転維持費や人件費を考慮すると、税引前の利益は 5000万円ほどを

見込める。 

利益の一部は温泉協同組合に還元して、温泉の供給に必要な設備の維持費にあてる。震災後

に旅館の数が減少したために、組合に入る温泉の利用料が大幅に減ってしまった。その減少分を

地熱発電の収益でカバーする。 

さらに住民に対する支援サービスも始めることができた。地元の小学校に通う児童を持つ保護者

を対象に、給食費と教材費を全額支援する「土湯温泉学光サービス」を 2018年 4月から開始した。

このほかにも、福島市内の高校へ通学する学生に定期券を寄贈するサービスや、高齢者にバスの

定期券を寄贈するサービスを実施している。 

 

 

 

 

 

土湯温泉学光サービスの概要 

出典：元気アップつちゆ 
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オニテナガエビの養殖場は 2017 年 4 月に稼働した。地熱の開発を促進する国の補助金を得て

着手したプロジェクトである。発電所から川に沿って 300 メートルほど下流に、ビニールハウスで

造った養殖場がある。発電所から送られてくる温泉水と冷却用の湧水を利用して、熱交換で温水を

作る装置を導入した。 

オニテナガエビを養殖するビニールハウスの外観と内部 

この養殖場では年間を通して 26℃の温水を供給でき、光熱費をかけずに養殖事業を運営できる。

約 5 万匹のオニテナガエビを養殖して毎月 3000 匹以上を出荷することが目標だ。2020 年の秋か

ら温泉街のレストランやカフェなどに食材として提供するほか、夏の観光シーズンにはエビ釣りを楽

しめる釣り堀を開設する。子供も含めて魅力あるサービスを充実させることが、温泉町の復活には

欠かせない。 

土湯温泉にはピーク時に年間 37 万人の観光客が訪れていたが、震災直後は 15 万人まで減少

した。温泉町の復興に向けて、福島市は 2014年度に「土湯温泉町地区都市再生整備計画」を策定

して対策に乗り出した。 

旅館や店舗が点在する約 20 万平方メートルの地区を対象に、公衆浴場や公共駐車場など観光

客向けの施設を整備する。みやげもの店の外壁や道路の舗装も色彩を統一して温泉街の景観を

改善した。廃業した旅館の跡地には観光案内所を併設した日帰り温泉施設を 2019 年 5 月に開業

して、5年間に及ぶ整備計画を完了した。 

さまざまな施策を講じた結果、観光客数は年々増加して、2018 年度には 28 万人を超えるまでに

回復した。地熱発電所にも年間で 2000人以上が見学に訪れ、新たな観光スポットになっている。 

地熱発電所の電力は固定価格買取制度の買取期間が終了した後に地元に供給することを想定

している。投資を回収した後の地熱発電所は運転維持費だけで電力を供給できるため、通常よりも

安い価格で電力を販売することが可能になる。 

将来は電気自動車のコミュニティバスを町内に走らせる計画もある。環境にやさしいエコな温泉

地として新たな観光客を呼び込む。地域の資源を最大限に活用して、古くから続く温泉町の再生が

進んでいく。 
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●北海道・鹿追町（バイオガス） 

北海道のほぼ真ん中に位置する鹿追町（しかおいちょう）は、酪農が盛んな地域だ。広大な高原

と平野が広がる町の中で、約 100戸の酪農家が合計 2万頭の乳牛を飼育している。乳牛の数は町

の人口（5400人）の約 4倍にのぼる。 

長年にわたって町の経済を支えてきた酪農だが、大きな課題を抱えていた。乳牛が毎日排出す

る大量の糞尿の処理である。従来は自然発酵させてから堆肥にして、田や畑に散布していたが、

飼育方法の変化に伴って堆肥化がむずかしくなった。糞尿をそのまま田や畑にまくと、悪臭が周辺

に広がって住民を悩ませる。町が新たな収入源として期待をかける観光業にも影響は大きい。 

鹿追町役場は 2001 年から対策の検討に着手した。海外にも視察に出向き、牛の糞尿からバイ

オガスを生成できることを学んで事業化に乗り出す。2007 年 10 月に、日本で最大級のバイオガス

プラント「鹿追町環境保全センター 中鹿追バイオガスプラント」が運転を開始した。 

中鹿追バイオガスプラントの全景 

出典：鹿追町 

牛の糞尿にはメタン菌が含まれている。空気に触れない状態で加温すると、メタン菌の作用で糞

尿に含まれる有機物を分解して、バイオガスを発生する。バイオガスの成分は約 60％がメタンで、

約 40％が二酸化炭素である。これを燃料にガス発電機で電力を作ることができる。中鹿追バイオ

ガスプラントに導入した発電機の出力は 290kWで、年間の売電量は 109万 kWh（2019年度）。町の

大きな課題だった糞尿を回収して処理しながら、売電収入も得られるになった。 

バイオガスプラントの運転維持費は酪農家から徴収する利用料金でまかなっている。プラントが

運転を開始して 6 年目に固定価格買取制度の認定も受けたことで、売電収入は大幅に増加した。

これで利益を生み出せるようになり、プラントの大規模な修繕にも備えられるようになった。 
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ただしバイオガスプラントで処理できる糞尿の量は、堆肥化できる分と合わせても乳牛 1850頭分

に過ぎない。町全体の乳牛の 1 割にも満たない。バイオガスプラントによる発電事業が有効である

ことを確認できたため、町役場は 2カ所目の「瓜幕（うりまく）バイオガスプラント」を建設して 2016年

4月に運転を開始した。 

瓜幕バイオガスプラントの全景 

出典：鹿追町 

新しいバイオガスプラントは乳牛 3000 頭分の糞尿を処理できる。発電機の出力は合計 750kW

で、年間の売電量は 463 万 kWh である（2019 年度）。1 カ所目の中鹿追バイオガスプラントと合わ

せて、売電収入は約 4倍に増加した。 

バイオガス発電機。中鹿追プラント（左）、瓜幕プラント（右） 

最初に建設したバイオガスプラントの運営経験を生かし、2 カ所目のプラントではさまざまな改良

を加えて運転効率を高めた。最も大きな改良点は、各設備の建屋を分離させたことである。 

最初のプラントでは、糞尿を搬入する原料槽とバイオガスを発生させる発酵槽、さらに発電機を

収容した建屋がつながっていた。原料槽の糞尿から硫化水素やアンモニアが発生するため、建屋

や装置がさびてしまい、電子機器の基板にも障害が起きた。この問題を防ぐために、新設したプラ

ントは原料槽や発酵槽をはじめ、すべての設備の建屋を分離して障害の発生を抑えた。 
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瓜幕バイオガスプラントの設備構成 

出典：鹿追町 

大量の糞尿を処理できるようになり、住民を悩ませていた悪臭の問題は大幅に改善した。酪農

家は糞尿を処理する手間とコストを軽減できて、飼育頭数を増やすことが可能になった。瓜幕バイ

オガスプラントの運営を担当する鹿追町役場の井上竜一農業振興課係長によると、糞尿の処理を

プラントに委託している酪農家では、飼育頭数が平均で 2割も増えている。 

バイオガスプラントは糞尿を処理するだけではなく、鹿追町に新たな特産品を生み出した。南国

のフルーツとして人気のマンゴーである。ガス発電機の排熱を利用して温水を作り、プラントの構内

に設置したビニールハウスに送ってハウス内の温度を上げる。温度を調整することで、冬の 12 月

から 1月にかけて収穫できるようにしている。冬のマンゴーは希少価値が高い。年間に約 500個の

マンゴーを収穫して、東京の市場に出荷する。 

マンゴーを栽培するビニールハウス（左）、収穫直前のマンゴー（右） 

出典：鹿追町（マンゴーの写真） 
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マンゴーを栽培しない夏には排熱が余るため、隣接する場所にチョウザメの養殖施設を 2014 年

に稼働させた。チョウザメは水温が低い海に生息しているが、水温が高いと成長が速くなる。夏の

あいだだけ温水を供給して成長を促進する。 

養殖施設の中には成長段階ごとに分けられた池があって、合計で約 6600尾のチョウザメを飼育

している。成長したチョウザメは脂が乗った白身の魚で味も良い。町内の飲食店で刺身や天ぷらと

して食べることができる。 

さらにチョウザメのメスは 7 年目くらいになると卵を産む。チョウザメの卵は世界 3 大珍味のキャ

ビアになる。品質の良いキャビアを生産するためには、飼育条件を整える必要があり、商品として

販売できるかどうかは今後の生育状況にかかっている。うまく商品化できれば、冬のマンゴーととも

に、高級な食材が鹿追町の特産品に加わる。 

チョウザメの養殖施設（左）、飼育中のチョウザメ（右） 

現在のところ、バイオガス発電事業は固定価格買取制度の適用を受けて高い価格で売電できる

が、1 カ所目のプラントは 2027 年に買取期間が終了する。その後は再び安い価格で売電すること

になり、収入は大幅に減少する。それまでにマンゴーやキャビアなどの販売収入を増やしておけば、

売電収入が減少しても、バイオガスプラントを運転し続けることができる。 

乳牛の糞尿を活用したバイオガス発電事業は、さまざまな効果を鹿追町にもたらした。2 カ所の

プラントを合わせて 4850 頭分の糞尿を処理できるようになり、新しい特産品の開発にもつながった。

しかし現状では町全体の乳牛の 4分の 1程度をカバーしているに過ぎない。 

鹿追町役場では次のバイオガスプラントの建設も検討中だが、大きな課題がある。北海道電力

が公表している情報では、札幌市の周辺を除いて、送電線に空き容量がない状態だ。新しい発電

設備を建設しても送電することができない。この状況が改善されなければ、鹿追町に新たなバイオ

ガスプラントを建設することはむずかしい。地域の振興を促進するためにも、電力会社が送電線の

効率的な運用に取り組み、より多くの発電設備を接続できるようにすることが求められる。 
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●長崎県・五島市（洋上風力） 

