
 自然エネルギー活用レポート No.9

太陽光・風力のハイブリッド発電所 

－愛知県・渥美半島の臨海工業地帯に展開－
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 概要 

愛知県南部の渥美半島のほぼ全域を占める田原市は日照量が豊富で、風況にも恵まれている。2014

年に臨海工業地帯にある広大な遊休地を利用して、国内最大規模の太陽光・風力のハイブリッド発電

所が運転を開始した。海から吹く強い風による塩害を防ぎながら、2 種類の発電方式を組み合わせて

収益の最大化を図る。この発電事業には三井化学をはじめとする大手企業 7 社が参画。各社の強み

を生かして発電所を建設した。2016 年度の発電電力量は、田原市の全世帯の電力使用量に匹敵する。 

 

 基本データ 

① 

運営

体制 

事業者名 

事業者：楽天信託 

事業参加会社：三井化学、三

井物産、シーテック、東亞合

成、東芝、東レ、三井造船 

所在地 東京都世田谷区玉川 1-14-1 

発電所の名称 たはらソーラー・ウインド発電所 発電所の所在地 愛知県田原市緑が浜 2-2-27 

運転開始年月日 2014年 10月 1 日 運営人員数 
電気主任技術者 1名、補助員 1

名（2～3 回／週） 

建設担当会社 
太陽光発電設備：東芝 運転・保守 

担当会社 

発電設備：シーテック 

施設管理：三井化学 風力発電設備：三井造船 

② 

発電

設備 

機器構成 

太陽光パネル、風車、パワーコ

ンディショナ（PCS）、受変電設

備、連系設備、遠隔監視シス

テム等 

メーカー/製品名/

台数 

太陽電池：LG(104,000 枚）、シャープ

（38,000 枚）、京セラ（46,000 枚）、ソ

ーラーフロンティア（26,000 枚） 

PCS：TMEIC 500kW×70 台 

風車：日立製作所 2000kW×3 機 

最大出力 

太陽光：5万 kW 

（PCS：3.5万 kW） 送電能力 4.1万 kW 

風力：6000kW 

年間発電量 約 8,000万 kWh(2016年度) 設備利用率 
太陽光：約 15％、 

風力：約 26％ （2016年度） 

電力供給先 中部電力 FIT 認定取得年月 2012年 11月 

③ 

収支

計画 

事業費 約 180億円 事業期間 20年間 

売上高 （非公表） 運転維持費 （非公表） 

年間売電量 
約 7600万 kWh 

（自然エネルギー財団推計） 
売電単価 

太陽光：40円/kWh 

風力：22 円/ kWh 

資金調達先 
参加会社 7社からの金銭信

託（出資）と銀行融資 

投資回収年数 （非公表） 

補助金 
愛知県：あいち創造研究開発補助金 

田原市：企業立地奨励金 

注：表内の年間売電量は、過積載の影響や所内消費等で 5％のロスが発生するとの前提をもとに算定。 
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1. 発電事業の経緯 

 

愛知県南部の渥美半島は、三河湾と太平洋に面する東西 30km、南北 10km ほどの半島である。この半

島のほぼ全域を占めるのが田原市である（図 1）。半島内には三河湾国定公園や渥美半島県立自然公園に

指定された区域が広がり、豊かな自然環境を有する。年間を通じて温暖な気候で、日照の多い地域だが、

同時に半島特有の強い風が吹く地域でもある。環境省の風況マップを確認すると、市内のほぼ全域が年平

均風速 6～7m/s（メートル/秒）以上という風力発電に絶好の条件を備えていることがわかる（図 2）。 

 

図 1◇田原市の位置。出典：田原市役所 

 

   

図 2◇田原市の風況。出典：環境省 
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田原市の人口は約 6.3 万人、行政面積の約 6 割を農用地と森林が占める。2006 年には農業産出額で全

国市町村第 1 位となるなど、施設園芸を中心に農業が盛んである。他方、工業も盛んで、市の北東部にあ

る「三河港臨海工業地帯」には、自動車産業をはじめとする多くの大企業が進出しており、輸送用機械を

中心に全国有数の製造品出荷額を誇る。 

 

