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第 1 章 本調査の背景と目的 

 

1.1 調査の背景 

 水力、バイオマス、太陽光、風力等の再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化対策、

エネルギー自給率向上、エネルギー源多様化、関連産業育成等、我が国に様々なメリット

をもたらすことが期待されている。 

 また、景気低迷による財政難や尐子高齢化の課題を抱える地域には再生可能エネルギー

の発電適地が多数存在しており、特に農村部には全長 40 万 km にも及ぶ農業用水路が整備

され、豊富な農業用水が存在するため、農業用水を活用した小水力発電の普及による地域

活性化が期待されている。 

小水力発電においては、従来の落差を利用した小水力発電以外に、近年では落差の小さ

い水路でも発電が可能な新技術の開発が進んでいるとともに、新しい電力買取制度の導入

が検討されるなど、様々な環境変化が見られる。しかし、このような環境変化を反映した

賦存量の検討や事業を普及させる枠組みの検討が十分とは言い難い。 

 

 

1.2 調査の目的 

 本調査は、小水力発電に関する新技術開発の調査、新技術の導入を織り込んだ小水力発

電適地の賦存量の検討、新たな民間との連携についての検討を行い、農業用水を活用した

小水力発電の更なる普及を目指すものである。 

 

 

1.3 調査の方法 

小水力発電に関する新技術開発については、開発企業へのヒアリング、意見交換を行い、

新技術の特徴、可能性等を分析した。 

小水力発電適地の賦存量の検討は、全国土地改良事業団体連合会（全国水土里ネット）、

並びに農林水産省、各地方農政局の協力のもと、全国47都道府県の土地改良事業団体連合

会に実施したアンケートから得られた情報を基に分析した。 

新たな民間との連携についての検討は、小水力発電の普及に向けた課題を抽出し、複数

の事業モデルによる課題解決の枠組みを検討した。 

なお、本調査は農林水産省大臣官房政策課から委託を受けて、野村アグリプランニング

＆アドバイザリー株式会社（NAPA）が実施した。 
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第 2 章 小水力発電に関する新技術開発の調査 

 

2.1 調査概要 

従来の小水力発電施設は数十メートルの落差を利用した発電施設であるため、農業用水

路においては、発電できる地点は限られていた。 

近年では、水路の本来機能を損なわずに、落差の無い水路でも発電が可能な「流水利用

型」や、1.5m 未満の低い落差工でも発電できる「低落差型」といった新しい技術を使った

小水力発電の研究開発が進められており、これらの新技術は、農業用水路において小水力

発電が可能な地点数を増加させる可能性がある。 

しかし、このような新技術に関して多くの研究が進められているが、コストパフォーマ

ンスが低いことや、水路に流れてくるゴミですぐに故障することなどの課題があり、実用

段階にある技術はまだ多く見られない。また、従来の農業用水路における小水力発電の賦

存量調査では、1.5m 未満の落差地点は調査対象にされていないことも多く、開発適地の検

討が十分ではない。 

そこで本調査では、①1.5ｍ未満の低落差でも発電可能な小水力発電機を開発しているこ

と、並びに、②すでに実用的な稼動実績、もしくは実用段階に近い設置実績があることと

いう 2 つの条件を満たしている企業の新技術の内容を調査するとともに、発電機の利用者

へのヒアリングも加え、今後の普及の可能性の分析を行うこととする。 

 対象企業は下表の通りである。 

 

新技術開発の調査対象企業 

社名 所在地 小水力発電に関する技術開発の取組 

株式会社イズミ 石川県 低落差型、流水型小水力発電機の輸入販売 

シーベルインターナショナル株式会社 東京都 流水型小水力発電機の開発・設計、コンサルティング 

株式会社中川水力 福島県 低落差型小水力発電機の開発・設計・製造 

株式会社ミゾタ 佐賀県 流水型小水力発電機の開発・設計・製造 

                                   （五十音順） 
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2.2 株式会社イズミ 

 

2.2.1 会社概要 

 ①社名：株式会社イズミ 

 ②住所：石川県白山市湊町巳 1 

  ③電話・FAX： TEL 076-278-3262 FAX 076-278-2366 

 ④創業：1943 年 

 ⑤代表者：代表取締役 泉 勝史 

 

 1943 年の創業以来、織物器具の製造やヨーロッパ、アメリカからの繊維機械部品の輸入

販売を長く行ってきたが、特に近年では、マイクロ水力発電機の販売を行うなど、取扱

機器の商品の幅を広げ、商品の多角化を図っている。 

 泉社長が、10 年以上前にヨーロッパで風力発電を視察し、風力発電機の代理店として輸

入する事業を検討したが、まだ価格が高く、設備が非常に大きいことから本格的には参

入しなかった。しかし、環境分野での新規事業をさらに模索する中で、当社が本社を置

く石川県周辺は水が豊富で、小水力発電は風力に比べ、小さな設備で発電することがで

きることから、国内でニーズがあると判断し、8 年前より小水力発電機関連の輸入販売

を開始。 

 数ある小水力発電機の中でも大きな機械は、大規模な土木工事が必要で、従来の環境を

破壊することから、カナダ製「パワーパル」など環境変化が尐ない低落差型マイクロ水

力発電機を中心に、カナダやドイツから輸入販売を行っている。  

 

