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今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者会議（第１回） 

 

 

 日時：令和４年２月２日（水）13:00～15:00 

            場所：株式会社クニエ  

 

議 事 次 第 
 

１ 開会 

２ 参加者紹介 

３ 議事 

（１）本検討会の概要説明（農林水産省・株式会社クニエ）【資料１】 

 

（２）営農型太陽光発電の現状について（株式会社クニエ） 

 

（３）有識者・事業者等による事例発表 

① 営農型太陽光発電の現状と課題について（千葉エコ・エネルギー

株式会社）【資料２】 

② 農山漁村エネルギーマネジメントシステムについて（国立研究開

発法人農業・食品産業技術総合研究機構）【資料３】 

③ ＪＡ全農における再エネの取り組みについて（全国農業協同組合

連合会）【資料４】 

 

（４）調査事業の進め方について（株式会社クニエ）【資料５】 

 

（５）自由討議 

議題１：災害等のリスクや営農への影響等の課題を踏まえた今後

の設備構造・設置方法のあり方・方向性 

議題２：下部農地における営農上の課題を踏まえた今後の営農の

あり方・方向性 

４ 閉会 
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＜配付資料＞ 

・「今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者会議」開催要領 

・座席表 

・資料１ 本検討会の概要及び営農型太陽光発電の現状と課題（事務局提出資料） 

・資料２ 営農型太陽光発電の最新動向（馬上委員提出資料） 

・資料３ 農山漁村エネルギーマネジメントシステム（VEMS）について（国立研究開

発法人農業・食品産業技術総合研究機構提出資料） 

・資料４ 営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）の取り組みみについて（全国

農業協同組合連合会提出資料） 

・資料５ 事務局の調査結果及び今後の調査方針（事務局提出資料） 

・（参考資料１）農山漁村における再生可能エネルギー発電をめぐる情勢 

・（参考資料２）営農型太陽光発電について 

・（参考資料３）営農型太陽光発電設備設置状況等について 

 

＜第２回検討事項（案）＞ 

① 経営上の課題や収支状況を踏まえた今後の経営モデル及び実施体制のあり方 

 ② 民間資金の導入における課題を踏まえた今後の資金調達の推進のあり方 

 ③ 土地利用調整の課題を踏まえた今後の許可基準等のあり方 
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午後 13 時 00 分 開会 

 

１．開会 

〇事務局 それでは定刻となりましたので、第１回「今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方

を検討する有識者会議」を開催致します。 

 本会議は弊社内の会議室で開催しておりますが、リモート参加の委員の方および傍聴者の方々

とオンライン会議でつないでおりますので、先に留意事項についてご説明をさせていただいます。 

 現地会議室、こちらの会議室のカメラはモニターの下のあちらにございまして、マイクについ

ては、テーブル上のこちらがマイクになってございます。普通にお話いただければ声は届きます

が、あまりボリュームが小さいとオンライン参加の方々が聞こえにくいとのことですので、ご留

意いただければと思います。 

 また、リモート参加の馬場委員におかれましては、ご発言時以外はマイクをミュートにしてい

ただくとともに、ご発言の際は極力カメラをオンにして、なるべく大きな声でご発言をいただく

ようにお願いします。またご質問の際は Teams のコメントに記入いただいても構いませんが、な

るべく直接声をかけていただけますと幸いです。また、接続不良等のトラブルの際は、事前に共

有をしている弊社鈴木の緊急連絡先までご連絡いただければと思います。 

 なお、委員以外の傍聴者の皆様のご発言・ご質問は今回認めておりませんので、カメラとマイ

クについてはオフにしていただくようお願い致します。 

 続いて配布資料の確認を致します。まずクリップ止めをしているものについて、上から順に議

事次第、会議開催要領、資料１から資料５、その次に参考資料１から３がございます。また、会

場では配布資料をお配りしておりまして、ホッチキス止めをしているものと１枚紙のもの、２つ

です。大きなクリップ止めをしていないものです。ご確認をいただければと思います。不足のあ

る方、いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、オンラインでご参加の方には各資料の説明の際に資料を投影させていただきますほ

か、参考資料はコメント欄にリンクを掲載しておりますので、適宜ご参照いただければと思いま

す。 

それでは議事次第に沿って、はじめに農林水産省の都市農村交流課長でいらっしゃいます荻野

課長より開会のご挨拶をいただきます。荻野課長、よろしくお願い致します。 

 

〇荻野課長挨拶 都市農村交流課長の荻野と申します。よろしくお願い致します。 

本日は、「今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者会議」にご参集いただき

まして、誠にありがとうございます。 

 営農型太陽光発電につきましては、作物の販売収入に加えまして、売電収入や発電した電力の

自家利用による農業経営の改善が期待されるものとして、平成 25 年に農地転用許可制度に関する

取り扱いを明確化してスタートしたものでございます。 

 これまでに全国で 2600 余りの実績があり、例えば、毎年安定的な売電収入が得られることをメ

リットとして後継者が就農したり、また、将来、ガソリンスタンドの撤退が懸念される中山間地

域において電気自動車やスマート農機の電源に活用するなど、農業の担い手確保や農村集落の維
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持といった点からも効果が期待されます。 

 一方で、栽培技術の未熟により所期の収量を確保できなったり、昨今、頻発する台風被害等に

より施設が倒壊したりするような事例も現れてきております。 

 望ましい営農型太陽光発電の実現のためには、施設や設備などの工学的な知見、営農技術など

の農学的な知見に加えまして、収益の確保、資金調達などの経営的な知見等、多分野にわたる知

見の蓄積が必要となると考えております。 

 このため、本会議では、工学・農学分野の専門家、農業団体、金融・保険、経済界など多様な分

野の皆様に委員になっていただき、あわせて各方面の専門家、実践者の皆様へのヒアリングを行

いながら、検討を深めることとしております。 

なお、本日の開催は新型コロナ感染を考慮し、web 方式としております。資料・議事概要につ

きましては、後日、農林水産省のホームページで公開する予定としております。 

本年度、令和３年度の単年度の調査事業として、短期間の検討にはなりますが、ご忌憚のない

意見を聞かせていただければと思います。 

以上でございます。本日はよろしくお願い致します。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

荻野課長は所用により本日 14 時 40 分頃ご退席されるとのことですのでご承知おきいただけれ

ばと思います。 

 

２．参加者紹介 

〇事務局 続きまして、有識者会議の開催要領２ページ目の委員名簿をご覧いただければと思い

ます。 

今回、座長に選出されました一般財団法人食品産業センター理事長の荒川委員には後ほどご挨

拶をいただきますが、そのほかの委員の皆様をご紹介させていただきますので、簡潔に自己紹介

をいただければと思います。 

 それでは委員名簿に沿って、株式会社 MOGITATe 代表取締役の北河様からお願いします。 

 

〇北河委員 株式会社 MOGITATe 代表の北河と申します。よろしくお願い致します。 

私は 29 年間大手保険会社の損害保険の分野で商品開発等を行ってまいりました。そして、今年

度独立して、今はスマート農業を中心に支援するコンサルティング会社を立ち上げております。

昨年３月末までの２年間は営業部門を統括していましたが、その前８年間、霞が関を担当して、

資源エネルギー庁や農水省さんを担当しておりましたので、その分野の知見を活かせればと思っ

ております。 

よろしくお願い致します。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

続きまして株式会社 NTT ファシリティーズ経営企画部渉外／イノベーション推進室担当部長

の田中様、お願いします。 
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〇田中委員 NTT ファシリティーズの田中と申します。 

私は 10 年間以上、太陽光をずっとやってきまして、当初の太陽光というのはどちらかというと

FIT が入る前からあったのですけれども、その FIT 後の太陽光という形で、普通の、従来の太陽

光に加えて、今回の営農型とか方向性もだんだん変わってきています。地方では過疎・高齢化が

非常に進んできており、それを食い止められる手当になるのかどうかということも含めて、一緒

に議論させていただければありがたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

続きまして、株式会社みずほ銀行法人業務部長営業支援チーム参事役の永井様、お願いします。 

 

〇永井委員 みずほ銀行の永井と申します。 

現在私はお取引先の事業戦略に向き合う法人業務部という部署でエネルギー分野を担当してお

ります。 

私自身は 2010 年ごろ、東日本大震災の前から、銀行の中の産業調査部という調査部門で、銀行

に借入相談に来る様々な再エネ案件の相談に乗っておりまして、特にバイオマス発電とか風力発

電だと、当時銀行も知見がなかったものですから、そういった分野をファイナンス面でお取引先

や行内に対して論点整理を行ったりしておりました。 

そういった中で、資源エネルギー庁とか、太陽光発電協会の審査委員とかを務めさせていただ

いた経緯もございまして、今回、銀行から参加させていただくことになりました。  

よろしくお願いします。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

次の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事の中島様におかれましては、今回

ご都合がつかず欠席となりました。代理といたしまして、同機構の農村工学研究部門地域資源利

用・管理グループ・グループ長補佐の石井様にご出席をいただいております。 

 

〇石井様 農研機構の石井と申します。 

私ども農研機構は農林水産省所管の国立研究開発法人でありまして、農業・食品に関わる生産

から流通・加工に至る幅広な分野まで研究開発を担っています。私は農研機構の中の農村工学研

究部門に属しており、農業と工学に関わる境界領域を研究しています。再生可能エネルギーに関

わる分野では、小水力発電、メタン発酵、太陽光発電なども含まれています。 

後ほど私共が進めている研究プロジェクトの概要等も説明したいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

続きまして一般社団法人全国農業協同組合中央会・専務理事の馬場専務、よろしいでしょうか、
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聞こえていますでしょうか。馬場専務、聞こえておりますでしょうか。 

 

〇馬場委員 すみません、近所なのに、行けなくて。 

 全中専務の馬場でございます。本当に有識者なのかどうか、ちょっと自分自身疑問ですが、資

料良く見させていただいて、太陽光にも色々な問題があるのだなというのをつくづく感じた次第

です。 

また後程、色々とご意見申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

続きまして、千葉エコ・エネルギー株式会社代表取締役の馬上様、よろしくお願い致します。 

 

〇馬上委員 千葉エコ・エネルギー代表の馬上でございます。よろしくお願い致します。 

私は、今回は実際の現場をやっている立場、それから研究者としても、この営農型太陽光発電

の取り組みは既に８年９年取り組んでおりまして、数年前に母校の研究室と一緒に全国の農業委

員会関係の調査等をやらせていただいたことがございます。 

今回、本日も事例ですとか国内外の現状をお話させていただくのですけれども、特に非常に今、

日本から来た取り組みということで、この営農型太陽光のモデルが非常に世界的にも注目されて

いるという状況と、それに対して国内での普及の状況をどう合わせていくか、あるいはこれから

進め方を見出していくかというところを、他の委員の皆様含めて議論させていただければと思い

ますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

続いて、一般社団法人全国農業会議所専務理事の柚木委員、お願いします。 

 

〇柚木委員 全国農業会議所の柚木でございます。よろしくお願い申し上げます。 

私共、市町村の行政委員会でございます。農業委員会、全国にございまして、この営農型の発

電施設のいわゆる一時転用等の事務を行っております。 

営農型発電施設については、現場では色々課題もありますし、対応にあたっては色々困難な状

況もあるわけでございまして、その辺のところを今回の検討会の中で色々良い方向でご議論させ

ていただければと思っております。 

その他、我々組織としましては、認定農業者をはじめとする方々に経営の支援また農地の利用

調整等の取り組みをさせていただいております。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

また、本日は委員の皆様のほかに、全国農業協同組合連合会の営農型太陽光発電の取り組みに

ついてご発表いただくこととなっておりまして、総合エネルギー部次長の森本様にご出席をいた

だいております。森本様、お願い致します。 
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〇森本様 全農の森本でございます。よろしくお願いします。 

農水省様からご相談がございまして、少し我々も検討しておりますので、皆さんの議論の材料

になればと思いまして、今日は参加させてもらいました。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

事務局については農林水産省様と弊社クニエで運営をさせていただいておりまして、本日は農

林水産省からご挨拶をいただきました荻野課長と新田都市農業室長にご参加いただいています。 

 

