


全国津々浦々の防災対策の最前線へ。
（株）ナベルが三重大学と共同開発、
国産の携帯ソーラーパネルが力になる。

 「原料調達、試験方法など製品開発にあたり、坂内教授から
的確なご指導をいただきました。さまざまな電池やモジュールを
開発する国産のメーカーをともに訪問し、当社とのマッチングの
可能性を考慮いただき、現在の取引先へと到達できました。開発
には、並行して弊社のメンバーの人材育成が欠かせませんで
した。現状の分析や各種確認、試験の方法などをご指導いただく
過程で、確実にメンバーのスキルと知見が日に、日に向上していく
のを確認できました。」

■ Bella-Solar nanoGrid 開発レポート

　「2011年３月11日に発生した東日本大震災で、宮城県在住の
知人が被災したのですが、やっと繋がった電話の相手が欲した
救援物資は、水でも食糧でもなく乾電池だった。当時品薄だった
乾電池を可能な限り買い集めて送ったのですが、我が国の停電
対策がいかに貧困で脆弱であるかを思い知りました。当時は、
CO2削減を含め地球環境に対する社会の関心も集まっており、
太陽光や風力による発電の気運も高まっていた。弊社も蛇腹と
再生エネルギーをリンクさせる新しい事業分野を模索していた
ところで、震災を契機として「太陽光」という再生エネルギーの
可能性に改めて気づき膝を打ちました。蛇腹は、本質的に表面積
を大きくする性質があり、各種フィルターにも使われている。災害
に遭っても翌日には太陽は昇るしその光エネルギーを、大きく広げ
た蛇腹で受け取り、持ち運ぶ際は折り畳んだり、縮めたりできる性
能を活用しようと考えたわけです。」
　その後の動きは速かった。屋根材として知られる結晶系の
90Wのソーラーパネルを
３枚スライドさせる構造の
第一次試作もできた。大き
な反響はあったが70kgと
重く、持ち運ぶためには
軽量化と折り畳みの構造
が必要だと感じたという。

　「再生可能エネルギーの特徴として、太陽光は天候や時刻に
よって変化するし、風も吹いたり吹かなかったりする。つまり不安定
な発電という性質があります。そこで有用性を高めるには蓄電池
が必要となりました。また、ソーラーパネルの軽量化への取り組み
も急がれました。そこで知人を介し紹介していただいたのが、
スマートキャンパス部門で平成26年度省エネ大賞、経済産業
大臣賞を受賞された、日立製作所出身の三重大学、坂内教授
でした。」
　持ち運べるとの目的達成のためには軽量化が大きな壁になっ
た。重い結晶系シリコンではなくアモルファス（非結晶）の調達が
現場から渇望された。

株式会社ナベル 永井規夫社長。
信条は「美しい製品は
決して偶然には生まれない」

国際基準相当の防水試験を実施 折り曲げや落下試験も実施

開発を担当した株式会社ナベル開発課の塚本氏（左）と三宅氏（右）。

９枚のパネルを
用いて太陽光発電。
発電出力は72ワット。

Bella-Solar nanoGridの特長

約３kgのソーラーパネル。
折り畳みによる
コンパクト化を実現。

優れた防水性、耐久性を
発揮する高い信頼性。

集電装置に関する
技術を国際特許出願中。
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　【Bella-Solar nanoGrid】の開発ではパネルの耐久性、機能性
確保のためにナベル社の開発陣と最大限の力を注ぎました。
緊急時や被災時、停電となって困るのは照明の確保、電話や
無線、パソコンなど情報通信機器の電力確保です。有事に際し、
機能を最大限発揮するために、様々な角度からの試験を繰り
返し行い、高い信頼性を手にできたと思います。また、油を使った
発電と比べて、燃料を使わず、
エンジンスタートで必要な強い力
も必要としません。パネルを広
げ、あとはケーブルつなげれば
電気を使えるという使い勝手の
良さをぜひ多くの皆さんに体験
していただきたいと思います。

有事に際して、機能を最大限発揮する。
機器の信頼性確保に心血を注ぎました。

　三重県伊賀市に本社を置く蛇腹メーカー「ナベル」と三重
大学が災害を想定し「いつでも、どこでも、誰でも」使えることを
コンセプトに、共同開発した折り畳み式のソーラーパネル
【Bella-Solar nanoGrid】。昭和47年にカメラなど光学機器
向けの蛇腹専業メーカーとして創業して以来、イノベーションを
続け産業分野へ進出。30以上の単独出願の特許を取得、
高い技術力を誇るナベル社が、意外とも映るソーラーパネル
開発に着手したいきさつを永井規夫社長に聞いてみた。

　坂内教授との結び目から３年余り。果たして、９枚のパネルを用
いて太陽光発電する【Bella-Solar nanoGrid】は完成。重さは約
３kg、付属のリチウムイオン電池と合わせても6.7kg。発電出力は
72ワット。「折り畳めば運べ、広げたら（今回はパネルとして）機能
する蛇腹の本質にヒントを得た新たなプロダクトです。今後はバッ
テリーの大容量化とソーラーパネルの効率化に取り組んでいきた
い」。南海トラフ大地震など各地で大災害が危惧される今、
ポータブルでどこでも使える太陽光発電【Bella-Solar nanoGrid】
の備えがあれば、災害時の照明、情報機器などの電力確保に
大いに役立つことうけあいだ。

