
（寄稿文）48

小水力発電の経済波及効果
― 産業連関分析による WEB ツールの開発 ―

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究部門上級研究員 上　田　達　己

１.はじめに

水力発電は、自給可能で運転時に温室
効果ガスを排出しない、災害時のリスク
分散にも資する再生可能エネルギーの一
つとして、今後の普及が期待されている。
とりわけわが国においては、大規模水力
発電所を新たに建設する余地が小さい一
方で、地域振興にも寄与しうる小水力発
電への期待が高まっている。
しかし、水力発電は、一般に建設時に
生じる初期投資費用（固定費用）が大き
いためスケールメリットがあり、小規模
な施設はコスト面からは不利とされてき
た。そこで、小水力発電施設の建設にお
いては、土木費用を軽減するため、発電
専用ダムを設けるのではなく、既存の水
利施設に追加で設置、または多目的水利
用の一環として発電を実施する場合が多
い。例えば、多目的ダムの放流・導水設
備に発電所を付設するもの（写真－１
（a））や、農業用水路や上下水道、工業
用水路などの水路システムの内部におい
て、未利用の落差（パイプラインの減圧
装置を含む）を用いて発電するもの（写
真－１（b））などがある。
このように小水力発電は、多様な形態
をもつ既存の水利施設と密接に関わりな
がら建設・運営されることが多い。例え
ば、農業水利施設を利用した小水力発電
施設の多くは、農業農村整備事業などに
よって国や県が主体となって建設され、
その運営は、農家等が組織する水利組合
である土地改良区に委託されることが多
い（上田、2016）１）。これら事業により、
これまでに 109 施設で出力合計 3.8 万
kW の小水力発電施設が整備されてきた
（農林水産省、2018）２）。このように、
公的資金を活用して行われる整備事業に
ついて幅広い関係者の理解を得るために
は、直接の受益者である建設業者や農家
への便益のみならず、地域経済全体に広
がる波及効果を定量的に明らかにして提

示することが有益である。
経済波及効果は、産業連関表を基盤と
する産業連関モデルによって分析される
が、一般に利用可能な産業連関表では、
「電力」部門は、火力・原子力・水力（そ
の大部分が大規模水力）発電、および送
配電を含む一つの産業部門として統合さ
れている。したがって、一般の産業連関
表をそのまま用いた分析では、これら
様々な形態の発電・送配電事業の「平均
像」としての分析結果しか得られない。
そこで我々は、様々な統計資料から、小
水力発電事業の「投入構造（事業に用い
る原材料・サービスの構成）」を明らか
にし、それを都道府県間産業連関表に組
み込むことによって、同事業の経済波及
効果をより精緻に分析することを試みた。
さらに、そのような分析を、インターネッ
ト上で、手軽に対話形式で行うことので
きる WEB アプリケーションを開発したの
で紹介する。

２.分析手法

本節では、小水力発電事業の投入構造
の推定および産業連関分析の方法を、概
略のみ述べる。詳細は、上田ら（2018）３）

を参照されたい。
ここで、もう一度、写真－１をご覧い
ただくと、一口に小水力発電といっても、
そのスケールは数 kWから数千 kWまで幅
広く、それら施設の投入構造も異なると
考えられる。したがって、ここでは、小
水力発電を規模別に２つのカテゴリー、
すなわち「小水力」（１千～３万 kW）お
よび「マイクロ水力」（１千 kW未満）に
分割する。

(１)小水力発電（建設）部門の投入
構造の推定

すでに述べたように、水力発電施設の
規模が小さくなるほど、既存の水利施設
（ダムや用水路）に発電施設のみを付加
する事業計画が多くなり、また水車・発
電機などの設備が割高となるので、総建
設費のうち電気・機械設備の費用割合が
高まることが知られている。実際に、一

写真－１　小水力発電施設の事例
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般の産業連関表（全国表）に基づいて計
算してみると、「電力施設建設」部門へ
の電気・機械関連部門からの投入費用割
合は９％であった。これに対して、群馬
県内の実証データ（全国小水力利用推進
協議会、2014）４）によると、「小水力」「マ
イクロ水力」施設では、同割合はそれぞ
れ 21％、59％であった。したがって、
この割合にしたがい、産業連関表の「電
力施設建設」の投入係数（およそ上記の
「費用割合」の意）を基準として、「建設
（小水力、マイクロ水力）」両部門への電
気・機械関連各部門からの投入係数を増
加させ、残りの内生部門からの投入係数
を減少させることによって、これら新し
い部門の投入構造を推定した。

