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　北海道における農業水利施設を活用した小水力発電は、非灌漑期に十分な発電用水を確保できない
ことから、採算性のよい事業展開が困難であると評価される場合が多い。しかし、農業用ダムにおけ
る小水力発電の中には、比較的発電条件がよく採算性を確保できると推定される事例もみうけられる。
それらの事例に関する実現性や経済効果を適正に評価して、小水力発電の検討実績を確実に積み上げ
ていくことが、北海道における小水力発電普及につながる第一歩であると考えられる。そこで、本報
告では、北海道における小水力発電の導入検討に際して参考となる具体的なモデル事例の提示を目的
として、北海道オホーツク地域にある農業用ダムを活用した小水力発電モデルの事業採算性を評価す
るとともに、その試算諸元を用いて小水力発電導入に伴い誘発される経済波及効果を試算した。その
結果、本小水力発電モデルでは、（1）発電原価が固定価格買取制度の調達価格を下回り、小水力発電
の事業化が可能であること、（2）同モデルにおける発電事業は、その電力生産額以上の経済波及効果
を地域にもたらすことが示唆された。

《キーワード：小水力発電；農業用ダム；固定価格買取制度；発電原価；経済波及効果》

　Small-scale hydropower generation utilizing agricultural irrigation facilities in Hokkaido has often 
been evaluated as commercially unfeasible due to the insufficiency of water for power generation 
in the non-irrigation period. However, in small-scale hydropower generation utilizing agricultural 
dams, there are cases that are estimated to have relatively good conditions for power generation 
and are expected to be profitable. The proper evaluation of the feasibility and economic effects of 
these cases and the accumulation of reviews on them are regarded as the first step toward their 
dissemination in Hokkaido. For the purpose of presenting a specific model case as a useful 
reference for consideration of the introduction of small-scale hydropower generation in Hokkaido, 
this report evaluates the business profitability of small-scale hydropower generation under this 
model for existing agricultural dams in the Hokkaido Okhotsk region and estimates its economic 
ripple effect when introduced. This small-scale hydropower generation model suggests the 
following: （1） Commercial introduction is possible, because the generation cost is lower than the 
procurement price of the feed-in tariff. （2） Power generation business under this model brings to 
the region greater economic ripple effects than just the power production value.

《Key words: small-scale hydropower generation; agricultural dam; feed-in tariff; generation cost; 
economic ripple effect》
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ともに、同小水力発電モデルの導入に伴い誘発される
地域経済波及効果を試算する。
　なお、本報告は、既報７）の内容を拡充・再編したも
のである。本報告が、北海道における小水力発電の計
画策定に携わる実務者の参考資料として活用されるこ
とを想定し、既報７）における説明内容を充実させた。

２．小水力発電事業の採算性の評価

２．１　小水力発電モデルの諸元設定

２．１．１　農業用ダムの概要

　検討対象とする農業用ダム（以下、「A ダム」）は、北
海道オホーツク地域に建設された畑地灌漑用のダムで
ある。その最大取水量は3.282m3/s、河川維持用水量は
0.106m3/s ～ 0.429m3/s である。また、A ダムではダム
下流の利水放流管の末端にバイパス管を分岐して、水
車・発電設備を設置することで、農業用水および河川
維持用水を利用した発電が可能である。
２．１．２　発電利用可能水量

　本報告では、A ダムにおける農業用水および河川維
持用水の水利権量に基づいて発電利用可能水量を想定
した。農業用水には各期別の水利権量 RHi（m3/s）（i
番目の期間における水利権量）と年間総取水量の上限
値 TH（m3）が定められている。水利権量 RHi を発電利
用可能水量として、連日取水した場合の年間総取水量
TRH（m3）は、TH を大幅に上回る。そこで年間総取水
量が TH となるように、各期別の水利権量 RHi に TH / 
TRH（= 0.225）を乗じて求めた流量を、発電利用可能
水量とした。また、河川維持用水の発電利用可能水量
は、水利使用規則に定められた流量を基本とした。こ
のようにして想定した発電利用可能水量を図－１に示
す。灌漑期には最大0.844m3/s の流量、冬期間には
0.117m3/s の流量が発電利用可能水量となる。９月から