いまから 20 年以上前、三井化学は、臨海工業地帯の一角にある緑が浜地区に約 80 万平方メートルの

用地を確保した。しかしながら、当時の経営環境などもあり、東京ドーム 17 個分という広大な土地は、

その後 20 年以上遊休地となっていた。 

 

様々な活用策を検討する中で出てきたのが、豊富な日照と恵まれた風況を生かした発電所の建設計画

だった。田原市の年間日照時間は約 2200 時間、そして緑が浜地区の年平均風速は約 6～7m/s と好条件

である。太陽光発電と風力発電の双方の事業性を満たすのに十分な資源が存在することに着目した。 

 

もともと田原市には多くの風力発電所が立地しており、市が出資する第三セクターの風力発電所も存

在する。地元の自治区からも風力発電に対する期待が大きく、「検討を始めた頃は、風力発電所にすると

いう話もあった」（三井化学 次世代事業開発室・島田理佐子氏）。しかし全国トップクラスの日照時間が

あることに加えて、2012 年度に固定価格買取制度も始まることから、太陽光と風力のハイブリッド発電

所の建設へと舵を切った。「たはらソーラー・ウインド発電所」が生まれることになった理由だ。 

 

 

図 3◇たはらソーラー・ウインド発電所の位置出典：三井化学 
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事業化にあたっては、三井グループ 6 社（三井化学、三井物産、東亞合成、東芝、東レ、三井造船）

に中部電力の子会社シーテックを加えた計 7 社で実施することとなった。これにより事業リスクを分散

するとともに、各社が保有する技術や実績、ノウハウを生かすことができる（表 1）。 

 

参画企業名 各社の事業領域／プロジェクト関連技術 

三井化学 太陽光パネル封止材、電力ケーブルの絶縁被膜、等 

三井物産 発電所設計、事業計画作成、プロジェクト全体のリスク把握、等 

シーテック 太陽光発電設備、風力発電設備、変電送電設備の保守 等 

東亜合成 アクリル系塗膜防水材、塩害防止材料、等 

東芝 太陽電池パネル、パワーコンディショナ、監視制御システム、送電線接続にかかる

連系機器など太陽光発電全般 

東レ 太陽電池パネルのバックシート向け部材、等 

三井造船 現地調査、設計、タワーの製造、施工など風力発電全般 

表 1◇各社の事業領域／プロジェクト関連技術 

 

2011 年 10 月には事業に参画する 7 社が、田原市における太陽光・風力発電所の建設に関する基本合

意を締結して、事業化の検討に着手した。2012 年 9 月には建設に関する正式契約を締結、同年 11 月に

着工となった。 

 

時期 内容 

2011 年 10 月 発電所建設に向けた基本合意、事業化検討開始 

2012 年 9 月 発電所建設に関する正式契約締結 

2012 年 10 月 設備認定取得（太陽光 40 円/kWh、風力 22 円/kWh） 

2012 年 11 月 発電所の建設着工 

2014 年 6 月 試運転開始 

2014 年 10 月 営業運転開始 

表 2◇事業化の経緯 

 

参画企業 7 社は、建設段階と運用段階のそれぞれにおいて、各社間で現状や課題を共有しながら意思

決定する場として「運営委員会」を設置した。同委員会は三井化学が事務局を担当しており、2012 年 9

月の建設に関する正式契約締結以降、定期的に開催している。プロジェクトを進めるにあたり、何か問

題があれば同委員会で各社の了解を得ながら意思決定を行った。 
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風力発電では環境アセスメントが必要になると、開発に時間やコストがかかる。計画した風力発電設

備は出力が 6000kW で環境影響評価法の規模要件（第 1 種：1 万 kW 以上）に満たないため、アセスメ

ントの対象外である。ただし、臨海工業地帯に立地する企業は田原市と公害防止協定（紳士協定）を締

結することが求められる。協定に基づき騒音や粉じんの発生を最小限に抑える対策を施した。加えて、

希少な動植物に対する影響に関しても自主的に調査を実施した。 

 

