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太陽光パネル
ユニット（両面）
案：1０mｘ２m：
２列で６段

太陽光パネル
ユニット収納部
（台風強風時）

メンテナンスフロ
アー：案Φ１３m

鉄筋コンクリート
土台：案□2.8m

梯子

所定の位置に、
潜水艦と同構造
の開閉蓋がある。

ツリー型太陽光発電機標準型

ワイヤ巻取り
モーター：８個

メガソーラの
40倍の設置
効率がある。

発電コスト
はほぼ同等。

環境破壊を起
こさず、雪国で
も使えるため、
輸出産業となる。

ツリー型太陽光発電システム

木造人工島による洋上の潮流発電や河川
にプールを設定しての水流発電で足りない
部分を、ツリー型太陽光発電システムで補う。

ウクライナとロシア国境に、各国向けで
二重列で設置し、再エネ100％化と防塁
兼用とすることができる。（万里の長城）



ツリー型太陽光発電システム「特許第６６５６５２２
号」は、標準形でメガソーラーの設置効率４０倍で、収
納機能があり強風に耐え、雪や砂嵐にも強い。

また周囲の自然や既存の建物と共存し、環境破壊
を起こさない。さらに洋上の木造人工島上に設置する
と、土台が不要で、木枠に固定するだけでよくて、

朝日や夕日でも（海上の反射光も加算され）発電量を
見込むことができます。

365日分の正確な追尾角度のプログラムを内蔵した
エッジコンピューターが付帯しており、設置場所の緯
度等を入力し、また各ワイヤー巻取り機（エンコ
ーダー内蔵）の設置現場での校正値を入力すること
で、自動で正確な太陽光追尾が可能になります。

また、ホストコンピューターとネットで繋がっており、
局地的な台風や竜巻や降雪情報をホストコンピュー
ターから受け取り、太陽光パネルの退避（ワイ
ヤーを緩めて折りたたみながら降ろす）をし、収納箱
に収納します。

さらにサービス用のリモコンからの指示を受け取り、

洗浄しやすい位置に各パネルを移動し、作業員が水
をかけながらブラシで太陽光パネルを洗浄すること
ができます。

メガソーラでは、雪国では難しかったが、受光パ
ネルの傾斜を大きく取り、雪が積もらないようにし
たり、あるいは全パネルを一旦全部下げて、傾斜
を大きく取りながら受光パネルをゆっくり上げるこ
とで雪を落とすことができます。

当初は全金属製で考えていましたが、ワイヤーと
モーターなどの一部の電気部品を除き、ギヤも含
め全木製をと考えています。（必要に応じ、液体ガ
ラスコーティングを施す。）

（潮の流れない地域）洋上に木造人工島を浮か
べて設置、道路や駐車場の機能を損なわず上側
に併設、南面の山の中腹での設置が考えられる
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１．大規模な発電という観点では、木造人工島を
設置しての、潮流発電や水流発電には、はるかに
及ばないが、雪国のぽつんと一軒家や少人数の離
島等では、あるいは適当な海や河川がない場合は、
ツリー型が重宝します。

２．ウクライナとロシアの国境沿いに、土台をコンク
リートで作るツリー型を万里の長城のような感じで、
ウクライナ用とロシア用の二重に並べることで、

そして双方の国がツリー型からの電力に依存する
ことで、互いに破壊や侵入を防ぐことができると考
えています。

ツリー型太陽光発電システムの説明



Light receiving panel 

ワイヤー外れ防止
用プレート

Sky axis

Pulley support

Light receiving 
panel base

wire

Detailed view of main parts

Install in a sunny riverbed with 
no houses and on the hillside or 
in the mountains. (Transportation 
and assembly by helicopter 
without making roads.)