　災害が発生した際は、現場での電源確保が重要になります。
ソーラーパネル【Bella-Solar nanoGrid】の使用性については、
伊賀市が導入し、中消防署で運用管理しているドローンの機体
搭載用バッテリー、プロポのバッテリー、消防無線、タブレットを
充電し、機能性等を確認しました。配線がシンプルだし、ケーブル
に機器を繋ぐだけで充電できる。
軽いし、折りたたんでいろんな場所
に持ち運び、その場で発電できる
という機動力は、有事の際に非常
に頼りになると思います。
また、緊急消防援助隊で被災地に
駆けつける際、自前の電源の一つ
としても有効に活用できますね。
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広げて９枚（145×123cm）

｢三重大学との産学連携製品」

【Bella-Solar nanoGrid】
共同開発者
三重大学名誉教授 工学博士

坂内 正明氏
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伊賀市消防本部 中消防署 
副署長 消防司令 ドローンパイロット
西森 康典氏

カバーからパネル本体を
取り出す。

ソーラーパネルを設置した場所
が発電の現場になる。被災地を
想定し、無線を充電中。

今回、ソーラーパネル【Bella-Solar nanoGrid】の
機能検証にご協力をいただいた
伊賀市消防本部 中消防署のみなさん

パネルを順に広げて
展開する。

パネル重量は約３kgと、
超軽量。

ばんない

国産のアモルファスを調達することで
理想形に向け、開発が前進する。

震災を通し日本の停電対策の
貧困と脆弱さを思い知る。

パネルを広げ、すぐに太陽発電できる機動力に満足。

ノートパソコン 卓上扇風機

サーキュレーター LEDライト
（投光機）

折り畳むと
1/9の大きさに
（4２×50cm）



平成28年度から県内初となる移住交流係を設けました。平成30年３月末までに42
世帯、83名の方が当市に移住されるなど県内随一の実績となっております。平成30年
度から移住コンシェルジュを2名体制としました。さらに伊賀市への移住を希望される
方々に、寄り沿う丁寧な相談業務を充実させてまいります。

伊賀市長 岡本栄

来たい、住みたい、住み続けたい、
　　　　　　　伊賀づくりをこれからも。
来たい、住みたい、住み続けたい、
　　　　　　　伊賀づくりをこれからも。

伊賀の国は“忍者の里”ともいわれ、その
中心を成すのが伊賀上野の城下町です。
町の北部の高台には白亜三層の天守閣
が優美、端麗な姿を誇ります。

仕掛け、からくりを一堂に集める忍者屋敷
は、江戸時代後期に建てられた土豪屋敷
を移築・改装したもの。くノ一や忍者が
実演しながら館内を案内してくれます。

映画「君の名は。」で有名になった組紐。
伊賀組紐は丸台で紐を順番に移動させ
てつくりますが、シンプルな手順で美しい
組紐を完成できます。
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株式会社ナベルの「ものづくり」の心を育んだ
伊賀市の魅力を本誌にてご紹介。

■ Bella-Solar nanoGrid 活用レポート
伊賀市に本社がある蛇腹メーカー「ナベル」と三重大学が共同開発した折り畳み式の
ソーラーパネル【Bella-Solar nanoGrid】は２０１７年４月５日に完成を記念して
同市に寄贈された。現在、防災ツールとしていつでも使えるように管理されているが、
同製品の活用の実態について尋ねてみた。

伊賀市内でも、ソーラーパネルで発電事業をされている施設を多く見受けます。
ソーラーパネルは「大きく、重く、硬いもの」のイメージしかなかったが、寄贈いただいた
【Bella-Solar nanoGrid】は、ソーラーパネルのイメージを覆すもので、その発想と
技術の高さにびっくりした。2017年11月５日、伊賀市立霊峰中学校のグランドを中心
に開催した三重県との合同防災訓練で、訓練会場内に設定された現地災害対策
本部テント内に設置されたノートパソコンの電源として利用してみた。もちろん電源
の寸断時を想定して使用したものだが、通常の電気を使用しているときと何ら差は
なく、違和感もなくスムーズに災害情報用の機器などに使用した。グランドの砂埃の
舞う中での使用であったが問題なく電気は供給された。

伊賀市の特質及び既往の風水害等の状況を鑑みると、同市は丘陵地や中山間地が広く存在
し、急傾斜地等で危険区域に指定されている箇所も多数あることから、台風や集中豪雨など
の際には土砂災害等の危険も指摘されている。同市にもたらす気象災害の代表的なものは
梅雨前線、秋雨前線による集中豪雨、台風などが挙げられる。自然災害等、有事の際の電源
確保には【Bella-Solar nanoGrid】が役立つだろう。

（伊賀市総合危機管理課）
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