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1. はじめに
本稿は平成 19 年度 NEDO 事業「風力発電の次
世代技術課題調査」(委託先：風力エネルギー
研究所，イー・アンド・イー ソリューション
ズ，日本電機工業会)の成果(1)の一部の報告であ
り，第 29 回風力エネルギー利用シンポジュウ
ムの予稿集に掲載された内容に加筆したもの
である．
風力本調査は，これまで，国や民間で実施さ
れてきた風力発電技術および今後の技術開発
課題について技術ロードマップを作成すると
ともに，特に従来と異なるタイプの風力発電技
術に焦点を当て，技術開発課題を実地に検証す
る等を行って，今後注力すべき風力発電技術開
発課題について整理することを目的とするも
のである．本報では，風力発電の次世代技術課
題の抽出および技術ロードマップ作成の経緯
について報告する．
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1) 地球温暖化対策およびエネルギセキュリ
ティ対策に資する導入促進
2) 国内メーカの育成およびサプライチェーン
の拡大に資する産業育成
の 2 点にある．
風力発電は，新エネルギーの中でも経済性，
効率性および環境性に優れており，比較的発電
コスト/建設コストが安価等の優位性から，欧
米，アジアあるいは中南米での導入が進み，世
界の風力産業の成長率は年 15～20%を達成して
おり，今後も拡大傾向が続くものと予想される
(3)
．
技術ロードマップの作成に当たり，図 1 に示
すように，国内外における過去の風力発電に係
る技術開発の経緯およびその成果の調査によ
り，
1) 技術開発・実証試験
2) 調査事業
3) 支援・助成等
4) 国の導入施策、民間の普及活動等

2. 風力発電に関する技術ロードマップの作成
図 1 に本調査における風力発電の技術ロード
マップ作成のフローを示す．
地球温暖化問題，エネルギー供給などエネル
ギーを取り巻く情勢から，新エネルギー導入や
省エネルギー技術の普及について国内外で議
論されている．また，新エネルギーを産業とし
て捉え，産業政策的な視点から競争力のある自
立したものとなるよう普及導入を図ることに
よって，エネルギー源の多様化，環境保全への
貢献のみならず，経済効果や新たな雇用創出と
いう側面で貢献が大いに期待されている(2)．こ
のような状況の中，日本における風力発電に係
る技術ロードマップ作成の目的は，

図 1 風力発電の技術ロードマップ作成のフロー
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ことが分かる．このため，風車本体に関連する
技術課題であるパワートレイン，系統連系技術
およびブレードを中心に述べる．
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等の分類に分け，風車サイズやコストも併せた
変遷図を作成し，現在，国内外で実施されてい
る技術開発の取り組み状況の調査により，将来
取り組むべき技術課題について整理を行った．
さらに，市場・技術の要求事項，国外におけ
る風力発電の技術開発やロードマップに係る
状況を踏まえ，わが国が将来取り組むべき技術
的課題の抽出を行うとともに，ロードマップを
作成した．
技術課題の評価・検討を行うに際し，以下の
項目(要素)等に重点を置くこととした．
1) 風車サイズの大型化を可能とする技術課
題
2) 系統連系に係る技術課題
3) 制御方法に係る技術課題
4) 風特性に係る知見の推移
5) 風況予測方法に係る技術課題
6) コスト
以下，風力発電に係る儀技術課題の抽出およ
び次世代に取り組むべき技術ロードマップに
ついて報告する．

図 2 風車コンポーネントのコスト割合(4)

