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１．背景と目的

１－１　再生可能エネルギーの導入状況
　近年，世界的に，再生可能エネルギーを導入する
取り組みが行われている。「21世紀のための再生可
能エネルギー政策ネットワーク（REN21）」の報告
書１によれば，2016年の再生可能エネルギーの新規
導入量は161ギガワット（GW）で，これまでの新
記録を達成し，世界全体の累積設備容量は2015年
比で約９％増加した。2015年の世界の最終エネル
ギー消費量全体における再生可能エネルギー比率は
19.3％であり，原子力の比率2.3％と比べても約８
倍と多くなっている。
　日本においても，2011年３月に起きた東日本大震
災と東京電力福島第一原子力発電所（以下，福島第
一原発）の事故以降，再生可能エネルギーの導入を
進める取り組みが数多く行われている。2012年７月
に施行された「電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法」（以下，FIT法）
の影響もあり，2011年度で９％であった再生可能エ
ネルギー電力の割合は，2016年度には15％にまで増
加した２。特に，太陽光発電の設備が多く導入され，
FIT法施行前の５年間（2007年～2011年度）に比べ，

FIT法施行後（2012年７月から2017年３月までの４
年９カ月）の新規導入量は12.5倍となった３。一方，
賦課金の負担増大や買取価格の低下に伴う導入量の
鈍化などの課題も指摘されている。
　日本の各地域における再生可能エネルギーの利用
可能性（ポテンシャル）の推計も行われている。環
境省は，2009年度と2010年度に，日本における太陽
光発電（非住宅系），風力発電，中小水力発電，地
熱発電に関する賦存量および導入ポテンシャルを推
計した。また，新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）の事業として，これまで自治体が策定
してきた地域新エネルギービジョンや，福島第一原
発事故後に自治体が策定した再生可能エネルギーの
導入推進に関するビジョンや計画において，再生可
能エネルギーの賦存量や供給ポテンシャル量の推計
が行われている。再生可能エネルギーのポテンシャ
ル量の推計方法に関する研究としては，地理情報シ
ステム（GIS）を用いて再生可能エネルギーのポテ
ンシャル評価を行った分山・江原（2012）４，多面
的な環境指標を用いて再生可能エネルギーミックス
の地域別最適化や評価ツールの開発を行った堀・松
井・町村（2014）５などがある。
　福島第一原発事故が起きた福島県においても，再
生可能エネルギーの導入は積極的に進められてい
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る。福島県は，2012年に改定した「再生可能エネル
ギー推進ビジョン」において，2040年頃を目処に，
福島県内のエネルギー需要量の100％以上に相当す
る量のエネルギーを再生可能エネルギーで生み出す
県を目指すという目標を掲げた６。途中の年度であ
る2020年度の目標は，同指標において40.2％となっ
ている。2015年度の推計値は26.6％であり７，目標
値との開きはあるものの，再生可能エネルギーの供
給量は年々増加している。
　日本の自治体における再生可能エネルギーの供給
実態については，千葉大学倉阪研究室と認定NPO
法人環境エネルギー政策研究所が「永続地帯」研究
を行って，結果を公表している８。2016年度版の同
報告書９によれば，自治体の域内の民生・農林水産
用エネルギー需要を上回る量の再生可能エネルギー
を生み出している市区町村（「100％エネルギー永続
地帯」）は2016年３月段階で71市町村となっている。
「永続地帯」の推計結果において，再生可能エネル
ギーによる電力自給率の内訳が得られた2015年度の
福島県内の市町村の上位１位から10位までの自治体
を表１に示す。福島県内では，電力自給率663％の
柳津町を筆頭に，下郷町（485％），川内村（175％），
楢葉町（135％），田村市（112％），浅川町（103％）
の上位６市町村が100％を超えている。
　このように，再生可能エネルギーの自給率やポテ
ンシャルを推計する研究は数多く行われており，長
期的なエネルギーの持続可能性を考える上で重要な
知見を与えるものである。しかし，再生可能エネル
ギーを導入する場合の収支状況まで分析している研

究例は，福島県の会津坂下町を対象にバイオマス発
電所を導入する場合について分析した特定非営利活
動法人 超学際的研究機構（2014）の研究例 10など
があるものの，まだ少ない状況である。

１－２　本研究の目的
　本研究は，福島県内の市町村のなかで，再生可能
エネルギーによる電力自給率の高い自治体における
発電実績と収支状況を明らかにすることを目的とす
る。特に，自治体が再生可能エネルギーの発電施設
を所有して，売電収入を自治体の予算に当てるなど
先進的な取り組みを行ってきた，天栄村の風力発電
事業を取り上げたい。天栄村の風力発電所は2000年
12月から発電を開始しており，風車の耐用年数20年
が近づいていることから，その実態を探ることは，
他の新しい取り組み事例の将来を考える上でも有効
であると考えられる。
　本研究では，天栄村の風力発電事業について，①
これまでの発電実績と収支状況の調査，②将来，風
力発電機をリプレースした場合のシナリオにおける
収支状況の分析，の二つを行って，特徴や課題を明
らかにしたい。

２．研究の対象

２－１　調査分析の対象とする自治体の選定
　今回，研究対象とした天栄村は，次のような二つ
の条件を満たすものとして選定した。すなわち，①
福島県内の市町村のうち，「永続地帯」研究におけ

　表１　福島県における再生可能エネルギー（大規模水力を除く）による電力自給率の
　　　　上位10位の自治体（2015年度）

（単位：％）　
No. 自治体名 太陽光 風　力 地　熱 小水力 バイオマス 供給率　計
1 柳 津 町 2 0 647 14 0 663

2 下 郷 町 1 0 0 483 0 485

3 川 内 村 45 0 0 130 0 175

4 楢 葉 町 65 0 0 70 0 135

5 田 村 市 9 93 0 10 0 112

6 浅 川 町 103 0 0 0 0 103

7 古 殿 町 4 0 0 87 0 90

8 大 玉 村 80 0 0 0 0 80

9 矢 吹 町 62 0 0 0 0 62

10 天 栄 村 23 32 0 0 0 55

（※四捨五入のため，内訳合計が総計と合わない場合がある。）　
（出典：永続地帯研究会　松原弘直氏ご提供のデータから筆者作成）
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る再生可能エネルギーの電力自給率が上位10位以内
である，②発電量が最多の再生可能エネルギーの種
類に関する中核的な発電施設を自治体が所有してい
る，の二つである。①の条件は，再生可能エネルギー
の電力自給率から見て持続可能性の高い自治体を対
象とするためのものであり，表１の自治体を候補と
した。ただし，永続地帯の推計における留意点とし
て，再生可能エネルギーによる発電のうち大規模水
力は除外していること 11，電力の需要量の推計では
「民生部門」と「農林水産業部門」を対象としており，
「製造業部門」等は含まれていないこと，などが挙
げられる。再生可能エネルギーによる発電に大規模
水力を含める場合や，需要側に製造業部門まで含め
る場合は，再生可能エネルギーの電力自給率ランキ
ングの結果も変わってくる。
　②の条件は，再生可能エネルギーの供給体制につ
いて，大企業によるものではなく，地域の自治体が
主導する事業について分析する目的で設定した。地
域分散型のエネルギーインフラ整備において，自治
体は主導的な役割が期待されている 12。②の条件に

