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1.はじめに
地球温暖化は、1985 年に地球温暖化に関する初めての世界会議（フィラハ会議）をきっかけに大き
な問題として取り上げられるようになりました。これ以降、今日では、地球温暖化は地球全体の環境
に深刻な影響を及ぼすことが懸念され、温暖化防止は世界的にも喫緊の課題となっています。わが国
においては、気候温暖化問題への対応として、京都議定書目標達成計画（2008 年 3 月改訂版）、地球
温暖化対策推進法（2008 年 6 月改正）
、第 2 次循環型社会形成推進基本計画（2008 年 3 月）
、低炭素社
会づくり行動計画（2008 年 7 月）と矢継ぎ早にこの問題に関連する政策が打ち出されています。
このような社会情勢の中、2009 年 2 月に『平成 2 0 年度東京フォーラム～地球環境問題に対する農
山漁村からの貢献～』
（主催：全国農村振興技術連盟・
（独）農業農村工学会）が開催されました。そ
こでは、農業農村整備技術や工学的取組みによる地球温暖化問題に対する貢献の可能性が指摘された
1)

ほか、水力発電やバイオマス利用による温暖化防止実施事例などが紹介されました。2) 国内的には、

産業構造及び地域社会から、低炭素社会構築に向けて変えていく必要があり、グリーンニューディー
ル政策とでもいうべき転換が必要な時代になっていることも指摘されました。
農業農村地域は多面的な機能を有しており、
農業土木分野は地域における低炭素化で技術
的貢献が期待できる分野と考えます。今回、
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2.農業農村整備事業における低炭素社会に向けた取組み
農業分野における地球温暖化は、降雨形態の変化、高温障害等の影響を受けるものであり、安全な
食料を持続的に供給する側面から対応が迫られています。水田等では、営農を続けることでメタン発
生の抑制や、炭素の固定が行われることとなりますが、農業農村整備事業においても低炭素社会に向
けた対応が求められています。農林水産省のホームページ 3)には、平成 21 年度の農村振興局の重点事
項 11 項目が示されており、
その 1 つに農山漁村地域における低炭素社会の実現が掲げられております。
この重点事項を実現させるため、以下の 3 つの事業が推進されています。

農山漁村地域における低炭素社会の実現
①低炭素むらづくりモデル支援事業
農村地域における温室効果ガス削減計画を策定し、小水力・太陽光発電施設等の整備及び削減
量の評価を行うことなどを支援。
＜事業実施主体：民間団体、地域協議会

補助率：1/2 または定額＞

②炭素貯留関連基盤整備実験事業
炭素貯留による生産基盤の機能への影響を検証するとともに、施工に際しての最適な工法等の
技術的な実証を行うことにより、基盤整備事業による農地土壌への効率的な炭素貯留を推進。
＜事業実施主体：都道府県、土地改良区等

補助率：定額＞

③地域用水環境整備事業
農業水利施設の持つ自然エネルギーを活用した小水力発電施設の新設、更新等を支援し、農村
地域における CO2 排出削減を推進
＜事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区

補助率：農林水産省、北海道、離島 50%、

奄美 52%、沖縄 2/3＞
3.北海道の土地改良事業における低炭素化の可能性
3-1.農業用水の水力利用の事例と CO2 削減の可能性について
低炭素社会構築に向けて、再生可能エネルギーの技術開発及び普及が必要とされています。わが国
では再生可能エネルギーを「新エネルギー」と称しています。
水力は、この新エネルギー分野から除外されていますが、比較的水量が豊富なわが国などアジア諸
国等では再生可能かつ有用なエネルギー資源であり、CO2 削減に寄与できるエネルギーです。
農業用水は水量が豊富なことから水力発電が十分可能と考えられます。北海道の農業水利施設は大
規模なものも数多くあり、賦存量は相当程度あると考えられ、低炭素社会構築に向けて貢献できる分
野と考えられます。
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原土地改良区では、用水路の急流工の落差を利用して、
用水路の安定水量を、一部開水路を管水路に改修し、
発電出力 340kW と 170KW の設備 2 基がすでに稼動し、
ゲートの電動化などへの利用が図られています。
以上のことから、今後、北海道においても、用水路
の落差を利用した小水力発電の将来需要も考えられま
す。発電には、落差と安定した流量が必要となります
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が、流量設定においては用水路での流量観測データが
必要であり、落差工を有する用水路や減圧弁を組み込
んだパイプラインなどの発電可能施設情報、電力利用
の需要等の情報が重要と思われます。また、発電にあ
たっては、電気事業法の規定により自家用電気工作物
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流量・有効落差・概算発電量
の関係図

