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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の高度化に利活用し、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。 

・露地栽培および施設栽培において、蓄電池を併設した営農型太陽光発電設備により発電

した電気を電動農業機械に活用する実証を行い、農業経営高度化（省力化・農業収益増加

等）の効果を定量的に評価する。 

・省力化・収穫量増加等による農業経営の改善効果と、蓄電池を併設した営農型太陽光発

電設備および電動農業機械の導入費用を比較し、営農型太陽光発電による電化農業の実施

効果を定量的に評価する。 
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2. 実証方法 

営農型太陽光発電を設置した露地栽培圃場と施設栽培圃場の 2地区で、電動農業機械と

蓄電池の稼働状況を記録し、電動農業機械と蓄電池の効率的な利用方法やシステム設計に

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. 露地栽培 

(ア) 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）が保有する圃場面積約 1ha規模の

営農型太陽光発電設備（遮光率 48％）がある。その圃場内に置かれている

農業資材ハウスの上部に設置された図 2.1の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）と、同社が管理する同地

域の圃場を用いて実証を行った。 

実証対象作物 ニンニク、薬草、ショウガ、レタス、キャベツ、葉ニンニク 

 

 

図 2.1 オフグリッド型太陽光発電設備 
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(イ) 実証対象の電動農業機械 

 実証対象とした電動農業機械を表 2.1の通り整理した。給電方法について、㈱マキタ製

の機械は、全て共用のバッテリー（18V、6.0Ah、108Wh）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）を使用している。また保冷庫は、100V電源

（商用）に常時接続している。 

表 2.1 露地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 

充電式カルチベータ ㈱マキタ／MUX60D, 

A-67309 

畝間の除草 図 2.2 

充電式刈払機 ㈱マキタ／MUX60D, 

A-53089 

営農型太陽光発電設備の支柱

間、法面の除草 

図 2.3 

電動リモコン式草刈機 ㈱ササキコーポレーシ

ョン／RS400-2,M700 

営農型太陽光発電設備の支柱

間、法面の除草 

図 2.4 

充電式運搬車 

（バケットタイプ） 

㈱マキタ／

CU180DZ,A-65486 

農業用資材（堆肥等）の運搬 図 2.5 

充電式運搬車 

（フレームタイプ） 

㈱マキタ／

CU180DZ,A-65470 

収穫物等の運搬 図 2.6 

充電式噴霧器 ㈱マキタ／MUS156D 農薬散布、肥料（液肥）散布 図 2.7 

保冷庫 フクシマガリレイ㈱／

EAW-028RE 

収穫物の貯蔵（出荷調整） 図 2.8 

 

 

図 2.2 充電式カルチベータ 

 

 

図 2.3 充電式刈払機 
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図 2.4 電動リモコン式草刈機 

 

 

図 2.5 充電式運搬車（バケットタイプ） 

 

 

図 2.6 充電式運搬車（フレームタイプ） 



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 

5 

 

 

図 2.7 充電式噴霧器 

 

 

図 2.8 保冷庫 

 

(ウ) 実証スケジュール 

 露地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 2.2、実証対象作物の栽培環境および栽培面積を表 2.3に記す。なお、本報告書で

は 2020年 12月末までに取得した情報を実証結果として取りまとめて考察を行う。 
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表 2.2 露地栽培実証のスケジュール 

 

 

表 2.3 実証対象作物の栽培環境と栽培面積 

栽培作物 栽培環境 栽培面積(㎡) 

ニンニク（2019年秋植え） 設備下 7,000 

ニンニク（2020年秋植え） 設備下 1,000 

薬草 設備外 13,500 

ショウガ 設備下 1,000 

レタス 設備下 330 

キャベツ 設備下 330 

葉ニンニク 設備下 330 

合計 

設備外 13,500 

設備下 9,990 

総計 23,490 

※「栽培環境」は営農型太陽光発電設備（遮光率約 48%）の下部もしくは設備のない近隣

圃場を示している。 

 

(エ) 評価方法 

 本実証では、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、営農型太陽光発電設備によって発電した電気を電動農業機械に供給することによ

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、後述の実証実験をもとに、表 2.4に整理した評価項目によっ

て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。評価において光熱費の

比較は、電動農業機械については消費電力量を計測して商用電源から電気を購入した場合

の電気代との比較を行い、燃料式の農業機械については、カタログの仕様から同程度の作

業に必要な燃料の量を推計し、燃料代を試算して比較を行う。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共用バッテリー（108Wh）と専用バッテ

年月

栽培作物 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 上 中 下

■栽培スケジュール

ニンニク（2019年秋植え）

ニンニク（2020年秋植え）

薬草

ショウガ

レタス

キャベツ

葉ニンニク

■電動農機具

充電式草刈機・カルチベータ

電動リモコン式草刈機

充電式運搬機（バケット）

充電式運搬機（フレーム）

充電式噴霧器

保冷庫

9月8月7月6月

堆肥散布

11月

2021年

1月12月10月

除草追肥農薬散布,除草除草芽出し,間引き

施肥

土づくり

土づくり

植付施肥

植付

植付 収穫,出荷

除草

除草 収穫・出荷

3月2月

収穫,出荷

2020年

トンネル栽培

植付

収穫,出荷

土づくり

土づくり

土づくり

レタス・キャベツの保管 葉ニンニクの保管

収穫,出荷

土づくり

土づくり

農薬散布

畝間や圃場周囲等の除草作業 除草

農薬散布 農薬散布

ショウガ,レタス,キャベツの収穫

畝間や圃場周囲等の除草作業

施肥 植付,農薬散布

施肥

除草,追肥,農薬散布

除草,土寄せ,農薬散布,追肥植付

収穫,出荷

3月

除草,農薬散布

土づくり

5月4月
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リー（900Wh）の使用個数から推計し、100V電源に常時接続を行う保冷庫は電力ロガー

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。なお充

電式農業機械については、作物毎に使用時間とバッテリー使用個数の記録も行い、作物毎

に使用する機械の種類や使用時間、消費電力量を取りまとめる。また作業時間は、千葉県

の 2019年度最低賃金（923円/h）を用いて人件費に換算して評価を行う。 

 

表 2.4 電動農業機械の給電方法と評価項目 

電動農業機械 給電方法 評価項目 

充電式カルチベータ 共用バッテリー ✓ 手持ち農具・一輪管理機との作業時間・作業者

への負担の比較 

✓ 一輪管理機との光熱費の比較 

充電式刈払機 共用バッテリー ✓ ガソリン式刈払機との光熱費・作業者への負担

の比較 

電動リモコン式草刈機 専用バッテリー ✓ 充電式刈払機との作業時間・光熱費・作業者へ

の負担の比較 

充電式運搬車 

（バケットタイプ） 

共用バッテリー ✓ 手押し一輪車との作業時間・作業者への負担の

比較 

✓ 消費電力量の計測 

充電式運搬車 

（フレームタイプ） 

共用バッテリー ✓ 人力運搬との作業時間・作業者への負担の比較 

✓ 消費電力量の計測 

充電式噴霧器 共用バッテリー ✓ ガソリン式噴霧器との光熱費・作業者への負担

の比較 

保冷庫 100V電源接続 ✓ 出荷調整による売上向上効果の試算 

✓ 消費電力量の計測 

 

 また、各種条件を仮定した上で、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、「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。 

 

 

2-2. 施設栽培 

(ア) 実証圃場の概要 

場所 茨城県神栖市 

概要 

ピーマンやパプリカ栽培用のビニールハウスが立ち並ぶエリアにて、間口

4.5m・奥行 36m（床面積 160㎡）のビニールハウスで実証を行った。実証に

伴い、図 2.9の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、商用電源からの給電も可能な仕様）を導入した（2020年 7
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月下旬完工）。また、実証用のハウス（実証区）の隣のハウスは比較用とし、

電動農業機械を使用せずに栽培を行う慣行区とした。 

実証対象作物 ピーマン、パクチー 

 

 

図 2.9 オフグリッド型太陽光発電設備 

 

(イ) 実証対象の電動農業機械 

 実証対象とした電動農業機械を表 2.5の通り整理した。電動農業機械は全て 100V電源

（蓄電池）に接続され、太陽光発電設備または商用電源から蓄電池を介して給電される。

蓄電池には主に発電設備からの電気が蓄電され、残量が足りない場合は商用電源から自動

的に給電される仕組みとなっている。 

表 2.5 施設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 

自動灌水機 ㈲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

から自動で灌水 

図 2.10 

循環扇 ㈱ソーワテクニカ／PF-

H25ASA 

ハウス内の空気を全体に循環（常

時） 

図 2.11 

自動巻き上げ機 ㈱誠和／くるファミ AceⅢ ハウスのビニールを自動で開閉 図 2.12 

超音波噴霧器 ㈱星光技研／AG-500S ミスト冷房によるハウス内の湿度

管理、夏場の温度調整（循環扇と

併用しハウス全体に拡散） 

図 2.13 

エアコン 

（ヒートポンプ） 

パナソニック株式会社／

CS-220DFL 

ハウス内の暖房（冬場） 図 2.14 
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電動動力噴霧機 安田工業㈱／SE-1500VT 薬剤散布（循環扇と併用しハウス

全体に拡散） 

図 2.15 

 

 

図 2.10 自動灌水機1 

 

 

図 2.11 循環扇 

 

 

1 画像出典：有限会社 サンホープ・アクアウェブサイト, セミオーダー自動潅水コントロ

ーラ AQUA TOUCH システム, https://sunhope-aqua.com/wp3/wp-

content/uploads/2018/08/aqua-touchi2018.pdf  

https://sunhope-aqua.com/wp3/wp-content/uploads/2018/08/aqua-touchi2018.pdf
https://sunhope-aqua.com/wp3/wp-content/uploads/2018/08/aqua-touchi2018.pdf
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図 2.12 自動巻き上げ機2 

 

図 2.13 超音波噴霧器 

 

 

図 2.14 エアコン（ヒートポンプ） 

 

2 画像出典：株式会社誠和ウェブサイト, くるファミ Ace/くるファミ AceⅢ, 

https://www.seiwa-

ltd.jp/products/%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%8F%E3%82%8Bace/  

https://www.seiwa-ltd.jp/products/%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%8F%E3%82%8Bace/
https://www.seiwa-ltd.jp/products/%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%8F%E3%82%8Bace/
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図 2.15 電動動力噴霧器3 

(ウ) 実証スケジュール 

 施設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 2.6に記す。なお本報告書では、ピーマン栽培における 2020年 1月上旬までに取

得した情報を実証結果として取りまとめて考察を行う。 

表 2.6 施設栽培実証のスケジュール 

 

 

(エ) 評価方法 

本実証では、露地栽培実証と同様に、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、営農型太陽光発電設備によって発電した電気を電動農業機

