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1．はじめに 

一般社団法人 日本風力発電協会（以下、JWPA）では、2008 年 2 月に公表した「風力発電長期

導入目標と目標値達成に向けた提言」において、リファレンス、オルタナティブ並びにビジョン

の 3 ケースの目標値を提示して以後、賦存量とポテンシャル算定を精緻化するとともに、主とし

てビジョン・ケースに関する導入目標とロードマップを更新し、公表してきた。2014 年 6 月に発

表した「風力発電導入ポテンシャルと中長期導入目標 V4.3」は、電力システム改革、地域内送電

網整備実証事業、連系線等に関する整備計画の検討開始等の動向を踏まえて電力系統の広域的運

用が進むこと、更に近い将来には陸上風力のリパワリング（建て替え）が始まることを前提に策

定したもので、導入目標値も、前回までに比べて大きく拡大したものとなっている。 

 

一方で、2015 年 7 月には政府により 2030 年に向けたエネルギーミックス（電源構成）が決定

された。このエネルギーミックスにおいて初めて、再生可能エネルギーは日本の電源の中核を担

う電源の一つとして位置づけられた（全発電電力量の 22～24%）ものの、風力発電に関しては全

体に占める率が 1.7%程度と非常に低い数値となっている。エネルギーミックスは、電力の安全・

安定供給を前提に、我が国の一次エネルギー自給率の改善・向上や CO2 排出量削減のために再生

可能エネルギーの 大限の導入を目指し、併せて電気料金等国民負担の抑制を両立させようとし

たものである。この観点から、固定価格買取制度（FIT 制度）対象電源の中で買取価格は も低

いものの、太陽光発電とともにいわゆる変動型電源と位置付けられる風力発電は、多額の系統安

定化対策費用が見込まれることもあり、厳しい結果となったものである。 

しかしながら世界の大きな潮流は明らかになりつつある。再生可能エネルギーの導入拡大には

弾みがついており、世界に先駆けて導入を進めてきた欧州や米国に限らず発展途上にある国々で

も同様である。取り分け確立された技術をベースに、大量導入に向いており、またコスト競争力

でも先行している風力発電は増々その重要性を高めるものと期待されている。 

エネルギーミックスを巡る議論を契機として、我が国の風力発電に関しては様々な課題が提起

された。JWPA では今回の報告書において、2030 年に焦点を当て、取り組むべき課題を大きく下

記の 3 点に整理した。 

 

① 中長期の発電コスト低減の見通し（経済的に自立した電源） 

② 時間軸で見た現実的な系統連系対策（系統と調和した風力発電） 

③ 安全性・信頼性の向上、人材の育成、資金調達等その他の課題 

 

未だ離陸を果たしていない我が国の風力発電産業と業界が、今後本格的な導入を実現していく

ために抱える諸課題は発電コスト低減と系統連系対策だけではない。社会から信頼される設備と

業界となること、更には安全で安定した設備の運営を実現するための人材の育成、必要な資金の

調達等々、解決すべき課題は多岐にわたっている。本報告書は、これらの諸課題にも検討を施し、

具体的な対応の提案を試みたものである。 
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また本報告書は、FIT 制度後も見据えて、2014 年に JWPA が公表した中長期導入目標「JWPA

ビジョン V4.3」の達成を目指すとともに、我が国の風力発電が経済的にも自立を果たし、且つ長

期に安定した信頼できる電源として、真に日本の中核的電源の一角を担うための具体的な手立て

とその道筋を明らかにすることを試みたものである。従って、数値目標と経済波及効果を提示し

た「JWPA ビジョン V 4.3」と目標実現に向けた手立てと道筋を示す本報告書は一体をなすもので

あり、JWPA としては、今後の関連する議論を建設的に進めていくことを目的として、本報告書

をとりまとめたものである。 

 

なお、政府による「エネルギー基本計画」と「エネルギーミックス（長期エネルギー需給見通

し）」は 3 年ごとに見直しがなされるもので、その内容は世界のエネルギー情勢や日本におけるエ

ネルギーを含めた社会情勢を勘案して決定されるものである。JWPA としても、風力発電を取り

巻く今後の諸環境や社会情勢をにらみながら、「JWPA ビジョン V4.3」並びに本報告書の内容につ

いても随時見直し更新する所存である。 

 

 

以上 
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2．風力発電の導入拡大とコスト低減 

2.1  導入シナリオの想定 

ここでは、JWPA が 2014 年に公表した「JWPA ビジョン V4.3」で設定した導入目標値をベース

に、将来の風力発電の導入シナリオを想定した。その数値は下記の通り 2030 年では 3,620 万 kW、

その後も拡大し、2050 年では 7,500 万 kW の導入となる。 

 

  

図 2.1-1 風力発電導入ロードマップ（JWPA ビジョン V4.3） 

 

2.1.1  導入を牽引する要因 

風力発電の導入拡大を牽引するドライビングフォースとしては、以下があげられる。 

 

・発電コストの低減 

・リパワリングの推進 

・地域特性に合致した系統の整備・強化 

・洋上風力発電の導入推進のための環境整備 

・風力発電産業のサプライチェーンの確立 

 

（1）発電コストの低減 

現在の風力発電の位置づけは 1990 年代までのように石油ショックを背景とした石油代替エネ

ルギーではなく、各国の中核的な電源となりつつある。従って、一国の産業や国民生活に及ぼす

影響も飛躍的に高まっており、この意味からも、風力発電のコストダウンは必須の命題となって

いる。一方で、設備としての一層の安全性や信頼性の確保も求められており、この面におけるコ

ストアップ要因は無視できないものもある。いずれにせよこのように相反する両面の課題の解決

は、従来も各種電源が克服してきたものであり、風力発電も全てを総合した結果として、発電コ

スト（発電原価）を低減することが 大の課題となっている。 
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また、大量導入の進捗に基づく量産による風力発電設備そのもののコストダウンの進展だけで

