
    

    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

 

 さかいケーブル株式会社 技術部長  西野雅人様   

なぜなぜなぜなぜデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化するのかするのかするのかするのか？？？？    

� テレビ放送は５０年以上前から開始 

� 白黒テレビからカラーテレビへ 

� ステレオ、二ヶ国語、字幕、文字多重の付加サービス 

� 高画質、高音質のハイビジョン 

� 更に進化したデジタル化へ 

テレビテレビテレビテレビはははは『『『『見見見見るるるるテレビテレビテレビテレビ』』』』からからからから『『『『使使使使ううううテレビテレビテレビテレビ』』』』へへへへ    

� デジタル技術により、今までのテレビがより美しく、より便利に、そ

して人に優しいテレビに生まれ変わります。 

� デジタル技術を応用した家電・通信・流通・金融・交通、教育等のさ

まざまな産業で新しいビジネスが生まれ、私たちの生活を充実させる

多様なものが期待されます。 

デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送はははは世界世界世界世界のののの流流流流れですれですれですれです    

� 地上デジタルテレビ放送は、1988 年に英国で最初に開始されました。

現在は、欧米ではアメリカ、ドイツ、イタリアなど、アジアでは韓国、

中国、ベトナムなど、世界の 20 を超える国と地域で放送されていま

す。 

� 2006 年 6 月に開催された国際電気通信連合（ITU）の地域無線通信会

議で、欧州、中東、アフリカの約 100 カ国が、2015 年までに現在の

アナログ放送から地上デジタル放送に移行する条約に署名をしてい

ます。 

将来将来将来将来のののの為為為為にもにもにもにも電波電波電波電波のののの有効利用有効利用有効利用有効利用がががが必要必要必要必要ですですですです    

� 近年、携帯電話の普及を代表するように、私たちの社会生活の中に多種多様な無線通信が増えテレビや

ラジオを含め電波は非常に混み合った状態にあります。 

� テレビ放送については、山間部の多い日本の地理的事情から、より多くの家庭でテレビが見られるよう

に中継局を多く作る必要があります。アナログ放送では、周波数が近いと電波が干渉し混信してしまう

ため、それぞれ周波数を変えて中継局を配置する必要があり、その分の電波も多く必要となります。 

電波電波電波電波はははは、、、、無限無限無限無限のものでのものでのものでのものではありませんはありませんはありませんはありません    

� 通信通信通信通信にににに使使使使えるえるえるえる電波電波電波電波はははは、、、、あるあるあるある一定一定一定一定のののの周波数周波数周波数周波数にににに限限限限られたものられたものられたものられたもの

でしかでしかでしかでしか使使使使えませんえませんえませんえません。。。。    

� これからのこれからのこれからのこれからの高齢化社会高齢化社会高齢化社会高齢化社会をををを支支支支ええええ、、、、今後今後今後今後のののの社会発展社会発展社会発展社会発展になくてになくてになくてになくて

はならないはならないはならないはならない様様様様々々々々なななな技術技術技術技術ややややサービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供をををを可能可能可能可能とするとするとするとする

ためにはためにはためにはためには、、、、現状現状現状現状のままではのままではのままではのままでは、、、、電波電波電波電波がががが足足足足りなくなっているりなくなっているりなくなっているりなくなっている

