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要　　旨

航路標識の重要な位置付けにある灯台において，システムダウンは許されない。自然エネル
ギーはその出力が不安定であることから，複数の自然エネルギーを同時利用することにより，単
一エネルギー利用時と比較して，電力の安定供給が図れる可能性がある。そこで，3種類（太陽
光（PV），風力，波力）の自然エネルギーを適切に組み合わせ，ハイブリッドシステムとして相
互補完させることにより，十分にシステム効率を向上させる手法の検討を行った。一方，年間を
通じて発電量がより均一化されることにより蓄電池容量の削減が図れ，コストダウンにもつなが
る。今回，本手法に基づき３灯台での設計を行い，内２灯台にハイブリッドシステムの導入を完
了した。

Photovoltaic (PV) power generation systems used for a lighthouse must be immune to
system failures and troubles, because they are regarded as the most important beacons
to assure maritime traffic safety. In order to achieve more stable supply of electric power
than using single unstable natural energy source, utilizing multiple sources simultaneously
has attracted much attention.

We have examined the system efficiency enhancement by implementing a hybrid system
that complementarily integrates three kinds of natural energy sources (PV, wind, wave).
This hybrid system is also expected to reduce the storage battery capacity because it
provides stable power generation through every year. This results in significant cost
reduction.

We designed three hybrid systems for lighthouse use based on the above concept, and
completed to implement two systems as of the end of May, 2002.

技術解説

まえがき

近年，石油等の化石燃料を燃焼させる火力発電や廃
棄物の処理が困難な原子力発電と異なり，地球環境へ
の影響が極めて少ない自然エネルギーへの転換につい
て各方面で，施策が行われている。
夜間や荒天時に航海の安全を図るために各地に多く

設置されている航路標識は，離島や海上等に設置され
るため，商用電力の供給が困難な地点も少なくない。
そのため太陽光，風力，波力エネルギー利用について
調査したところ，それぞれ単一利用の形態では十分に
その有効性は発揮されているものの，現状の灯台等で

比較的大きな負荷容量が必要な箇所では，各エネル
ギー単一で安定した電力供給をするために大規模なシ
ステムが必要となり，設置スペースの確保やコスト面
などの問題をかかえていることがわかった。
ここでは，さらに効率的で安定した電力が得られる

太陽光，風力，波力の複数の自然エネルギーを用いた
ハイブリッド発電システムについて解説，紹介する。
尚，この研究は財団法人日本航路標識協会のもと，

学識経験者，関係官庁，および企業の専門家からなる
委員会を設けて行ったものであり，その中で当社は太
陽光発電装置を担当した。
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図１　ハイブリッドシステム概念図

Fig. 1    Hybrid power generation system.

図２　設置対象地点２）

Fig. 2    Installation sites2).

図３　設計の流れ

Fig. 3    Outline procedures for design of Hybrid system.

１ . ハイブリッド発電システムの概要

灯台用ハイブリッドシステムは，太陽光，風力，波
力の各発電装置を組み合わせて蓄電池を介して負荷で
ある灯器及び無線装置等に電力を供給するものである
（図１）１）。

負荷となる灯器は，航路安全上重要なものであり，
充電不足等によるシステムダウンは許されない。
一方，自然エネルギーは，それぞれ単体では不安定

な電源であり，気象条件によっては連続して発電でき
ない日が続く可能性がある。その為，従来は連続20日
間発電できなくとも負荷を止めないだけの蓄電池を用
意する必要があった。ハイブリッド化することにより
各発電システムが互いに補間し合い，連続した充電不
足が生じにくくなると考え，今回は蓄電池容量を従来
の半分の10日分とした。

