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　１６０余りの島々から成る、人口約１３０万人の沖縄県。有
人島は４８で、どんなに小さくても、どんなに遠くても、そこ
に人の暮らしがある限り、電気が送られている。 
　沖縄電力㈱によると、その供給エリアは東西約１，０００ｋｍ、
南北約４００ｋｍと驚くほど広大だ。しかも、系統規模が小さ
く、独立系統で、他社（本土の９電力会社）との広域融通の
枠外にあるなど構造的なハンディがある。そのうえ、台風
の襲来地域で、毎年のように配電設備などが損害を受けて
いる。“離島の電気”の安定供給は容易なことではない。 

　沖縄電力では、沖縄本島以外の島々に１５の発電所を設
置し、また、離島供給の効率化、地球環境問題への取り組
みのひとつとして、太陽光や風など自然エネルギー利用の
研究開発を早くから進めている。 
　沖縄電力の協力を得て、“離島の電気”の実情を宮古島、
石垣島にさぐってみた。 
※写真の一部は沖縄電力、平良市、石垣市から提供されたものです。 

※文中の所属・役職は取材時のものです。 

南国の太陽の下、運転を続ける
沖縄電力・宮古第二発電所。左
端の建物が川崎重工が製作・
施工した宮古ガスタービン発電所。 

広大な海域に点在する沖縄の島々─ 
構造的ハンディを乗り越えて、すべての有人島に今日も電気が届く 
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●表紙説明● 

　この飛行機は、ブラジルのエンブラエル社が開
発した最新鋭のジェット旅客機「ＥＭＢＲＡＥＲ１７０」
（７８人乗り）です。 
　川崎重工は、「ＥＭＢＲＡＥＲ１７０」の開発に参
加し、主翼の主要な部分の設計・製造を担当して
います。３月、その「ＥＭＢＲＡＥＲ１７０」が岐阜工
場を表敬訪問し、関係者約７０名を乗せて体験飛
行を行ないました。川崎重工は「ＥＭＢＲＡＥＲ１７０」
のファミリー機の「１７５」や「１９０」「１９５」の開発で
も主翼の開発・製造に参加しています。 
（詳しくは「現場を訪ねて」をご覧ください）。 
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牧港火力発電所。 石川火力発電所。（右側は電源開発・石川石炭火力発電所） 具志川火力発電所。 金武火力発電所。 

沖縄電力の供給エリアはこんなに広い。ちなみに１，０００ｋｍという距離は長崎から山形くらいまでであ
る。しかも離島が多いので、電力の安定供給は容易ではない。 

車内は明るく、乗り心地は快適。 車両検査装置で車両の点検中。 総合制御を行なう「ゆいレール」の指令室。 

川崎重工が製作・施工した鋼軌道桁を走行中の「ゆいレール」の車両。 
川崎重工は車両（５編成１０両）も納入した。 

　「住民が少ない供給先の一例に水
納島があります。人口は牧場管理の５～ 
６人。多良間島の発電所から海底ケー
ブルで送電しています」と、沖縄電力離
島カンパニー離島カンパニー室課長の
高宮城勉さん。 
　多良間島には最大出力１，４８０ｋＷの
新多良間発電所（ディーゼル発電）があ
り、「多良間島地区」（多良間島と水納島）
をカバーしている。ちなみに、多良間島と
水納島を合わせた最近の人口は１，４３５
人で、供給電力量は５８１万ｋＷｈ。 
　沖縄電力には本島系統を除き、こうし
た離島系統が１１あり、すべての有人島
をカバーしている。与那国島、波照間島、