械に供給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

営高度化の効果を評価する。 

 「農業の電化の効果」は、後述の実証実験をもとに、表 2.7に整理した評価項目によっ

て各電動農業機械を利用することによる効果を評価する。評価において光熱費の比較は、

電動農業機械については消費電力量を計測して商用電源から電気を購入した場合の電気代

 

3 画像出典：安田工業株式会社ウェブサイト, 営業品目 噴霧機, 

http://www.yasudakougyou.co.jp/productinfo.html  

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

ピーマン

パクチー

■電動農機具

自動潅水機

循環扇

自動巻き上げ機

超音波ミスト機

ヒートポンプ（エアコン）

電動動力噴霧機

2020年 2021年

使用農機具
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

定植

定植 収獲

収獲

http://www.yasudakougyou.co.jp/productinfo.html
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との比較を行い、燃料式の農業機械については、カタログの仕様から同程度の作業に必要

な燃料の量を推計して燃料代を試算して比較を行う。消費電力量の計測方法については、

全ての電動農業機械の総消費電力量を蓄電池の稼働記録から確認を行うほか、機械ごとに

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を試算する。 

また、自動灌水機と自動巻き上げ機による作業時間削減効果については、各機械の使用記

録と、各作業を手動で行う場合に必要な 1回当たりの時間をもとに、機械を導入していな

い場合に必要な作業時間を推計し、千葉県の 2019年度最低賃金（923円/h）を用いて人

件費に換算して評価を行う。 

 

表 2.7 電動農業機械の給電方法と評価項目 

電動農業機械 
給電方法 

（給電時間） 
評価項目 

自動灌水機 
100V電源接続 

（24h/日） 

・慣行区との収量比較 

・灌水作業の自動化・最適化による作業時間削減効果 

循環扇 
100V電源接続 

（24h/日） 

・慣行区との収量比較 

自動巻き上げ機 

100V電源接続 

（24h/日） 

・慣行区との収量比較 

・巻き上げ作業の自動化・最適化による作業時間削減効

果 

超音波噴霧器 
100V電源接続 

（0.5h/日） 

・慣行区との収量比較 

エアコン 

（ヒートポンプ） 

100V電源接続 

（24h/日） 

・慣行区との収量比較 

・慣行区での重油ボイラーとの光熱費の比較 

電動動力噴霧機 
100V電源接続 

（12h/日） 

・慣行区との収量比較 

・ガソリン式動力噴霧器との光熱費の比較 

 

また、各種条件を仮定した上で、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、「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。 
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3. 実証結果 

露地栽培実証と施設栽培実証の結果を、（ア）電動農業機械の実験結果（露地）／消費

電力計測結果（施設）、（イ）電動農業機械の使用記録まとめ、（ウ）経済効果の試算に分

けて、下記の通りとりまとめた。 

 

3-1. 露地栽培 

(ア) 各電動農業機械の実験結果 

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のように評価をとりまとめた。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4を用いて試算している。 

 

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 

 

比較実験の結果から確認された各電動農業機械の特徴を、下記の通り整理する。 

 

4 基本料金は 858円、電力量料金は 19.88円/kWh（120kWhまで）、26.48円/kWh

（120kWhをこえ 300kWhまで）、30.57円/kWh（300kWhを超過） 

出典：東京電力エナジーパートナー㈱ウェブサイト, 従量電灯 B・C , 

https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/old01.html  

https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/old01.html
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充電式カルチベータは、手持ち農具や一輪管理機と比較すると、作業効率や作業者負担

については利点が確認されなかったが、光熱費については一輪管理機の燃料代よりも電気

代の方が安価であった。 

刈払機と噴霧器について、重量はどちらもエンジン式より充電式の方が軽い傾向があ

り、更にエンジン式は排気ガスによる作業者への健康被害が懸念されるため、充電式の方

が作業者の負担は少ないと評価できる。またエンジン式と充電式では、作業効率は変わら

ないが、機械の始動やバッテリー／燃料交換において、充電式の方が時間を要せず行うこ

とができる。燃料代と電気代の比較では電気代の方が安価であった。 

電動リモコン式草刈機は、一定以上の幅（1m以上）の除草作業において、充電式およ

びエンジン式刈払機よりも効率的に作業ができ、作業者はリモコンの操縦のみで作業がで

きるため負担もほとんどないと評価できる。また光熱費の削減効果について、同程度の作

業を行うために必要な光熱費は、充電式刈払機よりも高く、ガソリン式刈払機よりも安い

という結果となった。 

充電式運搬車は非電動農具や人力作業と比べ、電動アシストにより作業者の負担を軽減

することできるが、使用場面や路面状況によっては充電式運搬車の作業効率が落ちる場合

があることが確認された。 

ここで、営農型太陽光発電設備下での除草作業における除草箇所と使用可能な除草機

械・機具の関係を図 3.1に整理する。土寄せを行う栽培体系の場合は、一輪管理機で土寄

せを行いつつ、畝間の除草管理も兼ねることができるが、土寄せができる電動の管理機は

現時点で商品化されていない課題がある。また一輪管理機を利用する場合でも、支柱間①

は支柱があることから小回りが利きづらい一輪管理機での除草管理は難しいため、手持ち

の農業機械・農機具による管理が必要になる。一方で、支柱間②のように支柱と畝の距離

が十分確保できている場合は、電動リモコン式草刈機などの刈り幅が大きな機械を使って

除草することが可能になる。 

また株元の雑草は作物の生育に影響を及ぼしやすいことから除草管理の中でも重要な作

業であるが、植物体を傷つけないような繊細な作業が必要であり、機械除草が困難な課題

がある。 
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図 3.1 営農型太陽光発電設備下での除草箇所と使用可能な除草機械・機具 

 

以下の 1）～7）に各実験結果の概要を示す。 

 

1） 充電式カルチベータと手持ち農具の比較実験 

営農型太陽光発電設備下のショウガの栽培区画における支柱の間（図 3.1の支柱間

①）の除草作業を、表 3.2の条件で充電式カルチベータ（図 3.2）と手持ち農具（図 

3.3）のそれぞれで実施し、作業完了までにかかる時間と、バッテリーの残量から試算さ

れる消費電力量を評価する実験を実施した。 

表 3.2 充電式カルチベータと手持ち農具の比較実験の諸条件 

除草作業実施者 
✓ 充電式カルチベータ：25歳男性 

✓ 手持ち農具：24歳男性 

除草作業面積 支柱間面積：約 20㎡ （67.5m×0.3m） 

備考 除草作業場所の背丈は、10cm未満の雑草が点在している状態 

 

 

図 3.2  充電式カルチベータの写真 
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図 3.3 手持ち農具（けずっ太郎 ジャンボ）の写真 

 

 

図 3.4 充電式カルチベータと手持ち農具の比較実験の様子 

 

 実験結果を表 3.3に示す。手持ち農具の方が作業コスト・作業時間ともに安価・短

時間で除草作業ができ、表 3.5のように充電式カルチベータは導入費用が高く、重量も

重いことから作業性も劣る結果となった。一方で、除草した場所を経過観察した結果、

図 3.5のように充電式カルチベータで除草した場所は手持ち農具で除草した場所よりも

雑草の抑制効果が高い可能性が示唆された。 

表 3.3 充電式カルチベータと手持ち農具の比較実験結果 

農機具 
作業時間 

(h) 

消費電力量 

(Wh) 

人件費 

(円) 

電気代 

(円) 

作業コスト 

(円) 

充電式カルチベータ 0.17 29.7 153.8 0.6 154.4  

手持ち農具 0.14 0 130.8 0.0 130.8  
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※人件費単価は 923円/h(千葉県の 2019年度最低賃金)、電気代単価は従量電灯 B（東

京電力エナジーパートナー）の電力量単価 19.88円/kWh(税込)とし、作業コストは人件

費と電気代の合計金額 

 

表 3.4 支柱間除草面積 100㎡当たり作業コスト・作業時間（実験結果から導出） 

農機具 作業コスト(円) 作業時間(h) 

充電式カルチベータ 762.6 0.82 

手持ち農具 645.7 0.70 

 

表 3.5 充電式カルチベータと手持ち農具の導入費用・重量 

農機具 導入費用(円・税込) 重量(kg) 備考 

充電式カルチベータ 93,940 7.5 
メーカー希望小価格（バッテ

リー代を除く） 

手持ち農具 5,720 0.8 
けずっ太郎（ジャンボ）の定

価 

 

 

図 3.5 除草後の経過観察 

 

2） 充電式カルチベータと一輪管理機の比較実験 

 営農型太陽光発電設備下のショウガの栽培区画における畝間の除草作業を、表 3.6

の条件で充電式カルチベータ（図 3.2）と一輪管理機（図 3.6）のそれぞれで実施し、

作業完了までにかかる時間と、光熱費（消費電力量／使用ガソリン量）を評価する実験

を実施した。 
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表 3.6 充電式カルチベータと一輪管理機の比較実験の諸条件 

除草作業実施者 
✓ 充電式カルチベータ：35歳男性 

✓ 一輪管理機：35歳男性 

除草作業面積 畝間面積：約 54㎡ （67.5m×0.8m） 

備考 除草作業場所の背丈は、10cm未満の雑草が点在している状態 

 

 

図 3.6 一輪管理機の写真 

 

 

図 3.7 充電式カルチベータによる畝間の除草の様子 

実験結果を表 3.7に示す。一輪管理機の方が作業時間・作業コストともに短時間・安

価で除草作業ができる結果となった。しかし一輪管理機は充電式カルチベータよりも導

入費用が高い（約 3倍）ため大量導入が難しく、重量も重いことから使用できる人は限

られるという特徴もある。 
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また一輪管理機では土寄せ作業と併せて除草を行うもできるが、充電式カルチベータ

では土寄せができず、一輪管理機の機能を代用できる電動農業機械は現時点では市販さ

れていない課題がある。 

表 3.7 充電式カルチベータと一輪管理機の比較実験結果 

農機具 
作業時間 

(h) 

消費電力量 

(Wh) 

消費ガソリン量 

(mL) 

人件費 

(円) 

光熱費 

(円) 

作業コスト 

(円) 

充電式カル

チベータ 
0.20 35.6 0 184.6 0.7 185.3  

一輪管理機 0.05 0 150 46.2 20.3 66.4  

※人件費単価は 923円/h(千葉県の 2019年度最低賃金)、電気代単価は従量電灯 B（東京電

力エナジーパートナー）の電力量単価 19.88円/kWh(税込)とし、作業コストは人件費と電

気代の合計金額 

 

表 3.8 畝間除草面積 100㎡当たり作業コスト・作業時間（実験結果から導出） 

農機具 作業コスト(円) 作業時間(h) 

充電式カルチベータ 343.2 0.37 

一輪管理機 123.0 0.09 

 