「パワーパル」の設置例 
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2.2.2 事業内容 

 顧客は、全国の自治体、企業、個人と幅広い。また、取扱うマイクロ水力発電機の機種

は 10 種類以上あり、顧客のニーズに合わせて、発注先の国が変わる。特に取扱い実績の

多いカナダのパワーパルの場合、顧客からの発注に対し、水車部分はカナダ企業に発注

行い、水車以外の制御盤等の関連機器は国内の機械製造メーカーに製造を委託している。 

 

事業モデル概要 

 

 

 

 2003 年 8 月の輸入販売開始以降、すでに 100 機以上の販売・設置実績があり、出力 0.5

～1kW が販売の中心となっている。 

 水車部分は海外からの輸入となっているが、水車自体はシンプルな構造で、修理等のメ

ンテナンスに関しては、ほとんどが当社並びに国内の委託先企業で対応している。 
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2.2.3 新技術開発の特徴 

【発電システムの特徴】 

 取扱う低落差型マイクロ水力発電機の機種は 10 種類以上あり、顧客のニーズに基づいて

最適な発電機を提案できることが強みとなっているが、その中でも低落差で発電が可能

なカナダの「パワーパル」は、ボックス状の導水路に水を誘導し、排水管から落ちる水

で発電機を回転させ発電するシンプルなシステムである。 

 発電出力 0.2kW、0.5kW、1kW の 3 種類があり、水車効率は 0.5 程度(設置条件による)

である。 

 価格が安く、維持管理・メンテナンスコストはほとんどかからない。（価格は 100 万円

未満） 

 売電ではなく、自家消費として利用される場合が多い。 

 小さな発電機であるため、設置による水面上昇は限定的である。 

 大雨や洪水などの災害時においては、簡易操作によって発電機の引き上げも可能である。 

 

 

発電システム概要 

        

  （①発電機本体 ②導水路 ③排水管）                 （設置例） 
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【設置条件の特徴】 

 1.5m の落差がある、並びに落差を作れる水路への設置が可能で、従来の落差型の小水力

発電機で発電できなかった地点で発電が可能である。 

 大規模な土木工事が不要で、設置工事は 1～3 日と短期間での設置が可能である。 

 開放水路に設置可能で、既存の水路機能を阻害しない。 

 設置水路条件の目安は、0.2kW タイプが 0.035m3/sec 程度、0.5kW タイプが 0.07m3/sec

程度、1kW タイプが 0.13m3/sec 程度の水量がある水路であれば設置が可能。 

 

発電システム設置例 1（長野県、定格 1kW） 

 

 

発電システム設置例 2（長野県、定格 0.2kW） 
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2.2.4 利用者へのヒアリング 

【ヒアリング先】 

富山国際大学 子ども育成学部 上坂博亨教授 

 

上坂教授は、環境情報学、社会システム学を専門とし、小水力を核とした環境共生社会

形成、電気自動車を活用した低炭素型地域社会形成等を研究テーマとしている小水力発電

の専門家である。 

上坂教授には小水力発電の導入に関する相談が多数寄せられているが、富山県の山間地

の農家が小水力発電を利用して電力自給する案件では、イズミの出力 1kW のパワーパルを

採用している。また、宇奈月温泉において、小水力発電と電気自動車を連携した地域工筒

システムの実験においては、イズミの出力 2kW のパワーパルを採用した。 

 

【ヒアリング結果】 

 価格が圧倒的に安かった。10m ほどの落差を利用する他社製品は 200～300 万円ほどか

かることが多いが、約 40 万円ほどで購入が可能であった。 

 出力の小さい小水力発電では、価格が高ければ事業採算性が合わないため、価格の安さ

が非常に重要である。 

 シンプルな機械であるが安定して回転し発電しているので、採用して良かった。 

 日本ではこのタイプの発電機の取り扱いはあまり見られない。 

 

 

 

 

 

2.2.5 今後の可能性について 

 出力 1kW 程度の低落差型マイクロ水力発電機をすでに 100 機以上販売しており、発電

機が安くコンパクトで、手軽に設置できることから、農家などの個人が取り扱いやすく、

水利権等の制約はあるが、今後、導入が進みやすい発電機であると考えられる。 

 集落ひとつの電力を小水力発電でまかなっていくことを目標としており、今後は、輸入

販売する取扱商品を、現在よりも大きな出力である 50kW 程度まで広げていくことを検

討している。すでに平成 23 年は、出力 10kW 程度の低落差型らせん水車の受注が見込

まれている。 
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2.3 シーベルインターナショナル株式会社 