ツリー型太陽光発電システム

Sky axis

Wire winder

wire

Pulley 

エッジコンピューター

ホスト コンピューター

Weather information

Power generation report

Driving instruction

実物を計測し、エンコーダーの読み取りを行う。
1.真南と水平
2.高さ上限位置
3.真東と45度の角度

wire

Electrical wire
Frame foot

強風時やメンテナンス時に、パネル
を下げると、緩んだワイヤーがパネ
ル間に引っ掛かり、パネルを傷つけ
ないようにするために、足を設定。

エッジコンピューターには太陽追跡
プログラムがインストールされており。
設置場所の経度と緯度を入力する。
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ブレーキ付き＆
減速付モーター

テフロンガイド

ワイヤー

テフロンガイド

エンコーダー



ツリー型太陽光発電システム

Water supply (for panel cleaning)

＜パネルメンテナンス手順＞

1.資格のある作業員が2人で作業します。
（高齢者。女性も働くことができます。）

2.リモコンですべてのパネルを下げた後、
一番上のパネルから、順番に、洗浄し
やすい角度にして、洗浄します。

3.一人が水をかけ、もう一人がモップな
どで汚れを落とします。

通常、月に1回程度の清掃を行ないま
す。必要に応じて、砂漠や海岸近くでは
洗浄頻度を増やします。

（商業・住宅街以外）ドローンの飛行が
可能な場合は、噴霧型ドローンで洗浄。

<安全性>

1.風速計が特定の値を超えた
ら、太陽の追尾を無視してパ
ネルを水平にする。

2.風速が強くなり破壊上限に近
づくと、あるいは台風などの事
前情報により、受光パネルを
自動的にゆっくりと下降する。

3.台風などの事前情報により、
リモコンで作業員がパネルを
収納する。

4.万が一強風で飛ばされても
大けがをしないように受光パ
ネルのフレームの角を丸めて
おく。

Worm gear

wire
Winder

wire
Winder

Worm wheel
with encoder

Work cargo
With all the light 
receiving panels lowered, 
attach the cargo to the 
wires at four locations.

案内紐 (4本)

各ユニットの重量を5

トン以内に収め、各ユ
ニットをヘリコプターで
運んで、現地で組み立
てる。ワークカーゴに乗
り、案内紐を取り外し、
ネジを締める。

Carry a small pile driver 
into the mountain with a 
helicopter for work.

receiving panel

Panel storage (consisting 
of the frame only)

Japanese patent: 6656522

receiving panel

当初はスライド機構付きで考えていたが、
一般のブラインドのようにスライド機構なし
にすると、機構がシンプルで軽量化できる。
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25％～0％45％

全反射光乱反射光
正反射光

図を左右反転させ、朝日と夕
日のぎりぎりまで使用可能。

同一面積で考えて、固定型
と比べ、１０倍程度の発電量
が見込める。両面受光パネ
ル＆多段式ツリー型で、メガ
ソーラの設置面積比４００倍
の発電量か見込める。

100％ 70％
（山や建物に隠れ
てしまう可能性有）

海上ツリー型では、このあたりが100～120％（海面からの反射
光を含む）で推移するので、4倍程度のは発電量が見込まれる。

垂直入社を100％とした場合の、
入射角度による発電量の低下度

地球
地
球

（□12mを10x10個の中ユニットを３ｘ３並べた場合）では、30ｍの水車
を、横流路＆縦流路に並べて、48機の水力（潮流）発電機が稼働可能

と考えています。また、ツリー型太陽光発電システムを基本ユニット
（□12ｍ）に一個設置するとして、中ユニット□12mでは、潮流発電機の
設置場所を除き、８１機が可能で、81ｘ9＝729機の設置が可能になる。

海洋ツリー型は土台が
不要で、大容量発電力
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H形鋼を使い、道路両端とセンターに柱