表 3.9 充電式カルチベータと一輪管理機の導入費用・重量 

農機具 導入費用(円・税込) 重量(kg) 備考 

充電式カルチベータ 93,940 7.5 
メーカー希望小価格（バッテ

リー代を除く） 

一輪管理機 289,300 76.0 
YK650SK-D,S（ヤンマー）の

メーカー希望小売価格 

 

3） 充電式刈払機と電動リモコン式草刈機の比較実験 

 営農型太陽光発電設備下の支柱間（図 3.1の支柱間②）と圃場周辺の法面の 2種類

の場所で、充電式刈払機（図 3.8）と電動リモコン式草刈機（図 3.9）のそれぞれが同

等の面積の除草作業を表 3.10の条件で実施した場合の作業完了までにかかる時間と、

バッテリーの残量から試算される消費電力量を評価する実験を実施した 

  またエンジン式刈払機を充電式刈払機と同程度の作業効率で除草作業が実施できると

仮定した場合の、エンジン式刈払機との比較評価も行った。 

 

表 3.10 充電式刈払機と電動リモコン式草刈機の比較実験の諸条件 

除草作業実施者 
✓ 充電式刈払機：24歳男性 

✓ 電動リモコン式草刈機：25歳男性 
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除草作業面積 
✓ 支柱間除草：約 113.4㎡ （94.5m×1.2m） 

✓ 法面除草：約 75㎡（50m×1.5m） 

備考 
✓ 支柱間：1.5mを超える高さの雑草も見受けられた 

✓ 法面：除草作業場所の背丈は 30cm程度だった 

 

 

図 3.8 充電式刈払機の写真 

 

 

図 3.9 電動リモコン式草刈機の写真 

実験結果を表 3.11に示す。支柱間・法面どちらも、電動リモコン式草刈機の方が充

電式刈払機よりも作業時間・作業コストともに効率的に除草作業を行うことができる結

果となった。除草作業における作業コストの大半は人件費が占めるため、実験結果から

電動リモコン式草刈機は、充電式刈払機よりも作業時間が短縮できることによる人件費

削減効果が最も期待される導入効果であると示唆された。 

  またエンジン式刈払機と比較した場合でも、充電式刈払機・電動リモコン式草刈機と

もにエンジン式刈払機よりも作業コスト（光熱費）が安価に除草できることが確認され

た。 
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表 3.11 充電式刈払機と電動リモコン式草刈機の比較実験結果 

 作業時間(h) 消費電力量(Wh) 人件費(円) 電気代(円) 作業コスト(円) 

電動農業機械 支柱間 法面 支柱間 法面 支柱間 法面 支柱間 法面 支柱間 法面 

充電式刈払機 1.07 0.43 301 63.7 984.5 400.0 6.0 1.3 990.5 401.2 

電動リモコン式

草刈機 
0.58 0.28 360 180.0 538.4 261.5 7.2 3.6 545.6 265.1 

※人件費単価は 923円/h(千葉県の 2019年度最低賃金)、電気代単価は従量電灯 B（東京電

力エナジーパートナー）の電力量単価 19.88円/kWh(税込)とし、作業コストは人件費と電

気代の合計金額 

表 3.12 支柱間・法面の除草面積 100㎡当たりの作業コスト・作業時間（実験結果から導

出） 

 人件費(円) 光熱費(円) 作業コスト(円) 作業時間(h) 

電動農業機械 支柱間 法面 支柱間 法面 支柱間 法面 支柱間 法面 

充電式刈払機 868.2 533.3 5.3 1.7 873.5 535.0 0.94 0.58 

電動リモコン式草刈機 474.8 348.7 6.3 4.8 481.1 353.5 0.51 0.38 

エンジン式刈払機 充電式刈払機と同じ 63.5 39.0 931.7 572.3 充電式刈払機と同じ 

※エンジン式刈払機は充電式刈払機と同じ作業時間と仮定し、消費燃料は 1hに 0.5L消費

する想定（カタログ値）、ガソリン代単価は 135円/L(税込)として試算 

 

導入費用は、表 3.13のようにエンジン刈払機＜充電式刈払機＜電動リモコン式草刈

機の順に高くなる。電動リモコン式草刈機は他の農業機械と比べても非常に高額である

ため、地域での共同購入や、除草作業代行による収益事業を行うことによって、導入に

よる費用対効果を高めることができると考えられる。 

充電式刈払機とエンジン式刈払機の特徴を表 3.14に整理する。充電式刈払機は、エ

ンジン式刈払機と比べて軽量で作業中の音も低く、排気ガス等による作業者への健康被

害の懸念もないが、本体以外にバッテリーや充電器などを揃える必要があるため、初期

費用がエンジン式刈払機よりも高額になる傾向がある。 

表 3.13 充電式刈払機・電動リモコン式草刈機・エンジン式刈払機の導入費用・重量 

電動農業機械 導入費用(円・税込) 重量(kg) 

充電式刈払機 74,690 5.4 

電動リモコン式草刈機 2,172,500 126.0 

エンジン式刈払機 60,720 6.2 
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表 3.14 充電式刈払機・エンジン式刈払機の特徴比較 

比較項目 充電式刈払機 エンジン式刈払機 

比較機種 
充電式刈払機（36V） 

マキタ社／MUX60D 

4 ストエンジン刈払機（排気量

25ml） 

マキタ社／MEM2651UHT 

1時間作業した場合の

消費エネルギー量 
282Wh（実験結果から推計） 0.5L（カタログスペックより導出） 

騒音レベル 82dB(A) 95dB(A) 

その他 

・長時間作業するためには、バッ

テリーを複数個所持し、かつ作

業現場で充電できる体制をと整

える必要がある。（ポータブル蓄

電池を持参するなど） 

・上記を揃えるために初期費用

がかかる 

・エンジンを始動させる手間があ

る 

・排気ガスにより作業者への健

康被害が懸念される 

・エンジン部が高温になり火傷の

危険性がある 

・オイル交換等エンジンメンテナ

ンスの手間がある 

 

4） 充電式運搬車（バケットタイプ）と手押し一輪車の比較実験 

 営農型太陽光発電設備の外周（図 3.10）を、充電式運搬車（バケットタイプ）（図 

3.11）と手押し一輪車（図 3.12）を使って表 3.15の条件で運搬を行い、作業完了まで

にかかる時間と消費電力量を評価する実験を実施した。 

表 3.15 充電式運搬車（バケットタイプ）と手押し一輪車の比較実験の諸条件 

実験実施者 ✓ 35歳男性、37歳男性 

走行場所 ✓ 発電設備外周：約 430m 

積載物 ✓ 30kg分の水タンク 

 

 

図 3.10 充電式運搬車（バケットタイプ）と手押し一輪車の比較実験の運搬ルート 
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図 3.11 30kgの水タンクを積んだ充電式運搬車 

 

 

図 3.12 30kgの水タンクを積んだ手押し一輪車 

 

 実験結果を表 3.16に示す。充電式運搬車（バケットタイプ）の方が、作業時間・作

業コストともに効率的に運搬作業を行うことができる結果となったが、走行する路面の

状態で作業性が大きく異なるとの結果も得られた。実験中の様子について、固い路面や

傾斜のない平坦な路面では、手押し一輪車の方が車体重量は軽いため素早く移動でき、

作業効率が良かった。しかし耕耘後の圃場や傾斜・起伏のある路面での走行では、充電

式運搬車の方が、電動アシスト機能により速く走行できた。 

以上の結果から、充電式運搬車（バケットタイプ）は、路面状態の悪い場所または傾

斜のきつい場所かつ、車両が進入できない場所での運搬において、作業の効率化・省力

化に最も貢献することができると考えられる。 

 

表 3.16 充電式運搬車（バケットタイプ）と手押し一輪車の比較実験結果 

農機具 作業時間(h) 
消費電力量

(Wh) 
人件費(円) 電気代(円) 

作業コスト

(円) 

充電式運搬車

（バケット） 
0.13 18.36 123.1 0.4 123.4 

手押し一輪車 0.15 0 138.5 0 138.5 
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※人件費単価は 923円/h(千葉県の 2019年度最低賃金)、電気代単価は従量電灯 B（東京電

力エナジーパートナー）の電力量単価 19.88円/kWh(税込)とし、作業コストは人件費と電

気代の合計金額 

 

5） 充電式運搬車（フレームタイプ）と人力運搬の比較実験 

 営農型太陽光発電設備下のキャベツの栽培区画（図 3.13）において、充電式運搬車

（フレームタイプ）（図 3.14）と人力（図 3.15）のそれぞれで、表 3.17の条件での収

穫物の運搬を行い、作業完了までにかかる時間と、消費電力量を評価する実験を実施し

た。 

表 3.17 充電式運搬車（フレームタイプ）と人力運搬の比較実験の諸条件 

実験実施者 ✓ 35歳男性 

走行場所 ✓ 畝中央から圃場外：約 36m（防草シート敷設） 

積載物 ✓ キャベツの収穫コンテナ 10kg×12個 

 

 

図 3.13 運搬ルート（左）と走行場所の様子（右） 
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図 3.14 コンテナを積んだ充電式運搬車 

 

 

図 3.15 人力運搬の様子 

 

実験結果を表 3.18に示す。人力運搬の方が、作業時間・作業コストともに効率的に

運搬作業を行うことができる結果となったが、充電式運搬車（フレーム）の方が身体へ

の負荷は少なかった。 

一斉に収穫するような農作物の場合、圃場内に四輪駆動の軽トラックなどを乗り入れ

て収穫物の搬出を行う方が最も効率的だが、畝上の一部のみ収穫するような場合は、畝

間を走れる充電式運搬車を使うことは有効だと考えられる。 

表 3.18 充電式運搬車（フレームタイプ）と人力運搬の比較実験結果 

農機具 作業時間(h) 
消費電力量

(Wh) 
人件費(円) 電気代(円) 

作業コスト

(円) 

充電式運搬車 

（フレーム） 
0.20 9.72 184.6 0.2 184.8 

手押し一輪車 0.12 0 107.7 0 107.7 
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※人件費単価は 923円/h(千葉県の 2019年度最低賃金)、電気代単価は従量電灯 B（東京

電力エナジーパートナー）の電力量単価 19.88円/kWh(税込)とし、作業コストは人件費

と電気代の合計金額 

 

6） 充電式噴霧器の散布効率確認実験 

 充電式噴霧器（背負式）の作業効率を確認するために、表 3.19の条件においてバ

ッテリー1個（容量 108Wh）を使い切るまでにかかった時間と散布量を計測する実験

を実施した。またこの結果とエンジン式動力噴霧器のカタログ値と比較し、光熱費や

特徴の比較を行った。 

表 3.19 充電式噴霧器の実験の諸条件 

実験実施者 ✓ 35歳男性 

散布圃場 
✓ 面積：2,300㎡ 

✓ 栽培品目：薬草（圃場の様子は図 3.16） 

 

 