いよいよ日本でも洋上風力発電が拡大する状況になってきた。洋上風力発電の開発を促進する

「再エネ海域利用法」（正式名称：海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の

促進に関する法律）が 2019 年 4 月に施行された。この新しい法律によって、国が指定した海域を

対象に、公募で選ばれた発電事業者が最大 30年間にわたって海域を占用できる。 

全国で最初に指定された海域は、長崎県の五島市の沖合である。国から指定を受けるためには、

地元の関係者による協議会を設置して意見を調整しなくてはならない。五島市では漁業関係者を

含めて合意を得ることができたため、法律の施行から 8か月後の 2019年 12月に促進区域の指定

を受けた。その背景には、五島市が早くから洋上風力発電に取り組んできた実績がある。 

洋上風力発電所を建設する方法は 2種類ある。風車の基礎を海底に固定する着床式と、固定し

ない浮体式である。水深が 50 メートル以上の海域では、浮体式で建設する方法が標準的である。 

環境省が浮体式の実用化に向けて 2011 年度から実証プロジェクトを開始するにあたって、五島

市の沖合を海域に選んだ。年間の平均風速が 7 メートル/秒を超えて十分な風力を得られ、陸から

近い場所でも水深が 100 メートルを超えるために浮体式の洋上風力発電設備を建設しやすい。 

日本で初めて商用運転を開始した浮体式の洋上風力発電所も五島市の沖合にある。五島列島

の中で最大の福江島から 5 キロメートルの沖合で、「崎山沖 2MW 浮体式洋上風力発電所」が

2016年 3月から運転を続けている。 

崎山沖 2MW 浮体式洋上風力発電所 
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この洋上風力発電所で採用した浮体は「ハイブリッドスパー型」と呼ぶ円筒形である。おもちゃの

「起き上がり小法師（こぼし）」と同じように、大きく傾いても元に戻ることができる。シンプルな構造

で、製造コストを低く抑えられる利点もある。全長は 170 メートル、総重量は 3400 トンにのぼる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋上風力発電設備の構造 

（商用運転中の風車は実証機と同じ） 

出典：五島市 

環境省の実証機を福江島の沖合に移設して、新たに敷設した海底ケーブルで福江島に電力を

供給する。出力は 2MW（メガワット＝1000kW）で、年間に売電できる電力量は 560万 kWhを見込む。

福江島の全世帯（1万 6000世帯）が使用する電力量の 1割に相当する。 

実から商用運転へ移行するために、実証プロジェクトの中核メンバーだった戸田建設が 100％子

会社の「五島フローティングウインドパワー」を福江島に設立して、海底ケーブルの敷設や陸上の

受変電所を建設した。発電した電力は固定価格買取制度で売電している。 
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洋上風力発電所から陸上までの電力供給ルート 

出典：戸田建設 

浮体式の洋上風力発電による電力の買取価格は 1kWh あたり 36 円である。一般的に浮体式の

ほうが着床式よりも発電コストが高い。戸田建設によると、1 基だけを運転する場合には採算をとる

ことがむずかしい。同じ海域で複数の洋上風力発電設備をまとめて運転できれば採算をとりやすく

なる。 

すでに戸田建設は福江島の沖合で、合計 10 基の洋上風力発電設備を浮体式で建設するプロ

ジェクトを進めている。大規模な風力発電所の建設に必要な環境アセスメントも完了した。これから

国が実施する公募で事業者に選ばれると工事に着手できる。公募では最大で 21MW の洋上風力

発電設備を浮体式で建設することが可能だ。2020年内に公募を開始して、2021年に事業者を決め

る予定である。 

五島市が洋上風力発電に積極的に取り組む理由は、ほかでもない。長年にわたって人口減少

が続き、地元の学生の大半が高校を卒業すると東京などへ出てしまう。この地域を支えてきた農業

と漁業は高齢者に頼らざるを得ない状況になっている。新たな産業を生み出して、雇用力を高めな

ければ、美しい島も衰退しかねない。 

漁業関係者の危機感も大きかった。最近は地球温暖化の影響もあって、漁獲量が減少している。

五島列島の漁業組合を代表する五島漁業協同組合長会の熊川長吉会長は、島の周辺に洋上風

力発電設備を建設すれば、そこに魚が集まってくるのではないかと期待をかけた。海底の岩などに

魚が集まる魚礁と同じ効果である。 

五島市の沖合で洋上風力発電を推進することに対しては、漁業関係者のあいだでも賛否が分か

れた。熊川氏は地域の漁業にもプラスの効果が得られる可能性が大きいことを説明して、関係者

の合意を得た。 
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実際に洋上風力発電所が商用運転を開始した後に、海中にある浮体を調べたところ、想定した

とおりに数多くの魚が集まっていた。浮体の表面に海藻がびっしりと付着して、海藻を食べに小魚

が集まり、さらに大きな魚が寄ってくる。沖合に風力発電設備の数が増えていけば、さまざまな魚が

回遊する“海洋牧場”を形成できる期待がある。 

 

 

 

 

 

 

 

海中の浮体に集まる魚 

出典：五島市 

もともと環境省の実証プロジェクトは 2015 年度に終了して、洋上から風力発電設備を撤去する

予定だった。5 年間の実証プロジェクトを通じて、五島市や地元の関係者の期待感は高まっていた。

日本で初めての浮体式による洋上風力発電設備には見学者が数多く訪れて、観光業にもプラスの

効果が見込めた。 

新たな産業の振興策として洋上風力発電に大きな可能性を感じた五島市は、商用化して事業を

継続することを要望した。商用化するためには売電収入を得る必要がある。実証中の発電設備は

小さな島の沖合に設置されていて、島には十分な送電容量がなかった。送配電網が充実している

福江島の沖合へ発電設備を移設することで、浮体式による日本初の洋上風力発電所が五島市の

沖合で商用運転を開始できた。 

 

 

 

 

 

 

浮体式洋上風力発電設備の設置位置 

出典：戸田建設 
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五島市は 2030 年度に市内のエネルギー需要（電力・ガス・石油）の 132％を自然エネルギーで

供給する目標を掲げている。電力の需要は 2018 年度の時点で 1 億 6540 万 kWh あり、そのうち

51％を太陽光・風力・水力で供給できた。国の公募による浮体式の洋上風力発電設備が運転を開

始すると、自然エネルギーの電力の比率は 80％程度まで上昇する見込みだ。 

電力・ガス・石油を合わせたエネルギー全体では、2030 年度の需要を電力に換算して約 5.5 億

kWh と想定、その 132％に相当する約 7.3億 kWh を自然エネルギーで供給することを目指す。この

目標に対して、五島市で導入可能な自然エネルギーの規模は 60億 kWhを超える。 

導入可能量の 70％を洋上風力発電が占めていて、大半は浮体式である。このほかに潮流発電

が 15％ある。環境省が五島市の複数の島にはさまれた潮流の速い海域を対象に、2020 年度から

潮流発電の実証事業を開始する予定だ。洋上風力発電と同様に実証事業から商用化へ移行して、

導入量を拡大する構想である。潮流発電でも五島市が日本の先頭を走る可能性が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五島市の自然エネルギー導入可能量 

MWh：メガワット時（＝1000キロワット時） 

出典：五島市 
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●岡山県・真庭市（バイオマス） 

中国地方を横断する中国山地のほぼ真ん中に、岡山県の真庭市（まにわし）がある。県全体の

面積の 12％を占める真庭市の約 8 割は森林である。古くから地域の森林資源を生かした製材業

が盛んで、約 30 社の木材加工会社が操業を続けている。その一方で森林資源を生み出す林業は

高齢化の進展や木材の価格低下など、さまざまな課題を抱えている。 

国内の多くの地域が直面する林業の問題解決に向けて、真庭市では 1990年代から森林組合や

木材加工会社などが連携して対策に乗り出した。森林で発生する間伐材を燃料に加工して、工場

のボイラーや公共施設のストーブなどで利用した。そして 2012年に「真庭バイオマス発電事業推進

協議会」を発足させて、バイオマス発電を中核に森林資源を有効に活用するシステムを作り上げた。 

真庭市の中心部から東へ約 5 キロメートルの場所に「真庭産業団地」がある。木材加工会社の

工場などが集まる産業団地の中で、「真庭バイオマス発電所」が 2015 年 4 月に運転を開始した。

発電所の運営会社には森林組合や木材事業協同組合、さらに真庭市も出資している。 

真庭バイオマス発電所 

発電所の出力は 1 万キロワットある。年間に約 8000 万 kWh の電力を供給できる。一般家庭の

電力使用量（年間 3600kWh）に換算すると 2 万 2000 世帯分に相当する。真庭市の総世帯数（1 万

7681世帯、2020年 5月 1日時点）を上回る電力量になる。売電収入は年間 20億円を超える。 

燃料に使用する木材の 6 割以上は間伐材などの未利用木材で、残りは木材加工会社から出る

端材である。合わせて年間に 14万 4000トンにのぼる燃料用の木材は、すべて地元から調達する。

これだけ大量の木材を地域内で安定して調達するために、林業と連携した効率的なシステムを作

り上げた。 

真庭市では林業の活性化に向けて、市内の木材産業が共同で「真庭バイオマス集積基地」を

2009 年に整備した。間伐後に森林から搬出されなかった林地残材や、製材所で発生する樹皮など

を基地に集めて、チップに加工して燃料として販売することが目的である。 
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真庭バイオマス集積基地（第 2工場） 

バイオマス発電所が運転を開始する 2 年前の 2013 年 3 月には、森林組合、素材生産事業者、

製材所などが集まって「木質資源安定供給協議会」を設立した。この協議会が地域の山林所有者

から間伐材や林地残材などを収集して、市内に数カ所あるチップ製造工場で燃料に加工して発電

所に供給する。木材を供給した山林所有者には 1 トンあたり 500円を還元する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオマス発電用の燃料供給体制 

出典：農林水産省「地域への利益還元を実現した木質バイオマス発電」 

協議会ではバイオマス発電所の燃料になるチップの産地・出所を管理するシステムも構築した。

トラックに積まれて発電所に到着したチップの重量はトラックごと測定して自動的に計算することが

できる。トラックの運転手が協議会のシステムで発行した 2 次元バーコードを発電所の担当者に提

示すると、山林所有者やチップ製造工場の情報が発電所の管理用パソコンに入力される仕組みで

ある。 
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バイオマスで発電した電力を固定価格買取制度で売電するためには、燃料の使用量・産地・出

