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1. 事業主旨 

 

営農型太陽光発電で発電した電気を自らの農業経営高度化に利活用し、営農型太陽光発電

のメリットを営農面でフルに活用するためのモデル構築を目的とし、以下の実証・評価を行う。 

 

・ 果樹栽培（イチジク・ポット栽培）および水稲栽培において電動農業機械を使用した栽培を行

い、電動農業機械を活用することによる「農業の電化の効果」を定量的に評価する。 

・ 本実証による「農業の電化の効果」と、営農型太陽光発電設備による電気の自家利用を行っ

た場合の「電気の自家利用の効果」を定量的に検証する。 

・ 令和 2、3年度の 2 ヵ年の実証結果を踏まえて、「電気を農業へ自家利用するための農業者

向けの手引きの素案」を作成する。 

 

なお、令和 2年度の実証結果については『令和 2年度 営農型太陽光発電システムフル

活用事業 実施報告書《第 3版》』1を参照されたい。  

 

1 出典：千葉エコ・エネルギー株式会社ウェブサイト, 【2021.5.11更新】【お知らせ】「令

和 2年度営農型太陽光発電システムフル活用事業 実施報告書《第 3版》」を公表しまし

た。https://www.chiba-eco.co.jp/blog/2021-4-30 
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2. 実証概要及び方法 

果樹栽培・水稲栽培の２地区で、農作業や電動農業機械等の使用履歴、消費電力量を記録

し、電動農業機械の効率的な利用方法について調査を行った。 

それぞれの地区の実証圃場の概要・実証対象とした電動農業機械・実証スケジュール・評価方

法を下記に記す。なお実証にあたり、農業の電化・農業経営・施設園芸事業・蓄電システム等に関

する専門知識を有した専門家を交えた検討会を実施し、実証方法や評価方法に関する助言を受

けて実証を行った。 

 

2-1. 果樹栽培 

(ア) 実証圃場の概要 

 表 2-1 果樹栽培実証圃場の概要 

場所 千葉県千葉市緑区大木戸町 

概要 

上記地域に、千葉エコ・エネルギー株式会社が保有する圃場面積約 0.2ha規

模の営農型太陽光発電設備（遮光率 28％）がある（図 2-1）。元々荒廃農地

であった土地を造成し、防草シートを一面に施設した上でイチジクの栽培管

理を行っている（図 2-2）。 

実証対象作物 イチジク（ポット栽培） 

 

 

図 2-1 果樹栽培実証圃場 
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図 2-2 イチジク栽培の様子 

 

(イ) 実証で使用した電動農業機械 

 実証で使用した電動農業機械を表 2-2の通り整理した。給電方法について、株式会社マキタ製

の電動機械はすべて共有のバッテリー（18V,6.0Ah,108Wh、以下「マキタバッテリー」という）を使用

しており、電動リモコン式草刈機は専用のバッテリー（900Wh、以下「草刈機バッテリー」という）を使

用している。その他の電動機械は、100V電源（商用）に常時接続している。 

 

表 2-2 果樹栽培実証で使用した電動農業機械 

電動農業機械 メーカー/型式 主な用途 図 

充電式せん定

ハサミ 

株 式 会 社 マ キ タ

/UP361DPT2 

せん定時の枝切り、

挿し木用の枝のカッ

ト 

 

充電式運搬車

（フレームタイ

プ） 

株 式 会 社 マ キ タ

/CU180DZ/A-65486 

鉢の移動(配置時、

台風対策、廃棄時) 
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充電式ブロワ 
株 式 会 社 マ キ タ

/UB185DRF 

落葉期に果樹園内

の落ち葉の清掃 

 

充電式噴霧器 
株 式 会 社 マ キ タ

/MUS156D 
農薬散布 

 

充電式刈払機 
株 式 会 社 マ キ タ

/MUX60D/A-67309 
除草管理 

 

電動リモコン式

草刈機 

株式会社ササキコー

ポレーション/RS400-

2/M700 

除草管理 

 

保冷庫 
フクシマガリレイ株式

会社/EAW-028RE 

収穫物の保管(出荷

までの鮮度保持) 

 

農電マット/農

電サーモ 

日本ノーデン株式会

社/EAW-028RE 

ポットおよび培地を

温めて育苗すること

による促成栽培 
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自動潅水制御

装置 

有限会社サンホー

プ ・ ア ク ア /AQUA 

TOUCH システム 

センサーにより取得

した環境情報から

自動で潅水 

 

電気柵 
株式会社末松電子/

電気柵クイック 2000 
獣害対策 

 

監視カメラ 
日本アンテナ株式会

社/SC05ST 
園内監視 
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(ウ) 実証方法 

i. 充電式せん定ハサミ 

イチジク栽培における枝切り作業（挿穂作り）について、充電式剪定ハサミとの

こぎりで実施し、作業完了までに要する時間と消費電力量を計測し、作業に要する

人件費と光熱費による作業コストで比較を実施した。比較実験における諸条件は以

下の通りである。 

 

 充電式剪定ハサミ のこぎり 

写真 

 
 

導入費用 247,500円 3,000円 

重量 4.5 kg 0.5 kg 

試験方法 【作業者】30代男性 

【作業内容】挿穂各 11本（枝直径Φ25～30mm）のせん定作業 

算出コスト ・作業者の作業時間による人件費 

・充電式ハサミの消費電力量による

電気代 

・作業者の作業時間による人件費 

 

備考 ・ ハサミ部の質量は 0.8kg 

・ 最大切断径Φ33mm（太枝モー

ド） 

・切断面をナイフで整える作業も発

生している 

※導入費用はメーカー希望小売価格（バッテリー代を除く） 

※人件費単価は 953円/h（千葉県の 2021年度最低賃金） 

※電気代単価は 19.88円/kWh（税込）（東京電力エナジーパートナーの電力量単価：重量電灯

B） 

※作業コストは人件費と電気代の合計金額とし、機械導入コストは含まないものとして試算する。 

  



 

8 

 

ii. 充電式運搬車 

ポット栽培で使用するイチジクの栽培ポットの運搬について、充電式運搬車と人

力で実施し、作業完了までに要する時間と消費電力量を計測し、人件費と光熱費に

よる作業コストで比較を実施した。比較実験における諸条件は以下の通りである。 

 

 充電式運搬車 人力 

写真 

 
 

導入費用 247,500 円 - 

試験方法 【作業者】充電式運搬車 20代男性、人力運搬 30代男性 

【作業内容】 

イチジクの栽培ポット(約 5kg×20個)を発電設備に付設したハウスから圃場

内までの約 20m（防草シート敷設）運搬した。 

 

算出コスト ・作業者の作業時間による人件費 

・充電式運搬機の消費電力量による

電気代 

・作業者の作業時間による人件費 

 

※導入費用はメーカー希望小売価格（バッテリー代を除く） 

※人件費単価は 953円/h（千葉県の 2021年度最低賃金） 

※電気代単価は 19.88円/kWh（税込）（東京電力エナジーパートナーの電力量単価：重量電灯

B） 

※作業コストは人件費と電気代の合計金額とし、機械導入コストは含まないものとして試算する。 
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iii. 充電式ブロワ 

防草シート上の落ち葉や土の清掃について、充電式ブロワとほうきで実施し、作

業完了までに要する時間と消費電力量を計測し、人件費と光熱費による作業コスト

で比較を実施した。比較実験における諸条件は以下の通りである。 

 

 充電式ブロワ ほうき 

写真 

  

導入費用 13,090円 500円 

重量 1.80kg 0.50kg 

試験方法 【作業者】充電式ブロワ 30代男性、ほうき 30代男性 

【作業内容】 

防草シートが敷設された圃場内約 300m2（30m×10m）を２区画に分け、圃場

買いに向けて落ち葉や土を吐き出す作業を行った。 

算出コスト ・作業者の作業時間による人件費 

・充電式運搬機の消費電力量による

電気代 

・作業者の作業時間による人件費 

 

備考 ・最大風量 3.2m3/min 

・最大風速 98m/s 

・一般に市販されている竹ほうきを使

用 

※導入費用はメーカー希望小売価格（バッテリー代を除く） 

※人件費単価は 953円/h（千葉県の 2021年度最低賃金） 

※電気代単価は 19.88円/kWh（税込）（東京電力エナジーパートナーの電力量単価：重量電灯

B） 

※作業コストは人件費と電気代の合計金額とし、機械導入コストは含まないものとして試算する。 
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iv. 保冷庫 

本年度は実証期間中に収穫ができなかったため、購入した 2品種のイチジクを一

部は保冷庫（設定温度 5℃）に、一部は雨風のあたらない倉庫内（気温は外気温

並）に置き、収穫から 3日間の状態（鮮度等）を確認する実験を行った。また、期

間中の消費電力量の測定も実施した。実証における諸条件は以下の通りである。 

 

実施期間 ✓ 2021年 9月 15日（水）～ 2021年 9月 17日（金） 

収穫日時 ✓ 2021年 9月 15日（水）午前 5時 

記録項目 ✓ 外観の変化、販売可否の判断 

品種 ✓ 桝井ドーフィン（赤）、コナドリア（白） 

 

v. 農電マット/農電サーモ 

 イチジクのポット栽培では、挿木を行ったポットの培地温度が根の発根・生育に

大きく作用するため、培地を温めることで 1年目の苗木から収穫が可能になる促成

栽培を行うことができる。本実証においても農電マット及び農電サーモ（農電マッ

トの温度管理を自動で行う装置）を用いて促成栽培を行った。但し、本事業の期間

中に収穫まで確認することが難しいため、消費電力量の測定のみ実施した。実証に

おける諸条件は以下の通りである。 

 