２ . システムの設計

２・１　設置対象灯台
ハイブリッドシステム設置対象の灯台は，国内の代

表的な地点から図２の3箇所を選定した。

松前小島灯台
（北海道松前郡）
神子元島灯台
（静岡県下田市）
水の子島灯台
（大分県南海部郡）

２・２　各電源における容量配分手法
ハイブリッドシステムを構築する際に重要となるの

が，各自然エネルギー発電システムの容量配分であ
る。
システム設計概要を以下に示す。
①負荷の使用状況を踏まえ負荷容量を算出する。灯
台負荷は灯標と通信機器・観測機器。
②蓄電池容量を決定する。
③各地点における制約，特殊条件を検討する。
④風力・波力発電機は太陽光発電装置と比較して離
散的な値をとるため風力・波力発電機の容量を数パ
ターン選出する。
⑤風力・波力発電機出力を算定し，比較的小刻みに
容量変更することのできる太陽光発電で調整する。
⑥上記容量計算結果を用いて，各パターンに発電電
力利用率等の項目について算出する。
⑦上記算出結果をもとに，最適と考えられるシステ
ム容量配分を決定する。
以上をまとめたものを図３に示す１）。
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今回，松前小島灯台では設置上の制限から波力発電
は不可となった。松前小島の検討結果を表１に示す１）。

２・３　太陽光発電システムの各種設置条件
太陽電池の設置場所は，周囲を海に囲まれた小さな

島である。その為，一般住宅用に比べ耐塩害性能及び
強風に対する強度が必要となる。太陽電池の枠材とガ

松前小島�

神子元島�

水の子島��
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写真２　太陽光発電装置（神子元島）

Photo 2    PV system (Mikomoto island ).

表２　サブアレイ仕様

Table 2    The specification of sub-array.

写真１　太陽光発電装置（松前小島）

Photo 1    PV system (Matsumae island ).

ラスの間に海水の浸入を防ぐため樹脂を充填した。
一方，太陽電池を固定する架台は，ステンレス製を

使用し，さらに，アルミ枠との電食を防止するため絶
縁板を挟んで固定した。
各設置対象地域に対して以下の条件を配慮した設計

を行った。
（１）松前小島（写真１）
冬季積雪のため架台の設置角度を40度以上とし，

太陽電池受光面上に雪が残りにくくする。
島及び建屋の影の影響を出来る限り少なくするため

設置場所を考慮する。
（２）神子元島（写真２）
施設屋根への設置のため太陽電池架台は水平型と

し，勾配屋根面に屋根材として設置。
太陽電池面のメンテナンス用（清掃等）に，移動梯

子を設置。
（３）水の子島
波浪に対する強度及びメンテナンス性を考慮して設

置角度を10度程度とする。
太陽電池受光面及び裏面に保護板を設置（出力15

％減）

２・４　太陽電池アレイの設計
現場での運搬・設置の容易さを考慮してシステム電

圧である48Vを得るための最小単位として，12V用太
陽電池モジュールを４直列で１架台とした。これをサ
ブアレイとする（表２）。

２・５　太陽光発電量計算
風力，波力発電機出力の算定後，月毎の不足電流量

を算出し，不足電流量を賄うため太陽光発電量の計算

を以下の手法で行う。
尚，月間平均日射量は，NEDO全国日射関連データ

マップに基づき，1961年から1990年までの30年分の
平均日射データを用いた。
①太陽光発電モジュール直列数Nsの算出
　Ns ＝（Vf＋Vwd）/Vpm_at48℃
　　　 ＝（24× 2.35+1.4）/15.84
　Vf ：浮動充電電圧（2V蓄電池24セル分）
　Vwd ：ケーブル，ダイオードでの降下電圧
　Vpm_at48℃：48℃における最適動作電圧
②太陽光発電モジュール並列数Npの算出
　Np ＝ bc／（Ipm×U×D）／0.97／0.96／0.876

表１　 容量配分検討表（松前小島）

Table 1   The capacity allocation examination (Matsumae

island ).
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表４　影の日射量への影響（松前小島）

Table 4    The influence of the shadow on flux of solar

radiation (Matsumae island).

