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第１回会議での主な御意見
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第１回会議での主な御意見（1/2）

◼ 設備構造・設置方法について
田中委員
○安全性については、昨年11月にNEDOが公表した「営農型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン」を参考にする必要がある。
〇最近の災害の頻発も踏まえ、どこまでコストと耐久性のバランスをとるか考えるべき。

北河委員
○台風、大雪による太陽光施設の破壊事故の多発によって各保険会社では保険引き受けを躊躇する動きも出てきている。
○現在、パネルの大型化が進んでいるが、雨水が集中して農地にネガティブな影響を与える懸念や積雪等による破損事故の防止の観点から、細形のパネルの利
用や大型の場合は駆動式を推奨すべきだと考える。
〇鉄・太陽電池パネル等の資材価格の高騰により、投資額が回収できない、見込みが立たないケースが増えている。
〇中山間地域では荒廃農地が多く、営農型太陽光発電のニーズはあるが、設計・施行上の不備で、傾斜地に設置して崩落棄損する例もみられるため、注意が
必要。
〇農業者は電気関係が得意な人も多いので、農業が自分でカスタマイズする際には、感電のリスク等の教育を行うことも重要。

柚木委員
○NEDOのガイドラインを農業現場にもっと周知するべき。
○営農計画に加え、下部農地での農業生産の収支計画を出してもらうべきとの現場からの意見がある。

石井委員代理
〇温室ハウス等の農業用施設の構造基準は、建築基準法ではなく、園芸用施設構造安全基準に従っている。営農型太陽光発電も園芸施設同様、農業の形
態にあった規格を考えるべきではないか。

荒川座長
○畜舎についても、常時人が居住する建物ではないという実態に即して、建築基準法の特例のための法改正が行われており、営農型太陽光発電についても設備
の安全及び農業者の作業時の安全の基準を考えることは重要。こういった話は（農林水産省の事務局の）農村振興局に収まる話ではないため、生産部局も
含めて農林水産省全体で議論を進めるべき。
〇柚木委員や馬場委員の農業者サイドからの懸念はごもっともであり、本来５年前の規制緩和の際に充分検討されるべきだったと思料。過去を嘆いてもしかたな
いので、今回の有識者会議でしっかり議論・検討される必要。
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第１回会議での主な御意見（2/2）

◼ 下部農地の営農について
柚木委員
○営農型太陽光発電については、農業者の農業経営としての利用・農村地域の循環を基本と考えるべき。
〇営農型太陽光発電設備の設置は、農用地区域内の優良農地でも可能だが、農地の担い手への利用集積が進められている中で、こういった設備が集団農地
の真ん中にできるのは問題。例えば、圃場整備が済んだ効率的な農業が可能な農地は原則設置を控えたり、人・農地プランの中で地域で話し合っていただくこと
が重要。
〇営農型太陽光発電施設の設置場所については、荒廃農地をどんどん活用するべきとの意見も出ているが、安全性の問題や中山間の農地の傾斜の問題を含
め、丁寧に検討するべき。
〇営農型太陽光発電施設の地域類型別の立地状況や圃場整備済み農地での立地状況についての調査をしてほしい。
〇農業委員会は、農地制度上の観点から許認可の審査を行っているが、地域の方にとっては景観や防災なども大きな問題であるので、他部署と連動して検討す
る必要がある。

馬場委員
○食料・農業・農村基本計画では、農地の減少を止め、食料自給率を確保するために農地を維持・集約し生産性を上げつつ、生産力を上げる方向を掲げてお
り、この方向性と整合した営農型太陽光発電にするべき。そういった点からは、荒廃農地で取組を進めるべきであって、優良農地はしっかり確保することを前提に
した仕組みにするべき。土地改良を行った農地への設置等はすべきでない。
〇産地育成、地域との共生及び環境保全の観点から、どの地区で営農型太陽光発電を行うかを、地図で定め、地産地消型でやっていくなど、地域との調和が重
要。太陽光発電設備設置は売電事業者が多く、かつ県外の方もいるが、本当の意味で地域との調和や今後の営農のあり方とどう絡めているか疑問。
〇作物の観点では、地力の維持という観点は重要だが、営農継続の観点でいうと、販売しないと営農継続とは言えない。
〇災害の話に関して、事例の中には修繕積立を行っているものもあるが、撤去費用も含めて資金の確保を前提に収益・経営を見ていくべき。
〇農地の地上権もよく整理するべき。
〇農地の荒廃化と併せて、鳥獣害も問題だが、設備を鳥獣害対策に用いることはできないのか。