ついて判断するため，表１の自治体について，発電
量が最多の再生可能エネルギーの種類に関する主な
施設を整理したのが表２である。個別の発電所の情
報については，エレクトリカル・ジャパンのウェブ
サイト 13および各社のウェブサイト等を参照して作
成した。自給率１位の柳津町で発電量の98％を占め
る地熱発電は東北電力株式会社の柳津西山地熱発電
所（最大出力65,000kW，運転開始1995年５月）に
よるものである。２位～10位のうち，４つの自治体
では小水力が最多となっているが，それらのほとん
どは東北電力株式会社が所有する施設で，1920年～
1940年代に運転を開始したものである。５位の田村
市は風力が最多であるが，その施設は，株式会社
ユーラスエナジージャパンのユーラス滝根小白井ウ
インドファーム（出力46,000kW，運転開始2010年
12月）と電源開発株式会社の桧山高原発電所（出力
28,000kW，運転開始2011年２月）であり，田村市
が所有・運営している施設ではない。６位の浅川
町，８位の大玉村，９位の矢吹町は太陽光が最多で
あるが，ほとんどは福島第一原発事故後に民間企業

　表２　福島県における再生可能エネルギー（大規模水力を除く）による電力自給率の上位10位の自治体（2015年度）
　　　　における主な発電施設

No. 自治体名
発電量が最多の
再生可能エネル
ギーの種類

発電量が最多の再生可
能エネルギーの種類が
全体に占める割合

発電量が最多の再生可能エネルギーの種類に関する
主な施設

施設の所有主体・施設名 出力（kW）運転開始年月
1 柳津町 地熱 98% 東北電力株式会社・柳津西山地熱発電所 65,000 1995年５月

2 下郷町 小水力 100%
東北電力株式会社・鶴沼川発電所 7,100 1931年５月
昭和電工株式会社・湯野上発電所 7,200 1937年12月

3 川内村 小水力 74% 東北電力株式会社・木戸川第一発電所 2,570 1924年12月

4 楢葉町 小水力 52%
東北電力株式会社・木戸川第二発電所 14,300 1936年11月
東北電力株式会社・木戸川第三発電所 1,000 1939年６月

5 田村市 風力 83%
株式会社ユーラスエナジージャパン・ユーラス滝根小白井ウインドファーム 46,000 2010年12月
電源開発株式会社・桧山高原発電所 28,000 2011年２月

6 浅川町 太陽光 100%
テンワス株式会社・テンワスソーラー浅川発電所 2,035 2014年７月
永和電力株式会社・福島太陽光発電所 16,800 2015年５月

7 古殿町 小水力 97% 東北電力株式会社・鮫川発電所 2,600 1940年12月

8 大玉村 太陽光 100%
オリックス株式会社・スーパーセンターPLANT-5大玉店 1,657 2014年１月
株式会社ウエストエネルギーソリューション・太陽光発電所 1,316 2015年５月

9 矢吹町 太陽光 100%

レンゴー株式会社・福島矢吹工場太陽光発電設備 1,539 2010年５月
福島矢吹環境発電株式会社・福島矢吹メガソーラー発電所 2,196 2014年３月
エネワンソーラーパーク矢吹共同事業体・エネワンソーラーパーク矢吹 1,091 2015年２月
株式会社ユーラス矢吹中島太陽光・ユーラス矢吹中島ソーラーパーク 12,183 2015年３月
合同会社ADソーラー３号・矢吹太陽光発電所 13,242 2015年３月
エルエムサンパワー株式会社・矢吹太陽光発電所 8,284 2016年６月

10 天栄村 風力 58% 天栄村・天栄風力発電所 3,000 2000年12月

（出典：永続地帯研究会のデータ，エレクトリカル・ジャパンおよび各社のウェブサイトを参照して筆者作成）
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によって設置された，いわゆるメガソーラーである。
このように，福島県における再生可能エネルギーに
よる電力自給率の上位10位の自治体では，中心とな
る発電施設のほとんどが企業の所有・運営となって
いる。
　表１の自治体のうち，自治体が所有する再生可能
エネルギーの発電所によって自給率の５割以上が賄
われているのは，10位の天栄村である。そこで今回
は，天栄村の取り組みについて取り上げ，発電実績
と収支状況を調査・分析する。

２－２　天栄村の風力発電事業の概要
　天栄村の風力発電事業について，同村のパンフ
レット資料 14や，筆者がこれまでに行ったヒアリン
グ結果をもとに整理する。

⑴　天栄風力発電所の設立経緯
　天栄村の風力発電事業に関する主な出来事につ
いて，表３に示す。天栄村では，1994年から整備
を始めた村営のスキー場をグレードアップ化する
目的で風力発電事業が構想され，1996年10月に「風
力発電システム導入推進調査研究部会」が設立さ
れた。尾根筋付近の強い風を利用して風力発電を
行い，その電気をスキー場で利用することで，電
気供給とシンボル効果を狙った構想であった。風
況精査や環境影響調査 15，景観シミュレーション

などを経て，1999年に風車などの建設が始まっ
た。風車のメーカーはオランダのLagerway社で，
750kW級が４基設置された（図１参照）。総出力
は3,000kWである。2000年12月に発電を開始した。

図 1　天栄風力発電所の概要
（出典：天栄村企画情報課「風使いの集う村 てんえい 天栄風力発電所」，p.14）

　表３　天栄村の風力発電事業に関する主な出来事

年　月 出 来 事
1996年10月 村営スキー場（スキーリゾート天栄）のグレー

ドアップ化のために「風力発電システム導入推
進調査研究部会」を設立

1996年11月 NEDOとの共同研究事業による「風況精査」
開始（1997年10月まで）

1997年２月 「描こう天栄村の未来」むらおこしシンポジウ
ム開催

1997年12月 NEDOとの共同研究事業「システム設計」に
着手

1998年３月 新エネルギー導入計画「風の谷・光の谷の
Ten-ei構想」策定

1998年11月 導入機種選定検討委員会設立
1999年 環境影響調査，景観シミュレーション実施
2000年12月 発電開始
2001年９月 天栄村で第８回の全国風サミットを開催
2002年２月 「天栄村地域新エネルギービジョン」策定
2004年６月 「風の谷・こだまの森のTen-ei地域再生計画」