所を証明書を付けて国の機関に報告する必要がある。燃料の種類によって買取価格が異なるから

である。毎月の報告に必要な面倒な作業が、協議会の管理システムを使って簡単に処理できる。 

このほかにも、真庭バイオマス発電所の運営体制にはさまざまな工夫が見られる。そのノウハウ

の多くは、木材加工会社の銘建工業が蓄積してきたものである。銘建工業は大正 12 年（1923 年）

に現在の真庭市で創業した。工場から出る端材などを燃料に利用して、出力 2000kWのバイオマス

発電所を 1998年に社内で稼働させたことが始まりだ。 

新たに 1 万 kW のバイオマス発電所を建設するプロジェクトは、銘建工業でバイオマス事業部長

を務める坂本規氏が中心になって推進した。坂本氏が最も重視した点は、チップを燃焼して蒸気を

発生させるボイラーの設計である。 

燃料に利用するチップは森林の間伐で発生する原木のほか、森林に長く放置された枝や樹皮、

製材所で木材を加工した後の端材がある。それぞれで含有成分や水分量に違いがあるため、特性

の異なる燃料でも効率よく熱を発生できるボイラーの設計をメーカーに依頼した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さが 25 メートルあるボイラー 
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さらにチップごとの特性を把握するために、搬送してきたトラックの運転手からチップのサンプル

を提示してもらう。専用の装置でチップの水分量を測定して、管理用のパソコンに入力する。水分量

をもとに、ボイラーで燃焼した時の熱量を計算するためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

チップの水分量を測定する装置 

ボイラーや発電機の運転状況は隣接する建屋にある中央操作室で、オペレーターがモニターを

見ながら 1日 24時間の体制で監視する、ボイラーは内部の温度などをもとに自動的に運転状態を

調整できるようになっているが、種類の違うチップが混ざっているため、自動調整だけでは安定した

燃焼状態を持続することはむずかしい。オペレーターがモニターに映る炎の様子などを見て、燃料

の種類や投入量を調整する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転状況を監視する中央操作室 
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真庭バイオマス発電所では、運転状況を監視するオペレーターのほかに、燃料の搬入からボイ

ラーに投入するまでの作業員、事務担当者を含めて 15 人のスタッフで運営している。全員が地元

からの採用だ。 

スタッフの人件費に加えて、燃料の購入費が年間に 13億円かかる。このすべての費用が地域に

もたらされるバイオマス発電の経済効果である。売電収入は年間に 23 億円を見込んでいて、十分

に利益を出すことができる。 

バイオマス発電所の建設費は 41 億円にのぼった。国から「森林整備加速化・林業再生事業」の

補助金を 14億円、真庭市の雇用助成金などで 2億 6000万円、残り 23億円を地元の中国銀行を

中核とする金融機関から融資で調達した。15年で投資を回収できる見込みである。 

ただし固定価格買取制度の買取期間は 20 年で終了するため、その後に採算をとれるかどうか

が大きな課題になる。買取価格は燃料のチップの原料によって、1kWh あたり 32 円（間伐材など）と

24 円（製材端材など）に分かれている。真庭バイオマス発電所で使用する燃料の比率で平均する

と 30円になる。 

買取期間が終了すると、これほど高い価格では売電できなくなる。燃料費や人件費を考えると、

1kWhあたり 20円以上で売電できなければ採算がとれない状況で、現在の電力取引価格の水準を

大きく上回る水準である。 

地域の林業を支えるうえで、バイオマス発電は重要な役割を果たしている。買取期間が終了した

後も継続できることが望ましい。燃料費の削減などが将来の検討課題になるが、バイオマス発電で

生じる熱や蒸気を活用することも収入を増やす手段として考えられる。 

現在は発電所に隣接する銘建工業の工場までパイプを通して蒸気を送り、木材の乾燥や暖房に

使っている。熱や蒸気を供給するパイプラインを整備できれば、他の地域で取り組んでいるような

農作物の栽培なども可能になる。その時には農業の担い手を確保する必要がある。 

真庭バイオマス発電所を運営する銘建工業では、新しいバイオマス発電所の計画も進めている。

本社の工場に出力 5000kWの発電設備を建設中だ。2021年 8月に運転を開始する予定で、これま

でに蓄積してきた技術やノウハウを投入して発電所を運営していく。運転を開始すれば、真庭市の

バイオマス発電の供給量がさらに増える。 
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●和歌山県・有田川町（小水力） 

河川や用水路などを活用する小水力発電には、さまざまな方法がある。その中で最も効率的な

方法は、ダムから一定の水量を流し続ける「河川維持放流」を利用することである。和歌山県の有

田川町（ありだがわちょう）では、河川維持放流を利用した「有田川町営二川小水力発電所」が

2016年 2月に運転を開始した。 

有田川町営二川小水力発電所 

この小水力発電所は、和歌山県が運営する「二川（ふたがわ）ダム」の直下にある。治水と発電

を目的に 1967 年に完成した大規模なダムで、町を横断する有田川の中流に造られた。川に沿って

7キロメートル下流には、関西電力の水力発電所（出力 1万 1000kW）がある。 

大規模な水力発電所まで、ダムから長距離の導水路を伝って大量の水が送られている。発電に

利用した水は川に放流するが、ダムから発電所までのあいだは川の水量が減ってしまう。このため

川の水質が悪化して、周辺地域に悪臭が漂う状態になっていた。 

ダムと水力発電所の運転開始から 31年を経過した 1998年に、川の水質を改善するために河川

維持放流が始まった。ダムの堤体（水をせき止める壁）に穴を開けて、堤体に沿って導水路を作り、

ダムの直下で水を放流し続ける。放流量は毎秒 0.7 トンである。 

ダムの堤体の上部から導水路を通って流れ落ちる水は、落差が 30 メートル以上ある。これだけ

の落差で常時 0.7 トン/秒の水量があれば、小水力発電に利用できる。そう考えた有田川町役場の

中岡浩環境衛生課長は、2006年に小水力発電の検討に着手した。 
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当時は固定価格買取制度がなく、売電価格は 1kWhあたり 8 円程度だった。それでも採算をとる

のに十分な発電量を得られる見込みが立った。ところが和歌山県に支払うダムの利用料が総額で

3 億円を超える金額になることが判明した。ダムの利用料だけで小水力発電所の建設費（約 2 億

8600万円）よりも高くなってしまう。 

中岡氏は粘り強く県と交渉を続けた。2011 年 3 月に東日本大震災が発生すると、全国各地で自

然エネルギーの導入機運が高まった。和歌山県知事は従来の慣例にとらわれず、有田川町が小

水力発電を実施できるようにダムの利用料を大幅に軽減する措置をとった。それに加えて 2012 年

7月に固定価格買取制度が始まった。出力 200kW未満の小水力発電の買取価格は 34円/kWhに

設定された。 

有田川町は中小水力発電の開発を促進する国の補助金を受けることができたため、コンサル

ティング会社に小水力発電所の設計を依頼した。川の水を利用する占用許可も県から取得して、

2014年 9月に建設工事に入った。中岡氏が小水力発電の検討を開始して 8年が経過していた。 

ダムから導水路を通って流れる河川維持放流は、ダムの直下に設けられたバルブ室を経由して

川に送られる仕組みになっている。このバルブ室の横に発電所を建設して、導水路を分岐すれば

水車に水を送り込むことができる。発電に利用した水を川に流せば、従来と変わらない水量で河川

維持放流を続けられる。 

河川維持放流の導水路（上から見た状態） 

出典：有田川町 

工事開始から 1年 5 カ月後の 2016年 2月に、二川小水力発電所は運転を開始した。最大出力

は 199kWである。固定価格買取制度の買取価格が高い出力 200kW未満に抑えるためである。 
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年間の発電量は当初の想定よりも増えて、初年度に 136万 kWhに達した。売電収入は年間に約

4300万円を得られる。運転維持費は毎年 200万円に抑える計画で、10年に 1度の水車の修繕費

（1回あたり 1000万円を想定）を加えても、7年以内に投資を回収できる見通しだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水車（左奥）、発電機（右手前） 

一般に小水力発電所では、枯れ葉などのゴミが導水路に入り込み、定期的な清掃が必要になる。

二川ダムでは取水口にネットを付けてゴミの混入を防ぐことができるため、月に 1～2回程度の清掃

で済む。町役場の課員が交替で清掃と発電設備の点検を担当して、運転維持費を軽減している。 

ダムの取水口から小水力発電所の放水口までの水の流れ 

出典：有田川町 
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小水力発電所を運転しているあいだも、河川維持放流は変わらず続く。水量は同じだが、発電所

の中で水車を回転させることによって水の勢いは弱まる。放水口から出る水は遠くまで飛ばずに、

ほぼ真下に落ちる。ダムから送られた水の運動エネルギーが、水車によって電気エネルギーに変

わったことがわかる。河川維持放流を開始してから 20 年近く使われることのなかった水力が電力

になって、町に新たな収入をもたらした。 

放水口から出る水の勢い。発電所の運転停止時（左）、運転中（右） 

有田川町では小水力発電で得られる利益を「循環型社会の構築と自然エネルギー基金」として

積み立て、町民が太陽光発電設備や太陽熱給湯器を住宅に設置する時の補助金として支給して

いる。温暖な気候で、みかんが名産の有田川町は豊富な日射量に恵まれている。春から秋までは

住宅に必要な湯量を太陽熱給湯器で供給できる。基金の積立額は累計で 1億 8000万円を超えて、

すでに 3分の 1以上が各種の施策に使われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「循環型社会の構築と自然エネルギー基金」による主な補助制度 