北大東島、南大東島などは１島１系統。
日本の最西端の島・与那国島（最近の
人口１，７８１人）には、与那国発電所（最
大出力：２，７５０ｋＷ）と与那国風力発電
実証研究設備（合計出力１，２００ｋＷ）が
あり、日本最南端の有人島・波照間島（人
口５８４人）には、波照間発電所（９００ｋＷ）
と波照間風力発電実証研究設備（２８０
ｋＷ）があるといった具合だ。 
　離島の発電所数は１５で、最近の最
大出力の合計は約１８万１，０００ｋＷ。こ
れに、実証研究設備である風力・太陽
光発電設備（合計１３地点、出力合計
４，２２０ｋＷ）を加えると約１９万ｋＷとなる。
沖縄電力の発電設備（合計最大出力）
は約２２３万ｋＷ（電源開発（株）からの
受電を含む）なので、離島の発電設備
はその約１０％を占めている。 

　「離島は、発電所の燃料輸送ひとつとっ
てもドラム缶による輸送などのコストがか
かり、台風に備える燃料備蓄も不可欠。
また、台風による損害復旧などの応援の
人員輸送にも時間がかかります。」（離
島カンパニー離島電力部離島技術課
の仲里政晋さん） 

　なお、沖縄本島には牧港火力（使用
燃料：重油、合計出力４６万５，０００ｋＷ）、
牧港ガスタービン（灯油、１６万３，０００ｋＷ）、
石川火力（重油、２５万ｋＷ）、石川ガスター
ビン（灯油、１０万３，０００ｋＷ）、具志川火
力（石炭、３１万２，０００ｋＷ）、金武火力（石
炭、４４万ｋＷ）の各発電所がある。 
　ちなみに、川崎重工は沖縄本島の発
電所では、牧港火力発電所の７・９号機
のボイラ、石川火力発電所の１・２号機
のボイラおよび煙突、具志川火力発電
所の１号機のボイラ、１・２号機の灰処理
装置、金武火力発電所の石炭搬送設
備（ＦＤＣ：空気浮上式コンベヤ）と１・２
号機共通のＥＰ灰サイロ設備などの納
入実績がある。 
　また、ガスタービン移動発電機車９台（合
計出力１万１，４００ｋＷ）も納入。さらに、
電源開発・石川石炭火力発電所（３１万
２，０００ｋＷ）には、１・２号機のボイラおよ
び灰処理装置、高濃度スラリー装置を
納入するなどして、“沖縄の電力”の安
定供給に貢献している。 
　沖縄電力によると、２００８年（平成２０年）
の販売電力量の見通しは、全社で約７７
億４，２００万ｋＷｈ。このうち離島は約７億
８００万ｋＷｈ（全社に対する比率９．１％）
となっており、離島の伸びが全社平均の
伸び率を上回っている。 

　沖縄電力では、離島供給の効率化、
電源の多様化によるセキュリティの向上、
地球環境問題への取り組みなどの観点
から風力、太陽光を中心とする新エネル
ギーの導入に積極的に取り組んでいる。 
　沖縄電力管内における新エネルギー
導入の歴史は、「１９８５年（昭和６０年）、
ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合
開発機構）の「サンシャイン計画」の一

環として、座間味島の太陽光発電研究
設備（出力５０ｋＷ）が運転を開始した
のが始まりでした」と、研究開発部次長
の山城政克さん。 
　風力発電の研究開発は、宮古島狩俣
地区で「エネトピア・アイランド構想」の下
でスタートし、１９９０年度から’９７年度まで
ＮＥＤＯの委託を受けて実施したのが最
初だった。宮古島では、太陽光・風力発
電とＮＡＳ（ナトリウム－硫黄）電池・ディー
ゼル発電とを組み合わせた、世界的にも
珍しい自然エネルギーを安定して利用す

る研究が行なわれており、２００３年には風
力発電の発電状態と電力系統を総合的
に監視し、風力発電を制御する「風力発
電総合監視制御システム」の構築を目指
してきたが、２００３年９月、台風１４号の直
撃により大きな被害を受けて研究は中断
している。また、伊平屋（野甫島）では風
力発電所を１基新設し、「レーザー式風
向風速予測システム」を開発中である。 
　離島の風力発電の合計出力は約
３，２００ｋＷ、太陽光発電は約１，１００ｋＷ
となっている。 

