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食料生産及び地域活性化と両立する再生可能エネルギー発電に関する研究
― 土地利用のあり方に着目して ―
Research on renewable energy power generation that is
compatible with food production and local activation
- focusing on the way of land use Since the beginning of feed-in tariffs for renewable energy electricity in July 2012, there has
been a growing interest in renewable energy projects in rural areas. It is because renewable energy
projects has been expected as a lead in rural activation.
But the expansion of renewable energy projects in rural areas is likely to cause a conflict with
food production. And renewable energy business of external business-driven, does not lead to the
activation of the rural.
This study focuses on the renewable energy business by the farmer that is expected of the
contribution to the local activation and the harmony with the food production. The purpose of this
study is to clarify the factors affecting the implementation willingness of the renewable energy
business by farmers using the data of the questionnaire.
As the result of the analysis, the farmer’s implementation willingness of the renewable energy
business becomes stronger, if the farmer’s expectation for electricity sales income or corporate
appeal is higher. In addition, this study shows that livestock farmer or diversified management
farmer has the high implementation willingness of the renewable energy business compared to
conventional farmer.
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1. 課題の背景
（1 ）農山漁村における再生可能エネルギーへの期待と実際
2012 年 7 月から再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度（以下、
「固定価格買取制度」とい
う。）が始まって以降、農村部においても再生可能エネルギー事業（以下、
「再エネ事業」という。）へ
の関心が高まっている。農村には土地、水、バイオマスなどの未利用資源が豊富に存在しており、これ
を活用した再エネ事業が農村活性化につながるものとして期待されているためである。しかしながら実
態としては農村部における再エネ事業の大半は、地域外の企業が主導する「外部主導型」で占めら
れており、農林漁業者が実施する「農業経営一体型」の再エネ事業はごく一部にとどまっている。

（図 1 ）再生可能エネルギー事業の地域と実施主体の関係（筆者作成）

（2 ）再生可能エネルギーと食料生産との競合
農村部において「外部主導型」の再エネ事業が拡大することは、再生可能エネルギーと食料生産と
の競合を誘起させる。例えば太陽光発電は日照が良い、まとまった面積の平坦な土地が適地となるが、
このような土地は農業にとっても適地である。農地は農地法による土地利用規制があるものの、太陽光
発電事業の土地賃借料は農業の20 ～ 30 倍にのぼる。このため、農業経営の先行きに不安を抱く農業
者が地域外の企業に農地を貸し出し、その結果として農地転用が拡大することが懸念されている。

（図 2 ）太陽光発電における食料とエネルギーの競合（筆者作成）

（3 ）関連する研究動向及び本研究の位置づけ
再エネ事業に関する研究は数多くあるが、農業分野における再エネ事業について定量的に分析
した研究は、特定の事例に関するケーススタディを除けばごく少ない。海外における研究としては、
質問紙調査によりイギリスの都市部と農村部の住民の意識に差があることを示した Hain et al.［ 2 ］、農
村地帯を対象とした質問紙調査により、インドのバイオガス事業等の成功に地域コミュニティの参加が
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重要な要素であることを指摘した Anbumozhi and Purushotam［ 3 ］などがある。一方、国内において
は小林［ 4 ］ほかが農業、農村における再エネ事業の重要性を指摘しているほか、家串［ 5 ］が農業者によ
る太陽光発電事業の実施動機のケーススタディを行っているが、筆者が探した限りにおいては、農業
経営による再エネ事業の実施動機について計量経済分析を行った研究は見当たらなかった。本研究
ではこのことを踏まえ、農業経営による再エネ事業の実施に影響を及ぼす要因について定量的な分析
を行い、食料生産とエネルギー供給が調和した「農業経営一体型」の再エネ事業を拡大するための
方策を検討する1 。

2. 分析方法
（1 ）分析の枠組み
本研究においては公益社団法人日本農業法人協会が実施した「 2012 年農業法人実態調査」の
データを用いて、農業経営による再エネ事業の実施に影響を及ぼす要因を分析する。この調査は
2012 年 9 月に 1 , 722 の農業法人を対象として実施されたものである。本研究では、当該調査のうち
再エネ事業の設問について回答のあった354 法人のデータを用いて分析を行う。
当該調査においては、
「再生可能エネルギーによる発電に取り組む意欲はありますか」という設問に
おいて、農業法人の再エネ事業実施意欲を 4 点法で把握している。本研究の目的は、この設問に対
する回答を被説明変数として計量経済分析を行い、農業経営の再エネ事業実施意欲に影響を及ぼ
す要因を明らかにすることである。なお、被説明変数の性質からすれば順序選択モデルを採用するこ
とが適切であり、本論文においても順序ロジット推定、順序プロビット推定により分析を行う。しかしなが
ら順序選択モデルでは係数の直接的な解釈が難しい。このため、非線形モデルを線形推定すること
によって結果にバイアスが含まれることに留意しつつ、併せて線形推定（ OLS 推定）についても分析を
行う。その際、OLS 推定について直感的な理解が可能となるよう、当該設問における「具体計画を検
討中」、
「前向きに検討中」、
「採算性を見極めて判断」、
「取り組む予定はない」の各選択肢に対して、
それぞれ100％、75％、50％、0％という数値を当てはめて分析を行う。
（2 ）説明変数
説明変数は、農業経営の再エネ事業の目的に関する変数、導入の課題に関する変数、また経営
属性及び経営姿勢が再エネ事業の実施意欲に与える影響を分析するための変数として、経営類型、
6 次産業化などの取組の有無、経営規模に関する変数で構成される。
「取組の目的」は、
「（再エネ事業に）取り組む目的または期待することは何ですか」という設問（複
数回答）の回答に関するダミー変数である。売電収入ダミー、緊急電源ダミー、企業アピールダミー、
高付加価値化 2ダミーの4つで構成される。
「導入の課題」は、
「
（再エネ事業に）取り組むにあたっての課題は何ですか」という設問（複数回答）