図 3.16 充電式噴霧器の実験実施圃場の様子 

実験結果を表 3.20に示す。充電式噴霧器のタンク容量は 15Lだが、満タンの状態

で散布作業を行うと液体が漏れる恐れがあるため、実際には一度に 14L入れた状態で

散布している。このため、2時間での散布量 126Lはタンク 9杯分の散布量になる。 

また充電式およびエンジン式噴霧器の導入費用と、それぞれの作業効率は同じと仮

定した場合のエネルギーコスト（電気代・燃料費）を比較した結果を表 3.21に整理

する。この結果から、散布時間約 26.3h（散布量約 1,657L）以上の噴霧を行うと、エ

ンジン動力噴霧器よりも充電式噴霧器の方が導入費用とエネルギーコストの合計金額

が安くなる結果となった。 

充電式およびエンジン式の噴霧器の他の特徴を表 3.22に整理する。充電式動力噴

霧器は、エンジンタイプと比べて、エネルギーコスト、重量、静音性、安全性におい
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て優れており、導入コストも大きな差はない。そのため、エンジンタイプの噴霧器

（背負式）を使用している場合は、充電式に置き換えるメリットが大きいと考えられ

る。ただし、強い圧力（1.1MPa以上）を必要とする作業においては、現行の電動製

品では対応できないことに注意が必要である。また数 ha規模の大規模面積の圃場で

は、背負式よりも自走式や乗用型の噴霧器を使用する方が現実的である。現状では、

電動式で大規模圃場の薬剤散布に対応可能な製品は出ていない点が、農業の電化の課

題の一つと考えられる。 

表 3.20 充電式噴霧器の実験結果 

消費電力量(Wh) 散布作業時間(h) 薬液散布量(L) 

108 2 126 

 

表 3.21 充電式およびエンジン式噴霧器の導入費用とエネルギーコスト 

電動農業機械 導入費用(円・税込) エネルギーコスト(円/h) 

充電式噴霧器 77,660 1.1 

エンジン式動力噴霧器 72,468 200.0 

※導入費用はメーカー希望小価格 

※エネルギーコストは、電気代単価を従量電灯 B（東京電力エナジーパートナー）の

電力量単価 19.88円/kWh(税込)、エンジン式動力噴霧器に使用する 2サイクルエンジ

ンオイルの燃料単価を 400円/Lとし、消費燃料は 1hに 0.5L消費する想定で試算 

 

表 3.22 充電式噴霧器・エンジン式動力噴霧器の特徴比較 

比較項目 充電式噴霧器 エンジン式動力噴霧器 

比較機種 
充電式噴霧器（18V） 

マキタ社／MUS156DZ 

2 ストエンジン動力噴霧器（排

気量 20ml） 

丸山製作所社／MS3900D-15 

1時間作業した場合の

消費エネルギー量 
54Wh（実験結果から推計） 

0.5L（カタログスペックより導

出） 

機器重量（バッテリー,

燃料等含む） 
5.3kg＋薬液 15kg（最大量） 6.7kg+薬液 15kg（最大量） 

駆動音 静音 エンジン音が大きく響く 

その他 

・長時間作業するためには、

バッテリーを複数個所持する

必要がある。 

・噴霧圧力が最大1.0MPaの製

品しかなく、農薬の葉面散布

のように圧力を要する作業に

対応した製品がない。 

・エンジンを始動させる手間が

ある 

・排気ガスにより作業者への

健康被害が懸念される 

・エンジン部が高温になり火傷

の危険性がある 

・オイル交換等エンジンメンテ

ナンスの手間がある 
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7） 保冷庫での収穫物の保管実験 

収穫した葉菜類（レタス）を、一部は保冷庫（設定温度 9℃）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、収穫当日から 5日間の状態（鮮度等）を確認

する実験を実施した。また電力ロガーを用いて、保冷庫の消費電力量のデータを継続的

に取得した。 

➢ 実験期間：2020年 10月 19日(月) ～2020年 10月 23日(金) 

➢ 記録項目：鮮度、外観の変化、販売可否の判定 

実験結果を表 3.23に示す。保冷庫に保管することで、出荷可能な日数を 1,2日延ば

すことができる結果が得られた。出荷可能な日数が延びることにより、販路の選択肢の

増加や廃棄ロスの減少が期待できる。特に夏場に収穫する葉菜類、果菜類では、大きな

効果があると考えられる。 

表 3.23 保冷庫内外でのレタスの経過観察結果 

確認時期 
収穫当日

午前 

収穫当日

午後 
1日経過 2日経過 3日経過 4日経過 

平均気温 15.6℃ 15.8℃ 16.2℃ 16.4℃ 17.8℃ 17.7℃ 

保冷庫”外”で保管したレタス 

鮮度 とても瑞々

しい 

瑞々しい 多少瑞々

しい 

多少瑞々

しい 

多少瑞々

しい 

瑞々しさな

し 

外観の変

化 

  一部の葉

の色が変

色 

葉の変色

が広がる 

葉の変色

が広がる 

変色が全

体的に広

がる 

販売可否 可 可 不可 不可 不可 不可 

保冷庫”内”で保管したレタス 

鮮度 とても瑞々

しい 

瑞々しい 瑞々しい 瑞々しい 多少瑞々

しい 

多少瑞々

しい 

外観の変

化 

    一部の葉

の色が変

色 

葉の変色

が広がる 

販売可否 可 可 可 可 不可 不可 

 

保冷庫導入の効果として、収穫作業日数の削減も考えられる。販路の制約から一日に

出荷できる量が決まっている場合、数日に分けて出荷しなければならないことがあり得

るが、保冷庫で保管できる前提であれば単日で収穫を終える運用が可能になる。これに

より天候不順による作業の遅れを回避できることや、まとめて作業することでの作業効

率改善にもつながると考えられる。 

 また、電力ロガーで計測した 2020年 8月から 2021年 1月までの保冷庫の消費電力

量と、実証圃場最寄りの千葉気象観測所における気温の推移を図 3.17に示す。計測機
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器の不調で一部データの欠損があったが、概ね、気温の低下に伴い消費電力量も低下す

る傾向があることが確認された。 

 

 

図 3.17  保冷庫の消費電力量と気温の推移 

 

計測月における 1日当たりの平均消費電力量は表 3.24となった。6か月間の計測デ

ータから 1年間の消費電力量を推計すると、約 716.7kWh/年となり、電気代（基本料金

＋電力量料金）は約 28,000円と試算された。この消費電力量は、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（後述の発電量シミュ

レーション値）の約 32.9％に相当する。 

ここで、保管実験を行った 10月の 1日当たりの平均消費電力量は 2,208.1Wh（≒

2.2kWh）であったため、保冷庫に保管した場合に出荷可能であった 3日間の電気代

（電力量料金のみ）は約 136円と試算された。 

 

表 3.24 保冷庫の 1日当たりの消費電力量 

計測月 平均消費電力量 [Wh/日] 

8月 3,939.1 

9月 3,234.7 

10月 2,280.1 

11月 1,276.8 

12月 530.5 

1月 539.6 
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(イ) 作物毎の電動農業機械使用記録まとめ 

 2020年 3～12月の 10か月間に記録した電動農業機械（保冷庫以外）の使用記録から、

作物別の電動農業機械毎の消費電力と使用時間を図 3.18,図 3.19に整理する。なお作物の

栽培管理には使用していないが、農業機械の洗浄等で使用した充電式高圧洗浄機の記録に

ついても参考値として整理している。 

 10か月間の消費電力量の合計は、22,737.6Wh（＝22.7kWh）であった。この値は、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（後述

の発電量シミュレーション値）の約 1％に相当する。 

 

 

図 3.18 作物別の農業機械別消費電力量（集計期間：2020年 3～12月） 
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図 3.19 作物別の農業機械別作業時間（集計期間：2020年 3～12月） 

 

 また以下に、電動農業機械の使用記録（消費電力量および作業時間）と農作業の項目別

作業時間を、実証対象作物毎に整理した。 

1） ニンニク（2019年秋植え） 

 約 7,000㎡の作付けを行ったニンニク（2019年秋植え）に関する電動農業機械別の

消費電力量と作業時間を図 3.20、図 3.21に示す。また全栽培工程における作業項目

別の作業時間の内訳を図 3.22に示す。なお 2019年 9月頃から栽培を行っているが、

記録の集計期間は 2020年 3月以降であるため、全ての作業工程は反映されていな

い。 

 電動農業機械による農作業は、充電式噴霧器が最も作業時間が長かったが、全栽培

工程の中では僅かであり、全工程の中で最も多くの時間を占めた作業は手除草であっ

た。また全作業時間のうち、電動農業機械を使用している時間は 12.5%であった。 
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図 3.20 ニンニク（2019年秋植え）栽培での電動農業機械による消費電力量（集計期

間：2020年 3～8月） 

 

 

図 3.21 ニンニク（2019年秋植え）栽培での電動農業機械による作業時間（集計期間：

2020年 3～8月） 
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図 3.22 ニンニク（2019年秋植え）栽培での全栽培工程における作業時間内訳 

 

2） ニンニク（2020年秋植え） 

約 1,000㎡の作付けを行ったニンニク（2020年秋植え）に関する電動農業機械別の

消費電力量と作業時間を図 3.23、図 3.24に示す。また全栽培工程における作業項目

別の作業時間の内訳を図 3.25に示す。2021年 1月以降も栽培期間中であるため、全

ての作業工程は反映されていない。 

 電動農業機械による農作業は、充電式噴霧器が最も作業時間が長かったが、全栽培

工程の中では僅かであり、全工程の中で最も多くの時間を占めた作業はマルチングや

播種等の植え付けに関連する作業や機械除草であった。また全作業時間のうち、電動

農業機械を使用している時間は 8.2%であった。 

 

図 3.23 ニンニク（2020年秋植え）栽培での電動農業機械による消費電力量（集計期

間：2020年 6～12月） 

作業項目 総時間(h)

手除草 149.6

収穫 56.7

出荷調整 39.8

出荷 39.1

機械除草 31.3

殺菌剤散布 18.3

トウ摘み 13.3

マルチ片付け 11.8

追肥 10.5

除草剤散布 3.5

生産計画 2.9

合計 376.6

※集計期間：2020年3月～8月
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図 3.24 ニンニク（2020年秋植え）栽培での電動農業機械による作業時間（集計期間：

2020年 6～12月） 

 

 

  

図 3.25 ニンニク（2020年秋植え）栽培での全栽培工程における作業時間内訳 

 

3） 薬草 

約 13,500㎡の作付けを行った薬草に関する電動農業機械別の消費電力量と作業時

間を図 3.26、図 3.27に示す。また全栽培工程における作業項目別の作業時間の内訳

を図 3.28に示す。2021年 1月以降も栽培期間中であるため、全ての作業工程は反映

されていない。 

作業項目 総時間(h)

