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1．　小水力発電とは

小水力発電は，大規模なダムなどの貯水設備を必
要としない小規模な水力発電を指す。小水力発電を定
義する国際的な規格はないが，欧州を中心におおむね
10 000kW以下の出力が小水力発電と呼ばれている。一
方，日本においては 1 000kWの出力を基準に法律上の区
分が明確にされている。これに基づき，1 000kW以下の
出力をもつ水力発電設備を小水力発電と呼ぶことが多い。

水力発電により発電される電力の特徴としては，次が
挙げられる。

①安定した発電
②高い設備利用率
③低いCO2 排出量
河川を流れる水を使用して発電を行うため，季節ご

とに緩やかな水量の変化はあるものの，太陽光や風力の
ように秒や分単位における大きな発電電力量の変化は生
じない。そのため安定した発電を行うことが可能である。
加えて，24 時間を通して安定した発電が可能であるた
め設備利用率も高く，設備利用率が 90%を超える発電
所も存在する。基本的にメンテナンスや災害時を除いて
ほぼ連続して発電運転を行うことができるため，発電設
備の出力に対し年間発電電力量を多くとることが可能で
ある。また，水力発電では流れ落ちる水のエネルギーを

利用して発電を行うため，発電時にCO2 は排出されな
い。一般に火力を始め，他の発電方式と比較しても，発
電所設備全体のライフサイクルCO2 排出量も低い傾向
にある。

本稿では，近年の小水力発電を取り巻く環境を紹介す
るとともに，導入事例を紹介する。

2．　近年の小水力発電を取り巻く環境

2011 年に発生した東日本大震災を機に，日本のエネ
ルギー政策は原発に頼らない低炭素・脱炭素社会への大
きな転換期を迎えている。2012 年のFIT制度施行によ
り，再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まった。
FIT制度施行前後の再生可能エネルギーにおける設備容
量の推移を図-1に示す。

国内の再生可能エネルギー開発の機運も高まり，再生
可能エネルギー全体でみると太陽光発電の設備容量は際
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図-1　再生可能エネルギーにおける設備容量の推移
（出典：資源エネルギー庁）
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立って増加した。これは，太陽光発電の短い開発リード
タイムが要因の一つと考えられる。経済的に有利な設備
である認識が広まり，投資対象としても人気が高まった
結果であると考えられる。しかし，FIT制度施行中に再
生可能エネルギーの設備容量が増えるということは，制
度の継続に必要な予算も比例して増えるということであ
る。FIT制度は再生可能エネルギー導入促進のための制
度であるが，昨今FIT制度の買取価格の見直しや制度の
仕組み・認定要件の変更も検討されている。小水力発電
分野において，これからはFIT制度からの自立を目標に，
施工費・機器代金の低コスト化や維持費の低減が要求さ
れる。開発を行い易い地点や流況の安定している地点の
開発は既に着手済となる地点も多く，経済性についても
慎重に検討を行う必要が出てくるものと思われる。

3．　水力発電所のオーダーメイド性

水力発電所は，地点ごとに全て異なる特徴をもってい
る。落差・流量等発電に利用する水理諸元は発電所ごと
に異なり，数ある水車型式の中でも得手不得手が存在す
る。そのため，図-2に示すような水車選定表を参考に
流況・経済性を考慮しつつ水車形式の選定が進められる。

数%の発電効率の差や数%の出力の差でも，年間発電
電力量では大きな差となり現れるため，水車形式の選定
は慎重に行う必要がある。また，取水設備や導水路等の
土木施設等は，安全性と経済性を兼ね備えた配置を行う
必要があり，計画地点ごとに異なる設計・水車の選定が
必要である。そのため，建物や土木設備などの基本的な
設計能力だけではなく，水力発電所の計画設計の経験・ 
実績のあるコンサルタントと協力しつつ，プロジェクト

を進めることも重要である。単に水車を設置する建物を
建設することが目的ではなく，数十年先を見通して安全
に，安定した発電を継続していくための設備を建設する
ことを，水力発電所の計画を進める上で忘れてはならない。