田原市内では固定価格買取制度が始まる以前から風力発電が盛んに行われてきた。一部の地域では騒

音に対する苦情なども発生したことから、田原市は 2012 年 5 月に「風力発電等の立地建設に関するガ

イドライン」を策定していた。ガイドラインでは、事業者から地域へ説明会を実施して、発電事業につ

いて理解を得るよう求めている。 

 

こうした市の施策や事業者の対応などを通じて、地元住民の風力発電に対する理解は進んだ。一方、

当時は固定価格買取制度の導入から間もない時期で、大規模な太陽光発電所に対する周辺住民の理解度

は必ずしも高くなかった。プロジェクトを進めるにあたっては、三井化学やその他の参画企業、市の担

当者が同席した住民説明会を複数回開催するなどして、地元の理解を深めていった。 

 

 

写真 1◇たはらソーラー・ウインド発電所の遠景。林を隔てた手前側に住宅地が拡がる 

 

地元からは発電事業による雇用創出を期待する声も上がっていた。発電所の施工に際しては、地元企

業にも一部を発注するなど、地域の技術や人材の活用に努めた。そのほかにも市の意向に沿って展望ス

ペースを整備し、地元の祭りにも協賛しながら、地域とのつながりを深めていった。 
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たはらソーラー・ウインド発電所は「金銭信託事業スキーム」を採用している点でも特徴的である。

参画企業の多くは、太陽光・風力発電の事業化について経験が乏しかった。資金調達を依頼した信託会

社は当時、全国で太陽光・風力発電事業の建設・運営を手がけており、効率的な事業運営に関する知見

の蓄積があった。このスキームを活用した理由の 1 つとして、「売電収入の課税と出資会社に対する配

当収入の課税という二重課税の問題を防げるメリットもあった」（島田氏）。 

 

採用した金銭信託事業スキームでは、参画企業 7 社が金銭信託（一般的な出資に近い）を信託会社に

対して実施する。信託会社は発電事業者として、事業化の検討段階から計画策定、電力会社との系統連

系接続契約の締結、金融機関との融資契約の締結、建設工事の発注、設備の保守管理に至るまで、事業

の開発・運営の全般を担う。事業の意思決定権はあくまで参画企業 7 社にあり、信託会社に対して運用

を指図する。参画企業各社の金銭信託比率は、三井化学の 35％を筆頭に、三井物産 15％、その他の 5

社が 10％ずつとなっている（図 4）。 

 

図 4◇参画企業の金銭信託比率 

 

遊休地を所有する三井化学は、金銭だけでなく土地の信託も行った。これによって信託期間中は発電

事業者（信託会社）が名目上の土地所有者となり、三井化学は信託受益者として配当を受け取る（信託

期間終了後は受益者に土地を返還する）。発電事業者が土地所有者として各種手続きを進めることがで

きることから、円滑な事業開発が可能となった。 

 

プロジェクトの総事業費は約 180 億円だが、資金の調達方法や内訳など詳しいことは非公開である。

発電事業者である信託会社が資金を調達した。各社の金銭信託のほかに、日本政策投資銀行や地域金融

機関などを中心とするシンジケート・ローンによる融資を受けた。愛知県から「新あいち創造研究開発

補助金」、田原市から「企業立地奨励金」といった補助金も受けている。 

三井化学

35%

三井物産

15%

東亜合成

10%

東芝

10%

東レ

10%

三井造船

10%

シーテック

10%
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2. 発電事業の詳細 

 

2012 年 11 月の建設着工から 1 年 11 か月後の 2014 年 10 月、「たはらソーラー・ウインド発電所」

が運転を開始した。太陽光発電に関しては、造成工事を大林組、発電設備工事を東芝が担った。風力発

電の施工は三井造船、受変電設備などの施工は東芝がそれぞれ担当した。当時は国内のメガソーラーの

施工例も限られており、建設の段階では様々な課題に直面した。 

 