を内閣府が認定
2008年 風車への落雷による発電量の低下が発生
2013年３月 売電単価を変更
（出典：天栄村企画情報「風使いの集う村 てんえい 天栄風力発
電所」，小山（2006）16，福島民報の記事17などをもとに筆者作成）
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⑵　風力発電の運営
　建設費用10億274万円のうち，約半分の５億
3,349万円についてはNEDOの地域新エネルギー
等導入促進対策費補助金を活用し，残り４億6,925
万円を村で自己負担した。村では，建設に当たり
新たな借金はしなかったため，後の年度の負担は
生じなかった。
　天栄風力発電所の建設前に行われたシステム設
計に関する経済性評価の主な項目を表４に示す。
750kW級の風車を１基設置する場合と４基設置
する場合で費用の試算が行われた。750kW級風
車４基の場合で，建設費用（kW単価）は30.7万
円/kWと見積もられていた。また，事前の風況
精査の結果をもとに，750kW級風車１基当たり
の発生電力量は1,872MWh/yと見積もられてお
り，設備利用率は28.6％と評価されていた。これ
らの数値は，本稿で後に，実際の発電量や将来リ
プレースする際のシナリオについて考察する際に
参照する。
　風力発電で発電した電気について，当初の目的
であったスキー場への電力供給は，接続や費用の
問題から見送りとなり，近くにあった東北電力の
送電線に接続して，発電した電力の全量を東北電
力に売電している。東北電力との契約では，売電
単価は11.5円/kWhで，17年間固定とされた。風
車が５基以上になると売電単価が下がる料金体系
だったため，４基が選択された。みずほ総合研究
所（2007）18および筆者の2007年当時のヒアリン
グによれば，平均で年間約6,000万円の売電収入
があり，それらは村の風力発電事業特別会計に計
上され，約半分が設備のメンテナンスに充当され，

残り約3,000万円が黒字となった。この約3,000万
円のうち，約500万円を新エネルギー導入促進基
金として積み立て，残り約2,500万円は一般会計
に組み入れてきた。天栄村の財政状況について，
2015年度の歳入総額は約68億６千万円，基本財政
収入額は約７億２千万円であり，風力発電の売電
金額は少なくない規模の額となっている。全国的
に，風力発電の事業としては収支均衡程度のとこ
ろが多い中で，天栄村の風力発電は，数少ない好
収支の事例とされていた 19。天栄村の担当者も，
「メンテナンスをきちんとやって，できるだけ長
く使っていきたい」旨を述べていた。
　その後，2008年には，落雷によって風力発電設
備が故障し，発電量が低下する問題が起きた。こ
の問題は，後述するように，発電実績の上でも収
支の上でも大きな影響を及ぼした。
　近年では，経年劣化に伴って部品等の消耗が増
加してきている他，稼働に必要となる電気主任技
術者の人材確保の問題なども天栄村では認識され
ている 20。また，2008年と同様の落雷による被害
など，売電収入の急減につながる不意の機器故障
を懸念する声もある 21。
　2013年３月からは，固定価格買取制度の開始を
受けて売電単価を引き上げ，18.4円/kWhに設定
した。これにより，売電金額が増加した。収支状
況に関する詳細は，第３章で後述する。

⑶　風力発電を活用した地域づくり
　天栄村は，風力発電所がある自治体が集まる
風力発電推進市町村全国協議会に加盟しており
（2017年現在，福島県内では天栄村と郡山市が加

　表４　天栄風力発電所の建設前のシステム設計に関する経済性評価
（単位：千円）

風車台数（750kW級風車） ４　基 １　基 （A）
事業費 921,000 428,000 （B）
発生電力量（MWh/年） 7,488 1,872 （C）

平均年間経費

平均年間金利 14,628 6,798
年平均減価償却費 40,606 14,506
メンテナンス及び管理費 9,836 3,514
固定資産税 7,535 2,692
合計 72,605 27,510 （D）

建設コスト（kW単価） 307千円/kW 571千円/kW （B）÷750kWh÷（A）
発電コスト（kWh単価） 9.7円/kWh 14.7円/kWh （D）÷（C）

元データ：風力開発フィールドテスト事業（システム設計）報告書より抜粋
出典：天栄村企画情報課「風使いの集う村　てんえい　天栄風力発電所」　



福島大学地域創造　第29巻　第２号　2018.2（8730）

―　　―54

盟），2001年には第８回となる全国風サミットが
天栄村で開催された。
　天栄村では，風車をテーマとする様々なイベン
トが開催されてきた。施設の見学会，風車をテー
マにした創作童話コンテスト，水の力を暮らしに
役立てていく人々の姿を描いた「新エネルギー
ミュージカル」の公演などである。また，学校教
育でも活用するため，風車の風速データ・発電デー
タを村の中学校にリアルタイムで送る仕組みも導
入した。

３　天栄村の風力発電所の発電実績と収支
　状況に関する調査分析

３－１　天栄村の風力発電所の発電実績
　天栄風力発電所の発電実績について，同村の産業
課から提供していただいたデータを元に作成した，
発電量と設備利用率の推移のグラフを図２に示す。
　年度の途中に稼働を始めた2000年度を除き，2001

年度から2016年度までの発電量は平均で年間491万
kWhで，設備利用率は18.7％であった。建設前の
風況精査時の評価結果である28.6％と比べて，10ポ
イントほど下回る数値となっている。2001年度から
2003年度までは，設備利用率は15％～19％程度と低
かったが，2004年度～2007年度はやや向上してい
る。筆者が2008年当時に行ったヒアリングによれば，
2003年のLagerwey社の倒産後，日本JFEエンジニ
アリング株式会社が買収し，東芝，三菱製の部品を

使用するようになってから，設備利用率が向上した
とのことであった。
　2008年度に発電量が312万kWhと大きく落ち込ん
だのは，先述の通り，落雷による故障の影響である。
　機器の修理後は発電量が回復しており，2010年度
以降の設備利用率は18％～21％の間で推移している
ことが分かる。

３－２　風力発電事業に関する費用および収支の状況
　天栄村の風力発電事業に関する費用および収支の
状況について，表５，表６に示す。
　表５の固定費については，公表されている資料お
よび筆者のこれまでのヒアリングを元に数値を掲載
した。表６の変動費については，同村産業課から提
供していただいたデータを元に，2000年度を除く
2001年度～2016年度の合計値を掲載した。同データ
は天栄村の内部資料であるが，年度ごとの詳細な数
値を伏せた合計値については掲載許可を得たため，
計上して表に記載した。
　表６の変動費について，2001年度～2016年度の合
計では，「歳入」の12億7,659万円に対して，「歳出」
は10億9,830万円で，歳入が歳出をやや上回ってい
る。
　「歳入」における「売電金額」について，2000年
の売電開始から2013年２月までは11.5円/kWhの固
定価格で東北電力に売電してきた。2001年度から
2012年度までの売電金額の平均は年間約5,600万円
であった。2013年３月から売電単価を18.4円/kWh