のですのですのですのです。。。。    

電波電波電波電波のののの有効利用有効利用有効利用有効利用    ⅠⅠⅠⅠ    

電波電波電波電波のののの有効利用有効利用有効利用有効利用    ⅡⅡⅡⅡ    

� デジタル化に伴って、VHF 帯（1～12ch）の電波で放送

していたアナログテレビ放送を、UHF 帯(13～52ch)へ移

行することにより、テレビ以外の用途に解放することができます。 約３５パーセントの節約 

� 空いたチャンネルは、移動通信、テレビ以外の放送等の今後のさらなる情報化社会の進展に対応するべ

く有効な活用が現在検討されています。 

３３３３ 月月月月 ２２２２ 日日日日 （（（（水水水水 ））））     １６０５１６０５１６０５１６０５ 回 例 会回 例 会回 例 会回 例 会     

会長会長会長会長    林田恒正林田恒正林田恒正林田恒正    幹事幹事幹事幹事    髙尾髙尾髙尾髙尾    誠誠誠誠    

月 間月 間月 間月 間     ３３３３月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，１１１１    丸岡丸岡丸岡丸岡ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ会報会報会報会報    
丸岡丸岡丸岡丸岡ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ        

2010201020102010～～～～2011201120112011 年度年度年度年度    テーマテーマテーマテーマ    

寛容寛容寛容寛容・・・・忍耐忍耐忍耐忍耐・・・・好意好意好意好意・・・・感謝感謝感謝感謝・・・・思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心    

～～～～人人人人のおのおのおのお役役役役にににに立立立立つつつつ奉仕奉仕奉仕奉仕のののの実践実践実践実践～～～～    

    

３３３３月卓話版月卓話版月卓話版月卓話版（（（（13131313：：：：00000000～～～～13131313：：：：30303030））））    

    

忘れる前に、もう一度 



    

節約節約節約節約したしたしたした電波電波電波電波でででで交通事故防止交通事故防止交通事故防止交通事故防止！！！！    

見通しの悪い道路で起きる衝突事故。車に乗っていてヒヤッとしたことはありませんか？節約した電波を車ど

うしの通信に利用できるようになると・・・ 

車に通信機器を載せることによって、車どうしお互いの存在を画像や警告音で確認できるようになります。 

地デジで節約した電波の一部を、車どうしの通信に利用して交通事故防止に役立てることが、総務省、国土交

通省を中心に検討されています。 

高度高度高度高度交通交通交通交通システムシステムシステムシステム    ITSITSITSITS（（（（Intelligent TransportationIntelligent TransportationIntelligent TransportationIntelligent Transportation    SystemsSystemsSystemsSystems））））    

ITS とは、最先端の情報通信技術を用いて人と道路と車両とを情報でネ

ットワークすることにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問

題の解決を目的に構築する新しい交通システムです。 

節約節約節約節約したしたしたした電波電波電波電波はははは携帯端末向携帯端末向携帯端末向携帯端末向けのけのけのけの放送放送放送放送にににに利用利用利用利用！！！！    

携帯電話で地デジを見られるといえば『ワンセグ』。 

『ワンセグ』は２００６年から始まりました。 

 地デジで節約した電波の一部は、携帯端末向けの『放送』に利用する

ことが、総務省を中心に検討されています。  

携帯端末向けの『放送』に使えるようになると、『ワンセグ』のほかに、災害情報やニュースの放送、音楽の配

信、携帯端末向けの独自放送などのサービスが利用できるようになると考えられています。 

マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア放送放送放送放送    

ファイルキャスティングサービスファイルキャスティングサービスファイルキャスティングサービスファイルキャスティングサービス（（（（仮称仮称仮称仮称）））） 

TV 映像・音楽番組に限らない多彩な番組コンテンツが自動的に携帯電話に蓄積されいつでもどこでも視聴でき

る便利なサービス。また、電波状況により受信しきれなかった番組コンテンツを通信にて補完するため、いつ

でもどこでも利用することができます。 

高品質高品質高品質高品質ストリーミングサービスストリーミングサービスストリーミングサービスストリーミングサービス（（（（仮称仮称仮称仮称）））） 

ライブ性のある番組コンテンツをワンセグよりも高画質、高音質で提供します。 

  

以上 デジタル化にともない、情報の圧縮が可能となり、一定の電波帯域のなかで従来よりも多くの情報を伝

送できるようになったようです。わが国の放送ソフト流通市場は、ますます活発化する可能性があると思いま

す。 

   