実施期間 ✓ 2022年 1月～3月 

設定温度 ✓ 培地が 25℃になるよう設定 

備考 ✓ ポット数 136個、マット数 2枚 

 

 

図 2-3 農電マットに並べたイチジクのポット 
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vi. 自動潅水制御装置 

従来はホースやじょうろを使用した人力での潅水作業を行っていたが、夏場など

毎日潅水作業を行う場合は、作業時間が作業者の大きな負担となる。そこで本実証

では自動潅水制御装置による潅水を行った場合の効果について検証を行った。実施

期間以外の消費電力量については、実施期間前まで行っていた人力による潅水作業

を自動潅水に置き換えたと仮定して試算を行った。また、期間中の消費電力量の測

定も実施した。実証における諸条件は以下の通りである。 

 

実施期間 ✓ 2021年 9月～12月 

潅水方法 
✓ 日射センサーにより計測した積算日射量に応じて潅水量を調節

した 

潅水頻度 
✓ タイマー設定により午前 5 時、午後 1 時の一日に 2 回潅水を行

った 

備考 
✓ イチジクの生育状況に応じて上記設定は異なるため、最も潅水

頻度・潅水量が多い夏場の条件を試算の基準とした 

 

  

図 2-4 自動潅水制御装置による潅水の様子 

 

vii. 電気柵 

近年、実証地周辺でイノシシ等の野生動物が畑を荒らす被害が報告されている。

獣害による被害を防止するために、栽培中のイチジクのポットの周りに電気柵を設

置し、電気柵の導入効果について実証を行った。また、期間中の消費電力量の測定

も実施した。実証における諸条件は以下の通りである。 
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実施期間 ✓ 2021年 9月～ 2022年 3月 

設置範囲 
✓ 営農型太陽光発電設備および付帯する農業ハウスの外周：約

2,000m2 

備考 ✓ 地表からの高さ約 50cm（イノシシの進入を想定） 

 

  

図 2-5 圃場に設置した電気柵の写真 

 

viii. 監視カメラ 

農作物等の窃盗による被害は農業経営に与える影響が大きく、常にパトロールを

行うことにも多くの時間を要することから、監視カメラ導入による防犯対策を行っ

た。また、消費電力量の測定も実施した。実証における諸条件は以下の通りであ

る。 

 

実施期間 ✓ 2021年 9月～ 2022年 3月 

監視範囲 ✓ 本年度のイチジク栽培範囲（一部）：約 150m2 

備考 
✓ 24時間連続稼働させる 

✓ 録画データを記録している外部機器の消費電力量も計測する 
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図 2-6 営農型太陽光発電設備に設置した監視カメラの写真 
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(エ) 実証スケジュール 

 果樹栽培圃場におけるイチジクの栽培スケジュールと、電動農業機械の主な使用期間を表 2-3

に記す 

表 2-3 果樹栽培実証のスケジュール 

 

 

(オ) 評価方法 

電動農業機械を農業に活用することによって得られる「農業の電化の効果」と、営農型太陽光発

電によって発電した電気を電動農業機械に給電することによって得られる「電気の自家利用の効

果」の 2種類に分けて、農業経営高度化効果を評価する。 

「農業の電化の効果」は、後述の実証結果をもとに、各電動農業機械を導入することにより得ら

れる効果を評価する。消費電力量の計測方法については、バッテリーを使用する充電式農業機械

はマキタバッテリー（108Wh）と草刈機バッテリー（900Wh）の使用個数から推計し、100V電源に常

時接続を行う電動機械は電力ロガーを用いて 15秒ごとに計測した電流の瞬時値から消費電力量

に換算して推計する。 

「電気の自家利用の効果」は、電動農業機械を導入した場合、発電設備を導入した場合などの

パターン毎に（営業活動による）キャッシュフローを試算し、そこから投資回収年数を算出して評価

を行う。 
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2-2. 水稲栽培 

(ア) 実証圃場の概要 

表 2-4 水稲栽培の実証圃場（茨城県神栖市） 

場所 茨城県神栖市 

概要 

令和 2年度事業で施設栽培の実証を行った茨城県神栖市のオフグリット型太

陽光発電設備および実証圃場に隣接する水田（栽培面積：約 0.15ha）を実証

区として利用した。 

実証対象作物 水稲 

 

 

図 2-7 水稲栽培の実証圃場（茨城県神栖市） 

 

図 2-8 オフグリッド型太陽光発電設備 
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表 2-5 水稲栽培の実証圃場（茨城県五霞町） 

場所 茨城県五霞町 

概要 

神栖市の実証圃場は圃場面積が小さいため、大規模栽培を想定した栽培面

積約 5ha（15カ所に分かれている圃場の合計 ）の水田を比較用の実証区とし

て利用した。 

実証対象作物 水稲 

 

 

図 2-9 水稲栽培の実証圃場（茨城県五霞町） 

 

(イ) 実証で使用した電動農業機械 

 実証対象とした電動農業機械を表 2-6の通り整理した。 

 

表 2-6 水稲栽培実証で使用した電動農業機械 

電動農業機械 メーカー／型式 主な用途 

防除用・追肥用

ドローン 

DJI JAPAN 株 式 会 社

/Agras MG-1 
農薬散布・追肥 
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図 2-10 防除・追肥用ドローン2 

 

(ウ) 実証方法 

 茨城県神栖市の実証圃場では自家消費型太陽光発電設備の蓄電池からドローンへの給電

を行い、バッテリー使用個数から消費電力量を試算した。茨城県五霞町の実証圃場ではガ

ソリン発電機からドローンへの給電を行い、バッテリー使用個数およびガソリン消費量か

らそれぞれ消費電力量と燃料費を試算した。 

 

(エ) 実証スケジュール 

 水稲栽培圃場における実証対象作物の栽培スケジュールと、電動農業機械の主な使用期間

を表 2-7に記す。 

表 2-7 水稲栽培実証のスケジュール 

 

 

(オ) 評価方法 

他の栽培御体系と比較して、電力需要が少ない水稲栽培にとって適した太陽光発電設備の

導入方法について検証し、電動農業機械を農業に活用することによって得られる「農業の電化

の効果」の評価と、従来型の農薬散布・追肥作業の机上調査を行い、ドローンによる作業との比

較を行う。  

 

2 画像出典：DJI JAPAN 株式会社ウェブサイト,AGRAS MG-1 / INTELLIGENT 

FLIGHT BATTERY, https://www.dji.com/jp/mg-1s 

水稲栽培

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

■栽培スケジュール

水稲 植付

■電動農機具

追肥・防除用ドローン

圃場準備 収獲

2021年 2022年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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3. 実証結果 

果樹栽培と水稲栽培の実証結果をとりまとめ、自家利用の給電方法について整理した。 

 

3-1. 果樹栽培 

(ア) 電動農業機械の実証結果 

各電動農業機械の実証結果から得られた農業の電化の効果を、電動農業機械と比較対象ご

とに、作業時間削減効果・光熱費削減効果・作業者負担軽減効果・売上向上効果の 4項目に

分けて、表 3-1のように評価を取りまとめた。なお光熱費比較における電気代は、実証圃場で

契約している商用電源（東京電力エナジーパートナー／従量電灯 B／30A）の料金単価を用い

て試算している。各種電動機械の消費電力量については後述の(イ)電動農業機械の使用記録

まとめにて示している。 

 

表 3-1 各電動農業機械の実験結果から得られた農業の電化の効果 

電動農業機械 
作業時間 

削減効果 

光熱費 

削減効果 

作業者負担

軽減効果 

売上向上 

効果 
比較対象 

充電式せん定ハ

サミ 
◎ ✕ ◎ - のこぎり 

充電式運搬車

（フレーム） 
△ △ ◎ - 人力運搬 

充電式ブロワ ◎ △ ◎  ほうき 

保冷庫 - × - ◎ 保冷庫不使用時 

農電マット/農電

サーモ 
- ✕ - ◎ 

農電マット/農電サー

モ不使用時 

自動潅水制御装

置 
◎ - ◎ - 

自動潅水制御装置不

使用時 

電気柵 ◎ × ◎ 〇 電気柵不使用時 

監視カメラ ◎ × ◎ 〇 監視カメラ不使用時 

凡例）◎：明確な効果あり、〇：わずかに効果あり、△：ほぼ効果なし、×：比較対象に劣る 
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i. 充電式せん定ハサミ 

実証結果を図 3-1、表 3-2に示す。充電式せん定ハサミは電動アシストにより太い枝

（3.0cm程度）でも容易にせん定することができ、作業時間短縮による作業コスト軽減効果

と、作業者の負担軽減効果が得られた。但し、電動アシスト機能により容易に枝を切ること

ができてしまうため、使用時の安全を十分に確保することが求められる。 

 

  

図 3-1 充電式せん定ハサミ（左）とのこぎり（右）の比較実証の様子 

 