の届出・承認、電気主任技術者の選任、保安規程の作成と遵守が必要になります。ただし、保安業務

を電気保安協会等の国が指定する機関に委託する場合は電気主任技術者の選任を免除される制度とな
っています。
いま、参考までに流量と有効落差（水頭）との関係から、近似式（下式）により発電量を算定する
と図-1 のようになります。

P ≒ 8.5 × Ｑ×Ｈ
ここに、P:発電量(kW)
Q：流量(m3/s)
H：有効落差(水頭)(m)
農業用水利用による小水力発電の先駆的事例として、国営事業で施行された A 地区では、かんがい
期間に限り、管水路の有効落差を利用した発電設備により、管理用電力を賄い、余剰電力は電力会社
へ供給している例もあります。
農林水産省において、水力利用による CO2 削減の取組みが始まったところですが、今後、北海道に
おいても、落差を利用した小水力発電による CO2 削減への貢献に期待するところです。
3-2.新エネルギー[風力+太陽光発電]を利用した水管理システムによる CO2 削減事例
前出の A 地区は、水管理システムの導入により、主要な分水施設の分水位、分水量、余水量等の水
利情報を中央管理所及びダム管理所で情報を共有し、水利用の合理化と配水管理の効率化に寄与して
います。水利用情報の集約によって、巡回管理に係るエネルギーの削減が図られています。また、分
水施設が、山間部を縦走する路線途中にあ
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A 地区における分水施設発電装置の設置例

3-3.環境保全型かんがい排水事業等における排水路整備での CO2 削減効果について
環境保全型かんがい排水事業（国営）は、平成 9 年度に、北海道（平成 13 年に沖縄県にも拡充）に
おいて、環境保全に資する各種事業等との連携の下に、水質浄化機能等多面的な機能を有する農業用
用排水施設の整備を行う事業として創設された事業

2)

です。北海道においては道東の大規模酪農地域

を中心に、肥培施設の整備や排水路整備及び排水路整備における土砂緩止林、遊水池・排水調整池整
備による土砂流出と環境負荷の河川等への流出を抑制する等、水質浄化対策が行われています。
1) 多自然工法による CO2 削減
治水事業における CO2 削減量試算によれば、多自然工法で施工した河川に対する従来のコンクリ
ート護岸による工法で施工した河川の CO2 排出量の割合は約 48％と多自然工法による CO2 削減効果
が大きくなっています。なかでも、従来工法は CO2 排出量全体に対して護岸工の排出量の割合が約
70％に及んでおり、コンクリートの製造、運搬、敷設に伴う CO2 排出量が大きいことが指摘されて
います 4）。
環境保全型かんがい排水事業では、土水路が採用されることが多いと考えられますが、この土水
路での整備は、環境との調和を図り、生物多様性を維持保全するほか、外部効果としてコンクリー
ト使用量の削減に伴う CO2 削減にも有効と考えられます。環境保全型かんがい排水事業か否かにか
かわらず、受益者及び施設管理者との合意形成の上で多自然工法の採用が可能であれば、従来工法
（連結ブロック等）に比べて CO2 削減が可能と考えられます。また、間伐材の利用により、次項に
述べる「森林経営対象面積」を増やすことにもつながります。
2) 土砂緩止林整備による CO2 削減効果
環境保全型かんがい排水事業では、水質浄化を目的として土砂緩止林が整備されていますが、土
砂緩止林は水質浄化機能のほかに、生態系ネットワークの形成により生物多様性に貢献するほか、
森林のもつ CO2 削減機能を有しています。

京都議定書では、1990 年以降に行われた植林・再植林・森林減少によって生じる二酸化炭素の吸
収・排出量に限って算入してもよいということが認められ、その後の交渉で、2001 年の第 7 回目の
条約の締結国会議（COP7）では、森林管理など植林・再植林・森林減少以外の活動からの吸収量も
第 1 約束期間（2008～2012 年）から算入できるようになりました。実際の森林の吸収・排出量は、
木の種類、年齢によっても様々であるうえ、まだ科学的に解明されていない部分が多く、森林によ
る二酸化炭素の吸収・排出量を正確に試算することは困難であるなどという理由から、算入の対象
となる活動が限定されているのが実情です 5)。
京都議定書にもとづく森林吸収量の算定方法は専門的で分かり難いのですが、全国の全森林のう
ち、森林経営対象森林が占める面積割合を全森林の吸収量に掛けることによって算出されています。