(２)小水力発電（運営）部門の投入
構造の推定

小水力発電施設が建設されたのちの運
営事業については、例えば修繕費、人件
費、一般管理費などの費用が計上される
が、このような費用の内訳（またはそれ
より細かい費用項目）を、全国の施設を

網羅して知ることは困難である。した
がって、ここでは、以下のような方法で、
費用細目（すなわち投入構造）を間接的
に推計することにした。
第一に、全国の小水力発電に適した地
点の発電ポテンシャルを網羅した『未利
用落差発電包蔵水力調査』（新エネルギー
財団、2009）５）を利用して、1,602 地
点の出力（kW）などの諸元データを取得
する。これら地点の全てにおいて発電施
設が建設され、発電が行われると仮定し
て、各都道府県の発電ポテンシャルを集
計する。さらに、発電した電力量は、「再
生可能エネルギー固定価格買取制度」で
定められた、各地点の出力に応じた売電
価格で売電されると仮定し、各地点の売
上額の県内計を「電力（小水力、マイク
ロ水力）」部門それぞれの各県の総生産
額とする。
第二に、内閣官房に設置された「コス
ト等検証委員会」の『発電コスト試算シー
ト』（エネルギー・環境会議、2012）６）

を援用し、さらに建設費等については一
部独自データ（後藤ら、2012）７）も用

いて、各地点の発電費用の大まかな内訳
（修繕費、人件費など）を推算する。
第三に、上記で推計した各費用を、
2005 年全国産業連関表「水力・その他
の事業用発電」部門を参照しながら、部
門ごとの費用へと細分化する。最後に、
これら費用細目を都道府県ごと、および
２つの規模別（「小水力」「マイクロ水力」）
に集計し、各県の投入構造を個別に推計
する。

(３)産業連関分析
以上により推計された小水力発電事業
の建設・運営段階に関する投入構造の
データベースを、石川ら（2004）８）が
開発した 2005 年都道府県間産業連関表
に組み込み、経済波及効果を推計する。
ここで、一般に「経済波及効果」とは、
狭義では「後方連関効果による生産誘発
額」のことを指す（図－１）。これは、「あ
る需要（追加的な最終需要）が生じたと
き、その需要を支えるために、原材料・
サービスの供給を通じて経済全体で必要
となる生産増加額のこと」を意味する。
例えば、ある需要＝建設事業の実施だ
とする（図－１）。その場合、まず一義
的に、事業を請け負う建設業（土木部門）
の生産額が需要額と同じだけ増加するが、
これを直接効果という。さらに、その建
設事業を支えるためには、鉄鋼、コンク
リート、測量サービス、建設機械など、
さまざまな原材料・サービスを提供する
産業部門（いわゆる上流産業）の生産が
増加されなければならない（以下同様の
サイクルが繰り返される）。このような
上流産業における生産増加を総括して、
間接一次効果という。直接効果と間接一
次効果を合わせて後方連関効果による生
産誘発額という。
さらに、家計の所得および消費をモデ
ルに組み込んだ応用的なモデル（家計内
生化モデル）を用いると、後方連関効果
による生産の増加→家計所得の増加→家
計消費の増加→それを支える生産の増加
…へと続く波及効果を計測できる（図－
２）。これを、「間接二次効果」または「所
得連関効果」という。