 

2.3.1 会社概要 

 ①社名：シーベルインターナショナル株式会社 

 ②住所：東京都千代田区東神田 2-8-11 萬産ビル 4 階 

  ③電話・FAX： TEL 03-5822-2275  FAX 03-5822-2274 

 ④設立：2004 年 

 ⑤代表者：代表取締役 海野裕二 

 

 国内外の建設関連企業を対象に、環境関連技術の設計、コンサルティング業務を行って

いた海野社長が環境コンサルティング及び環境技術研究・開発企業として 2004 年に設

立。 

 2006 年から自社研究チームにより、小水力発電システムの研究・開発・実験を開始し、

2008 年には流水式小水力発電システム「スモールハイドロストリーム」の特許を取得。

東京都「ベンチャー技術大賞」優秀賞（2008 年）等を受賞し、国内外での展示会にも出

展している。 

 2009 年の本格的な「スモールハイドロストリーム」販売開始以降、多数の受注実績を重

ねている。その他、都市環境技術の研究開発、風力発電用の風車研究開発等の幅広い業

務を行っている。 

 経営理念は、「概念や通説に捉われず技術・経験・視野が根幹」、「調査、分析、比較検討、

提案、実施の基本を守る」、「人、ネットワーク、チャレンジ、継続（諦めない）」である。 

 

「スモールハイドロストリーム」の設置例 
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2.3.2 事業内容 

 顧客は、省庁や自治体などの官公庁が中心である。顧客からの発注をゼネコン、商社等

が元請として受注し、当社が元請から受注している。受注した案件に対し、当社は、流

水型小水力発電システム「ストリーム」の設計を行い、製造に関しては、複数の製造メ

ーカーに委託している。 

 

事業モデル概要 

 

 

 

 

 2009 年 10 月の販売開始以降、すでに 10 機以上の販売・設置実績があり、2011 年はそ

れを上回る受注が見込まれており、実績が出てきている。 

 国内のみならず、海外での水力発電、環境関連のコンサルティングも行い、流水型の小

水力発電技術の特許ライセンス提供等も行っている。 

 2010 年より、その発電システムの適用範囲の広さと経済性の両面より海外から注目をあ

び、30 数カ国から技術移転の依頼がきており、一部、技術移転を行いつつある。 

 発展途上国など無電化地域のクリーンな電化等に役立てるべく、2010 年より独立行政法

人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸA）の有する蓄電源の入出力電圧制御技術と当社の持

つ流水式（低落差）小水力発電技術との組み合わせにより、超小型（移動可能型）小水

力発電システムの製品開発を共同で行っている。 
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2.3.3 新技術開発の特徴 

【発電システムの特徴】 

 流水型（低落差型）小水力発電システム「ストリーム」は、従来の落差型水力発電とは

異なり、落差の小さい水路に集水板を設置することで、落差を作り出すとともに、装置

内の集水構造により、水の流れ（運動エネルギー）を高め、その高めた落差と水流のエ

ネルギーを垂直二軸型の水車で回転エネルギーに変え、そのエネルギーを発電機により

発電エネルギーに変える発電システムである。 

 2007 年には、特許「水力発電装置」、2008 年には特許「小落差集水式小水力発電、水門

式小水力発電」を取得している。 

 発電出力 0.1kW～20kW まで対応可能であり、水車効率は 0.4～0.6 程度(設置条件によ

る)である。 

 シンプルな構造であるため、発電機を設置する地元の機械部品メーカー等でも委託製造

や保守管理が可能である。 

 同じ発電出力規模の他の発電システムより価格が安く、設置・維持管理・メンテナンス

コストも安価である。（出力 1kW あたり、100～200 万円程度） 

 発電機の設置により水路から水が溢れないように、水位調整が可能な構造である。 

 大雨や洪水などの災害時においては、簡易操作によって発電機の引き上げが可能である。 

 

 

発電システム概要 

 

 

（横面図）                        （上面図） 
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【設置条件の特徴】 

 落差の無い又は落差の小さい水路への設置が可能で、従来の落差型の小水力発電機で発

電できなかった地点でも発電が可能である。 

 大規模な土木工事が不要で、設置工事は 2～3 日と短期間での設置が可能である。 

 開放水路に設置可能で、既存の水路機能を阻害しない。 

 設置水路条件の目安は、流量 0.1-3.0m3/sec 程度、水路幅約 1.2m 以上、水路水深約 0.1m

以上である。 

 

発電システム設置例 1（秋田県雄物川、定格 8kW） 

 

 

 

発電システム設置例 2（栃木県農業廃水路、定格 1kW） 
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2.3.4 利用者へのヒアリング 

【ヒアリング先】 

八千代エンジニヤリング株式会社 

 

