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風力発電の認証業務に向けた日本海事協会の取組み
－NK 再生可能エネルギー部の業務紹介－
一般財団法人日本海事協会 新事業開発本部長（再生可能エネルギー部長）髙野裕文

はじめに
当協会については、馴染みの薄い方も多いこ
とかと思いますので、初めに少し紹介させて頂
きます。

ネルギー部」を新設しました。
現在、以下のような業務に取り組んでおり、
本稿ではその概要を紹介します。

一般財団法人日本海事協会は、NK の略称ま
たは ClassNK の通称で国際的に広く知られ、
国際的に船舶及び海洋構造物の検査を行う第
三者機関として完全に独立したいわゆる船級
協会と呼ばれる非営利団体です。他の風車認証
団体も。この船級協会を起源としているものが
いくつか見られます。
（NK の沿革）
1899 年 帝国海事協会創立
1926 年 NK の最高船級“NS*”ロンドン保険
業者協会の船級条項に登録される
1934 年 船舶安全法の施行に伴い、主務大臣
に認可した船級協会となる
1946 年 名称を日本海事協会に改める
1999 年 登録船の総トン数で世界一となる
2010 年 風力発電設備認証へ向けた準備開始

図 1：NK 再生可能エネルギー部の構成と業務

NK では、洋上風車の共同研究を契機とし、
2010 年 7 月より、研究開発推進室に専任の担
当者を配置し、関係官庁、学会関係者、風力発
電関係事業者の動向等、第三者機関としての認
証業務実施の可能性を調査しました。その結果、
我が国で期待が高まる洋上風力発電の普及の
為には、厳しい運転環境下で長期間の安定操業
に資する第三者認証制度が必要と判断し、風力
発電設備及びその支持構造物の認証を実施す
るために、風車認証事業室を設立、風車の認証
業務（小形・大形）を開始しました。
また、2012 年からは、船舶安全法に基づく
浮体式洋上風車の検査関連業務も開始しまし
た。
その後、近年の技術進歩等を背景として、波
力・潮力・海洋温度差発電等の新たな海洋エネ
ルギー利用設備の開発の本格化など、多様化す
る再生可能エネルギー関連認証業務への対応
を強化するため、2014 年 10 月に「再生可能エ
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１．風車の型式認証及び設計評価
大型風車及び小型風車が規格に基づき設計
されているか、また製造・品質管理が適切に行
われているかを確認するとともに、発電性能の
評価等を行っています。
(1) 小形風車の型式認証
日本では、「電気事業者による再生可能エ
ネルギー電気の調達に関する特別措置法（通
称‘FIT 法’）施行規則」において、同法対
象の設備としての認定を受けるためには、小

図 2：小形風車に関する FIT 適用手続き

形風車の場合は、
「日本工業規格Ｃ１４００２に適合するものであること、又はこれと同
等の性能及び品質を有するものであること
が確認できるものであること。」と規定され
ており、実態上、第三者機関の確認が必要と
なっております。
NK では、小形風車が FIT の対象に決まる
前から、日本小形風力発電協会、日本電機工
業会の委員会に参加し、日本に適した技術基
準及び認証制度の検討に参画、2011 年 12 月
から小形風車の認証業務を開始し、国の法令
施行に対応可能な体制つくりを進めてきま
した。
日本のみなら
ず海外からの申
請も受け付けて
おり、これまで
に型式認証を行
った小形風車は
14 機種です。
NK が型式認証
図 3：小形風車に関する FIT 適用
を行った風車に
は、認証マークと通し番号を付したシールが
貼付されています。
一方、経済産業省の公表データによれば、
これまでの小形風車設備認定の件数は本年 3
月末時点で 47 件ですが、NK に対しては、現
在も多くの申請及び申請相談を頂いており
ます。また、NK では高さ 15m を超える小形
風車の設置に関し、サイト毎に支持物（タワ
ー・基礎）の審査及び現地確認を行う業務も
行っております。こちらは FIT とは直接的な
関連の無い任意の制度ですが、本制度にも多
くの申請を頂いております。幸いなことに、
本日まで、NK が認証を行った風車について
は、新聞等で報道されるような大きな事故は
起きておりません。
なお、これまでの実績を踏まえ、NK は公
益法人日本適合性認定協会（JAB）から、NK
が行う風車型式認証業務について、公平性、
専門的能力、認証システムの妥当性の観点か
ら審査を受け、2013 年 5 月に風車認証機関
としての認定を受けました。