図２　天栄村の風力発電所の発電実績
（出典：天栄村産業課ご提供のデータを元に筆者作成）
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図2 天栄村の風力発電所の発電実績 
（出典：天栄村産業課ご提供のデータを元に筆者作成） 

表4 天栄風力発電所の建設前のシステム設計に関する経済性評価 
 （単位：千円）

風車台数（750kW級風車） 4基 1基 （A）

921,000 428,000 （B）

発生電力量（MWh/年） 7,488 1,872 （C）
平均年間金利 14,628 6,798
年平均減価償却費 40,606 14,506
メンテナンス及び管理費 9,836 3,514
固定資産税 7,535 2,692
合計 72,605 27,510 （D）

建設コスト（kW単価） 307千円/kW 571千円/kW （B）÷750kWh÷（A）
発電コスト（kWh単価） 9.7円/kWh 14.7円/kWh （D）÷（C）
　　　元データ：風力開発フィールドテスト事業（システム設計）報告書より抜粋
　　　出典：天栄村企画情報課「風使いの集う村　てんえい　天栄風力発電所」
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に引き上げた結果，2013年度から2016年度までの売
電金額の平均は約9,400万円となり，それまでの平
均約5,600万円の約1.7倍に増加した。2001年度～
2016年度の売電金額の合計は10億4,732万円であっ
た。18.4円/kWhの単価は2021年７月までの契約と
なっているとのことであり，それまでの期間は同水
準の売電金額が見込まれる。
　「歳入」における「その他」には，前年度からの
繰越金の他，2008年度の落雷による故障への対応の
ため村内から借り入れた繰入金や，支払われた損害
保険金なども含まれる。
　一方，「歳出」については，一般会計への「繰出金」
は2007年度まで続けられ，2001年度～2007年度の総
額は１億3,440万円だった。しかし，2008年度の落
雷による故障への対応に伴う出費増を機に取りやめ

となった。その代わり，「基金積立」のための予算
が増額された。この基金は，当初は風車の将来の撤
去費用を想定して2002年度から毎年約500万円の積
み立てが開始され，2007年度まで継続した。2008年
度に一般会計への「繰出金」が取りやめになり，故
障への対応が一段落した2010年度以降は積立金が増
額され，毎年740万円～4,100万円程度が積み立てら
れている。目的も，現在では撤去目的に限らず，他
の用途にも使えるものとなっている。「基金積立」
の総額は２億3,512万円となっており，当初，将来
の撤去費用として想定していた２億円を上回ってい
る。
　その他，「歳出」においては，「委託費」や「工事
請負金」，「需用費」，「役務費」などの額が大きくなっ
ている。「工事請負金」には，2008年の落雷による
故障の修理費用も含まれている。
　「歳出」のうち，「繰出金」と「基金積立」に充当
した額を黒字分とし，それ以外を運転維持費と考え
れば，黒字分の合計は３億6,952万円で１年当たり
約2,300万円，運転維持費分の合計は７億2,878万
円で１年当たり約4,600万円となる。これらの数値
は，２－２⑵で先述した，2007年ヒアリング当時の
状況と比較して，黒字分がやや減少し，運転維持費
が増えていることを意味する。一方，2013年３月か
ら売電単価が上がったことで売電金額も増加してお
り，今後大きな故障が無ければ，2013年度～2016年
度の基金積立の平均約3,700万円と同程度の黒字分
が2017年度～2020年度にも期待される。その場合，
2020年度までに１億4,800万円程度が追加で積み立
てられる計算となる。2001年度～2016年度の実績と
しての黒字分と，2017年度～2020年度に期待される
黒字分の合計は約５億２千万円となり，この額は，
建設費10億274万円のうち天栄村の自己負担である
４億6,935万円を上回ることが見込まれる。ただし，
将来撤去する場合の費用として想定していた２億円
を加えると，その合計額を上回る黒字にはならない
可能性がある。

３－３　 天栄村の風力発電所の発電実績と収支状況に
関するまとめ

　以上から，天栄村の風力発電所の発電実績と収支
状況について主な特徴をまとめる。①設備利用率は
2001年度～2016年度の平均で18.7％であり，建設前
の風況精査時の数値28.6％を下回っているが，近年
は18％～21％程度で推移している，②収支状況は概

　表５　天栄村の風力発電事業の固定費

項　　　　　　目 金額（万円）
固定費 建設費 100,274

うちNEDO補助金 53,349
うち天栄村自己負担 46,935

撤去する場合の費用（推定） 20,000

　（出典：天栄村へのヒアリングを元に筆者作成）

　表６　天栄村の風力発電事業の変動費
　　　　（2001年度～2016年度の合計）

項　　　　　　目 金額（万円）
変動費 歳入 127,659

売電金額 104,732
その他 22,927

歳出 109,830
繰出金（一般会計） 13,440
基金積立 23,512
賃金（電気主任技術者） 3,846
報償費 117

旅費 183

需用費 9,445
役務費 8,719
委託費 36,109
土地使用料及び賃借料 1,887
工事請負金 9,976
備品購入費 93

負担金，補助及び交付金 100

補償補填及び賠償金 5

公課費 2,396

　（出典：天栄村産業課ご提供のデータを元に筆者作成）
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ね黒字となっており，売電単価が上がった2013年度
以降は黒字額が増えている，③2008年度に起きた落
雷による故障は，発電実績の上でも収支の上でも大
きな影響を及ぼした，などが挙げられる。
　このように，天栄村の風力発電事業は，設備利用
率は建設前の風況精査時の数値を下回っており，落
雷による故障の影響が大きかったものの，機器の修
理による対応や売電単価の上昇もあって概ね黒字が
続いており，今後の運営によっては事業全体の期間
でも黒字となる可能性がある事例と位置づけられる。