八千代エンジニヤリング株式会社は、小水力を含む新エネルギー・省エネルギー関連事

業において、多数の実績を有する総合建設コンサルティング会社である。同社は、官公庁

や地方自治体から委託を受け、小水力発電に関する事業可能性調査、発電機選定、概略設

計、詳細設計、水利権認可申請等の業務を幅広く実施しており、特に近年では農業用水路

での小水力発電に関する業務も多数行っている。その委託業務の中で現在、シーベルイン

ターナショナルのマイクロ水力発電機を選定し、実施設計を行っている。また、実際にシ

ーベルインターナショナルのマイクロ水力発電機が取り付けられている水路において、発

電の維持管理に向けたモニタリング調査の委託を受け、実施中である。 

 

【ヒアリング結果】 

 低落差であるが水量が多いという農業用水路に設置が可能で、発電量が安定しており、

設置を検討している水路の条件に適していると考えた。 

 他の発電システムに比べ、価格が安価であった。 

 発電機を設置する地元の製造業でも委託生産が可能な製造体制は、地元製造業の技術力

の有効活用になり、今後の小水力発電の全国の普及と地域活性化を考える上で、重要と

考えた。 

 長期にわたる維持管理の計画において、地元企業が製造・設置し、部品交換等のメンテ

ナンスも地元で行う体制は、コスト低減と迅速な対応が可能となる。 

 様々な水路形状に合わせて設計が可能で、大掛かりな土木工事が不要なため、既存の農

業用水路の機能を損ねない。 

 実際に設置してみて、他の発電機に比べ、水路に流れてくるゴミを流しやすく、故障が

尐ない上、発電量が安定している。 

 シーベルインターナショナルは対応が速く、真摯な対応により、課題や問題点を早く解

決できた。 
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2.3.5 今後の可能性について 

 自治体や省庁の受注実績を重ねており、新しい技術による発電の実証が進んでいる。現

在は、発電システムの部品の共通化や規格の標準化を図り、さらなる初期コストおよび

維持管理・メンテナンスコストの低減を目指している。さらに、今後の当社の新技術を

全国で幅広く普及する上で、各地域の製造メーカーに製造やメンテナンスを委託できる

製造モデルは、各地域で受け入れられやすいと考えられることから、導入が進みやすい

と考えられる。 

 まだ長期にわたる発電実績がないため、耐久性に関しては課題と考えられるが、すでに

設置済みの発電機に関しては、技術力に定評のある製造メーカーに製造を委託している

とともに、シンプルな構造であるため、メンテナンスや修理はしやすいと考えられる。 
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2.4 株式会社中川水力 

 

2.4.1 会社概要 

 ①社名：株式会社中川水力 

 ②住所：福島県福島市飯野町明治字西鹿子島 1-8 

  ③電話・FAX： TEL 024-562-3452 FAX 024-562-3480 

 ④創業：1988 年 

 ⑤代表者：代表取締役 中川 彰 

 

 1988 年の創業以来、自然エネルギーである水力発電用機器の設計から製作・据付・アフ

ターサービス全般を行っている。自社で水力発電に関する基礎研究から高度な応用技術

に至るまで開発と実用化に取り組んでおり、様々な特殊技術を保有している。 

 創業時よりダムなどを利用した大規模な水力発電の発電機の設計等を行っているが、近

年では共同研究形式により、低落差型の水力発電システムの開発を手掛けている。 

 会社理念は、「小水力で社会に貢献する」である。 

 

落差工用発電システムの設置例 
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2.4.2 事業内容 

 顧客は電力会社やエンジニアリング会社、官公庁で、水力発電に関する設計からメンテ

ナンスまでの幅広い事業を行っている。事業のほとんどを自社工場で内製化しており、

一貫したサービスを提供している。 

 

事業モデル概要 

 

 

 

 低落差型小水力発電機に関しては、2004 年に全国に先駆けて、那須野ヶ原土地改良区連

合の協力のもと、電源開発（株）との共同研究により、農業用水の落差工を利用した発

電システムの開発を手掛けている。落差 2m で発電できる出力 30kW の立軸カプラン水

車で、同地区に 4 基設置済である。 

 湘南工科大学との共同開発では、有効落差 1.1m で出力 5.2kW の低落差型のクロスフロ

ー水車を設計・製作し、栃木県の農業用水路に 2 つ並べて設置している。 
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2.4.3 新技術開発の特徴 

【発電システムの特徴】 

 低落差型小水力発電システムである、クロスフロー水車は、羽根車やカバーなどの主要

部品で構成され、落差工に設置する。設置された発電機の上部より流れ込んだ水が羽根

車の外周から侵入し、羽根車の中心部を貫流して、再度、羽根を押して、外周へ流出す

る。水の流れが羽根車に 2 度作用するため、効率的な発電が可能となる発電システムで

ある。 

 発電出力 200W～20kW まで対応可能であり、水車効率は 0.65 程度(設置条件による)で

ある。 

 設置による水位上昇など水路への影響が尐ない。 

 大雨や洪水などの水位上昇時において、引き上げなどを行わなくてもよい。 

 