◼ その他
永井委員
○金融サイドから見ると、営農型太陽光発電は転用許可の期間を更新する必要があること、農業が適切に経営されているか金融機関に知見が乏しいこと、農地
に対する登記可能な権利が限定的であること、の３点が大きな課題であると考える。

馬上委員
○営農型太陽光発電の設備は事業者、農業者ともに長く使用していくことになるので、スマート化・電化・自動化・無人化など、今後の農業機械体系の変化によ
り、作物の生産方法や安全性の議論も変わってくる可能性があることにも留意する必要がある。
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ヒアリング調査の結果概要（設備・営農関係）



7

ヒアリング調査の結果概要（1/4）

◼ 設備構造・設置方法について
（設備の安全性）
• 営農型ではそよ風がキャノピーになるなど特殊な風が吹くため、施設の強度や作物成長に影響。逆に、台風で太平洋からの東風で塩害が発生したとき、西風
が吹いて塩害が避けられたということもあり、プラス面、マイナス面両方に働くことがある。（研究者）

• 風がパネルを押し引きする力や基礎にかかる力などについて、風速センサーでパネル周囲の風速・風向の変化を把握する作業をしている最中。また模型を風洞
に置き、人工的な風を当てて風の流れを可視化する研究も始めている。（研究者）

• 腐植の防止対策をとっても農家・メーカーによって考え方が違うし、実際に経年的な変化がどうなるか分からない状況。水田で一定期間必ず水に浸かり続ける
ところがどうなるか、施肥設計とのバランスでpHが傾いた時に防食効果が落ちるかなど検証を行うべき。（研究者）

（今後の設備類型の在り方）
• どういう設備を導入するかは考え方の違いによる。単管はコストが安く、農家が自分で修繕したり、台風前に筋交いを増やして補強できるというメリットがある一
方、損壊事故が起きており、強度面の難しさもある。このため立地ごとに分けて設計を類型化する必要がある。風が強いパターン、四方雑木林に囲まれている
パターン、谷地のパターン等。ただし、設計としては一定の標準化・規格化をしないとコストが下がらず、普及も難しくなる。今後、ユニット化や、気象風土（台
風、雪対策）、水田の状態への適応等、条件に合わせてカスタムさせる（基本を決めた上で派生形を作る）ことになると思われる。（研究者）

•垂直型、追尾型などの新たな設備類型が生まれているが、台風の多い我が国の土地条件に合っているか、また、藤棚式の場合はトラクターを柱にぶつけても電
気事故にはならないが、トラクターとの接触による感電や、反射光の影響がないかなどについても検討することが必要ではないか。（研究者）

（設計・販売・施工会社の状況）
•基本設計は藤棚式だが、陰性植物の場合、収益・採算性の乏しいものの場合は足高式・アレイ式を活用。（発電事業者）
• NEDOガイドラインを参考に、材質の選定、地盤調査などを実施し、２ｍの高さの確保・４ｍの杭間隔などの標準スペックを持ちながら、地形と作物に応じてオ
ーダーメードで普及することを検討。（発電事業者）

•太陽光パネルを貼ることで、局所的に雨水が集中する場所ができたため、U字溝を掘った。下部を舗装している野立てやアレイ式の営農型だけでなく、藤棚式
でも起こる現象（発電事業者）。