３．議事 

〇事務局 続いて議事に移りたいと思います。 

これより進行は事前に座長に選出されました荒川委員にお願いしたいと思います。 

荒川委員よろしくお願い致します。 

 

〇荒川座長 それでは議事に入りますということですので、私、着座のまま、お話をさせていた

だきたいと思います。 

まず、自己紹介をさせていただきます。今、一般財団法人食品産業センターの理事長というタ

イトルで仕事を致しております、荒川隆と申します。よろしくお願い致します。 

今回、この第１回「今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者会議」の開催

にあたりまして、こういう大役を授かりました。誠に光栄でございます、ありがとうございます。 

私、３年前、もう明けて４年前になりますかね、３年半前までに農林水産省におりまして、最

後の仕事は農村振興局長をやらせていただいておりました。今日、先ほどご挨拶いただきました

荻野課長様等も一緒に農村振興の仕事をやらせていただいておりました。 

その際に、今日また色々ご説明があろうかと思いますけれども、ちょうど平成 30 年の夏にやめ

たのですが、平成 30 年にこの営農型太陽光発電についての一つの大きな規制緩和的なものが行わ

れたところでございます。この制度を平成 25 年に色々な経緯があって始まったのですけれども、

なかなか進んでいかないという状況があった中で、平成 30 年にかなりの大胆な規制緩和を致しま

した。私、担当局長として、色々胸に一物というか、色々な思いがあって、色々な政策・政権の考

え方とか、成長戦略とか、そういう中で、色々とやっていかなければならないのだということで、

従来の農村振興部局の考え方からすると、かなり大胆な規制緩和が行われたと承知を致しており

ます。 

担当者だったので、内心忸怩たる思いもあるわけですけれども、その際もこういう真面目な有

識者会議みたいなものを本当は開いて、１年２年しっかり時間をかけ議論するような、大きなイ

ンパクトのある制度であると当時も思っておりましたが、残念ながらあの時はそういう時間的な

余裕もなくて、あらかじめ方向性が決められた中での議論だったと思っております。 

今回、この話を受けるにあたって、現状の話をうかがいますと、やはり当時懸念していたよう

な課題が出てきているのではないか、ということが改めて浮き彫りになったところでございます。 
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そういうわけで、今回農水省さんの方が立ち止まって色々なことを考えていこうという形で、

こういう有識者の皆様方にお集まりいただいて、真面目な議論をして、良い制度にしていこうと

いうことは、大変素晴らしいことだと思っております。全中の馬場専務なり、会議所の柚木専務

といった、農業現場に立脚された方々も参画をされることも素晴らしいことでありますし、また

工学的見地、構造的な見地からのご専門の方のご意見もいただいて、しっかりした議論がなされ

れば良いのではないかと思っているところでございます。 

この仕組み自体は、農村に所得を生み出す、農家に所得を生み出すという意味でも大変結構な

ことでございますし、制度自体は大変素晴らしいものだと思っておりますので、私もこの会議に

参加させていただいて、良い形に話が進められれば良いなと思っているところでございます。 

本日は、先ほどご挨拶をいただきました馬上委員様からのご発表、それから農研機構様からの

ご発表、それから JA 全農様からのご発表がこのあとございますので、それらをじっくり皆様でお

聞きした上で、意見交換をさせていただきたいと思っているところございます。 

それでは最初に、皆様方の発表の前に、資料１に基づきまして、農林水産省とクニエ様から、

ご説明をいただければということでございますので、よろしくお願い致します。 

 

〇新田室長 それでは、農水省農村計画課の新田でございます。事務局を担当しております。よ

ろしくお願いします。 

私の方から資料１－１である横長の資料をご説明致します。 

まず１枚めくっていただいて、農山村の地図が書いてございます。一番上の段に書いてござい

ますが、「2050 年カーボンニュートラル」を実現する上で、こういった農村漁村によるバイオマ

スとか、水力とか、太陽光とか、そういった再生可能エネルギーの拡充というのは不可欠だとい

うことでございます。 

その中で、先ほど冒頭、荻野課長のご挨拶にもありましたが、スマート農機の電動化ですとか、

台風の頻発ですとか、中山間地域のガソリンスタンドの撤退というような状況の中で、これから

農村が持続性を確保するためには電力の自家消費とか地産地消が非常に重要になってくると考え

ております。 

そうした中で、論点は本当に多岐に渡るのですが、この有識者会議では、この絵の中にある営

農型太陽光発電の技術的な課題、経営的な課題について、ご議論いただきたいという風に考えて

おります。 

次のページ、 ２ページ目をご覧ください。 

こちら、主に３つの観点から検討したいと考えております。右側にございます。１番目が施設・

設備に関する工学的な視点。真ん中は、施設の下部で栽培する作物に関する農学的な視点。あと

は金融、融資、農業委員会の判断といったような経営的視点、その３点でございます。 

具体的には、数ページめくっていただきまして、資料１－２というのがございます。 

こちら、後ほど行われます自由討議用の参考資料として作成したものでございます。こちらに

沿って説明させていただきます。 

５ページのオレンジ色のページをご覧ください。 

こちら、設備・構造に関する論点ということで、事務局の方で、現時点で論点となり得るもの



9 

 

についてあげたものでございます。 

①でございますが、右側、例えばトラクターが安全に作業できる支柱の高さですとか、支柱の

間隔とか旋回スペース、そういったものを確保する必要があるのではないか。あと３番目でござ

いますが、スマート農機化への対応ということも必要だろうと考えています。 

続いて②でございます。例えば倒壊しやすい単管パイプや腐食しやすい素材が使われている例

があるのではないか。次の段は電気の話です。営農型太陽光発電は非常に低圧型のものが多いわ

けですが、火災発生時の対応。あと次の段は、発電が終わった後の廃棄費用の問題。あとは、台

風等で損壊した場合の鉛、セレンなどの有害物質、そういったものの安全性の問題も論点になる

かと考えています。 

続きまして６ページ、緑色のところでございます。こちら栽培に関する論点がございます。 

①としまして、いわゆる減収２割要件、パネルで覆うことによって収量が下がるわけですが、

それが２割以内にするという基準がございます。こちらについては、地域の気象条件や遮蔽率に

よって大きく異なるということで、これをどういう風にしたら良いか、という論点が考えられる

かと思います。 

次、②でございます。これまで栽培経験が乏しい作物に取り組んでいる事例が一部の地域にあ

るということで、こういった実態の把握ですとか、あとは発電事業が終わった後も営農を継続す

るためのことを検討しなければいけないのではないかということでございます。 

次に③、こちらは、雑草防除等も行われなく、営農が放棄されてしまうのではないか、あとは

耕起が行われないことにより、農地の地力の低下を招くことがあるのではないか、あとは圃場整

備された農地の扱いをどうするかといった問題があるかと思います。 

あと④でございますが、周囲の景観への配慮ですとか、あとは小さな発電施設が広域の農地に

点在するといったことで、農地の集団的利用を阻害することがあり得るのではないかということ

でございます。 

次のページ、７ページ目でございます。 

本日１回目は設備と営農に関してご議論いただくということで、参考として経営に関する論点

をまとめたものでございます。 

①FIT による買取価格が下がっていく中で、今後どうあるべきかということ。あとは営農者と

発電事業者が異なる例が 60%あり、こういった実態についてどう考えるか。 

あと②と致しまして、営農型太陽光発電の導入にあたって、約６割近くが作付作物を変更させ

ており、こういった栽培をどうするか、ということでございます。一方、次の段にありますが、

例えば新規就農者が就農する場合に初期の収入・経営安定に資するといった効果もあるかと思い

ます。あと、先ほど申し上げた、中山間のガソリンスタンドの撤退とか、エネルギー自給といっ

た課題、農業団体の果たす役割、これについて議論していただきたいと。 

最後でございますが、金融機関の融資や、損害保険会社による保険商品造成が円滑に行われる

ための制度を検討する。こういった論点が考えられるかと考えます。 

私の方からは以上です。 

 

〇事務局 続きまして、調査全体の方向性・進め方について、事務局クニエから説明致します。 
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弊社が農水省様から受託している営農型太陽光発電に関する調査ですが、本年３月までを調査

期間としておりまして、１月までの段階で農水省様の調査データの分析を行うとともに、各種机

上調査・ヒアリング調査を開始しております。 

本日の第１回検討会においては特に設備構造・設置方法ですとか、下部農地の営農に関する現

状と整理の方向性をご提示させていただいた上で、ご討議をいただければと思います。 

また本日のご討議を踏まえて２月以降引き続き調査を行いまして、３月に第２回の検討会を開

催することとしております。第２回では記載の通り、望ましい経営モデルですとか、民間資金の

導入の推進ですとか、土地利用調整の円滑化をテーマに扱う予定です。 

最終的に第１回、第２回のご議論を踏まえた各テーマの現状と課題、今後の方向性について報

告書のようにまとめまして、農水省様にご報告することとしております。 

以上でございます。 

 

〇荒川座長 ありがとうございます。事務局からのご説明は以上でございました。 

それでは続きまして、それぞれの委員の皆様方からのご説明をお願いしたいと思います。 

ますはじめに馬上委員、よろしくお願いします。 

 

〇馬上委員 では私から、資料２に飛びましてご説明差し上げたいと思います。 

今回、私からも色々とお話をしたいところで言えば、主に現場の取り組みを含めて、なるべく

事例のところからお話するのが良いかと思いまして、資料を持ってきております。 

前半部分は私共の紹介ですので少し割愛をさせていただきまして、ページでいうと７ページに

あたるところ、営農型太陽光発電の取り組み概況というところから、お話を始めさせていただき

たいと思います。 

私自身ももう８年、もう９年近くこうした取り組みに関わってくる中で、やはりこの期間中の

国内での事業の変遷でありますとか、様々な事例を見てきているところではあるのですけれども、

８ページのところで、やはり営農型太陽光発電をどう定義するかというところを見ていきますと、

従来はやはり農地で農業生産を行いながら太陽光発電を行うことで、まずは農業者の所得が増加

するところが当初、意図されていたところかなという風に理解していまして、そこが今段階的に、

地域内での生産・消費の手段、特に、私も自社の農場があるところ、2019 年に台風でかなり、８

日間の停電を経験したときにこれが電源として活用できないかということで、今、電気自動車と

か電動農機への活用もしておりますし、それからこれから先、今、環境省が進めているゼロカー

ボンシティ等の取り組みが出てくると、やはり、太陽光発電というものが国内、どんな市町村で

あっても、まず再生可能エネルギーを得るための手段として選択されていくのではないかと。こ

れまでの国内での事例を見ていきますと、やはり農業と再生可能エネルギー生産を両立させてい

くという、新たな一次産業のモデルとなっていくという印象を持っております。 

その先は写真がだいぶ続くのですけれども、次のページ番号消えていますけれども、農業と太

陽光発電が共存する仕組みということで、ページとしては９ページにあたるのですけれども、こ

れは私共の農場がありまして、なかなかこの写真だと見づらいのですけれども、農作業をしてい

る弊社のスタッフが使っているのが電動の農機具を使っておりますし、それから、皆さんのお手
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元だと写真中央左側ぐらいに白いロボットが見えているのですけれども、これも遠隔操作式の除