なく、発電効率の改善、設備利用率の向上、建設コストの低減を含む様々な工夫により、発電コ

ストの低減が可能となる。以下がコストダウンの各種要因となるが、具体的且つ技術的な改善効

果については、「2.3 風力発電の技術革新とコストダウン（発電コスト低減の技術面からの検証）」

を参照されたい。 

 

・モジュール工法、パッケージ化による量産効果 

・受風面積の拡大 

・ハブ高増加 

・ナセルの軽量化 

・風車効率等エネルギー変換効率の向上 

・CMS 採用 

・長寿命化 

・ブレードの軽量化・形状合理化等の 適化 

 

設置コストの低減や、上記の技術向上による発電コストの改善・向上により、風力発電のコス

ト競争力は向上し、他の電源と比較して相対的に優位なものとなる。 

 

（2）リパワリングの推進 

2000 年代初頭より導入が本格化した我が国の風力発電（ここでは陸上風力を指す）は、当初の

設計寿命が経過する 2020 年頃より、発電電力の買取制度等の事業環境も考慮しながら、順次建て

替え、いわゆるリパワリングが始まることが予想される。「JWPA ビジョン V4.3」においても、ビ

ジョンの策定時の既存設備については、系統連系上の制約を考慮して原則 20 年後に既設と同じ容

量で建て替えられることを前提として、導入量を想定して目標値を設定している。 

現在国の審議会等でも検討が進められている効率的な出力抑制ルールの決定や系統の広域運用

の実現により系統制約が緩和されることになれば、市場への投入が進んでいる高い設備利用率が

期待できる大型機を効率的に活用することで、実質的に既設の設備容量を増大させることも可能

になり、累積の導入量は更に拡大することになる。 

実際にリパワリングを計画している案件は複数あり、一部は環境アセスメント手続きも進めて

いる。但し、実施のための事業環境（系統接続、設備認定、買取価格、土地利用許認可等）が未

整備であるため、推進のためには早期に適切な諸施策を実施することが必要である。 
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図 2.1-2 日本における風力発電導入量の推移（2015 年 3 月末時点） 

出典：NEDO「日本における風力発電設備・導入実績」 

 

【コラム】================================================================== 

● 「JWPA ビジョン V4.3」で想定した単年度の新規導入量のシナリオ 

 

「JWPA ビジョン V4.3」では、リパワリングを含めた単年度の建設容量は 2030 年以降 350 万

kW を上回る水準で推移することを示している。これはまさにリパワリングを推進することの効

果を現しており、2040 年以降には純粋な新設とリパワリングの主従が逆転していくシナリオを想

定している。 

● 単年度の新設導入量（純増量） 

― ピークは、2030 年度～2035 年度で 300 万 kW/年を超過 

● 20 年毎の更新を含む、単年度の生産量（建設量） 

― 単年度の導入量に、20 年前の導入量（＝更新量）を加算 

― 2030 年度以降は、毎年 350 万 kW 以上を生産（建設）：安定的な産業・雇用効果
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（3）地域特性に合致した系統の整備・強化 

風力発電の導入を阻害する要因の一つとして、好風況地域と需要地とのギャップがあげられる。

好風況地域と需要地を結ぶ送電線の強化、風力発電の出力変動の影響を緩和する広域的な系統運

用の 適化により、好風況地域における風力発電導入が一層進展する。好風況地域への集中的な

発電所立地は、風力発電コストの低減のみならず、関連産業の集積による地方経済活性化にも寄

与する。 

詳細は、「3. 系統連系（課題の克服に向けて）」を参照されたい。 

 

【コラム】================================================================== 

● 米国テキサス州 CREZ プロジェクトの事例 

 

再生可能エネルギー利用特区の指定と送電インフラの整備では、米国テキサス州の CREZ プロ

ジェクトの成功例が有名である。CREZ プロジェクトはテキサス州議会が、テキサス州公益事業

委員会（PUCT）に対して、テキサス州中西部に競争的再生可能エネルギーゾーン（Competitive 

Renewable Energy Zone）の指定と、これらのゾーン内のプロジェクトを接続する送電網インフラ

計画を指示したものである。 

2008 年、PUCT は 5 箇所の CREZ を指定し、テキサス州東部の需要地を結ぶ送電線の計画を決

定し、送電線は送電線会社により建設された。同州では、 大需要 70GW 程度の独立系統に 18GW

程度の風力発電を導入することを前提に、基幹系統の整備を州主導で実施したものである。 

CREZ の実施などにより、テキサス州は米国の風力発電の導入を牽引し、テキサス州に 17,000

～18,000 人の雇用、263 億ドルの投資、年間 4,250 万ドルのリース料をもたらすことになった。ま

た、同時に同州 大の系統運用者である ERCOT 管内の出力抑制は 2009 年の 17%から、CREZ が

2013 年末に完成した後の 2014 年は 0.5%に低減される結果となっている（出典：2014 Wind 

Technologies Market Report）。 

============================================================================ 

 