京都議定書に基づく森林吸収量＝全森林の吸収量×森林経営対象森林面積率（％）
ここに、
森林吸収量（炭素トン/年）＝幹の体積の増加量（m3/年）×容積密度（トン/m3）×拡大係
数×炭素含有率
森林経営対象となる森林は、全国の森林からいくつかの森林を無作為に抜き出して調査し、それ
らの森林の内で森林経営の対象となる森林がどのくらいの割合を占めているかを毎年調べ、森林経
営対象森林面積を推定する手法がとられています。一方、京都議定書のルールでは、育成林では適
正に手入れされている森林の吸収量だけが削減目標の達成に利用できるとされており、森林が「森
林経営」の対象となるには手入れが必要です。森林経営対象面積を効率的に増やすためには間伐が
最も経済的な方法とされており、植栽や下刈などに比べて間伐は一回作業すると 10 年程度は手入れ
を行わなくても適切な状態に保たれる 5)といいます。
この土砂緩止林による CO2 削減量を上式より算定することは非常に困難であるため、林野庁で試算
された、広葉樹における CO2 削減量 3.6 t-CO2/ha/年をもとに、国営環境保全型かんがい排水事業 B 地
域における CO2 削減量を試算しました。この結果、B 地域ではこれまでに約 160ha の土砂緩止林の整備
を予定しているため、１年で約 590t-CO2 の二酸化炭素の削減に貢献することになります。
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B 地域における土砂緩止林の整備例

3-4.低平地水田パイプライン整備による CO2 削減について
石狩川の中下流に位置する低平地等においては、自然圧でのかんがいが困難なため、従前より揚水
機によるかんがいが多く行われています。戦後、ライニングされた開水路を主体とする水利システム
が多く採用されていましたが、施設更新事業等により用水路のパイプライン化が普及し、水利用の利
便性の向上や、維持管理が容易になるなどの効用が発揮されています。
パイプライン化により、従前の供給主導型水利システ
ムから需要主導型システムに移行したことにより、従前
発生していた開水路末端での無効放流（図-4）が削減さ
れ、かんがい効率が向上し、結果として使用電力量、電
気料金の低減が実現しています。
使用電力量の削減は、すなわち、CO2 削減に直結してお
り、事業の外部効果として低炭素社会構築に貢献してい
るといえます。

図-4

開水路末端での無効放流の例

いま、土地利用がパイプライン整備前後でほとんど変化していない C 地区の、パイプライン化の進
んでいるある一つの揚水機場を事例にとり、電力量(kWh)から CO2 削減量を試算すると以下のようにな
ります。
環境省の試算によると電力量減少による CO2 削減量は、北海道電力(株)では 1kwh 当り 5.17×10-4
t-CO26)を目安としており、C 地区でのパイプライン化整備前の電力量(平均値)と地区完了時の電力量
の差で考えた場合、985×103kWh/年の電力量を減少(図-5)していることになる。
よって、CO2 削減量は、985×103(kWh/年)×5.17×10-4 ≒509.2t-CO2 と試算されます。
以上のように、揚水機によるかんがいにおいては、パイプライン化による CO2 削減に貢献可能と考
えられます。
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C 地区Ｔ揚水機におけるパイプライン化前後の使用電力量の推移

4.農道整備による CO2 削減
農道は、農業機械や資材の運搬路として、また、収穫した作物の搬出路等の本来目的のほかに、国
道や道道、市町村道を結ぶネットワークを構築し、災害時の迂回路、受益者等の生活道路として利用
され、さらに、緊急医療の搬送路としての利用など多様な機能を有しています。
一方、人口が集中していない地方都市や農山村部では総じて公共交通が不便であるなど、乗用車に
替わる交通手段に容易に切替えることができないため、

表-3

移動を自動車に依存せざるを得ない状況があり、世帯当
たりの CO2 排出量は大都市と比較して多い

7)

支庁名

のが実情で

石狩支庁
渡島支庁
檜山支庁
後志支庁
空知支庁
上川支庁
留萌支庁
宗谷支庁
網走支庁
胆振支庁
日高支庁
十勝支庁
釧路支庁
根室支庁
合計

あります。北海道は面積が広く、移動距離が長いため全
国的にもとくにその傾向が大きな地域になっています。
農道は、上記の交通機能のほかに、凹凸の著しい未舗
装道路あるいは簡易な砂利舗装