 

        丸岡めぐり再版に寄せ

て 

林田千之会員林田千之会員林田千之会員林田千之会員    

永平寺川永平寺川永平寺川永平寺川とさくらますとさくらますとさくらますとさくらます    

鳴鹿堰提から永平寺川に上がった「さくらます」が産卵場所を

求めて川をさかのぼります。荒れた川で産卵を始めますと「う

ぐい」がそれを狙って食べてしまいます。この様子がテレビで

放映されました。これを見た名古屋の釣り人安田さんが釣り仲

間と川の改修をはじめます。それが地域の住民の心を動かし、

住民が中心になり「さくらます」が安心して産卵できるような

美しい川につくりあげていきます。安田さんと釣り仲間の行動

こそがロータリーの理想です。 

    

ロータリーロータリーロータリーロータリーのありのありのありのあり方方方方にににに思思思思うううう    

わたしの入会当時の日本ロータリーと近ごろのあり方は随分変わってきたような感じがします。地区

についていえば、クラブ管理方式がハード化する傾向が目立ち、地区委員会組織もまた年を追って拡

大強化され、あたかも地区がクラブ活動の代行をしているような感じさえもします。クラブの活動が

地区指導の依存を強め、その支持にのみ忠誠たらんとする風潮が見られる一方、クラブ本来の自主的

運営意欲が衰退し、物まね的、事なかれ的活動が蔓延するようになってきてはロータリーの健全な発

展はあり得ません。本来、地区のクラブ管理のねらいは、強化助成であり、指示指導にあるのではな

いかと思います。クラブの自主的、独創的研修に基く個人サービス、活動の推進助成こそロータリー

の正しい発展の基本です。クラブ活動について言えば、その本筋は個人活動であり、特にその中枢は

職業奉仕活動であるが、近ごろクラブ活動と言えば団体的社会奉仕活動に終始する傾向が目立ち、し

月 間月 間月 間月 間     ３３３３月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，２２２２    

３３３３ 月月月月 ９９９９ 日日日日 （（（（水水水水 ））））     １６０６１６０６１６０６１６０６ 回 例 会回 例 会回 例 会回 例 会     



かも行動は極めて事務的であります。 

 

    

ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブのののの理念理念理念理念    

「ロータリークラブは奉仕をする団体でなく奉仕する人々の集まり（ボランティアとの違い）」であ

り、その世話機関であります。従って、団体として奉仕するのはむしろ本筋ではありません。それは

クラブの役員、委員の任期が、一年交替でしているのをみてもわかるように、会員の奉仕についての

勉強を強いるためです。もし奉仕団体であれば、有能な役員を何人か据えおいてこれに協賛する会員

がお金を出せば事はすみます。ロータリーは各々の心の中にある奉仕の理想を高揚し、進んで奉仕を

行う指導者になってもらうことを目指しています。付言すると、ライオンズクラブは、クラブ全員の

力を結集して地域社会への奉仕活動に精進するのが趣旨で、個人ではなくではなくクラブとしての活

動を旨とするものです。 

    

丸岡丸岡丸岡丸岡めぐりめぐりめぐりめぐり再版再版再版再版についてについてについてについて    

丸岡には全国的に名のとおった民話や文化財はありませんが、そこに生まれ育ったものには誇りに思

うものが沢山あります。残念ながらそれぞれお持ちの歴史資料を貸金庫のようなかたちで図書館等に

できれば災害等万が一のときに散逸されることが防げるのではないかと思います。以上のことをロー

タリーの運動としていければと考えています。また、漢字が間違っているとか、こんな呼び名はおか

しいとか指摘を受け当然間違っているものもありましたが、なかには愛称とか漢字の方言がありまし

た。（正誤表を出しますので見て下さい） 

    