マルチング 21.0

機械除草 17.0

播種 16.0

堆肥散布 13.5

基肥 10.3

耕起 9.2

種割り 8.8

除草剤散布 6.0

緑肥すきこみ 3.0

間引き 2.5

管理 2.5

緑肥播種 2.3

プラウがけ 2.0

種子消毒 1.0

資材調達 1.0

農機具メンテナンス 0.5

合計 116.5

※集計期間：2020年6月～2020年12月
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 電動農業機械による農作業は、充電式噴霧器が最も作業時間が長かったが、全栽培

工程の中では僅かであり、全工程の中で最も多くの時間を占めた作業は手除草であっ

た。また全作業時間のうち、電動農業機械を使用している時間は 16.7 %であった。 

 

 

図 3.26 薬草栽培での電動農業機械による消費電力量（集計期間：2020年 3～12月） 

 

 

図 3.27 薬草栽培での電動農業機械による作業時間（集計期間：2020年 3～12月） 
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図 3.28 薬草栽培での全栽培工程における作業時間内訳 

 

 

4） ショウガ 

約 1,000㎡の作付けを行ったショウガに関する電動農業機械別の消費電力量と作業

時間を図 3.29、図 3.30に示す。また全栽培工程における作業項目別の作業時間の内

訳を図 3.31に示す。 

 電動農業機械による農作業は、充電式噴霧器が最も作業時間が長かったが、全栽培

工程の中では僅かであり、全工程の中で最も多くの時間を占めた作業は収穫であっ

た。また全作業時間のうち、電動農業機械を使用している時間は 8.1 %であった。 

 

 

図 3.29 ショウガ栽培での電動農業機械による消費電力量（集計期間：2020年 3～11

月） 

 

作業項目 総時間(h)

手除草 324.6

収穫 138.0

除草剤散布 102.5

機械除草 91.2

耕起 38.5

定植 20.0

基肥 13.5

追肥 13.3

出荷調整 10.0

資材調達 10.0

プラウがけ 5.5

給水 4.0

堆肥散布 2.5

殺虫剤散布 2.0

合計 775.5

※集計期間：2020年3月～2020年12月
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図 3.30 ショウガ栽培での電動農業機械による作業時間（集計期間：2020年 3～11月） 

 

  

図 3.31 ショウガ栽培での全栽培工程における作業時間内訳 

 

5） レタス 

約 330㎡の作付けを行ったレタスに関する電動農業機械別の消費電力量と作業時間

を図 3.32、図 3.33に示す。また全栽培工程における作業項目別の作業時間の内訳を

図 3.34に示す。 

 電動農業機械による農作業は、充電式運搬車（フレーム）が最も作業時間が長かっ

たが、全栽培工程の中では約 1割弱であり、全工程の中で最も多くの時間を占めた作

業は出荷であった。また全作業時間のうち、電動農業機械を使用している時間は

10.7%であった。 

作業項目 総時間(h)

収穫 60.5

手除草 36.5

定植 22.0

土寄せ 20.5

種割り 16.5

トンネル除去 12.0

トンネルかけ 10.0

耕起 9.5

機械除草 6.5

除草剤散布 4.0

資材調達 3.3

殺虫剤散布 0.0

追肥 1.8

プラウがけ 1.5

堆肥散布 1.5

基肥 1.5

マルチング 1.0

マルチ片付け 1.0

出荷 1.0

合計 210.5

※集計期間：2020年3月～11月
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図 3.32 レタス栽培での電動農業機械による消費電力量（集計期間：2020年 6～12月） 

 

 

図 3.33 レタス栽培での電動農業機械による作業時間（集計期間：2020年 6～12月） 

 

  

図 3.34 レタス栽培での全栽培工程における作業時間内訳 

 

作業項目 総時間(h)

出荷 34.3

出荷調整 22.9

収穫 18.4

防草シート張り 17.0

資材調達 6.0

防虫ネット張り 4.4

打ち合わせ 4.0

定植 3.8

堆肥散布 3.5

マルチング 3.0

手除草 3.0

機械除草 1.7

耕起 1.0

基肥 0.7

合計 123.6

※集計期間：2020年6月～12月
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6） キャベツ 

 約 330㎡の作付けを行ったキャベツに関する電動農業機械別の消費電力量と作業時

間を図 3.35、図 3.36に示す。また全栽培工程における作業項目別の作業時間の内訳

を図 3.37に示す。2021年 1月以降も栽培期間中であるため、全ての作業工程は反映

されていない。 

 電動農業機械による農作業は、充電式運搬車（フレーム）が最も作業時間が長かっ

たが、全栽培工程の中では僅かであり、全工程の中で最も多くの時間を占めた作業は

防草シート張りや資材調達、防虫ネット貼りなどの栽培環境を整備する作業であっ

た。また全作業時間のうち、電動農業機械を使用している時間は 4.0%であった。 

 

 

図 3.35 キャベツ栽培での電動農業機械による消費電力量（集計期間：2020年 6～12

月） 

 

 

図 3.36 キャベツ栽培での電動農業機械による作業時間（集計期間：2020年 6～12月） 
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図 3.37 キャベツ栽培での全栽培工程における作業時間内訳 

 

7） 葉ニンニク 

約 330㎡の作付けを行った葉ニンニクに関する電動農業機械別の消費電力量と作業

時間を図 3.38、図 3.39に示す。また全栽培工程における作業項目別の作業時間の内

訳を図 3.40に示す。2021年 1月以降も栽培期間中であるため、全ての作業工程は反

映されていない。 

 電動農業機械による農作業は、充電式運搬車（バケット）が最も作業時間が長かっ

たが、全栽培工程の中では僅かであり、全工程の中で最も多くの時間を占めた作業は

播種であった。また全作業時間のうち、電動農業機械を使用している時間は 9.2%であ

った。 

 

図 3.38 葉ニンニク栽培での電動農業機械による消費電力量（集計期間：2020年 7～12

月） 

 

作業項目 総時間(h)

防草シート張り 17.0

資材調達 10.0

防虫ネット張り 6.4

定植 5.3

出荷 4.7

打ち合わせ 4.0

堆肥散布 3.5

マルチング 3.0

手除草 3.0

収穫 2.9

出荷調整 1.8

機械除草 1.7

耕起 1.0

播種 1.0

土壌分析ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1.0

基肥 0.7

合計 66.9

※集計期間：2020年6月～2020年12月
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図 3.39 葉ニンニク栽培での電動農業機械による作業時間（集計期間：2020年 7～12

月） 

 

  

図 3.40 葉ニンニク栽培での全栽培工程における作業時間内訳 

 

(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、充電式農業機械導入の場合と保冷庫導入の場合

とで条件が異なるため、大きく 2つに分けて試算を行っている。具体的には、充電式農業

機械が充電式であり太陽光発電が稼動している時間帯のみの給電で事足りるのに対し、保

冷庫を発電設備からの給電で稼動させる場合、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っている。以下に試算・比較・評価の結果を記

述する。 

 

作業項目 総時間(h)

播種 17.8

管理 8.0

手除草 6.0

資材調達 6.0

種割り 5.0

マルチング 5.0

耕起 4.4

基肥 4.3

機械除草 2.5

堆肥散布 1.0

合計 60.1

※集計期間：2020年7月～2020年12月
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1） 充電式農業機械および発電設備の導入効果の試算 

燃料使用の農業機械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 1ha規

模の畑作農業経営を想定し、各種条件を仮定した上でキャッシュフローおよび投資回収年

数を算出していく。なお試算にあたり、導入する電動農業機械は、エンジン式と充電式の

比較が可能な刈払機と動力噴霧器の 2種類を 1台ずつ導入することを想定した。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試算を行ってい

る。 

 

i. 試算における設定条件 

 

表 3.25 農業経営に関する設定条件 

条件項目 値 単位 備考 

A. 栽培面積 10,000 ㎡ 仮定値 

B. 営農型発電導入時の発電設備下栽

培面積 

1,500 ㎡ 発電設備遮光率を

30%とした場合のお

およその圃場面積 

C. 営農型発電導入時の発電設備”非”

設置の栽培面積 

8,500 ㎡ A-B 

D. 年間農業売上 200,000 円/10a 仮定値 

E. 営農型発電設備設置農地での年間

農業売上 

160,000 円/10a 発電設備設置の影

響で収穫量が 2割

減少と仮定 

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

の支出額とし、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 東京電力エナジー

パートナー ホーム

ページより（燃料調

整費と再エネ賦課

金は含まない） 

H. 商用電源 電力量料金（従量電灯 B） 19.88 円/kWh 

I. エンジン式刈払機用 ガソリン単価 135 円/L 一般販売価格をも

とに設定 

J. エンジン式動力噴霧器用 2サイクル

エンジンオイル単価 

400 円/L 一般販売価格をも

とに設定 

K. エンジン式刈払機用 年間燃料消費

量（※１） 

14.4 L/年 実験結果をもとに、

栽培面積の 5％を

年 10回除草すると

仮定 

L. エンジン式動力噴霧器用 年間燃料

消費量（※２） 

27.2 L/年 実験結果をもとに、

栽培面積全体に薬
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剤散布を年 5回行

うと仮定 

M. 充電式刈払機 購入費用 74,690 円/台 メーカー小売価格 

N. 充電式噴霧器 購入費用 77,660 円/台 メーカー小売価格 

O. 充電式刈払機 年間消費電力量（※

１） 

4.25 kWh/年 実験結果をもとに、

栽培面積の 5％を

年 10回除草すると

仮定 

P. 充電式噴霧器 年間消費電力量（※

２） 

2.93 kWh/年 実験結果をもとに、

栽培面積全体に薬

剤散布を年 5回行

うと仮定 

※金額は全て税込価格 

 

表 3.26 営農型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 出典情報より 

b. 1 kWp当たりの年間発電量 1,067.53 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 出典情報より 

e. 系統連系発電設備の維持管理費用

（メンテナンス委託費・保険料等） 

165,000  円/年 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 

h. オフグリッド型太陽光発電設備 初年

度固定資産税 

30,800 円/年 設置費用の 1.4%で

試算 

※金額は全て税込価格 
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ii. 試算パターンの整理 

試算を行うにあたり、充電式農業機械導入の有無、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）といった場合分けが考えられる。これらの条件の組み合

わせとして、以下の 6つのパターンが想定される。 

 

表 3.27 試算パターン 

試算パターン 充電式機械導入

の有無 

発電設備導入の 

有無 

発電設備の 

電気利用方法 

① 機械・設備投資なし 導入なし 導入なし ― 

② 充電式機械導入 導入あり 導入なし ―（商用電源使用） 

③ オフグリッド発電導

入 

導入あり オフグリッド営農型

発電設備（蓄電池含

む）を導入 

全量自家利用 

④ 系統連系発電導入 導入なし 系統連系営農型発電

設備を導入 

全量売電（自家利用

なし） 

⑤ 充電式機械・系統連

系発電導入（全量売

電） 

導入あり 系統連系営農型発電

設備を導入 

全量売電（自家利用

なし、商用電源使

用） 

⑥ 充電式機械・系統連

系発電導入（一部売

電） 

導入あり 系統連系営農型発電

設備を導入 

一部売電＋一部自家

利用 

 