　２００３年８月１０日に開業した「ゆいレール」（那覇空港駅～首里駅間の
１２．９ｋｍ、１５駅、所要時間２７分）は、戦前の軽便鉄道を除き、沖縄県初の
軌道システムによる公共輸送機関である。交通渋滞の解消や沿線開発
などに大きな期待が寄せられた。 
　２両編成の「ゆいレール」は、ゴムタイヤと空気バネを採用した跨座型で、
騒音や振動が少なく、乗り心地は非常によい。 
　「昨年度は目標の１日約３万２，０００人をほぼクリアしましたが、今年度は
やや下回っています。沖縄は長年、車社会で、ちょっとの距離でも車を使う
習慣があるもので……。現在、全社を挙げて乗客数回復のため『一日乗
車券』の販売活動に力を入れています。２００５年１月１日には『おもろまち駅』
前に東洋一の大型免税店がオープン予定で、観光客を含めた乗客増加
を期待しています」（沖縄都市モノレール（株）常務取締役の大谷直彦さん） 
　川崎重工は、「ゆいレール」の鋼軌道桁の一部（奥武山公園駅と小禄
駅の間）を製作・施工するとともに、車両５編成１０両を納入した。また、車両
基地の工場棟の一部を製作し、車両検査装置などを製作・納入した。 
※「ゆいレール」の「ゆい」は、沖縄でよく使われる「結いまーる」（助け合い）
　の「結い」に由来している。 

１１の離島系統、 

島々に１５か所の発電所 

沖縄本島の発電所は４か所、 

川崎重工も貢献 

太陽光・風力発電も 

積極的に研究・開発 

■沖縄と川崎重工 

沖縄都市モノレール「ゆいレール」 

みん 

な   じま 
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２００３年９月の台風１４号で倒された電柱。総動員体制で復旧作業が行なわれた。 

①宮古島の最東端、東平安名崎は紺碧の海に約２ｋｍ突き出た美しい岬で、日本百景のひとつ。 
②３月の大潮の干潮時に姿を現す“幻の大陸”八重干瀬は美しい大珊瑚礁群だ。 
③吹き抜けの洞窟が人気の砂山ビーチ。白い砂はパウダーのように細かい。 
④宮古島と池間島を結ぶ池間大橋の向こうに西平安名崎が見える。 

川崎重工製のガスタービン発電設備３基が運転中。 

宮古ガスタービン発電所。 ２００３年９月の台風禍
の際には、川崎重工
が納入したガスタービ
ン移動発電機車が活
躍した。 

宮古島群島送配電系統図 

　まず、宮古島に飛んだ。 
　沖縄本島・那覇から南西約２９０ｋｍ
に位置する宮古島。全島が琉球石灰
石と隆起サンゴ礁からなる平坦な台地
状の島で、産業はサトウキビや葉タバコ、
ハウスでのニガウリやメロンなどの栽培と
漁業、それに観光。観光といえば、池間
大橋でつながる池間島の北方に広がる
巨大なサンゴ礁が、毎年、３月の大潮の
時に姿を現すことから“幻の大陸”とい
われる八重干瀬へのエコツーリズム、エ
メラルドグリーンの海でのスキューバダイ
ビングなどマリンスポーツが人気だ。 
　「島の年間観光客数は約３７万人で
近年右肩上り。市民ボランティアによる
観光ガイドも好評です」と、平良市役所
総務課主幹の喜屋武重三さん。 

　この地域の電力供給を担当している
のが、沖縄電力・宮古支店だ。 
　「当支店の供給区域は、宮古本島の
ほか、池間島、大神島、来間島、伊良部島、
下地島、多良間島、水納島でその総面
積は約２２．６ｋｍ2 、総人口は約５万８，０００人。
好調な観光業を反映してこの１０年間で
販売電力量は約５０％増加し、今後１０年
間も毎年３％の伸びを想定しています」（宮
古支店長代理の根間秀昌さん） 
　島のうち、池間島（前述）と来間島は
宮古島と橋で結ばれている。送電系統
は「宮古島地区」（本島、池間島、大神島、
来間島、伊良部島、下地島）と「多良間
島地区」（多良間島、水納島）の２系統で、
「多良間島地区」の概要は本文冒頭で
紹介したとおり。 
　「宮古島地区」の発電設備は、宮古
発電所（ディーゼル発電６基、総出力２
万１，５００ｋＷ）と、宮古第二発電所（ディー
ゼル発電４基、４万ｋＷ）、宮古第二発電
所に併設されている宮古ガスタービン発
電所（ガスタービン発電３基、１万５，０００
ｋＷ）で合計総出力は７万６，５００ｋＷ。 