藩藩藩藩政政政政についてについてについてについて    

今回藩領について最後にのせておきました。昨年１１月ロータリークラブ「秘湯の会」で長岡市と山

古志村に行ってまいりましたが、現在の両地方も藩時代の政策が現在もいきています。長岡市で市の

商店街がシャッター通りになっていくので集客を図るために市庁舎を郊外から町の中心部に移す工

事をしていました。さすが「米百俵」のところだと感心しました。また山古志村はあの地震にもかか

わらず山間地で江戸時代から今もなお錦鯉を養殖して生計をたてています。山間部は養殖にとって最

適の土地です。藩の先見の目に感慨深いものがあります。丸岡藩も綿を岐阜方面に出荷していたよう

ですが、維新後までは続かなかったようです。この様に人を育てることがいかに大事かと考えます。 

 

いろいろ申し上げましたが郷土の文化とは私たちにとっては大切な財産です。この財産を子供たちに

受け継いでもらいたいと再版しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         越前松島水族館館長  

鈴木 隆史様 

  

 越前ガニの正式な名前はズワイガニで、このズワイガニという言い方が日本で言う標準和名といわ

れている和名です。十脚目クモガニ科というものに分類されていますが、なぜズワイガニかといいま

月 間月 間月 間月 間     ３３３３月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，３３３３    

３３３３ 月月月月 １７１７１７１７ 日日日日 （（（（木木木木 ））））     １６０７１６０７１６０７１６０７ 回 例 会回 例 会回 例 会回 例 会     

三国ロータリークラブと合同例会 

越前ガニについて 



すと細い木の枝のことを指す昔の言葉で「すわえ」「すはえ」といった言葉がありまして、これが訛

ってズワイガニとなったということです。 

  

 