表 3-2 充電式せん定ハサミとのこぎりの比較実験結果 

農機具 

作業時間 
消費電力

量 
人件費 電気代 作業コスト 

h Wh 円 円 円 

充電式せん定ハサ

ミ 
0.5 20.0 476.5 0.4 476.9 

のこぎり 1.4 0.0 1,334.2 0.0 1,334.2 

※人件費単価は 953円/h（千葉県の 2021年度最低賃金） 

※電気代単価は 19.88円/kWh（税込）（東京電力エナジーパートナーの電力量単価：重量電灯

B） 

※作業コストは人件費と電気代の合計金額とし機械導入コストは含まない 
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ii. 充電式運搬車 

実証結果を図 3-2、表 3-3示す。作業コストに大きな差はみられなかったが、充電式運搬

車は一度に複数のポットを運搬することが可能なため、人力運搬に比べて作業者の負担が少

ないことが確認された。 

 

 

図 3-2 走行場所の様子 

 

表 3-3 充電式運搬車と人力運搬の比較実験結果 

農機具 

作業時間 消費電力量 人件費 電気代 作業コスト 

h Wh 円 円 円 

充電式運搬車（フレ

ーム） 
0.7 60.0 667.1 1.2 668.3 

人力 0.8 0 762.4 0 762.4 

※人件費単価は 953円/h（千葉県の 2021年度最低賃金） 

※電気代単価は 19.88円/kWh（税込）（東京電力エナジーパートナーの電力量単価：重量電灯

B） 

※作業コストは人件費と電気代の合計金額とし機械導入コストは含まない 
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iii. 充電式ブロワ 

 実証結果を図 3-3、図 3-4、表 3-4示す。充電式ブロワは、ほうきによる清掃作業と比

べて、作業時間が半減し、作業コストの軽減効果と作業者の負担軽減効果が確認できた。ま

た、ほうきによる作業はやや前かがみになる必要があり作業者の負担が大きいが、充電式ブロ

ワはかがむ必要がないため、長時間作業にも適していることが分かった。 

 

 

図 3-3 圃場の様子：清掃前（左）清掃後（右） 

  

図 3-4 清掃の様子：充電式ブロワ（左）ほうき（右） 

 

表 3-4 充電式ブロワとほうきの比較実験結果 

農機具 
作業時間 消費電力量 人件費 電気代 作業コスト 

h Wh 円 円 円 

充電式ブロワ 1.5 49.0 1,429.5 0.97 1,430.5 
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ほうき 3.1 0 2,954.3 0 2,954.3 

※人件費単価は 953円/h（千葉県の 2021年度最低賃金） 

※電気代単価は 19.88円/kWh（税込）（東京電力エナジーパートナーの電力量単価：重量電灯

B） 

※作業コストは人件費と電気代の合計金額とし機械導入コストは含まない 

 

iv. 保冷庫 

実験結果を表 3-5に示す。品種によっては保冷庫に保管することで出荷可能な日数を 1

日～２日程度延ばすことができる結果が得られた。出荷日数が伸びることにより、販路の選択

肢増加や廃棄ロスの減少が期待できる。但し、元々イチジクは傷み始めるのが早い作物のた

め、収穫から 1日経過したものは値引きして販売するなどの対策が必要と考えられる。一度に

収穫する量が多い場合は、収穫したものから順次保冷庫に保存することで出荷直前まで鮮度

を保つことが可能なため、保冷庫を導入する効果は大きいと考えられる。測定期間中の消費

電力量については、後述の(イ)電動農業機械の使用記録まとめに示す。 

 

表 3-5 保冷庫内外でのイチジクの経過観察結果 

確認時期 収穫当日午後 1日経過 2日経過 3日経過 
 

千葉市の 

平均気温 
22.8 ℃ 22.6 ℃ 22.7 ℃ 25.0 ℃  

保冷庫”外”で保管したイチジク  

外観の 

変化 

赤 特に変化なし 

割れ目にカビ、

液だれを確認、

酸っぱい臭い 

廃棄済 廃棄済  

白 特に変化なし 特に変化なし 

割れ目にカビ、

液だれを確認、

酸っぱい臭い 

廃棄済  

販売可否 
赤 可 不可 不可 不可  

白 可 可 不可 不可  

保冷庫”内”で保管したイチジク  
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外観の 

変化 

赤 特に変化なし 

多少割れが広く

なる 

味は若干酸味を

感じる 

割れ目にカビ、

液だれを確認、

酸っぱい臭い 

廃棄済  

白 特に変化なし 特に変化なし 

若干柔らかいが

腐敗は見られず

味も問題ない 

割れ目にカビ、

液だれを確認、

酸っぱい臭い 

 

販売可否 

赤 可 

可 

（値引き対応は

必要） 

不可 不可  

白 可 可 

可 

（値引き対応は

必要） 

不可  

※赤：桝井ドーフィン、白：コナドリア     

 

表 3-6 保冷庫内外で保管したイチジクの腐敗状況の比較 

 
 

保冷庫内 保冷庫外 

収

穫

直

後 

  

2

日

後 
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(イ) 電動農業機械の使用記録まとめ 

2021年 4月～2022年 3月の 12カ月間に記録した電動農業機械の消費電力量の割合

と年間の消費電力量を示す。なお、充電式農業機械と電源接続型農業機械では消費電力

量に差があるため二つに分けて整理する。 

充電式農業機械の測定結果を図 3-5に示す。計測結果から消費電力量の合計は、

3,318.6Wh（≒3.32kWh）であった。この値は、令和 2年度に露地栽培実証で使用したオフ

グリッド型太陽光発電設備の年間総発電量 2,177.76kWh（シミュレーション値）の約 0.2%に

相当する。電動農業機械の消費電力量が非常に少ないことから、オフグリット型太陽光発

電設備による完全自家消費が可能で、蓄電容量 1kWhのポータブル蓄電池等でも十分に

電力を賄うことができると考えられる。 

 

 

図 3-5 年間の充電式農業機械別消費電力量（集計期間 2021年 4月～2022年 3月） 

 

充電式農業機械を使用した作業時は、集計結果（図 3-6）から合計 10.2hであった。この値は、

手作業や燃料を使用する農業機械による作業を含む、全ての農業作業時間 190.1h（表 3-7）の

約 5%に相当し、95％近くの農作業は非電化作業が占めていることが確認された。特に手作業によ

る潅水は、36.4h と全ての農作業時間の約 20％を占めており、同作業を自動潅水制御装置に置き

換えることで、農作業時間の削減に大きく寄与すると考えられる。 
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図 3-6 年間の充電式農業機械別作業時間（集計期間：2021年 4月～2022年 3月） 

 

表 3-7 作業項目別農作業時間（集計期間：2021年 4月～2022年 3月） 

作業項目 
作業時間 作業割合 

h % 

挿し木 64.5  33.9 

かん水 36.4  19.2 

圃場管理全般 33.0  17.4 

機械除草 18.2  9.6 

設備管理全般 16.0  8.4 

鉢上げ 7.0  3.7 

ポット移動 6.0  3.2 

除草剤散布 5.0  2.6 

殺菌剤散布 2.2  1.1 

追肥 0.8  0.4 

芽かき 0.5  0.3 

栽培管理その他 0.5  0.3 

合計 190.1  100 



 

26 

 

※「かん水」は手作業による潅水を示す 

※「機械除草」には営農型太陽光発電設備設置前の圃場管理作業を含む 

 

電源接続型農業機械（保冷庫、農電マット/農電サーモ、自動潅水制御装置、電気柵、監視カメ

ラ）の消費電力量の割合を図 3-7に示す。なお自動潅水制御装置、電気柵、監視カメラについて

は、導入時期が遅れたため１年間使用したと仮定した場合の値を使用している。 

集計結果より、消費電力量の大半を保冷庫と農電マット/農電サーモが占める結果となった。消

費電力量の合計は 20,866.9Wh（≒20.87kWh）であり、この値は令和 2年度に露地栽培実証で使

用したオフグリッド型太陽光発電設備の年間総発電量 2,177.76kWhの約 1.0%に相当する。 

 

 

図 3-7 年間の電源接続型農業機械の消費電力量 

 

電源接続型農業機械の月毎の消費電力量の推移を図 3-8に示す。平均気温が高い夏場は保

冷庫の消費電力量が大きく、冬場は農電マット/農電サーモの消費電力量が大きい結果となった。

また、月毎の 1日当たりの平均消費電力量を表 3-8に示す。農電マット/農電サーモを導入した

1月～3月の消費電力量が最も高く（8.0kWh以上）、蓄電池と組み合わせて自家利用するには少

なくとも夜間の消費電力量が賄えるだけの蓄電池容量と太陽光パネル容量が必要になると考えら

れる。 
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図 3-8 電源接続型農業機械の月毎の消費電力量 

 