1 本稿は平成 28 年度日本農業経営学会研究大会で発表し、学会誌に投稿中の論文を部分的に抜粋、加筆したもので
ある。
2 生産物や商品の高付加価値化。
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の回答に関するダミー変数である。土地確保ダミー、行政許認可ダミー、合意確保 3 ダミー、コスト 4
ダミー、資金調達ダミーの5つで構成される。
「経営類型」は、経営類型によって再エネ事業の実施意欲に差があるかを検証するための変数で
ある。最も件数の多かった露地栽培経営をベースラインとして、施設栽培ダミー、畜産ダミー、キノコ栽
培ダミーの3つで構成される。
「 6 次産業化などの取り組みの有無」は、以下の 3 つのダミー変数で構成される。まず 6 次産業化ダ
ミーは、農産物の加工・販売等の 6 次産業化事業に進出している農業経営を1 、そうでない農業経営
を 0とするダミー変数である。次に環境認証ダミーは、有機 JAS 認証またはエコファーマー認証を受け
ている農業経営を1 、そうでない農業経営を0とするダミー変数である。後継者有りダミーは、後継者が
確保できている農業経営を1 、そうでない農業経営を0とするダミー変数である。固定価格買取制度開
始当時、複数の農業経営から農林水産省に対して、
「農業だけでは先行きが不安。後継者を確保する
ために、安定した売電収入が期待できる再エネ事業を支援してほしい。」という趣旨の要望があったこと
を踏まえて、後継者の有無が再エネ事業の実施意欲に影響を及ぼすかを検証するための変数である。
「経営規模」に関する変数は、農業経営の資本金を採用した。例えば 500 ～ 1 , 000kW 規模の
第 1 表 基本統計量
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3 地域の合意確保。
4 発電量と設備投資の採算性。
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太陽光発電を実施しようとする場合、設置場所や工法にもよるが数億円の設備投資が必要となる。こ
のことを踏まえて、資本規模の大小が再エネ事業の実施意欲に影響を及ぼすかを検証するための変
数である。
被説明変数及び説明変数の基本統計量は第 1 表のとおりである。

3. 結果と考察
（1 ）分析結果
分析結果は第 2 表のとおりである。取組の目的に関する変数は、いずれのモデルにおいても売電収
入ダミーと企業アピールダミーが有意水準 1 ％でプラスとなった。OLS 推定の結果によれば、再エネ事
業の目的を売電収入または企業アピールと位置づける農業経営は、そうでない農業経営と比較してそ
れぞれ約 15 ％または約 9 ％、再エネ事業の実施意欲が高いことが示された。一方、緊急電源ダミー、
高付加価値化ダミーは、いずれのモデルにおいても係数は有意ではなかった。次に導入の課題に関す
る変数は、コストダミーが順序ロジット推定及び順序プロビット推定では有意水準 1 ％で、OLS 推定で
は有意水準 5 ％でいずれもマイナスとなった。OLS 推定の結果によれば、コストを課題として認識する
農業経営は、そうでない農業経営と比較して約 7 ％、再エネ事業の実施意欲が低いことが示された。
一方、土地確保ダミー、行政許認可ダミー、合意確保ダミー、資金調達ダミーは、いずれのモデルにお
いても係数は有意でなかった。
経営類型に関する変数は、畜産ダミーが順序ロジット推定では有意水準 5 ％、順序プロビット推定
及び OLS 推計では有意水準 1 ％でいずれもプラスとなった。OLS 推計の結果によれば、畜産経営は
露地栽培経営と比較して約 10％、再エネ事業の実施意欲が高いことが示された。
6 次産業化などの取組の有無に関する変数は、6 次産業化ダミーは OLS 推計では有意でなかった
ものの、順序ロジット推定では有意水準 5％、順序プロビット推定では有意水準 10％でいずれもプラス
となった。その他、環境認証ダミー、後継者有りダミーは、いずれのモデルにおいても係数は有意でな
かった。
経営規模に関する変数である資本金は , いずれのモデルにおいても係数は有意でなかった。
（2 ）結果の考察
再エネ事業を実施する農業法人を対象として筆者が行ったヒアリング調査も踏まえつつ、計量経済
分析の結果について考察する。
まず、取組の目的に関する変数のうち売電収入ダミーが有意にプラスとなったことについては、ヒア
リング先の農業法人から、固定価格買取制度による売電収入の大きさを考えれば当然と思われるとの
コメントが得られた。再エネ事業の売電収入は、A 法人においては天候などの自然条件と市況に左右
される生産事業部門の、B 法人においては立ち上げたばかりで経営が安定していない 6 次産業化事
業部門の、各事業部門を下支えする資金源として大きな役割を果たしており、再エネ事業を実施する
動機としては売電収入が最も大きいとのことであった。また企業アピールダミーが有意にプラスになった
ことについては、A 法人は主要な顧客の一つである生活協同組合において、特に東日本大震災後に
再エネ事業への関心が高まっており、顧客への PR 効果が期待できるとのことであった。また量販店が