（4）洋上風力発電の導入推進のための環境整備 

我が国における洋上風力発電は、未だプロジェクトの開発がようやく緒についた段階にあると

言える。但し、島国であり海洋国家でもある日本の地理的な条件や海洋における豊富な風資源を

考えれば、長期的には洋上風力発電の推進が風力発電大量導入の鍵を握っていると言っても過言

ではない。 

「JWPA ビジョン V4.3」で描いた我が国における風力発電導入のロードマップでは、2030 年時

点における日本での累積導入合計の 1/4 を洋上が占めるものと想定されている。また同じ 2030 年

単年度の導入内訳では、陸上新設が約 50%、陸上リパワリングが約 10%であるのに対し、洋上が

約 40%であり、ほぼ陸上風力に肩を並べる程度にまで導入が進むことが期待されている。 

但し、ある意味では洋上風力発電への取り組みは陸上風力発電とは異なる世界への航海に臨む

ことでもあり、多くの課題の克服が必要である。しかしながら EU を中心とする欧州諸国では既
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に多くの実例と実績が積み上がっており、学ぶべき材料には事欠かかない。 

詳細は、「2.4 洋上風力発電推進に向けた環境整備」を参照されたい。 

 

（5）風力発電産業のサプライチェーンの確立 

いかなる産業も、部品を含めた産業全体をカバーする生産体制の整備と効率的な輸送手段（ロ

ジスティック）の確立が実現できなければ、産業としての本格的な発展は望めない。我が国の風

力発電に関しては、長年期待は大きかったものの未だ単一の市場としては離陸を果たしていない

ことから、産業としても独立した存在としては認知を得ていない状況にある。 

一方で、風力発電の導入が進んでいる海外諸国を見ると、国として高い導入目標を掲げ、あわ

せて風力産業の育成を一体のものとして計画的に進めることで、成功している事例が多い。 新

の数メガワット級の大型風車は、自動車と同様に数万点の部品から構成されており、産業として

の裾野は極めて広い。また日本の企業は、炭素繊維や軸受・増速機等の素材及び主要部品につい

て、既に欧米の主要メーカーへの大事なサプライヤーともなっており、今後風力発電関連のサプ

ライチェーンを確立していく高い潜在力を有している。 

 

海外の事例に見るまでもなく、自国におけるサプライチェーンの確立は新しい産業の創出とい

う側面のみではなく、風力発電の発電コストの低減にもつながるものであり、これが結果として

更なる関連産業の発展に結び付くという好循環を生むことが期待できる。 

詳細は、「4.5 サプライチェーンの確立と風力発電産業の将来像」を参照されたい。 
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2.1.2  地域別導入シナリオ 

JWPA における我が国の風力発電導入目標：2020 年 1,090 万 kW、2030 年 3,620 万 kW の達成に

向けて、特に陸上風力発電の地域別導入シナリオについて検討を行う1。検討に当たっては、国民

負担の抑制に配慮しつつ、熱容量、基幹系統、ローカル制約、需給制約、電力の広域的な運用を

背景にした導入拡大等を考慮することとし、実態を踏まえた合理的なシナリオ策定となるよう配

慮する。 

また、シナリオ検討に当たっては、上記考慮事項のうち、特に現状の風力適地における系統制

約を踏まえる必要があると考え、系統運用の再検証や必要な設備形成に要する期間を考慮しつつ、

短期、中・長期の時間軸ごとに異なるアプローチが講じられることとする。当該アプローチにお

ける想定は以下の通りとなる。 

共通前提： FIT 制度導入以降の各エリアにおける風力発電の新規設備認定ペースが維持される

ものとする。また、系統の風力由来電力の受け入れ容量について、現実的な広域運用を想定

して、50Hz と 60Hz に分けて検討する。再生可能エネルギー受け入れに当たっては、いず

れも電力大消費地である東京・中部エリア間の広域運用ニーズは少ないと考え、中長期的に、

東日本（50Hz）においては風力発電適地である北海道・東北エリアから東京エリアへの送

電、また、西日本（60Hz）においては、九州エリア等の風力発電適地から関西・中部エリ

アへの送電を念頭に広域運用が実現されると想定する。 

短期（～5 年程度）：基本的に各エリア内で現在の風力発電の導入ペースが継続されるものとす

る。風力発電の系統への連系可能量（特に、北海道、東北、九州）については、既存の地域

間連系線による 大限の広域運用、揚水発電の活用・火力発電等調整電源の 大限の抑制、

発電量予測技術の向上やきめ細かなエリア大での出力抑制など系統の 適制御の実践・検証

等を通じて、継続して拡大されると想定する。特に北海道・東北・九州の各エリアにおける

連系可能量については JWPA による試算値を前提とした。 

中・長期（5～15 年程度）：全国的な風力発電の導入拡大により、風力適地である北海道・東北

エリアにおいて導入量が連系可能量を超過するため、これ以上の導入拡大には地域間連系線

の活用が前提となる。また、北海道・東北エリアの系統制約も踏まえ、九州エリアにおける

風力発電導入加速化に向けた政策的措置を講じることで、2030 年における我が国の風力発

電導入量 3,620 万 kW を実現する。 

地域間連系線をはじめとする系統整備状況については、エネルギー基本計画に基づく電源構

成の変化（2030 年ベストミックスの実現：再生可能エネルギー電源比率 22～24％）に応じ

た全国大での 適な送電網形成を想定する。地域間連系線増強については、「地域間連系線

等の強化に関するマスタープラン研究会 中間報告書」（2012 年 4 月、経済産業省）を参考

に、北海道・東北間については 大 270 万 kW、東北・東京間については 大 320 万 kW ま

で増強されることとした2。 

                                                        
1 洋上風力発電（2030 年時点で合計 960 万 kW）については、広大な我が国の海洋に対して、国による適地選定（ゾ

ーニング）が期待されること、一開発案件あたりの規模が大きいこと等から、現時点でのエリア別の推計は困

難と判断した。 
2 適な出力抑制の実施に加えて、例えば新福島変電所への連系など東北エリア内においても東京エリア系統への
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2015 年 8 月末時点における我が国の FIT 設備認定量（FIT 導入以前からの既設移行分含む）は