出典：有田川町 
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●福岡県・北九州市（風力、太陽光） 

九州の玄関口である北九州市は、100年以上前から製鉄で栄えてきた日本を代表する工業都市

である。臨海工業地帯には大規模なプラントが建ち並び、港には大型のタンカーが往来する。長年

にわたって重厚長大型の産業で発展してきた北九州市が、2008 年に国から「環境モデル都市」に

選ばれた。産業振興と環境保全を両立させる取り組みが評価された。 

低炭素社会を実現する環境モデル都市として、北九州市が特に力を入れているのが風力発電

である。市の北部にある臨海工業地帯の響灘（ひびきなだ）地区において、2010年から長期計画で

「グリーンエネルギーポートひびき」を推進している。これから日本でも大きな市場になる洋上風力

発電を北九州市の新たな産業として発展させることが目的だ。 

「グリーンエネルギーポートひびき」の実施計画 

上の数字は平成の年号、Rは令和 

O&M：オペレーション＆メンテナンス 

出典：北九州市 

3段階に分けて進める長期計画のフェーズ 1では、広大な土地がある響灘地区の陸上に大規模

な風力発電所や太陽光発電所を建設して自然エネルギーの発電事業を拡大する。それに合わせ

て発電所を建設・運転するために必要な物流倉庫やメンテナンスセンターを設置して、将来の洋上

風力発電に備える計画である。 

2018 年 1 月には風力発電と太陽光発電のハイブリッドによる「響灘ウインドエナジーリサーチ

パーク」が運転を開始した。出力 3300kW の大型風車 2 基と 1 万枚を超える太陽光パネルを組み

合わせた発電所である。 
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響灘ウインドエナジーリサーチパーク 

後方に見える風車やプラントは別の発電所 

大型風車には洋上で使用するものと同型の機種を採用して、将来の洋上風力発電設備の運用

ノウハウを蓄積していく。陸上用の風車と比べて耐久性を高めた機種で、発電機など主要な部品の

強度を上げて故障の発生を抑える設計になっている。洋上で運転する風力発電設備は部品を交換

できるまでに時間がかかるため、故障の頻度を減らして稼働率を維持する必要がある。 

このハイブリッド発電所の運転開始に先立って、風力発電用のメンテナンスセンターが響灘地区

に開設した。センターの内部には風力発電設備を遠隔監視するシステムが備えられていて、技術

者が 1日 24時間体制で複数の発電設備の運転状況を監視している。 

メンテナンスセンターの遠隔監視システム 
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メンテナンスセンターには数多くの部品を揃えて、故障が発生した時に短時間で交換できるよう

にしている。大型風車の部品は 1基で数万点に及ぶ。そのうち特に故障する可能性が高くて、重機

を使わずに交換できる部品をセンターの倉庫にストックしている。遠隔監視と故障時に対応できる

体制を構築したうえで、技術者を育成しながら、洋上を含む風力発電のメンテナンスサービス拠点

を整備していく計画だ。 

響灘地区のハイブリッド発電所には、洋上風力発電に向けた実証研究の役割に加えて、もう 1つ

の目的がある。風力と太陽光を組み合わせる効果の検証である。風力発電と太陽光発電は天候

によって出力が変動する。それぞれで出力の変動パターンが異なるため、両方を合わせると相互

に補完して変動量を平準化でき、発電所から送電する電力を安定させる効果が期待できる。運転

時のデータを長期間にわたって蓄積して、実際の効果を検証する予定である。 

ハイブリッド発電の効果を実証できれば、全国各地にある大規模な太陽光発電所のうち、風況

の良い場所では風力発電設備を併設する可能性が生まれる。特に臨海工業地帯や高原地帯には

年間を通して強い風が吹く場所があり、そうした地域にある太陽光発電所が有望である。響灘地区

のハイブリッド発電所がモデルケースになる。 

響灘地区に 2 カ所目のハイブリッド発電所として、「北九州響灘風力発電所・太陽光発電所」が

2020 年 5 月に運転を開始した。この発電所でも洋上用に設計された出力 5MW の大型風車を採用

している。 

フェーズ 1の事業実施区域と対象事業 

出典：北九州市 
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洋上風力発電に取り組むフェーズ 2の開発プロジェクトも 2017年から始まっている。響灘地区の

沖合に広がる約 2700 ヘクタール（27 平方キロメートル）の港湾区域を対象に、北九州市が公募を

通じて事業者を選定した。最大で約 22 万 kW に達する洋上風力発電設備を建設するプロジェクト

で、2022年度に着工する予定である。 

洋上風力発電設備の設置予定エリア 

ha：ヘクタール 

出典：ひびきウインドエナジー 

公募で選ばれた 5社の共同事業体には、風力発電専門のメンテナンスサービス会社である北拓

が加わった。北拓はフェーズ 1のハイブリッド発電所を手がけた事業者の 1社で、地区内で稼働中

のメンテナンスセンターを運営している。 

洋上に設置する予定の超大型風車（出力 9500kW）は、ハイブリッド発電所で採用したものと同じ

メーカーの製品になる見込みだ。ハイブリッド発電所で蓄積した運用ノウハウを生かすことができる。

すでに響灘地区では大型風車が 10 基以上も運転中で、安定した稼働に欠かせない O&M（オペ

レーション＆メンテナンス）の機能が整い始めている。 

北九州市が長期計画で目指すのは、風力発電に関連する産業の総合拠点化である。大型風車

は海外のメーカーから輸入して、国内の建設場所まで海上で輸送する必要がある。大規模な港湾

施設がある響灘地区は大型風車の受け入れや積み出しに適している。 

従来は 5000kW級の大型風車を想定して港湾の整備計画を進める予定だったが、海外では 1万

kW 級の超大型風車が主流になってきた。響灘地区の洋上風力発電プロジェクトでも 1 万 kW 級を

採用する可能性が大きい。運搬用の船舶も大型化するため、岸壁の水深を大きくとる必要がある。

長さが 100 メートル前後に達する風車のブレード（翼）やタワー（支柱）の保管・組立ができる機能も

欠かせない。 



30 

このため北九州市は港湾の整備計画を見直して、1 万 kW 級の超大型風車に対応できる拠点を

構築する。国と共同で 2023 年度までに、超大型風車に対応できる保管ヤードや、部材の搬入・搬

出・事前組立のためのプレアッセンブリヤードの建設、さらに港湾の底面の土砂を取り除いて水深

を 10 メートルに拡大する工事を実施する計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風力発電関連産業の総合拠点化 

O&M：オペレーション＆メンテナンス 

出典：北九州市 

これから全国各地で大規模な洋上風力発電の開発プロジェクトが始まろうとしている。北九州市

が風力発電の総合拠点をいち早く形成できれば、製鉄に代わる新たな産業を生み出せる可能性が

大きく広がっていく。 
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第 2章：農林水産・観光業に相乗効果 

地域の資源を活用した自然エネルギーの発電設備を開発・運転するのと合わせて、付加価値の

高い農林水産物を生産することも可能になる。典型的な例はソーラーシェアリング（営農型太陽光

発電）である。荒廃した農地の上部に太陽光パネルを設置して、その下で農作物を生産する。収益

性の高い新しい農業のモデルとして注目を集めている。 

ソーラーシャアリングのほかにも、自然エネルギーの発電プロジェクトを通じて地域の農林水産

業を活性化する取り組みが全国各地で始まっている。山間部では小水力発電所の建設と合わせて、

老朽化した農業用水路を改修する。地熱発電やバイオマス発電の熱や温水を利用して、付加価値

の高い農作物の生産に乗り出すこともできる。森林の多い地域では、間伐材を利用するバイオマス

発電が森林の保全に役立ち、燃料になる木材が林業に新たな収入をもたらす。 

気候変動に対する関心が高まるにつれて、自然エネルギーを生かした環境にやさしい町づくりが

観光客を呼び込む手段にもなる。都市部では目に触れる機会が少ない風力・小水力・地熱・バイオ

マス発電所が観光スポットとしての役割を果たす地域も増えてきた。 

 

●荒廃農地を再生 

人口減少と高齢化によって農業の担い手が減り、農作物を栽培する予定のない「耕作放棄地」

が全国各地で毎年増加している。農林水産省の統計によると、2015 年の時点で耕作放棄地の面

積は 42万ヘクタールにのぼり、農地全体（約 480万ヘクタール）の 1割近くを占めている。そのうち

農地が荒廃して農作物の栽培が不可能とみられる「荒廃農地」が 28万ヘクタールもある。 

荒廃農地と耕作放棄地の状況 

ha：ヘクタール 

出典：農林水産省「荒廃農地の現状と対策について」 
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従来は農地を他の目的に転用することは厳しく制限されてきたが、全国的に拡大する荒廃農地

を再生する手段として、一定の要件を満たした場合には太陽光発電に利用することが 2013年 4月

から可能になった。農地に支柱を立てて太陽光パネルを設置して、その下で農作物を栽培する

ソーラーシェアリングである。 

ソーラーシェアリングを対象にした農地の一時転用許可制度が始まって 5 年後の 2017 年度に

は、許可件数が累計で 2000件近くに達して、営農を再開した面積は 480ヘクタールを超えた。 

 

 

 

 

 

 

ソーラーシェアリングを対象にした農地一時転用許可件数および営農面積 

出典：農林水産省「農林水産業ひと口メモ」 

それまで地域で生産したことのなかった農作物を栽培する事例も増えている。宮城県の内陸部

にある登米市（とめし）と加美町（かみまち）の広大な農地では、2017 年の秋からキクラゲの栽培を

ソーラーシェアリングで開始した。 

太陽光パネルの下でキクラゲを栽培（宮城県登米市） 
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登米市にある「登米善王寺太陽光発電所」では、山林に囲まれた約 3万平方メートルの農地に、

7400 枚の太陽光パネルを設置している。合計の出力は 2.2MW に達する。この農地は土壌が悪く、

長年にわたって農作物を栽培していない耕作放棄地だった。 

登米善王寺太陽光発電所 

出典：サステナジー（事業者） 

一般的なソーラーシェアリングでは、通常よりも細長い専用の太陽光パネルを採用して、間隔を

空けて設置することによって、パネルの下の農地に十分な日射量を確保する。栽培する農作物が

日射量を多く必要とする場合には、農地の面積に対して発電設備の規模が小さくなる。 

その点でキクラゲは日射をほとんど必要としないため、標準的な大きさの太陽光パネルを使って、

間隔をさほど空けずに設置できる。2MW を超える大規模なソーラーシェアリングに適した農作物と

して選ばれた。ただし栽培や収穫に相当な手間がかかる。 

キクラゲの生産業務は地元の農業法人が担当する。キクラゲは温度を 25℃程度に保ちながら、

湿度を 90％以上に高めて栽培する必要がある。わずかな日射量も必要だ。屋外で実施するソー

ラーシェアリングでは、ビニールハウスを利用する場合よりも温度・湿度の調整がむずかしい。 

太陽光パネルの下には数多くのキクラゲの菌床（おが屑・栄養体・菌を詰め込んだもの）が並ぶ。

天候に合わせて菌床を覆うカーテンを上げ下げして、温度・湿度を調整しなくてはならない。すべて

の菌床に散水も欠かせない。一連の作業を農業法人の若手社員が 1人でこなしている。 

キクラゲは 5月から 10月にかけて、20日程度で成長して収穫できる。それぞれの菌床の状況を

見ながら、20日サイクルで収穫を続ける。収穫時には菌床からキクラゲを切り取る作業の担当者を

パートタイムで雇う必要がある。収穫したキクラゲは地元の道の駅や東京の市場に出荷している。 
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収穫直前のキクラゲ（左）、乾燥した商品（右） 