越前ガニと呼んでいるのは福井だけで、オスを越前ガニ、メスをセイコガニと呼び分けています。た

まに違う種類だと思っている方がいらっしゃいますが両方ともズワイガニということです。 

 福井県（富山県以南）は漁獲の解禁日は 11 月 6 日と決められていますが、資源保護のためにセイ

コガニは 1月 10日まで、越前ガニは 3月２０日までが漁期となっています。これ以外の期間で漁を 

しますと違法になりますし、たまたま獲れたとしても海に逃がさないといけないことになっています。

水ガニもズワイガニのことですが、これはオスガニの脱皮をした直後まだ甲羅が柔らかい状態のもの

をいい、これは年によって違うようですが今年は解禁日が1月11日で3月20日に漁期が終わります。

また、新潟以北になりますとオス・メスともに 10 月 1 日から 5月 31 日という漁期になっています。 

 地域ブランドとして福井では越前ガニと言っていますが、地方によって色んな呼び方があります。

松葉ガニは島根県・鳥取県・兵庫県・京都府辺りで呼ばれているズワイガニです。間人ガニは丹後半

島の間人港で獲れたカニ、石川県で獲れたカニは加能ガニと呼んでいます。 

 福井県はブランド化にいち早く取り組みまして全国に先駆けてタグを付けて特別にいいカニだと

いうことを表示するようになりました。黄色のタグに越前ガニと、裏には港の名前が書いてあります。

セイコガニにも非常にいいものには違った形のタグですけれども付けるようになっています。特に越

前ガニの中でもいいものはダブルタグといって二つのタグを付けるており、献上するぐらいのいい品

質のものですよということです。 

献上ガニは大正 11 年から皇室に献上するようになったということですが、三国の鮮魚店が順番に

担当を割り当てられまして、重さは 1.5k、甲羅の幅で 15cm の最高クラスのカニを五宮家に三匹ずつ

献上しているということです。 

先ほど山陰地方では松葉ガニという言い方をすると話しましたが、実は正真正銘の日本で言う標準

和名の松葉ガニというカニがいまして、これは毛ガニに似ていてトゲがあって硬い毛が生えておりハ

サミもすごく太くて立派です。これは食用にするとは聞いたことはありませんがこれが本当の松葉ガ

ニです。 

越前ガニの中でアシナガとかヤマガニという時があるのですが、これは爪が小さいものを指してい

ます。要するに脱皮して大きくなっていくのですが、個体によっては最後の脱皮をしても爪がこれ以

上大きくならなかったというものもたまにはいます。それからもう一回脱皮をすると大きくなります

がその一歩手前というものもいます。水ガニは脱皮直後のもので身はしっかり締まっていませんし甲

羅も非常に柔らかいです。その分中の身だけがずぼっと出てきますのでずぼガニともいわれています。 

セイコガニは成長段階で赤子とか黒子とか言われますが、お腹に持っている卵が赤いか黒いかとい

うことです。赤い卵ということはお腹に卵ができてまだ日が経っていないもので、卵がだんだん熟し

てきますと卵の中に子供ができて黒くなってきて孵化の直前になるとほんとに真っ黒になり、それを

黒子といいます。 

カニも卵を産む前に交尾をします。お腹のところに付いているフンドシをめくるとオスの場合は二

つの交接器があります。メスのお腹の中にこれを差し込んで精子の入ったカプセルを受け渡しします。

魚のように卵を産んでから精子をかけるのではなく、メスは卵が成熟してきたら体内に持っている精

子を掛け合わせて受精させるということになります。一度交尾をしますと 2年後 3年後も卵を産める

ということも知られています。 

カニの卵は非常に小さいものですから孵化したばかりの子供も非常に小さく1～2mmのサイズです。

だんだん変態しながら子供のカニにまでなるのですが、第一ゾエアとか第二ゾエアとかを経て、メガ

ロパというカニに近い形になって、それが脱皮をするとやっと小さなカニになります。大体ここまで

に 3ヶ月ぐらいかかります。稚ガニは甲羅の幅が 3㎜程度でこれが 8～10年かけて脱皮を繰り返して

やっと親ガニになるということです。 

メスは脱皮を繰り返して甲羅の幅が 8㎝になると親になったということになります。親になるとす

ぐに交尾をして卵を産んでしばらくは赤子で、1年ほど経ちますと孵化が始まり黒子に変わっていき、

全部孵化をして子供を離してしまうとすぐに卵を持ちます。それを 4～5年くり返します。 

甲羅にいっぱい付いている黒いツブツブはカニびるというひるの卵です。これがたくさん付いてい

れば付いているほど脱皮をしてから日が経っているということで、餌をいっぱい食べていますから身

がしっかり詰まっているということの証にもなります。 

足が取れてしまったとしても脱皮をするとまた小さい足が生えてきます。 

自切といって自分の身に危険が迫ると自分自身で自分の足を切って逃げるという性質も持っていま

す。そのときには切ってもいい場所があり足の付け根のところで、体液も何も出ないような仕組みに

なっています。自分で足を切り落としたときは命を落とすようなことはありませんが、他のカニと喧

嘩をして切られたとか、外敵にやられて足を傷つけられたときなどは、そこから体液が出て死んでし

月 間月 間月 間月 間     ３３３３月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，４４４４    



まうことになります。茹でるときも一緒で、敵に襲われたのと同じように身に危険が迫ったら自分で

足を落としバラバラになってしまいます。ですからカニを茹でるときには必ず真水でしめてから茹で 

 

 

なさいというのはそういうところにあります。真水の中にカニを入れておきますとだんだん弱ってい 

って死んでしまいます。ところが一気にお湯の中につけますと身の危険を感じていっぺんに足を全部

落としてしまうというわけです。 

 カニという名前が付いていますけれどカニではないものがいます。タラバガニ、花咲ガニ、イガグ

リガニはヤドカリの仲間です。何がカニと違うのかといいますと五対目の足が退化して足が四対しか

ないことです。 

とりとめのない話でしたがこれで越前ガニについての話を終わらせていただきます。 

ご静聴ありがとうございました。 

越前蟹仕舞三昧の宴 

月 間月 間月 間月 間     ３３３３月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，５５５５    



 