４　天栄風力発電所のリプレースに関する
　シナリオ分析

４－１　選択肢としての風力発電機のリプレース
　2000年12月に発電を開始した天栄風力発電所は，
2020年に耐用年数の20年を迎える。天栄風力発電所
の耐用年数経過後の扱いについては，2017年12月に
筆者が天栄村へヒアリングした段階では，風力発電
の廃止あるいはリプレースについて，決まっている
方針はないとのことであった。
　風力発電を廃止して撤去する選択肢もあるが，再
生可能エネルギーの推進という目的や，前章で整理
したような発電実績を鑑みれば，風力発電を継続す
ることも有効と考えられる。風力発電を継続する場
合，耐用年数を超えて使用する場合や，風力発電機
をリプレースする場合が考えられる。リプレースは，
既存案件のインフラや環境を継承しつつ，最新の発
電機器を導入することにより，新設時と比較した場
合に低コスト・低リスクでの導入が可能である点が
指摘されている 22。同様の観点から，環境省（2015）
「風力発電所のリプレースにおける環境影響評価手
法の合理化に関する検討報告書」23では，円滑なリ
プレースを支援するため，リプレースに伴う環境影
響評価に関する項目の削減や調査・予測手法の簡略
化の基本的な考え方をまとめている。同報告書では，
風力発電のリプレースのモデルケースとして，単基
出力は既存設備より大きくなることを前提とした上
で，「区域」は全て現状と同区域 24，「基数」は現状
と同数か減少，「配置」は現状と同配置 25か同区域
への配置，を想定している。
　関連して，環境影響評価の観点からは，国の環境
影響評価法の対象として，2012年に改正された政
令において加えられた風力発電事業の規模は，第
１種事業が出力10,000kW以上，第２種事業が出力

7,500kW以上10,000kW未満である。福島県環境影
響評価条例では，第１区分事業のみ設定され，出力
7,000kW以上となっている。国の環境影響評価法
では，同じく2012年改正の政令において，風力発電
所に係る軽微な修正・変更の要件として，出力は「発
電所の出力が10％以上増加しないこと」とされてい
る。
　以上を参考として，ここでは，天栄村の風力発電
機をリプレースした場合の費用と収支の推計を行い
たい。

４－２　 風力発電機のリプレースに関する費用と収支
の推計方法

　風力発電機をリプレースした場合の費用と収支に
ついて，資本費，運転維持費，売電金額，撤去費用，
積立金の５つを推計する。それぞれの計算式は，次
の通りである。

　【資本費】
　　　　C＝P×U1 ⑴
　【運転維持費】
　　　　M＝P×U2×Y ⑵
　【売電金額】
　　　　B＝P×8,760×λ×U3×Y×0.0001 ⑶
　【撤去費用】
　　　　R＝C×μ ⑷
　【積立金】
　　　　D＝S×Y ⑸

ただし，⑴～⑸式における英数字は次の通りである。
　　　Ｃ：資本費（万円）
　　　Ｍ：運転維持費（万円）
　　　Ｂ：売電金額（万円）
　　　Ｒ：撤去費用（万円）
　　　Ｄ：積立金（万円）
　　　Ｐ：出力（kW）
　　　Ｕ1：資本費単価（万円/kW）
　　　Ｕ2：運転維持費単価（万円/kW/y）
　　　Ｙ：運転年数（y）
　　　λ：設備利用率（-）
　　　Ｕ3：売電単価（円/kWh）
　　　μ：撤去費割合（-）
　　　Ｓ：１年当たり積立金（万円/y）
　　　8,760：単位換算（hour/year）
　　　0.0001：単位換算（万円/円）
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　その他，費用としては，資本費を借金する場合の
金利，減価償却費，固定資産税なども考えられるが，
今回の推計では対象外としている。

４－３　風力発電機のリプレースの条件
　４－２で設定した変数や単価について，これまで
の発電実績や各種資料をもとに，条件を設定する。

⑴　風力発電機の出力
　現在の天栄村の風力発電機の出力は，１基当た
り750kWであり，大きさは，ハブまでの高さ50

ｍ，ブレードの長さ25ｍである。風車は，世界的
にも大型化，高出力化の方向へ技術が向上してお
り，現在では1,500kW～2,500kWがスタンダー
ドとなっている 26。2017年現在，同じメーカーの
Lagerwey社の出力2,000kWの風力発電機は，ハ
ブまでの高さ66ｍ，ブレードの長さ40ｍであり
27，両者を比べると，出力は約2.7倍ながら，大
きさは約1.6倍に収まっている。このことから，
リプレースする場合，2,000kW級の風力発電機
を選定しても，機材搬入は現実的に対応可能な範
囲と考えられる。一方，出力の増加を，環境影響
評価法における「軽微な修正・変更」の範囲内に
収める考え方もある。この場合，出力の増加を
10％以内にとどめることになる。
　風車の基数については，タワーの設置場所を考
慮すれば，既存と同じく４基か，それより少ない
数が効率的と考えられる。
　表１より，天栄村の風力発電は，民生部門と農
林水産業部門の電力需要の約32％を供給してい
る。太陽光が23％であり，その他の再生可能エネ
ルギーは０％となっている。ここでは，風力発電
機のリプレースによって，再生可能エネルギーに
よる電力自給率を現状程度かそれ以上に高める場
合を想定する。具体的には，次の三つのケースを
想定する。

Ⅰ．再生可能エネルギー電力自給率を現状程度に
維持することを想定し，出力を軽微な修正・変
更に収めるため，１基当たり800kWの風車４
基（出力計3,200kW）にリプレースする。

Ⅱ．再生可能エネルギーの電力自給率を70％程度
にすることを想定し，風力発電の割合を現状の
32％から50％程度にまで向上させるため，１基

当たり1,500kWの風車３基（出力計4,500kW）
にリプレースする。

Ⅲ．再生可能エネルギーの電力自給率を100％程
度にすることを想定し，風力発電の割合を現状
の32％から80％程度まで向上させるため，１基
当たり2,000kWの風車４基（出力計8,000kW）
にリプレースする。

　現状の天栄風力発電所の出力3,000kWに対し
て，上記のケースは，Ⅰの場合は3,200kWへ約1.1
倍，Ⅱの場合は4,500kWへ約1.5倍，Ⅲの場合は
8,000kWへ約2.7倍となる。

⑵　資本費および運転維持費
　経済産業省資源エネルギー庁（2016）の資料 28

によると，20kW以上の陸上風力発電の資本費の
単価は，平均値34.2万円/kW，中央値31.2万円
/kWとなっている。環境影響評価の対象となる
7,500kW上の陸上風力発電では，平均値29.5万
円/kW，中央値28.2万円/kWとなっている。
　同様に運転維持費の単価については，平均値1.5
万円/kW/y，中央値1.1万円/kW/yとなっている。
7,500kW以上の案件では平均値1.1万円/kW/y，
中央値0.9万円/kW/yとなっている。
　ここでは，先に仮定したⅠ～Ⅲのそれぞれの
ケースに当てはまるものとして，次のように設
定する。すなわち，ⅠおよびⅡのケースでは，
20kW～7,500kWの陸上風力発電の単価における
平均値または中央値を用いるものとし，資本費
単価は34.2万円/kWまたは31.2万円/kW，運転
維持費単価は1.5万円/kW/yまたは1.1万円/kW/
yを設定する。Ⅲのケースでは，出力7,500kW以
上の陸上風力発電の単価における平均値または中
央値を用いるものとし，資本費単価は29.5万円/
kWまたは28.2万円/kW，運転維持費単価は1.1
万円/kW/yまたは0.9万円/kW/yを設定する。こ
れらは，相対的に費用がかかる場合は高い値を，
そうでない場合は低い値を設定する。
　運転期間は，いずれも20年間とする。