出典：サステナジー（左の写真） 

ソーラーシェアリングで農地を一時転用するための条件の 1 つとして、あらかじめ計画した収穫

量を確保することが求められる。一時転用の許可は 3 年ごとに更新しなくてはならないが、収穫量

が計画を下回った場合には、更新を認められない可能性がある。農作物の栽培をおろそかにする

ことはできない。 

登米市と加美町のソーラーシェアリングではキクラゲの販売量が想定したほど伸びなかったため、

2019 年からキクラゲの栽培を縮小して、苔の栽培も開始した。収穫量の確保だけではなく販売量

の拡大も簡単なことではない。 

太陽光発電設備の運転・保守と比べると、農作物の栽培にかかる手間ははるかに多い。ソー

ラーシェアリングは農業を継続的に実施できるかどうかが最も重要な点である。そのうえで太陽光

発電による売電収入を安定的に得て、収益性の高い事業を続けることができる。農地を継続的に

利用することも可能になる。 

農林水産省はソーラーシェアリングが荒廃農地を再生する有効な対策になると判断して、2018

年 5月に許可制度を見直した。新制度では、荒廃農地を利用する場合や農業の担い手みずからが

ソーラーシェアリングを実施する場合には、10年間の一時転用許可を認める。 

固定価格買取制度を適用して太陽光発電を実施することを想定すると、20年間の買取期間中に

1 回だけ更新すれば済むようになった。長期の事業計画を作りやすくなり、必要な資金を金融機関

から調達するうえでも条件が良くなる。 
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●農業用水路が復活 

全国各地にある農業用水路は、米などの栽培に欠かすことのできない重要な設備である。古く

から使われている水路が多く、地域の管理組合にとって維持管理の手間と費用が大きな負担に

なっている。 

かつて宿場町として栄えた岐阜県東部の中津川市にも、明治時代に造られた農業用水路がある。

近くを流れる川の水を上流で取り込み、そこから約 1 キロメートルの水路で下流の田や畑まで送る

ことができる。 

しかし建設から 100年以上が経過して老朽化が激しく、途中で水が漏れ、流れも悪くなっていた。

この水路を小水力発電にも利用できるように、事業者が管理組合の合意のもと全面的に改修した。

水路が狭くなっている箇所は幅の広い管に入れ替えて、発電に必要な水量を流せるようにした。 

改修前の農業用水路（左）、改修後（右） 

出典：飛島建設（事業者） 

森林のあいだを通る水路が田や畑に流れ込む直前に、落差 60メートル以上の斜面がある。この

落差を利用して、「落合平石小水力発電所」が 2016 年 4 月に運転を開始した。小水力発電が盛ん

なチェコ製の水車・発電機（出力 126kW）を採用している。年間に 95 万 kWh の電力を供給できる。

固定価格買取制度の認定を受けて、20年間に合計で約 6億 5000万円の売電収入を見込む。 

水車・発電機（左）、斜面の上から水車に水を送り込むヘッドタンク（右） 
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落合平石小水力発電所 

このプロジェクトは中津川市の周辺で発電所やダムを造ってきた飛島建設が、都市開発のオリエ

ンタルコンサルタンツと共同で推進した。管理組合から農業用水路の使用許可を得る一方、水路や

発電設備の点検・清掃業務を管理組合に委託している。管理組合は水路の改修によって維持管理

費を軽減できるうえに、新たに点検・清掃業務の収入を得られる。 

 

 

 

 

 

 

小水力発電プロジェクトの実施スキーム 

出典：飛島・オリコン JV 

もともと中津川市は地域の資源を生かした小水力発電の開発に力を入れていて、このプロジェク

トを全面的に支援した。発電所の建設・運転に必要な許認可を円滑に進めたほか、事業者が地域

の関係者向けに実施する説明会に市の担当者も同席した。事業者と管理組合の協議は約 20回に

のぼった。さらに森林組合や川の下流で漁業権をもつ漁業組合にも説明して理解を得た。地元の

同意と協力を得ることは、自然エネルギーの開発に欠かせない。 
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●温水で特産品を生産 

地熱発電やバイオマス・バイオガス発電で生じる温水を利用して、新たに地域の特産品を生産

する試みが活発になっている。エビを養殖する福島市の土湯温泉、マンゴーの栽培とチョウザメの

養殖に乗り出した北海道の鹿追町のほかにも、同様の取り組みが全国に広がってきた。 

青森県の平川市では、地域の間伐材などを利用した「津軽バイオマスエナジー平川発電所」が

2015 年 12 月から運転を続けている。バイオマスボイラーや発電機を収容した建屋が並ぶ敷地に

隣接して、2 棟のビニールハウスがある。発電所から供給する温水を利用して、高糖度ミニトマトを

生産している。ビニールハウスの中には熱交換器と温風機があり、発電所から送られてくる温水で

15℃の温風を送り出すことができる。 

ビニールハウスの中の温風機（左、円筒形の装置）、栽培中の高糖度ミニトマト（右） 

ミニトマトは 2 月に苗を植えて、5 月から 12 月まで栽培する。苗を植えた後の 4 カ月間と、気温

が低下する 10 月から 12 月までの 3 カ月間は、暖房が必要になる。通常は重油ボイラーなどを暖

房に利用するが、バイオマス発電の排熱を利用して温水を作ると、年間で 200 万円以上の光熱費

を削減できる。現在のところミニトマトの生産量は年間 17 トンで、青森県内の生協の店舗や東京の

デパートなどで販売している。生産量を 25 トンに増やすことができれば採算がとれる状況だ。 

バイオマス発電の燃料には、スギなどの間伐材に

加えて、地元の名産品であるリンゴの枝を剪定（せん

てい）した時の剪定枝も使われている。リンゴ農家が

処理に困っていた大量の剪定枝を回収して、間伐材

とともにチップに加工して発電に利用する。 

 

 

 

燃料のチップ 

スギ間伐材（左）、リンゴ剪定枝（右） 
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発電所の敷地の隣には貯木場とチップ製造工場があり、燃料の調達から供給まで一貫体制を

構築している。地域で発生する間伐材やリンゴ剪定枝を森林事業者が集めて、チップ製造工場に

供給する。製造工場は森林事業者と森林組合が出資して設立した「津軽バイオチップ」が運営して

いる。さらにバイオマス発電所の運営会社には平川市が出資している。岡山県の真庭市と同様に、

地域全体で農林業の活性化とバイオマス発電を推進する体制だ。 

バイオマス発電の推進体制 

出典：タケエイ（事業者） 

チップ製造工場（左）とバイオマス発電所（右） 

バイオマス発電を中核にした一連の事業で新たに 80 人以上の雇用が生まれた。林業では木材

の伐採・運搬・植樹の業務が拡大した。チップ製造工場と 1 日 24 時間体制で運営するバイオマス

発電所、さらにミニトマトの生産にも人手が必要になる。全員が地元からの雇用である。 
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地熱発電では、岐阜県の奥飛騨温泉郷で進められている錦鯉の養殖プロジェクトに注目したい。

この温泉郷では 2017年 10月に、「奥飛騨第一バイナリー発電所」が運転を開始した。地元の旅館

などに温泉を供給する源泉の「交換掘り」に合わせて建設した発電所である。源泉から湧き出る

110℃の温泉水を使って、水よりも沸点の低い媒体を蒸発させてタービンを回して発電する。 

奥飛騨第一バイナリー発電所 

源泉の交換掘りは、長年にわたって源泉を使い続けて温泉の湧出量が減ってしまった場合に、

隣接する場所に新しい源泉を掘削しなおす従来からの手法だ。奥飛騨温泉郷の温泉組合の 1 つ

が交換掘りを実施することになり、合わせて温泉の熱エネルギーを有効に活用する目的で地熱発

電所を建設した。ただし発電に利用した後の温泉の温度が大幅に低下しないように、出力 72kW の

小規模なバイナリー方式の発電機を導入することにした。 

発電事業者は売電収入から運転維持費を引いた利益の半分を温泉の利用料として温泉組合に

支払う契約になっている。温泉組合は収入を源泉の維持管理などにあてることができる。 

源泉を掘り直したことによって、温泉の湧出量が大幅に増加した。地域の旅館に供給しても余る。

そこで 2018 年末から近隣の空き地を利用して、錦鯉の養殖を開始した。以前は稲作に使われてい

た土地だが、その後は空き地になっていた。養殖池を 2 つ造って、地熱発電所から池までパイプで

温泉を供給する。 

錦鯉の生育には 25℃前後の水温が適している。発電所から送られてくる温泉は 50℃くらいに

なっているため、養殖池の脇に設置した水温監視装置を使って温泉水の流量を自動的に調整する

仕組みを取り入れた。 
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錦鯉の養殖池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養殖池の水温監視装置 

最初に造成した 2 つの池は試験用であったために、元の土地に戻して、新たに別の場所に 2 つ

の池を造成して事業化を目指している。合計で約 2800匹の錦鯉を飼育中だ。成長した錦鯉は周辺

の旅館や住宅に観賞用として提供するほか、今後は販売も予定している。 

錦鯉は中国をはじめ海外で人気が高く、かなりの高値で取り引きされている。養殖事業が軌道に

乗れば、奥飛騨温泉郷の新たな収入源になる。農業の縮小に伴って空き地が増えていて、養殖池

を拡大する余地は大いにある。海外からの観光客を呼び込む手段としても期待できる。  
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●燃料調達で森林保全 