草ロボットを、実はこの写真ですと右端のところに赤くちょっとトラクターが写っていまして、

そこに乗った操縦者が遠隔操縦で除草機械を動かしているというようなところもこの写真の中に

は写り込んでおります。 

実際にはまだ、この発電設備全体のエネルギーを十分に使うところまでは来ていないのですけ

れども、おそらく現行の市販されている農機具だけでも、こうした電化を図った上で、要はその

農場で生産されるエネルギーだけで農業生産を一定程度果たし得るという状況は生まれているよ

うに感じています。 

次のページにまた赤いトラクターの作業風景。こんな農業機械が取り回せるか、これはもちろ

ん設備の設計の思想ですとか、色々と考慮するポイントがあって、必ずしも農業機械の取り回し

が良くないものもありますし、あるいはそういったものの侵入を想定しないような、農作業を前

提にした事例というのもあるのですけど、現状はトラクター然り、コンバイン然り、この写真で

すとマルチャーでマルチ張りしていますけれども、こういった機械の運用に対して、十分に考慮

した設計というものが出てきていると。ただそれが既存のあらゆる作物の栽培の技術体系に適合

した研究というものは必ずしも行われているとは言い難い状況もありますし、どちらかというと

農業機械のメーカーさんの方のフィードバックも十分にできている状況ではございませんけれど

も、現状は、様々な試行錯誤が現場では行われているという風に理解しています。 

次のページ、乗用の田植機の作業風景も出てまいりますけれども、コンバインの収穫ですとか

田植機ですとか、色々なものを使って水田作、水稲の生産というのも行われております。この写

真は秋田県で私が 2017 年、あきたこまちを生産している農家さんのところでお手伝いした事例

ではありますけれども、８条植えの田植機でこの設備下で作業ができているというところと、も

う一枚めくっていただきますと、コンバインによる刈り取りの作業というところもですね、ここ

はもう今年で５作目に入るところかと思うのですけれども、しっかりと収穫したコメの品種も保

たれていて、出荷できると、出荷していると聞いております。ただ、これも農業者の方々からす

ればもちろん作業上効率が落ちる部分もあるし、必ずしも合理的な機械体系ができているかとい

うと、まだまだ課題が多いように感じております。 

次のページ、ここからページ番号 13 でありますけれども、作物もやはり農水省から公表されて

いる統計を見ますと、今非常に多くの作物があり、ただ特定の品種への、あるいは栽培品目への

固まりが見られるのですけれども、現状我々自身の実践を通じても、穀物もそうですし、畑作で

あったとしても葉物野菜から根菜類から夏野菜、昨年はナスを大きくもやったのですけれども、

こういったところが、生産は可能であると。ただ、これが１年２年しかやってないとなると、様々

な気象条件の変動等も入って必ずしも最適な生産がまだできているかどうかということは、経年

での確認も必要になってくるだろうという部分も感じている一方で、もう一枚めくっていただく

と 14 ページですね。実際、我々が生産しているもの含めて、しっかりと出荷して消費者の方に手

にとっていただいて、そういった取り組みも含めて理解していただきながら購入していただくこ

とができているのかなと。ただ、なかなかこうした事例ばかりではないものですから、世間一般

でいうと、なかなか営農型太陽光というと、とにかく日陰で育てられる作物をなんとなくやって

いるという印象を持ってしまっているというのが、まだまだ現状としては、広報も含めてもそう
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ですし、そういったものを実際に目にする機会といったものが不足しているのが現状かなと感じ

ています。 

次の 15 ページまいりますと、一つはやはり営農型太陽光発電で農村部による再生可能エネルギ

ーが生産できるということになっていきますと、やはり、そもそもの農業含めた脱炭素化という

点で何ができるかというところは、私自身も今試行錯誤しているところでございます。先程ちょ

っと申し上げましたけれども、令和元年の台風 15 号、千葉県が大停電した際に、この設備、営農

型太陽光の設備からエネルギーの自家消費や地域消費をもっと拡大できないかということで今取

り組みをしておりまして、現状はなかなかまだトラクター等まで電化というのはもう少しかかる

という話を聞いている中で、どちらかというと農村部に欠かせないモビリティ、自動車を EV で

すとか PHV を入れていきまして、これを日常生活や農作業への活用だけでなくて、非常時も電源

として活用できはしないかと、ということで実証をしております。 

もう一枚めくっていただきますと、ちょうど千葉を停電させた台風が本当に通過した直後の私

共の設備の写真を載せているのですけれども、ちょうど写真の左下を見ていただくと、隣の畑が

ダメージを受けていることがわかるかと思うのですけれども、平均風速で 30m 以上、最大風瞬間

風速で 57，5m が当時、千葉市内で観測された暴風であったのですけれども、設備としては、太

陽光パネル１枚の脱落・歪みもなく、しっかりと健全性は維持できましたし、この後停電が解消

された時点で、発電所としての供給も再開できるだけの、しっかりとした自然災害に対する強度

を持てている部分は実証できたのですけれども、これをどのようにしていくかというところで、

17 ページのところでは、今、2020 年から取り組みを始めたところとして、やはりこのエネルギー

を単純に売電で収益を向上するだけではなくて、地域で進めるということで、トヨタ自動車の財

団からの支援もいただいて、一昨年から一年半、実証をさせていただいたといような経過がござ

います。 

このあたりはまだ、実際に成果を出していくところではこれからという部分があるのですけれ

ども、１ページめくっていただいて、18 ページに、実際に農場で太陽光電池から、これは PHV で

すけれども、これを充電する写真が写っておりますけれども、日常的にうちの農業生産のスタッ

フにこういった車両を貸与して、生活の中で使ってもらう、それから出荷の作業、もっと小型の

車両もあるのですけれども、圃場間の見回り、移動も含めて、軽トラックの代替がどこまででき

るかはまだ手探りではあるのですけれども、おそらくは農村部で豊富に得られるエネルギーによ

って十分生活を成り立たせるということは今後可能になるのではないかという風に考えておりま

す。 

次のページから国内における普及と課題についても少しお話をさせていただきたいと思います。

１ページ、20 ページに行っていただきますと、普及とトラブル増加、これはトラブルというのは

様々捉え方ができるかと思うのですけれども、やはり事例が増加していく中で、設備ですとか、

事業、ここでいう事業というのは営農と思っていただければよろしいかと思うのですけれども、

やはり設備設計が必ずしも計画していた農業あるいは作物に対して適合していなかった。本当に

ひどい話ですと、農業自体を行っていない事例も私も目にしてはおります。 

それから設計した会社、施工した会社、メーカーの知見が不十分で、台風で設備が全壊してし

まうと。それこそ 2018 年の関西の台風ですとか、2019 年千葉に来た台風も含めて、かなり被害
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を受けている事例があるということは私も目にしておりますし、情報等も得ております。 

ただ、やはり今手がけている事業者が、なかなか農業も含めて、あるいは設計もしっかり理解

してやっているというところがあまり多くない事例がありまして、なかなかそういった会社のサ

ポートを受けられなくて、我々が立て直しを支援する事例も引き受けていますというのが現状で

ございます。 

１ページめくっていただくと、実際に全壊事例の写真も出させていただいております。これは、

それほど強くない台風の時だったと記憶しているのですけれども、かなり前、６年から７年前の

写真だったと記憶しているのですけれども、これは明確にどこに構造の問題があって、あるいは

台風のどういった影響があって、明確には調査されたわけではないのですけれども、やはりこう

いった形態での倒壊事故というものが、毎年どこかで、台風が来た際には起きてしまうというと

ころもありますし、それからもう１ページめくっていただきますと、写真が２枚続くのですけれ

ども、営農状況が本当にこれで良いのかと思うような事例、これは私が本当に情報を得て足で回

った事例もありますし、１枚目の写真ですと、果樹らしきものが支柱のあたりに埋まっているの

が見えるのですけれども、明らかに生育状況がよろしくないですとか、あともう１枚、これはお

そらく水田を転作したと思われるものが次のページ出てくるのですけれども、こちらも写真の右

下を見ていただくと、隣の田んぼが畔塗しているのがわかるのですけれども、営農型の設備があ

るところは果たして何をやろうとしているのか、隣から水が入ってきてしまっていて、とはいえ

何か耕起しているような様子もないというような、これが２年くらい放置されているような事例

も見えております。 

24 ページにこうした事例の背景というものも、これは私の所感も含めて整理はしておりますけ

ど、やはりまず設備の導入をどういった事業者が主導しているかという点では、やはり太陽光発

電の一形態として捉えられておりますので、従来の施工・販売会社さんがそのまま地上設置型か

らこちらに移行してきていて、なかなか農業生産の知見がない中で、前例等を参考にして、類似

の設備、形だけうまく整えて、設備だけは建てて、依頼主の依頼等を受けて建てていくようなパ

ターンですとか、あるいは、設備の設計に際しても、他で成功している、言うなれば農業委員会

の審査まで通過した事業者の資料だけを取り寄せて、類似の計画だけ建てて、その先はオーナー

さんにお任せするというようなパターンもありますし、そういった事業者がどうしても今多くな

ってしまっているというのが目立っている現状でございます。そういった事業者さんですとなか

なか問題が起きたあとにフォローするだけの能力がないので、事業者さんとしてもその先どこに

相談して良いか、どう改善して良いか、農業委員会から指導は受けたけれどもどう取り組めば良

いか、というところが問題になってしまっている、こういった理解をしております。 

25 ページ以降、設備の設置形態の分類を少しご紹介はしておきますけれども、今大きく言えば、

太陽光パネルをなるべく上空高いところに均等に並べる、いわゆる藤棚式と呼ばれるものと、そ

れから地上設置型の太陽光発電のそのまま足だけ、支柱だけ伸ばしたようなアレイ式と、あるい

は足高式と呼ばれるものが大きく分類されておりまて、やはりこの下の形状の方が、コスト的に

はやりやすい、コストは安価になりますし、太陽光の施工業者さんも比較的慣れているのでやり

やすい。一方で上の藤棚式はコストが上がっていきますし、なかなか確実に施工できる事業者さ

んは少ないのですけれども、ここまで何枚か写真をお見せしたように、営農面では非常にやりや
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すいというような、こういった取り組み方、あるいは農業のやり方で、違いが出てきているよう

な様子もございます。 

具体的な事例も、写真も次の２枚続くのですけれども、いわゆる地上設置型、野立ての太陽光

に近いところで設置されているもの、非常によくあるパターンの写真として１枚持ってきており

ますけれども、おそらくこれ栽培しているのはサカキかそういったものだと思われます。ほとん

ど、単なる野立ての太陽光と言われても違和感がないような、ただその下で作物のようなものを

生産している、ただ周辺農地、写真の奥の方を見ますとほとんど水田ですので、果たしてこれが

適正に生産できる農場なのか、そういった改良が行われているか等含めて、ちょっと怪しいよう

な事例でございます。 

次は、藤棚式はまた私共の設備から撮っておりますけれども、これも最大限、ある程度コスト

をかけながら空間を取って、光の採光度合いをシミュレーションしてやったパターンですと、こ

ういったこともできるという事例として挙げさせていただいていますけれども、とはいえ、この

藤棚式と呼ばれるものを取っているからといって必ずしも、じゃあ農業のことをしっかり考慮し

ているかというと、やはりこの類似の設計で、コストカットのために支柱が少し細かったり、筋

交いがなかったり、台風で本当にこのパターンでも全壊というものが起きているので、やはりこ

れは形だけではなくて、実際の設計・施工する、あるいは事業を企画する事業者側がしっかり理

解していく必要があるのだろうという風に考えています。 

28 ページ目。国内における課題、その他も色々上げられますし、また機会があれば次の会合の

際にもこの部分のテーマでお話をしたいと思うのですけれども、やはり現状は FIT 制度における

営農型太陽光発電が 2020 年度入った影響でかなり新規参入する事業者が増加傾向にあると。１

事業者で数百件単位で営農型の開発・企画をしている事例も国内にいくつか出てきております。 

一方で農業者が取り組みたいとしても、やはり地域単位の農業事情、私も千葉県でやっていま

すけれども、それが東北ですとか九州でそれが適用できるか、同じ作物だから適用できるかとい

うとそういうことではなりませんし、やはりこういった研究はより細かい地域単位で実施してい

くこと。あと我々自身も作物の品種を色々選んでパネル向きの品種を試してみたりとか、あるい

はあえて寒地系とか色々なパターンをやっているのですけれども、とはいえ気象条件までは揃え

られませんので、やはりこれが１つは農業者主体の取り組みを増やすにあたっても必要になって

くるだろうと思いますし、一方で、農業機械に絡んだ設備事故の増加というのもやはり見受けら

れる。大体はトラクターの旋回時にぶつかったですとか、草刈り機器が支柱に当たったくらいの

ものから、色々な事例があるのですけれども、少なからず、発生しているという点に関しても研

究が必要だろうという風に見ております。ですから、こういった点では国内における課題という

のは、とにかく、そもそも営農型太陽光発電の趣旨というものに適合した設備設計ですとか、あ

るいはその地域の農業、もちろん新しい作物を試したいからあえて影を作るやり方もあるでしょ

うし、一方で特産品等の生産をしっかり継続していくにあたって、経営の支援も含め、何か支え

られるものがあるかですとか、そういった事業モデルの整理というものがまず必要だろうという

風に思っています。 

あと最後の部分、国外の動向も少し触れさせて私のプレゼンテーションを終わらせていただき

たいと思うのですけれども、今、国外の状況、日本ですと営農型太陽光発電、英語にした場合に
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大体はこの Agrivolatics、Agriculture と photovolatics の造語で呼ばれることが多いのですけれど