表 3-8 月毎の 1日当たりの平均消費電力量 

計測月 
平均消費電力量 

kWh/日 

4月 0.21 

5月 2.70 

6月 2.97 

7月 3.89 

8月 3.85 

9月 3.31 

10月 2.28 

11月 1.34 

12月 0.00 

1月 8.00 

2月 8.86 

3月 8.35 

合計 45.75 
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(ウ) 経済効果の試算 

「農業の電化の効果」および「電気の自家利用の効果」の評価にあたり、電動農業機械を導入し

た場合、発電設備を導入した場合などパターン分けをした上で（営業活動による）キャッシュフロー

を試算し、そこから投資回収年数を算出して比較・評価を行った。 

試算にあたり各種条件を仮定しているが、充電式農業機械は太陽光発電設備が稼働している

時間帯のみの給電で事足りるのに対して、電源接続型農業機械を発電設備からの給電で稼働さ

せる場合、夜間の給電も必要となるため蓄電池の設置を想定しなければならないという点が異な

る。そのため、充電式農業機械を導入した場合と電源接続型農業機械を導入した場合の二つに

分けて試算を行っている。 

 

i. 充電式農業機械および発電設備の導入効果の試算 

人力よる農作業の一部を充電式農業機械に置き換えて農業の電化を図った場合、および営

農型太陽光発電事業に取り組んだ場合の効果を試算する。試算にあたっては、本実証地区と

同等の規模の果樹栽培経営を想定し、各種条件を仮定した上でキャッシュフロー及び投資回収

年数を算出していく。なお、試算にあたり、導入する農業機械は実証実験を行った充電式せん

定ハサミ、充電式運搬車、充電式ブロワの 3種類を 1台ずつ導入することを仮定した。 

また、営農型太陽光発電設備は、発電設備容量 50kW未満の低圧発電設備を想定し、オフ

グリッド型太陽光発電設備は令和 2年度の実証で用いたパネル容量 2.04kWp・蓄電容量

6.5kWhを想定して試算を行った。 

 

① 試算における設定条件 

表 3-9 農業経営に関する設定条件 

条件項目 値 単位 備考 

A 
営農型太陽光発電設備

の下部の農地面積 
1,350 m2 

発電設備の遮光率を約

30%と仮定 

B イチジクの平均単収 1,290 kg/10a 

平成 29 年の千葉県内

栽培面積 29ha、収穫量

374t から 10a 当たりを

算出（平成 29 年特産果

樹生産動態等調査を参

照） 

C イチジクの平均価格 1,030 円/kg 
令和 3 年平均価格を参

照（東京都中央卸市場
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統計情報：いちじくを参

照） 

D 
営農型太陽光発電設備

導入時の年間農業売上 
1,434,996 円 

発電設備設置の影響で

収穫量が 8 割減少した

と仮定 

E 年間農業経営費 
生産・販売・経営にかかるキャッシュフローベース支出額とし農

業売上の 80%と仮定 

F 
商用電源 基本料金（従

量電灯 B/30A） 
858 円/月 

令和 3 年度東京電力エ

ナジーパートナーホー

ムページより参照（燃料

調整費と再エネ賦課金

は含まない） 

G 
商用電源 電力量料金

（従量電灯 B） 
19.88 

円

/kWh 

H 
充電式せん定ハサミ 

購入費用 
247,500 円/台 メーカー小売価格 

I 
充電式運搬車（フレー

ム）購入費用 
140,690 円/台 メーカー小売価格 

J 
充電式ブロワ  購入費

用 
13,090 円/台 メーカー小売価格 

K 
充電式せん定ハサミ 

年間消費電力量 
0.02 

kWh/

年 
年間の消費電力量 

L 
充電式運搬車（フレー

ム）年間消費電力量 
0.07 

kWh/

年 
年間の消費電力量 

M 
充電式ブロワ  年間消

費電力量 
0.29 

kWh/

年 
年間の消費電力量 

N 
電動農業機械導入によ

る作業コスト削減効果 
4,721 円/年 

実験結果より試算 

953 円 /h （ 千葉県の

2021 年最低賃金）から

試算 

農業経営費から減額し

ている 

※金額は全て税込価格 
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表 3-10 営農型太陽光発電事業に関する設定条件 

条件項目 値 単位 備考 

a 
系統連系発電設備太陽

光パネル容量 
99 kWp 

第 63 回調達価格算定委員会資料

参照（2020年 11月） 

b 
1kWp あたりの年間発電

量 
1,068 

kWh/kWp/

年 

発電量シミュレーション結果より（下

記参照） 

c 売電単価 13.2 円/kWh 2021年度 FIT単価 

d 

系統連系発電設備の設

置費用 

（自立運転機能具備） 

14,850,000 円 
第 63 回調達価格算定委員会資料

参照（2020年 11月） 

e 

系統連系発電設備の維

持管理費 

（メンテナンス委託費・保

険料等） 

165,000 円/年 
本実証で用いた設備の実績値から

試算 

f 

系統連系発電設備の固

定資産税 

（初年度の金額） 

207,900 円/年 設置費用（d）の 1.4%で試算 

g 

オフグリッド型太陽光発

電設備設置費用 

（蓄電池含む） 

2,200,000 円 
実績値（パネル容量 2.04kWp・蓄

電容量 6.5kWh） 

h 

オフグリッド型太陽光発

電設備固定資産 

（初年度の金額） 

30,800 円/年 設置費用（g）の 1.4%で試算 

※金額は全て税込価格 

 

② 試算パターンの整理 

キャッシュフローの試算を行うにあたり、充電式農業機械の有無、発電設備導入の有無、発電設

備の電気の利用方法（自家利用の割合）などの場合分けを想定した。これらの条件の組み合わせ

として表 3-11の 6つのパターンを想定した。 
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表 3-11 試算パターン 

試算パターン 
充電式農業機械

導入の有無 

営農型太陽光発

電設備導入の有

無 

発電設備の 

電気利用方法 

① 機械・設備導入なし 導入なし 導入なし ― 

② 充電式農業機械導入 導入あり 導入なし 
―（商用電源使

用） 

③ 
充電式農業機械・ 

オフグリッド発電設備導入 
導入あり 導入なし 全量自家利用 

④ 系統連系発電設備導入 導入なし 導入あり 
全量売電（自家利

用なし） 

⑤ 

充電式機械農業機械・ 

系統連系発電設備導入（全

量売電） 

導入あり 導入あり 

全量売電（自家利

用なし、商用電源

使用） 

⑥ 

充電式機械農業機械・ 

系統連系発電設備導入（一

部売電） 

導入あり 導入あり 
一部売電（一部自

家利用あり） 

 

③ 発電量のシミュレーション 

露地栽培実証で使用しているオフグリッド型太陽光発電設備（太陽光パネル容量 2.04kWp・蓄

電容量 6.5kWh）の発電量を、シミュレーションソフト「Solar Pro 4.7.1.0」を用いて計算を行った。シ

ミュレーション結果は図 3-9の通りであり、年間の総発電量は 2,177.76kWh、1kWpあたりの発電

量は 1067.53kWh/年と算出された。 
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図 3-9 月別発電量（シミュレーション結果） 

 

④ キャッシュフロー・投資回収年数の試算結果 

上述の設定条件から、農業・発電事業別に収支と支出、そして初期投資額を試算・整理し

たものが表 3-12である。さらに 

表 3-13にて、収入と支出からキャッシュフローを試算し、試算パターン①からのキャッシュフロ

ー増加額と初期投資額を基に投資回収年数を算出し取りまとめた。 
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表 3-12 収入・支出・初期投資の整理＿充電式農業機械導入  

 

 

表 3-13 キャッシュフロー・投資回収年数の試算結果＿電動農業機械導入    

 

単位：円・税込

売上高 初期投資 農業経営費 光熱費 収入 初期投資 維持管理費

① 機械・設備導入なし 2,152,494 0 1,721,995 0

② 充電式農業機械導入 2,152,494 401,280 1,717,274 10,303

③
充電式農業機械・
オフグリッド発電設備導入

2,152,494 401,280 1,717,274 0 0 2,200,000 30,800

④ 系統連系発電設備導入 1,793,745 0 1,434,996 0 1,395,048 14,850,000 372,900

⑤
充電式機械農業機械・
系統連系発電設備導入（全量売電）

1,793,745 401,280 1,430,275 10,303 1,395,048 14,850,000 372,900

⑥
充電式機械農業機械・
系統連系発電設備導入（一部売電）

1,793,745 401,280 1,430,275 0 1,332,721 14,850,000 372,900

試算パターン

農業 発電

単位：円・税込

営業キャッシュフロー
①からの

キャッシュフロー増加額
投資回収年数

① 機械・設備導入なし 430,499 0 -

② 充電式農業機械導入 424,917 -5,582 -

③
充電式農業機械・
オフグリッド発電設備導入

404,420 -26,079 -

④ 系統連系発電設備導入 1,380,897 950,398 10.8

⑤
充電式機械農業機械・
系統連系発電設備導入（全量売電）

1,375,315 944,816 11.1

⑥
充電式機械農業機械・
系統連系発電設備導入（一部売電）

1,323,291 892,793 11.5

評価軸

試算パターン
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⑤ 農業の電化の効果 

上記試算結果において、試算パターン①と②の比較、または④と⑤の比較により、農業の電化

の効果を検証することが可能である。 

①と②を比べたとき、充電式農業機械を導入することで、少額ではあるがキャッシュフローが減

少している。これは電動農業機械を使用した時の作業コスト削減効果よりも商用電源より給電した

場合の基本料金（12か月分）および電力量料金にかかる費用が上回ったためである。そのため今

回の試算で仮定した充電式農業機械の導入では投資効果が殆どないとの評価となる。同様に、④

と⑤の比較において、キャッシュフローは充電式農業機械を導入することで減少する結果となり、

投資回収年数は充電式農業機械を導入しない④の方がわずかに短い結果となっている。 

 