日本の国土の 3分の 2を占める森林を健全な状態に保つことは、自然環境を守り、災害の発生・

拡大を防止するうえでも重要である。森林の保全には、曲がった木や枯れた木を間引く間伐を実施

して、正常な状態の木の成長を促進する必要がある。しかし近年は林業従事者が減って、間伐を

実施できない森林が増えている。 

さらに間伐を実施しても、切った木は木材として利用できる部分が少ないことから、森林の中に

放置される林地残材が増加している。放置されたままだと、大雨などで洪水が発生した場合に土砂

災害を引き起こす危険がある。 

林野庁の推定によると、2014 年の時点で全国各地に合計 800 万トンにのぼる林地残材が発生

していて、その量は増え続けている。2025 年には 1040 万トンに達する見込みである。林地残材を

バイオマス発電の燃料として利用すれば、発生量を減らすことができて、間伐を促進することにも

つながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木質バイオマスの発生量と利用量（推計） 

出典：林野庁「平成 30年度 森林・林業白書」 
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すでに岡山県の真庭市などでは、地域で発生する林地残材を活用したバイオマス発電に先進的

に取り組んで成果を上げている。発電ではなくて熱エネルギーとして利用するプロジェクトも各地で

始まっている。 

間伐材を利用するバイオマス発電は燃料の調達コストが大きいため、固定価格買取制度を適用

できないと採算をとるのはむずかしい。しかも蒸気を発生させてからタービンを回して発電機を動か

すため、燃焼で得られる熱エネルギーの多くが途中で失われてしまう。 

燃焼で得られる熱をそのまま暖房などに利用すれば、発電してから使うよりもはるかに効率が高

い。発電に利用した場合のエネルギー効率が 2～3 割にとどまるのに対して、熱で利用すると 8 割

くらいまで効率を高められる。温室効果ガスの排出削減に有効で、石油やガスに対するコスト競争

力も十分にある。 

静岡県の御殿場市では、オフィス向けの複合機などを生産するリコーが熱源として地域の間伐

材を使っている。富士山のふもとに位置する御殿場市は面積の約 4 割を森林が占めるが、林業が

盛んではなく、間伐した木は林地残材になっていた。 

そこで市が中心になって、木質バイオマスエネルギーの地産地消を推進する「御殿場モデル」の

取り組みを 2014 年に開始した。リコーは木質バイオマスの熱を利用する需要家として、このプロ

ジェクトに加わった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「御殿場モデル」による間伐材の活用メリット 

出典：リコー 
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リコーは御殿場市にあった工場を 2016 年 4 月に「リコー環境事業開発センター」にリニューアル

する時に合わせて、間伐材から作った木質チップを燃料に利用できるボイラーを導入した。ボイ

ラーが供給する熱をセンター内の冷暖房と給湯に利用している。2019年度には 294 トンの木質チッ

プを購入して、従来の灯油ボイラーを使った場合と比べて年間に 291万円のコストを削減できた。 

 

 

 

 

 

 

リコー環境事業開発センターにおける木質バイオマスエネルギーの利用状況 

出典：リコー 

この事例のように、バイオマスを燃焼させた熱を近隣でエネルギーとして利用できると効率的で

ある。エネルギーを利用する場所が離れている場合には、ボイラーで作った温水を供給するための

インフラが必要になる。 

バイオマスの熱利用が盛んな北欧では、オイルショックが起こった 1970 年代から、地域ぐるみで

バイオマスの熱を有効に活用してきた。地域内に導管を張りめぐらせ、熱供給施設から導管を通し

て住宅などに温水を供給している。 

日本でもバイオマスの活用に先進的に取り組む北海道の下川町など一部の地域では、導管を

敷設して住宅に熱を供給する取り組みを開始した。新たに導管を敷設するコストをどう抑えるかが、

普及に向けた課題になる。 
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●発電所が観光スポットに 

日本国内で将来の成長が見込める産業の 1 つが観光業である。外国人の観光客が増えている

ことに加えて、高齢者の増加に伴って国内の旅行者も拡大している。新型コロナウイルスの影響で

旅行需要は一時的に減少したものの、早期の回復が期待される。全国の観光地が新たな集客手

段を模索する中で、地域の自然エネルギーを利用した発電所が新たな観光スポットになる事例が

増えてきた。 

日本における旅行消費額 

出典：観光庁「平成 30年版観光白書」 

福島県の土湯温泉では、建屋に覆われていない地熱発電所を間近で見ることができる。源泉の

場所が市街化調整区域に指定されていたため、建屋を新設できなかったことが理由だ。さまざまな

形の装置がパイプで結ばれていて、地熱の蒸気や熱水がどのように流れているかがわかる。装置

の外側は塗料で覆って耐久性を高めた。 

土湯温泉の地熱発電所 

蒸気と熱水の導管（左）、バイナリー発電に使う媒体の蒸発器と凝縮器（右） 
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長崎県の五島市へ行けば、世界遺産に登録された潜伏キリシタンの関連遺産と合わせて、日本

初の浮体式による洋上風力発電所を見学できる。最高到達点が 100 メートルに達する大型風車が

洋上に浮かび、回転する光景は迫力がある。巨大な風車が回転して作った電力を海底ケーブルで

5 キロメートル先の陸上まで送っていることを想像すれば、自然エネルギーが日常生活にもたらす

効果を実感できる。2018年度の見学者は 1000人を超えた。 

五島市の沖合で運転中の浮体式洋上風力発電所 

自然エネルギーをテーマにした観光で先駆けになったのは岡山県の真庭市である。市内のバイ

オマス関連施設をバスでめぐる「バイオマスツアー真庭」を 2006 年 12 月に開始した。10 年後の

2016年には累計の参加者数が 2万人を突破するほど人気を集めている。 

真庭市の木質バイオマスをテーマにしたコースでは、森林から搬出した木材の集積場や燃料の

チップ製造現場、バイオマス発電所、市役所のバイオマスボイラーによる冷暖房システムなどを、

担当者の説明を聞きながら見て回ることができる。 

真庭バイオマス発電所（左）、真庭市役所（右） 

自然エネルギーの発電所は子供たちの学習の場としても有益である。家や学校で使っている電力が

どのようにして作られているのかを実際に目にすることで、エネルギーや気候変動を身近な問題として

考えることができる。修学旅行で訪問する場所としても適している。  
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第 3章：導入拡大に向けた課題 

地域に自然エネルギーの発電設備を導入するうえで、さまざまな課題がある。現在のところ最大

の問題は、発電設備を送配電ネットワーク（系統）に接続できないことである。この問題のために、

開発プロジェクトを断念するケースが全国各地で発生している。 

最近は気候変動の影響により、猛烈な台風が年に何回も襲来するようになった。強風や洪水、

土砂崩れなどが起こり、発電設備を破損する事故が増えている。周辺地域に大きな被害を及ぼす

事例も生じている。従来以上に事故防止対策を強化する必要がある。 

火力発電や原子力発電に比べて環境負荷が低い自然エネルギーの発電設備であっても、環境

破壊をもたらすようでは意義が薄れる。地域の貴重な資源を可能な限り保護することを前提に自然

エネルギーの導入プロジェクトを進めていかなくてはならない。 

 

●系統接続 

2012年に固定価格買取制度が始まってから、自然エネルギーが豊富な北海道、東北、九州をは

じめ、全国の多くの地域で発電設備が急速に増加した。その結果、送配電ネットワークに接続可能

な新規の発電設備を制限する状況が各地で続いている。 

発電設備を接続できる場合でも、遠く離れた送電線まで接続するために多額の工事費負担金を

電力会社から請求されるケースが少なくない。特に出力が小さい発電設備では、売電収入をさほど

大きく見込めないことから、多額の工事費負担金を支払うと初期投資を回収できなくなってしまう。 

しかし実際には大半の送電線に空き容量がある。電力会社が運用ルールを変えることによって、

多数の新しい発電設備を接続できるようになる。政府は「日本版コネクト＆マネージ」という新たな

ルールを作って、自然エネルギーの発電設備をより多く接続するように電力会社に要請している。 

日本版コネクト＆マネージによるルールの変更点は 3つある。その中で早急に対応できて、接続

できる発電設備を大幅に増やせる対策が「N-1電制」である。 

通常の送電線は複数（N）の回線を組み合わせて、かりに 1 回線で故障（N-1 故障）が発生して

も、残りの回線を使って支障なく電力を送れるように常に一定量の枠を空けてある。2 回線で運用

する場合には 50％の容量を確保しておく。しかし故障が起こることはまれで、大半の時間帯は 50％

以上の容量が空いている。緊急時のために確保する枠を小さくすれば、空いた分だけ新しい発電

設備を接続することが可能になる。それだけ N-1電制の効果は大きい。 
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日本版コネクト＆マネージを推進する資源エネルギー庁の試算では、全国で合わせて約 4040万

kW にのぼる発電設備を新たに送配電ネットワークに接続できるようになる。2019 年 3 月の時点で

運転中の自然エネルギーの発電設備（大型水力を除く）の容量を合計すると、6644 万 kW である。

その 7割に相当する規模の発電設備を、N-1電制によって新たに送配電ネットワークに接続できる

可能性がある。 

日本版コネクト＆マネージの概要 

出典：資源エネルギー庁「再エネ主力時代の次世代ネットワーク」 

電力会社のウェブサイトには、N-1 電制による接続容量が送電線ごとに掲載されている。実際に

は N-1 電制を適用できない送電線が大半を占めていて、想定したほど接続容量を増やせていない。

各送電線につながる上位や下位のネットワークに制約があることを理由として記載しているケース

が多い。 

自然エネルギーの発電設備を拡大するために政府が打ち出した対策が、さほど成果を上げずに

終わりかねない。資源エネルギー庁は個別の状況を精査して、早急に実態を公表すべきだ。3つの

対策によって地域ごとにどのくらい接続容量を増やすことができたか、太陽光や風力など電源別に

開示する必要がある。日本版コネクト＆マネージは自然エネルギーを主力電源として拡大するため

の対策である。新設の火力発電所に容量を割り当てることは目的に合っていない。 

日本版コネクト＆マネージを適切に実行することに加えて、稼働する見込みのない原子力発電

所に割り当てられている枠も開放すれば、1基で 50万～100万 kW前後の空き容量が増える。これ

だけでも相当な数の自然エネルギーの発電設備を接続できるようになる。 
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●事故防止 

