
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いばらき自然エネルギーMAPづくり 

第 1回 現地踏査報告 

（美樹工業つくばメガソーラー発電所・原製作所・波崎神栖風力発電所編） 

 

 

 

 

 

 

調査実施日 

2012年 8月 8日 

 

 

調査実施者 

島田泰地(茨城県筑西市立明野中学校 2年) 

安島諒(茨城県筑西市立明野中学校 2年)  

島田敏（茨城大学地球変動適応科学研究機関 ICAS） 

 



いばらき自然エネルギーMAPづくりについて 

 

 

図１ いばらき自然エネルギーMAP 

 茨城県には多様な自然環境と、その自然環境を上手に活かした自然エネルギー利用の取

り組みや施設、自治体による計画などなどがたくさん存在します。それらの一つひとつに

実際に足を運んで、自らの目で見て、感じて、つながり、考えることを通して一歩一歩、

茨城という地域と自然エネルギーに理解を深めることを目的に、2011年 11月からいばらき

自然エネルギーＭＡＰづくりの活動を開始しました。本年度は日本学術振興会の科学技術

研究費費(奨励研究)「茨城県における自然エネルギーに関するデータベース作成のための

調査研究」が採択され、その研究の一環として県内の自然エネルギー施設の現地踏査を実

施することにしました。 

 今回は、第 1回目の現地踏査として、中学校の職業体験の場として茨城大学ＩＣＡＳで

職業体験を希望され茨城大学を訪問してくれることになった、茨城県筑西市立明野中学校 2

年生の島田泰地君、安島諒君の 2名と共に、茨城県と千葉県の県境の約 1/2及び茨城県の海

岸線の約 1/2を含む合計 296kmの距離の現地踏査を実施しました。 

 踏査地点としては、つくば市にある美樹工業つくばメガソーラー発電所、稲敷市にある

原製作所(太陽軌道追尾型太陽光発電システム)及び波崎神栖風力発電所を選び、出発地点で

ある筑西市を 6:40分に出発し 18:30に再び筑西市に帰着しました。 

 



 

図２ 踏査工程 総走行距離 296km 高速道路を含む 

 

図３ 踏査ポイントの位置 
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１．美樹工業つくばメガソーラー発電所編 

明野中学校 2年生の職場体験で茨城大学 ICASを訪れました。職場体験の内容は、茨城

県の自然エネルギーを利用した発電所等をMAPに表します。茨城県つくば市にある美樹工

業メガソーラー発電所に行きました。ここでは、美樹工業メガソーラー発電所について報

告します。 

 

図４ 早朝に撮影した美樹工業メガソーラー発電所の全景 

 

 

図５ 美樹工業メガソーラー発電所の全景 

（美樹工業株式会社 提供） 

 



 

図５ 美樹工業メガソーラー発電所の詳細位置 

 

 

 

 

図 6 パネルの設置状況 



 

 

図７パネルの設置状況 

パネルは全て、南に向いていました。また、パネルの角度を分度器で測ったところ１０度

くらいでした（実際には５°）。また、1枚のパネルの幅は約 1mでした。 

 

図８ パネルの架台 

ソーラーパネルの台の部分の金属は薄い金属が使われており、すごく軽量化されていまし

た。土台からパネルの土台までの高さは、120cmくらいで人が点検できるくらいの高さで

した。 



 

図９パネルの架台 

写真のようにソーラーパネルの台の部分の柱には番号が振ってあり異常があったらすぐに

どこのパネルかわかるようになっています。 

 

図１１ 敷地周辺の防草シート 

パネルの下には芝生が植えてありました。また、周辺部には、防草シートが敷かれ雑草対策がな

されていました。（現在は仮換地の状態ですので、防草シートを敷いておりますが、後１年程度

で境界が確定致するので、その際に木杭が鉄製のフェンスに代わるとのことです。:美樹工業様

より情報提供） 



 

 