5

第 2 表 農業法人による再エネ事業の実施に影響を与える要因
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注）＊＊＊，＊＊，＊は、それぞれ有意水準 1 ％ , 5 ％ , 10 ％で統計的に有意であることを示す。分析結果はいずれの
モデルも係数を記載。カッコ内の数値は標準誤差。

主要顧客である B 法人においても、再エネ事業による企業イメージのアップを期待しており、農業法人
のホームページで再エネ事業の取組を紹介しているとのことであった。
次に再エネ導入の課題に関する変数のうちコストダミーが有意にマイナスとなったことについては、
A 法人、B 法人とも、例えば太陽光発電は数億円の初期投資を10 数年かけて投資回収していく事業
であり、コスト負担が非常に大きいため、事業実施に踏み切ることができる農業法人はごくわずかであ
ろうとのコメントがあった。なお B 法人が実施する太陽光発電事業は農林水産省の補助事業の支援
を受けて設置したものであるが、B 法人はもし補助事業に採択されなければ、コスト負担が大きいため
事業を中止する予定だったとのことであった。
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経営類型に関する変数のうち、畜産ダミーが有意にプラスとなったことについては、肉牛生産を行う
B 法人より、畜産経営は装置産業であり、露地栽培と比較すると設備投資に関する経営判断を数多く、
かつ迅速に行う必要があること、またその際に設備投資の収支計算を正確に行う必要があることなど
から、同じ装置産業である再エネ事業との親和性が高いと思われるとのコメントがあった。また 6 次産
業化ダミーが有意にプラスになったことについては A 法人から, 異業種である6 次産業化事業に進出し
ようとする農業経営と、農業生産のみを実施する農業経営とでは、農業経営にとって全くの新規分野
である再エネ事業への取り組み姿勢が違うのは当然と思われるとのコメントがあった。また B 法人から
は、6 次産業化事業に進出している農業経営は多様な取引先との情報のやり取りがあるため、再エネ
事業に関する情報を入手しやすいのではないかとのコメントが得られた。経営規模に関する変数であ
る資本金が有意ではなかったことも踏まえると、農業経営による再エネ事業の実施意欲は、経営規模よ
りもむしろ、農業法人の経営姿勢に影響を受けている可能性があると考えられる。

4. まとめ
本研究においては、地域活性化への貢献が期待されるとともに、食料生産と調和した取り組みとし
て注目を集める一方で、取り組み事例がごく一部に留まっている「農業経営一体型」の再エネ事業を
対象として、その実施に影響を及ぼす要因について計量経済分析を行った。その結果、売電収入及
び企業アピールへの期待が農業経営による再エネ事業の実施意欲を高めていること、初期投資など
のコストが実施意欲を低下させていることを明らかにした。また畜産経営、6 次産業化経営は、そうで
ない農業経営と比較して、再エネ事業の実施意欲が高いことを示した。政府は農業経営一体型の
再エネ事業の拡大を図るため、農業者向けのガイドブックの作成や全国各地での説明会開催などの
政策を推進している。再エネ事業のすそ野を拡大するためには、このような政策はもちろん重要である。
しかしながら農業経営一体型の再エネ事業を全国的に展開していく上では , 農業経営全体を対象と
して網羅的に政策を推進するのではなく、本研究が明らかにしたように畜産経営や 6 次産業化経営な
ど、再エネ事業の実施意欲が高い農業経営に対して政策を重点的に推進し、モデル的な取組を速や
かに構築していくことが効率的と考えられる。
なお今回の研究においては、営農意欲が高く経営規模が大きい経営体が多いと見込まれる日本農
業法人協会の会員データに基づいて分析を行っており、中小零細規模農家の再エネ事業の実施意欲
は明らかとなっていない。またサンプル数の関係から再エネ事業全体を対象として分析を行ったため、
太陽光、バイオガスなどエネルギー種別の分析は行うことができなかった。また質問紙調査の調査時
点が 2012 年度であるため、固定価格買取制度における太陽光発電の買取価格引き下げ等の近年の
制度変更が、農業経営の再エネ事業の実施意欲に影響を及ぼした影響は明らかとなっていない。こ
れらの点、また農業経営による再エネ事業を推進するために具体的にどのような支援施策が効果的で
あるか等については、今後の研究課題としたい。
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