4．　事例

4．1　陣内森林公園小水力発電所

事例として陣内森林公園小水力発電所を挙げる。本
発電所は長野県立科町にあり，周囲の景観に配慮し山小
屋風にデザインされている。見学用階段や発電量が表示
される案内看板も設置されており，関心があれば気軽に
見学することもできるような環境学習のための施設と
しての一面ももつ。農業用水を活用し発電を行ってお
り，余水及び発電後の水は再び農業用水路へ戻される 

（写真-1，2）。
各仕様は，表-1のとおり。
年間発電電力量は，約 1 000MWhでFIT制度を利用

表－1　陣内森林公園小水力発電所概要

発電所名 陣内森林公園小水力発電所

最大出力 181kW
総落差 60.1m
最大使用流量 0.47m3/s
水車 横軸 2 セルクロスフロー水車
発電機 三相誘導発電機

入口弁・ガイドベーン制御 電動サーボモータ図-2　水車選定表

写真-1　陣内森林公園小水力発電所外観

写真-2　陣内森林公園小水力発電所内
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して発電電力の全量売電を行っている。水車型式は，日
本においては主に小水力発電分野にて使用されている 
“クロスフロー水車”が導入されている。

クロスフロー水車は，最高効率はフランシス水車に劣
るものの，1/3，2/3 に分割されたガイドベーンを使用
することにより，設計流量の 10％〜100%において安
定した発電を行うことが可能である。そのため，年間を
通して流況が大きく変化する地点においては有効な型式
の水車である。ランナの回転により塵

じんかい

芥が洗い流される
構造であり，除塵機を通り抜けた大きさの塵芥による水
車への不具合は，落葉期においても発生しづらい。また，
遠方監視設備を活用した日常監視により，通常時と異な
る兆候が確認された際の迅速な対応が行われている。回
転部の温度変化や出力の変化などがグラフ化されて確認
が可能であるため，発電所を訪れずに設備の不具合の兆
候を確認し，現地巡視等の対応が可能である。このよう
な 1 年間を通じた巡視点検及び調整により，2018 年は
年間時間稼働率 97.5％に達した。停止の要因は主に台
風接近時の予防停止や水路上流清掃時の土砂・塵芥流入
への予防停止，ヘッドタンクの清掃であった（写真-3）。

ヘッドタンクには除塵機が設置されており，冬季は
-15℃ほどまで冷え込むため除塵機の凍結対策が必須
であるが，発電に利用する流水は凍結しにくいため年間
を通しての発電が可能である。

本発電所は，農業用水の従属発電のため新規水利権
取得の必要がなく，自然公園法にもかからない地域でも
あった。土地改良区連合が管理する農業用水を活用した
小水力発電による公募型の技術プレゼンテーションに
より 2015 年 12 月に採択され，2016 年 11 月には起工
式を実施し，冬季を経て 2017 年 4 月から着工した。翌
2018 年 1 月に有水試験を実施し，営業運転を開始した。
設計から施工までの迅速な意思決定と専門性の高い施工
能力，また好条件の立地であったため，9 か月間での短
期間施工を実現した。

4．2　つくばね発電所

つくばね発電所は，奈良県東吉野村にある発電所であ
り，1914 年から 1963 年まで約 50 年稼働していた（旧）
つくばね発電所の復活プロジェクトにより，2017 年か
ら発電を開始した。2013 年に地元有志らが村の活性化
を目指しプロジェクトを発足し，金融機関からの借入及
び市民ファンドによる資金調達を行い，発電所を復活さ
せた。発電所出力は旧発電所出力の 2 倍近い 82kWを
達成し，現在はFIT制度を利用して発電電力の全量売
電を行っている。

各仕様は，表-2のとおり。
一般的に落差が 100m以上の地点においては，ペルト

ン水車が採用される場合が多いが，構造がシンプルで機
器コストが低く，メンテナンスを続ける上での優位性が
決め手となり，クロスフロー水車が採用された。クロス
フロー水車は部品点数が少なく保守も容易に行え，管理
コスト面でもペルトン水車と比較して優位である。発電
所建屋は陣内森林公園小水力発電所同様，山小屋風のデ
ザインである。教育目的の見学や視察受け入れを積極的
に行っており，多くの見学者が訪れる発電所である。地
域活性化を目標に復活した発電所が，地元有志により見
事に人を呼び込んでいる例でもある（写真-4）。
4．3　まえばし赤城山小水力発電所