図１２ メガソーラー発電所の発電状況 

早朝に現地を見に行ったのですが、表示されている本日の発電量は,955kwh で、たった 2

時間で約 4万円(1kwh42円で試算)を稼いでいました。また、表示されている、今までの発

電量を見たところ 536188kwh で、なんと、約 2300 万円(1kwh42 円で試算)稼いでいまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参考資料 

美樹工業株式会社 つくば メガソーラー発電所 概要  

  
 

   
 

     
発電所の名称 美樹工業株式会社  つくば メガソーラー発電所 

発電所所在地 茨城県つくば市 ｢研究学園都市計画事業萱丸一

体型特定土地区画整理事業｣ A-50 街区 2 号画

地 

つくば市花島新田字北原 

(つくばエクスプレス｢みどりの」駅を中心とした萱丸地区

に位置し､｢みどりの｣駅より徒歩 10 分)   幹線道路 花

島真瀬線沿い 

発電所の面積 20,991 ㎡ ( 6,300坪) 

用地取得日 平成 19年 1 月 24 日 

発電所の出力   2MW(1,979.04kW) 

発電所の周波数 50Hz 

年間発電量   1,796,887kWh/年 

発電設備 太陽電池モジュール

(シャープ株式会社

製) 

結晶系シリコン 240W    8,246 台  

モジュール傾斜角  5度 

パワーコンデイショナ

ー 

420V  250Kw  8 台 

昇圧用変圧器 420/6,600 Ⅴ  2,000kVA 

環境貢献換算 CO2 換算             583,073 kg 

森林面積換算              163.29 ha 

原油節約換算             420,851 ℓ 

連係する電力会社 東京電力株式会社     管轄支社(竜ケ崎支社) 

電力の供給先 東京電力㈱の竜ケ崎支社の管轄する変電所を経て､萱丸地

区､島名地区に供給 

電力供給能力の目安   一般戸建住宅の年間発電量 500 件相当 

発電開始予定日 『再生エネルギー特別措置法』の施行日 /平成

24 年 7 月 1 日 

資料提供  美樹工業株式会社 



 



２．株式会社原製作所 (太陽軌道追尾型太陽光発電システム) 編 

風車を見学に行く途中に、いばらき自然エネルギーネットワークの会員で、太陽を追っ

て動くソーラーパネルを展示している株式会社原製作所があるのを思い出しました。今回

の目的は、自然エネルギーMAPづくりということで、寄り道をして寄ってみることにしま

した。 

 

 

図１３ 株式会社原製作所の位置 



 

図１４ 太陽軌道追尾システムの裏側 

パネルは太陽軌道追尾システムという、太陽の動きに合わせて動くシステムを使ってい

ます。北海道で開発された製品で、原製作所で販売しているそうです。 

 雪国の北海道では、パネルに雪が積もり、日の光を浴びられないこともあるそうですが、

追尾型だと動くときに雪を振り落してくれるそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

図１５ 発電量等比較試験用の固定式太陽光発電システム 

また、固定型と比べ、日の光を受ける時間が長くなるので、発電量も大きく増えるそうで

す。 

 

図１６ 太陽軌道追尾システムの傾斜角度 

 この太陽軌道追尾型システムは、パネルが斜めになっていて、風通りをよくして熱を持

つことでパネルの発電性能が落ちることを防止しているそうです。 



 

図１７ 太陽光追尾システムの制御ボックス 

下の白い箱のようなもので、太陽追尾システムの動きを制御しています。パネルはコンピ

ューター制御で動いている。これによって固定式に比べてよりたくさんの電気がつくられ

ます。 

 

図１８ 発電モニタの画面（株式会社原製作所提供） 

固定式と追尾式の発電状況を比較する発電モニタ。 

９時１６分の比較では追尾式の発電量は固定式の発電量の約 1.7倍を示している。 



 

 

図１９ 晴天時の発電量比較（株式会社原製作所提供） 

２０１２年８月９日晴天時の一日の発電量を比較すると 

追尾式は固定式に比べて 1.44倍の発電量を示している。 

 