⑥ 電気の自家利用の効果 

試算パターン②・③・⑤・⑥を比較することにより、電気の自家利用の効果を検証することが可能

である。各パターンはいずれも充電式農業機械を導入する前提であり、発電事業の実施の有無と

発電した電気の利用方法が異なっている。 

試算結果によると、ただ単に充電式農業機械を導入して農業の電化を行うよりも、営農型太陽

光発電事業と組み合わせて、発電した⑤電気を全量売電または⑥一部を売電する方が、キャッシ

ュフローが格段に良くなることが見て取れる。これは、売電単価よりも商用電源から購入する電気代

の方が高く、発電した電気で電気購入量を減らすことで光熱費を削減できることが要因と考えられ

る。農作業を電化し、自家利用する割合をさらに増やすことで、この効果をより大きくすることが可

能である。 

一方パターン③は、充電式農業機械とオフグリッド型発電設備を導入することで、①と比べてキ

ャッシュフローが悪化するとの結果となっている。導入されるのがオフグリッド型の発電設備であり、

売電を行わないために余剰電力が収入に変わることなく無駄になってしまうことが要因である。果

樹栽培において使用する電力量がもっと多く、発電した電気を余すところなく消費でき、光熱費を

大きく削減できれば、評価は改善するものと考えられる。 

 

ii. 電源接続型農業機械および発電設備の導入効果の試算 

充電式農業機械導入の試算と同様に、電源接続型機械の導入による効果についても条件を仮

定した上でキャッシュフローおよび投資回収年数の試算を行い、「農業の電化の効果」および「電

気の自家利用の効果」の評価を行う。試算にあたっては、保冷庫導入による廃棄ロスの削減効果、

農電マット/農電サーモ導入による売上効果、自動潅水制御装置・電気柵・監視カメラ導入による

人件費削減効果を見込んでの試算とした。 
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なお、充電式農業機械の条件設定時と同様に、営農型太陽光発電設備は発電設備容量 50kW

未満の低圧発電設備を想定し、オフグリッド型太陽光発電設備は令和 2年度の実証で用いたパ

ネル容量 2.04kWp・蓄電容量 6.5kWhを想定し試算を行った。また、電源接続型機械は夜間の給

電も必要になるため、自家利用を行う系統連系型発電設備にも、蓄電容量 6.5kWhの蓄電池を設

置すると仮定している。 

 

① 試算における設定条件 

表 3-14 農業経営に関する設定条件 

条件項目 値 単位 備考 

A 
営農型太陽光発電設備の下部の農地面

積 
1,350 m2 

発電設備の遮光率

を約 30%と仮定 

B イチジクの平均単収 1,290 kg/10a 

平成 29 年の千葉県

内栽培面積 29ha、

収穫量 374t から

10a 当たりを算出（平

成 29 年特産果樹生

産動態等調査を参

照） 

C イチジクの平均価格 1,030 円/kg 

令和3年平均価格を

参照（東京都中央卸

市場統計情報：いち

じくを参照） 

D 
営農型太陽光発電設備導入時の年間農

業売上 
1,434,996 円 

発電設備設置の影

響で収穫量が8割減

少したと仮定 

E 
電源接続農業機械導入時の年間農業売

上 
2,152,494 円 

農電マット/農電サ

ーモ及び保冷庫の

導入により D 仮定値

が 50％増加したもの

と仮定 

F 年間農業経営費 
生産・販売・経営にかかるキャッシュフローベー

ス支出額とし農業売上の 80%と仮定 

G 商用電源 基本料金（従量電灯 B/30A） 858 円/月 
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H 商用電源 電力量料金（従量電灯 B） 19.88 
円

/kWh 

令和 3 年度東京電

力エナジーパートナ

ーホームページより

参照（燃料調整費と

再エネ賦課金は含

まない） 

I 保冷庫 購入費用 382,800 円/台 メーカー小売価格 

J 農電マット/農電サーモ 購入費用 58,960 円 
メーカー小売価格

（マット 2枚分） 

K 自動潅水制御装置 購入費用 2,014,375 円/台 メーカー小売価格 

L 電気柵 購入費用 89,540 円/台 メーカー小売価格 

M 監視カメラ 購入費用 67,950 円/台 メーカー小売価格 

N 保冷庫 年間消費電力量 689.9 
kWh/

年 
年間の消費電力量 

O 農電マット/農電サーモ 年間消費電力量 693.0 
kWh/

年 
年間の消費電力量 

P 自動潅水制御装置 年間消費電力量 360.0 
kWh/

年 
年間の消費電力量 

Q 電気柵 年間消費電力量 3.6 
kWh/

年 
年間の消費電力量 

R 監視カメラ 年間消費電力量 6.1 
kWh/

年 
年間の消費電力量 

S 
電動農業機械導入による作業コスト削減

効果 
238,727 円/年 

実験結果より試算 

953 円/h（千葉県の

2021年最低賃金）か

ら試算し農業経営費

から減額している 

※金額は全て税込価格    

 

表.3-15 営農型太陽光発電事業に関する設定条件 

条件項目 値 単位 備考 

a 
系統連系発電設備太陽

光パネル容量 
99 kWp 

第 63 回調達価格算定委員会資料参

照（2020年 11月） 
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b 
1kWp あたりの年間発電

量 
1,068 

kWh/kWp/

年 

発電量シミュレーション結果より（下記

参照） 

c 売電単価 13.2 円/kWh 2021年度 FIT単価 

d 

系統連系発電設備の設

置費用 

（自立運転機能具備） 

14,850,000 円 
第 63 回調達価格算定委員会資料参

照（2020年 11月） 

e 蓄電池設置費用 1,366,000 円 メーカー見積価格 

f 

系統連系発電設備の維

持管理費 

（メンテナンス委託費・保

険料等） 

165,000 円/年 
本実証で用いた設備の実績値から試

算 

g 

系統連系発電設備の固

定資産税 

（初年度の金額） 

207,900 円/年 設置費用（d）の 1.4%で試算 

h 

オフグリッド型太陽光発

電設備設置費用 

（蓄電池含む） 

2,200,000 円 本実証で用いた設備の実績値 

i 
オフグリッド型太陽光発

電設備固定資産 
30,800 円/年 設置費用（h）の 1.4%で試算 

※金額は全て税込価格  
   

 

② 試算パターンの整理 

試算を行うにあたり、充電式農業機械の試算パターンと同様に、電源接続型機械の有無、発電

設備導入の有無、発電設備の電気の利用方法（自家利用の割合）などの場合分けが考えられるた

め、これらの条件の組み合わせとして表 3-16の 6つのパターンを想定した。 

 

表 3-16 試算パターン 

試算パターン 
電源接続型機械 

導入の有無 

営農型太陽光発電

設備 

導入の有無 

発電設備の 

電気利用方法 

① 機械・設備導入なし 導入なし 導入なし ― 

② 電源接続型機械導入 導入あり 導入なし ―（商用電源使用） 
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③ 
電源接続型機械・ 

オフグリッド発電設備導入 
導入あり 導入なし 全量自家利用 

④ 系統連系発電設備導入 導入なし 導入あり 
全量売電（自家利

用なし） 

⑤ 

電源接続型機械・ 

系統連系発電設備導入

（全量売電） 

導入あり 導入あり 

全量売電（自家利

用なし、商用電源

使用） 

⑥ 

電源接続型機械・ 

系統連系発電設備導入

（一部売電） 

導入あり 
導入あり 

（蓄電池を含む） 

一部売電（一部自

家利用あり） 

※金額は全て税込価格 

 

③ 発電量のシミュレーション 

充電式農業機械導入の試算と同様に、発電量シミュレーション結果から年間の総発電量は

2,177.76kWh、1kWpあたりの発電量は 1067.53kWh/年、この値をもとに試算を行う。 

 

④ キャッシュフロー・投資回収年数の試算結果 

上述の設定条件から、農業・発電事業別に収入と支出、そして初期投資額を試算・整理したもの

が表 3-17である。さらに表 3-18にて、収入と支出からキャッシュフローを算出し、試算パターン

①からのキャッシュフロー増加額と初期投資額をもとに、投資回収年数を算出し取りまとめた。 
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表 3-17 収入・支出・初期投資の整理＿電源接続型農業機械導入  

 

 

単位：円・税込

売上高 初期投資 農業経営費 光熱費 収入 初期投資 維持管理費

① 機械・設備導入なし 2,152,494 0 1,721,995 0

② 電源接続機械導入 3,228,741 250,011 2,344,266 45,139

③
充電式農業機械・
オフグリッド発電設備導入

3,228,741 250,011 2,344,266 0 0 2,200,000 30,800

④ 系統連系発電設備導入 1,793,745 0 1,434,996 0 1,395,048 14,850,000 372,900

⑤
電源接続機械・
系統連系発電設備導入（全量売電）

2,690,618 250,011 1,913,768 45,139 1,395,048 14,850,000 372,900

⑥
電源接続機械・
系統連系発電設備導入（一部売電）

2,690,618 250,011 1,913,768 0 1,371,913 16,216,000 372,900

農業

試算パターン

発電
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表 3-18 キャッシュフロー・投資回収年数の試算結果＿電源接続型農業機械導入 