当該用地はもともと海だった場所を埋め立てて造成した土地であり、地盤が強固というわけではな

い。事前に調査していたものの、実際の工事の段階では想定以上に軟弱な地盤であることがわかり、

「掘り返すと水が出てしまうような状況だった」（三井化学の島田氏）。当然、地盤改良の必要性につい

て検討したが、メガソーラーの敷地面積は約 60 万平方メートルと広大であり、莫大なコストがかかっ

てしまう。 

 

造成工事を担当した大林組などと検討を重ねた結果、セメント粉を土壌と攪拌（かくはん）して固め

る方式を採用した。ただし同方式による地盤改良は太陽光発電設備の部分に限定した（写真 2）。これに

より、敷地一帯をコンクリートで敷き詰めるといった本格的な地盤改良に比べ、コストを低く抑えるこ

とができた。とはいえ、一般的な造成コストよりも高くつく。「太陽光の買取価格が 1kWh あたり 40 円

（税抜）だから可能だったとも言える」（島田氏）。 

 

 

写真 2◇パネル下の部分が地盤改良対象範囲。強風を考慮し緩やかな傾斜角となっている 

 

この一帯は風の強い地域でもあるため、風対策も重要である。太陽光パネルの設置高（アレイ最頂

部）は 1.2m と低くし、傾斜角を 10 度に設定した。アレイ基礎は「置基礎」とし、より重量感のあるも

のを採用した。アレイ基礎の総延長は約 200km にも及ぶ。 
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発電所は沿海部にあるため、塩害対策も実施する必要があった。海水のしぶきが風に乗って内陸側に

飛んでくることもあり、太陽光発電設備は海から 100m ほどセットバックしている。加えて、設備の塩

害対策も施した。太陽光アレイ架台には、高耐食性のメッキ鋼板を採用した。発電所内の海側では、架

台用の素材を 3 種類並べた暴露試験を実施中である。現在は運転開始から 4 年目に入ったところだが、

素材間の腐食度合いの違いは一目瞭然である（写真 3）。実際に海に近い場所の太陽光パネルや架台の様

子を確認してみたが、塩害の影響はまったく見られなかった。 

 

  

写真 3◇耐食性を検証するための暴露試験の様子（左、数値は運転開始からの経過年数）。 

海に近い場所の太陽光発電設備（右）。パネルや架台に塩害の影響は見られない 

 

太陽光発電のモジュールの枚数は 21 万 4560 枚、アレイ架台は 1 万 7203 セットを数え、パネルの設

備容量は 5 万 kW である。パワーコンディショナ（PCS）は 500kW×2 で構成するユニットが 35 台あ

り、合計で 3.5 万 kW となっている（写真 4）。パネルと PCS の容量比を見ると 1.4 倍程度の過積載とな

っている。検討の結果、「最も経済性が高いと思われる比率」（楽天信託・服部 勲氏）に設定した。 

 

  

写真 4◇PCS を含む太陽光発電の昇圧設備（左）。 

パネルから PCS に至るまでの配線は地下に埋設しないでコスト軽減を図った（右） 
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太陽光パネルは主要メーカー4 社から調達した。LG 製の単結晶シリコン、シャープ製と京セラ製の多

結晶シリコン、ソーラーフロンティア製の化合物系を採用した。敷地面積の約半分に LG 製パネル、残

り半分を 3 分割して 3 社のパネルを設置している。詳しいデータは非公開だが、4 社のパネルを比較す

ると「発電量には差がある」（服部氏）。 

 

一方の風力発電設備に関しては、日立製作所製の 2000kW 風車を 3 機設置した。総出力 6000kW で

ある。ローター径とハブの高さはともに 80m、地上からブレードの最高到達点までの高さは 120m であ

る。たはらソーラー・ウインド発電所では「ダウンウインド型」の風車を採用している。 

 

ダウンウインド型は羽根の部分がタワーの後方（風下側）に配置されている。風の力を効率的にとら

えることができ、台風発生時にも耐風速性に優れていて、機器の負荷も小さいといったメリットがあ

る。建設当時は国内の設置事例が茨城県・神栖市などごく一部の地域に限られていたが、「国産メーカ

ーという点を重視した」（三井化学 次世代事業開発室長・善光洋文氏）。隣接する他社の風力発電所で

は海外製のアップウインド型（羽根の部分がタワーの前方に配置）の風車が設置されており、違いが一

目でわかる（写真 5）。 

 