も、今、一番は東アジアはかなり日本に触発をされてこの営農型太陽光に注目しております。30

ページに韓国と台湾の事例を掲載しておりますけれども、韓国は既に 2019 年に政策目標として、

2030 年までに 1000 万 kW の営農型太陽光を実施するということで、政府目標として導入されて

おります。当初聞いた時は 100kW の設備を 10 万件の農家に建てさせるのだ、ということでスタ

ートしたと聞いているのですけれども、既に計画策定から２年３年が経過していますので、ある

程度実績は上げつつあるということも聞いております。また韓国国内での農業試験場での、10 数

か所での実証は既に 2017 年からスタートしておりますので、作物生産の試験も一定程度行われ

ていると。 

一方で台湾も 2014 年から日本の営農型を参考にして、類似の制度を導入したのですけれども、

不正事例がひどかった。偽装農家というか、農家と偽った生産者も出てきたということで、一度

全て制度を中断しまして、現在、改めて私共が支援している事例があるのですけれども、農業の

実証含めた試験、日本からの技術を輸入しながら展開するというところで、今年の春から、生産

が始まる予定でおります。 

その次のページからは韓国国内で私が見た事例ですけれども、今写真で出ております、専用モ

ジュール・架台実証設備は、韓国政府から予算が出て建てられたものでして、下での作物はこれ

タマネギなのですけれども、設備側に特徴がございます。太陽電池は、これは LG がこのためだ

けに専用で開発された特殊形状になっていまして、支柱部分は韓国のポスコが設計、それから資

材を供給しているという風に聞いております。だから、非常に国を挙げて各メーカーに声をかけ

て、既に資材開発まで手を出しているという点は、なかなか日本も置いていかれているなという

ところと、それからもう１枚めくっていただきますと、農業試験場における実証設備、こういっ

たものが国内 10 数か所にあると聞いているのですけれども、既にこうしたものが 2017 年には稼

働しておりまして、設備内にもかなり多様なセンサー類を入れていますし、スプリンクラーと灌

水装置もこの支柱部分にくくりつけて、多様な品種を生産していると。ここ圃場を見に行くと、

立て看板のところには施肥設計とか全て書いておりまして、ここはこういったコンセプトでやっ

ていくと、同様の設備が一つの試験場なり既に複数箇所あって、何年かの研究が行われていると

いうような状況がございます。 

次のページは、韓国は国際的な発信もしておりまして、これ私が登壇していた時の様子ですけ

れども、国際フォーラムというのも毎年開催しておりまして、今年も春頃にオンラインですけれ

ども、各国の研究者を招いて実施しております。 

34 ページは、欧州で、ヨーロッパの動向になりますけれども、昨年からフランスがかなり力を

入れて、営農型太陽光向けの再エネ入札額を決定し、それから民間の普及団体もスタートしてい

るですとか、イタリア政府も昨年の４月、新型コロナウイルスからのグリーンリカバリーの一環

で、11 億ユーロの予算をつけまして、営農型太陽光発電 200 万 kW を導入するということで、こ

れは政府が発表しております。それからドイツも今年から営農型太陽光発電による農地の利用規

制緩和を図るということで、かなり導入が盛り上がっていくのではないかと。 

あとは、次の 35 ページのそれ以外の国々の状況でも、イスラエル政府が昨年 100 万ドルの予

算を投じて実証研究を終えまして、今年から営農型太陽光年間 100MW の入札枠を設定して、今、
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スマート農業の技術の導入も含めて支援をしていっているところ。あとは、インドでは州単位で、

1000 万 kW の導入目標が掲げられている事例が出ている他、オーストラリアも、2019 年にイタ

リアの企業が数十 MW 規模の実証プラントの運転を開始しておりまして、これもまた拡大してい

くような情報を得ています。 

こういったところ、ざっと今お話してきたのですけれども、今後おそらく営農型太陽光は、国

際的にも太陽光発電導入それから農業生産の維持向上において、おそらく主要な手段の一つにな

っていくのではないかと。これに対して日本としても、どう向き合っていくかというとことは一

つ大きなテーマになるだろうと考えております。 

以上、私のプレゼンテーションを終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

〇荒川座長 どうもありがとうございました。 

それでは、ただいまの説明に対しまして、何かご質問等ございましたら、委員の皆様いかがで

ございましょうか。 

 

〇田中委員 馬上さんの方の資料を見させていただいて、こういうやり方でやって、太陽電池そ

のものに対するトラブルというのはあったのでしょうか。確かに、下にトラクターを通すという

形で、大きな高さが必要で、それから農機具をぶつけないような形になってくるわけですけれど

も、そうなったときに、太陽電池そのものに、例えば、PID の問題が起きたりとか、ホットスポ

ットができたりとか、個々のトラブルは架台の下からはわからないので保守のやり方を検討する

必要がある。 

それから、農業をやる人たちが地方に関わらず高齢化してきてしまって、農業をやる人は多分

あまり太陽光の電気設備に対応できる技術がないと思われる。そのような中でどういう形でうま

く事業を進めてきたのか、その辺のところをちょっと教えていただきたい。 

 

〇馬上委員 ありがとうございます。 

１点目、まず太陽電池に対する影響というところなのですけれども、実際に我々も長い設備で

やっと５年６年のものが出てきている状況で、実際に一番懸念をしていたのは、例えば水田に付

けた場合に、やはり湿潤な環境が常に一定期間、太陽電池にどんな影響があるかは検証が必要か

と思ったのですけれども、やはり高さを比較することで、下は十分風が抜けて、太陽電池の温度

上昇等も営農型の方は基本的に抑制されます。夏場の水田で測ったことがあるのですけれども、

地上設置の同じメーカーのものと比べて 20 度以上、太陽電池の温度が低かったので、そういう点

では、負荷は下がるのかなと見ております。 

ただ一方で、従来のバックシートのものですと、やはり裏から水分が侵入しないと言えるかど

うか、特に夏場ですね。これはやはり、従来よりもさらに多湿な環境になる可能性がありますの

で、そこはこれまで地上設置型含めて研究されてきた中で、類似の環境があればそれが適用でき

るかもしれないですし、一方、そういう点では水上型でも同様のことが言えますので、そのあた

りのデータを持ってくれば、営農型は、水上型ほどは水分の影響は受けないと思いますし、一方

ケーブルですとか、そういったもので必ず劣化のところも、懸念で言えば、例えば我々もやりま
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すけれども、マニュアスプレッダーで堆肥撒きましたっていうと、アンモニアがものすごい量散

布されますし、堆肥成分をマニュアスプレッダーが本当に広くまき散らすので、それが太陽電池

に付着したときに、牛とかの糞等が付着したときにどうなるかというのはそれほど検証されてな

いと思いますので、それが 10 年 20 年続いたらどうかというのはもしかしたら検証が必要かもし

れませんし、ということは思っております。 

あとは、やはり単純にメーカーが想定していないという点であれば、やはり太陽電池の裏面が

農薬等に曝露するというところですね。特に果樹等ですと、下から上にむかって散布することも

ありますので、そうすると太陽電池とかケーブルに農薬成分が蓄積したときにどうなるかという

のは、一定の検証が必要かなと。 

あとは事業面でまさに電気的な安全とか含めて農業者がどう向き合うというのも、もともと

我々が小規模に始めた時は、農業者の方は自分で電気対策もやることが多いので、非常にこう、

要は、私も、電気工事士の資格を取りましたけれども、ある程度の勉強をすれば電気の知識は身

について、逆に自分で一次的なメンテナンスもできるようになるので、それがある種農業者が取

り組むメリットなのではないかと。単なる投資として地上設置型とかを持っている方々と比べて、

自分でも手を掛けることを厭わない方も多いですし、そういう点では、電気保安もわかりやすい

のではないか。 

あとは、高圧規模を手がけたときの、やはり経産省さんとも議論になったのは、農業者という

ものを、いわゆる発電所においてどう取り扱うか、ただの素人として扱うのか、一定の知見を持

ったものとして扱うのかという点で言えば、高圧設備の場合は必ず電気主任技術者がおりますの

で、定期的に保安教育を行うことで、あるいは保安規定を周知することによって、高圧設備にお

ける作業従事に対して安全性を確保するというようなことは考えておりました。 

先々でいえば、おそらくは、農業者自身は、発電設備側の知見も身に着けることで、自分たち

で管理ができて、管理コストも圧縮ができて、それによってより安定した運営が果たされるとい

うことができますので、そこは今後スマート農業が進めば、一部電化されていく農機具に対する

知見を持つ中で、電気自体の知見も深めることが、営農型の安定性確保にもつながるのではない

いかという風に考えています。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

 その他、ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

〇柚木委員 25 ページのところで、ご説明いただいた藤棚式とアレイ式というところなのですけ

れども、今の日本で、営農型でどれくらいの割合かというのがもし分かれば教えてください。 

 

〇馬上委員 これは、私も、現実にはどちらがどちらかという中間になるものもあります。例え

ばアレイ式で、パネルを格子状に抜いていくようなものもありますので、それを上にしたりはし

ないのですけれども、やはり、私が今まで見てきた設備の中では、８割くらいはこの下のアレイ
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式に近いものを採用している。 

最近は中国とかのこういったメーカーはダイレクトメールが来ても色々なパターンを勧めるこ

とが多くなってきているので、浸透はしているのかなと思う部分もありますし、一方で今、コス

トを下げたいとなるとアレイ式を採用するパターンが多くなりますので、少なくとも 2010 年代

に導入されたときには、どうしてもアレイ式が多くなった。これは設計施工側がそれに慣れてい

たからという点もそうですし、あとはコスト面の要求ですとか、農業面もそうですし、一番は敷

地内になるべく太陽光パネルを詰めたいという発電事業側の理由というものが多いかと思うので

すけれども、これが今後どうなっていくかところは、どう誘導したいかところを含めて考えてい

く必要があるかと思います。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

それでは、その他にもあろうかもしれませんが、最後に自由討議の時間もございますので、馬

上さんへのご質問はここで一旦以上と致します。どうもありがとうございました。 

それでは続きまして、農研機構農村工学研究部門地域資源利用・管理グループ・グループ長補

佐の石井様より、よろしくお願い致します。 

 