 

 

 

職場訪問職場訪問職場訪問職場訪問    古河古河古河古河スカイスカイスカイスカイ株株株株式会社式会社式会社式会社 

（三国町テクノポート） 

 総務部長 山口久雄様 

「ご安全に」とあちこちから聞こえてきたと思いますが、

この工場では全ての挨拶はこの言葉で行っています。

我々の職場は一つ間違えると命を落としかねない機械

設備が沢山あります。普段から安全を第一にとの経営陣

の思いから、この工場では出勤時から退社時まで全ての

挨拶を「ご安全に」で統一しています。 

 ビデオ鑑賞後に工場視察になりますが、全体の敷地面

積が 85 万平米あります。その一部分の約 2 キロメート

ルを歩いての視察となりますので宜しくお願いします。 

 当工場はテクノポート福井においては民間では最初

に進出した工場であり、一番規模も大きく中核企業であ

るとの自負を持っています。設備配置は海側から陸側へ

と物が流れるレイアウトとなっています。鋳造ラインから熱間圧延ライン、冷間圧延ライン、仕上設備へ

と流れる仕組みです。 

 28 年前の進出当時は古河アルミという社名でしたが、古河電工、後にスカイアルミと合併して現在の社

名となりました。製造能力は 2万トンを超える規模で、従業員数は協力企業を含めて約 700名くらいです。

現在、圧延の 3工場を持っているのは当社だけで 31％のシェアを持ち、皆さんご存知のアルミ缶の材料等

を製造していて、こちらも 30％越えのトップシェアです。アルミ箔は 26％、厚板においては 6 割のシェ

アで、国内トップメーカーです。その他、ラジエター材料、新聞等の印刷機の原板も同様で、世界中で 2

社でしか製造されていない、ハードディスクのメモリー材等の製造も行っています。福井工場の製品の 7

割がアルミ缶の材料で、アルミ箔材料、厚板となっています。珍しい材料として、飛行機、船舶、ロケッ

トの外板の材料等の製造も行っています。アルミ精錬は大きな電力を必要とする為、電気代の安い国にて

行われているのが実情で、国内では様々な加工製

品の工場のみとなっています。 

 厚板に関してですが、厚さ 60 ミリ、幅 4メート

ル、長さ 16 メートル、重量 11トンのサイズの製

品を製造可能ですが、これも世界で作れるのが 2

工場しかありません。三菱重工社で造られている、

サハリンの LNG 工場からの運搬船のタンクはまさ

にこの厚板を使用しています。LNG 運搬船のタンクは日本において当工場しか造ることが出来ません。圧

延ラインは 400 メートルの長さがあり、4メートル以上の広幅のコイルが製造出来るのがこの工場の特徴

であり強みです。アルミ材は溶接作業が難しい為、作業効率が良い大きな厚板が重宝されます。  

 本日は厚板工場から熱間圧延ライン、冷間圧延ラインを視察していただきますが、ルールをお守り下さ

い。危険が伴いますので宜しくお願いします。特にアルミ材は高温になっても、鉄や銅のように変色いた

しません。700 度でも見た目は通常のアルミ板ですので、決して触わらないようにして下さい。それでは、

皆さん「ご安全に」。 
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「身近に見える風力発電」について 

