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1．はじめに

　秋田県における再生可能エネルギー普及の取り組
みは「WSR」World Solar Car Rarrye が最初に開催
された 1993 年に遡る．「クリーンエネルギーの探求
と若手エンジニアの育成」をテーマに世界三大ソー
ラーカーレースとしてスタートしたこの大会は，今
年 2015 年で 23 回目を迎えた．この間にはバブルの
崩壊に始まり円高不況や地球温暖化問題，3/11 東
日本大震災と福島第一原発事故を経験したことで，
日本のエネルギー政策が大きく舵を切ったことな
ど，時代の大きな変革に翻弄されている．しかし参
加者によるボランティアと若手エンジニアたちの熱
い思いが脈々と継続して今でも再生可能エネルギー
推進県へと導いている．

2．風の王国プロジェクト

　風の王国プロジェクトが正式にスタートしたのは
2008 年 7 月で，翌 2009 年には「環太平洋自然エネ
ルギー国際フォーラム」を開催している．2010 年
には実現可能性調査（Feasibility Studies 調査）を
開始し 2011 年 3 月 8 日に調査を終えているのだが，
そのわずか 3 日後の 3 月 11 日に東日本大震災に見
舞われた．

3．コア組織〈風の王国〉の設立

　我々は FS 調査の結果に沿って，更には震災と原
発事故の影響で一刻も早い事業の実現を望む声に押
される形で「株式会社 風の王国」を設立した．メ
ンバーは秋田県の将来に責任を取る覚悟のあるリー
ダーたちで，建設業協会の代表，電子工業会の代表，
更には公認会計士などが個人的なカンパの形で出資
した法人である．この法人が電力会社の系統枠の申
し込み（当時は抽選）や県有地の使用に関する公募
の申し込みを行い，公募で採択された事業案件を速
やかにスタートさせたのである．

4．〈風の王国・男鹿〉の設立

　まず事業の採択が決まった時点で我々が行った手
順は以下の通りだ．当該地域で実際に発電事業に手
を貸してくれる人と出資者の募集である．最初に事
業が決まった男鹿市の県有地で行う風力発電事業
は，地元で歴史のある企業「株式会社寒風」の菅原
社長を中心とする SPC（特別目的会社）「株式会社 
風の王国・男鹿」を設立した．地元の企業家たちの
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参加を受けて地元出資を中心とする事業がスタート
したのである．勿論これには地元の金融機関である
秋田銀行・北都銀行・秋田信金が初めから深く関わ
り，オール秋田の取り組み体制が出来上がった．

4.1　環境アセスメント
　環境アセスメントの実施に関しても，実際に秋田
市に支社があり地元生まれのスタッフが勤務する

（株）NS 環境に調査を依頼した．この事はその後の
地元への説明会や様々な調整が必要な場面で大きな
力を発揮した．説明する担当者が地元の人間という
事は，他の事例とは比較にならないほど地域との協
力体制が出来上がっていったのである．地元男鹿市
の SPC で地元の人たちの資本を集めながら進めて
いる発電事業であることから，ここで得られる利益
のほとんどがこの地域に分配される形になるために
今後の動向が大いに注目されている．

4.2　ハイブリッド発電システム
　2014 年 7 月には付属する施設の蓄電池と太陽光
発電施設が完成して発電が始まっている．2015 年
中には風車本体の工事が始まり翌年夏に完成の予定
だ．事業規模は風車 4 基（総出力 7,480kW）と蓄電
池（6,912kWh），更にソーラーの（250kW）が加わり，
我が国初のハイブリッド発電システムの実証を兼ね
る．

4.3　蓄電システム
　次にこの出力変動緩和用蓄電池システムの概要を
紹介する．再生可能エネルギーは発電量が気候の影
響を受けるために大きく変動する事が指摘される．
この変動の幅を和らげるのがこの蓄電池の役割だ
が，併設する風車の設備容量と制御システム，そし
て蓄電池のタイプと容量がバランス良く組み合わさ
れている．使用しているのは新神戸電機製「LL-W
型」制御弁式据置型鉛蓄電池（1500Ah）で，事業
期間の 17 年間は交換が不要の予定だ．4500 サイク
ル．耐用年数を大幅に伸ばしたものになっているが，
この運用には当然として過充電・過放電を避ける事