　このうち最も新しいのが、川崎重工が
製作・施工した宮古ガスタービン発電所で、
２００３年６月に営業運転を開始した。当
社が自社開発した純国産の「Ｍ７Ａ－
０２型ガスタービン」（定格出力５，０００ｋＷ）
が３基で、発電機や配電開閉装置、制
御装置などで構成。使用燃料はＡ重油で、
ＮＯｘ（窒素酸化物）値は７０ｐｐｍ以下
を達成している。 
　ガスタービン発電設備は、従来から離
島で採用されているディーゼル発電設
備に比べて軽量・コンパクト、土木建築
費用を含めた設備投資額が削減できる
などのメリットがある。 
　「ガスタービン発電所は、通常、夏休み
に入る前後に訪れる電力需要のピーク
時対策として整備したものです」（根間
秀昌さん）と言うように、この日、ガスタービ
ン発電設備はタービン音も軽やかに運
転を続けていた。 

　南の島の電力事業にとって最も脅威
なのが台風だ。宮古島でも過去、数え切
れぬほどの台風禍を経験してきたが、
２００３年９月１１日に直撃した台風１４号
は過去３０年でも最大級だった。何しろ、
最大瞬間風速７４．１ｍ（「これは気象庁
の公式発表で、宮古支店の風速計は
８３ｍを記録して倒壊しました」と根間秀
昌さん）、最低気圧９１２．０ｈｐａという物
凄さ。宮古島は約２４時間暴風域に巻き
込まれ、痛ましい人的被害をはじめ、家屋、
ライフライン、公共施設、農作物などが大
きな被害を受けた。 
　宮古支店管内でも、配電設備を中心
に甚大な被害が発生。およそ９００本の
電柱が折損、倒壊するなど約２万２，０００
世帯のほぼ全域が停電となった。 
　「本社に非常災害対策本部が設け
られ、沖縄本島、石垣島などから電柱や

ケーブル、工事用車両などを緊急輸送。
本社などからの応援を含めて最大４９０
人体制で、地域と一体となって復旧作
業に当たりました。私も一週間は不眠不
休でした」（根間秀昌さん） 
　復旧作業は急ピッチで進められたが、
それでも電力の完全復旧までには２週
間を要したという。 
　「役所や学校など公共施設には、本
社から移動発電機車を３台動員して電
気を供給しました」（根間秀昌さん） 
　発電所の発電課長・川畑勝也さんと
発電課第二係長・平良恵勇さんは、「発
電を阻害するほどの被害がなくて助かり
ましたが、台風には本当に苦労します」
と口を揃えた。 
　それでも根間秀昌さんは、「去年の台
風１４号は別格。風速４０ｍくらいなら停
電は起こしません」と、“離島の電力”を
支えている誇りを胸に、自信を持って
語った。 

　２００３年５月にオープンした中城村北中城村
清掃事務組合「青葉苑」は、川崎重工が設計・
製作・施工を行なったごみ処理施設である。 
　１日（２４時間運転）当たりの焼却能力４０ｔ（２０ｔ
／２４ｈ×２基）のごみ処理施設で、焼却炉の形
式は幅広い質のごみをしっかり燃やせる川崎－
流動床式焼却炉。燃焼ガスの無害化に万全

を期すなど環境に十分に配慮した設備だ。焼
却灰は、灰溶融設備（２４時間の処理能力８．６ｔ）
で多用途に再利用できるスラグに変えている。 
　併設のリサイクルプラザでは、不燃・粗大ご
みを５時間で６ｔ、また、資源ごみを５時間で３ｔ処
理でき、再利用できる鉄やアルミ、ガラス瓶など
を回収している。 

