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NEDO 甘粛省太陽光風力ハイブリッド発電所
－JPOWER が手がけたもう一つの風力発電所－
電源開発株式会社

環境エネルギー事業部

風力事業室

本庄暢之

JPOWER の海外コンサルタント案件
別稿にて、JPOWER の風力発電事業を紹介して
いますが、当社はこれ以外に 1 件海外にユニー
クな風力発電所を建設したことがあり、紹介さ
せて頂きたいと思います。
これは、NEDO が 2003～2006 年度に太陽光発
電技術開発の一環として実施したもので、プロ
ジェクトの正式名称は「太陽光発電システム等
国際共同実証開発／太陽光発電等分散配置型
システム技術実証研究（ＰＶ＋風力＋新型蓄電
池）」といいます。当時小職は、国際事業部に
在籍し、JICA 等の ODA 案件を手がけておりまし
たが、当時の国際事業部では、業務分野と受注
先の多角化の観点から、NEDO の国際共同実証開
発の受注を目指し、当該案件の公募に応募しま
した。当時 JPOWER 内で国内外の風力を実施し
ていたのは、新事業部（現在は環境エネルギー
事業部）でしたが、本案件は国際事業部が海外
コンサルタント事業として取り組んだもので
す。

る雅丹国家地質公園というところでした。敦煌
から砂漠のなかを 180km ほど走ったところにあ
り、公園内にある観光客相手のレストランや博
物館、公園の管理人や警官のいる派出所が需要
家です。公園内には奇岩が林立しており、世界
遺産に登録されることを目指しているという
話でした。また事前情報では年間の最高気温が
42℃、最低気温が-22℃ということで、厳しい
自然条件が予想されました。

甘粛省案件の事業体制
本案件は、100kW の太陽光電池（シャープ製）
と 100kW の風力発電機を鉛蓄電池（新神戸電機
製）と組み合わせたハイブリッド発電システム
（インバータ等愛知電機製）を、系統連系され
ていない村落に設置し、実用化のための実証を
行うというものでした。日本側は NEDO の下に
当社とユニコ インターナショナルというコ
ンサルタント会社が JV で参加し、中国側は甘
粛省発展和改革委員会の下に、甘粛省匯能新能
源技術発展有限責任公司という会社が参加し
て、中国側が選定したサイトに、日本側が機材
を持ち込んで実証試験を行うという事業体制
です。小職はそのプロジェクトマネージャーと
して参画致しました。

雅丹国家地質公園位置図

サイトの状況
受託者に採択された我々は、採択後すぐに中
国側が選定したサイトを視察しました。案内さ
れた場所は、タクラマカン砂漠の東端に位置す
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風車の選定
サイト視察から戻った我々は、早速実証に適
用する風車の選定を始めました。NEDO 事業とい
うことから、日本メーカーにも打診したのです
が、北京からも 2,000km 離れた遠隔地で、しか
も砂漠ということから、色よい返事を頂けなか
ったため、中国製風車を採用することにしまし
た。中国の風車メーカー3 社を訪問し、一番ま
ともと思われたのが、北京遠東博力風能設備有
限公司という会社が、米国の Bergy 社のライセ

ンスを得て現地生産している 10kW 級風車でし
た。農村電化の国プロにも多数採用されていた
ことから、本風車を採用することにしました。
中国製風車の仕様
項目

仕様等

型式

XL-10R

用途

独立系統用

カットイン風速

3.1m/s

カットアウト風速

なし

定格出力

7.5kW（系統連系型は 10kW）

偏向風速

15.6m

ローター直径

6.2m

運転温度範囲

-40℃～+60℃

発電機方式

永久磁石式同期発電機

出力

三相交流 240V 定格

駆動方式

ダイレクトドライブ方式

設計最大風速

50.0m/s

重量

477kg

人力ウインチで風車を据付ける

据付工事
システム全体の工事は愛知電機が担当し、風
車の建設は、中国人が中国製の風車を建設する
のを、日本人が管理しました。現地ではまとも
な通訳はおらず、観光ガイドになるための短大
を卒業したばかりの新米ガイドを通訳として
雇いました。彼女は日本語も辿々しく、技術用
語は中国語日本語ともに殆ど知りませんでし
たが、身振り手振りと筆談を交えて意志疎通を
図りました。砂漠での過酷な作業に嫌気がした
のか、中国人作業員が途中で逃げ出したことも
ありました。中国人と日本人では、工事に関す
る思想も品質管理の考え方も全く異なってお
り、いろいろな苦労もしました。また中国側が
担当した風車の製作や施工方法に問題があり、
現地の暴風も相まって風車翼の破損、タワーの
倒壊などにも見舞われ、現地工事は困難を極め
ました。しかし中国側も誠意を持って対応し、
機器が壊れる度に再製作に応じました。日本人
も中国人も現地に住み込みで工事していまし
たので、度々酒宴を設けたりして、意志疎通を
図りながら、何とか全ての機器を据付けること
ができました。