表 2.1-1 のとおり3。風力発電は FIT 制度導入直後の環境影響評価法対象化に伴う開発期間の長期

化により、一時期の導入停滞はあったものの、今後は順調に導入量が拡大していくものと予想さ

れる。一方で、すでに北海道エリア（接続可能量 56 万 kW4）、東北エリア（同 251 万 kW）にお

いて、風力発電導入量が接続可能量に到達した又は近づきつつあることから、継続した見直しに

より接続可能量を順次拡大していく必要がある。JWPA による試算では、広域運用を考慮しない

場合での北海道エリアの連系可能量は 150 万 kW、同じく東北エリアは 600 万 kW となっている。 

 

表 2.1-1 我が国における風力発電導入量及び FIT 設備認定量（2015 年 8 月末時点） 

（単位：万 kW）  

 
※出典元が県別のデータとなるため、便宜的に静岡県、岐阜県及び三重県は中部、福井県は北陸、兵庫県は関西、

香川県及び愛媛県は四国へとエリアを分類した 
出典）資源エネルギー庁ホームページ「なっとく再生可能エネルギー」（http://www.fit.go.jp/statistics/public_sp.html） 

 

以上の想定のもと、JWPA における我が国の風力発電導入目標：2020 年 1,090 万 kW、2030 年

3,620 万 kW の達成に向けた地域別のシナリオは以下の通りとなる。 

なお、2020 年時点においては、地域間連系線を通じた広域運用による増分として、風力発電適

地における送電網整備実証事業のうち先行する北海道北部風力送電株式会社の操業開始（約 60 万

kW）を反映した。北海道電力、東北電力、東京電力間で進捗中の風力発電導入拡大実証試験につ

いては、各電力会社が試算する接続可能量に含まれることとし、エリア内導入量の内数とした。 

2030 年時点においては、地域間連系線を活用した広域運用による連系可能量の増大（北海道エ

リア 270 万 kW、東北エリア 320 万 kW）を踏まえたものとした5。なお、北陸エリア、中国エリ

                                                                                                                                                                             
接続が可能であること等を考慮した場合、一層の効率的な系統整備が可能と考えられる。 

3 厳密には FIT 認定設備以外の風力発電設備も考慮する必要があるが、本章においては今後の各エリアでの風力発

電導入量の伸びを検討する観点から、詳細な情報公開がされている FIT 認定設備のデータを用いた。 
4 地域間連系線活用による実証分（20 万 kW）を含んだもの。 
5 東北エリアの連系可能量増大分については、 適な出力制御及び東北エリア内における東京エリア系統への連系

北海道 50 29 21 32 10%
東北 196 70 126 87 40%
東京 19 16 3 17 4%
北陸 22 14 8 15 5%
中部 45 25 20 28 9%
関⻄ 19 12 7 16 4%
中国 40 30 10 30 8%
四国 24 12 11 14 5%
九州 70 43 27 47 14%
沖縄 2 2 0 2 0%
合計 486 253 233 288 100%
50Hz 264 115 150 137 54%
60Hz 222 138 83 151 46%

新規FIT
設備認定

既設設備
（FIT導⼊以

前）
導⼊済設備 設備認定⽐率

（エリア別）エリア FIT設備認定
（合計）
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ア及び四国エリアにおいても風力発電導入量が現在の接続可能量を超過するが、接続可能量の見

直しまたは既存連系線の活用により対応可能であり、新規の設備形成は想定していない。また、

西日本における風力適地である九州エリアにおいては、導入ポテンシャルを 大限に活かすべく、

政策誘導等による集中導入効果として現行の導入ペースをベースとして今後約 15 年間で 400 万

kW の追加導入効果を見込んだ。 

 

表 2.1-2 我が国における風力発電導入シナリオ①（2020 年時点、陸上風力 1,020 万 kW） 

（単位：万 kW）    

 
 

表 2.1-3 我が国における風力発電導入シナリオ②（2030 年時点、陸上風力 2,660 万 kW） 

（単位：万 kW）    

 

                                                                                                                                                                             
等による系統整備の効率化を考慮し設定した。また、 適な出力制御及び太陽光・風力の相互の補完関係を反

映し、風力と太陽光は同等程度の導入が可能であるものとした。 

北海道 153 93 60 150 15%
東北 452 452 600 44%
東京 25 25 - 2%
北陸 38 38 59 4%
中部 86 86 - 8%
関⻄ 33 33 - 3%
中国 60 60 109 6%
四国 46 46 64 5%
九州 125 125 900 12%
沖縄 2 2 18 0%
合計 1,020 960 - 100%
50Hz 629 569 60 - 62%
60Hz 391 391 0 - 38%

エリア ⾵⼒導⼊推計
（合計）

エリア内
受⼊量

連系線利⽤・
導⼊加速化
効果

連系可能量 設備認定⽐率
（エリア別）

北海道 420 150 270 150 16%
東北 920 600 320 600 35%
東京 42 42 - 2%
北陸 84 59 25 59 3%
中部 202 202 - 8%
関⻄ 73 73 - 3%
中国 119 109 10 109 4%
四国 112 64 48 64 4%
九州 685 285 400 900 26%
沖縄 3 3 18 0%
合計 2,660 1,587 1,073 - 100%
50Hz 1,382 792 590 - 52%
60Hz 1,278 795 483 - 48%