〇石井様 農研機構の石井です、 

本日は弊構の中島理事が所用で出席できないため、私が代理で出席いたします。 

中島から書面にて意見を授かっていますので、ご紹介致します。 

営農型太陽光発電を何のために実施するのか目的を明確にし、それを関係者で共有することが

まず大事だと思います。その際、発電による農業者の収益の向上だけではなく、中山間地域にお

ける電動農機や電気自動車（EV）の充電スタンドの設立など公共サービス提供の視点が社会から

受け入れられるためには必要と考えます。 

次に、農作物を安定的に生産する栽培技術については、発電パネル下の日射量や光強度の変化、

降雨、温度、湿度、風等の微気象を観測した上で、適した作物や品種を選定し、実際に栽培した

上で可動式の発電パネルで環境制御する技術も併せて開発する等、体系的な研究を行うべきです。

そのための、プロジェクト研究を行政ニーズとして農林水産技術会議事務局に提案していただき

たいと思います。 

最後になります。作物生産と発電効率はトレードオフの関係にあり、台風、大雨、積雪、地震

など、自然災害に耐えるレジリエントな施設構造を保ちつつ、農作物の収量品質を確保できる栽

培環境に関して、最適なバランスを追究する研究開発を進めながら社会実装する必要があります。 

中島理事からの意見は以上となります。 

それでは、私の説明に移ります。 

本日は営農型太陽光発電に関わる会議ではありますけれども、私共、農研機構は現在、農山漁

村エネルギーマネジメントシステム（VEMS、Village Energy Management System）というものの

研究開発を進めておりますので、その内容も含めてご紹介致します。 

１ページ目をご覧下さい。 

これは、政府が示す、我が国のエネルギー政策の動向になります。去年一昨年まで、再エネの
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比率を 25%といったものが、菅前総理のご発言で、再エネ比率を 46%にする目標に引き上げられ

ました。これは 2030 年の目標になりますので、逆算して進めなければなりません。バイオマス発

電、水力発電、太陽光発電なども大規模に展開しようとすると、環境アセスが必要になりますの

で、急には増やすことはできません。そのような中で、今日の議論になっている営農型太陽光発

電施設というのは、農地の上に仮設物として、一時転用をする形で建設されますので、今後、太

陽光発電のところで再エネ比率 46%の目標に大きく貢献できるのではないかと考えております。 

２ページをご覧下さい。 

左の図、こちらは資源エネルギー庁が毎年公表しているエネルギー白書の図で、日本の全産業

のエネルギー消費量になります。産業分野全体では 8225 PJ と大量のエネルギーを消費していま

すが、農林水産業は全体の約３%になります。このうちの多くは重油、灯油、軽油、ガソリンなど

の燃油で、その他として電力があります。このような状況の中で、農林水産省も政策としてカー

ボンニュートラルに取り組んでいます。 

３ページ目をご覧下さい。 

私共、農研機構は営農型太陽光発電施設の現地調査を行っています。左の写真は、これは千葉

エコ・エネルギー社の農場になりますが、太陽光発電パネルによる遮光率が 50%になります。右

の写真は四国に建設された営農型太陽光発電施設ですが、施設の高さが低く、トラクターに乗車

して耕耘作業をするには厳しい状況でした。建設地が四国であり、台風が来ますので、施設構造

は強度を持たせて建設をされている印象がありました。 

左下の写真は、先ほどの千葉エコ・エネルギーの馬上社長からも事例紹介がありましたが、構

造資材に単管足場を用いています。これはもともと仮設足場用の資材ですので、これを長期間、

台風や積雪に耐えられるように組み上げるのは厳しいと考えられます。営農型太陽光発電施設に

規格や基準がないということも課題としてあります。 

右下の表は経済産業省でまとめた太陽光発電所の台風による被災事例で、強風で壊れているの

ものが複数、報告されています。営農型太陽光発電施設でも台風や積雪で被害が発生した事例も

あり、強風や積雪などの対策を確りと進めなければならないと考えております。私共、農研機構

ではパイプハウスや温室など園芸用施設の構造設計等の研究分野も担当していますので、この営

農型太陽光発電施設も、園芸用施設の構造と同じように確りと構造計算をした後に、設計・建設

する必要があると考えております。 

４ページをご覧下さい。 

弊構の中島理事からの意見にもありましたが、営農型太陽光発電施設の施設構造を災害に対し

て強靭化しなければいけないという課題が見えています。真ん中の写真は、台風で倒壊した太陽

光発電所になります。例えば左から２番目の写真では、太陽光発電所の独立基礎が持ち上がり転

倒しています。写真で見る限り、独立基礎は地面にそのまま置いてある状態ですが、通常、独立

基礎は浮き上がりを防ぐために地面に埋設しなければなりません。あとは、太陽光発電パネルが

強風で被災した際に、火災が起きている事例がありますが、被災しても日中は発電が持続される

ため、安全な消火に時間を要してしまうという問題がありました。海外の太陽光発電所の事例を

見ますと、太陽光発電パネルで遮断・断線したとすると、安全回路が働き、PV からの発電が停止

する機能があります。日本でもここは経産省と連携しながら災害に対する安全施策を担保すると
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いうような設計基準や規格が必要だと考えます。 

４ページ目の下の写真は、ここは私共、農研機構が現在、現地調査に基づき検討している内容

になりますが、太陽光発電パネルの下で如何に農作物を適正に栽培するかというところを研究開

発しなければならないと考えております。営農型太陽光発電の現場と、研究開発の現場の間で大

きなギャップがあるということを認識しており、私共、農研機構がこの隙間を埋めるように研究

開発を進めて行きたいと考えています。 

実際に現地調査をした時の事例になりますが、太陽光発電のパネルから流れ落ちた降雨時の水

滴でショウガの葉に土跳ねが発生していました。園芸用施設や住宅などには雨樋があり、水滴が

ぼた落ちしないような設計・施工されています。土には様々な病原菌があり、降雨時の土跳ねに

伴い、病原菌が農作物に付着して病気が広がるという危険がありますので、降雨時の排水処理対

策も今後の課題として見えています。 

５ページ目をご覧下さい。 

ここからは農山漁村地域の中で再生可能エネルギーを地産地消するという取り組みをご紹介し

ます。現在、産官学連携の共同研究として、NEDO 先導研究「農山漁村地域の RE100 に資する

VEMS の開発」を進めています。この研究プロジェクトでは農研機構が研究代表機関となり、私

は研究代表者として全体を取りまとめています。この共同研究には、本会議に参加されている千

葉エコ・エネルギーの馬上様にも参画いただいております。その他に、産総研や大学、三菱電機

などの企業とともに、農山漁村の中の再生可能エネルギーを地産地消するための VEMS の開発を

進めています。 

６ページ目をご覧ください。 

ここでは農村漁村地域の中に多数ある再生可能エネルギー供給群になります。例えば、太陽光

発電所は発電専用で、営農型太陽光発電施設、小水力発電施設、バイオマス発電施設では木質、

メタン発酵、食品残渣をメタン発酵の原料となり、電気の他に熱も供給できます。このように農

山漁村地域には様々な再生可能エネルギーを供給するポテンシャルがあります。しかしながら、

現在、発電された再エネ電力の多くは再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT 制度）で発

電されてしまっており、海外の事例と比較すると地産地消の取り組みが遅れています。今後はわ

が国でも再生可能エネルギーを地産地消する方向にシフトするような施策と新たなビジネスモデ

ルが必要だと考えています。 

７ページ目をご覧下さい。 

ここでは農山漁村地域の中にどのくらいエネルギーの需要があるかを整理しています。農林水

産業の中で最もエネルギーを消費するのは施設園芸で、その多くは冬季暖房のための燃料燃焼に

なります。まさに今は暖房のシーズンにありますが、農林水産業で消費されるエネルギーの内、

１/３強を施設園芸が占めており、燃焼燃焼により年間 600～700 万トン CO2 が排出されていま

す。まずは、ここを変えなければならない。その他として、畜舎、食品加工、水産加工などの生産

現場でも電力や燃油を消費しています。このように再生可能エネルギーを生産する場所に近いと

ころに、エネルギーを消費する現場がありますので、両者を組み合わせて地産地消するという取

り組みが必要であると考えています。 

８ページ目をご覧下さい。 
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農山漁村地域で再生可能エネルギーの地産地消をどのように進めたら良いかというところを図

としてまとめていまう。この絵の中心に円形の絵がありますけれども、この中心にあるのが農村

漁村エネルギーマネジメントシステム（VEMS、ベムス）になります。VEMS はエネルギーをマ

ネージメントするシステムであり、ここには機器やアプリケーションがあります。図の左側と上

下に再生可能エネルギーの供給側があり、右側点線の中に需要側があり、この両者のバランスを

調節するものがエネルギーマネジメントシステムであり、VEMS になります。 

この VEMS の中で肝となる技術には、センシングと情報通信があります。どのくらい発電量が

あり、需要側でどのくらいの電力需要があるか、それが熱なのか電気なのかがわからなければ調

節できませんので、そこを情報通信プラットフォームの中で、確りと情報をやり取りしながら調

整する必要があります。 

現在は FIT を中心に、農山漁村地域で産出された再エネ電力は発電中心のビジネスモデルで売

電されています。地域の中で作られた再生可能エネルギーの地産地消をする取組を進めると、そ

の対価が地域内で流通することになります。エネルギーを使った方は払う、作った方はその対価

を手に入れる、ここを確りとアグリゲートするような取り組みが必要であると考えています。 

９ページ目をご覧下さい。 

このような取り組みを進めるには、農林水産業の中で再生可能エネルギーを地産地消する取組

のメリットも示さなければなりません。先ほど、VEMS 開発の肝はセンシングと情報通信である

とご説明しましたが、農林水産業の中で脱炭素化を進めるには、流通している農林水産物や加工

商品の生産や流通にどのようなエネルギーが使われ、どのくらい CO２が排出されているのか定

量的に示す必要があります。現在、流通している農林水産物や加工製品に産地は書かれています

が、今後は脱炭素化に対する取組みを情報として付与する必要があります。脱炭素化には生産者

には設備負担や生産コストの増加などの負担が生じますので、脱炭素化に対するインセンティブ

が持続的に付与されるような仕組みを作らなければなりません。再生可能エネルギーを農山漁村

地域の生産の中で使う取り組みの中で、情報をタグ付けし、その情報を流通させるということす

ると、資料左上に示しているような GHG 削減食品や製品の認証制度の言質となります。今後、

各省庁で GHG 削減食品や製品の認証制度をご検討いただきたいと考えています。このような形

でインセンティブを付加するようにすると、農村漁村地域の中にエネルギーの対価が落ちる、そ

れをまた消費者が意識して購入するという取り組みにつながることを期待しています。このよう

な取組は、ヨーロッパで進めているバイオエコノミーと同じ流れを、日本の中でも作ることにつ

ながります。 

１０ページ目をご覧下さい。 

令和元年房総半島台風・東日本台風のときの停電被害の状況や、営農型太陽光発電が停電時の

電力供給に役立てる可能性があることを千葉エコ・エネルギーの馬上社長からお話がありました。

昨年は宮城県石巻市に初めて台風が初上陸しましたが、これは地球温暖化傾向により海水面温度

が上昇し、台風の発生地点が北上していることが原因となっています。今後は、今までと違う進

路で台風が襲来し、被災するケースが考えられますので、仮に台風で災害があっても、最低限の

ライフライン、エネルギーがその地域で確保できるような取り組みが必要であり、VEMS の社会

実装により農山漁村地域のエネルギーレジリエンス機能を強靭化できると考えております。 
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最後になります。 

現在、NEDO 先導研究では FS（フィージビリティスタディ）のステージで、VEMS に関わる

研究開発を進めています。このステージの研究では、これからこのような大きな枠組みの中での

研究開発が必要です、ナショナルプロジェクトが必要ですということを示すことが前提になりま

す。実際に VEMS の研究開発を進め、社会実装するには、農林水産省の中で一つの研究プロジェ

クトで進めることは難しく、関係する府省庁が連携するようなナショナルプロジェクトが必要で

あると考えております。例えばマイクログリッド網を農山漁村地域の中に構築・整備し、再エネ

電源と系統電源の送電を制御する。また、農林水産業地域の中で再生可能エネルギーを地産地消

する取り組みを持続し、その 

対価が地域内に環流し、地域経済が潤うよう社会システムや社会インフラを再構築する必要が

あると考えています。このような取組は、岸田総理が目標として掲げられている「デジタル田園

都市国家構想」の実現に、この VEMS が貢献できるのではないかと考えています。 

以上になります。 

 