 

写真 5◇たはらソーラー・ウインド発電所のダウンウインド型風車（左側の 3 基） 
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太陽光・風力で発電した電気は、昇圧設備で 6.6kV（キロボルト）に電圧を上げて、構内の連系設備

に送る。連系設備でさらに 77kV へ引き上げてから、中部電力の特別高圧送電線に供給している（写真

6）。特別高圧送電線の連系点はひとつであり、太陽光と風力の電気は混ざって送られる。「中部電力の

自動検針可能なメーターは 1 事業者 1 つまで」（服部氏）とされており、混ざった電気をカウントする

中部電力のメーターとは別に、風力発電の電気をカウントするメーターを自社で設置した。全体の売電

量から風力発電のみの電力量を引いた値を太陽光の売電量と算定している。 

 

風力発電の電気を計測するメーターは、「毎月第 1 営業日に自分たちで検針する」（服部氏）。太陽光

の売電価格は 1kWh あたり 40 円なのに対し、風力は 22 円と 2 倍近い開きがある。少しでも数値を間違

えると売電収入に大きく影響するため、「帳票や検針伝票を突き合わせるなど、細心の注意を払って計

測している」（服部氏）。 

 

写真 6◇太陽光と風力の連系設備。左側に中部電力の特別高圧送電線の鉄塔が見える 

 

当初の計画では、太陽光・風力発電を合わせた年間発電電力量は 6750 万 kWh を想定していたが、

2016 年度の実績では、約 8000 万 kWh に達した。これは田原市の総世帯数（約 2 万 2000 世帯）の電

力使用量に匹敵する。同年度の設備利用率は、太陽光発電が約 15％、風力発電が約 26％となった。風

力発電の設備利用率に関しては、「季節によっては 5 割程度に達する」（服部氏）。 

 

一般的に、気象条件の違いなどから太陽光発電と風力発電の出力は補完関係にあると言われている。

たはらソーラー・ウインド発電所の場合、設備容量比は風力発電１に対して太陽光発電 8.3（PCS ベー

スで 5.8）となっており、太陽光発電の出力に大きく影響を受ける。双方の出力の補完性がどの程度発

揮されているかは定かでないとしながらも、「発電量の合計値のグラフを見ると、ある程度の補完関係

は見える。安定した電力供給に一定程度貢献している」（三井化学 次世代事業開発室・塩田剛史氏）。 
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発電所の管理・運営には、発電事業者である楽天信託の社員 2 名があたっている。太陽光に関しては

シーテックからの応援要員 4 名が加わり、月 1 回の定期巡視などを実施している。一方、風力に関して

は月 1 回の頻度で、浜松にあるシーテックの事業所から 2 名の担当者が現地を訪問して定期メンテナン

スを実施する体制である。 

 

太陽光発電所内の除草は、当初から悩みの種だった。雑草の成長が早く、架台が低いこともあり、放

置すれば発電に支障をきたす。最初のころは人手で鎌などを使って草を刈っていたが、作業中に誤って

ケーブルを損傷させるなどのトラブルもあった。現在は半年に 1 回の除草剤散布に切り替えている。 

 

太陽光に関しては、野鳥が上空から石を落とすなどしてパネルが破損することもある（写真 7）。野鳥

の糞がパネルにかかって汚れるといったケースも確認されている。いずれも頻度は多くないが、放置す

ればホットスポットとなって発電量低下や発火現象につながる恐れがある。定期巡視などを通じて早期

発見・早期対処に努めている。 

 

 

写真 7◇上空からの投石によりひびが入ったと思われるパネル 

 

風力に関しては部品交換が必要になるトラブルがあった。数日で復旧するレベルである。いまのとこ

ろ、太陽光・風力とも目立った故障や大規模修繕に至るようなケースは発生していない。発電所がある

一帯は海から風が吹いてくるため障害物がないことも故障が少ない要因だろう。  
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3. 今後の計画 