図２０ 傾斜のついた動く太陽光発電システムの前で説明をしてくれた原さんと 

説明をしてくれた、原製作所の原さん、原さんは、アツくソーラーパネルについて語って

くれました。突然の訪問にもかかわらず丁寧にご説明頂きました。原さんありがとうござ

いました。 



参考資料 

 

図 21 2012年 2月における晴天、曇天、雨天時の固定式及び追尾式の 1日の発電量比較

（晴天時 1.5倍、曇天時 1.2倍、雨天時 1.5倍） 

資料提供 株式会社原製作所 



３．波崎・神栖 風力発電編 

 自然エネルギーネットワークの調査に参加させてもらって、はじめて風車を見学しに行

きました。音が大きかったので驚きました。風車が回るスピードは思った以上に早かった

です。 

 

図２０ 風力発電施設が多数設置されている、波崎神栖地域及び千葉県銚子地域 

 

図２２ 環境省 陸上風力発電ゾーニング基礎情報地図（Ｈ23年） 

中央の緑色の濃い場所が波崎神栖・銚子地域、このあたりに風車が多数存在する。 



 

図２３ 波崎海水浴場に隣接する波崎未来エネルギーの市民風車「なみまる」1500kw 

 

図２４ 波崎海水浴場での風速測定 

波崎の海水浴場で風速をはかったところ、風速は 9.3m（３回平均）でした。 



 

図２５ JFはさき風車 海風丸 1000kw 

風車は,25m/s 以上の風が吹くと壊れてしまうことがあるそうです。このため、強い風が吹

くとブレーキがかかり止まることがあります。写真の風車は止まっていました。風車のロ

ーター直径はものによっては 80m もあり、ハブ高さは 60m でした。近づくとものすごい

音がして少し怖かったです。 

 



図２６ 風車と風況測定用の鉄塔 

現在、風況調査中の場所もありました。風車の隣に立っているのが風況調査用の鉄塔です。 

 

 

 



 

図２７ 風力発電所の発電機部分 

 

 

図２８  ウインドパワーかみす洋上風力発電施設 

 



 

図２９ ウインドパワ―かみす洋上風力発電所を海側から見た様子 

上の写真は波崎の洋上風車で 15機ありました。 

 

図３０  弓なりになったブレードの形状 

風車のブレードが内側に向いているのは図のように風が吹くからであろうか？ 



４．報告とりまとめの様子 

 

図３１ 報告書とりまとめ状況 

５．検討 

 今回、茨城県南部から千葉県との県境の 1/2、波崎を起点とする茨城県の海岸線 1/2にわ

たる総延長 296kmの現地踏査をおこないました。このルートには、メガソーラー発電所、

太陽追尾型太陽光発電システム、銚子、波崎、神栖を中心とした風量発電所立地地域など、

非常に多様で魅力的な自然エネルギー利用の実践例を実際に目にすることができました。  

さらに、千葉県等の県境部に流れる利根川周辺部や海岸線の様子など、多様な茨城の自然

を観察することができました。移動距離を考えると一日の行程的には、少し移動距離が多

くなりましたが多様な自然エネルギー利用と自然を俯瞰するという観点から考えると内容

的にはちょうどよりボリュームだったのではないかと考えています。 

 今回の踏査には、フィールドノート、筆記用具、デジタルカメラ、方位磁針、分度器、

メジャー、風速計を携行し、それぞれの踏査地点で必要と思われる計測や記録を実施しま

した。このことは、帰ってからの踏査結果のとりまとめにとても役立ちました。また、踏

査地点ごとの風速の違いや、なぜ、波崎、神栖地域に風車が沢山集まっているのかを実感

を持って理解することにとても役立ったと感じています。 

 今後、さらに、数回の現地踏査を行い茨城の自然エネルギー活用の実態把握につとめた

いと考えています。 
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