“幻の大陸”・八重干瀬と 

マリンスポーツ 

「宮古島地区」と 

「多良間島地区」の２系統 

川崎重工の 

ガスタービン発電設備が３基 

“台風銀座”ならではの苦労、 

昨年も大被害 

■沖縄と川崎重工 

中城村北中城村ごみ処理施設「青葉苑」 

ひがしへんなざき 

や び じ  

にし へ ん な ざき  

や び じ  

なかぐすくそん  
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与那国発電所 

与那国島 

与那国島 

西表島 

西表島 

鳩間島 

波照間発電所 

波照間島 

波照間島 

下地島 新城島 

上地島 
黒島 

小浜島 
竹富島 

石垣発電所 

石垣島 

石垣島 

石垣第二発電所 
石垣ガスタービン発電所 

八重山諸島送配電図 

白い砂浜と紺碧の海、青い空－川平湾は、石垣随一の景勝地として知られている。 

吹通川と亜熱帯特有の植物ヒルギの林。 

独特の風情の民家にハイビスカスが映える。 

息をのむほど美しい珊瑚礁の海。 

運転中のガスタービン移動発電機車。 

川崎重工が製作・施工した石垣ガスタービン発電所（合計出力１万ｋＷ）。 

ガスタービン発電設備２基が運転中。 

石垣第二発電所で順調に運転中の
ディーゼル発電設備３基のうちの１基。 

石垣第二発電所の中央制御室。 

竹富島へ向かう海底ケーブルの入口。 

　さらに、石垣島に飛んだ。 
　石垣島は沖縄本島から約４１０ｋｍ、
台湾から約２６０ｋｍ。八重山諸島の東
部に位置しており、港湾や半島、岬、海
浜など多様な自然が織り成し、エメラルド
グリーンの海と美しいサンゴ礁に恵まれ
ている。 
　主な産業はパイン、サトウキビの栽培と
漁業、そして観光だ。青い海、青い空、
白い砂浜－観光資源にはこと欠かない。 
　「最近の『ちゅらさん』などテレビドラマ
などによる全国的な沖縄ブーム、昨年の
石垣－大阪（伊丹）線の就航、官民一
体となった観光客誘致活動などの成果
で増え続け、昨年の観光客数は約７０万
人を記録しました」（石垣市企画開発
部観光課企画宣伝係長の金城弘一さん） 
　しかもアンケート結果によると、観光客
の約５０％がリピーターで、約７０％がもう
一度訪れたいと回答しているという。 
　「好調な時ほど今後のための誘客活
動が必要で、ボランティアガイドも養成し
ます。また、例えば、農家や漁師も食材を
通じて観光と関わっている現実を啓蒙
するなど、全島挙げて観光立島に努力
しています」（金城弘一さん） 

　沖縄電力・八重山支店の供給区域は、
石垣本島のほか竹富島、黒島、小浜島、
波照間島、西表島、鳩間島、新城島（上
地島と下地島で構成）、与那国島で総面
積は約５９２ｋｍ2 、総人口は約５万１，０００人。 
　系統は「石垣島地区」と「波照間島
地区」、「与那国島地区」の３系統。前
述のように「波照間島地区」と「与那国
島地区」は１島１系統である。 
　「石垣島地区」の発電設備は、石垣
発電所（ディーゼル発電６基、総出力２
万９，０００ｋＷ）と、石垣第二発電所（ディー
ゼル発電３基、３万ｋＷ）、石垣第二発電
所に併設されている石垣ガスタービン発
電所（ガスタービン発電２基、１万ｋＷ）で、
合計総出力は６万９，０００ｋＷ。 
　「この発電設備で与那国島、波照間
島を除き、石垣本島を含めて７島に給電。
島と島を結ぶ海底ケーブルは２万２，０００
Ｖの特高線路が亘長約３１．４ｋｍ、６，６００
Ｖの配電線が同約２８．５ｋｍに及んでい
ます。新城島の上地島の住人は牧場関
係者が５人、下地島も同じく２人ですが、
ちゃんと海底ケーブルで送電しています」
（八重山支店長代理の宮良善雄さん） 