•構造計算はJIS基準に合った形で行うが、パネルを止める金具等の施工不良によってパネルが飛ぶといった事例は1、2あった。（発電事業者）

（その他の課題）
•高さが高いものは、トラクターが通れるが、パネルの不具合があったらクレーン車等でないと調べられない。メンテナンス上の問題もある。ドローンによる点検なども
考えられる。（研究者）

◼ 有識者会議の議論と並行して、研究者・発電事業者・農業者・金融機関の12名の方にヒアリング
を行った。
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ヒアリング調査の結果概要（2/4）

◼ 下部農地における作物選定について
（作物選定の考え方）
•明治時代以降の育種技術は、いかに効率よく光を吸収するかという観点から行われてきたため、光を遮るという視点での研究の蓄積は乏しい。このため、コーヒ
ーや薬草、軟弱野菜、あしたば、みつば、キノコ類など半陰性の特殊な作物を選択せざるを得なくなっている。食料生産との両立という観点からの営農型太陽
光については、今後の研究が必要。（研究者）

•発電設備は強い光が当たる場所を選んでいるはずであるが、日向と日陰が交互に入れ替わるのは植物にとってはストレスになる環境である可能性。そこでうまく
育てられる作物が何かがテーマになる。（研究者）

•西南暖地では遮光により温度が下がり、逆に生育がよくなるというケースもある。（研究者）
•熱放射量が多く冬は霜が降りにくいといった話があり、霜がダメージになる作物が冬でも育てられる可能性がある。（研究者）

（発電事業者・営農者による作物選定の実態）
•農家から相談があった場合、現在の作付作物や栽培したい作物によって遮光率を含め設計を考えるが、企業から相談があった場合は農地の大きさに合わせて
設計し、陰性で育つものを栽培するのが基本。（発電事業者）

•農業者が農業の主役なので、20年間農業者が作りたいものを作ることが重要。ただ、遮光を伴うため、発電事業の効率が悪い等の場合は話し合う。（発電
事業者）

•農林水産省のみどりの食料システム戦略に対応し、荒廃農地を活用した有機農業とセットにした営農型太陽光発電のモデルを展開できないか検討中。（発
電事業者）

•営農者と取引のあった種苗会社が牧草の遮光率と収量の研究をしたことがあり、特定の品種が遮光率40数％であっても育てられるということで選定。また、種
苗会社が栽培指導もしてくれること、周辺に畜産農家が多く売り先が確保できることや作業にかけるマンパワーも少なくて済むことも要因。（発電事業者）

•電力を自家消費するケースでは、農業の売上を出すことが重要であったため、周年栽培が可能で難易度があまり高くない水耕栽培の葉物野菜を選定。地域
で水耕栽培で葉物野菜を作っている農家がいないとのことで販売面で入り込む余地があると感じたが、販路は当初苦戦した。（発電事業者）

•環境・需要の変化、温暖化の影響もある中で色々な作物が作れた方が良い。このため、営農型の下でのスモール農業を実現したく、様々な作物の栽培試験
を行っている。販路についてはアンテナショップを作って販売している。 （農業者）
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ヒアリング調査の結果概要（3/4）

◼ 下部農地の営農への影響・栽培方法について
（環境・生育への影響）
•雨垂れの影響がある。水滴が植物に当たったり、周囲の土が削れてしまうことによる生育不良が発生。作物の定植位置を調整したり、パネル位置を調整するこ
とで対応。（発電事業者）

•作物が風に耐えきれそうになかったので、支柱間に暴風ネットを設置して対策をした。また防虫ネットも一部実施。（農業者）
•営農型で申請する栽培作物はほとんどの場合１種類だが、申請内容に相違がないようにすると連作障害が起きてしまう。別の作物を栽培する場合は申請が
必要だが、煩雑であり作物変更に至らないこともあった。（発電事業者）