 

 

発電システム概要図 
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【設置条件の特徴】 

 落差が 1～1.5m の水路への設置が可能で、従来の落差型の小水力発電機で発電できなか

った地点でも発電が可能である。 

 景観を損ねない。 

 大規模な土木工事が不要である。 

 開放水路に設置可能で、既存の水路機能を阻害しない。 

 設置水路条件の目安は、流量 0.8m3/sec 程度、落差 1m 程度である。 

 

発電システム設置例 1（栃木県） 
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2.4.4 利用者へのヒアリング 

【ヒアリング先】 

那須野ヶ原土地改良区連合（水土里ネット那須野ヶ原） 

 

那須野ヶ原土地改良区連合は、日本三大疏水の一つに数えられる那須疎水に張り巡らさ

れている用水路の遊休落差を利用して、平成 4 年には最大出力 340ｋＷの那須野ヶ原発電所

を設置、平成 18 年には百村第一発電所及び百村第二発電所に僅か 2m の落差を利用した 30

ｋＷの発電機を合計 4 機設置を行う等、すでに最大出力 1,000ｋＷの発電システムを完成さ

せ、小水力発電に関して先駆的な取組みを展開しており、全国から注目されている。 

平成 22 年には、那須野ヶ原土地改良区連合の発案により、より多くの人々に小さな発電

機でも未利用エネルギーを活用し、発電できるということを発信するための那須野ヶ原ウ

ォーターパークが開園しており、中川水力のクロスフロー水車が設置されている。 

 

【ヒアリング結果】 

 農業用水路に小水力発電機を設置するに際し、景観損なわないで、未利用エネルギーを

活用していくことが大切であるが、そういった観点から、最適な小水力発電機であった。 

 低い落差でもよく発電しているので、お勧めである。 

 中川水力は丁寧な対応で、ごみ対策などのメンテナンスまで行き届いた対応をしている。 
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2.4.5 今後の可能性について 

 農業用水路に小水力発電機を設置する場合に、設置地点によっては、景観を重視しなけ

ればならない場合が考えられるが、開発を進めるクロスフロー水車は、外観が目立たな

いため、景観に大きな変化を与えることは尐ないと考えられることから、そのような地

域では特に導入が進みやすいと考えられる。 

 今後さらに、水路に流れてくるゴミへの対応の強化したクロスフロー水車の改善を進め

ていく予定であるが、農業用水路を活用した小水力発電において、これらのゴミ問題は

大きな課題であることから改善によって、導入が進んでいくと考えられる。 
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2.5 株式会社ミゾタ 

 

2.5.1 会社概要 

 ①社名：株式会社ミゾタ 

 ②住所：佐賀県佐賀市伊勢町 15 番 1 号 

  ③電話・FAX： TEL 0952-26-2551 FAX 0952-24-2366 

 ④創業：1915 年 

 ⑤代表者：代表取締役 井田 建 

 

 1915 年の創業以来、水門やゲートポンプ、水処理といった水にかかわる事業を展開して

いる。近年では、化粧品や食品、再生可能エネルギーといった新規ビジネスにも取り組

んでいる。 

 低水位型マイクロ水力発電機への取り組みは、原油価格の高騰や地球温暖化問題によっ

て、農業従事者や各方面から、水に関する様々な技術を有するため、小水力発電に関す

る問合せが多く寄せられてきたことがきっかけであった。 

 問合せの多くは、従来の落差型の発電機では対応が困難である低水位で使用できる小水

力発電であったため、ゲートポンプ等で培った技術を活用しながら 5 年ほど前より、独

自に商品開発を進めている。 

 

 

 

2.5.2 事業内容 

 顧客は、問合せの多かった農業従事者や自社内に工場排水路がある民間企業等を想定し

ており、現在は、本格販売に向け、自社工場実験場や農業用水路での設置実験を行って

いる。製造に関しては、自社で行う予定である。 

 

事業モデル概要 
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2.5.3 新技術開発の特徴 

【発電システムの特徴】 

 開発を行っているマイクロ水力発電機の大きな特徴は、落差がなくても流れがあれば発

電できる点である。 

 発電出力は 0.5kW～5kW まで対応可能である。 

 シンプルな構造であるため、価格が安価である（出力 1ｋＷあたり、100～300 万円程度） 

 

自社工場内での動作実験の様子 

 

   

   （この装置は、試作実験用に製作した型式です） 
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【設置条件の特徴】 

 落差の無い水路への設置が可能で、従来の落差型の小水力発電機で発電できなかった地

点でも発電が可能である。 

 大規模な土木工事が不要で、短期間での設置が可能である。 

 開放水路に設置可能で、既存の水路機能を阻害しない。 

 農業用水路で設置して実験を行った結果、流量 0.46m3/sec 程度の水路で、発電機の特殊

構造により約 80cm の水位を作り出し、出力は約 2kW であった。 

 