　もとより、両島とも以前はもっと多くの人
が居住していたが、時代とともに次第に減っ
ていったという。 
　石垣第二発電所は八重山支店に隣
接している。発電所に向かう道の周囲
の植栽から降り注ぐ滝のような蝉の声を
聞きながら発電所構内に入ると、川崎重
工が納入したガスタービン移動発電機
車が３台並び、運転中だった。 
　「ディーゼル発電設備１基が整備中で、
その補充のために運転しています」
（宮良善雄さん） 

　川崎重工は、石垣島の主力常用発
電設備として、１９８９年から営業運転を

開始した石垣第二発電所１号ディーゼ
ル発電設備をはじめとして、１９９５年まで
に合計３基（出力１万ｋＷ×３基）のディー
ゼル発電設備を製作・施工した。 
　この発電設備は、増加する電力需要
に対応するために整備されたもので、ディー
ゼル機関は、実績豊富な「５２／５５型」を
離島発電用に改良した「１６Ｖ５２／５５Ｂ
型」。重質燃料（使用燃料はＣ重油）の
清浄装置としてホモジナイザー（燃料改
質装置）を採用し、廃油排出量を最少
限に抑えている。また、冷却系統に海水
を含んだ井戸水の使用に耐えられる特
殊冷却系統を採用した。なお、熱効率
は離島用発電設備としては最高レベル
である４５．２％（機関端）を達成した。 
　さらに、２０００年に営業運転を開始し
た石垣ガスタービン発電所の発電設備（出
力５，０００ｋＷ×２基）も製作・施工した。
このガスタービン発電設備の主機は、
自社開発の「Ｍ７Ａ－０２型ガスタービン」
（宮古ガスタービン発電所向けと同タイプ）
で、構成機器も同じ。使用燃料Ａ重油、
ＮＯｘ値７０ｐｐｍ以下も同じ。 
　このガスタービン発電設備も「夏のピー
ク時対応用として整備したものです」（八
重山支店発電課発電第二係長の与那
国吉哲さん）と、宮古ガスタービン発電所
と同じ答が返ってきた。 

　日頃の苦労をうかがうと、やはり難敵

は台風である。（ただ昨年、宮古島が大
被害を被った台風１４号だが、石垣島で
はそれほどのことはなかったとか。ちなみ
に、石垣島と宮古島は約１７０ｋｍ離れて
いる）。 
　「台風発生のニュースを聞くとヒヤヒ
ヤですね。自分なりに進路を読んで、危
ないと思ったら離島の連絡所駐在員や
委託業者にパトロール強化を指示したり
します」（宮良善雄さん） 
　「台風時期には、燃料運搬船の欠航
など万一に備えて燃料を１か月分備蓄
します」（与那国吉哲さん）と、苦労は尽
きない。 
　思いがけない災難もある。 
　「竹富島と結ぶ海底ケーブルが、石
垣港の外に停泊した外国船舶の錨で
損傷を受けることがあります。損害をもた
らした船舶の特定は難しく、その復旧費
用は当社持ち。台風とともに、こうしたこ
とも“離島の電気”のコストを押し上げる
要因になっています」（宮良善雄さん） 

● 
　ほかの地域にはないさまざまな構造
的あるいは自然がもたらすハンディを克
服して、今日も“離島の電気”は変わる
ことなく送り続けられている。 

全国的な“沖縄ブーム”で 

伸びる観光客数 

住人が５人と２人の島にも 

海底ケーブルで送電 

ディーゼル発電設備３基と 

ガスタービン発電設備２基 

苦労を乗り越えて 

電気が島々に送られる 

あらぐすく 

ふきどうがわ 

かびら 

種　　別 架　空 ケーブル 

２２ｋｖ配電線路 

６．６ｋｖ配電線路 
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