3.1 ブレード
ブレード構造(Structure)と形状（profile と
airfoil）は，当初は出力当たりのブレード価
3. 風力発電の技術課題
格を指標とし，より高性能な，揚力係数 CL の大
商用風力発電機の出力は年々大型化してお
きい翼型が好まれたが，現在は出力がロータ径
り，2007 年時点では洋上用風車のプロトタイプ
として 6MW 機(ENERCON E112)が試験されている． の 2 乗に比例するのに対して，重量とコストは
2.3 乗まで変化(5)しており，単純スケールアッ
大型化に伴い風車の重量は増加するが，風車
プでの 3 乗比例を如何に小さくするかが今後の
の重量はロータ直径 D の 3 乗に比例するのに対
大型化の鍵である．
して，取得エネルギーは D の 2 乗に比例するこ
重量に関してはカーボン繊維の使用が軽量
と か ら ， 風 車 に 係 る コ ス ト (COE ： Cost of
化のための直接的な対策であるが，経済性を満
Energy)は直径の 3/2 乗に比例して増加する，
足させながら有効な対策を打つことが非常に
いわゆる COE の 3/2 乗則がある．このため，風
重要である．翼型で言えば，CL を多尐犠牲にし
車の COE を低減するためには，取得エネルギー
ても構造上の剛性を優先させる（翼厚を大きく
を増加させるための高効率化(べき指数 n＞2 に
する）事が必要となる．すなわち，ブレード構
相当)，重量を低減させるための軽量化(べき指
造・翼素開発は，単位発電量当たりのコストを
数 n＜3 に相当)に係る技術が重要となり，これ
最小にすることが最適化の指標となっている．
に信頼性等の向上や系統連系に係る電力安定
大型化に伴う荷重の低減や信頼性の向上の
化のための技術等が必要となる．
ため，プリベントブレード（運転中に働く荷重
図 2 は，
REpower 社製 5MW(Single-Stage drive
による変形を考慮した翼）にコンディションモ
train，ロータ径 100m，タワー高さ 100m，部品
ニタリングシステムを導入し，ブレードのイン
点数 8,000)の各コンポーネントのコスト割合
(4)
テリジェント化を進めることにより，効率向上，
を示している ．
荷重低減およびライフサイクルコストの最小
図 2 から分かるように，大型風車のコンポー
化等の効果が期待される．
ネントでは，タワー，ブレードおよびパワート
3.2 パワートレイン
レインに係るコストが高く，このうち，ロータ
ブレード＋パワートレインが 47%となっており， パワートレインは，現在の可変速運転による
二次巻線型誘導発電機＋部分容量インバータ
風車のコストを下げるにはこれらのコンポー
(TypeC)または多極式同期発電機＋全量インバ
ネントの軽量化，高効率化および高信頼性化等
ータ(TypeD)が主流となっている(6)．系統側から
が風車本体の技術課題として重点項目となる
65

は 電 圧 低 下 時 の 運 転 継 続 (Fault Ride
Through；FRT)対応等に優れた形式が求められ
ているが，その観点からは TypeD が理論的には
有望である．しかし，コストの面からは TypeC
が有望であり，ウィンドファーム内の各種形式
のベストミックスを探りコストダウンを目指
すことが技術課題と考えられる．
同期発電機に Multibrid M5000 のように 1 段
ギアボックスを介した形式も 5MW クラスで採用
されており，今後注目される形式である．
大型化の進む風車であるが，パワートレイン
の最適な形式(7)は定まっておらず，超大型化に
向けたパワートレインの最適な形式について
今後も検討する必要がある．
3.3 系統連系
電力安定化の対策は，各国の Grid Code 等の
系統運用の方式により異なる(8)ため，それぞれ
の方式に適した方法の開発が不可欠である．ま
た，典型的なフロー型エネルギーである風力の
出力を管理，ハンドリングの容易なストック型
エネルギーに変換する技術を用いて，kWh 価値
ばかりでなく，kW 価値を創出する技術が求めら
れている．
風力発電の導入量拡大を促進するための系統

安定化対策として，風車側において考えられる
時間的・空間的スケールから見た制御方法を検
討する必要がある．系統安定化に対して各スケ
ールに適した制御方法が選択されると考えら
れ，例えば，短期・単機のスケールでは，風車
単体における制御方法として，ブレードのピッ
チコントロールの他に電気二重層キャパシタ
等を用いた制御方法の併用が考えられ，また，
WF 内，WF 間等のスケールアップに伴い，発電
量予測，モニタリングシステム(例えば高度な
SCADA システム)等を用いた制御方法が必要と
なる．
我 が 国 に お い て は ， LFC(Load Frequency
Control)領域での制御が特に問題となってい
る(8)ため，蓄電池による制御方法に係る研究(9)
が行われているが，欧州では既に問題が顕在化
しているように，風力発電の導入割合が増加し
た場合の影響については，今後，コストの問題
も含めて更に検討を行い，制御に不可欠な予測
モデルの精度の更なる向上を目指し，実証によ
る確認が不可欠であると考えられる．
4. 次世代技術開発の技術ロードマップ
前節までに概観したように，日本における風