連系可能量 設備認定⽐率
（エリア別）エリア ⾵⼒導⼊推計

（合計）
エリア内
受⼊量

連系線利⽤・
導⼊加速化
効果
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図 2.1-3 我が国における地域別陸上風力導入シナリオ（2030 年時点） 

地図引用元：電源開発(株)ホームページ（http://www.jpower.co.jp/bs/souhenden/about.html） 
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2.2  導入拡大と発電コストの低減 

風力発電の導入拡大の鍵となるのが、発電コストの低減である。陸上風力については、世界的

にはすでに他の電源と比較しても十分に競争力を有する発電コストを達成している。土地の制約

や風況の違いなど、海外と単純比較はできないものの、生産量の拡大と技術改良、適切な政策措

置を実施することにより、日本においても発電コストの大幅な低減は可能である。 

2030 年に向けた発電コスト見通しの試算に際しては、以下の 2 つのアプローチを採用した。 

まず、1 つ目のアプローチとして、累積生産量の拡大による時系列的な単位生産コストの低減

効果について、発電設備容量の将来の導入見通し等のデータを用いて、経験曲線効果による試算

を行った。風力の導入が進む国と比べ、日本の累積生産量は未だ低い水準にあるため、今後導入

が進むことにより経験曲線効果が期待できると考えられる。 

次に、2 つ目のアプローチとして、風力発電を価格構成要素に分解した上で、個別の要素につ

いて技術的ポテンシャルを評価し、コスト削減効果を試算した。本アプローチでは、累積生産量

の拡大に伴う設備の生産コスト低減効果は対象外とし、発電量の増大につながる技術改善効果な

どによる発電単価の低減効果を主として検証を行った結果、技術的なコスト削減効果は非常に大

きいことが明らかになった。 

 

 

図 2.2-1 2030 年に向けた発電コスト見通しの試算アプローチ 

 

なお、発電コストを評価する際には、いわゆる電源の発電原価だけでなく、当該電源の導入に

伴うインフラ等の関連コストや社会的コストも考慮する必要があるが、本章では、主に発電原価

の各種電源との比較を中心に行った。 

また、本章では商用ベースでの導入実績が豊富な陸上風力の発電コストの分析を中心に行った。

洋上風力については、「2.4 洋上風力発電推進に向けた環境整備」に発電コストの試算例を示して

いるため、そちらを参照されたい。 

 

  



13 
 

2.2.1  風力発電コストの経験曲線効果 

一般に、生産コストの低減について、規模の経済による効果、つまり、生産規模の拡大による

単位生産コストの低減とは別に、経験曲線による効果、つまり、累積生産量の拡大により時系列

的に単位生産コストが低減する現象が知られている。風力発電機の生産コストについては、複数

の調査機関により 7%の経験曲線が適用されると試算されており6、世界的な風力発電の導入拡大

により、今後一層、風力発電機の生産コストは低減していくと予想される。 

風力発電の導入量拡大に伴う経験曲線による生産コスト低減効果について、グラフ化したもの

は下図の通りである。経験曲線 7%とは、累積導入量が 2 倍になった場合に生産コストが 7%低減

することを意味しており、累積導入量が 8 倍となった場合、生産コストは約 20%低減する。 

 

 

図 2.2-2 経験曲線（7%、9％、11％）によるコスト低減効果 

※１を基準として、縦軸：コスト低減率、横軸：累積導入比率      出典：JWPA 作成 

 

IEA によると、2013 年の世界の風力発電設備容量は 3 億 400 万 kW であり、2020 年には 6 億 1,700

万 kW（対 2013 年比 2.0 倍）、2030 年には 10 億 4,600 万 kW（対 2013 年比 3.4 倍）になると予想

されている7。これらを風力発電機の累積導入量とみなし、経験曲線 7%を適用した場合、風力発

電機の生産コスト低減効果は 2020 年時点で約 7.0%、2030 年時点で約 12%と試算される。なお、

                                                        
6 Bloomberg New Energy Finance プレスリリース（2011,11,10）及び IEA,Technology Roadmap wind energy, 2013 

edition 
7 IEA World Energy Outlook 2014 推計における中位シナリオ”New Policy Scenario” 
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我が国の風力発電導入ペースが世界水準を上回る場合は、スケールメリットによる追加のコスト

低減効果が期待される。 

 

 

図 2.2-4  IEA による世界の電源容量別導入予測（New Polices Scenario） 

出典：IEA World Energy Outlook 2015 

 

また、風力発電機と同様に、風力発電所の建設コストについても、経験曲線を仮定して我が国

の風力発電導入量の拡大によるコスト低減効果を試算する。ただし、風力発電機と異なり、風力

発電所の建設コストは必要な重機の配備等、国内建設業者の累積経験値に強く依存すると考えら

れることから、我が国における陸上風力発電の累積導入量をもとに複数の経験曲線（7%、9%、11%）

を仮定し、適用することとする。 

 

表 2.2-1 風力発電の導入コスト 

時期 陸上風力発電導入量 風力発電導入コスト 増減率※1 

  2013 年 3 月 271 万 kW 30 万円/kW 0%

  2015 年 3 月 294 万 kW 31.6 万円/kW※2 +5.7%

  2020 年 1,020 万 kW 26.3～27.1 万円/kW ▲9.7～12.3%

  2030 年 2,660 万 kW 23.9～25.3 万円/kW ▲15.7～20.3%

※1 2013 年 3 月からの増減率  ※2 調達価格等算定委員会報告書（2015 年 2 月 24 日）より 

 