１．はじめに

　再生可能エネルギーに関する固定価格買取制度が
2012年７月に施行されたことにより、これまで未開発
であった農業水利施設を活用した小水力発電への期待
が高まっている。しかし、北海道では小水力発電の実
現に向けた検討が各地で進められているものの、実際
に農業水利施設を活用して発電事業を展開している事
例はない１）。北海道における小水力発電の普及が鈍重
である要因として、農業用水利用がほとんどなくなる
非灌漑期の農業水利施設では、発電利用できる水量（以
下、「発電利用可能水量」）が激減するあるいは皆無と
なるため、小水力発電導入に係る事前の採算性評価が
慎重にならざるをえないという事情がある。
　既報２）では、北海道における典型的な農業用水路お
よび農業用ダムの落差を活用した小水力発電を想定
し、道外の既設小水力発電施設の諸元および実績デー
タをもとに発電原価を概算した。その結果、管水路の
調圧施設や農業用ダムを対象にした小水力発電の中に
は、採算性に関して比較的優位な施設があることが示
された。それらの施設における小水力発電の事業化は、
固定価格買取制度による調達価格３）の引き上げにより、
いっそう有望になったとみられることから、さらに実
現性の確度を高めるため、採算性に関する試算検討を
進める必要がある。
　小水力発電の導入は、事業者に利益をもたらすだけ
でなく、それが設置される地域の経済活性化にも寄与
することが期待される４）。これまでに太陽光発電や風
力発電、バイオマス発電の導入に伴い誘発する経済波
及効果を評価した報告（例えば、文献５）６））は随所にみ
られるものの、小水力発電の導入が地域経済へどの程
度の効果をもたらすのか、定量的な試算を行った報告
はほとんどない。小水力発電導入による地域経済波及
効果を定量的に示すことができれば、小水力発電導入
を俯瞰的な視点から地域活性化の取組みとして議論す
ることができる。その結果、小水力発電の導入が地域
経済の活性化に寄与するものとなれば、地域行政や地
元住民の小水力発電に対する理解と関心は深まり、ひ
いては地域における小水力発電導入へのインセンティ
ブも高まるものと考えられる。
　本報告は、以上に述べた背景を踏まえて、北海道に
おける小水力発電の導入検討の一助となるモデル事例
の提示を目的とする。そのため、本報告では、具体的
な農業用ダムを対象とした小水力発電モデルを想定
し、その事業採算性を基本設計レベルにて評価すると
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図－１　想定した各期別の発電利用可能水量
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12月にかけて河川維持用水量が豊富なのは、サケ・マ
ス類の遡上を阻害しないように河川の水位を維持する
ためである。
２．１．３　有効落差

　ダム流入量の実測値と発電利用可能水量との収支か
ら、A ダムの H-V 曲線をもとにダム貯水位を求めた。
また、そのダム貯水位と水車センター標高の差（自然
落差）から利水放流管の水頭損失を差し引いて、有効
落差を算出した。こうして求めた過去６年間（平成18
～ 23年）の有効落差のうち、各期別の最低有効落差を
本検討に用いる有効落差とした。その結果、図－２に
示すように、A ダムの有効落差は59m ～ 62m となった。
２．１．４　水車の選定

　資源エネルギー庁８）における水車形式選定図を用い
て、流量（発電利用可能水量）および有効落差からクロ
スフロー水車を選定した。ただし、水車には正常に発
電できる流量または有効落差の変化量に許容範囲があ
る。クロスフロー水車の場合には、図－３に示すよう
に、最大発電時に対する割合として、流量が15％を下
回るか、有効落差が70％を下回ると、正常な発電が困
難になる９）。
　A ダムの場合では、有効落差の変化は許容範囲内で

図－３　クロスフロー水車の発電許容範囲９)

図－２　各期別の有効落差

図－４　case １および case ２の水車運転方法の想定

あるものの、発電利用可能水量は最大流量（0.844m3/s）
に対する最小流量（0.117m3/s）の割合が14％となり、全
発電利用可能水量を１台のクロスフロー水車を用いて
発電することは困難である。したがって、この場合は
複数台の水車を導入して発電利用可能水量の全量を用
いて発電を行うか、あるいは、発電利用可能水量のピ
ーク時の水量の一部を利用せずに、水車１台により発
電を行うか、発電可能な水車の運転方法を検討する必
要がある。
２．１．５　水車運転方法の想定