図 2 風力発電に係る次世代技術課題の抽出
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力発電技術開発の方向として，「大型化」，「系
統安定化」および「低コスト化」がキーワード
として挙げられる．風車の大型化は，風力発電
の適地が尐なくなっていることや建設コスト
の漸増傾向を背景として，導入に際して１箇所
当たり，単機当たりの発電量の最大化が意図さ
れているもので，同時にわが国においても将来,
期待されている洋上風力発電には大型風車の
導入が不可欠であると考えられる．洋上風力発
電の場合は，運搬上の問題もないことから最も
大きな設備容量の風車(超大型風車)を設置す
ることでコストを最小化することができる．
ここでは，わが国における風力発電の技術開
発に関する開発期間として，短期(2010 年まで)，
中期(2015 年まで)および長期(2020 年以降)を
想定し，特に注力して進める技術開発に対して
平易度，先進性による重要度および緊急度の観
点から開発項目を整理･選定した．開発項目選

定までのフロー共に図 2 に示す．
以下に風力発電に係る次世代技術課題の検
討結果から選定された個々の技術開発項目に
ついて表１～3 に示し，その概要を述べる．
4.1 超大型風車
風車のサイズは大型化を指向しており，欧州
FP6 における Upwind プロジェクト(10)では 10MW
～20MW クラスの風車の開発を目指している．大
型風車の開発は，これまで市場に 10 年程先駆
けて先進的・戦略的・革新的な技術に対して開
発・実証されていることが過去のヒストリから
明確であり，2010 年以降の世界の市場動向を考
えると，日本においても超大型化の開発は必須
である言える．欧州の FP6 開発プログラムのよ
うに，10MW クラスの風車の開発は，技術的およ
び経済的困難さが予想されるため，産官学のコ
ンソーシアムによるプロジェクトの立ち上げ
が必要と考えられる．

表 1 超大型風車に係る技術開発課題
技術開発の選定

現況

課題

3MW(陸上商用機)
6MW(試験機)
10MW 計画(Upwind)
GFRP＋カーボン，プリベン
ト，落雷保護
二次巻線式発電機(主流)
または同期式発電機の可
変速運転
開発途上，オプション

建設・輸送コスト，ライフタイムコスト，信
頼性の向上，疲労・荷重予測

要素技術の開発
→5MW クラスによる実証試験

産業育成
導入促進

高効率化，重量低減，荷重低減，コスト
低減，信頼性の向上，落雷対策
超大型風車のベスト(コスト，荷重低減
等)な形式は不明

CFRP 多用による軽量化，製造技術，自
己診断による荷重低減方法等
風車による系統受容制御可能な高効率
かつ低コストなパワートレインの開発

経済性・信頼性
の向上
導入促進，経済
性の向上

コストの低減，信頼性の向上

経済性・信頼性
の向上

④空力・構造連成解析
計算コードの開発

Bladed，FAST 等(BEM がベ
ース)

空力・構造の連成解析による精度向上，
風況データの精度向上

風況，発電量，ブレードおよびパワートレ
インのマルチコンディションモニタリング
技術
空力・構造連成解析計算コード，風車の
疲労寿命予測技術

技術開発の選定

現況

課題

開発項目

電力安定化技術

発電量予測，WF 出力制御
(スペイン)，蓄電池(日本)，
圧縮空気による貯蔵(EU)

風力発電導入割合の高い電力管内にお
ける電力安定化，LFC 領域における風力
発電の制御，周波数制御

系統受容型風力発電システム，時間・空
間スケール毎の制御方式の開発，シス
テムの実証試験

導入促進

①系統受容型風力発
電システムの開発

二次巻線式誘導発電機，
全量コンバータ，FRT

周波数変動対策，コストの低減

WF 内/WF 間の風力発電システムの最適
化

経済性の向上

②時間・空間スケール
毎の制御方式の開発

蓄電池システム＋気象予
測システム

周波数変動対策，コストの低減

電力貯蔵装置＋気象予測システム＋会
社間連系線活用による制御方式

経済性/信頼性
の向上

技術開発の選定

現況

課題

開発項目

洋上風力発電

欧州先行，日本における実
績はほとんどない

実証試験を通したデータ収集と要素技術
の検証

導入促進

①海上風観測/予測シ
ステムの開発

日本における海上風の特
性が不明確

経済性の向上(低ライフサイクルコスト)，
信頼性向上，疲労・荷重予測，維持管
理，設置場所，系統連系，(漁業協調)
海上風，波浪等の実測データの不足

海上，波浪(波高/周期)，海潮流などの
実測データ，海上風および波浪の予測

経済性/信頼性
の向上

②連成振動予測技術/
疲労照査技術の開発

開発途上

荷重予測，疲労予測

着床式/浮体式モデルの構築および検
証

経済性/信頼性
の向上

③設計・施工技術の開
発

開発途上(水深 100m まで
の着床式および浮体式)