 

iii. 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 3.41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 3.41 月別発電量（シミュレーション結果） 

 

iv. 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 3.28である。さらに表 3.29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 3.28 収入・支出・初期投資の整理＿充電式農業機械導入 

 

表 3.29 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 

 

試算パターン 売上高 初期投資 農業経営費 光熱費 売電収入 初期投資 維持管理費

①

機械・設備投資なし
2,000,000 0 1,600,000 12,820

②

充電式機械導入
2,000,000 152,350 1,600,000 10,439

③

オフグリッド発電導入

（全量自家利用）

2,000,000 152,350 1,600,000 0 0 2,200,000 30,800

④

系統連系発電導入

（全量売電）

1,940,000 0 1,552,000 12,820 1,395,048 14,850,000 372,900

⑤

充電式機械・系統連系発電導入

（全量売電）

1,940,000 152,350 1,552,000 10,439 1,395,048 14,850,000 372,900

⑥

充電式機械・系統連系発電導入

（一部自家利用）

1,940,000 152,350 1,552,000 0 1,394,897 14,850,000 372,900

※金額は全て税込価格

発電事業農業

試算パターン
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・設備投資なし
387,180 ー ー

②

充電式機械導入
389,561 2,381 63.99

③

オフグリッド発電導入

（全量自家利用）

369,200 -17,980 ー

④

系統連系発電導入

（全量売電）

1,397,329 1,010,148 14.70

⑤

充電式機械・系統連系発電導入

（全量売電）

1,399,709 1,012,529 14.82

⑥

充電式機械・系統連系発電導入

（一部自家利用）

1,409,997 1,022,817 14.67

※金額は全て税込価格

評価軸
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v. 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

ローが増加している。これはガソリン等の燃料代が電気代に置き換わることで光熱費の削

減につながったためである。しかし増加額が少額であるため、投資回収年数は非常に長期

間となってしまっており、今回の試算で仮定した充電式農業機械の導入では、投資効果は

ほとんどないとの評価となる。そのような評価結果となってしまった要因としては、今回

電化対象となった機械が、露地栽培で使用するメインの農業機械ではない点が挙げられ

る。刈払機や動力噴霧器は栽培において頻繁に使用するものではあるが、トラクターで使

用する燃料コストと比較すると、少ない割合であると考えられる。トラクターを電動農業

機械に置き換えることができれば、より高い電化の効果を得られると推察されるが、現状

ではまだ電動トラクターは市販されていない。また、今回の試算では作業時間はエンジン

式のものも充電式のものも同等として計算を行ったが、実際は機械始動時の手間や燃料／

バッテリー交換の手間、燃料購入の手間などの多少の削減が見込まれ、それに伴う人件費

の削減効果もわずかながらあると考えられる。 

また、④と⑤の比較においては、キャッシュフローは上記と同様に充電式農業機械を導

入することで微増するとの結果であるが、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との結果となっている。これは電化による光熱費の削減効果が大きく

ないことが要因である。例えばエンジン式機械の使用頻度が仮定より多く、それを電化す

ることでの光熱費削減が大きくなれば逆転する結果となる。 

 

vi. 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、発電した電気を全量売電または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。特に、全量売電ではなく、充電式

農業機械が必要とする電力を発電設備から供給した上で、余剰分を売電するパターン⑥が

最も効果が大きいとの結果となっている。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。 
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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。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。 

 

2） 保冷庫および発電設備の導入効果の試算 

i. 試算における設定条件 

充電式農業機械導入の試算と同様に、保冷庫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、（1）農業の電化の効果および

（2）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の実証実験を行った

レタス栽培を想定し、保冷庫導入による廃棄ロスの削減効果を見込んでの試算とした。な

お、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試算を行

っている。また、オフグリッド型発電設備と系統連系型発電設備のどちらにも、蓄電容量

6.5kWhの蓄電池を設置すると仮定している。 

 

ii. 試算パターンの整理 

表.3.30 農業経営に関する設定条件 

条件項目 値 単位 備考 

A. 栽培面積 3,000 ㎡ 仮定値（保冷庫 1台の

容量から、一時保管可

能な収穫物の量を推

計し、そこから栽培面

積を設定） 

B. 営農型発電導入時の発電設備下栽

培面積 

1,500 ㎡ 発電設備遮光率を 30%

とした場合のおおよそ

の圃場面積 

C. 年間農業売上 336,000 円/10a 仮定値（年間廃棄ロス

率 30%と仮定） 

D. 営農型発電設備設置農地での年間

農業売上 

268,800 円/10a 発電設備設置の影響

で収穫量が 2割減少と

仮定 

E. 保冷庫導入時の年間農業売上 452,000 円/10a C仮定値より、廃棄ロ

ス率が 30%→5%になる

として設定 
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F. 保冷庫導入時の、営農型発電設備設

置農地での年間農業売上 

361,600 円/10a 発電設備設置の影響

で収穫量が 2割減少と

仮定 

G. 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

の支出額とし、農業売上の 80%と仮定 

H. 商用電源 基本料金（従量電灯 B／

30A） 

858 円/月 東京電力エナジーパー

トナー ホームページよ

り（燃料調整費と再エ

ネ賦課金は含まない） 

I. 商用電源 電力量料金（従量電灯 B） 19.88 円/kWh 

J. 保冷庫 購入費用 382,800 円/台 実績値 

K. 保冷庫の固定資産税（初年度の金

額） 

 円/年 購入費用（J）の 1.4%で

試算 

L. 保冷庫 年間消費電力量（※１） 716.7 kWh/年 実験結果をもとに、栽

培面積の 5％を年 10

回除草すると仮定 

※金額は全て税込価格 

 

表.3.31 営農型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 出典参照 

b. 1 kWp当たりの年間発電量 1,067.53 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 出典参照 

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用

（メンテナンス委託費・保険料等） 

165,000  円/年 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+e）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 実績値 

i. オフグリッド型太陽光発電設備 初年

度固定資産税 

30,800 円/年 設置費用の 1.4%で試

算 

※金額は全て税込価格 
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iii. 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。 

 

iv. 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 3.32である。さらに表 3.33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。 

表 3.32 収入・支出・初期投資の整理＿保冷庫導入 

 

 

試算パターン 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・設備投資なし
1,008,000 0 806,400 0

②

保冷庫導入
1,368,000 382,800 1,099,759 24,545

③

オフグリッド発電導入

（全量自家利用）

1,368,000 382,800 1,099,759 0 0 2,200,000 30,800

④

系統連系発電導入

（全量売電）

907,200 0 725,760 0 1,395,048 14,850,000 207,900

⑤

保冷庫・系統連系発電導入

（全量売電）

1,231,200 382,800 990,319 24,545 1,395,048 14,850,000 207,900

⑥

保冷庫・系統連系発電導入

（一部自家利用）

1,231,200 382,800 990,319 0 1,385,587 16,216,000 227,024

※金額は全て税込価格

※光熱費は保冷庫を導入することで発生する電気代のみ計上

農業 発電



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 

51 

 

表 3.33 キャッシュフロー・投資回収年数の試算結果＿保冷庫導入 

 

 

v. 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、保冷庫を導入することで、キャッシュフローが増加するとの試算

結果となった。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、出荷可能日数が伸びることで販売機会が増加し、廃棄ロス率を引き下げることがで

き、売上向上効果が見込まれるためである。例えば、販売先との契約で納品数量が事前に

取り決められている場合、生産者は廃棄ロスを許容して十分な量を生産しなければならな

い。このようなケースでは、廃棄となってしまう農産物を保冷庫で保管して出荷可能日数

を延ばすことで、直売所や他の小売店など別の販路への販売機会を増やすことが可能とな

り、売上に転換することができると考えられる。なお試算では、廃棄ロスが 25%下がると

仮定して試算をしており、この廃棄ロスの削減割合でキャッシュフロー増加の効果は変動

することとなる。 

 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 1年分と想定し計算を行って

いる。今回想定のレタス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とすることが可能と考えら

れる。 

 

試算パターン
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・設備投資なし
201,600 ー ー

②

保冷庫導入
243,696 42,096 9.09

③

オフグリッド発電導入

（全量自家利用）

237,441 35,841 72.06

④

系統連系発電導入

（全量売電）

1,368,588 1,166,988 12.73

⑤

保冷庫・系統連系発電導入

（全量売電）

1,403,484 1,201,884 12.67

⑥

保冷庫・系統連系発電導入

（一部自家利用）

1,399,444 1,197,844 13.86

※金額は全て税込価格

評価軸
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vi. 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保冷庫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。 

充電式農業機械導入の試算結果と同様に、営農型太陽光発電事業と組み合わせて、発電

した電気を全量売電または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。試算結果において、最もキャッシュフロー増加額が大きく、投資回収年数

が短いと算出されたのは、試算パターン⑤であった。⑤は保冷庫と営農型太陽光発電設備

を導入し、発電した電気は全量売電することを想定したパターンである（保冷庫は商用電

源から給電）。一方、⑤よりも⑥のキャッシュフローが少なく、投資回収年数が長いと算

出されているが、これは蓄電池導入が要因となっている。発電設備からの給電で保冷庫を

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⑤よりも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

算のように保冷庫稼動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。 

一方パターン③は、キャッシューの増加は見込めるものの、投資回収年数は非常に長く

なるとの結果であった。売電がない想定であるため、発電設備および蓄電池の初期投資

を、農業売上の向上または費用の削減から回収することとなり、早期の投資回収が難しい

との試算結果となっている。このパターンにおいても、十分な導入効果を得るためには単

一の利用ではなく、複数用途での利用が必要と考えられる。 

 

(エ) 自家利用の給電方法について 

本実証では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)）を用い

て実証を行ったが、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た、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

の一部に交流電気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併せて蓄電容量を選択する必要がある。また購入以外にも、月額数
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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

行う事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 3.34に取りまとめた。 

表 3.34 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(税込) 備考 

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5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 

 

3-2. 施設栽培 

(ア) 各電動農業機械の消費電力計測結果 

電力ロガーを用いて導入した電動農業機械の消費電力量の計測を行った結果を表 3.35に

示す。なお超音波噴霧器は、タイマーを使用して AM6:00～PM18:00までの 12時間を稼

働させている。 

  

 

5 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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表 3.35 電動農業機械の実測消費電力量 

電動農業機械 

仕様上の 

消費電力量 

(W) 

導入数 

１日当たり

の稼働時間 

(h) 

実測消費電

力量(Wh/台) 

１日当たりの

推定総消費

電力量(Wh) 

自動潅水機 40 一式 24 0.6 15 

循環扇 32 4台 24 27.7 2,659 

自動巻き上げ 34 一式 24 0.1 2 

エアコン 

（ヒートポンプ） 

470 

(125～1,220) 