 

農業用水路での設置実験の様子 

 

   

（この装置は、試作実験用に製作した型式です） 

 

 

2.5.4 利用者へのヒアリング 

 

※本格販売前であるため、ヒアリングは行っていない。 

 

 

2.5.5 今後の可能性について 

 水路に流れてくるゴミ対策や発電効率の引き上げ等、本格販売に向けた課題の解決に取

り組んでいる。 

 水に関わる高い技術力と実績を持ち、落差のない水路でも発電できる安価な流水型マイ 

クロ水力発電であるため、本格販売後の設置実績は増えていくと考えられる。 
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第 3 章 小水力発電適地の賦存量の検討 

 

3.1 調査概要 

全国各地の農村部には、40 万 km にも及ぶ農業用水路が整備されていると言われ、すで

に農業用水を活用した小水力発電に関する賦存量調査が、各省庁や各地の地方公共団体を

中心に多数実施されている。例えば、平成 20 年度の経済産業省資源エネルギー庁の委託調

査「未利用落差発電包蔵水力調査」報告書によると、農業用水路を利用した発電包蔵水力

では、年間通水期間 185 日未満または有効落差 1.5m 未満のものを除外した未開発地点数は

151ヶ所（出力8,257kW、発電電力量60,471MWh）、既開発地点数は25ヶ所（出力12,922kW、

発電電力量 57,920MWh）となっている。 

一方、近年では第 2 章で調査を行った低落差型や流水型といった新技術開発が進むとと

もに、再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度の導入が 2011 年 3 月に閣議決定される

など、諸条件の変化が想定される。また、第 4 章で検討を行う新たな民間との連携による

枠組みで期待される様々な事業モデルの推進によっては、従来とは異なった事業採算性に

対する考え方が出てくることが推察される。 

そこで本調査では、農業用水路を活用した小水力発電導入に関して、諸条件の変動によ

る導入可能性の改善について検討を行うとともに、全国的にどの程度、施設の導入が可能

であるか賦存量の試算を行うこととする。 
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3.2 諸条件の変動 

 

3.2.1 小水力発電に関する新技術開発の進展 

 従来の 1.5m～数十 m の落差を利用したフランシス水車やプロペラ水車、カプラン水車等

を使った小水力発電に関しては、発電効率の改善等が進められているが、土木工事費が高

くなる場合が多く、事業採算性の合う発電適地の数は限定的で、賦存量は資源エネルギー

庁の「未利用落差発電包蔵水力調査」等の結果と大きな相違はないと考えられる。 

 一方、第 2 章で調査を行った低落差型や流水型の小水力発電機は、一定の流量があれば、

従来は設置が困難であると考えられていた 1.5m 以下の落差工や落差がない農業用水路で

も発電が可能であるため、これらの新技術開発は小水力発電の導入可能性の改善に繋がる

と考えられる。 

 これらの低落差型や流水型の小水力発電に関する技術の研究は、以前より行われていた

が、従来の落差利用型の発電機に比べ、発電効率が低い割りに 1 機あたりの発電機の価格

が高いという事業採算性等に関する課題があった。従来の一般的な落差利用型の発電機の

発電効率は 0.7～0.9 程度、出力 1kW あたりの価格は 250～500 万円程度であるのに対し、

低落差型や流水型は発電効率 0.3～0.5 程度、出力 1kW あたりの価格は 200～400 万円程度

であった。しかし、第 2 章で調査を行った通り、新技術を開発する各社とも技術の改善と

ともに、価格の改善も進めており、条件によっては出力 1kW あたりの価格が 100～150 万

円程度も可能となってきている。 

また、これまで低落差型や流水型の小水力発電機による発電実績は非常に乏しかったが、

近年、環境意識の高まりから、全国各地でこれらの新技術による発電機の設置が進んでお

り、今後、発電実績が上がってくることが推察される。 
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3.2.2 電力買取制度 

 農業用水路を活用した小水力発電の普及がまだ十分に進んでいない理由として、売電価

格が低いことが考えられる。現行の RPS 法（電気事業者による新エネルギー等の利用に関

する特別措置法）における小水力発電による電力の取引価格は 7～10 円/kWh 前後となって

おり、特に発電規模が小さな地点では事業採算性が確保できないことが多い。 

 その RPS 法に代わり、2011 年 3 月 11 日に閣議決定され、第 177 回通常国会に提出され

る予定の再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度では、小水力発電により発電した電

力の全量を電力会社が 15～20 円/kWh の固定価格で、15～20 年間買取ることが予定されて

いる。この制度が導入されると、従来の買取価格よりも高いため、採算性の向上が考えら

れる。 

一方で、従来は小水力発電を設置する場合、補助率 1/2 程度の助成制度を活用している場

合が多かったが、全量固定価格買取制度の導入に伴って、すでに経済産業省が関連する助

成制度の打ち切りを決めるなど、厳しい財政状況の中、小水力発電に関する助成制度の削

減が予測される。よって、再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度の導入による売電

単価の上昇が見込まれる一方で、補助金等がなくなることが想定されるため、採算性の向

上はあまり期待できない。  
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3.3 賦存量の試算方法 

 