経済性/信頼性の向上

設計・施工技術の開発および検証

経済性/信頼性
の向上

④環境影響評価技術
の開発

日本における洋上風力発
電のための環境影響評価
手法は未開発

評価法は未開発

生態系(鳥類，海生生物等)の影響評価，
景観解析手法，漁業協調の調査

導入促進

超大型風車(10MW)

①インテリジェントブレ
ードの開発
②系統受容型低コスト・
高効率発電システムの
開発
③コンディション・モニタ
リングシステムの開発

開発項目

期待される効果

信頼性の向上，
新設計法の確立

表 2 電力安定化に係る技術開発課題
期待される効果

表 3 洋上風力発電に係る技術開発課題
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期待される効果

開発スケジュールとして，10MW クラス風車の
要素を開発し，5MW クラスで実証試験を行うこ
とを提案する．10MW クラス風車で必要とされる
技術が開発されれば，日本固有な条件に適した
風車のみならず，今後更なる拡大が見込まれる
海外市場に対して競争力の高い風車の製造も
可能になるものと考えられ，風車メーカおよび
その関連企業のサプライチェーンの拡大，産業
の育成および導入促進が期待される．
超大型風車の開発において特に注力するべ
き課題として，ブレード，系統受容型発電シス
テムおよび空力・構造連成解析設計コードの開
発が挙げられる．
4.2 電力安定化技術
典型的なフロー型エネルギーである風力の
出力を管理，ハンドリングの容易なストック型
エネルギーに変換する技術を用いて，kWh 価値
ばかりでなく，kW 価値を創出する技術が求めら
れており，特に系統が要求する事項に対して風
車側するべき技術として，系統受容型風力発電
システムの開発および時間・空間スケール毎の
制御方式の開発，の 2 つのテーマを挙げた．
風力発電の導入量拡大における電力安定化
対策として，風車側において考えられる時間
的・空間的スケールから見た最適な制御方法が
示唆され，各スケールに適した制御方法が選択
されると考えられるが，電力安定化技術の開発
は，時間・空間スケールに対して最適な制御方
法に関する多次元方程式の解を求めることに
例えられ，実証試験の積み重ねによって最適化
が図られると考えられるため，その際，例えば
会社間連系線活用等の系統側の協力も不可欠
と言える．
4.3 洋上風力発電
既にデンマーク，イギリスなどでは洋上風力
発電の積極的な導入が認められることや，ドイ
ツ，スペイン，フランス，ベルギー，アメリカ，
中国などでも，近々，実証試験を実施する計画
があるなど，世界の風力発電は洋上風力発電の
導入拡大が潮流となっている．
わが国においても 2010 年度 300 万 kW 達成後
は，洋上風力発電の導入を図ることが不可欠と
考えられるため，洋上風力発電に関するシーズ
研究や革新技術に関する基礎研究を着実に進
めるとともに，着床式洋上風力発電に係る実証
試験に早期に取り組むことが重要で，そのため
には技術開発テーマの適切な選択と集中によ
る速攻型推進戦略を立てる必要がある(11)．また，
日本は欧州と比較して，風況の良い海域におけ
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る水深が深いことから，浮体式洋上風力発電も
選択肢の一つである．
NEDO では本年度，日本における洋上風力発電
実証研究の可能性調査を進めており，将来の本
格的な導入を期待したい．
5. おわりに
NEDO 事業「風力発電の次世代技術課題調査」
のうち，風力発電の技術課題についてその概要
を報告した．詳しくは今後公開される調査報告
書(1)を参照されたい．
最後に本事業調査において，風力発電の次世
代技術課題に対して貴重なコメントをいただ
いた風力発電次世代技術課題調査検討委員会
および技術ロードマップ検討分科会委員の委
員各位，また，技術課題の抽出・検討にご協力
いただいた関係各位に感謝致します．
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