や，天候の予測に基づいた待機容量の設定を含むシ
ステム上の細かな設定が欠かせないことから，今後
のエネルギー政策に貴重なデータを残す事が期待さ
れている．

5．〈風の王国・潟上〉の設立・メガソーラー

　一方では風車が建設されるまでのトレーニングの
意味でメガソーラー（2MW）にも挑戦している．
これも潟上市の県有地の公募に採択された形だが，
前述の男鹿と同様に地元潟上市の企業「菅与組」の
専務が社長となり SPC「株式会社 風の王国・潟上」
を設立した．実は秋田県の日照時間は全国平均より
も大幅に少ないというデータがある．日照時間の少
ない地域でどうやって太陽光発電事業を成り立たせ
るかを慎重に検討したが，その際に大きな助けに
なったのは公共施設での発電実績のデータであっ
た．県や市の施設，さらには大学などでの発電実績
データを分析した結果，幾つかの工夫を施すことで
事業として成り立つことを確信した．
幾つかの工夫というのは以下のポイントだ．
● 高性能な太陽電池パネルの採用（性能の確認・後

述）
● 設置角度の設定（最適設置角 35 度を設定した理

由・後述）
● 冬季間の発電の確保（積雪対策など）
● 架台の選定（コスト・耐久性・耐風性・整地の簡

素化）
● メンテナンス（除雪の作業性・除草作業などの地

元への依頼）
● 鳥対策（鳥の飛来が予想される地域の為・鳥対策

の工夫・後述）

5.1　積雪の調査
〈以下の 3 枚の写真は前年の調査時のもので，同じ
日の積雪状況の調査である〉

以下の写真はすでに完成した蓄電池施設
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　上記の調査でわかるように秋田市や潟上市の雪質
では設置角 38 度では完全に滑り落ちるが，約 30 度
では落ちないことが分かった．

5.2　〈発電性能の試験〉
　次に，今回の潟上市で採用する予定のアイセス社
の太陽電池パネルの発電性能についての実証試験を
前年の夏に行なっている．
　以下はアイセス社製パネル（200W）の実物を使っ
た発電性能試験である．

　15：00 の発電状況は 133.6W で，時間から見て発
電は想定内である事を確認．

　上は浪越エレクトロニクス社が特別に開発した
Watt メーター

●潟上市のアイセス社による実証実験で設置角 38 度
　パネル上の積雪は全て落ちている．

● 秋田市御所野地区にある市の施設内の太陽光発電施設で
設置角 30 度

　パネル上に積雪が厚く残っている．

● 秋田市内「遊学舎」の屋根上のパネルで，設置角は約 30
度

　雪はそのまま残っている．
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　積雪時を想定してセル 1 枚の一部に影を作って計
測．

　パネル全体の発電量が 83.5Wh に減少．

5.3　〈太陽電池の選定〉
　前述の写真はパネルの性能確認試験と積雪時にお
ける発電状況のテスト風景だが，ソーラーカーレー
スのバッテリー残量計など特殊な計測機器を提供し
ている浪越エレクトロニクス社の協力で，太陽電池
パネルのテスト専用 Watt メーターを開発して貰っ
た．テストをしたのは，潟上市の太陽電池メーカー
アイセス社製の 200W 太陽電池パネルだが，8 月 18
日 15：00 の発電状況は 133.6W を示していて，こ
の時間での発電状況としては悪くないことを確認し

て導入が決まった．

5.4　〈積雪への対策〉
　もう一つの実験は雪がパネル上に残った場合の発
電に与える影響を想定したものだが，セル一枚の
1/2 程度を雪に見立てた紙箱で影を作ったところ，
発電量は 133.6 → 83.5Wh に低下した．12 枚× 6 列
の合計 72 枚のセルで構成されるパネルだが，71 枚
が同じ条件でもたった一枚のセルが 50％影に入る
だけでパネル全体の発電が約 2/3 に低下してしまう
ことを確認した．