以上について、我が国の現在の風力発電コストに適用すると表 2.2-1 のとおりとなる。調達価格

等算定委員会報告書によると、2013 年 3 月時点の風力発電導入コスト（発電機コスト＋建設コス

ト）は 30.0 万円/kW となっており、今後の我が国及び世界的な風力発電導入拡大により、2020 年

時点で約 9.7～12.3%、2030 年時点で約 15.7～20.3%のコスト減少が見込まれる。 

 

風力発電所の O&M コストについても、経験曲線によるコスト低減効果を試算する。風力発電
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に関して O&M コストに特定された経験曲線の数値はないものの、風力発電機の生産コスト以上

に作業員の学習効果などコスト低減効果が高いと予想されるため、風力発電所の建設コストと同

様に 7%、9%、11%の 3 つの経験曲線を仮定し、試算を行う。 

調達価格等算定委員会報告書における O&M コストは、2013 年 3 月時点で 6,000 円/kW/年（固

定資産税・事業税含まず）、2015 年 2 月時点で 11,000 円/kW/年（固定資産税・事業税含む8）と増

加傾向にある。これは、風力発電事業が環境影響評価法の対象事業となったことにより一時的に

風力発電の新規導入が停滞する一方で、老朽化の進む既設風力発電所が摩耗故障期9を迎えている

こと、また、風力発電機の大規模修繕に際して昨今の旺盛な建設需要により工事費単価が高騰し

ていることが原因と考えられる。 

今後は、多数の新規案件の操業開始が予定されており、風力発電機の平均経年数が低下するこ

とで上記コストの増大要因の緩和が予想されると共に、単基容量の増大（＝kW 当りの風力発電

機数の減少）、機器性能の向上（＝故障率の減少）、作業員の技術習熟によるメンテナンス技術の

向上（単位作業当たりの所要時間の減少）等による継続した O&M コストの低減が期待される。 

 

表 2.2-2 風力発電の O&M コスト 

時期 2013 年 3 月 2015 年 3 月 2020 年 2030 年 

陸上風力発電 

導入量 
271 万 kW 294 万 kW 1,020 万 kW 2,660 万 kW 

O&M 費用※1 6,000 円/kW/年 11,000 円/kW/年※2 
4,800～5,220 円 

/kW/年 

4,098～4,590 円 

/kW/年 

増減率※3 0% +83% ▲13.0～20.0% ▲21.0～31.7% 

コスト増大／ 

低減要因 

 (＋) 設備の老朽化 

(＋) 工事単価高騰 

(＋) 環境アセス導入に

よる新規案件の停滞 

(－) 新規案件の操業開始 

(－) 単機容量の増大 

(－) 機器性能の向上 

(－) メンテナンス技術の向上 

※1 固定資産税及び事業税を含まず 
※2 調達価格等算定委員会報告書（2015 年 2 月 24 日）より、固定資産税及び事業税を含む 
※3 2013 年 3 月からの増減率 

 

以上のとおり、今後の我が国における風力発電の導入拡大に伴うコスト低減効果について試算

を行ったが、一方で、現在、東日本大震災からの復興や東京オリンピック（2020 年開催予定）の

特需により建設や資材単価が高騰しており、それら影響による風力発電所建設コストや O&M コ

ストの上昇を別途考慮する必要がある。2015 年 2 月時点においては、2013 年 3 月との比較で風力

発電導入コストが 1.6 万円/kW、O&M 費用が約 3,140 円/kW/年の増加となっており、コスト試算

に当たってはこれらの追加コスト増要因が 2020 年近傍まで継続すると予想される点も考慮する

必要がある。  

                                                        
8 固定資産及び事業税相当額は約 1,860 円/kW/年と試算される。 
9 故障率曲線（いわゆるバスタブ曲線）における後期であり、装置の時間経過が設備寿命に近づくにつれて故障率

は増加していく 
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2.2.2  2030 年に向けての風力発電の発電コスト 

本節では、前節の経験曲線効果による風力発電コストの見通しに基づき、2030 年までの風力の

発電コストを示す。また、風力発電の発電コストを他の火力電源等の発電コストと比較すること

で、電源としての経済性を考察する。なお、発電コストは、海外でも一般的に採用されている「均

等化発電原価（Levelized Cost of Electricity: LCOE）」10での比較とする。 

前節で見たとおり、風力発電の導入拡大による累積生産量効果による発電機や建設コストの低

減と設備利用率の向上などの技術革新効果（詳細は、「2.3 風力発電の技術革新とコストダウン（発

電コスト低減の技術面からの検証）」を参照）、稼動年数の延長（20 年→25 年）によって、発電コ

ストは 2030 年までに約 8～9 円/kWh を達成できると見られる。発電コストが卸電力市場の電力価

格を下回るレベルとなる（グリッドパリティ11）ことで、2030 年には風力発電は固定価格買取制

度等の国の支援制度を必要としない経済性にも優れた電源となる。 

なお、2020 年頃までは、復興や東京オリンピックの特需による建設コストや資材費の高騰の影

響により、風力発電所の導入コストの大幅な低下は難しいと見込まれ、以下のグラフで示す通り

ほぼ横ばいの傾向が想定される。 

また、洋上風力発電についても、陸上風力発電より多少時間を要するが 終的にはグリッドパ

リティを達成すると見込まれる。 

 
図 2.2-5 陸上風力発電コストの低減見通しとグリッドパリティの達成 

出典：JWPA 作成  注）2030 年の卸電力市場の価格は仮に現状と同程度と想定している 

 