異常気象による自然災害が増加するのに伴って、自然エネルギーの発電設備の事故が数多く

発生するようになった。例えば 2015年 9月に関東・東北地方を襲った豪雨により、栃木県を流れる

鬼怒川が決壊して、川の近くで運転中の出力 800kW の太陽光発電設備が損壊して太陽光パネル

が水没した。このような地域の安全に重大な支障を及ぼす事故は未然に防がなくてはならないが、

その後も豪雨や台風によって太陽光発電設備の事故が相次いで発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電設備の事故件数（出力 50kW未満を除く） 

昨年 7月：2018年 7月（西日本豪雨発生時） 

出典：経済産業省「再エネ設備の促進と保安確保の両立に向けた 

小出力発電設備の規制の検討の方向性について」 

発電設備を建設する時には、電気事業法が定める保安規制に従って、安全な設備を設置するた

めに必要な措置をとることが義務づけられている。すべての発電設備は電気事業法の技術基準に

適合しなくてはならない。 

太陽光発電設備の事故が相次いだことを受けて、2018 年 10 月に太陽光発電設備の技術基準

が見直された。太陽光パネルを設置する場合に求められる耐風圧の強度が従来の 2 倍以上に引

き上げられた。 
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電気事業法による保安規制 

出典：経済産業省「再エネ設備の促進と保安確保の両立に向けた 

小出力発電設備の規制の検討の方向性について」 

技術基準に適合した発電設備でも、異常気象によって大きな事故が発生してしまうケースがある。

千葉県の市原市で 2018年 3月に運転を開始した「千葉・山倉水上メガソーラー発電所」は、水上に

建設した太陽光発電設備では日本最大である。東京湾岸の工業地帯に水を供給するダムの水上

に、5万枚を超える太陽光パネルを浮かべた。出力は 13.7MWにのぼる。 

千葉・山倉水上メガソーラー発電所（運転開始当初） 

出典：京セラ TCLソーラー（事業者） 
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この大規模な水上太陽光発電所が運転開始から 1年半後の 2019年 9月 9日に、台風 15号の

強風を受けて損壊してしまった。事業者の京セラ TCL ソーラーが政府の委員会に報告した資料に

よると、太陽光パネルのうち 8割近くが風に流されて破損した。 

5 万枚以上の太陽光パネルは水上に浮かぶフロートに搭載して連結していたが、全体が 3 つに

分断されてしまった。フロートを固定するために、ダムの湖底には約 500 本のアンカーが打ち込ま

れていた。フロートとアンカーはワイヤーで接続していたが、アンカーの一部も抜けてしまった。 

設備損壊の概要 

出典：京セラ TCLソーラー（政府の電力安全小委員会における資料から） 

当日の朝に携帯端末で異常（直流漏電）を感知した担当の電気主任技術者が現場に急行して、

変電設備の運転を停止した。しかし午後になって太陽光パネルから発火していることに気づいた。

消防署に連絡をとり、夕方の 5時過ぎに鎮火した。人的な被害は生じなかった。 

京セラ TCL ソーラーが事故原因を調査した結果、強風によって偏荷重（物体がバランスを崩して

過剰な負荷がかかり横転するなどの現象）が発生したことが主な要因だった。この発電所は JIS

（日本産業規格）で定めた計算方法に従って、最大風速を 41.53 メートル/秒で設計していた。事故

当日の千葉県内では観測史上最大の 50 メートル/秒前後の猛烈な風が吹いたが、発電所の近隣

の観測データでは設計風速の 41.53 メートル/秒を超えた可能性は確認できなかった。 

京セラ TCL ソーラーは偏荷重が発生しない設計に変更するなどの再発防止策を講じたうえで、

千葉・山倉水上メガソーラー発電所の再建を進める予定である。 
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●環境・資源保護 

自然エネルギーの発電設備が全国各地に広がるにつれて、地域の環境や資源に対する影響が

懸念される事例も生じるようになった。 

出力が一定規模以上の発電設備を建設する場合には、事前に国や自治体が定めた環境影響

評価（アセスメント）を実施する必要がある。太陽光発電設備も 2020年 4月から国の環境影響評価

の対象に加わった。森林を伐採して大規模な太陽光発電設備を建設する事例が出てきたことから、

環境に対する影響の大きい太陽光発電設備の建設を抑制する。 

出力の小さい発電設備であっても、環境や資源に対する影響が小さいとは限らない。観光地で

あれば、発電設備が景観を損ねてしまう可能性がある。山間部に小水力発電設備を建設する場合

には、導水路を造成するために森林の木を伐採しなくてはならないケースもある。自然エネルギー

の電力を供給することの便益を考えながら、地域内で合意を得ることが重要だ。 

地熱発電においては、地下の地熱資源に与える影響を十分に考慮する必要がある。地熱資源

が豊富な地域には温泉地が多い。温泉事業者からは、新たに地熱発電所を建設・運転することに

よる温泉の枯渇を懸念する声が聞かれる。温泉の出が悪くなったり温度が低下したりすると、旅館

や観光施設の営業に大きな支障を及ぼしてしまう。 

古くから温泉が豊富な熊本県の小国町（おぐにまち）では、旅館の経営者を含む地元住民 30 人

が合同会社を設立して、「わいた地熱発電所」を 2015 年 6 月に運転開始した。発電事業者の協力

を得て、地下から湧き出る蒸気を利用したフラッシュ方式の発電所を建設して運営している。 

わいた地熱発電所 
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発電所の建設にあたって、地下から蒸気と熱水を噴出させるための生産井を 500 メートルの深さ

まで掘削した。温泉に影響が出ないように、周辺の旅館に温泉を供給している源泉から断層帯で

分離されている場所を選んだ。発電設備の出力も 2MW以下に抑えて、地熱資源の使用量が少なく

て済むように考慮した。 

試運転の段階では蒸気の発生量が安定せずに発電量の変動が大きかったが、半年間の試運

転のあいだに噴出量の変動が小さくなって発電量が安定していった。順調に発電を続けていたとこ

ろ、約 3年が経過した 2018 年 5 月になって、隣接する地区の旅館から温泉に灰色の濁りが生じる

ようになったと訴えがあった。 

わいた地熱発電所では発電に利用した後の熱水を地下に戻す還元井の増設工事を同年 3 月に

開始していた。当初は熱水の一部を地区内に分湯する方法をとっていたが、熱水の全量を還元井

で地下に戻すように小国町役場から要請を受けたためである。新しい還元井の掘削が始まった少

し後から温泉に濁りが生じるようになった、と隣接地区の旅館が訴えた。しかし発電所を運営する

合同会社が温泉の水質を調べたところ、濁りは見られなかったという。 

双方の見解は食い違ったまま、隣接地区の旅館の代表者らは 2018 年 12 月に熊本地方裁判所

に対して地熱発電所の運転停止を求める仮処分を申し立てた。裁判所の判断は、還元井の掘削

が温泉の濁りの原因である証拠は不十分という内容だった。合同会社の責任者によると、地熱発

電に利用する源泉、生産井と還元井、周辺の温泉も含めて温度や流量を定期的に測定するモニタ

リングを実施して、発電事業が地熱資源に影響を与えていないことを常に確認している。 

地熱発電所が地域の温泉と共存していくためには、関連する施設のモニタリングは欠かせない。

資源エネルギー庁は固定価格買取制度の適用を受ける地熱発電所に向けて事業計画策定ガイド

ラインを 2019年 4 月に改定した。適切な事業実施のために必要な措置として、源泉・生産井・還元

井のモニタリングを定めている。 

地熱発電を対象にした事業計画策定ガイドラインの項目（2019年 4月改定） 

出典：資源エネルギー庁「地域と共生した地熱開発に向けて」  
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第 4章：災害に強い地域を自然エネルギーで 

日本全国に自然エネルギーの電力を増やすうえで大きな効果を発揮してきたのが、2012年 7月

に始まった固定価格買取制度である。発電設備を導入しやすい太陽光を中心に急速に拡大して、

自然エネルギーの発電量は 2018年までの 6年間に 65％も増加した。この制度を開始して 10年目

を迎える 2022年 4月から、固定価格買取制度の内容が大きく変わる。 

自然エネルギーの発電量 単位：億キロワット時 

出典：自然エネルギー財団（資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」のデータをもとに作成） 

新しい制度では、大規模な太陽光や風力を市場連動型に移行してコスト低下を促進する一方、

小規模な太陽光は自家消費型に、小水力・地熱・バイオマスは地域一体型を重視した買取制度に

変更する。地域に貢献できる自然エネルギーの発電所でなければ、従来のような高い買取価格は

保証されなくなる。 

これから小規模な自然エネルギーの発電所が各地域に増えていくと、ネットワークで結んで分散

型のエネルギー供給システムを構築しやすくなる。地域内で電力や熱を融通できるようになれば、

災害時にもエネルギーの供給を続けられる可能性が高まる。気候変動の影響で自然災害が増え

ている状況において、自然エネルギーを主体にした地域分散型の供給システムが防災面でも効果

を発揮する。 

いまや多くの国民が気候変動を重大な問題ととらえるようになった。とはいえ、自然エネルギー

の導入拡大が気候変動の抑制策になることまでは十分に認識されていない。もし防災にも有効と

なれば、地域の身近な問題として取り組めるようになる。 
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●地域活用電源の望ましい要件 