本調査における賦存量の試算における前提は以下の通りである。 

 

 前項で検討したとおり、第 2 章で調査をおこなった新技術開発は小水力発電の導入の可

能性の改善に繋がり、その結果、従来の賦存量調査では調査対象となっていない、もし

くは、発電が不可能と考えられていた地点においても小水力発電が可能となり、賦存量

の増加に寄与すると考えられる。そこで、本調査では、新技術開発によって増加が見込

める賦存量を明らかにし、既存の賦存量調査結果と加えて、最終的な賦存量を試算する。 

 参考とする既存の賦存量調査結果は、平成 20 年度の経済産業省資源エネルギー庁の委託

調査「未利用落差発電包蔵水力調査」報告書の結果とする。 

この報告書では、農業用水路を利用した発電包蔵水力について、年間通水期間 185 日以

上、有効落差 1.5m 以上、出力 10kW 以上の条件を満たす未開発地点数は 151 ヶ所（出

力 8,257kW、発電電力量 60,471MWh）、既開発地点数は 25 ヶ所（出力 12,922kW、発

電電力量 57,920MWh）となっている。 

また、農業用ダムから放流されている農業用水を利用した発電包蔵水力について、有効

落差 1.5m 以上、出力 10kW 以上の条件を満たす未開発地点数は 392 ヶ所（出力

110,756kW、発電電力量 524,804MWh）、既開発地点数は 18 ヶ所（出力 25,296kW、発

電電力量 73,392MWh）となっている。 

 賦存量には一般的に以下のような考え方があるが、新技術開発によって増加が見込める

賦存量は、「期待可採量」として推計を行う。 

 

賦存量の考え方 

 

分類 考え方 

潜在賦存量 
理論的に算出可能なエネルギー量。 

種々の制約条件を考慮しない場合の潜在的なエネルギー量。 

期待可採量 

潜在賦存量のうち、エネルギー変換時の技術的な効率や社会

的な制約条件を考慮した場合の利用可能なエネルギー量。 

但し、需給バランスは考慮しない。 

導入可能量 

期待可採量のうち、具体的な導入先を挙げ、需給バランスや

関係法令、コスト的な制約等も踏まえた導入プランに基づくエ

ネルギー量。 
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 経済産業省資源エネルギー庁の委託調査「未利用落差発電包蔵水力調査」では有効落差

が 1.5m 以上の地点に関し調査を行っているが、第 2 章で調査をおこなった低落差型や

流水型の小水力発電機は、調査対象となっていない落差が 1.5m 未満の水路でも設置が

可能で、特に流水型の発電機は、一定の流量があれば落差地点がなくても発電できる。

そこで、本調査では、従来の落差がある農業用ダム、もしくは農業用水路の地点数から

賦存量を算出するのではなく、一定の流量がある農業用水路の条件を調査し、その水路

が持つエネルギーで、流水型の小水力発電機で発電が可能な賦存量の試算を行う。 

 第 2 章で調査を行った流水型の発電機の 1 台当たりの出力は、0.1～20kW 程度と幅があ

り、また、1 つの水路に直列に多数設置することも可能であるが、第 4 章で検討する様々

な事業モデルにより設置する 1 台当たりの発電機の出力規模は変化するため、本調査で

は、設置する発電機の地点ごとの出力、並びに設置数の試算は行わない。 

 農業用水路の特徴として、水路を流れる農業用水は本来、農産物の生産に利用されるた

め、一般的に 5 月～9 月の灌漑期には流量が多く、10 月～4 月の非灌漑期には流量が尐

ない。しかし、小水力発電事業において、5 月～9 月の灌漑期は発電するが、10 月～4

月の非灌漑期は発電しない場合、年間の設備利用率が半減し、事業の採算性の確保が困

難となる。小水力発電事業の初期コスト、メンテナンスコストを回収する上で、年間を

通じた高い設備利用率が重要である。そこで本調査では、非灌漑期においても一定の流

量がある農業用水路を調査し、非灌漑期の最低流量を前提として、賦存量の試算を行う。 

 

 年間発電量は、各水路ごとに下記の数式にて算出を行う。 

 

出力合計  ＝ 重力加速度 × 落差 × 流量 × 総合効率 

    ［kW］   ［9.8m/s2］ ［m］  ［m3/s］ ［0.4］  

 

年間発電量 ＝ 出力合計 × 年間時間 

   ［kWh/年］   ［kW］   ［8,760h］ 

 

 落差は対象水路の取水口と放流口の標高差とする。 

 流量は、各農業用水路の水利権期別流量の中で、最も尐ない期の流量とする。 

 総合効率は、「水車効率×発電機効率」で、第 2 章の新技術開発の調査より、

本調査では、0.4 とする。 

 年間時間は、24 時間×365 日＝8,760 時間とする。 

 