⑶　設備利用率
　経済産業省資源エネルギー庁（2016）の資料よ
り，20kW以上の陸上風力発電の設備利用率は，
平均値18.8％，直近の2011年以降の設備利用率は
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平均24.2％，中央値24.8％となっている。また，
今後運転を開始する案件における，見込みの設備
利用率に関するアンケートの結果では，全体44件
で平均値と中央値が24.9％，算定根拠を確認した
上で設備利用率が異常に高い又は低い案件を除い
た30件では平均値25.3％，中央値25.0％とされて
いる。
　天栄村の風力発電では，表４に示すように，建
設前の風況精査の段階で設備利用率は28.6％と見
積もられていたが，2001年度～2016年度の運転実
績における設備利用率は，３－１で記述したよう
に18.7％であった。
　天栄村で風力発電機をリプレースする場合の設
備利用率は，最新の発電機を用いることにより，
これまでの実績よりも高くなることが想定される
が，ここでは幅をもたせて，低い場合については
過去の実績をもとに19％，高い場合については経
済産業省の資料をもとに25％として設定する。

⑷　売 電 単 価
　天栄風力発電所の売電単価は，運転開始から
2013年２月までは11.5円/kWhに，固定価格買取
制度開始後の2013年３月以降は18.4円/kWhに設
定されている。風力発電機をリプレースする場合，
契約期限の2021年７月より前に契約を延長する形
で同じ単価が引き継がれるケースも，可能性は低
いと思われるが，想定され得る。
　一方，固定価格買取制度では，20kW以上の
陸上風力発電について，2017年度は21円/kWh，
2018年度は20円/kWh，2019年度は19円/kWhと
設定されている。リプレースする場合はそれぞれ
３円安い単価で，2017年度は18円/kWh，2018年
度は17円/kWh，2019年度は16円/kWhである。
調達期間はいずれも20年間となっている。
　固定価格買取制度は，将来，制度に頼らずとも
自立的に事業を行えるようにする目的もあり，買
取単価は徐々に引き下げられる傾向にある。上述
したように，陸上風力発電の2017年度～2019年度
の単価は，１年ごとに１円低くなるように設定さ
れている。2020年度以降は現時点で未定である。
　天栄村の風力発電機をリプレースする際，固定
価格買取制度の単価が適用される場合に，リプ
レースの基準年として想定している2020年度も同
様の傾向が続くものと仮定して，売電単価を15円
/kWhと設定する。

　以上から，売電単価は，低い場合は固定価格買
取制度における単価と想定される15円/kWh，高
い場合は現状と同じ18.4円/kWhを設定する。

⑸　撤 去 費 用
　撤去費用については，一般社団法人日本風力発
電協会（2016）の調査 29によれば，平均で資本費
の約10％との結果となっている。
　天栄風力発電所では，将来の撤去費用として
２億円を想定していたが，まだ撤去は行われてい
ないため，具体的な金額は不明である。
　今回の推計では，一般社団法人日本風力発電協
会の調査結果を踏まえて，資本費の10％が撤去費
に相当するものとし，撤去費割合を10％に設定す
る。

⑹　積　立　金
　３－２で記述したように，天栄村では，将来の
撤去費用などに当てるため，2002年度～2007年度
には毎年500万円程度，2008年度の落雷による故
障が起きてからは一般会計への繰出金を取りや
め，その分を増額して毎年740万円～4,100万円程
度積み立ててきた。これまでの基金積立の総額は
２億3,512万円となっている。
　前項で設定したように，将来の撤去費用が資本
費の10％程度であれば，天栄風力発電所の場合も
資本費約10億円の10％に当たる１億円となり，こ
れまでの積立金の範囲でもまかなえることにな
る。
　どの程度を積立金にまわすのかは自治体の考え
方によるが，黒字分をすべてまわすよりは，当初，
天栄村でも実際に行っていたように，将来の撤去
費用分は確保しつつ，余剰分は一般会計に繰り入
れて使える方が理想的と考えられる。
　そこで，今回の推計では，撤去費用分を積み立
てるものとし，撤去費用の20分の１を１年当たり
の積立金の額として設定する。

４－４　シナリオの設定
　４－３⑴で設定したⅠ～Ⅲのケースの出力につい
て，運用状況がそれぞれ低位と高位の場合の二つの
シナリオを考える。収支に与える影響から見て，低
い条件の場合を低位シナリオ，高い条件の場合を高
位シナリオとする。すなわち，低位シナリオは，相
対的に資本費と運転維持費が高く，稼働率と売電単
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　表７　天栄風力発電所のリプレースに関して設定したシナリオ

シ ナ リ オ 総出力
（kW）

資本費単価
（万円/kW）

運転維持費単価
（万円/kW/y）

設備利用率
（％）

売電単価
（円/kWh）

運転年数
（y）

撤去費用割合
（％）

積立金額
（万円/y）記号 名　　称

Ⅰ-ａ 3,200kW低位
3,200

34.2 1.5 19 15

20 資本費の10％
撤去費用の
20分の１

Ⅰ-ｂ 3,200kW高位 31.2 1.1 25 18.4
Ⅱ-ａ 4,500kW低位

4,500
34.2 1.5 19 15

Ⅱ-ｂ 4,500kW高位 31.2 1.1 25 18.4
Ⅲ-ａ 8,000kW低位

8,000
29.5 1.1 19 15

Ⅲ-ｂ 8,000kW高位 28.2 0.9 25 18.4

　表８　天栄風力発電所のリプレースに関するシナリオごとの費用等の推計結果

シ ナ リ オ 資本費
（万円）

運転維持費（万円） 売電金額（万円） 撤去費用
（万円）

積立金（万円）
記号 名　　称 １年当たり 20年間計 １年当たり 20年間計 １年当たり 20年間計
Ⅰ-ａ 3,200kW低位 109,440 4,800 96,000 7,989 159,782 10,944 547 10,944
Ⅰ-ｂ 3,200kW高位 99,840 3,520 70,400 12,895 257,894 9,984 499 9,984
Ⅱ-ａ 4,500kW低位 153,900 6,750 135,000 11,235 224,694 15,390 770 15,390
Ⅱ-ｂ 4,500kW高位 140,400 4,950 99,000 18,133 362,664 14,040 702 14,040
Ⅲ-ａ 8,000kW低位 236,000 8,800 176,000 19,973 399,456 23,600 1,180 23,600
Ⅲ-ｂ 8,000kW高位 225,600 7,200 144,000 32,237 644,736 22,560 1,128 22,560