 

 

⑤ 農業の電化の効果 

上記試算結果において、試算パターン①と②の比較、または④と⑤の比較により、農業の電化

の効果を検証することが可能である。①と②を比べたとき、電源接続型機械を導入することで、キャ

ッシュフローが増加することが確認できた。これは導入により光熱費や固定資産税といったランニン

グコストが増える一方で、電源接続型機械導入による売上向上効果や作業コスト削減効果がキャッ

シュフローの増加に寄与しているためである。また、作業コスト削減効果はキャッシュフローに与え

る影響だけでなく、従事時間が減少することで労働者の作業負担軽減にも繋がると考えられる。 

但し、各種仮定値によってキャッシュフロー増加の効果は変動することに留意されたい。また、今

回の試算では保冷庫の消費電力量および電気代は一年分と想定し計算を行っている。今回想定

のイチジクの収穫時期は特定の時期のみであるため、それ以外の時期に別の農産物の保管で保

冷庫を活用することで、より大きな導入効果を得る可能性がある。 

 

 

 

単位：円・税込

営業キャッシュフロー
①からの

キャッシュフロー増加額
投資回収年数

① 機械・設備導入なし 430,499 0 -

② 電源接続機械導入 839,336 408,837 0.3

③
充電式農業機械・
オフグリッド発電設備導入

853,675 423,176 2.9

④ 系統連系発電設備導入 1,380,897 950,398 10.8

⑤
電源接続機械・
系統連系発電設備導入（全量売電）

1,753,860 1,323,361 8.6

⑥
電源接続機械・
系統連系発電設備導入（一部売電）

1,775,863 1,345,365 9.3

試算パターン

評価軸
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⑥ 電気の自家利用の効果 

試算パターン②・③・⑤・⑥を比較することにより、電気の自家利用の効果を検証することが可能

である。各パターンはいずれも電源接続型機械を導入する前提であり、発電事業の実施の有無と

発電した電気の利用方法が異なっている。 

発電設備からの給電で電源接続型機械を稼動させるためには、蓄電池の設置が必須となるが、

蓄電池の導入コストが高額であるために、固定資産税の負担が重く、キャッシュフローが③・⑥より

も②の方が少ない結果となった。蓄電池導入によって、発電した電気を時間帯問わず利用できると

いう利点はあるが、今回の試算のように電源接続型機械のみの利用という十分な活用がなされて

いない使い方では、導入効果が低く算出されてしまう。売上向上または費用削減につながる様々

な用途に蓄電池を活用することで、導入効果を高められると考えられる。 

 

3-2.  水稲栽培 

(ア) 電動農業機械の実証結果 

茨城県神栖市の実証圃場では自家消費型太陽光発電設備の蓄電池からドローンへの給電

を行い、バッテリー使用個数から消費電力量を試算した。茨城県五霞町の実証圃場ではガソリ

ン発電機からドローンへの給電を行い、バッテリー使用個数およびガソリン消費量からそれぞれ

消費電力量と燃料費を試算した。なお、茨城県五霞町の実証圃場は 15カ所に分散しているた

め各圃場の合計値を記載している。 

 

表 3-19 茨城県神栖市におけるドローン実証の諸条件 

実施日 ✓ 2021年 8月 23日（火）14:00～15:00 

実施場所 ✓ 茨城県神栖市柳川 周辺 

天候 ✓ 晴れ時々曇り 

気温 ✓ 最高気温 32.8℃/最低気温 25.8℃ 
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図 3-10 赤枠：ドローン作業エリア（茨城県神栖市） 

 

図 3-11 ドローンによる防除作業の様子（茨城県神栖市） 
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表 3-20 茨城県五霞町におけるドローン実証の諸条件 

実施日 ✓ 2021年 7月 16日（金）8:00～16:30 

実施場所 ✓ 茨城県五霞町小福田 周辺 

天候 ✓ 晴れ時々曇り 

気温 ✓ 最高気温 32.8℃/最低気温 25.8℃ 

 

 

図 3-12 赤枠：ドローン作業エリア（茨城県五霞町） 

 

図 3-13 ドローンによる防除作業の様子（茨城県五霞町） 

 

各圃場におけるドローンの実証結果を表 3-21に示す。茨城県神栖市の実証圃場程度の面積

であれば、消費電力量が少ないことから本実証で用いた自家消費型太陽光発電設備の蓄電池か

らでも十分に電力を賄える結果となった。一方で、茨城県五霞町の実証については、消費電力量

11.2kWhの結果になり、自家消費型太陽光発電設備の蓄電池から給電を行うと仮定した場合、現

状の蓄電容量 6.5kWhだけでは給電量が不足することが確認された。 
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但し、気象条件が良好でドローンの飛行中も太陽光パネルで発電した電気を蓄電池に蓄えるこ

とが可能な場合は、ドローン飛行中の最大発電量が約 15kWhのため、飛行中に発電した電気と

蓄電池に蓄電された電気を活用することでドローンへの給電は可能と考えられる。 

 

表 3-21 ドローン実証結果 

実証圃場 
作業面積 飛行時間 バッテリー交換 消費電力量 

ha h 回 kWh 

茨城県神栖市 0.1 0.1 1 0.4 

茨城県五霞町 10.0 4.2 28 11.2 

※飛行時間に圃場間の移動時間は含まない 

※追肥・防除作業を各一回行った圃場面積を記載している 

※バッテリー使用個数（電力量：532Wh/個）から消費電力量を試算 

※バッテリーの仕様につき残量 25%程度で充電を開始する 

 

また、茨城県五霞町の実証では、従来方法のガソリン発電機によるバッテリーへの給電を移動し

ながら行ったが、ガソリン発電機の代わりに移動式太陽光パネルおよびポータブル蓄電池による給

電についても検証した。 

ガソリン発電機による給電の場合、ガソリン発電機１台に対してバッテリー充電器を最大２台接続

することができ、バッテリー充電器１台に対してドローンのバッテリー１台を接続し給電することで、

常時 2台のバッテリーを充電することができた（図 3-14）。バッテリーを４台用意し、ドローン飛行

中に他の専用バッテリーの充電を行い、飛行終了後に順次交換することで充電サイクルを効率よく

回すことができ、作業時間のロスなく給電を行うことが可能であった。なお、ガソリン発電機は車の

荷台に乗せ給電を行った。 

移動式太陽光パネルおよびポータブル蓄電池による給電の場合、ポータブル蓄電池１台に対し

てバッテリー充電器を最大 1台しか接続することができず、バッテリー充電器１台に対してドローン

のバッテリー１台のみの給電になるため、常時 1台のバッテリーを充電することしかできなかった

（図 3-15）。したがって、ガソリン発電機と同様の効率的な充電サイクルを回すことができず、作業

を中断してバッテリーの充電完了を待つ時間が発生した。より効率的な運用をするためにはガソリ

ン発電機による給電よりも多くのバッテリーを用意する、または移動式太陽光パネルとポータブル

蓄電池を複数台用意する必要がある。 
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図 3-14 ガソリン発電機による給電イメージ 

 

 

図 3-15 移動式太陽光発電システムによる給電イメージ 

 

(イ) 経済性効果の試算 

ドローンによる防除・追肥作業の電化および自家利用による経済性を評価するために、バッテリ

ーの給電に要したガソリン発電機の使用燃料と移動式パネルおよびポータブル蓄電池による給電

（商用電源から給電したと仮定した場合）の消費電力量から、1ha当たりの光熱費を試算した結果

を表 3-22示す。試算結果より、ガソリン発電機による給電よりも商用電源から給電した場合の方

が光熱費 682円を節約できたことから、移動式パネルおよびポータブル蓄電池による給電の光熱

費の削減効果が確認された。 

各種機械の導入費用について参考価格を表 3-23取りまとめた。移動式太陽光パネルおよび

ポータブル蓄電池一式の導入費用の方が高い傾向にあるが、ドローン作業のための給電以外にも

他の充電式農業機械と併用して活用することで利便性を向上させることができると考えられる。 
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表 3-22 １ha当たりの光熱費の比較 

ガソリン発電機による給電 商用電源からの給電と仮定 

使用燃料 ガソリン代 消費電力量 電気代 

L 円 kWh 円 

6.7 904.5 11.2 222.1 

※給油時のガソリン単価：147円/L 

※電力量料金（東京電力/重量電灯 B）：19.88円/kWh 

 

表 3-23 導入機械の参考価格（概算） 

項目 初期費用 

移動式太陽光発電パネルおよびポータブル蓄電池 
400,000 

（レンタルの場合 30,000円/月） 

ガソリン発電機 100,000 

※金額は全て税込価格 

※メーカー小売機能価格 

 

 本実証ではドローンによる防除・追肥作業のほかに、ヒアリング調査および机上調査により従来の

防除・追肥用農業機械の調査を行った。主な分類としては「人力によるもの」「大型機械によるもの」

「遠隔で操作するもの」の 3つに分類され、それぞれの特徴について表 3-24に取りまとめた。 
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表 3-24 防除・追肥用農業機械の比較 

分類 人力によるもの 大型機械によるもの 

一般名称 

背負式動噴機/ 

セット式動噴機 ブームスプレーヤ 

背負式散布機 

 