図－２　所得連関効果の概念図

図－１　後方連関効果の概念図
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３.分析結果

図－３に、一般電力、小水力、マイク
ロ水力の建設および運用段階について、
後方連関効果（図－３（a））および所得
連関効果（図－３（b））による経済波及
効果（生産誘発額）を分析した事例を示
す。ここでは、北海道において、1単位
の事業を実施した場合の乗数効果を示す。
また、投入地域（原材料・サービスの供
給地域）について、便宜的に、経済産業
省の区分による全国９地域に統合して示
す。
後方連関効果（図－３（a））をみると、
建設段階のほうが運用段階よりも波及効
果が大きい。これは、特に水力発電の運
用部門は、付加価値率（総生産額に占め
る付加価値額の割合）が大きいことから、
上流産業への波及が弱くなることが原因
と考えられる。他方で、付加価値率が高
いことは、家計所得から消費の増加を通
じた連関を強くすることにもつながり、
所得連関効果（図－３（b））については、
水力発電の運用部門のほうが大きくなっ
ている。さらに、投入地域の分布をみる
と、後方連関効果に比べて所得連関効果
の方が、北海道以外の各地域に分散する
傾向がみられる。これは、一般消費財を
供給する産業が関東などの本州中央地域
に多く分布していることを示唆している。
次に、図－４にマイクロ水力発電の建
設および運用段階について、波及効果（後
方連関効果）の及ぶ主な投入部門（原材
料・サービスの供給部門）を降順で示す。
建設段階（図－４（a））については、建
設資材である金属製品や鉄鋼製品などが
上位に並んでいる。加えて、マイクロ水
力では、電気・機械関連部門からの投入
が大きいと仮定したので、「その他の電
気機械」部門からの投入が２位につけて
いるのが特徴的である。一方、運用段階
（図－４（b））については、様々なサー
ビス部門からの投入が多くなっている。
投入地域の分布をみると、特に各種の土
木材料系の部門について、ひろく全国各
地からの供給を受けていることが特筆さ
れる（図－４（a））。

４.経済・環境評価のための
WEB アプリケーション

以上で述べた経済波及効果の分析を、
行政機関などの実務者が、自ら簡便に行
えるようにするため、WEBアプリケーショ
ンを作成した（上田ら、2018）３）。

2018 年４月より現在、無料公開中であ
る（http://kinohyoka.jp）。このアプリ
ケーションでは、小水力発電事業に加え
て、農業農村整備事業の建設段階を 10
工種（開水路、管水路、トンネル・暗渠、
ポンプ場（機械設備）、同（建屋）、取水
施設、貯水施設、ため池、農地整備・保
全・防災、その他）に分類したデータベー
スも用意した。さらに、前節で述べた生
産波及額に加えて、付加価値誘発額、雇
用誘発者数、温室効果ガス排出量を同時
に評価できるようにした。これらのこと
により、ユーザーは、工種や総事業費な
ど必要最小限のデータを入力するだけで、
これら事業の実態に即した分析を行える。

または、ユーザー自身が事業の投入構造
を調査して、それを分析に反映すること
も可能である。
図－５に、WEB アプリケーションの入
力・出力画面を抜粋して示す。データ入
力（図－５（a））は対話形式で進められ、
産業連関分析の計算はサーバー側で行わ
れるため、ユーザー側では分析手法に関
する専門知識や、アプリケーションのイ
ンストールは特段必要とされない。結果
の出力画面（図－５（b））では、上記の
４つの評価項目について、後方連関効果
および所得連関効果の計算結果が示され
る。さらに、事業を実施する当該県への
波及効果に加えて、当該市町村に限定し

図－４　マイクロ水力発電事業から波及効果（後方連関効果）の及ぶ主な投入部門

図－３　発電事業の経済波及効果（生産誘発額）

注）北海道にて1単位の事業を実施した時の波及効果を示す。

注）北海道にて1単位の事業を実施した時の波及効果を示す。なお，図－１にいう「直接効果」の及ぶ土木部門（建設段階）とマ
イクロ水力部門（運営段階）は省略し，「間接一次効果」の及ぶ部門のみ降順で表示する。
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た波及効果も示される。これは、地域内
所得に比例して波及効果が按分されると
いう仮定に基づく「地域シェア法」によ
り推計された結果である。

５.おわりに

前節で紹介した WEB アプリケーション
は、例えば国や県が、事業の事後評価や
ホームページ等で広報活動を行う際の情
報の一つとして活用が期待される。また
は、ある事業の計画段階で、複数の工法
の選択肢がある場合に、経済波及効果や
温室効果ガス排出量の観点から、それら
を定量的に比較検討できる。あるいは、
土地改良区などが、自らが運営する小水
力発電施設における温室効果ガス排出削
減効果を簡便に計算し、事業をアピール
する際の根拠を示したい場合に活用でき
る。この他にも、実務者の皆さんには、
様々な場面で本アプリケーションをご活
用いただき、忌憚ないご意見をいただけ
れば幸いである。
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図－５　経済・環境評価WEBアプリケーションの入力・出力画面の例（抜粋）