 

たはらソーラー・ウインド発電所は参画企業にとって、自然エネルギー実証事業という位置づけもあ

る。愛知県からは「新あいち創造研究開発補助金」の助成を受けている。参画企業各社は、発電状況や

使用素材の検証データを収集・分析しながら、今後の事業展開に役立てている。県に対しても最初の 3

年間にわたって検証結果を提出した。 

 

三井化学は運転開始前の 2014 年 3 月から太陽光発電の診断・コンサルティング事業を開始した。たは

らソーラー・ウインド発電所で得られた実証データやノウハウを活用することで、発電不良などのトラブ

ルの未然防止や設備の不具合の早期発見を通じた太陽光発電の信頼性向上に貢献する狙いだ。20 年間の

FIT 買取期間を終了した後の計画については、「他の参画企業と相談のうえで判断する」（島田氏）として

おり、現段階では未定である。 

 

国内では太陽光と風力の大規模ハイブリッド発電所は他に見当たらない。同様の計画も確認できない。

小規模な太陽光と小型風力を組み合わせたハイブリッド発電システムがある程度だ。今後、太陽光と風力

のハイブリッド発電所が普及していく可能性はあるのだろうか。 

 

たはらソーラー・ウインド発電所では、太陽光発電設備を海から 100m ほどセットバックして、その緩

衝スペースに風車を配置している。一方、風力発電設備は騒音問題などを避けるため、一般に周辺の住居

との間に 500～1000m ほどの離隔距離を設ける必要がある。発電所の周辺には住宅地があることから、

風車と住居の間に大きなスペースが生まれる。太陽光発電設備は風車と住居の緩衝スペースを活用して

配置した。つまり、太陽光発電と風力発電の敷地を相互の緩衝スペースとして利用していることになる。

海沿いの遊休地を最大限に活用する選択肢がハイブリッド発電だったわけだ。 

 

収益性に関してはどうか。セットバックしてできた緩衝スペースに風車を設置しなかった場合、現在と

比べて発電量は 2 割ほど減少する。風力発電の買取価格から売電収入を試算すると、年間 3 億円ほどの

違いが生まれる。 

 

固定価格買取制度を開始した当初のように太陽光と風力の買取価格に 2 倍近い差があれば、太陽光パ

ネルを最大限に配置する方法が効率的である。しかし太陽光の買取価格が下がり、風力と同じ 1kWh あた

り 21 円となった現状では、太陽光と風力の配置を最適化することで収益性の向上を狙うことも可能だ。 

 

太陽光のみの発電所とハイブリッド発電所を比較した場合、敷地面積は同じでも発電量や売電収入に

は大きな差が生じる（図 5）。2017 年度の買取価格は太陽光・風力ともに 1kWh あたり 21 円で同じであ

る（ただし出力 2MW 以上の太陽光発電は入札で買取価格を決定）。設備利用率を太陽光 15.1％、風力

24.8％として、想定の年間発電量に買取価格をかけて年間売電収入を算出することができる。 
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図 5◇太陽光発電所とハイブリッド発電所の事業性比較（敷地面積は 45 万平方メートル） 

 

風力発電は風向に対して左右でローター直径の 3 倍、前後で 10 倍程度、風車間の距離を空けなければ

ならない。2000kW 機（ローター直径は 80m）を前提とすると、基礎部分を含む占有面積は 400 平方メ

ートル（20m×20m）程度である。太陽光に比べてわずかな面積で大きな出力が得られる。同じ敷地面積

でもハイブリッド発電所の場合には設備容量で 16％増えて、発電量は 4 割弱も増加する。 

 

ハイブリッド発電所が普及するカギは、土地の有効活用と収益性の向上にある。田原市のように日射量

と風況の双方に恵まれた地域は全国各地に存在する。2 種類の異なる構造の設備を運転することで、メン

テナンスやリスク管理はより複雑になるが、太陽光の買取価格が下がり、事業用地の確保も難しくなる

中、収益性や土地活用の観点からハイブリッド発電所のメリットは高まる。 
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