2022年度から始まる新しい固定価格買取制度では、「地域活用電源」であることが従来と同様の

買取価格を適用するための要件になる。政府の原案によると、出力が 50kW 未満の小規模事業用

の太陽光発電は自家消費率が高いこと、小水力発電・小規模地熱発電・バイオマス発電は災害時

を含めて地域で活用できるものであること、などが地域活用電源の要件である。 

地域活用電源の要件（2020年 2月時点の政府案） 

出典：資源エネルギー庁「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 

再生可能エネルギー主力電源化改革小委員会 中間取りまとめ」 

ただし発電した電力を災害時に地域内で供給できるようにするためには、送配電ネットワークを

独立して運用する必要があり、現状ではむずかしい。当面は発電所に設置した蓄電池から電気自

動車などに電力を供給する程度にとどまる。近い将来に地域単位のマイクログリッドやバーチャル

パワープラント（仮想発電所）が実現できると、小規模な自然エネルギーの発電所をネットワークで

数多く連携させて、災害時にも独立に運用できるシステムが可能になる。 

このほかに地域活用電源の要件として重視すべき点は、自然エネルギーの発電事業が地域に

もたらす経済効果である。新たな発電事業によって農林水産業や観光業を活性化できる効果は大

きい。固定価格買取制度の地域活用電源の要件として、産業振興に貢献できる点も加えるべきで

ある。 

産業振興に対する貢献度を定量的に評価することはむずかしい。固定価格買取制度の認定を

受けるために必要な事業計画の中に、産業振興の具体策を盛り込むことを義務づけて、その有効

性を自治体か国が判断する方法が妥当だろう。実際に産業振興に貢献している例は全国各地で

増えている。そうした成功例を参考にして、有効性を見極める能力が自治体や国に求められる。 

さらに要件を満たす発電事業に対しては、送配電ネットワークを優先的に割り当てる措置も必要

だ。地域にメリットをもたらす自然エネルギーの発電事業が送配電ネットワークの制約によって実現

できない事態は避けなくてはならない。 
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日本全体の環境・経済・社会を統合的に向上させるモデルとして、環境省が「地域循環共生圏」

を提唱している。地域の資源を生かして自立・分散型の社会を形成するのと同時に、地域の特性に

応じて地域間で補完しながら支え合う。地域循環共生圏を実現するうえで、自然エネルギーは重要

な役割を果たす。農林水産物と同様に、必ずしも地産地消にこだわることはない。 

地域循環共生圏 

出典：環境省「第五次環境基本計画の概要」 

すでに神奈川県の横浜市が、地域循環共生圏の形成に向けて取り組みを始めている。東北の

12 の市町村と連携協定を結び、東北で発電した自然エネルギーの電力を横浜市内の企業や公共

施設、家庭などに供給する試みである。協定を結んで 1年後には、横浜市内に事業所がある 15の

企業・団体が、青森県横浜町の風力発電所の電力を利用するようになった。さらに両地域のあいだ

で修学旅行の実施や農林水産物の供給についても具体的な検討が進んでいる。 

横浜市と東北の 12市町村による再生可能エネルギー連携協定 

出典：横浜市  
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●分散型システムを防災に生かす 

分散型のエネルギー供給システムによって、災害時にも地域内で電力や熱を継続して利用でき

るようになる。すでにマイクログリッドやバーチャルパワープラントなどの名称で実証プロジェクトが

続々と始まっている。住宅用の太陽光発電を含めて分散型の発電設備をネットワークに接続して、

蓄電池や電気自動車と連携しながら地域内で電力を供給できる点が特徴である。 

地域マイクログリッドによる電力供給システムのモデル 

出典：資源エネルギー庁「地域活用電源に係る制度のあり方」 

特に天候によって出力が変動する太陽光や風力発電の電力を地域内で融通して、余すことなく

活用できるメリットは大きい。日本国内に太陽光・風力発電を中心に自然エネルギーの比率を大幅

に引き上げるうえで、分散型のシステムを全国各地に展開することは極めて重要である。 

政府も分散型のエネルギー供給システムを促進するために、2022 年 4 月に電気事業法を改正

して、配電事業者とアグリゲーターのライセンス制度を新たに導入する方針である。企業や自治体

が配電事業者になり、送配電ネットワークの一部を利用して分散型のシステムを独立に運営できる

ようになる。 

それに加えてアグリゲーターが小規模な発電設備の電力を集約して販売する役割を担う。配電

事業者とともに、分散型のエネルギー供給システムを効率よく運営するために欠かせない機能を

提供する。 

配電事業者やアグリゲーターの新規参入が活発に進んでいけば、マイクログリッドやバーチャル

パワープラントが現実的になっていく。ただし分散型のエネルギー供給システムで安定した収益を

上げることは簡単ではない。事業者が地域と連携して採算のとれる事業を作り上げることが大きな

課題になる。 
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想定される配電事業のイメージ 

BCP：事業継続計画 

出典：資源エネルギー庁「持続可能な電力システム構築小委員会 中間取りまとめ」 

福島県の郡山市は東北電力と共同でバーチャルパワープラントの実証プロジェクトを 2019 年度

から 2020 年度までの 2 年間で進めている。郡山市内の公共施設にある太陽光発電設備と蓄電池

を対象に、東北電力が太陽光の発電量や蓄電池の充電量を遠隔から監視して最適に制御する。

太陽光の余剰電力を活用しながら、災害時も電力の供給を続けることができる。さらに発電設備や

蓄電池を増やしていけば、市内各地をカバーする分散型のエネルギー供給システムになる。 

バーチャルパワープラント（仮想発電所）の実証プロジェクト例 

出典：郡山市、東北電力 
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熊本県の熊本市は 2016年 4月に発生した地震によって、甚大な被害を受けた。復興に向けて

地域の経済を活性化しながら防災機能を高める街づくりを進めている。その中核になる取り組みが

「ライフライン強靭化プロジェクト」である。 

市内のごみ焼却施設で作った電力を近隣のコミュニティ拠点まで自営線で供給するほか、市が

出資して設立したエネルギー会社を通じて市内 200 カ所以上の公共施設に電力を供給する計画だ。

ごみ焼却施設では家庭で発生した生ごみなどを焼却して電力と熱を作る。生物由来のバイオマス

を燃料に利用することで、CO2を排出しない自然エネルギーの電力と熱を供給できる。 

熊本市のライフライン強靭化プロジェクト 

ZEH：ネットゼロエネルギーハウス、EV：電気自動車 

出典：熊本市 

このほかに災害時に避難所になる学校や病院などには蓄電池を導入する。電気自動車（EV）の

充電拠点や EVバスも増やして、避難場所や家庭に迅速に電力を供給できる体制を整備していく。 

熊本市は 2019年度から 2021年度の 3年間でライフライン強靭化プロジェクトを推進する計画で

ある。エネルギーの面から防災機能を高め、新たな産業の振興と CO2 の排出削減を両立させる。

地域の自然エネルギーを産業振興と防災につなげる先進的な事例になる期待は大きい。 
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●自然エネルギー活用レポート覧 （2017年 5月～2020年 2月） 
掲載ウェブサイト：自然エネルギー財団 

 

 

[太陽光] 

 

水上に太陽電池パネル 3700枚が浮かぶ池 

岡山県・笠岡市でフロート式の太陽光発電所 

（2017年 6月 28日） 

 

太陽光パネル 4200枚の下で農作物を栽培 

鳥取県・北栄町でソーラーシェアリング実用化 

（2017年 8月 25日） 

 

駐車場 500台分の上部空間にメガソーラー 

茨城県・阿見町の商業施設で全量自家消費 

（2018年 2月 23日） 

 

太陽光で発電しながら日陰でキクラゲ生産 

宮城県の農地 2 カ所をメガソーラーで再生 

（2018年 7月 23日） 

 

ダムに 5万枚の太陽光パネルを浮かべて発電 

千葉県・市原市に日本最大の水上メガソーラー 

（2019年 3月 15日） 

 

 

[風力] 

 

風力発電 1000基に向けて第 1弾が稼働 

秋田県・男鹿市の沿岸部にある県有地に 

（2017年 8月 10日） 

 

浮体式の洋上風力発電で日本初の商用運転 

長崎県・五島市で漁業との共生を目指す 

（2018年 1月 11日） 

 

農地を活用して風力発電所を建設 

佐賀県・唐津市の官民連携プロジェクト 

（2018年 4月 10日） 

 

大型風車 11基を高原の牧草地に 

岩手県・一戸町に公営で日本最大の風力発電所 

（2018年 10月 2日） 

 

https://www.renewable-ei.org/activities/?cat=column&series=REapplication
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[太陽光＋風力] 

 

太陽光・風力のハイブリッド発電所 

愛知県・渥美半島の臨海工業地帯に展開 

（2017年 12月 18日） 

 

風力と太陽光のハイブリッド発電で収益安定 

福岡県・北九州市で進むエネルギー拠点化構想 

（2020年 2月 27日） 

 

 

[小水力] 

 

小水力発電の投資回収を 7年で可能に 

和歌山県・有田川町の町営事業 

（2017年 5月 16日） 

 

明治時代の水路を再生して小水力発電 

岐阜県・中津川市で地域連携のモデルに 

（2017年 10月 10日） 

 

小水力発電が村民の力で 54年ぶりに復活 

奈良県・東吉野村で 105 メートルの落差を生かす 

（2018年 6月 21日） 

 

日量 3万トンの湧水を小水力発電に生かす 

群馬県・東吾妻町が民間委託で事業リスク回避 

（2018年 11月 13日） 

 

 

[地熱] 

 

地熱発電で年間 6億円の収入を過疎の町に 

熊本県・小国町の住民 30人が合同会社で事業化 

（2017年 7月 25日） 

 

地熱発電が被災した温泉地に活力もたらす 

福島県・土湯温泉で排熱をエビの養殖にも 

（2018年 5月 7日） 

 

自噴する 110℃の温泉で地熱バイナリー発電 

岐阜県の奥飛騨温泉郷に新たな収益もたらす 

（2019年 6月 21日） 
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[バイオマス、バイオガス] 

 

バイオマス発電を支える地域の木材と運転ノウハウ 

岡山県・真庭市で 2万 2000世帯分の電力を作る 

（2017年 6月 20日） 

 

富士山の麓で木質バイオマス熱利用に挑む 

静岡県・御殿場市の森林から未利用間伐材を調達 

（2017年 9月 26日） 

 

食品廃棄物を発酵させてバイオガス発電 

静岡県・牧之原市で 1100世帯分の電力 

（2018年 3月 26日） 

 

バイオマス発電に間伐材とリンゴの剪定枝 

青森県・平川市で 80人以上の雇用を生み出す 

（2018年 8月 7日） 

 

4300頭の乳牛の糞尿をバイオガス発電と熱に 

北海道・鹿追町でマンゴーやチョウザメも商品化 

（2019年 10月 3日） 



2020年6月
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