を置き、アングルを組み、その上にツ
リー型を設置するなら、土木工事がほ
とんど不要なので設置が容易である。
（生活の妨げにならないようにする。）

田畑や空き地や公園、あるいは駐車
場などに設置して、現状の生活環境と
共存する形がよいと考えます。

（山の中に設置するのは、クレーン車
が行けないので、道路整備から始める
か、ヘリでの組み立てになり、コスト高）

吊るだけでいいので、下側に
ビニールハウスやテント型の
各種施設が低コストで可能。

ツリー型は、メガソーラに対して圧倒的
な効率の良さだけでなく、環境破壊が
なく、現状のインフラと共存し、施設を
多目的につかえるメリットがある。

電熱シートを
張り、無雪化

風力発電も
設置しやすい

＜温室効果ガス±０への道＞ 
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車社会が縮小し、またＥＶ化・ＦＣＶ化
により排ガスが出なくなることを想定
し、出荷も可能な有機栽培の自治会
で管理の家庭菜園スペースを作る。

主に給食用の自治会菜園
自治会菜園クラブ



メガソーラは環境破壊を起こすが、ツリー型はむしろ土台に
よって地盤が強化され、周辺の木々と共存する。基本的に南面
の山の中腹に設置をするが、複数のビューポイントを県単位で
設定して、その地点から一切見えない場所に設置する必要が
あると考えています。

組み立ては重量部品をヘリで運び、そのまま装填し、ワークカーゴ（ワイヤー巻取り機
構によって吊り上げられる）で、ボルト締め等の固定作業を行う。

数十年毎の大規模な配置換えやリニューアルはヘリにて行い、数年単位程度の塗装
やメンテンンアスはワークカーゴに乗り行い、そして三週間程度感覚の清掃作業は高圧
洗浄のドローンの自動操縦によって行われる。（住宅街ではドローンは飛ばせないので、
3人一組の清掃クルーが行う。リモコン操作・洗浄液かけ・ブラシがけの三人）

基本的に、鉄筋コンクリートの土台作りは、ブルトーザ
で道を切り開き、重機を運ぶので、一時的には環境破壊
ですが、鉄筋コンクリートは120年程度持つと言われてい

るので、切り開いた道路は種々の木々や花を植え、散歩
道にするとよいと考えています。 （メンテ用軽トラは通る）

 

 

鉄筋コンクリート土台

ツリー型を南面の山の中腹に設置の場合
（コンクリート土台の上にヘリで組みたてを行う）

メンテナンスカーゴ
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ツリー型太陽光発電システム中型標準型案（33ｍ：前後6段）

標準仕様案：支柱軸管（ツリー）の直径1m、高さ33m（5.5mを6個つなぐ）、受光パネル部の大き
さ9.9mｘ1.65m 両サイド、両面パネルで合計24枚、反射率は、表面を30％裏面を0.1％とする。

表面の受光パネルの反
射率は30％（ハーフミラー）
とし、裏面は0.1％（反射防

止膜）として、高温になりに
くい裏面での発電効率をUP

させる。また、太陽の角度
によってベストシフト量を自
動設定する。

～11時＆15時～の位置

11時～15時の位置

1m
1m1m

1.8m 1.8m

5m
（P間隔）

反射率30％

反射率0.1％

Nm
太陽光に向く

反射光を隣の裏面へ

（シフト量）

一般家庭の平均32㎡（5ｋW：設置コスト約400万）とすると、6段で前後2段、両面受光
パネルの中型のツリー型では、12.25倍の発電容量となり、設置面積は1/4となる。
（コストは約12.5倍であるため、同一コストではほぼ発電量はイーブンとなる。）

一般家庭用の太陽光
パネルの平均的な面
積:32㎡
標準発電量５kW：
平均設置コスト400万

中型天軸型太陽光システム
の太陽光パネル1，65mx0.99m
を10枚横に並べ＝16.3㎡
16.3㎡ｘ2（裏面）ｘ2（列）ｘ6段＝
392㎡で設置コストは5000万