　表９　天栄風力発電所のリプレースに関する
　　　　シナリオ分析の収支結果

シ ナ リ オ 支　出
（万円）

収　入
（万円）

収　支
（万円）記号 名　　称

Ⅰ-ａ 3,200kW低位 205,440 148,838 -56,602
Ⅰ-ｂ 3,200kW高位 170,240 247,910 77,670
Ⅱ-ａ 4,500kW低位 288,900 209,304 -79,596
Ⅱ-ｂ 4,500kW高位 239,400 348,624 109,224
Ⅲ-ａ 8,000kW低位 412,000 375,856 -36,144
Ⅲ-ｂ 8,000kW高位 369,600 622,176 252,576

※支出＝資本費＋20年間の運転維持費　　　
　収入＝20年間の売電金額－20年間の積立金
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績値（平均）の約1.4倍，2013年度～2015年度の
実績値（平均）の約0.8倍となった。Ⅰ- b シナ
リオでは１年当たり１億2,895万円となり，2013

年度～2015年度の実績値（平均）の約1.4倍，Ⅰ
- a シナリオに比べて約1.6倍の売電金額が見込ま
れる結果となった。
　撤去費用とそれに基づく積立金について，Ⅰ
- a シナリオでは撤去費用が１億944万円で１年当
たり積立金が547万円，Ⅰ- b シナリオでは撤去
費用が9,984万円で１年当たり積立金が499万円と
なった。これは，2002年度～2007年度の実際の積
立金と同程度の金額である。

価が低い場合であり，逆に，高位シナリオは相対的
に資本費・運転維持費が低く，稼働率・売電単価が
高い場合である。実際には，低位と高位の幅の間で
の運用が見込まれる。
　以上から，今回推計を行うシナリオをまとめると
表７のようになる。

４－５　 風力発電機をリプレースする場合のシナリオ
分析の結果

　４－４で設定した各シナリオの条件において，費
用と収支の推計を行った。結果を表８，表９に示す。
以下，Ⅰ～Ⅲのケースごとに主な特徴を整理する。

⑴　3,200kWにリプレースするケースⅠ
　3,200kWにリプレースするケースⅠでは，資
本費は「3,200kW低位シナリオ」（Ⅰ- a ）の場
合に10億9,440万円，「3,200kW高位シナリオ」（Ⅰ
- b ）の場合に９億9,840万円であり，現在の風
力発電所の建設時とほぼ同じ金額となった。１
年当たりの運転維持費はⅠ- a シナリオの場合に
4,800万円，Ⅰ- b シナリオの場合に3,520万円で，
これも天栄風力発電所の2001年度～2016年度の実
績値（平均）と同等レベルである。
　売電金額について，Ⅰ- a シナリオでは１年当
たり7,989万円であり，2001年度～2012年度の実
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　20年間運転した場合の収支について，資本費と
20年間の運転維持費の合計額を支出とし，20年間
の売電金額から積立金を除いた合計額を収入とし
て比較する（仮定上，撤去費用と，積立金の総額
は相殺される）。Ⅰ- a シナリオでは，支出が20億
5,440万円，収入が14億8,838万円であり，５億
6,602万円の赤字となった。一方，Ⅰ- b シナリ
オでは，支出が17億240万円，収入が24億7,910万
円であり，７億7,670万円の黒字となる推計結果
だった。

⑵　4,500kWにリプレースするケースⅡ
　4,500kWにリプレースするケースⅡでは，資
本費は「4,500kW低位シナリオ」（Ⅱ- a ）の場
合に15億3,900万円，「4,500kW高位シナリオ」（Ⅱ
- b ）の場合に14億400万円であり，現在の風力
発電所の建設時の約1.4倍～1.5倍となった。１年
当たりの運転維持費は，Ⅱ- a シナリオの場合は
6,750万円で，2001年度～2016年度の実績値（平
均）の約1.5倍となった。Ⅱ- b シナリオの場合
は4,950万円で，実績値と同等レベルだった。
　売電金額について，Ⅱ- a シナリオでは１年当
たり１億1,235万円であり，2013年度～2015年度
の実績値（平均）の約1.2倍であった。Ⅱ- b シ
ナリオでは，Ⅱ- a シナリオの約1.6倍に相当する，
１年当たり１億8,133万円であった。
　撤去費用とそれに基づく積立金について，Ⅱ
- a シナリオでは撤去費用が１億5,390万円で１年
当たり積立金が770万円，Ⅱ- b シナリオでは撤
去費用が１億4,040万円で１年当たり積立金が702

万円となった。これは，2002年度～2007年度の実
際の積立金の約1.4倍～1.5倍である。
　20年間運転した場合の収支について，ケース
Ⅰと同様に比較する。Ⅱ- a シナリオでは，支出
が28億8,900万円，収入が20億9,304万円であり，
７億9,596万円の赤字となった。一方，Ⅱ- b シ
ナリオでは，支出が23億9,400万円，収入が34億
8,624万円であり，10億9,224万円の黒字となる推
計結果だった。

⑶　8,000kWにリプレースするケースⅢ
　8,000kWにリプレースするケースⅢでは，資
本費は「8,000kW低位シナリオ」（Ⅲ- a ）の場
合に23億6,000万円，「8,000kW高位シナリオ」（Ⅲ
- b ）の場合に22億5,600万円であり，現在の風

力発電所の建設時の約2.2倍～2.3倍となった。１
年当たりの運転維持費は，Ⅲ- a シナリオの場合
に8,800万円，Ⅲ- b シナリオの場合に7,200万円
で，2001年度～2016年度の実績値（平均）の約1.6
倍～1.9倍となった。
　売電金額について，Ⅲ- a シナリオでは１年当
たり１億9,973万円であり，2013年度～2015年度
の平均の約2.1倍となった。Ⅲ- b シナリオでは，
Ⅲ- a シナリオの約1.6倍に相当する，１年当たり
３億2,237万円であった。
　撤去費用とそれに基づく積立金について，Ⅲ
- a シナリオでは撤去費用が２億3,600万円で１年
当たり積立金が1,180万円，Ⅲ- b シナリオでは
撤去費用が２億2,560万円で１年当たり積立金は
1,128万円となった。これは，2002年度～2007年
度の実際の積立金の約2.3倍～2.4倍である。
　20年間運転した場合の収支について，ケースⅠ，
Ⅱと同様に比較する。Ⅲ- a シナリオでは，支出
が41億2,000万円，収入が37億5,856万円であり，
３億6,144万円の赤字となった。Ⅲ- b シナリオ
では，支出が36億9,600万円，収入が62億2,176万
円であり，25億2,576万円の黒字となる推計結果
だった。