機に関連する様々な認証を行っています。

図 4：NK ガイドラインに基づく風車の各種認証

これまでに、陸上風車について、設計適合性
の評価（実績 1 件）を行ったほか、福島浮体式
洋上ウインドファームで浮体に搭載される風
車について試験用風車としてのプロトタイプ
認証（実績 2 件）を行いました。
現在、型式認証の申請も頂いており、今後、
日本に独特の気象条件（台風、雷等）に対応し
た安全性の高い風車の普及に貢献してまいり
ます。
一方、こう
した風車認証
制度の普及に
向けて、NK は
現在、IEC で
検討作業が進
められている
再生可能エネ
ルギーの包
図 5：第 1 回 IEC RE 参加者
括認証制度
（IEC RE：太陽光、風力、海洋エネルギーを対
象）の構築にも積極的に参加しています。
２．ウインドファームの認証
NK は、国際風車認証制度に基づくウインド
ファームのプロジェクト認証や、国内の許認
可対応向けの認証としてウインドファームの
設計認証にも取り組んでいます。

(2) 大型風車の設計評価及び型式認証
NK では、
「風車及びウインドファームの認
証ガイドライン」に基づき、大型風車につい
ても、設計適合性の認証、型式認証や試験機
に対応したプロトタイプ認証など、風力発電

図 6：風車認証制度の活用
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(1) プロジェクト認証
プロジェクト認証は、型式認証を取得し、
サイトに設置予定の風車が、現地の風況に長
期間耐えられるか、また、台風や地震時の荷
重にタワーや基礎が耐えられるかどうか、ま
た、巨大な地震が発生した場合に風車の倒壊
が無いかといった観点などから設計審査を
行うます。これらの審査をパスすれば工事が
始まり、工事に際しても、必要に応じ、輸送、
組み立て、据え付け工事中に検査を行います。
据え付け完了後は試運転が行われ、これに
パスしたウインドファームにはプロジェク
ト認証書が交付されます。さらに、運転開始
後も、2年半を超えない間隔で運転・保守状
態の監査を行います。
プロジェクト認証については、型式認証と
異なり、一度認証を取得しても他のサイトで
は一からやり直しとなる個別認証のため．風
車設置者に対する負担も大きく、欧州におい
ても陸上では一部のウインドファームでの
みしか活用されておりませんが、洋上ウイン
ドファームについては、プロジェクト認証が
広く普及しています。

実施された新エネルギー等共通基盤整備促
進事業「風力発電システムに関するサイト適
合性評価手法の開発」を基に、電事法に基づ
く工事計画届出に対応する認証として始め
たものです。
今後、環境アセスメントが終了したウイン
ドファームプロジェクトが急速に立ち上が
ろうとする中、国に提出する書類の基準適合
性を予め第三者機関が確認しておくことで、
円滑な手続きに貢献できるよう努めてまい
ります。
(3) 浮体式風車の検査
洋上風力発電設備も、陸上と同様、発電設
備として、発電機のみなならず支持物も含め
電機事業法に基づく規制を受けます。

図 8：風車の構造に適用される国内法

一方、タワー、浮体構造物、係留設備につ
いては船舶安全法による規制の対象である
ことから、NK は船舶安全法に基づくみなし
機関として、2012 年 7 月発行の「浮体式洋
上風力発電設備のガイドライン」に基づき、
設計図面審査や材料・機器・構造の製造中の
検査、現場での工事立会検査などの船級検査
業務を実施しています。
浮体式洋上風
車は、風車から働
く力や波、風等に
よる浮体施設の
動揺が風力発電
設備全体の挙動
に影響を与えま
す。通常、陸上風
車においては、回
転数を一定に保
つために風速等
に応じて翼のピ
ッチ角を制御し
図 9：NK 浮体式洋上風力発電
ていますが、これ