 

写真参照：株式会社丸山製作

所 

 

写真参照：株式会社丸山製作

所 

 

写真参照：株式会社丸山製作

所 

製作 丸山製作所、 丸山製作所、 丸山製作所、共立、 

メーカー 工進、共立 等 工進、共立 等 クボタ、ヤンマー 等 

タンク容量 

小～中 大 大 

(液剤タンク：15～25L程度) (液剤タンク：100～500L程度) （500～650L程度） 

(粒剤タンク：15～25kg程度)   

用

途 

液

剤 
○ ○ ○ 

粒

剤 
○ × × 

散

布

時

間 

液

剤 
2.0～3.0h/ha 2.0～3.0h/ha 1.0～1.5h/ha 

粒

剤 
0.5～1.5h/ha ‐ ‐ 

導入コスト 5～10 万円程度 25～30 万円程度 250～500 万円程度 

長所 

導入コストが安価 比較的導入コストが安価 短時間で広範囲に散布でき作

業効率が高い  比較的大規模でも有効 

短所 
人が担いで作業するため作業

負担や作業時間がかかる 

トラック等に積載するため機動

性が劣る 

導入コストが比較的高い 

粒剤には対応していない 
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分類 遠隔操作によるもの 

一般名称 産業用無人ヘリコプター 

 

散布用ボート 農業用ドローン 

 

 

写真参照：ヤマハ発動機株

式会社 

 

写真参照：DJI JAPAN株式会

社 

 

写真参照：ヤマハ発動機株

式会社 

製作 

ヤンマー、ヤマハ 等 

ciRobotics、ＤＪI、 

ヤマハ 等 

メーカー マゼックス 等 

タンク容量 

中 小 小 

(液剤タンク：20～30L程度) (液剤タンク：8～10L程度) (液剤タンク：8L程度) 

(粒剤タンク：20～30kg程度) (粒剤タンク：8～10kg程度)  

用

途 

液

剤 
○ ○ ○ 

粒

剤 
○ ○ × 

散

布

時

間 

液

剤 
0.25～0.5h/ha 0.25～0.5h/ha 0.25～0.5h/ha 

粒

剤 
0.25～0.5h/ha 0.5～0.75h/ha ‐ 

導入コスト 

1,200～2,500 万円程度 100～200 万円程度 

50～100 万円程度 (業者依頼の場合は (業者依頼の場合は 

2,500 円/10a程度) 2,500 円/10a程度) 

長所 
大規模圃場の場合効率的に

散布ができる 

飛行騒音が小さく、ヘリコプタ

ーよりも小型で機動性が高い 

遠隔操作タイプでは比較的

導入コストが安価  

短所 

導入コストが非常に高い ヘリコプターに比べタンク容

量が少ない 

水が張っていて稲の生育初

期のみ利用可 
 

飛行時の騒音が大きい 粒剤には対応していない  
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背負式動噴機やセット式動噴機などの人力による防除・追肥作業が必要になる農業機械につい

ては、他の農業機械に比べて導入費用が安価である反面、作業者への負担や作業時間が掛かる

といった特徴が挙げられる。ブームスプレーヤなどの大型機械による農業機械については、広範

囲に散布できることから作業者の負担軽減効果や作業時間の短縮効果が得られるが、導入費用

が高いことから小規模圃場に導入する費用対効果は低いものと考えられる。実際の現場では農家

同士で共同保有したり、レンタルによる導入を行っている例も見られた。 

遠隔で操作する農業機械については、無人ヘリコプターによる防除・追肥作業が大規模圃場の

場合に効率的な作業が可能ではあるが、導入コストが高く、ヘリコプターの操作を行うためには資

格が必要になるなどの課題が残る。一方のドローンはヘリコプターによる作業と比較して一回当た

りの散布範囲こそ少ないものの、導入費用や機動性に関しては優れている点が多く、操作時の安

定性が高いことも特徴として挙げられる。また、防除・追肥作業のほかにも生育状況のセンシング

や鳥獣害対策のために活用できるなど他分野での利活用推進にも期待できる。  
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3-3. 自家利用の給電方法について 

本実証では令和 2年度の実証で用いたオフグリッド型太陽光発電設備（設備設置費用：約 220

万円（税込））の導入を仮定して各種試算を行ったが、系統連系型の営農型太陽光発電設備から

自家利用として給電する方法としては、経済効果の試算の条件として、自立運転機能を有するパ

ワーコンディショナー（以下 PCS と呼ぶ）と給電用コンセントを設置する方法と、営農型太陽光発電

設備の一部に交流電源の取り出しが可能な据置型蓄電池を組み込む方法の 2種類が考えられ

る。この 2種類の方法に加えて、持ち運びが可能なポータブル蓄電池を併用することで、特に充

電式の農業機械の利便性を向上させることができると考えられる。 

ポータブル蓄電池は、蓄電容量が数百Wh～1kWhを超えるものまで市販されているため、使用

する農業機械の数量や消費電力に合わせて地区で容量を選択する必要がある。また購入以外に

も、月額数万円程度の価格帯で太陽光パネルとポータブル蓄電池をセットにしたレンタルサービス

を行う業者も確認している。 

既存の営農型太陽光発電設備に対して電気を自家利用するために追加的に必要となる、機械

設置費等の参考価格を表 3-25に取りまとめた。 

 

表 3-25 電気の自家利用のための追加費用の参考価格（概算） 

項目 
概算金額 

備考 
円・税込 

自立運転機能を有する PCS（1台） 142,000円 ※1 

給電用コンセント設置費用 156,000円 ※2 

据置型蓄電池設置費用（6.5kWh） 1,366,000円 ※3 

ポータブル蓄電池（1,500Wh） 480,000円 ※4 

※1：出力 5.5kW、自立運転出力 1.5kW相当の PCSを想定 

※2：調達価格等算定委員会資料3より引用（低圧 50kW程度の設備を想定） 

※3：メーカー見積価格（設置工事費用込み）、諸条件によって変動する 

※4：メーカー小売希望価格 

 

 

3 出典：経済産業省, 資源エネルギー庁, 第 63回 調達価格等算定委員会, 太陽光発電につ

いて（2020年 11月）, p.43 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/063_01_00.pdf  

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/063_01_00.pdf
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4. 電気の自家利用のモデル化 

実証結果を踏まえ、営農型太陽光発電設備の電気の自家利用のモデル化に向けた検討を行

い、下記の通りとりまとめた。 

 

4-1. 電気の自家利用モデルの整理 

 電気の自家利用モデルについて表 4-1の 2種類に整理した。果樹栽培では電源接続型機械

の導入効果が大きいことから主にモデル②が最適な場面が多く、充電式農業機械のみを使用する

場合はモデル①でも十分対応できると考えられる。また水稲栽培では電力消費が少ないことからモ

デル①が適していると考えられる。 

 

表 4-1 電気の自家利用モデルと適用条件 

電気の自家利用モデル 適用条件 電気の自家利用によって得られる効果 

① 
PCS の自立運転機能

活用モデル 

充電式の電動農業機

械のみを使用する場

合 

・商用電源の電気代削減 

・農地に充電拠点を作ることによる充電

の手間削減（ポータブル蓄電池を併用

することで更に利便性が向上する） 

② 
蓄電池（据置型）導入

モデル 

長時間電源接続が必

要な電動農業機械が

ある場合 

・商用電源の電気代削減（特に既存契

約が高圧以上の場合は、基本料金の削

減効果が大きくなる） 

・夜間でも利用可能な電源創出 

・停電時等の事業継続性の確保 

 

 モデル①では、既に商用電源から給電して電動農業機械を利用している場合は、商用電源から

購入する電気代の削減効果が得られるほかに、一般的に農地周辺では充電が可能な場所が少な

いため営農型太陽光発電設備が充電拠点となることで、電化農業において充電の手間を削減す

ることができる効果も得られる。発電を行っている時間帯（＝昼間）しか充電ができない点は注意が

必要であるが、ポータブル蓄電池を併用することで、夜間に作業を行う場合や離れた農地を管理

する場合でも電気を利用した農業が行いやすくなる。 

 モデル②では、蓄電池によって夜間でも利用可能な電源を実現できることから、モデル①以上の

電気代の削減効果が期待される。特に既存の電力契約が高圧以上の場合、完全自家消費（商用

電源に頼らず営農型太陽光発電による電気だけで運用する）をしなくても、最も電気使用量が増え

る時期の最大電力を抑えることで、電力会社との契約電力が下がることによる基本料金の削減効

果が期待できる。この他に、電気使用量が少ない時期だけでも完全自家消費が実現できれば、商

用電源を全く使用しない請求月の基本料金は半額になる場合がある（契約している電力会社の契

約体系を要確認）ことから、一部期間の基本料金の半減による電気代削減効果も期待できる。また
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施設栽培の場合はハウス内の環境制御を行っている場合が多いため、停電が発生すると農作物

の生育や品質に大きな影響を及ぼす可能性がある。このため停電等により商用電源からの電力供

給が遮断された場合でも、電気の自家利用を行うことで栽培管理を継続することができるため、災

害等の非常時に強い農業経営の実現に寄与する効果もあると考えられる。 

 

4-2. 電気の自家利用に向けた課題・考察 

 モデル①と②の導入における注意点を表 4-2に整理する。 

 