                                                        
10 プロジェクトが運転中に要するコストの総計を現在価値に割引、年間発電電力量に基づいて均等化した値。 
11 風力発電設備の電力は今後、主に卸電力市場において売買されることが想定されるため、ここでは仮に卸電力

市場の取引価格と同レベルの発電コストを達成した時点をグリッドパリティと想定する。 
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2.2.3  風力発電と他電源のコスト比較 

風力発電のコストは技術革新と導入拡大による量産効果等により、大幅に低減する見通しであ

る。一方、IEA 等の見通しによれば、化石燃料価格は今後も上昇を続け、2030 年時点では石炭価

格、原油価格は 1.3~1.4 倍、LNG 価格も長期的には上昇する見通しが示されている。 

 

 

図 2.2-6 将来の化石燃料価格の見通し 
出典：IEA World Energy Outlook 2014（現行政策シナリオ） 

 

火力発電は、発電コストに占める燃料費の比率が大きく（6 割~9 割程度）、化石燃料価格の変動

リスクが大きい。以下の表では、化石燃料価格が 10%増減した場合の発電コストの変化を示す。

化石燃料の 9 割以上を海外からの輸入に依存する我が国において、化石燃料の価格変動リスクの

影響を可能な限り低減することがエネルギーセキュリティ上も重要な観点である。 

風力発電は純国産エネルギーであり、化石燃料価格の影響を受けない点が大きなメリットであ

る。風力発電は、技術的なコスト低下を着実に進めることで、外部環境に左右されないエネルギ

ーレジリエンスの強い基幹電源となり得る。 

 

表 2.2-3 化石燃料価格に対する発電コストの感度分析 

電源 
発電コストに占める 

燃料費の比率 

燃料価格 10%の変化によ

る発電コストへの影響 

石炭火力 59% 約 0.4 円/kWh 

LNG 火力 87% 約 0.9 円/kWh 

石油火力 77% 約 1.5 円/kWh 

出典：「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告」 

（平成 27 年 5 月 発電コスト検証ワーキンググループ） 
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燃料価格の上昇に伴い、火力の発電コストも上昇する可能性がある。以下のグラフは、2030 年

時点の電源別の発電コストを比較したものである。電源の競争力を比較する場合、電力分野にお

ける温室効果ガス削減対策が今後強化される可能性が高いことを考慮し、CO2 対策費等の社会的

コストも反映する必要がある。2030 年時点の CO2 価格を 37 ドル/t-CO2 とすると12、石炭火力で

約 4 円/kWh 程度、ガス火力で約 2 円/kWh 程度の CO2 対策費が上乗せされ、2030 年時点の発電コ

ストは、石炭火力と LNG 火力が約 13 円/kWh、石油火力が約 29 円/kWh となる見込みが示されて

いる。これより、2030 年には、風力発電の発電コストは、火力発電とそん色ないレベルになるこ

とが分かる。 

 

 
図 2.2-7 電源別 2030 年発電コストの比較 

出典：風力の発電コストは JWPA 試算値。風力以外の発電コストは「長期エネルギー需給見通し小委員会に対す

る発電コスト等の検証に関する報告」（平成 27 年 5 月 発電コスト検証ワーキンググループ）に基づく 
注）全ての電源において政策経費は含んでいない。原子力は事故対応費用（損害賠償、除染等）が増える可能性

もあるため発電コストは下限を提示。 

 

 

 

  

                                                        
12 World Energy Outlook 2014 新政策シナリオにおける想定 
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【コラム】================================================================== 

● 海外諸国における風力発電と他電源との発電コスト比較 

 

海外においては既に陸上風力発電は価格競争力のある電源となっている。以下の図 2.2-8 は、

世界の大規模風力発電所における発電コストを地域別に示したものである。地域やウィンドファ

ームの規模による価格差は大きいが、おおよそ 5 セント/kWh～15 セント/kWh の範囲に入り、平

均（加重平均）は 10 セント/kWh を大幅に下回っていることが分かる。 

また、図 2.2-8 は 近 10 年間の米国全土における風力発電 PPA 契約の買取価格の平均（発電規

模による加重平均）と、全米各地の卸電力市場における電力価格範囲を比較したものである。こ

れを見ると、陸上風力発電は卸電力市場に対して既に価格競争力を有していることが分かる。 

 

 
図 2.2-7 世界の陸上風力の発電コスト（LCOE） 

出典：IRENA, January 2015, “Renewable Power Generation Costs in 2014”  
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図 2.2-8 陸上風力の PPA 価格と卸電力価格の比較 

出典：U.S. Department of Energy, August 2015, “2014 Wind Technologies Market Report”  
 

また、諸外国と日本の導入コストを比較すると、日本の導入コストが相対的に高い。中国、ア

メリカ、スペインのように導入が進んでいる国では導入コストが低い。また、設備利用率につい

ても日本は諸外国と比べて設備利用率が低いカテゴリーに属することが分かる。これより、日本

で導入コストが高い要因として、導入がまだ進んでおらず累積生産量拡大の効果が発揮できてい

ないこと、また、相対的に低い設備利用率であることが影響していると考えられる。 

 

 

図 2.2-9 諸外国における風力発電の導入コスト 
出典：IEA, ” IEA Wind 2014 Annual Report Executive Summary”  

注）イタリア、オランダ及びアメリカは内訳が不明なため、総コスト額を示している 
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2.2.4  風力発電の大量導入に伴う系統整備等に係るコスト 