５．考　　　察

　第３章および第４章での分析結果をもとに，天栄村
の風力発電事業の収支状況と，将来のリプレースの可
能性について，考察を行う。

５－１　天栄村の風力発電事業の収支状況について
　第２章で整理したように，天栄風力発電所の2001

年度～2016年度の発電実績は，平均の設備利用率が
18.7％，売電金額の合計が10億4,732万円となって
いる。落雷による発電量の減少などもあり，平均の
設備利用率は，建設前の評価結果である28.6％より
10ポイントほど低くなっているものの，収支状況は
概ね黒字となっている。建設費用の半額をNEDO
から補助金を得て，村の自己負担は半額で済んだこ
ともあるが，固定価格買取制度が導入される前の売
電単価である11.5円/kWhでの発電が約12年間あっ
た中での実績としては，他の自治体にも参考になる
ものと考えられる。固定価格買取制度の開始により
売電単価が18.4円/kWh引き上げられた2013年度以
降は，年間の平均の売電金額が約1.7倍になってい
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る。このような実績を鑑みれば，耐用年数を迎えた
あとも，リプレースなどにより風力発電事業を継続
することには現実味があるのではないかと考えられ
る。

５－２　天栄風力発電所のリプレースについて
　風力発電機をリプレースする場合について，出力
を3,200kWにするケースⅠ，4,500kWにするケー
スⅡ，8,000kWにするケースⅢのいずれにおいて
も，低位シナリオでは収支が赤字に，高位シナリオ
では黒字となった。赤字額は，8,000kWにするケー
スⅢが最も少なかった。
　再生可能エネルギーによる電力自給率70％程度を
目指すケースⅡでは，現状の風車のスタンダードと
される1,500kW～2,500kWの規模のうち1,500kW
を設定し，基数を現状の４基から３基に減らすと
仮定しており，最も現実的なシナリオと考えられ
る。Ⅱ- a の低位シナリオでは約７億９千万円ほど
の赤字となるが，Ⅱ- b の高位シナリオでは約10

億９千万円の黒字であり，判断が分かれるところで
ある。ケースⅡの中間的なシナリオとして，資本費
単価と運転維持費単価は高位シナリオと同じくそ
れぞれ31.2万円/kWと1.1万円/kW/yとし，売電単
価は低位シナリオと同じく15円/kWhと仮定した上
で，設備利用率を低位シナリオと高位シナリオの間
（19～25％）で変化させると，21.5％以上であれば
黒字になると見込まれた。よって，他の先行事例の
中から実績のあるメーカーの風車を選定して予算内
で導入できる見込みがあれば，有力な選択肢となり
得ると考えられる。
　再生可能エネルギーによる電力自給率100％を目
指すケースⅢでは，資本費に約23億円を必要とする
など，初期投資の財政的なハードルは高いと言える
が，その分，売電金額も大きい。Ⅲ- a の低位シナ
リオの収支では約３億６千万円の赤字であるが，赤
字額はケースⅠ，Ⅱよりも小さい。Ⅲ- b の高位シ
ナリオでは25億２千万円を超える黒字と見込まれ
た。ケースⅢについても，中間的なシナリオとして，
資本費単価と運転維持費単価は高位シナリオと同じ
くそれぞれ28.2万円/kWと0.9万円/kW/yとし，売
電単価は低位シナリオと同じく15円/kWhと仮定し
た上で，設備利用率を低位シナリオと高位シナリオ
の間（19～25％）で変化させると，最も低い19％で
も約７千万円の黒字になると見込まれた。リプレー
ス後の収支で黒字化を目指すことを考えれば，挑戦

的ではあるが，ケースⅢのように出力を大幅に増や
すことも有効と考えられる。
　以上のシナリオ分析の結果を踏まえると，天栄風
力発電所では，リプレースに挑戦してみる価値があ
るのではないかと考えられる。
　ただし，風力発電機のリプレースにあたっては，
他にも多くの課題が考えられる。自治体の風車のリ
プレースにおける課題について，出野・延命（2014）
30は，①補助金返還の問題，②撤去費用の補助，③
系統連系権の継承，④FIT価格に中小型風車枠を考
慮，⑤FIT期間の延長を考慮，⑥保守点検義務化に
伴う保守点検のあり方，の６つを指摘している。天
栄風力発電所の場合で，例えば④と⑤については，
リプレースのケースⅠである800kWは中小型風車
に相当するため，影響が生じる可能性がある。⑥の
保守点検については，２－２⑵で記述したように，
天栄村では電気主任技術者の確保の課題を抱えてお
り，同様に当てはまると考えられる。

６．お わ り に

　本稿では，福島県内の市町村のなかで，再生可能エ
ネルギーの自給率の高い自治体における発電実績と収
支状況を明らかにすることを目的とし，自治体が再生
可能エネルギーの発電施設を所有・運営している天栄
村の風力発電事業を取り上げて，①これまでの発電実
績と収支状況の調査，②将来，風力発電機をリプレー
スした場合のシナリオにおける収支状況の分析，の二
つを行った。また，分析結果をもとに，特徴や今後の
方向性について考察を行った。
　本研究による主な知見は，次のようにまとめられる。

①　天栄村の風力発電事業は，2001年度～2016年
度の平均で発電量が491万kWh/y，設備利用率が
18.7％であり，建設前の風況精査時における設備
利用率の評価28.6％を下回ってはいるものの，収
支状況は概ね黒字となっており，今後の運営に
よっては事業全体の期間でも黒字となる可能性が
ある事例と位置づけられる。
②　風力発電機をリプレースする場合，出力を

3,200kWにするケースⅠ，4,500kWにするケー
スⅡ，8,000kWにするケースⅢのいずれにおい
ても，低位シナリオでは収支が赤字に，高位シナ
リオでは黒字となった。赤字額は，8,000kWに
するケースⅢが最も少なかった。これらの結果を
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踏まえると，出力を増やす方向でリプレースに挑
戦してみる価値もあるのではないかと考えられ
る。
③　リプレースする場合の課題として，高額な資本
費や撤去費用の確保に加えて，電気主任技術者の
人材確保などが考えられるため，それらを含めて
総合的に判断する必要がある。

　本稿で行ったシナリオ分析では，様々な仮定を設け
た上での限られた項目の推計のみであり，実際の意思
決定に際しては，評価の精緻化や他の様々な点を考慮
することも求められる。
　しかし，「再生可能エネルギーの先駆けの地」を標
榜する福島県において，天栄村は自治体が主導して再
生可能エネルギーを導入してきた先進的な事例であ
る。天栄村の風力発電事業には多くの課題もあるが，
今後も引き続き挑戦的な取り組みを期待したい。その
検討にあたって，本研究の成果が少しでも貢献できる
ところがあれば幸甚である。
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