㈱JPハイテックあわら事業所 

所長 上手賢一様 
 

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、日本の歴

史のどこを探しても存在しない「想定外」としか言いよ

うのない未曾有の大惨事に見舞われている現実を見ると

き、一電力マンとして、すでに犠牲になられた方々へ哀

悼の意を表するとともに、地震・津波に加え、福島第一

原発による放射能汚染の危機に直面している多くの皆様

の窮状を推察し、心よりお見舞い申し上げる次第です。

原発災害は、事故後の対応のまずさも含め「人災」との見方が強まり、原発政策の見直しも迫られて

います。 

電気ありきの2重・3重の防護設備が機能しなかったことは、残念です。魔法に掛けられたものでも、

敵に襲われたわけでもない、すべて、人間が自ら招いた禍だとおもいます。被災者の方々が1日も早

く、普段の生活に戻れるよう、私たちも今できることを、それぞれが考えて行動するときであります。

次世代のために、永続的に発展する安全で平和な、新しい日本を創造するために、空気のように当た

り前の「電気」の有り難さを思い、節電等できることから取り組んでいく必要があります。小さな心

掛けをお願いする次第です。宜しくお願い致します。 

今日は、2月1日に竣工いたしました「あわら北潟風力発電所」について拙いお話をさせていただき

ます。まず、社名から説明させてください。株式会社JPハイテックはJパワー(電源開発株式会社)の

グループ会社です。以前は、開発電気株式会社と言う会社でした。電源開発㈱は昭和27年に電源開発

促進法に基づき設立された特殊法人会社です。平成16年に民営化され株式上場しました。以降、Jパ

ワーで通しております。私どもの会社は、郵便局の子会社と言われることがありますが、出所は 

JJJJ-PPPPOWER    hhhhyyyydro-Power TecTecTecTechnologyCompany→JPHYTEC→㈱㈱㈱㈱JPJPJPJPハイテックハイテックハイテックハイテック      

JJJJパワーパワーパワーパワーのののの水力水力水力水力・・・・送電送電送電送電・・・・変変変変電電電電・・・・風力風力風力風力のののの建設建設建設建設・・・・保守運転業務保守運転業務保守運転業務保守運転業務をををを行行行行っているっているっているっている会社会社会社会社ですですですです。。。。 

風力発電風力発電風力発電風力発電のののの概要概要概要概要    

身近に見える風力発電と云いますと、石川県松任市が海浜公園内施設用電源として北陸自動車道の

傍に平成4年3月運転開始したデンマークNEGMicon社製100kW×1台ですが平成18年7月撤去したのがあ

ります。実際にはあまり稼動しておりませんでした。福井県においては、福井県企業局が売電用とし

て国見岳風力発電所を平成14年12月運転開始したデンマークNEGMicon社製900kW×2台(1,800kW)が有

りますが、平成22年4月に水力発電設備と一緒に北陸電力㈱に売却し、売電事業から撤退しておりま

す。また、東京都が地球温暖化防止対策の一環として平成14年に羽田空港近傍に東京臨海風力発電所

(デンマークVastas社製800kW×2台)を設置し、都民や事業者の視覚に訴え、また風力発電に関する

様々な情報を提供することにより、自然エネルギーの利用促進を図ることを目的とするプロジェクト

をJパワーが実施しております。今回、Jパワー(電源開発)が今年2月に「あわら北潟風力発電所」を

完成させました。国産の日本製鋼所社製2,000kW×10台(20,000kW)ちなみに、日本における都道府県

別風力発電導入実績(別紙)を見ますと福井県は原子力は上位ですが風力については下位におります。

あわら北潟風力が入ると中位になります。Jパワーの保有設備容量は18発電所352,860kW(16%)208基で

業界第2位の会社です。ちなみに第1位はユーラスエナジー㈱という東京電力㈱系の会社です。 
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あわらあわらあわらあわら北潟風力発電所建設経緯北潟風力発電所建設経緯北潟風力発電所建設経緯北潟風力発電所建設経緯    