 本調査で調査対象とする農業用水路の条件は、非灌漑期においても 1.0m3/s 以上の流量

があり、流量の多尐の変動があった場合でも流水型の小水力発電機で安定した発電が可

能な農業用水路とする。 



28 

 

 1.0m3/s 以上の流量とする理由は以下の通りである。 

 流水型の小水力発電機は、落差工などの落差がない水路でも設置が可能であるが、

設置によって、約 1m 程度の水位差を生じさせて、発電している場合が多い。 

 1ｍの落差で、流量が 1.0m3/s の場合、流水型の小水力発電機の出力は、総合効率が

0.4 の場合、3.92kW となる。 

 再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度による売電単価を 20 円/kWh と想定し

た場合、年間売電収益は、687 千円/年となる。 

 一方、通常小水力発電の水車や発電機は、概ね 20 年程度が耐用年数とされているた

め、この年数の事業費を売電収益で補えない場合は、十分な収益が得られないと考

えられる。事業費には、調査費、設計費などの事務費、発電機、制御装置等の工事

費、毎年の維持管理費、減価償却費等が含まれる。維持管理費は、運転管理する人

件費や、メンテナンス費用、保険料等が含まれる。 

 1.0m3/s の流量の水路の場合、下表のような事業構造となり 20 年合計でほぼ収支が

バランスすることとなる。しかし、より流量が尐なく、小さな出力になった場合、

事務費、維持管理費はほとんど同額の費用が発生すると考えられ、売電収益で補え

ないと考えられる。 

事業採算性 

  1 年目 20 年間合計 

事業収益 

出力 3.92 kW 

発電量 34,339  kWh 686,784  kWh 

売電収益 687  千円 13,736  千円 

事業費 

事務費 

調査費 

1,500  千円 1,500  千円 設計費 

等 

工事費 

水車 

6,000  千円 6,000  千円 

発電機 

制御装置 

設置費 

等 

維持管理費 

運転管理費 

300 千円 6,000  千円 

メンテナンス費 

水利使用料 

保険料、土地代 

等 

計 7,800  千円 13,500  千円 

注)流水型の小水力発電機 1.0m3/s 、落差 1m で試算。尚、立地条件で異なるため、あくまでも 1 つのモデルである。
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3.4 アンケートの実施と調査方法 

 

本調査における賦存量の試算において、全国土地改良事業団体連合会（全国水土里ネッ

ト）、並びに農林水産省、各地域農政局の協力のもと、全国 47 都道府県の土地改良事業団

体連合会にアンケートを実施し、新技術開発によって増加が見込める賦存量が存在する農

業用水路の抽出を行った。 

調査対象とする農業用水路は、各土地改良事業団体連合会の会員が管理する農業用水路

で、冬場などの非灌漑期においても、1.0m3/s 以上の流量がある農業用水路とし、水路ごと

の流量、水路延長、取水口と放流口の標高差に関して、調査を行った。 

 農業用水路の水路延長、標高は、下図の考え方を前提とした。 

 

基本的な調査対象農業用水路の考え方 
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3.5 アンケート結果と賦存量試算結果 

 

 アンケート結果の詳細は、下表の通りである。 

 回答が得られた 31 の都道府県における冬場などの非灌漑期においても、1.0m3/s 以上の

流量がある農業用水路の数は 96 であり、水路の総延長は 357km であった。 

 算出された出力の合計は 20,659kW、年間発電量は 180,973MWh であった。 

 しかし、これらの賦存量は、経済産業省資源エネルギー庁の委託調査「未利用落差発電

包蔵水力調査」によって調査対象となっている、年間通水期間 185日以上、有効落差 1.5m

以上、出力 10kW 以上の条件を満たす未開発地点数 151 ヶ所（出力 8,257kW、発電電

力量 60,471MWh）、既開発地点数 25 ヶ所（出力 12,922kW、発電電力量 57,920MWh）

を含む可能性があることから、これらの賦存量を控除することとする。ただし、各都道

府県別に控除した結果、アンケートの回答によって算出された出力と年間発電量を、経

済産業省資源エネルギー庁の委託調査結果が上回っている地域が見られることから、こ

れらは、本調査の調査対象となっている農業用水路以外での発電と考え、マイナス値で

はなく、ゼロと修正している。 

 よって、本調査における新技術開発によって増加が見込める賦存量は、出力合計は

14,412kW、年間発電量は 142,179MWh と試算される。 

 これらの試算結果と、経済産業省資源エネルギー庁の委託調査「未利用落差発電包蔵水

力調査」における農業用水路の賦存量を合算した結果、農業用水路における賦存量の合

計は、出力 35,591kW、発電電力量 260,570MWh へと増加すると考えられる。 
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農業用水路を利用した小水力発電の賦存量 

 

 