道路などで従前にみら

れた農作物への粉塵の飛散による品質低下を防止する機
能を有しています。さらに、道路網のネットワーク化に
より移動距離の短縮化、走行性改善、燃費向上を実現し
ています。北海道農政部農村整備課がまとめた『道営農
道整備事業実施状況図』（平成 17 年 3 月）によれば、各
種農道整備事業で整備された道路延長は約 7,000km に及
んでおり、農道整備による CO2 削減効果は少なくないと
考えられます。一方、これまでの農道整備による CO2 削
減量を推し量ることは現状では困難とも考えられます。

道営事業における農道整備状況
農道整備延長
(m)
317,738
228,673
256,353
282,158
830,360
859,554
237,317
368,610
801,141
264,238
316,084
1,115,843
588,550
496,241
6,962,860

（備考）本表は、『道営農道整備事業実施
状況図』（H17年3月 北海道農政部農村
整備課）をもとに集計した。

今後、農道整備において、整備前後の交通量調査等を通
して CO2 削減量を定量的に把握し、農道整備分野における CO2 削減効果を明らかにしていくことが低炭
素化とともに事業推進においても有効と考えられます。
5.外部効果（環境便益）としての CO2 削減効果の重要性
既存事業の一部をとりあげ、その中から事業による CO2 削減について考察しました。この他にも、
水利再編による既存施設の有効利用、圃場の不陸解消に伴う作業機械走行性の改善(農地防災事業)や
圃場整備による作業機械効率の改善(農地再編整備事業等)による燃料消費減少等によって、付随的に
二酸化炭素の削減に貢献していると考えられるものがあります。
これまでの土地改良事業の効果は「作物生産効果」と「営農経費節減効果」が経済評価の指標とさ
れてきました。しかし、今後は、「土地改良事業では更新事業が中心となり、しかも環境配慮への支出
が徐々に増えている土地改良事業が、消費者余剰向上あるいは食料の安定供給及び多面的機能などの
環境便益が中心となる」8)ともいわれるようになっています。
農林水産省においても低炭素社会実現に向けた取り組みが始まっており、CO2 削減技術の開発、外部
効果として CO2 削減効果の定量化が益々重要になってくるものと考えられ、さらには生物多様性国家
戦略にもとづく環境対応も求められています。ただし、環境に偏りすぎて農地、農業の持続性が損な
われては意味がありません。あくまで、
「環境との調和を図りつつ」が大切であると考えます。

6.おわりに
浅学非才を省みず CO2 削減（地球温暖化防止）という大それたテーマで取りかかりましたが、何を
どう書いてよいか悩み抜くことになりました。このような中、身近な既存事業（完了地区、実施地区
等）で既に CO2 削減効果を発揮している又はこれから発揮しようという事業があることに気付きまし
た。そこで、事業地区の事例から具体的に CO2 削減量を提示できるのではなかろうかと考えました。
今回紹介した既存事業にみられる CO2 削減事例はほんの一部ですが、経験豊富な皆様にはまだ数多
くの事例が列記されると思われます。
現下の世界情勢からみて、地球温暖化防止は最も大きな地球規模の問題と思われ、土地改良事業に
おいても、今後、地球温暖化問題への対応が大きな技術的テーマとなることは間違いないと思われま
す。そこでは農業土木技術者は、技術者の知恵、工夫により CO2 その他の温暖化ガス排出削減を図っ
ていく姿勢が大切ではないかと考えます。
冒頭で述べた東京フォーラムで、『地球環境問題と総合政策』と題して講演された、横山彰教授（中
央大学総合政策学部）は、「長期的、継続的な排出削減を実行していく上で、技術の継承が極めて大事
なことであり、一旦、技術がとぎれてしまえば、それを取り戻すために膨大なエネルギーを必要とす
る」といった内容が語られました。今回の事例には記載していませんが、空知管内で施行された無動
力ポンプはその施設更新にあたって、国営事業でその技術の継承が行われ、新たな無動力ポンプとし
て生まれ変わっています。また、同じく空知管内の用水路では無動力除塵機が稼動するなど、農業土
木技術においてゼロエミッション工法ともいうべき技術が既に採用されています。
今後は、圃場レベルでの炭素貯留技術やバイオマス利用の拡大など、新たな温室ガス削減技術が開
発されていくことと考えられますが、これまで培ってきた既存の農業土木技術のなかでも低炭素化が
実現可能な技術が眠っていそうです。また、諸先輩が築いてこられた各種農業土木技術等の継承、そ
の援用により、CO2 削減に配慮した施設計画、設計が必要な時代になっていると考えます。
なお、貴協会には投稿の機会を与えていただき御礼申し上げます。また、「3-2」で示した発電設備
仕様は（株）測機社より資料提供をしていただきました。ここに謝意を表します。
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