〇荒川座長 どうもありがとうございました。 

それでは、ただいま石井委員のご説明にご質問がございますでしょうか。 

冒頭御発言ございました中島委員のご意見は資料の下の方にありますので、ご覧いただければ

と思います。 

それではよろしゅうございますか、最後の自由討議の時間もございますので。 

それではありがとうございました。 

それでは続きまして、JA 全農総合エネルギー部次長の森本様から資料に基づきご発表いただき

たいと思います。よろしくお願い致します。 

 

〇森本様 それでは資料４をお願いします。２ページ目に、我々が取り組む実証例がございます。

これはいま検討中のものです。まだ実際にあるものではありません。 

昨年初頭からモデル実証できないか検討に着手しました。その中で、我々が一部出資をしてお

ります農業法人様が管理する農地でできそうだということがわかりました。このモデル実証では、

設備を我々で資産取得し検証します、補助金ないし FIT 活用を検討しましたが、補助金の方が適

しているのではと考えています。このモデルで発電した電気は、小売事業のライセンスを持つ関

連会社を通じて地元での販売を検討します。いわゆる再エネの地産地消を小さなレベルですけど

まずやってみようというものです。 

このモデルで収支確立や農業経営への貢献が実証されれば、優良モデルとしてグループの皆様

に活用してもらうことも目的のひとつです。発電した電気は JA の施設や組合員宅に供給したいと

考えております。 

次ページ３ページ目をご覧ください。 

実証場所は荒廃農地を再生した農地にこだわっています。売電収入によって荒廃農地の復旧や、

農地の維持に寄与することができるのではないかと考えています。 

作付作物はサツマイモを予定しています。サツマイモありきで考えたわけではありません。 
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 ソーラーシェアリングのためだけに、その地域で栽培されていない農作物を作るのではモデル

になりません。候補地近郊にさつまいも産地がありましたのでサツマイモを選択しました。栽培

方法もその地域と同じ方法で実施することとしています。 

出力は 50kW 程度です。系統連系が認められやすいので低圧です。 

来年度、実証開始を目指しています。農地はおおむね目途がたっています。いま設備設計や地

元農協等への相談などをはじめています。 

最後４ページ目に、我々が取り組むにあたっての課題を載せています。 

先ほどの発表と重複しますので簡単に説明しますが、１の耐久性が課題です。 

２の営農への影響も先ほどの皆様と同じです。 

３は、やはり地域で作った再エネ電気を、地元農業を応援する再エネ電気として、顔が見える

電気として、付加価値販売することが収支確立には必要です。普通の電気・再エネよりも高い値

段で買ってくれる先を探していくことが課題です。 

それから４は地元 JA や地域の生産者との調和が必要であるという課題です。景観への配慮や、

地域で生産されていない農作物や特異な方法で栽培しないことが必要です。地元の農業者に受け

入れられるソーラーシェアリングであるためには、農業が主である必要があると考えております。 

それから５は将来の JA でんき電源としての活用です。JA でんきというのは我々のブランド名

です。ソーラーシェアリングのような農村の再エネ電源を活用する電気事業者でありたいと思い

ます。ここに書いてますように、天気まかせの自然エネルギーですので、晴れの日にしか発電さ

れない、電力供給量が潤沢な時間帯の不安定な電源です。曇りの日に備えて変動対策できる設備

を持つ必要があります。出力・需要を制御する技術を確立したのちにはじめて電源化が見えてき

ます。そのためにも実証に取り組む必要があると考えております。  

それから６の採算性です。50kW 未満の小さな規模では売電量も限られますので、FIT12 円で

は投資回収は厳しいです。したがって付加価値販売や運営や経費の更なる圧縮が必要です。 

いずれにしても、これからいろいろ検証して参ります。以上です。発表を終わらせていただき

ます。 

 

〇荒川座長 どうもありがとうございました。 

それでは今の全農の森本様の発表について何かございますでしょうか。 

 

〇田中委員 どうもありがとうございました。 

荒廃農地をなるべく再生されるということでしたけれども、令和元年でも荒廃農地は 28.4 万 ha

もあって、再生利用可能が９.１万 ha、再生利用困難というものが 19.2 万 ha ある。これを足すと

２９万 ha はあるという形で、東京都が土地が 22 万 ha なので、全国的にとてつもない荒廃農地

があります。それを全農さんは全国的な組織ですから、どういう形で再生し、農業を活性化させ

る方向にもっていくのかという考えをお聞かせいただきたい。また、FIT12 円と書いてありまし

たけれども、FIT やめたらどうですか。これは地産地消を前提に考える形で、FIT でやると経済

性のことが出てきてしまうので、やっぱり地産地消でなるべく自分のところで使った方が良い。

先程の馬上さんの話にもあったかと思いますが、いろんなトラクタができるわけで、例えば電動
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トラクタを開発すれば良い。再エネの地産地消を農水として支援し、大々的に将来の再生エネル

ギーの普及につなげていく。そういう形でもって大胆に考えられて提案をされるような形で進ん

でいくと良いと思うのですがいかがでしょうか。 

 

〇森本様 まず、前段の荒廃農地の対策は、私はエネルギー部門のものですので、全農の全体と

しての取り組みをすぐ説明できるものを持ち合わせておりません。大変申し訳ございません。た

だ、ソーラーシャアリングによって一部でも荒廃農地が農地として再生につながる可能性がある

のではと考えています。 

もう１つ FIT の話でございますけども、ここでは FIT 並みの 12 円で売電したとして収支シミ

ュレーションしても厳しいという課題を書いています。FIT で売る前提ではありません。やはり

再エネ電源にし、地元で活用してもらう地産地消で成り立つモデルを検証し、確立したいと思っ

ています。 

 

〇田中委員 JA 電気さんの電気が普通に託送制度を使って小売電気事業者が家庭に売る電気と

同じであれば全然意味もない話なので、例えば JA さんの電気は商用の電気が停電してもここの発

電所の電気は使えるというような地産地消のシステムにして使っていただくとか、付加価値をつ

ける形をとれば、多少高くたって、これだけ激甚災害が増えているわけですから、そういう時で

も使えますよ、というような形に持っていく方が、本来の JA さんの方の姿じゃないかと思いま

す。 

 

〇森本様 ありがとうございます。そういう期待があることをいろいろなところで感じています。

そういうものを目指していこうと思っていますが、まだまだ課題や技術の問題や私たちの実力不

足があるのも事実です。早く期待に応えられるよう一層努力します。 

 

〇石井様 よろしいですか。農研機構の石井です。ありがとうございました。 

本日、ご説明した資料の中で VEMS を社会実装する上でアグリゲーターの創生が肝であること

をご説明しましたが、全農は有力なアグリゲーター候補になっていただけるのではないかと期待

しております。先ほど、田中委員が仰ったように、その発電した対価を単に売るのではなくて地

元に流してお金が回ることが重要であると仰いましたが、そのやりとりを全農や JA が担って頂け

ると非常に進めやすいと考えています。実際に JA では燃油を売られていますし、これから電気も

売られるということですので、有力なアグリゲーター候補であると考えられます。一からアグリ

ゲートするよりも、2030 年を目指すならば今すぐ動いていただけると有り難いと思っています。 

その他に、再エネを地産地消する上で需要側では負荷変動に対応する技術が求められます。こ

の課題には、現在、弊構で研究開発しているものとして小水力発電とバイオマス発電があります。

例えば、バイオマス発電の研究を進めますと、メタン発酵の中でガスが出てきますので、このガ

スをバックに貯めて、太陽光発電の出力が落ちたときにバックに貯めたガスでガスタービンを回

して発電するというような取り組みも必要となります。このように地域の中で電力負荷変動を許

容するようなシステムづくり、そのような取組がこれから必要になると思っていますので、是非
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今後とも意見交換をさせていただけると有り難いです。 

よろしくお願いします。以上です。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

お二方から JA 全農様への熱い思いがこもった話がありましたけれども、全農だけで処理はなか

なか大変だと思いますけれども。私も実は JA 全農の経営管理委員をやらせていただいておりまし

て、全農の中にも色々な議論がある中で、森本さんが所属される部署で今回こういう意欲的な取

り組みをやっていこうというのは全農さんとしても非常に大いなる決断だと思いますので、是非

とも頑張っていただければと思います。 

 ここまででお三方からのご説明がございました。続きまして、今回の有識者会議での議論を踏

まえた調査事業の進め方につきまして、事務局の方からご説明いただきたいと思います。 

 

〇事務局 皆様のご発表いただいた内容と重複し、また時間も若干押しておりますので、割愛し

ながら簡潔にご説明させていただきます。 

まず設備構造・設置方法について、事務局の現時点の調査結果と今後の調査方針についてご説

明させていただきます。 

既にご指摘いただいていたとおり、営農型太陽光発電の構造については、パネル、架台、支柱、

杭それぞれで、素材やサイズ、構造はさまざまであるのが現状でございまして、これらの組み合

わせによってパターンも無数にございますので、統一的な技術基準が必要になってくると認識し

てございます。 

現状の技術基準・研究についてですが、まず技術基準については、農水省様の局長通知で支柱

の高さなどの一定の基準が示されているほか、経産省の方で、営農型に限るものではありません

が、省令及び逐条解説が制定・作成されているほか、NEDO においても昨年 11 月に「営農型太

陽光発電システムの設計・施工ガイドライン」が策定されてございます。また、この他国交省で

も建築基準法上の取扱などを定めた通知を発出しております。 

研究についても、NEDO が中心となって体系的に今年度と来年度で実証研究を行うこととされ

ております。NEDO のガイドラインの記載内容例について下半分でお示ししております。現状は

以上でございます。 

続いて、設備構造・設置方法に関する今後の弊社の整理の方向性について記載したものがこち

らですが、設備構造・設置方法によって生じうるリスクを洗い出しまして、それぞれ原因を分類

ごとに整理することとしています。具体的には、先ほど話にもありましたけれども、強風・地震

によるパネルの飛散や倒壊、水害・雪害による設備の沈下、感電・火災事故、設備の腐食による

有害物質の流出・これによる健康被害、スマート農業化への悪影響などのリスクが想定されます

ので、原因について整理することとしております。また、先ほどの想定リスクに対応した形で、

それぞれのリスクを軽減するために推奨される定性的な対応を具体的に列挙して整理することを

想定しております。こうした整理については現時点版のものでして、今後のヒアリング等を重ね

て精緻化・具体化を図ることを予定しております。 

続いて、下部農地の営農に関する調査方針と現状の調査結果をご説明致します。 
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下部農地の営農に関する既存研究・実証についてですが、これまでの既存研究・実証について

は、大きく営農環境への影響を検証するものと、作物への影響を検証するものの２つがあると認

識しております。１目の営農環境への影響については、農研機構などの研究機関で、設備の下の

日射量、温度、風速の変化等の微気象の変化を研究されていると認識しております。２点目の作

物への影響については、大学や行政によって土地利用作物、野菜、果樹、その他個々の作物につ

いて、記載の通り遮光率と収量の関係について研究されているかと思いますが、それぞれ扱う作

物や条件も異なり、比較も困難であって、体系的な研究・実証は行われていないと認識しており

ます。 

続いて 12 ページ、整理の方向性ですが、まず営農型太陽光発電設備による営農への影響を整理

させていただきまして、例えば日射量や温湿度、風、土壌等がありますが、これらを整理したう

えで、こうした環境の変化が収量・品質・生育など作物に対してどのような影響をもたらすのか

ということ、また作業性、作業環境・栽培設備など作物以外にどのような影響をもたらすのかと

いうことを整理致します。また、マイナスの影響だけでなくて、パネルを置くことによって高温

障害が軽減されたりですとか、病害虫が減少する等、プラスの影響も出てくるかと思いますので、

併せて整理することとしています。 

続いて２点目の整理ですが、下部農地で適切に営農を継続することができるように、作物選定

時に検討するのが良いと思われる事項とそれぞれ推奨される対応というものを整理することとし

ております。具体的には、検討するのが良いと思われる事項を作物への影響、作物以外への影響、

その他の影響に分類したうえで、それぞれの観点から推奨される対応というものを整理致します。

具体的には、例えば、現状体系的な研究が行われていないものの、収量への影響を検討したうえ

で、設備による悪影響が比較的少ない作物を選択することが推奨されるですとか、当たり前の話

ではあるのですけれども、こうしたことを整理することを予定しており、こちらもヒアリングな

どを通じて詳細化する予定でございます。 

最後に栽培時の留意事項、改善方法を整理することとしております。１点目の整理において、

マイナスの影響とプラスの影響をそれぞれ整理することとしておりましたが、そこで整理したそ

れぞれのマイナスの影響に対応するために栽培で留意すべき事項や改善方法を取りまとめること

としております。例えば、単純ですけれども、収量が比較的大きく低下するとされる作物を作付

けする場合は、遮光率を低く抑える必要があるですとか、２つ下の箱のところで、生育期間の変

化が生じるという点については、例えば生育期間の変化に合わせた新たな栽培スケジュールを検

討する必要があるとか、そういった具体的な栽培時の留意事項・改善方法について今後具体化す

る想定でございます。 

すみません、駆け足で恐縮ですが、以上です。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

それでは時間も押しておりますので、これから自由討議に移ってまいりたいと思います。 

今日の会議の論点２つございまして、今お話しございましたように、設備構造・設置方法の在

り方や改善の進め方という１つ目のかたまり、それから２つ目は下部農地における営農の在り方、

改善の進め方と、この２つの論点がございます。それぞれ先生方からお話をいただきたいと思っ
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てございます。 