5.5　設置の仕様を決定
　これらの実験を行なった後，我々が本計画に盛り
込んだ作戦は以下の通りだ．
　冬期間には積雪を自重で滑り落とす事で冬季間の
発電を大切に積み上げる作戦を取ったのである．ア
イセス社の協力で実物のパネルを使い，1 年前の冬
に同じ地域で実験を行って得られたデータをもとに
35 度の理想の設置角を導き出した．
　多くの積雪地帯の計画では冬季間の発電は諦める
のが普通だが，我々の計画はこの期間にコツコツと
発電させることで年間の設備利用率を上げる作戦
だ．実際には雪が滑り落ちて積み上がっても良いよ
うに，パネル全体を地面から 1m 高い位置に設置し
た．これは雪や草による影の発電への影響を最小限
に抑える事ができたことの他に，副産物として雪が
滑り落ちる際にパネルの表面を磨くワイパー効果も
あって，予想以上に冬の発電があったことを報告し
ておく．

5.6　検証
　この雪の害を最小限にする計画は最初の冬にすぐ
に成果が確認できたので，以下に報告しよう．

〈日時：2014 年 1 月 2 日〉
場所：船越地区のメガソーラー・同一地域の 3 事業
所の比較
時刻：11：20 ～ 11：40，
3 事業所：風の王国発電所・ソラエネ発電所・サン
パワー発電所の順に観察
設置角：風の王国・潟上 35 度
　　　　ソラエネ 30 度
　　　　サンパワー 33 度

　この日の調査での考察としては以下のとおりであ
る．
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● 風の王国・潟上発電所のパネルは予定通り雪が滑
り落ちているが，下の段の目地にまだ少しの雪が
残っていて更なる対策の余地がある．設置角 35
度はほぼ正解だったと考える．

● ソラエネ発電所のパネルは風の王国・潟上と同じ
アイセス社のものだが，設置角が 30 度であるこ
とと，周囲が松林に囲まれているせいで積雪が多

風の王国・潟上発電所

ソラエネ発電所

サンパワー発電所

い模様で，この日はパネル上の残雪が多く発電で
は不利であった．

● サンパワー発電所は設置角が 33 度で残雪量は潟
上に比べて幾分多い．

5.7　鳥対策
　この調査で我々が目指した積雪時の発電の確保は
ほぼ想定レベルを達成したことを確認したが，次に
積雪時以外にもう一つ考えられる鳥による害に対す
る対策を紹介しよう．
　当該地は日本海と八郎潟残存湖の河口にほど近い
場所にあり，海鳥をはじめとする野鳥が飛来するこ
とは十分に予測できる地域である．秋田市でもカモ
メなどが飛来し，ビルの屋上や手摺などで羽を休め
ることが少なくない．この際にいわゆる糞害が見ら
れるのだが，前述の実験でもわかるように発電パネ
ル表面に糞を落とされることが最も致命的だ．そこ
で我々は二つの対策を施している．一つはパネルの
ユニット毎に最上端にワイヤーを張ることと，もう
一つは目立つ場所にフクロウのカカシ（実物大の像）
を設置した．野鳥の会などがバードストライクを防
ぐためにガラス面に貼る猛禽類のシルエットのシー
ルを販売しているが，このアイデアに注目してフク
ロウの人形（鳥形 ?）を設置したのだ．これらの効
果があったようで，1 年半を経過した現在まで鳥の
糞に関する被害の報告はない．

5.8　発電の実績
　参考までに〈風の王国・潟上〉の初年度の発電の
実績は以下のとおり．
2013 年 8 月 1 日～ 2014 年 7 月 31 日
総発電量 249 万 9746kWh
設備容量 1,990kWh
設備利用率 約 14.3％
国家戦略室の「コスト等検証委員会」が設定した平
均設備利用率は，メガソーラーが 12％となってい
る事を鑑みれば，日照時間が少ない秋田県内でのこ
の利用率 14.3％は，我々の取り組みに賛同してくれ
た関係者を大いに安堵させた．

鳥対策の影の功労者と思われるフクロウ（左）とワイヤー
（右）
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6．新たな挑戦〈風の王国・洋上計画〉