群馬県前橋市にある，まえばし赤城山小水力発電所は
前橋市が運営しており，赤城大沼が水源の農業用水を利
用し 2018 年 8 月に運開した（写真-5）。

表－2　つくばね発電所概要

発電所名 つくばね発電所

最大出力 82kW
総落差 105m
最大使用流量 0.1m3/s
水車 横軸 1 セルクロスフロー水車
発電機 三相誘導発電機

入口弁・ガイドベーン制御 圧油装置

写真-3　ヘッドタンク 写真-4　つくばね発電所全景
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各仕様は，表-3のとおり。
最大の特徴としては，最大出力 236kWながら立軸 4

射ペルトン水車を採用している点である。立軸ペルトン
水車は機器の構造が複雑になり，コストが増えてしまう
ためこの規模での国内採用例は少ないが，季節ごとの流
況の変化に応じて 1〜4 射ノズルを切り替えて運転する
ことによる，優れた部分負荷効率により採算性が見込ま
れ，採用される運びとなった。また，立軸の場合は横軸
のものに比べ機器の設置スペースが半分程度で済むため，
比較的コンパクトな建屋で発電できることも採用の要因
の一つである。発電量は年間約 1 195MWhを見込んで
いる。

5．　小水力発電所の運用上の注意

5．1　除塵機の必要性

以上 3 件の事例を紹介してきたが，小水力発電所は建
設完了が目的ではなく，安定して稼働を続けることが目
的である。水力発電設備を安定して稼働させるためには，
安定した取水を行う必要があるが，安定した取水を妨げ
る最も大きな要因は河川を流れる塵芥である。トンネル
湧水を利用している場合などの塵芥が確認されない特殊
な事例を除き，河川や農業用水の水を利用して発電を行

う小水力発電所において，除塵機は必須である。落葉期
に取水槽へ流れ込んだ塵芥の一例を写真-6に示す。河
川を流れている間はさほど感じないが，一度水車へ流入
する塵芥の除塵を試みると，膨大な量の塵芥を目の当た
りにすることとなる。日々の人力による除塵の手間に加
え，除塵を行えない間の出力低下による損失分を考慮す
ると，除塵設備への投資は小水力発電所にとって決して
無駄なコストではないといえよう。
5．2　豪雨災害への対策

近年は，日本国内においても極端な気候が多くなり，
50 年に 1 度レベルの大雨が日本各地で幾度となく発生
している。台風の接近やゲリラ豪雨の予報など，事前に
大雨が予測される場合には発電所を停止させ，取水を停
止するなどの判断も重要となる。一度大量の土砂や塵
芥が取水槽・導水管・水車内部へと混入してしまうと， 
復旧に必要な期間は数か月に及ぶこともある。小規模な
発電施設だからこそ，災害に対する自衛の判断も重要と
なる。

6．　おわりに

水力発電分野において，水車設備・制御機構の技術は
既に熟成されている。しかし，大規模な水力発電所を模
した小水力発電所を計画すると，いたずらに人件費の増
加を招き，事業性の成り立たない発電所となり，開発は
進まない。現状はFIT制度により事業性の見通しも良
くなり開発の機運は高まっているが，日本政府としての
小水力発電の目標は，FIT制度からの自立である。継
続的な開発を続けていくためには設備コストを下げる手
段を模索しつつ，先人に学び，安易な設備の削減を行わ
ないことが重要である。

表－3　まえばし赤城山小水力発電所概要

発電所名 まえばし赤城山小水力発電所

最大出力 236kW
総落差 109m
最大使用流量 0.3m3/s
水車 立軸 4 射ペルトン水車
発電機 三相誘導発電機

入口弁・ガイドベーン制御 圧油装置

写真-5　まえばし赤城山小水力発電所内部 写真-6　多量の塵芥
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