※暖房時 

2台 24 950.1 45,604 

電動動力噴霧機 400 1台 0.5 520.2 260 

超音波噴霧器 380 1台 12 307.1 3,685 

合計 52,225 

 

計測の結果、エアコンの消費電力量が最も高く、1台当たり約 23kWh/日と推計され

た。このためエアコンは、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となり、今回の実証で用

いた発電設備（パネル容量 2.04kWp、蓄電池容量 6.5kWh）だけでは稼働が出来ず、商用

電源からの給電が必須になる結果となった。今回の実証では蓄電池の出力が単相 100V／

200Vであったこととハウスの広さが比較的小型であったことから、100V電源で稼働がで

きる家庭用エアコンをヒートポンプとして利用している。しかし、より出力の大きいヒー

トポンプは 3相電源が必要になることが一般的であることから、ヒートポンプを利用する

場合は 3相出力の可否などの蓄電池の仕様を確認して選定する必要があると言える。 

またエアコンを除く電動農業機械の 1日当たりの推定総消費電力量は、約 6.6khW/日と

推計され、今回の実証で用いた発電設備の蓄電池容量とほぼ同量となった。ここで、エア

コンを除く電動農業機械の夜間（PM6:00～AM6:00）の消費電力量を推計すると約

1.3kWhとなるため、PM6:00の時点で蓄電池残量が 1.3kWh以上あれば、発電設備と蓄

電池により完全自家消費が可能となると考えられる。発電量シミュレーションの結果、パ

ネル容量 2.04kWpの場合、最も発電量が少なくなる冬季（11～1月）は 1日当たりの平

均発電量が約 4kWh程度となり、エアコンを除く全ての電動農業機械が稼働している場合

は消費電力量を太陽光発電だけでは賄うことが出来ないため、完全自家消費を行うには少

なくとも 3.4kWp以上のパネル容量が必要になると試算される。 

なお十分なパネル容量がある場合、蓄電池容量 6.5kWhは、エアコン以外の夜間の消費

電力量 1.3kWhの 4倍以上の容量があるため、蓄電池 1台で最大 4棟分のハウスの運用が

可能と試算される結果となった。 
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(イ) 各電動農業機械の使用記録まとめ 

 実証区におけるピーマン栽培で使用した電動農業機械の使用期間・使用日数を表 3.36、

蓄電池で計測を行った全電動農業機械の月別の消費電力量を表 3.37を示す。表 3.35の実

測消費電力量と表 3.36の使用日数から消費電力量を積算すると、合計で「1,762kWh」と

なるが、実際には表 3.37の「972.3kWh」しか消費していない。表 3.35の実測値は、実

証の一部期間で計測した結果から算出した値であるため、総消費電力量と機器毎の実測消

費電力量に差が生じていると考えられる。 

 

表 3.36 ピーマン栽培（実証区）で使用した電動農業機械の使用期間・使用日数 

電動農業機械 使用開始日 使用終了日 使用日数 

自動潅水機 2020/7/27 2021/1/7 165 

循環扇 2020/7/20 2021/1/7 172 

自動巻き上げ 2020/11/12 2021/1/7 57 

エアコン（ヒートポンプ） 2020/12/11 2020/12/25 15 

電動動力噴霧機 2020/7/24 2020/10/8 9 

超音波噴霧器 2020/7/25 2021/1/7 167 

 

表 3.37ピーマン栽培（実証区）の月別消費電力量 

月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 合計 

消費電力量（kWh） 200.1  188.4 70.3 277.2 187.7 48.6 972.3  

 

(ウ) 実証区と慣行区の収穫量比較 

 ピーマン栽培における実証区と慣行区の収穫量を表 3.38、収穫量と大田市場の月別のピ

ーマンの価格6から算出された売上（推計値）を表 3.39に示す。実証区は、設置に場所を

要する自動灌水機や蓄電池をハウスの内部に設置した都合で栽培株数が 10株少ないが、

複数棟を同時に管理する場合はハウスの外に設置することも可能である。なお本実証で導

入した発電設備は 3ｍ程度しか奥行きがなく、太陽光パネル直下は主に電動農業機械や蓄

電池が設置されている空間であるため、パネルの影による生育への影響は軽微であったと

推察される。 

また収穫量から B品を除いた総出荷重量は実証区の方が少なくなったが、1株当たりの

出荷重量を算出すると慣行区と遜色がない収量となった。この結果から、本実証では、営

 

6 東京都中央卸市場, 市場統計情報（月報・年報）, 品目別取扱実績（ピーマン）, 

https://www.shijou-

tokei.metro.tokyo.lg.jp/asp/searchresult2.aspx?gyoshucd=1&smode=10&s=2020|1|202

1|1|0|3|40|345000&hinmoku_flg=false&gensstr=%E4%BB%A4%E5%92%8C02%E5

%B9%B4&genestr=%E4%BB%A4%E5%92%8C03%E5%B9%B4  

https://www.shijou-tokei.metro.tokyo.lg.jp/asp/searchresult2.aspx?gyoshucd=1&smode=10&s=2020|1|2021|1|0|3|40|345000&hinmoku_flg=false&gensstr=%E4%BB%A4%E5%92%8C02%E5%B9%B4&genestr=%E4%BB%A4%E5%92%8C03%E5%B9%B4
https://www.shijou-tokei.metro.tokyo.lg.jp/asp/searchresult2.aspx?gyoshucd=1&smode=10&s=2020|1|2021|1|0|3|40|345000&hinmoku_flg=false&gensstr=%E4%BB%A4%E5%92%8C02%E5%B9%B4&genestr=%E4%BB%A4%E5%92%8C03%E5%B9%B4
https://www.shijou-tokei.metro.tokyo.lg.jp/asp/searchresult2.aspx?gyoshucd=1&smode=10&s=2020|1|2021|1|0|3|40|345000&hinmoku_flg=false&gensstr=%E4%BB%A4%E5%92%8C02%E5%B9%B4&genestr=%E4%BB%A4%E5%92%8C03%E5%B9%B4
https://www.shijou-tokei.metro.tokyo.lg.jp/asp/searchresult2.aspx?gyoshucd=1&smode=10&s=2020|1|2021|1|0|3|40|345000&hinmoku_flg=false&gensstr=%E4%BB%A4%E5%92%8C02%E5%B9%B4&genestr=%E4%BB%A4%E5%92%8C03%E5%B9%B4
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農型太陽光発電設備の設置や電動農業機械の使用による収量低下の影響は確認されなかっ

た。 

 

表 3.38 実証区と慣行区のピーマンの収穫量 

 実証区(200株) 慣行区(210株) 

コンテナ数 B品率 コンテナ数 B品率 

8月 30.2 15.0% 30.7 15.2% 

9月 25.0 10.4% 25.0 12.2% 

10月 12.0 3.0% 14.0 4.7% 

11月 7.5 3.0% 7.0 3.9% 

12月 3.5 3.0% 5.0 5.0% 

1月 1.5 3.0% 1.5 5.0% 

総収穫数 79.7 9.9% 83.2 10.8% 

B品 7.9 － 9.0 － 

出荷数 71.8 － 74.2 － 

総出荷重量(kg) 933.9 965.0 

1株当たり出荷重量(kg) 4.67 4.60 

※集計期間：2020/8/4～2021/1/8 

 

表 3.39 実証区と慣行区のピーマンの売上（推計値） 

  実証区 慣行区 

収穫月 単価(円/kg) 出荷量(kg) 売上(円) 出荷量(kg) 売上(円) 

8月 468 333.7 156,176 338.5 158,397 

9月 428 291.2 124,634 285.4 122,130 

10月 559 151.3 84,588 173.4 96,942 

11月 428 94.6 40,478 87.5 37,446 

12月 364 44.1 16,065 61.8 22,477 

1月 604 18.9 11,425 18.5 11,189 

 合計 933.9 433,366 965.0 448,580 

 

(エ) 経済効果の試算 

 農業の電化および電気の自家利用による経済性を評価するために、本実証で得られた実

証区および慣行区での農業収入や光熱費、農業機械費等の情報をもとに、表 3.40の６つ

のパターンに分けてフリーキャッシュフロー（FCF）を試算した。パターンⅠの FCFを

基準に、Ⅱ～ⅥではⅠと比較したそれぞれの FCFの増加額と農業機械の電化や営農型太

陽光発電設備の導入等に必要な初期投資額から投資回収年数を試算した。 

・パターンⅠ：慣行栽培（燃料式の農業機械を使用） 

・パターンⅡ：商用電源からの電力供給による電化栽培（電動農業機械を使用） 
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・パターンⅢ：自家消費型太陽光発電設備の電気を自家利用して電化栽培 

・パターンⅣ：営農型太陽光発電設備（全量売電）を保有しつつ、慣行栽培 

・パターンⅤ：営農型太陽光発電設備（全量売電）を保有しつつ、商用電源からの電力供

給による電化栽培 

・パターンⅥ：営農型太陽光発電設備（蓄電池具備）の電気を自家利用して電化栽培 

表 3.40 試算パターン（施設栽培） 

試算パターン 
電動農業機械 

導入の有無 

発電設備 

導入の有無 

発電設備の 

電気利用方法 

Ⅰ 慣行栽培 導入なし 導入なし ― 

Ⅱ 電化栽培（商用電源） 導入あり 導入なし ―（商用電源使用） 

Ⅲ 電化栽培（自家利用電源） 導入あり オフグリッド営

農型発電設備を

導入 

全量自家利用 

Ⅳ 慣行栽培 

＋営農型発電（全量売電） 

導入なし 系統連系営農型

発電設備を導入 

全量売電（自家利用

なし） 

Ⅴ 電化栽培（商用電源） 

＋営農型発電（全量売電） 

導入あり 系統連系営農型

発電設備を導入 

全量売電（自家利用

なし、商用電源使

用） 

Ⅵ 電化栽培（自家利用電源） 

＋営農型発電（余剰売電） 

導入あり 系統連系営農型

発電設備を導入 

一部売電＋一部自家

利用 

 

試算の条件として、今回の実証区と同じ 1棟当たり約 160㎡のピーマン栽培ハウス（重

油ボイラーとエンジン式動力噴霧器を保有している前提）を 5棟管理している農業経営体

を「慣行栽培」の前提とした。電化栽培では本実証で使用した自動灌水機・循環扇・自動

巻き上げ機・超音波噴霧器・電動動力噴霧機としている。これらの想定を表 3.41・表 

3.42の通り諸条件を整理し、表 3.43・表 3.44にて試算結果をとりまとめた。 

表 3.41 農業経営に関する設定条件（施設栽培） 

条件項目 値 単位 備考 

A. 想定栽培棟数（ハウス床面積約 160㎡/棟） 5 棟 想定値 

B. 慣行栽培時の農業収入（210株/棟） 448,580 円/棟 慣行区での実績値 

C. 電化栽培時の農業収入（210株/棟） 455,034 円/棟 実証区(200株)での

実績値を換算 

D. 年間農業経営費（光熱費を除く） 生産・販売・経営にかかるキャッシュフロー

ベースの支出額とし、農業売上の 77%と仮

定7 

E. 商用電源 基本料金 858 円/月 

 