• ナシやブドウなどの果樹は雨の影響による病害虫の発生が多く、設備を雨除けに活用することで改善の可能性がある。（発電事業者）
•土壌については、含水率に加え土壌微生物・土中生物の動向が変わる可能性がある。また、パネルがあることで降りてこない鳥がいる一方、休息地にしている
鳥もいる。こうしたことが、虫の挙動に影響を与える可能性、藤棚式に張る蜘蛛の巣が蝶等の虫の挙動に対して影響を与える可能性など、動物・昆虫の挙動
にも変化がある可能性がある。（研究者）

•鳥獣害対策の観点からも、支柱を使えば防護・監視がしやすい。（研究者）

（その他太陽光パネルの技術・影響）
•現在主流のシリコンの太陽光電池は400～700nmの波長の光を吸収するが、これは植物が光合成に使う波長と同じで、利用する波長が競合する。（研究
者）

• シリコン電池が吸収する波長の領域を広げることで、発電効率を上げようという研究が進められているが、そのことで光合成との競合が生じる。さらに、ハウスなど
に貼れる透明型のパネルの研究も進んでいるが、光合成との関係についての研究は行われていない。（研究者）

（作業性への影響）
•架台があるので農機がぶつからないように気を使って作業する必要があり、作業時間が増える等作業性は悪くなっている。支柱の周りも機械が近づけないので、
手で作業を行う必要がある。（発電事業者）

•既存の茶園は畝が真っ直ぐではないので摘採機が入らず効率を落とすケースがある。全て抜根し、新しく植え替えたこともある。（発電事業者）

（研究体制について）
•生育への影響について、場合によって品種ごとに分解する必要がある。既存研究も規模や年がそれぞれ異なり、年単位の気象変化をどこまで排除しているかが
分からないため、単純比較は困難。また複数年の研究が行われていないため、農研機構や各都道府県の試験場に継続的に研究してもらう必要がある。
（研究者）
•農林水産省の各部局、試験研究機関と連携して、営農型太陽光発電施設設計＋栽培技術体系化のプロジェクト研究の立ち上げを検討してほしい。（研
究者）

•例えば、イモなど同一の作物について、全国の試験研究機関で非遮光区との比較栽培試験を行い、そこで出た課題を基に、さらなる研究テーマを絞り込んでい
くといった中期的な試験研究が必要ではないか。（研究者）
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ヒアリング調査の結果概要（4/4）

◼ 経営について
（経営の状況）
• まとめるほど規模の経済が働き、1kWあたりの設置コストが下がる。発電事業の観点では、土地が大きいほど良い。（発電事業者）
•今年度・昨年度新たに申請したものがあるが、パネル・設備価格が上がっているので今建設しても採算が取れない。2-３年経つと価格が下がると想定している
ため、現在設置を止めている。（発電事業者）

•概ね10年程度で投資回収する想定。（発電事業者・農業者）

（農産物販売の高付加価値化）
•営農型太陽光の下部で生産された農産物をカーボンフリーの農産物として販売できないか、農産物流通に取り組む農業ベンチャー企業と検討中。（発電事
業者）

•営農型太陽光で栽培されたカーボンフリーの農産物のブランド化は難しいが、市民発電所や企業のRE100で取り組んだ営農型発電で生産された農産物を関
係者に販売するというニッチマーケットは成立するのではないか。（研究者）

•農研機構では、有機肥料を使った葉物野菜の栽培システムと当該野菜をセットにしたJAS認定を行っており、営農型太陽光発電施設の規格と下部農産物を
セットにしたJAS規格も考えられるのではないか。（研究者）

（今後の経営の方向性）
•今後はFITからPPAに転換していくと想定され、マーケティング力や売り方次第では高く売れる。高く売れればコストもかけられるため、架台を高く上げるような形
ではなく垂直式や可動式のパネル等の新しいやり方を試してみる予定。（発電事業者）

• PPAを通じた地産地消を考えている。地域におけるまとまった電力需要としては、冷凍保存する設備を有する加工工場や牧場の搾乳施設等を想定。近くに設
置し、電力を提供する方法が良いのではないかと考えている。（発電事業者）