(1)(1)(1)(1)風況調査風況調査風況調査風況調査    

Jパワーは、平成10年頃から北陸3県で風況調査を開始しました。富山県石川県サイトをへて平成14年11月

よりあわらサイトで地元了解を得て、地上40m・30m・20mの風向と風速観測を始め、3年間継続し、平成17

年12月にあわらサイトが風力発電事業として経済べ一スに乗る可能性があると判断した。 

(2)(2)(2)(2)地元地元地元地元とのとのとのとの協調協調協調協調    

平成19年8月、ウィンドファームの早期実現を図り、農業等との共存共栄を目指して、一致協力し地域活

性化を図ることを目的として「あわらウィンドファーム建設促進連絡会→後に協議会に移行」が組織され

た。 

風力発電風力発電風力発電風力発電のののの特徴特徴特徴特徴    

風が発生するのは、太陽によって温められた空気と冷たい空気が循環するためです。風の持つ運動エネル

ギーは、エネルギー密度こそ既存水力の発電に比べ低いものの、風を受ける面積に比例し、風速の3乗に

比例して増大する性質を持っている。つまり、理論的には風速が2倍になると風力エネルギーは8倍になる

から、風力発電を設置する場所は少しでも風が強いこと、大きな翼で効率よく風を受けることが重要なポ

イントになります。 

◇風は自然界に無尽蔵に存在し、発電時にCO2や廃棄物を出さないクリーンなエネルギー(再生可能エネル

ギー)である。 

◇エネルギー源としては不安定(風まかせ) 

◇エネルギー密度が既存の発電方式に比べ小さい。 

◇立地箇所の選択が重要  

◆風況がよい。 

◆風車機器及び組立クレーンの輸送が容易。 

◆連系する送電線が近くにある。 

◆地元合意が得られる。 

風車風車風車風車のののの構造構造構造構造とととと制御制御制御制御    

風車は約50～100m上空を吹く強風を巨大な羽根(ロー

タ)で捕らまえて、風のエネルギー(風速の3乗に比例)

の約45%(Betzの理論上限は59.3%)を電力として取り出す発電設備である。発電機の構造は、中空の鋼製モ

ノポールタワーの上に発電機を格納したナセルがあり、風上側(アップウィンド)で3枚翼のロータが風を

受けて回転する。ナセルとタワー頂部の間にはヨー旋回軸受があり、風車の正面を風向に向けて運転する。

(ヨー制御)ブレード付根にも翼旋回輪軸受があり、風の強弱に合わせて翼のひねり角を変えるようになっ

ている。(ピッチ制御)とくに、定格を超える強風に対しては、あまった風を受け逃がして定格出力を保持

したり、さらに25m/sを超える暴風に対してはブレードを気流と平行にして風を素通りさせて)、機器の安

全を保つ(疲労損傷抑制)ようになっている。さらに、風車は、電力変換装置(インバータ/コンバータ)を

備えて、変動する風荷重をロータの回転数変化で吸収して平準化する可変速制御を行っている。 

最後最後最後最後にににに    

新規プロジェクトについては、全国的に政府が2012年度の導入を目指す、「再生可能エネルギーの全量買

取制度」の動向を見守っている状況です。全量買取制度は、太陽光、風力など、発電中に温室効果ガスを

発生させない方式で作られる全ての電気を電力会社が買い取ることを義務付けるものです。ちなみに、あ

わら北潟風力発電所はNEDOの補助金制度を利用したものです。 

あわら北潟風力発電所としては、騒音・水鳥・雷等の対策を誠実に実行して地域社会と共生発展できるこ

とを願っております。ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ広報委員長―桑野賢吾   会報委員長―林田千之 副委員長―奥村雅徳             

                         委 員―山下健治・島田利男・山本雅人・髙倉文寛・倉田教信   

月 間月 間月 間月 間     ３３３３月 号月 号月 号月 号     ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，ＮＯ，８８８８    

以上 東日本大震災での原発問題を抱えるこの時期に、電力事業の安心・安全を考える良い機会を頂き

ました。風力発電は二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の低減効果、再生可能エネルギ－を用いた発

電方法の中では比較的発電コストが低く、事業化が比較的容易であり、エネルギ－自給率の向上が見込

めるなど多くのメリットがあり、世界的に大規模な実用化が進んでいくことと思われます。 