先ほどの農研機構の中島先生からのご意見は紙で配布しておりますので、この後各委員の皆様

方からそれぞれご意見をいただきたいと思います。まずはじめに、１点目の設備構造・設置方法

の部分につきまして、ご意見を頂戴できればと思いますが、まずは田中委員と北河委員にお話を

いただければと思います。 

田中委員お願いします。 

 

〇田中委員 安全性については、例の NEDO のプロジェクトで昨年の 11 月に営農型太陽光発電

システムの設計施工ガイドラインというものが出ていますので、それを参考にする必要があると

思っています。今年度、確か架台の作り方等に対する風洞実験とか、そういうものもやって、安

全性等を確かめるという形になっていますので、その辺も含めた形で一緒にお話をしていったら

いいんじゃないかと、思います。ただ、この NEDO のプロジェクトの中に実は農業関係者が入っ

ていない。ですから、この委員の中に実態を知っている農水省関係者の方等に入っていただいて、

実態をお話しされた方が良いのではないか、それが良いシステムができる第一段階かなと思って

います。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。それでは続きまして北河委員お願い致します。 

 

〇北河委員 私は昨年３月末まで大手損害保険会社におりましたので、その観点で説明させてい

ただきます。 

まず、昨今ですね、ご承知のとおり非常に気象条件が変化しておりまして、台風、それから大

雪、特に２年前の東北の大雪で太陽光パネルは壊滅的な打撃を受けました。各保険会社も保険引

き受けを今後継続できるかというところまで来ております。そういった観点から申し上げると、

まず雪害の部分をどうしていくかというのは大きなポイントかなと考えております。先ほど説明

ありましたとおり、RE100 という、今大企業は自分のところで使うエネルギーを再生可能エネル

ギーで 100%賄っていこうという流れがあります。その流れから言うと、これから営農型のとこ

ろに着目している企業も結構多くて、ちっちゃな企業でも多分そこは賄えなくて、結構大規模に

なってくるわけなんです。パネルもこれから大きなものにこれからなってくるという風に、二極

化するといってもいいかもしれませんね、という風に考えております。そうすると大きなパネル

というものは、駆動式、こういったものを取り入れて、簡単に言うと雪が積もらないような、今

は 30 度確保という風に書かれていますけれど、駆動式、例えば垂直に建ててしまうとかですね、

そのような発想の転換が必要ではないかという風に考えてございます。あと、大型で固定式にす

ると台風とか風の影響というのを受けやすくなりますので、先ほどご説明があった、例えば藤棚

式とかあるいは細い形、こういったものを組み合わせていくことによってその被害を軽減してい

くことが必要ではないかと思います。 

NEDO のガイドラインは非常に素晴らしいんですけど、やや農業者の実態からすると厳しすぎ

るのではないかというような、これはオフレコと言って良いのかもしれないのですけれども、昨

今ご承知の通り色々な資材の価格が高騰しておりまして、投資額が回収できない、見込みが立た
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ないというケースも増えています。こういった実態を踏まえた形のものをやっていく必要がある

のかなと。 

あと長くなって恐縮なのですけど、荒廃農地とかですね、遊休農地の今後の活用というところ、

これは今農業委員会で、特に中山間地で荒廃農地が著しくて、皆さんもしかしたら営農型のニー

ズはあるんですけど、実は保険会社的に見ると、傾斜地においてパネル・架台の荷重に耐えきれ

ずに崩落するという事故が結構今増えています。そういう観点を踏まえますと、設置する地盤の

強化とか、あるいは、そういったところは十分にこれから注意する必要があると考えています。  

先ほど来ですね委員の方からご説明ありましたとおり、農業者というのは電気的なことを得意

とする方も多くて、私スマート農業展開していると、結構皆さんカスタマイズを自分でされてい

て、これはこれで素晴らしいと思いつつもやはり感電とかの色々なリスクもありますから、そこ

はきちんと教育も併せてやっていく必要があるのかなという風に考えているところでございます。 

私からは以上です。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

今お二方からご意見をいただきましたが、今のお二方に対するご質問なり、あるいはそれ以外

の方からのご意見等ございましたら。どうぞ。 

 

〇柚木委員 営農型発電の設備について、今農水省から出されている通知では、できるだけ農地

に設置する支柱が簡易な構造で撤去しやすいようにといったことで、今もそういう状況になって

いると思います。今、NEDO のガイドラインが出ていたということで、農業委員会の現場での許

可の判断にあたってもこういう観点は非常に大事だと思います。しかし、現状で十分に情報が周

知できていないのではないかと思われますので、我々も含めてなんですけど、この営農型太陽光

発電の設計・施工のガイドラインをきちっと現場に浸透させるようにしないといけないと思いま

す。行政でも周知徹底を図っていただきたいと思います。 

それから、今、災害対応の問題も重要になっていますので、これまでは簡易で容易に撤去とい

うことだったのですが、そこら辺の考え方を修正するのであれば修正するということも大切では

ないかと思います。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。その他、ございますか。 

 

〇田中委員 今のガイドラインの点についていうと、どこまで強くすれば良いのかというのはイ

タチごっこのところがあって、本当に建築基準法に則ってガチっとやった方が良いのか、今はた

しか JISC9855 を基本にしているが、最近の激甚災害は、今まで想定していない形のものが増えて

きておりそれをどこまで考慮すれば良いかはやっている人たち皆さんで話し合って折り合いをつ

けないと答えが出ない。 

 

〇石井様 よろしいですか。 

私共農研機構の専門とするものの中に農業用施設というものがありまして、温室ですとか鉄骨
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のハウス、これは実は建築基準法ではなくて、園芸用施設構造安全基準というものが農水省で作

られています。中に入る人は、建築基準法の適用外になっているんですね。そのために安全性も

確保しながら経済性も確保するというような取り組みになります。 

営農型太陽光発電も園芸施設の構造に似ていますので、その延長上の中で現在の NEDO 先導

研究で風洞実験施設もありますので、揚力が働くのか抗力が働くのかといったこともこれから出

していく。これからですね、是非、営農型太陽光発電の構造を農林水産省としてどういう風に考

えているのかということも、是非、経産省と一緒にやっていくのか、園芸用施設と同じようにや

っていくのかですね、その辺を探れると良いのではないかと。私たちもぜひお手伝いさせていた

だきますので。 

あとですね、先ほどご紹介がありましたガイドラインですけれども、その前段の調査委員会で

実は農研機構の職員、構造の専門家が入っていたのですけれども、なぜかこの策定委員会になっ

たら外れたということもありましたので、是非その辺うまく農林水産省と経産省、環境省で連携

していただいて、少なくともこの農業の分野はですね、農林水産省が進めるべきだと思いますの

で、私共お手伝いしますので、よろしくお願い致します。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。私から一つだけ。 

今お二方からのご意見がありましたけれども、設備の安全性ですとか、もっといえば農業者の

作業時安全とか、そういったことを考えると、基準をどう考えるかということは非常に大事なこ

とだと思います。 

一方で今日農水省からのご出席は農村振興局の課長様、室長様ですが、今申し上げたような観

点からすると、例えば、畜舎の構造・設備の建築基準について、少し簡素化してくれみたいな話

も畜産行政の観点からそういうのが出てきて、色々な議論が出てきて、昨年か何か法律改正をし

てという話もあります。作業時安全という意味では作物ごとに違うと思うのですけど、やっぱり

地面を所管している農村振興局の転用制度の枠の中でその議論をしていくとですね、どうしても

そこだけに収まらない問題が出てくると思いますので、大臣官房の中にそういう部署もあると承

知をしておりますので、是非とも今回の有識者会議の射程からは外れるかもしれませんけれども、

この議論を進めようと思えばそういう観点も含めてご議論いただければありがたいなと思います。 

次は２点目の論点でございます。下部農地の営農について議論をさせていただきたいと思いま

す。この点につきまして各委員の先生方からお話しいただきたいと思いますが、まずはじめに柚

木委員と馬場委員のお二方からご意見を頂戴したいと思います。柚木委員、お願いします。 

 

〇柚木委員  ありがとうございます。 

一つは、この営農型太陽光発電設備、今日のご議論にもあります通り、私としては基本的には

農業者の農業経営としての利用を基本に考える、そしてまた農村地域のエネルギーの循環という

ことを基本とすべきだと思っております。 

もう一つ、話にあった農業用施設、温室ハウスとか畜舎とかあるわけですが、そういうところ

での太陽光発電の話がどうもあまり聞こえてこなくて、こっちの話ばっかり進んでいる感じがし

ます。もう少し総合的にバランスをとってやっていくべきではないかと思っております。 
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それともう一つ、営農型太陽光発電設備の設置は農用地区域の中の優良農地も OK になるわけ

ですね。これについては農業委員会の現場でも、今、農地の利用集積が色々と進められている中

で、こういうものが集団農地の真ん中にポンとできるというのは非常に支障が出てくるわけなの

で、この辺は色々これからご議論があろうかと思うのですけど、例えば圃場整備が済んだところ、

効率的な農業が可能なようなところについては、原則設置は控えるとかの対応が必要ではないか

と思います。人・農地プランとして、農地の利用の仕方を地域で話し合いをして考えていくなか

で、効率利用が難しいようなところでは太陽光含めてやっていくような話も出てくると思います。

荒廃農地をどんどん利用すればいいじゃないかというかなり乱暴な意見も出てきていますから、

太陽光発電設備の設置場所などの立地的な要件、安全性の問題ですとか、中山間の傾斜地の問題

ですとか、ここら辺のところは丁寧に議論を進めていく必要があるんじゃないかと思います。  

その意味で、今後の調査ということとで２つほど。 

１つは現在の営農型の設備が設置されている地域類型別にどういう風になっているのかという

こと。それから、圃場整備が済んだような農地にもあるのであれば、どこにどういう風な状況な

のかということは、ちょっと私共も全部は把握できていないものですから、もし可能であれば、

その辺のところの確認ということも考えていただけたらありがたいと思います。 

最後でございますけれども、もう一つは農業委員会の方は農地制度上の観点からの許認可の審

査をするわけなのですけれども、地域の方々からするとどうしてもやはり景観の問題ですとか、

防災的な問題ですとかを非常に気にされて、色々災害の報告とかですね、環境の関係の影響評価

報告とかあるわけですけれども、そこら辺と連動させながらやっていくことが必要ではないかな

と思います。その辺も今後の検討の課題としていただければありがたいと考えております。 

以上です。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

続きまして、馬場委員、カメラとマイクをオンにして、ご意見を頂戴できますでしょうか。 

 