• FIT価格の低下の中で、営農型のメリットが生かせる部門として注目しているのが農業ハウスの加温。太陽光を蓄電し、ヒートポンプで冷暖房をすることで、カー
ボンニュートラルの農業の実現に貢献できる可能性がある。ただし、ヒートポンプの導入経験はなく、今後の行政の支援を期待。（発電事業者）

•今後は自家消費を行い余った電力を売電することが想定される。その際、電気をどう使うとよいかのガイドラインがあればよい。（農業者）
•農家の導入事例は年々減っており、逆に大手から大規模で導入したいという問い合わせの方が増えている。（発電事業者）
•県域レベルで耕作放棄地を活用した低圧の発電所を30か所ほど整備し、FITではなく国の設備補助制度を使って、１～２円程度のプレミアム価格での販売
が可能になれば事業的にペイする可能性。（金融機関）

•中山間地域でガソリンスタンドの撤退や燃料費の高騰が進む中で、エネルギー源への投資をしていかなければならないが、農村にはそのためのファイナンス、つま
り資金力、与信力、また、農機具の更新がない。（研究者）

•今後、営農型太陽光発電の大型化の動きは進んでいくだろうが、発電事業者の動向とあわせて、何のために営農型太陽光発電を入れるのか、優良農地の
保全、農地の集団化とどのように平仄を取っていくかが重要。（研究者）

•将来の技術進展も見越し、下部農地でのスマート農機の利用・電源供給などとセットにした営農型太陽光発電のシステムを考えることが重要。また、スマート
農機、発電設備ともに技術進歩が速いため、リース方式の導入などが必要となるのではないか。（研究者）
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委員指摘事項への回答
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営農型太陽光発電の地域分布

◼ 営農型太陽光発電の累積許可件数は、関東地方等の太平洋側に多い。
◼ 中山間地域の占める割合は全体の３割程度と推定される* 。

営農型太陽光発電の都道府県分布

300件以上

100件以上

50件以上

50件未満

地域類型別の割合*

全国累計2591件
最大：静岡県（376件）
最少：富山県（0件）

平地

中間

山間

都市的地域 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域

都市
26.3%

平地
44.9%

22.1%

6.7%

※営農型太陽光発電の所在地を農林業センサスの地域区分ごとに分類したもの

※地域類型区分は、旧市町村単位で行われており、旧市町村名が分からない施設についてはカウントしていないため、

荒い試算となる。（n=1188）

※申請をしたものの取りやめた案件（許可に至らなかった案件）は除外している。

※ 以下、p16まで農林水産省調べ。令和元年度末現在。
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農地区分別運営体制

◼ 営農者と発電事業者が同一のものは全体の44%で、56％で営農者と発電事業者が異なってい
る。中でも、地権者、営農者、発電事業者がすべて異なるものが33％存在する。

◼ 農地区分ごとにみると、第３種農地では営農者と発電事業者が同一の割合が多い。これは、農業
者が小規模に営農型太陽光発電に取り組んでいる事例が一定数存在しているためと考えられる。

運営体制別許可件数・割合（全体） 農地区分別運営体制割合

発電事業者・営農者・地権者の３者が同一（①）

営農者と発電事業者のみ同一（②）

営農者と地権者のみ同一（③）

発電事業者と地権者のみ同一（④）

発電事業者・営農者・地権者の３者が別（⑤）

①
27.0%

（671件）

②
17.0%

（422件）
③

21.6%
（535件）

④
1.7%

（41件）

⑤
32.7%

（812件）

営農者と発電
事業者が同一

44.0%
（1,093件）

営農者と発電
事業者が別

56.0%
（1,388件）

営農者

発電事業者 地権者＝

営農者

発電事業者 地権者

営農者

発電事業者 地権者

営農者

発電事業者 地権者＝

営農者

発電事業者 地権者

①

②

③

④

⑤

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

①

②

③

⑤

①

②

③

⑤

①

②

③

⑤

①

②

③

⑤
④

④

※甲種農地は全体で12件のため省略※①②において、発電事業者が自ら営農しているケースもあるものの、ほとんどの場合営農者が営農と発電事業を行っている。
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農地区分別許可割合及び面積