　本報告では、以上に述べた水車の発電許容範囲を踏
まえて、次の case １および case ２の水車運転方法を
想定し（図－４）、両者について比較・検討を行った。

（1） case １（水車２台を用いた発電）：発電利用可能水
量の全量を活用するため、水車２台による発電を想定
した。そのうちの１台は冬期間の発電利用可能水量
0.117m3/s 相当規模の水車を導入し、一定出力で年間
を通して発電を行うとした。また、２台目の水車は４
月下旬から12月上旬まで農業用水および河川維持用水
を用いて発電するとした。

（2） case ２（水車１台を用いた発電）：水車１台で対応
可能な流量変化の範囲となるように、ピークとなる発
電利用可能水量の一部を利用せずに、通年で発電を行
うことを想定した。

２．２　試算方法

２．２．１　発電出力および年間発電電力量

　発電出力 P（kW）は、（1）式を用いて算出した。

（1）

ここで、Q：流量（m3/s）、H：有効落差（m）、ηt：水
車効率、ηg：発電機効率である。
　流量や有効落差は年間の期別毎に変化する。そのた
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表－１　採算性評価の試算結果

の事業化の可能性があることが示唆された。発電原価
を比較すると、case １より case ２のほうが安価となっ
た。case １では水車を２台導入するため、水車を１台
のみ導入する case ２よりも施設建設費が割高となり、
case １では case ２よりも発電原価が高く見積もられた
と考えられる。一方、収益をみると、case １のほうが
case ２より高い収益を見込める結果となった。図－５

および図－６に、それぞれ case １、case ２における
発電開始から調達期間20年間の収入および支出の推移
を示す。その収支は case １では約７年後に、case ２
では約５年後にそれぞれプラスに転じる。支出は case 
２より case １のほうが大きいが、case １では収入の増
加率が大きいので、約15年目には case １における収益
が case ２における収益を超える。
　以上のように、費用対効果の優れた運転方法を評価
する場合には、発電原価の比較が参考になる。一方、
最大収益を求めて発電事業を計画する場合には、発電
利用可能水量を可能な限り利用して発電を行う運転方
法の検討が重要になる。

３．小水力発電導入による地域経済波及効果

３．１　経済波及効果

　各産業の生産活動は、他の産業の生産活動と互いに
関連しあって成り立っている。それゆえ、ある産業の
生産活動の変化は、他の産業の生産活動に影響を与え
る。一般にある産業の生産活動が取引を通じて、他の
産業の生産活動を連鎖的に誘発していく効果を「経済
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図－６　case ２における20年間の支出と収入の推移

図－５　case １における20年間の支出と収入の推移

め、年間発電電力量 AE（kWh/ 年）は、発電出力が一
定とみなせる各期別の発電電力量 Ei（i 期間における
発電電力量）の和として、（2）式を用いて試算した。

（2）

ここで、n：期間数、Pi（kW）：i 番目の期間内におけ
る発電出力、Ti（h）：i 番目の期間内における発電時間
である。
２．２．２　建設費および年経費

　本報告では、資源エネルギー庁10）による工事費算定
式に、想定した小水力発電モデルの施設規模や諸元値
を代入して、建設費を算出した。また、資源エネルギ
ー庁８）による方法に基づいて、先に求めた建設費を用
いて年経費を算出した。耐用年数は機械設備の耐用年
数である22年とした。固定資産税は売電収入を施設の
維持管理費に充当するとして非課税とした。
２．２．３　発電原価および収益の算出

　次の（3）式により発電原価 GC（円 /kWh）を算出した。

（3）

ここで、AC（円 / 年）：年経費である。また、固定価格
買取制度における調達価格31.32円 /kWh（最大出力
200 ～ 1,000kW、税込み）により売電するとして、その
調達期間20年間の収益 B（円）を（4）式により算出した。