図 7：風車認証の全体イメージ図

この理由としては、洋上ウインドファーム
の投資規模が一般に非常に高額となること
に加え、洋上工事の難しさや、厳しい腐食環
境の中で長期間、しかも高い設備利用率で稼
働することによる機械の消耗リスクの高さ
があげられます。特に日本の場合には、台風
や地震・津波、雷など固有の厳しい条件もあ
り、長期間に及ぶ安定操業を確保するため、
第三者機関による認証がファイナンスや保
険の観点からも重要と考えられます。
(2) ウインドファームの設計認証
本認証は、経済産業省が平成24～26年度に

設備に関するガイドライン
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と同様の制御方法では、浮体施設の動揺によ
り風車への相対風速が変化するため、陸上と
同じ制御では浮体施設の動揺が励起される
現象が起きるとされており、NK では、浮体
施設に対して、風車に起因する力、波、風な
どの影響を総合的に評価して、浮体が安全な
挙動をすることを確認しています。また、そ
の他、使用される材料、防食のための対策、
浸水対策、復原性、係留策の強度、タワーの
強度などを審査するとともに、主要な工程に
立会検査を行っています。

む一連の第三者立会い検査が広く行われてい
ます。
具体的には、保険会社（再保険会社も含む）
の信認を得た「Warranty Surveyor」がいわば
保険会社に代わって、工事計画の立案の段階か
ら施工事業者のミーティングに参画しつつ、施
工計画の安全審査を行うとともに、気象海象予
測も踏まえて、現場での施工可否の判断を確認
することが慣行となっています。

３．海洋エネルギー利用設備の認証
世界第 6 位の排他的経済水域（日本の国土面
積の約 12 倍）を有する日本として、洋上風力
のみならず、波力、潮流・海流、海洋温度差と
いった様々な海洋エネルギーの利用を図るた
めの研究開発が進められています。
NK では海洋再生可能エネルギー全般に係わ
る幅広いニーズに対応するため、「海洋再生可
能エネルギー発電システム認証ガイドライン」
を発行するとともに、これらのシステムの認証
を行っています。

図 11：MWS の契約形態

NK は、風力発電設備、海洋エネルギー発電
設備の洋上施工マリンワランティーサーベイ
にあたり、
1) 豊 富 な 経 験 を 有 す る Marine Warranty
Surveyor との連係
2)日本語による施工側との円滑なコミュニケ
ーションの確保
3)洋上施工シミュレーションによる十分な事
前検討を推奨
4)プロジェクト管理を効率的かつ円滑に実施
するためのソフトウェアの活用
などを図り、日本の環境特性に則した MWS
実施に努め、適切な保険適用をサポートして
まいります。

図 10：没水型海洋温度差発電イメージ図と NK による
AIP（Approval In Principle: 概念承認）

４．マリンワランティーサーベイ
マリンワランティーサーベイ（MWS：Marine
Warranty Survey）
は、日本ではあま
りなじみの薄い概
念ですが、海上で
の石油・ガスプラ
ント普及している
欧州では、プラン
トの洋上設置工事
に際し、積み出し、輸 図 10：洋上施工の様子（例）
送、設置工事はもとより、使用する船舶及び機
材等の技術的な審査と現場での立ち会いも含

おわりに
NK 再生可能エネルギー部では、様々な認証
活動や IEC 等の国際標準化活動への参加に加
えて、技術的知見を蓄積し NK の認証ルールに
取り込むための研究開発（スマ－トメンテナン
ス、雷対策など）にも取り組んでおります。
当部の取り組みは、まだ緒についたものばか
りのものが多いのが現状ですが、日本の風力発
電産業の今後のますますの発展に微力ながら
一助となれるよう努めてまいりますので、何卒
よろしくお願いいたします。
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