7 新富アグリカレッジ, ピーマン農家の経営より算出 

http://shintomi-agri-college.jp/management/ ,2021年 3月 26日アクセス 

http://shintomi-agri-college.jp/management/
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F. 商用電源 電力量料金（最初の 120kWhま

で） 

19.88 円/kWh 東京電力エナジー

パートナー・スタン

ダード S／30Aの場

合 

G. 商用電源 電力量料金（120kWhをこえ

300kWhまでの場合） 

26.46 円/kWh 

H. エンジン式動力噴霧器（自走式）用 ガソリン

単価 

135 円/L 一般販売価格をも

とに設定 

I. 重油ボイラー用 重油単価 79 円/L 出典8 

J. ガソリン消費量（1棟当たり） 4.0 L/棟 実証結果からの推

計値 

K. 重油消費量（30日稼働を想定）（1棟当たり） 864 L/棟 実績値（28.8L/日）

からの試算 

L. 電動農業機械 購入費用（一式／棟） 

内訳：循環扇 4台、自動巻き上げ機一式、

超音波噴霧器 1台、電動動力噴霧機 1台 

535,128 円/棟 実績値 

M. 自動灌水機 購入費用（1機）9 820,343 円 実績値 

N. 2棟目以降の自動灌水機能具備 購入費用 164,069 円/棟 自動灌水機購入費

用の 2割を想定 

O. 電動動力噴霧器 購入費用（1機）10 130,020 円 実績値 

P. 農業機械 初年度固定資産税（自動灌水

機、自動巻き上げ、超音波噴霧器、動力噴

霧器） 

16,890 円 購入費用の 1.4％で

試算 

Q. 農業機械 初年度固定資産税（自動巻き上

げ、超音波噴霧） 

4,795 円/棟 購入費用の 1.4％で

試算、2棟目以降

の固定資産税 

R. 電動農業機械一式の栽培期間消費電力量

（1棟当たり） 

937.3 kWh/棟 実績値 

S. 自動灌水機・自動巻き上げ機による人件費

削減効果（1棟当たり） 

54,457 円/棟 923円/h（千葉県の

2019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 

 

 

8 農林水産省, 農業物価統計調査（令和 3年 1月）,p.15 より計算 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noubukka/attach/pdf/index-6.pdf ,2021年 3月

26日アクセス 

9 1機で 5棟分の自動灌水が可能であるため、複数棟栽培する場合でも購入数は 1機の

み。2棟目以降は「2棟目以降の自動灌水機能具備 購入費用」のみ追加計上。 

10 使用するタイミングが限定的であるため、複数棟栽培する場合でも購入台数は 1台とす

る。 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noubukka/attach/pdf/index-6.pdf
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表 3.42 営農型発電事業に関する設定条件（施設栽培） 

条件項目 値 単位 備考 

a. 営農型太陽光発電設備 設備容量 99 kWp 出典先11で前提と

している容量 

b. 1 kWp当たりの年間発電量 1,067.53 kWh/kWp 発電量シミュレー

ション結果より 

c. 売電単価 13.2 円/kWh 2021年度 FIT単

価 

d. 営農型太陽光発電設備 設置費用 14,850,000 円 出典あり 11 

e. 営農型太陽光発電設備への蓄電池設置費

用 

1,366,000 円/棟 参考価格、ハウス

2棟につき 1台設

置想定 

f. 営農型太陽光発電設備 運転維持費（メン

テナンス委託費・保険料等を含む） 

165,000  円/年 千葉エコ・エネルギ

ーの実績から試算 

g. 営農型太陽光発電設備 初年度固定資産

税 

207,900 円 設置費用の 1.4%で

試算 

h. 蓄電池を併設した営農型太陽光発電設備 

初年度固定資産税 

303,520 円 設置費用の 1.4%で

試算 

i. オフグリッド型太陽光発電設備（パネル容

量 2.04kWp／蓄電容量 6.5kWh） 設置費用 

2,200,000 円 千葉エコ・エネルギ

ーの設置実績 

j. オフグリッド型太陽光発電設備 初年度固

定資産税 

30,800 円 設置費用の 1.4%で

試算 

※金額は全て税込価格 

  

 

11 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 ,2021年 3月 26日アクセス 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/063_01_00.pdf
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表 3.43 収入・支出・初期投資の整理（施設栽培） 

 農業 発電事業 

パターン 収入 初期投資 
農業 

経営費 
光熱費 収入 初期投資 

ランニング

コスト 

Ⅰ 2,242,902 0 1,727,034 343,980 0 0 0 

Ⅱ 2,275,170 4,539,426 1,515,665 131,192 0 0 0 

Ⅲ 2,275,170 4,539,426 1,515,665 0 0 11,000,000 154,000 

Ⅳ 2,242,902 0 1,727,034 343,980 1,395,048 14,850,000 372,900 

Ⅴ 2,275,170 4,539,426 1,515,665 131,192 1,395,048 14,850,000 372,900 

Ⅵ 2,275,170 4,539,426 1,515,665 0 1,333,186 18,948,000 430,272 

※発電事業のランニングコストには、運転維持費と初年度固定資産税を計上している。固

定資産税は年々減少していくが、ここでは簡易に毎年固定の金額が支出されると仮定して

試算している。 

 

表 3.44 キャッシュフロー・投資回収年数の試算結果（施設栽培） 

パターン FCF 
①からの 

FCF増加額（円） 

投資回収年数

（年） 

Ⅰ 慣行栽培 171,887 - - 

Ⅱ 電化栽培（商用電源） 628,312 456,425 9.95 

Ⅲ 電化栽培（自家利用電源） 605,505 433,618 35.84 

Ⅳ 慣行栽培 

＋営農型太陽光発電（全量売電） 

1,194,036 1,022,148 14.53 

Ⅴ 電化栽培（商用電源） 

＋営農型太陽光発電（全量売電） 

1,650,461 1,478,573 13.11 

Ⅵ 電化栽培（自家利用電源） 

＋営農型太陽光発電（余剰売電） 

1,662,419 1,490,532 15.76 

 

経済性評価の結果、パターンⅠ・Ⅳの比較から、営農型太陽光発電を導入することによ

って FCFが大きく向上し、営農型太陽光発電設備による売電収入が農業経営の安定化に

大きく貢献していることが確認された。 

最も投資回収年数が長くなるパターンⅢの試算結果から、電気の自家利用に必要な必要

最小限の発電設備を導入する場合、発電設備や蓄電池等の初期費用が割高になることか

ら、現時点での設備等の価格はコスト効率的とは言えない結果となった。 

パターンⅠとパターンⅡ・Ⅲを比較すると、パターンⅡ・Ⅲでは農業の電化による光熱

費削減効果と人件費削減効果により FCFが大きく向上していることが確認された。この

傾向は、パターンⅣとパターンⅤ・Ⅵを比較した場合でも同様の結果が確認できる。更に
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パターンⅣとⅤを比較すると、FCFの増加により、電動農業機械を含めたⅤの初期投資の

投資回収年数の方が短くなる結果となった。 

パターンⅤとパターンⅥを比較すると、今回の試算の条件では商用電源による電気代が

高額ではないため、電気を自家利用することによる経済的なメリットが比較的少ないこ

と、パターンⅥの発電事業のランニングコストに蓄電池分の固定資産税が増額されている

ことから、パターンⅥで初期投資に加わっている蓄電池の投資回収に時間を要する結果と

なっている。このため施設栽培における電気の自家利用の経済的効果は表れなかったが、

電気の自家利用を行うことで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

栽培管理を継続することができるため、災害時に強い農業経営の実現に寄与すると考えら

れる。 
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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、農業機械の電化によって得られる効果と電化における課題の整理、

および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. 農業機械の電化によって得られる効果と電化の課題 

 本実証の結果から、電化された農業機械を利用することによる効果は、主に以下の 4点

に整理されると考えられる。定量的な経済的な効果も得られる一方で、健康被害の防止や

負担軽減など、作業者の安全に関する定性的な効果も確認された。 

✓ 燃料タイプからの置換による光熱費削減効果、排気ガスによる作業者への健康被害・

作物への悪影響の防止 

✓ 電動アシスト機能等による作業者の負担軽減効果 

✓ 作業の自動化・最適化による人件費削減効果 

✓ 収穫時期の調整（冷暖房）や収穫物の品質維持（保冷・保温）による売上向上効果 

 

また、特に露地栽培においては、現時点で栽培期間中に電動農業機械が使用できる場面

一部に限られていることが実証結果から確認された。理由の一つとして、株元の除草作業

などの繊細さが求められる作業に対応できる機械や、土寄せなどの馬力（出力）が必要な

作業ができる電動の機械がないことが挙げられる。一方で、電動リモコン式草刈機は多く

の効果が得られる電動農業機械であったものの導入費用が高額であることから、短期的な

経済性を確保しつつ導入を図るには、複数の農業経営体での共同購入や、レンタルサービ

スなどの収益事業を行うなどの工夫が必要となる。 

✓ 除草作業に関して、現時点では、株元の除草が可能な電動機械が市販されていない 

✓ 土寄せが可能な電動機械が市販されていない 

✓ 動力噴霧器などにおける高出力製品は、燃料タイプの製品しかラインナップがない 

✓ 電動リモコン式草刈機は作業時間短縮効果、光熱費削減効果、作業者負担軽減効果が

確認できたが、導入費用が高額である 

 

4-2. 電気の自家利用モデル 

 露地栽培と施設栽培の実証の結果から、電気の自家利用モデルは条件によって表 4.1の

2種類に整理できる。露地栽培では主にモデル①が最適な場面が多いと思われるが、保冷
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庫のように長時間もしくは常時電源に接続する必要のある機械を使用する場合はモデル②

が必須となる。また施設栽培では、長時間もしくは常時電源に接続する必要のある機械を

使用する場面が多いため、基本的にモデル②を適用することになると思われる。 

 

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。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。 
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4-3. 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。 

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 

・ヒートポンプは消費電力量が大きく、三相電源が必要な場合もあるため、ヒートポンプ

の有無は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。 

またモデル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が必要になる。 

 モデル②は、特に蓄電池からヒートポンプへの給電を検討する場合、ヒートポンプの消

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。実証結果から、小型のヒートポンプであっても、ヒートポンプ 1台当たりに数十 kWh

の蓄電容量が必要になると試算されている。また蓄電池の設置あたっては、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
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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ため、導入検討に時間を要する点も注意点の一つである。 

 

以上 
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