（4）

ここで、ES（円）：20年間の売電収入の累計、TC（円）：
20年間の経費の累計である。

２．３　結果および考察

　case １および case ２の各ケースにおける試算結果を
表－１に示す。発電原価は両ケースともに小水力発電
の調達価格（31.32円 /kWh）を大幅に下回った。これ
により、採算性の面から A ダムを活用した小水力発電
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波及効果」という。一例として、小水力発電の施設建
設に伴い生じる経済波及効果の模式を図－７に示す。
水力発電機を購入するとなれば、その製造や運搬など
にあたる産業が必要となる。さらにその部品製造や各
種サービスなどに関わる産業が活性化され、ひいては
雇用者および雇用者所得の増加につながる。このよう
に、ある産業における投資や需要の増加が、関連する
産業間の取引を次々に誘発していくことで、地域経済
全体の活性化が期待できる。

３．２　試算方法

３．２．１　産業連関分析

　以上に述べた経済波及効果を定量的に把握する方法
が産業連関分析である。産業連関分析は、各産業部門
間における年間（産業連関表の作成年度）の取引額をと
りまとめた産業連関表を用いて行う。
　産業連関表の概略を図－８に示す。産業連関表には、
行（横）方向に各産業部門における生産物の需要先への
販売額が、列（縦）方向に各産業部門の投入先への投入
額が示されている。すなわち、産業連関表を行方向に
みると、ある産業がどこにどれだけ販売しているのか、
販路構成が分かる。また、産業連関表を列方向にみる
と、ある産業がどこからどれだけ購入しているのか、
費用構成が分かる。産業連関表では、産業部門 i にお
ける行方向の算出額について、次の関係式が成り立つ。

図－７　経済波及効果の模式

図－８　産業連関表の概略

（5）

ただし、n は産業部門数、xij は産業部門 i から産業部
門 j への販売額（あるいは産業部門 j から産業部門 i へ
の投資額）、Fi，Ei，Mi，Xi はそれぞれ産業部門 i の最
終需要、移輸出額、移輸入額、生産額である。ここで、
xij を産業部門 j の生産額 Xj で除した投入係数 Aij を次
のように定義する。

（6）

（6）式を用いて、（5）式を表すと、

（7）

となる。１～ n の全産業部門に対して、行列（太字で
表現）を用いて（7）式を一般化すると、

 （8）

となる。さらに、（8）式を X について解くと、

（9）

となり、最終需要 F が決定されれば、生産額 X が決
定されることが示される。
　また、移輸入額 M は、需要 AX+F に比例すると考
えられることから、移輸入係数 M’ を用いて、

（10）

と表せる。（9）式に（10）式を代入して整理すると、

（11）

となる。最終需要が ΔF 増加したとき、生産額が ΔX
増加して均衡状態に達したとき（11）式は、

（12）

であるので、（12）式－（11）式から、

（13）
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めには、地域内における機械設備などの製造業の産業
育成を図る必要がある。
３．３．２　電力生産に伴う経済波及効果

　次に、電力部門において小水力発電の売電額相当の
電力需要が増加したとみて、分析ツールの電力部門に
case １における年間電力生産額48,567千円（調達価格：
31.32円 /kWh による年間の売電額）を投入した結果を
表－３に示す。小水力発電電力の自給率は100％である
ので、電力生産額がそのまま直接効果となる。48,567
千円の電力生産額から波及した生産誘発額は66,822千
円となり、生産誘発係数は1.38となった。小水力発電
による電力生産を行うことにより、地域への持続的な
経済波及効果が期待できる。

４．おわりに

　北海道における農業水利施設では、非灌漑期に十分
な発電利用水量を確保できないことから、小水力発電
の事業化が困難であると評価される場合が多い。しか
し、本報告で検討したように、農業用ダムの中には採
算性に優れた条件のよい小水力発電の事例もある。小
水力発電の実績に乏しい北海道においては、先ずこう
した採算性の高い小水力発電から事業化を推し進め
て、その運用実績を地道に積み上げていくことが必要

が得られる。（13）式を用いれば、最終需要の増加 ΔF
に伴い生じた生産額（以下、「生産誘発額」）ΔX が求め
られる11）。
３．２．２　地域産業連関表および分析支援ツール

　産業連関表は、国や各都道府県において数年毎に作
成されている。北海道では、全道を対象とした産業連
関表のほか、道内６区分を対象とした地域別の産業連
関表が作成されており、ホームページ12）上で公開され
ている。また、同サイトでは、その産業連関表を用い
て経済波及効果を試算できる分析支援ツール（以下、