表 4-2 電気の自家利用モデルにおける注意点 

 電気の自家利用における注意点 

共通 

・営農型太陽光発電設備の売電単価が商用電源からの電気の購入単価より高い場合

は、電気を自家利用せずに売電した方が経済効果は大きくなる。 

・果樹栽培の場合は、夏場に管理を行う作物の栽培面積などから夏場の消費電力量を

推計し、必要な発電設備のパネル容量や蓄電池容量を検討する手順が望ましい。 

① 

・発電を行っている時間帯しか給電が出来ないため、電動農業機械の使用時間が制限

される可能性がある 

・自立運転機能を使用している間は、当該 PCSのみ売電ができない 

② 

・ヒートポンプや冷暖房設備等の消費電力量が大きい機械は、三相電源が必要な場合

もあるため、ヒ蓄電池の選定に大きく影響する 

・既存の太陽光発電設備に蓄電池を増設する場合、FIT制度の売電単価の変更要件も

あるため注意が必要 

・PCSの出力が 50kW 未満（低圧）である場合でも、太陽電池の合計出力が 50kW以上

であり、蓄電池を PCS よりも太陽電池側に設置する場合、電気主任技術者の選任が必

要 

  

モデル①②の共通の注意点として、営農型太陽光発電設備の売電単価が商用電源からの電気

購入単価より高い場合（ex.売電単価 21円/kWh+税以上）の場合は、営農型太陽光発電設備の

電気は一部自家利用するよりも売電して、電動農業機械の電気は商用電源から購入した方が経

済的なメリットが大きくなる。そのためこの場合は、固定価格買取制度（FIT制度）による売電期間

が終了するまでの間に電動農業機械の導入を進めて、売電期間の終了後に電気の自家利用に

切り替えた方が、経済的効果を最大化できると考えられる。 

モデル①は、モデル②と比較して投資金額が少なく、更に 2020年度以降の FIT制度では、低

圧（10kW以上 50kW未満）の太陽光発電は地域活用要件として自立運転機能の具備が必須条

件となっていることから、発電設備に対する追加投資の必要がなく電気時の自家利用が実現でき

るケースが今後増えると考えられる。ただし、発電を行っている時間帯しか給電が出来ないことから
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電動農業機械の使用時間が制限される可能性があるため、発電した電気の活用の幅を広げるた

めにはポータブル蓄電池との併用等の工夫が必要になる。 

 モデル②は、特に蓄電池から常時電源接続を行う機械への給電を検討する場合、消費電力量

や入力電源の仕様によって蓄電池の仕様に大きく影響するため、注意が必要である。蓄電池の設

置にあたっては、既存の営農型太陽光発電設備に増設する場合は売電単価が変更になる要件が

あったり、低圧の発電設備であっても電気主任技術者の選任が必要になる場合があったりと、発電

事業の運営上で重要な要件があるため注意が必要である。なお、蓄電池の設置位置を PCSから

系統側に設置する場合はこの限りではない。 

 またモデル②は、モデル①と比較して投資金額が高額であるため、既存の栽培体系における光

熱費が少ない場合は、蓄電池の導入による経済効果が表れにくい傾向がある。このため費用対効

果だけを蓄電池導入の目的とする場合は、現在の光熱費や消費エネルギー量を詳細に分析する

必要がある。 
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5. 農業者向け手引き素案について 

本事業を通じて得た結果から、今後営農型太陽光発電事業に取り組みたいと考えている農業

者に向けた手引き作成を想定し、手引きの目次案や構成案について検討を行った。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

『電気を農業へ自家利用するための農業者向けの手引き』（素案） 

目次 

1. 営農型太陽光発電について 

2. 農業の電化について 

3. 農業の電化と電気の自家利用について 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. 営農型太陽光発電について 

日本の年平均気温は、100年あたり 1.26℃の割合で上昇しており、農林水産業においても

作物の収量減少や品質低下など、生産現場に大きな影響を与えている。このような中で、国

内外ともに SDGsや環境に対する関心が高まっており、重要な行動規範としてあらゆる産業に

浸透しつつある。政府は 2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しており、積

極的な再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠な状況である。 

農山漁村は、再生可能エネルギーのポテンシャルが非常に高く、有力な再生可能エネル

ギー導入候補地である。一方で、農山漁村は食料供給の機能も持ち合わせており、無計画な

整備が進めば、農山漁村に必要な農林地が失われるおそれがある。農山漁村の発展と調和

のとれた再エネ発電により、農山漁村の活性化を図る必要がある。 

営農型太陽光発電は、営農を適切に継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する

ことにより、営農と発電を両立する仕組みで、作物の販売収益に加え売電による収益も得られ

るため、農業者の収入拡大が期待される。収入確保のほか、荒廃農地の解消や発生抑制、

地域農業・経済の活性化、農業電化による脱炭素への貢献、地元企業などに対する再生可

能エネルギー供給の拡大などが見込まれる。 

 

＜営農型太陽光発電事業に取り組むために＞ 

営農型太陽光発電の取組み事例や必要な手続きや、取組支援のための制度等につい

ては、農林水産省発行の『営農型太陽光発電取組み支援ハンドブック』を参照されたい。 

参照：農林水産省ホームページ,営農型太陽光発電について 

         https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

2. 農業の電化について 

世界の温室効果ガス排出量の 4分の 1が農林業・その他土地利用に起因しているとされ

ており（みどりの食糧システム戦略資料より）、内訳としては多くないが、トラクターの燃料やハ

ウスの加温に重油等の化石燃料が使用されている。他産業においては脱炭素化に向けた意

欲的な取り組みが進められており、米国や EU諸国においても持続的な生産・消費を基ねる

動きがみられる。今後は持続可能性への取り組みが企業評価や ESG投資を行う上での重要

な判断基準になることが予想される。 

 

3. 農業の電化と電気の自家利用について 

＜電動農業機械の導入＞ 

電動農業機械を導入する際に、現在使用している農業機機械の利用状況を確認し、導

入する電動農業機械の選定を行う必要がある。既に市販されている電動農業機械がある場

合は、導入費用や導入効果を整理した上で、農業経営に与える影響について検討を行う。 

 

【露地栽培を想定した場合の電動農業機械導入効果の一例】 

電動農業機械 
作業時間 

削減効果 

光熱費 

削減効果 

作業者負担

軽減効果 

売上向上 

効果 
比較対象 

充電式カルチベ

ータ 

× - × - 手持ち農具 

× ◎ △ - 一輪管理機 

充電式刈払機 〇 ◎ ○ - エンジン式刈払機 

電動リモコン式

草刈機 

◎ × ◎ - 充電式刈払機 

◎ ◎ ◎ - エンジン式刈払機 

充電式運搬車 

（バケット） 
△ - ◎ - 手押し一輪車 

充電式運搬車 

（フレーム） 
× - ◎ - 人力運搬 

充電式噴霧器 〇 ◎ ◎ - 
エンジン式動力噴霧

器 

保冷庫 - × - ◎ 保冷庫不使用時 

凡例）◎：明確な効果あり、〇：わずかに効果あり、△：ほぼ効果なし、×：比較対象に劣る 
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【果樹栽培を想定した場合の電動農業機械導入効果の一例】 

電動農業機械 
作業時間 

削減効果 

光熱費 

削減効果 

作業者負担

軽減効果 

売上向上 

効果 
比較対象 

充電式せん定ハ

サミ 
◎ ✕ ◎ - のこぎり 

充電式運搬車

（フレーム） 
△ △ ◎ - 人力運搬 

充電式ブロワ ◎ △ ◎  ほうき 

保冷庫 - × - ◎ 保冷庫不使用時 

農電マット/農電

サーモ 
- ✕ - ◎ 

農電マット/農電サー

モ不使用時 

自動潅水制御装

置 
◎ - ◎ - 

自動潅水制御装置不

使用時 

電気柵 ◎ × ◎ 〇 電気柵不使用時 

監視カメラ ◎ × ◎ 〇 監視カメラ不使用時 

凡例）◎：明確な効果あり、〇：わずかに効果あり、△：ほぼ効果なし、×：比較対象に劣る 

 

＜自家消費設備の導入＞ 

電動農業機械に給電を行う方法として、以下のような自家消費設備の導入モデルが想定され

る。 

電気の自家利用モデル 適用条件 

① PCSの自立運転機能活用モデル ・充電式の電動農業機械のみを使用する場合 

② 蓄電池（据置型）導入モデル ・長時間電源接続が必要な電動農業機械がある場合 

 

 モデル①では、既に商用電源から給電して電動農業機械を利用している場合は、商用電源か

ら購入する電気代の削減効果が得られるほかに、一般的に農地周辺では充電等が可能な場所

が少ないため営農型太陽光発電設備が充電拠点となることで、電化農業において充電の手間

を削減することができる効果も得られる。 

 モデル②では、蓄電池によって夜間でも利用可能な電源を実現できることから、モデル①以上

の電気代の削減効果が期待される。特に既存の契約が高圧以上の場合、完全自家消費（商用

電源に頼らず営農型太陽光発電による電気だけで運用する）をしなくても、最も電気使用量が

増える時期の最大電力を抑えることで、電力会社との契約電力が下がることによる基本料金の

削減効果が期待できる。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

以上 
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