◼ 営農型太陽光設備の93%が農用地区域・第１種農地に立地。この要因として、第２・３種農
地では営農型ではなく、転用による一般的な太陽光発電設備の設置が選択されている可能性。

農用地区域内農地 第１種農地
第２種農地 第３種農地
甲種農地

農用地区域内農地
75.0%

（1942件）

第１種農地
17.9%

（462件）

第２種農地
4.9%

（126件）

甲種農地
0.5%

（12件）

第３種農地
1.8%

（46件）

農地区分別割合・件数 農地区分別面積分布

10

8

6

4

2

0

40

20

30

(ha)

～～

• 4ha以上の農地を利用しているも
のは農用地区域のみ（14件）

• 14件のうち10件が調査年度直近
3年間（H29年度~R元年度）の
うちに許可されたもの

農用地区域内農地 第１種農地 第２・３種農地
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◼ 荒廃農地を活用した営農型太陽光発電施設は、件数では平地農業地域、全体に占める割合で
は山間農業地域が最も高くなっていると推定される* 。

◼ １件当たり施設規模で見ると、平地農業地域が最も大きいと推定される* 。

営農型太陽光発電における荒廃農地の活用状況
（地域類型別）

（a）

19.9

32.6

20.5

4.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

都市的地域 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域

荒廃農地を活用した営農型太陽光発電施設の1件当たり
施設規模（地域類型別）

荒廃農地を活用した営農型太陽光発電の状況（地域類型別）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

100

200

300

400

500

600

都市的地域 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域

耕地活用 荒廃農地活用 荒廃農地利用割合（右軸）

（件） （%）

※営農型太陽光発電の所在地を農林業センサスの地域区分ごとに分類したもの

※地域類型区分は、旧市町村単位で行われており、旧市町村名が分からない施設についてはカウントしていないため、

荒い試算となる。（n=1188）
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荒廃農地を活用した営農型太陽光発電の状況（農地区分別）

◼ 平成30年に荒廃農地を活用した営農型太陽光発電の一時転用期間が延長されたこと等を受け、
令和元年度の荒廃農地を活用した営農型太陽光発電施設の件数及び面積は拡大。

◼ １件当たりの平均面積は農振農用地区域内に設置されたものが最大。

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

第２・３種農地 第１種農地

農用地区域内農地 荒廃農地の許可面積（右軸）

各年度の農地区分別荒廃農地活用件数及び許可面積の推移

（件） （ha）

営農型太陽光発電施設の1件当たり規模の比較（累計）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

荒廃農地 全体 荒廃農地 全体 荒廃農地 全体

農用地区域内農地 第１種農地 第２・３種農地

（a）

農用地区域内農地で荒廃農地を活用する場合
が最も大規模
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◼ 事例②
• 合同会社有機の里（山口県下関市）においては、下
部農地で栽培した秋じゃがいもに鹿の獣害が発生

• 営農型太陽光発電設備の架台を活用して鹿よけネッ
トを設置

架台の鳥獣害・害虫対策としての活用

◼ 架台にネットを括り付け、鳥獣害・害虫対策に活用している事例がある。

◼ 有識者ヒアリングの結果（再掲）
〇鳥獣害対策の観点からも、支柱を使えば防護・監視がしやすい。（研究者）
〇作物が風に耐えきれそうになかったので、支柱間に防風ネットを設置して対策。また防虫ネットも一部実施。（農業者*）

（出所）合同会社有機の里資料

鹿よけネットを
支柱に固定

◼ 事例①
• ブルーベリーや自然薯の栽培を行う営農型設備におい

て、害鳥被害防止・カメムシ等の防虫・風除けを目的と
してネットを設置

（出所）スマートブルー株式会社WEBサイト

*下記事例とは別の農業者