「分析ツール」）を無償で利用することができる。
　本報告では、A ダムが所在する北海道オホーツク地
域の地域間産業連関表（北海道開発局「平成17年北海
道内地域間産業連関表」65部門、平成26年９月現在で
最新）に基づいた分析ツールを用いて、２章における
case １の小水力発電を導入する際の施設建設および導
入後の電力生産に伴う地域経済波及効果を算出した。

３．３　結果および考察

３．３．１　建設に伴う経済波及効果

　小水力発電施設の建設期間を１年間として、分析ツ
ールにおける一般機械部門、土木部門、建築部門の各
項目に、case １における建設費の内訳である機械設備
費168,293千円、土木施工費27,974千円、建築施工費
21,233千円をそれぞれ投入した。その結果を表－２に
示す。直接効果とは、投資した産業部門に発生する生
産額のうち、対象地域内における生産額である。すな
わち、直接効果は最初の投資額に対象地域の自給率を
乗じた金額となる。一次波及効果とは、直接効果によ
り各産業が新たに生産活動を行い誘発された効果であ
る。また、二次波及効果とは、直接効果と一次波及効
果により発生した雇用者所得の増加から新たに誘発さ
れた需要増加による効果である。これら直接効果、一
次波及効果および二次波及効果の総和が生産誘発額で
ある。この場合では、オホーツク地域において、217,500
千円の建設投資により、87,177千円の経済波及効果が
期待できる結果となった。ただし、投資額に対する生
産誘発額の比率（= 生産誘発額／投資額：以下、「生産
誘発係数」）は0.40となり、施設建設に伴う生産額の多
くはオホーツク地域内に波及せず、他の地域へ波及し
てしまうことになる。その要因はオホーツク地域内に
おける製造業の自給率が6.16％であることから、製造
業への投資額168,293千円に対する直接効果が10,361千
円と大幅に減少してしまうためである。施設建設によ
るオホーツク地域内での経済波及効果を向上させるた

表－２　小水力発電の施設建設に伴う経済波及効果

表－３　小水力発電の電力生産額に伴う経済波及効果

26 寒地土木研究所月報　№739　2014年12月



pp.8-9、2014.
５） 松本直也、本藤祐樹：拡張産業連関表を利用した

再生可能エネルギー導入の雇用効果分析、日本エ
ネルギー学会誌、Vol.90、No.3、pp.258-267、2011.

６） 國光洋二：バイオガス発電プラント導入による地
域経済構造の変化－十勝地域を対象とした産業連
関分析－、農業農村工学会全国大会講演要旨集、
pp.170-171、2009. 

７） 大久保天、本村由紀央、須藤勇二、伊藤暢男、中
村和正：北海道における小水力発電事業モデルの
経済評価、農業農村工学会誌、（Vol.84掲載予定）.

８） 資源エネルギー庁、財団法人新エネルギー財団：
ハイドロバレー計画ガイドブック、第７章、pp.8-
14、2005.

９） 農林水産省構造改善局建設部設計課：鋼構造物計
画設計技術指針（小水力発電設備編）、pp.96-101、
1986.

10） 資源エネルギー庁、財団法人新エネルギー財団：
水力発電計画工事費積算の手引き、p.8、2013.

11） 安田秀穂：自治体の経済波及効果の算出－パソコ
ンでできる産業連関分析－、学陽書房、pp.28-37、
2010.

12） 北海道開発局（参照2014.9.10）：北海道内地域間産
業連関表、（オンライン）、入手先＜ http://www.
hkd.mlit.go.jp/topics/toukei/renkanhyo/tiiki.
html ＞

と考えられる。そうした取組みの中で北海道特有の
様々な課題に対応した知見を蓄積して、それを後進の
小水力発電の普及に反映させていくことが重要である。
　また、本報告では小水力発電導入に伴う地域経済波
及効果を試算した。本分析結果は分析ツールを用いた
概算であるが、小水力発電導入に伴う地域経済波及効
果を定量的に把握でき、地域産業構造における課題も
示唆された。小水力発電を含む再生可能エネルギー導
入による地域経済の活性化を促進させるためには、そ
の経済波及効果を地域内で享受できるような地域社会
づくりを目指すことが重要である。
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