鉄筋コンクリートの土台
（中空）□2，8mｘH5m

穴あき作業台：清
掃＆メンテナンス
用途：直径13m

太陽光追尾で効率2xUP 裏面反射低下分50％減を考慮し、単純計算で、設置面積が1/4で、発電量
が12.25倍なので、約50倍の効率UPが見込まれる。1.65ｘ0.99の受光パネルを15万と見積もると、コス
トが5000万/400万＝12.5倍であるが、10万程度になれば、9.5倍となり、コストパフォーマンスが優位に。

設置面積１/４
太陽光受光パネ
ルのフレームは、
軽量アルミ製
（梯子のイメージ）

±180回転
暴風対策

太陽光追尾駆動電力を考慮する必要
があり、トータルで「10倍程度」となる。

日影が欲し
い場合は木
製や鉄製に
し、日当たり
が欲しい場
合は、アクリ
ル製にする。

標準型で
40倍と呼称
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固定パネルとの比較



1

2

3

4

5

6

7

14

4

8

9

10

11

1２

１．ビルの屋上
２．タイヤ（重量受け）
３．下側回転クレーンアーム
４．ワイヤー
５．バックアップワイヤー
６．フック部（電磁開閉部付帯）
７. 自動＆マニュアルトラック
８．１５階シドニー向け荷受け部
９．１６階プノンペン向け荷受け部
１０．１７階モスクワ向け荷受け部
１１．円筒高層ビル側面
１２.  AIに画像情報を送るカメラ

１３．トロッコ形状の荷物受取の移動ロ
ボット
１４．上側回転クレーンアーム
１５．ひっかけ部付帯部品運搬ケース
１６．AIサーバー
１７．ワイヤー滑車部

5

全国の各市町村に設置をする、各種トラムやツリー型等を製造するため
の新しい工場は「円筒形の高層ビル」が良いと説明を致しましたが、理由は、
各海外都市向けのトラムを各階で同じような自動化ラインで作るとして、
クレーンを回転しながら使い、下図のように複数の無人運転のトラックにて
重量部品を運び、複数のトラックを停車させた状態で、荷台にある各重量部
品をクレーンで吊り上げ、各階に運ぶシステムが作りやすくなります。

希望する市町村に設置の円筒形高層ビル工場 円筒形高層ビル：クレーンで重量物
を直接各階の製造ラインまで運ぶ。

８～10番の荷受け部には、13が

出入りし、重量物を製造ラインまで
運び、製造ラインのロボットが組み
込み作業を行う。（すべて自動化）

7番の自動＆マニュアル

トラックはトラム優先道路
では運転し、自動運転のト
ラムを注意しながら、追い
越していく。

AI管制システムの認可が

下りれば、トラム専用道路
を60㎞の自動運転で走る
ことができる。

13

2

同一軸二連アーム
（回転＆伸び縮み）

15

16

17

複数のトラックを並べ、各荷台から直接各
種重量部品をラインに投入するので高効率
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先端技術を培ってきた企業群が
設計コンペ（バリウスリンク会議）
で超優秀な標準形を開発する。

全国の各市町村に、24時間稼働の

円筒型高層ビル工場をつくり、全世
界の姉妹都市の仕様にて輸出する。

日本の各市町村が担当の世界の
姉妹都市に供給し、全世界で２０
５０年温室効果ガス０を達成する。

先端技術を培ってきた企業群が
低コスト＆高効率の太陽光パネ
ルをはじめ、種々の革新的な要
素技術やシステムを開発する。

台湾：半導体技術
企業 カスタムIC

米国：各種管制システム
企業 デジタル改革

世界一の開発力

世界一進んだ
自動化工場群

木造人工島、潮流発電システム
ツリー型、空中鉄道、各種トラム、
水素タンク自動交換ハウス・・・、

輸出検査機構

第四次産業革命

＋

＋

大幅な仕様変更ではCAD図提出➨
一次審査はAIが行う。必要に応じ
初ロットでの品質確認テストを行う。

難しい仕様変更時はアイデアの事前相談が可能

部品運搬➨工程
の進捗に合わせ
自動投入する。
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