〇馬場委員 全中の専務の馬場でございます。よろしくお願いします。 

第２の論点の前に基本的なところを申し上げたいと思います。 

今、食料・農業・農村基本計画のもとで高齢化が進む中、なるだけ農地の減少を止めて、自給

率の向上なり自給力を確保するというために、農地を維持し、それを面的集約をしながら生産性

を上げつつ、生産力も上げていく、という方向だと思いますが、そうしたこれと整合した営農型

太陽光発電とすべきということが基本的な考え方でございます。 

そういう面では、荒廃地とか、それになりそうな農地でやるべきであって、優良農地そのもの

はしっかりと確保するという前提となった仕組みとすべきで、土地改良をやったところに建てる

とか、そういうことはやるべきではないと思います。 

今日説明ありませんでしたけれども、参考資料で、調査結果が色々出ています。そこにいっぱ

い課題が出ていると私は見ていました。 

参考資料３のを見たら「えっ」という思ったのが３点ほどあります。１つは、営農型太陽光の

設置が農振農用地区域で荒廃農地となっているのは１割くらい。ですから、農振農用地の優良農
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地が圧倒的に多いことです。 

ですから、そういう面では、今、柚木さんも言われましたけれども、今国会で、人・農地プラン

の法定化の法案が出ています。そこは地域で話合いをしながら、目標地図を作って、農地の活用

の将来地図を作るということでありますので、地域の話合いの中で、しっかりと作物を作るとい

うところに営農型太陽光を、一時転用にしろ認めるというのは、すべきではないと思います。  

逆に言うと、地域の中で産地育成とか、地域との共生とか、環境保全の観点から、この区域は

営農型太陽光発電にしましょうよ、ということを地図で決めて、まとめてそういった地域で営農

型太陽光発電ですね、ということで、先ほど全農も言っておられましたけれども、地産地消型等

も含めてやっていく、まさに地域との調和というのは大事なことではないのかと思います。そこ

で地域の電力源にしていくとかということは必要でしょう。 

もう１点は、さっきの参考資料の中にありましたが、結局太陽光設置者は売電事業者が多くて、

かつ、県外という方もいらっしゃると。これって本当の意味で、地域との調和というか、今後の

営農の在り方ということと、どう絡めているのかというところに疑問を感じたところであります。 

さらに作物の点ですけど、論点にもありましたけど、適切な営農継続というか、地力の維持と

いう観点は重要だということですが、面積的にいうと、野菜が一番ですかね、その次が観賞用の

作物というところになっています。産地として野菜を作っているところは、観賞用になっちゃっ

ていることはないのかという、やや心配があって、逆に、荒廃農地であって、それを観賞用にし

たと。それは収量８割としても、収入になっているのか、ということも含めて本当に考えないと。

手間の問題もあるかもしれませんけれども、少なくとも営農継続の観点で言うと、販売しないと

営農継続と言わないでしょうね、ということであります。 

是非、設置後の作物の転換、コメからの転換というのもありましたけれども、地域の実態、そ

れから農業者の生産とか農地の管理の確保を前提とした基準とすべきだし、是非、実態を細かく

見てほしいなと思います。 

牧草というのが結構あったりして、牧草・緑肥か、それでどこかの資料に遮光率 100%と書いて

あって、これは営農ですかね、と思ったり、放棄をされているところにすべきかという論点があ

りましたけど、本当に草なの、家畜が食べているのですよねということであるべきだし、地力増

進だったら、その後はしっかりと作物にしているということがないとと思います。そういう面で

は、各地域の実態を踏まえて整理をすべきではないかと思っています。 

今後の話になるかもしれませんけれども、さっき災害の話もありましたが、事例の中には、修

繕積立とかをやっている事例もありましたけど、そういうことも含めて、あるいは撤去費用も含

めて、そうした資金の確保を前提にやはり収益・経営を見ていくべきではないかということがご

ざいます。 

もう１点だけ言うと、これも柚木さんの専門かもしれませんけれども、地上権を設定されてい

る場合があって、売電業者、発電業者が作ったりしているところはそういうのがあったりして、

地上権はどうなっていくのかわからないという場合がないのかという心配もややしています。そ

こはちゃんと地域の調和と合わせて、農地が農地として地上権の設定の仕方もよくよく整理をし

ておいた方が良いのではないかという資料を見ながら思っていたところです。 

以上です、長くなりました。 
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あと１点。荒川さんのときに一時転用を３年から 10 年に延ばしたわけですよね。そのメリット

とデメリットがよく理解できてないので、教えていただければと思っています。 

 

〇荒川座長 馬場さん、ありがとうございました。 

ご指名でご意見をいただいたので、一言だけ言い訳をすると、平成 30 年のときは、冒頭のご挨

拶で申し上げましたが、あらかじめ方向性がきまった中での制度改正だったと思っております。

今日、お集まりいただいたような、こういうそれぞれの有識者の方々に伺って、課題を起こして

方向を出すというようなプロセスが足りなかったんじゃなかったということは、本当に私も反省

をしております。そういう意味で、今のお二方の営農上の観点からのご質問・ご意見というのは、

あの時、まだ平成 30 年に３年を 10 年にする、あるいは農地の対象・地域を広げるみたいな議論

のときに、また皆さんから同じような懸念が示されたものだと思いますので、私は今回、こうい

う場があって、こういう議論がまた、しっかり議論ができて、議論を起こして、方向性を出せる

のであれば、大変ありがたいと思います。 

馬場さん、柚木さん、ありがとうございました。 

 

〇馬場委員 もう１点だけ良いですか。 

 

〇荒川座長 時間もありませんので、短めにお願いします。 

 

〇馬場委員 営農型太陽光発電の効果として、日本の農業の最大の問題は農地が荒廃していると

いう問題がありますけれども、鳥獣害という問題があるのですが、鳥獣害対策にならないのかと

いうのは、片方で、効果としてないのかなって思ったりしたりしています。事例とか研究をされ

る中で、もしわかればと思っています。 

すみません、以上です。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

お二方から貴重なご意見なり、あるいは追加で調査をしていただかないといけないようなもの

もあったかもしれませんけれども。 

お二方以外の他の委員の先生方、今のご意見へのコメントなり、あるいはそれ以外の営農上の

課題についてのコメントをいただければと思います。 

 永井委員、どうぞ。 

 

〇永井委員 ちょっとお時間も超えているので簡単に。 

私、今回金融機関サイドからということで参加させていただいています。金融機関から見た営

農型の問題というのは、大きく３つあると思っていまして、今お話にも出ましたけど、転用許可

の期間の見直しという点と、2 つ目は、農業が適切に経営されているか、について金融機関に知見

が浅いという点。これは先ほどのその下部農地で何を作るかというところをある程度明確にして

いただいて、下部農地や作物が、これだと日陰でも良いよということだけではなくて、どのくら
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いの販売収入が見込めて、継続的な農業収入で、食べていけるかとかというところがある程度見

えると良いなと思っています。3 つ目は農地に対する登記可能な権利が限定的であること、だと

思っています。 

それで、１つ目の 10 年とか３年のところでは、これおそらく当時に全銀協と関係者との会話で

も出たと伺っていますけれども、金融機関として３年で見直しとなると３年経った後にどうする

かっていうのが分からないと、貸出期限が３年しか組めない、みたいな観点で論点として出た、

と聞いています。 

いずれにしても、再エネについては銀行もある程度色々な判断の仕方があります。そのなかで、

太陽光はある程度パネルとか架台・パワコンとか諸条件が整理されていればやりやすいという共

通認識がベースにあるなかで、先ほど NEDO での課題とか色々なチェック項目とかがあるとい

う風にも伺いましたけれども、営農型太陽光発電についても、こことここが明確になれば金融機

関としても対応しやすい、という形で論点整理とひな形が出来れば、というような気持ちでおり

ます。 

すみません、長くなりましたが、以上です。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

 その他、よろしゅうございますでしょうか。どうぞ。 

 

〇柚木委員 先程、永井委員からお話があったのですけれども、今、下部農地の関係について、

営農計画という形になっています。現場からは、収支計画をちゃんと出してもらっていいんじゃ

ないかとの意見があります。今は、何を作るかというだけで、何か作っていれば良い状態ですが、

やはりどのくらいの収入が上がるのか、何年でどのくらい目指すのか、そうした収支の計画が必

要ではないでしょうか。あまり負担をかけすぎてはいけないとは思うのですけれども、このこと

は議論を深める必要があると思っています。 

 

〇荒川座長 ありがとうございます。 

その他、よろしゅうございますでしょうか。 

 

〇馬上委員 営農のところで今までの議論とまた少し違った視点で申し上げるときに、やはりこ

れから先の営農型の設備を導入するところで、それが何年継続させるか、事業をやっている側、

農業者としてはなるべく長く使いたいということになってくると、おそらく今後農業の機械体系

自体が変わってくる。スマート化、電化があって、おそらく自動化・無人化になったときに、そ

れを想定したエネルギーの使い方、エネルギーを使えるかどうかもそうですし、それから営農の

ところも、今は私共も農研機構さんと協力して、自動化した機械を入れ始めていると、そうする

と先程来のところで言えば、作物の生産方法とか、あるいは安全性の議論というのも変わってく

る可能性があると思っておりまして、おそらく今、みどり戦略でも 2050 年に向けた、日本でのス

マート化もテーマになるかと思いますので、そういった将来的な技術体系・変化も含めて、今、

農業現場の方と話していると、現行の機械体系、生産体系とどう合わせるかということになるの
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ですけれども、５年 10 年先にそれが変化することを見据えた調査ですとか検討というところもし

ていければという風に考えています。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

ご意見なかなか尽きないようでございますけれども、今日の予定の時間を 10 分超過してしまい

ました。そろそろ、今日のこの委員会の議論は締めたいと思っております。 

事務局に置かれましては、本日頂戴しましたご意見をしっかり整えていただきまして、次回の

検討に生かしていただければと思っております。 

それでは今日の進行にご協力をいただきましてありがとうございます。では、事務局にお返し

致します。 

 

〇事務局 皆様ありがとうございました。 

本日いただいたご意見を踏まえまして、次回検討会に向けて事務局にてまた準備を進めたいと

思います。 

それでは時間も超過しておりますので、最後閉会の挨拶を弊社マネージングディレクターの原

よりさせていただきます。原さん、お願いします。 

 

〇事務局 皆様、本日は長時間にわたりありがとうございました。 

クニエの原でございます。 

私の方は色々思い当たることはたくさんございまして、先程荒川座長の方から、営農型太陽光

は農振局で閉じた議論ではないとのお話がありました。 

今回の太陽光、あまり３月末までにスコープをすごく広げるのは実務上難しい点もございます。

最後に馬上さんの方から、ビジョンを描く必要性のご意見もあり、確かに電化については一番農

機が遅れそうな気が私共もしていますし、中国産のパネルじゃなくて、国産でも遮光の必要でな

いような透明なパネルは製品化段階と思いますしペロブスカイトというのも研究中と思います。

まだコストの問題はあると思いますけれども、そういう近未来のビジョンづくりは必要と感じた

ところです。一方農業会議所さんの現状は、一番真っ先に問われている課題なのだろうなと思い

ました。スコープを３月末まではここまでと絞りながら、積み残し課題を整理していくような流

れになるものと考えたところです。 

次回までに我々も今日いただいた宿題、できる限り対応していこうと思いますので、何卒よろ

しくお願い致します。 

ちょっと長くなりました、ありがとうございました。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。 

 

〇事務局 最後に、本日の会議資料については原則として後日農林水産省のホームページにおい

て後日掲載させていただく予定です。 

また、議事録についても皆様にご確認をいただいた上で掲載致します。 
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また次回は、経営的な観点から収支状況を踏まえた今後の経営モデル及び実施体制のあり方、

民間資金の導入における課題を踏まえた今後の資金調達の推進のあり方、土地利用調整の課題を

踏まえた今後の許可基準等のあり方についてご討議いただくことを予定しております。 

時間超過してしまいましたが、以上をもちまして本日の有識者会議を閉会させていただきます。

本日はどうもありがとございました。 