　秋田県が有する豊かな風資源を日本のエネルギー
政策に役立てると同時に，子供達の未来へのチャン
スを広げる為に，風の王国構想は次のステージとし
て洋上風力発電構想が大きく動き始めている．

　この構想は，秋田沖が国内でも有数の着床型洋上
風力発電の適地であることが判明したことを受け
て，7MW 機を 6 ブロック 426 基設置しようという
ものである．好条件とは，沿岸の風況が既に実績を
上げていることに加え，着床型風車の設置条件に合
致する水深 20m ～ 40m のゾーンが広く分布してい
ることだ．
　米代川・雄物川・子吉川の 3 本の一級河川と男鹿
半島が創り出した遠浅の砂浜が県全域の沖合に広
がっているのである．全体で 300 万 kW という設備
容量はウエイクロス率（他の風車の後流の影響によ
る年間発電量の低下率）を加味しても国内全体の年
間発電量の約 1％に及ぶ試算になる．比較する事に
異議を唱える人もいるが，大型原発 1 基の 100 万
kW の設備容量と比較すれば，その規模感が伝わる
はずだ．もちろん送電線の容量や不安定な自然エネ
ルギーの安定化など課題は少なくないが，それらは
全て技術的にクリアできる問題だ．何よりも国産の
持続可能なエネルギーがここに大規模に眠っている

ことを伝えるために我々は大きく動き始めている．
すでに秋田県主導で「沖合洋上風力事業化に関する
検討委員会」も昨年からスタートしている．

〈以下は 6 ブロックのレイアウト予想図〉

訪れる人たちに発電状況を伝える表示板（風の王国・潟上）

Photo：Mariusz Pazdziora
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6.1　漁協の協力
　この洋上計画で最も特徴的なのは地元の漁業関係
者たちが最初からメンバーに加わっていることだ．
秋田沖の海底のことを知り尽くしている彼らの知恵
と協力がこの計画の最も重要な点だが，90 年代始
めにハタハタの資源保護のために 3 年間の自主禁漁
を実施し，見事に資源の枯渇を防いだ実績のある県
の漁業関係者たちは，洋上風力発電がこの地域の未
来に大きな力になることを見抜いている．

7．おわりに

　これまでの陸上の風力発電計画では以下に紹介す
る〈風の王国の三原則〉に則っての進展を実現して
いる．　次の洋上風力構想は年間 500 億円で 20 年
に及ぶ，正に国家プロジェクト規模の事業となる事
から，三原則に完璧な形での構築は無理としても，
どこまで地域の力を結集できるのか…？　大いに興
味深いところである．しかもその結果が現れるのは
50 年後になるだろう．放射性廃棄物の処分問題や
地球温暖化への対策に，確実な選択肢となる純国産
の再生可能エネルギー資源を，一刻も早く活用でき
る社会を目指す〈風の王国プロジェクト〉が目指す
未来に，いま多くの方たちの力が追い風となってい
る事をお伝えし，感謝の意を表したい．

〈以下の図は洋上風力構想のたたき台になったレイアウト
案の 1 部〉

〈以下は発電量の算定試算〉
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50 年後も秋田県の沿岸には風が吹き続ける事を疑う
者はない．
そして持続可能な未来がそれを求めている事も……

最後に，再生可能エネルギーを地域の未来の為に活
用することを大前提に進めている「風の王国プロ
ジェクト」が理想とする三原則を紹介し，多くの賛
同してくださった皆様への報告といたします．

〈風の王国の三原則〉
1． 地域の企業・組織・個人がプロジェクトの 1/2 以

上を所有している事．
2． プロジェクトの意思決定は地域に基礎をおく組織

によって行われる事．
3． 社会的・経済的利益の 1/2 以上は地域に分配され

る事．
以上の基準の内，少なくとも 2 つを満たすプロジェ
クトが風の王国グループ事業として定義される．

以上

関連 Web サイト
http://www.wgc.or.jp
http://kaze-project.jp
http://www.wwf.or.jp/activities/2014/02/1185010.
html
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