日本のサイトマネージャ（左）、中国のサイトマ
ネージャ（右）と新米ガイド（中央）による工程
打合せ

週一度は風速 20m/s 超の砂嵐に見舞われるサイト
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原因究明
採用した風車は、いわゆるカットアウト制御
がなく、風速が 15.6m/s 以上になるとファーリ
ングという制御で風車が横を向いて、機械的な
入力を制限していました。一方発電機の回路で
は電流を監視しており、過電流になるとサイリ
スタのオンオフ制御で電流を抑制して、発電機
の過負荷を防止していました。同型風車は周辺
の農村電化プロジェクトで数多く使われ、順調
に稼働していると言われていました。現地は 1
週間に 1 度は地吹雪で 20m/s 以上の強風が吹く
地点だったのですが、風車メーカーは「耐風速
は 50m/s で問題ない。他の地点で問題がないの
だから、焼損するのは日本側のシステムが悪い
のだ」と为張しました。
なぜ他のサイトで壊れない発電機が、雅丹で
壊れるのかわからず、近くの農村電化プロジェ
クトで使われている風車を視察に行きました。
のどかな農村に同型風車が設置されており、確
かに順調に稼働しているようでした。また中国
製の太陽光電池も併設されていました。周りの
農家の様子を見ると、負荷は裸電球とテレビ 1
台位しかないのです。恐らく強風で風車が発電
しても、1～2 時間で電池は満充電になり、以降
は発電をしていないから、発電機は過熱しない
のだと推定されました。これに対し雅丹の風車
は空調などの大きな負荷を持っていて、大出力
で発電する時間が長いため、発電機が過熱し焼
損すると考えられました。また過負荷防止用に
設けられていた、過電流を検出した場合に、サ
イリスタでオンオフ制御して電流の実効値を
下げる制御についても、オンの時の銅損とオフ
の時の鉄損が重畳するため、温度上昇を助長す
ることがわかりました。

強風で羽根が吹き飛ばされた風車

支線の固定方法に問題があり、強風で倒壊した
風車
竣工式での出来事
トラブルが多発したため、据付工程は大変厳
しいものとなりました。しかしながら、日中双
方の努力もあり、2004 年の 10 月には機器の据
付を終え、10 月 16 日には現地で竣工式を迎え
ることができました。竣工式には、NEDO の理事
長や甘粛省の副省長をお迎えし、砂漠のなかで
華々しく執り行われました。
ところが風車を据付けたあと竣工式まで風
が吹かなかったため、竣工式の日に初めて風車
は定格出力で運転していたのです。ぶっつけ本
番の運転だったのですが、運転中に発電機が過
熱し、風車は竣工式の途中で次々と焼損して壊
れてしまったのです。幸い竣工式の来賓はこれ
に気づかずにお帰りになりましたが、その後本
格的な対策が必要になりました。

中国の風光ハイブリッド発電所
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対策
発電機の電流制御用にスイッチングレギュ
レータを付けることで対策し、過負荷時には風
車の電気回路を完全に遮断することで、温度上
昇を回避することにしました。そうすることで、
強風時には風車は無負荷となり高速回転を強
いられますが、他に発電機の焼損を防ぐ手立て
はなく、中国の風車メーカーも対策について
渋々了承しました。またバックアップとして、
発電機に熱電対を取付け、過熱時にはスイッチ
ングレギュレータを停止する制御も設けまし
た。
風車の強風対策は、2005 年 4 月に終了し、そ
の後約 1 年に亘って実証試験を実施しました。
風車は実証期間に亘り安定に稼働し、実証試験
は所期の成果を修めることができました。

サイト全景

ハイブリッド運転状況
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後日談など
NEDO の実証試験は 2006 年 3 月で終了し、設
備は中国側に引き渡され、現在も砂漠のなかの
公園で、電力を供給しているものと思われます。
地吹雪や夏季の灼熱、冬季の厳冬に風車が耐え
られるのか心配しましたが、2008 年 7 月に家族
を連れて現地を訪問した際には、1 台のみ羽根
が破損して停止していただけで、残りの 9 台は
順調に稼働しているようでした。修理する場合
でも、人力で建設できる中国製の風車を採用し
たので、それほど負担がないものと思われます。
NEDO の実証事業を終えた後、自身も 2007 年
8 月に JPOWER の風力事業室に異動となり、当社
風車の面倒を見る立場となりました。思い返す
と、甘粛省案件では、風車の空力特性や太陽光
電池とのハイブリッド運転、鉛蓄電池の充放電
特性に関する知識など、どれも現在の事業に直
結する有益な知識を得ることができました。
しかし何より貴重だったのは、プロジェクト
マネージャーとして大変な困難に直面したと
きに、日中双方のパートナーに協力頂くことで、
何とか窮地を脱出できたという体験です。他に
も書ききれない程のトラブルが発生したので
すが、日中共同の国プロであり、次々と起こる
問題に対し、関係者一同必死で対応しました。
全員一丸となってやれる仕事はそれなりに楽
しくもあり、日中英 3 カ国語表示のタッチモニ
タパネルのようなマニアックな成果も数多く
挙げられました。おもちゃのような風車なので
すが、自分自身にとってもターニングポイント
となるようなプロジェクトだったと思います。
現地の風車の安定稼働を願いながら、NEDO、
ユニコ インターナショナル、愛知電機、新神
戸電機、四国電力、シャープ、鴻池運輸、日本
エネルギー経済研究所他、当時の関係者には深
くお礼を申し上げたいと思います。