表５　各灯台における容量配分

Table 5    The capacity allocation in each lighthouse.

表３　各発電出力係数

Table 3    The correction factor.

２・６　太陽電池の保護
海面に近いところでは，高波をまともに被ることが

ある。その時，波によって持ち上げられた小石等がガ
ラス面に衝撃を与え破損する場合がある。対策とし
て，太陽電池表面には透明な保護板，裏面にはステン
レス製の多孔板を取付けられるようにした。
今回は，水の子島に設置する太陽電池においてこの

対策を施している。

２・７　影の影響
太陽電池は，光を受けて発電する。そのため，南面

を中心に周囲に遮光物が無いのが理想である。
しかし，実際には，灯台，建物，山，他の太陽電池

等周囲には遮光物が多々ある。また，影の長さは時間
に応じて変化し，季節によっても変わるため，１年間
を通して，影響を調べる必要がある。
今回の松前小島の場合は，西側に高い山があり，午

後には太陽電池の一部に影がかかることが分かった。
そこで，設置場所をできる限り東側に寄せて設置し
た。また，１年間の影の動きをシミュレートし日射量
への影響を計算した（表４）。
ここで，各サブアレイにおいて，少しでも影がか

かっている場合は，まわりからの散乱光のみが発電に
寄与すると考え20％の日射量とした。総日射量は，10

分毎のデータの１時間平均を積算して求めた。表３に
おける，影の影響の有無による比率を用いて松前小島
の推定発電量を計算し，太陽電池容量を決定した。
水の子島の場合は，すぐ南西に灯台があり，松前小

島同様に影の影響を考慮するとともに，前述の保護板
の光透過率によるロス分を15％として太陽光発電量
を試算した上で，波力発電装置の容量を決定しハイブ
リッドによる総発電量を求めた。

　bc ：月間不足電流量（Ah）
　Ipm ：最適動作電流（3.02Ａ）
　U ：月間平均日射量（kWh／㎡／日）
　D ：月間日数（日／月）
　0.97 ：モジュール汚れ補正
　0.96 ：日射量　月変動補正
　0.876：太陽電池　発電効率補正係数
その他，今回発電システム出力の計算で用いた種々

の係数を表３に示す２）。

３ . ハイブリッド化時の発電シミュレート

早稲田大学若尾研究室にて，松前小島，神子元島，
水の子島の各灯台における発電装置ごとの容量配分を
行った（表５）。

ここで，例として松前小島にてハイブリッド化した
場合の各発電電流量と負荷消費電流量の計算結果を
図４に示す２）。
図４より，太陽光発電による発電電流量は日射量の

関係から，冬場に少なく夏場に多い傾向がみられる。
逆に，風力による発電電量は北海道の日本海側という
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写真３　ハイブリッドシステム設置例（松前小島）

Photo 3    Hybrid power generation system

(Matsumae island ).

こともあり，冬場に風が強く夏場に弱い傾向がみられ
る。一方，負荷消費電流量は負荷のメインが灯器であ
り，夜の長い冬場の方が点灯時間の関係で負荷消費電
流量が多くなる。以上より，太陽光発電と風力発電を
ハイブリッド化することにより，相互に補間し合い合
計発電量が各月で負荷消費電流量を上回る形となって
いる（写真３）。

むすび

以上より，3種類の自然エネルギーを適切に組み合
わせ，ハイブリッドシステムとして相互補完させるこ
とにより，十分にシステム効率を向上させることが可
能であることがわかった。ハイブリッド化により，太
陽光発電のみではスペースの関係等で設置不可であっ
た大型灯台等へも，設置対象を拡大できるものであ
り，今後の太陽光発電の更なる普及に向けて，ハイブ

リッド化に適した形状，仕様の太陽電池アレイの創出
に努めたい。
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図４　発電シミュレート（松前小島）

fig. 4    The simulation of power generation current

(Matsumae island ).
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