風力発電の大量導入に伴うコストとして、発電設備のコストに加えて系統整備等に係るコスト

を考慮する必要がある。ただし、詳しくは第 3 章で述べるように、系統運用者に対する発電量の

可視性や可制御性の確保や、気象予測に基づく精緻な発電量予測の活用、エリアを超えた調整力

の活用等の広域運用など、大規模な設備投資を必要としないソフト的な対策を優先的に実施する

ことが重要である。その上で、JWPA における 2030 年の導入目標である 3,620 万 kW を見据え、

好風況地域などにおいて重点的に系統整備（ハード対策）を実施することが望ましい。 

系統運用などのソフト対策では大規模な初期費用は必要としないと考えられるため、主要なコ

ストは系統整備費用となる。北海道・東北エリアの系統増強については、2012 年 4 月に経済産業

省がとりまとめた「地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会 中間報告書」の試算

において、地内送電網の増強と地域間連系線・地内基幹送電線増強等の合計で、1.17 兆円程度と

試算している。当該コストを全体負担とした場合、およそ 0.1 円/kWh 程度となる。 
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2.3  風力発電の技術革新とコストダウン（発電コスト低減の技術面からの検証） 

2.3.1  風力発電の価格構成要素 

資源を有効活用できる適正な配置により、発電コスト（円/kWh）が他の電源と比較しても低く

抑えられ、商用電源の発電コストに見合う点「グリッドパリティ」を見通せる電源と考えられて

いる。大型風力発電機を用いた風力発電所は、発電コストの低減には有利であるが、建設には大

きな資本を必要とし、グリッドパリティを達成するためには更なる検討が必要である。 

 

風力発電の発電コスト（円/kWh）は、式（1）に示すように、総年間経費（円/年）を年間発電

量（kWh/年）で除すことによって求められる。 

 

発電コスト（円/kWh）
総年間経費（円/年）

年間発電量 /年
   式（1）  

 

総年間経費と年間発電量を決定する因子は、図 2.3-1 に示すように風力発電機効率（ρ）、受風

面積（㎡）、ハブ高（m）、年平均風速（m/s）、運転維持費（円/年）、資本費（円/年）、運転期間（年）、

金利（%）及び風力発電所建設費（円）が挙げられる。 

環境に適合した風力発電機の選定、風資源の状況に合わせた適切な風力発電所の立地で、他の

商用電源並みに発電コストが低い事例も出てきている。一方、風力発電の普及を阻害する要因も

顕在化しつつある。表 2.3-1 に発電コスト（円/kWh）低減のために想定される各項目と課題を示

す。風力発電機の効率（ρ）を向上させ、風力発電機がより多くの風を捉えられるような強度を保

ちながら受風面積（㎡）を拡大すること、風力発電機が上空の強い風を捉えられるようにハブ高

（m）を上げること、年平均風速（m/s）のより高い地域への立地を進めること、運転維持費（円

/年）を低減すること、風力発電機の運転期間（年）を増やすこと借入金に対する金利（%）を下

げること、風力発電所建設費（円）を下げることなど検討の余地が残る。 
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図 2.3-1 発電コストの主要構成要素 

 

表 2.3-1 発電コスト低減のための課題 

No. 項目 課題 

1 年間発電量（kWh/年） － 

1.1 効率（ρ） 翼型の改善、制御精度向上、ナセルやハブによる風速加

速効果活用 

1.2 受風面積（㎡） ロータ径拡大と耐風速の両立 

1.3 ハブ高（m） 高剛性、高高度タワーの実現 

1.4 年平均風速（m/s） 好風況地域への立地、電力系統整備 

2 総年間経費（円/年） － 

2.1 運転維持費（円/年） 計画的保守、予防保全 

2.2 資本費（円/年） － 

（1） 運転期間（年） 長寿命化と信頼性の両立 

（2） 金利（%） 事業リスク軽減 

（3） 風力発電所建設費（円） 適切なモジュール化 

 

2.3.2  発電量の増加 

(1) 風車効率の向上 

発電用風車は、ガスタービンや蒸気タービンのように流体が持つエネルギーを回転エネルギー

経て電力に変換する原動機の一種である。風車は、動力源に自然界の風を利用するため、ガスタ

ービンのように効率を向上させる目的で、カルノーサイクルの理論熱効率（カルノー効率）η＝1

発電コスト
(円/kWh)

年間発電量
(kWh/年)

風車効率(ρ)

受風面積
(㎡)

ハブ高(m)

年平均風速
(m/s)

総年間経費
(円/年)

運転維持費
(円/年)

資本費
(円/年)

運転期間
(年)

金利(%)

風力発電所
建設費(円)
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－TL/TH、TL：低温熱源の絶対温度、TH：高温熱源の絶対温度で表されるような燃焼温度を上げ、

冷却温度を下げるような対応は困難である。風車の場合、理論効率は、図 2.3-2 に示すように考

えられている。 

 

 

図 2.3-2 風車の理論効率 

出典：[1]アルバート・ベッツ、Wind-Energie、1919 年 [2]牛山泉、さわやかエネルギー風車入門、1996 年 

 

風車の発電出力は、風速をパラメータとした出力係数 Cp 値を用い、式(2)で表される。 

 

P= Cp×(1/2)×ρ×A×V3  式(2) 

 

発電量はロータ径の 2 乗、風速の 3 乗に比例し、効率は 高 59.3%である（ベッツの法則）(3)。

水平軸 3 枚翼は、1996 年当時は 0.45 程度とされた。 

風車の効率を向上するには、騒音の低減に配慮しつつ、周速比の増加を増加させること、翼の

形状を改善すること、精度良く風向に追随できるような制御の改善などで向上してきた。また、

例えば、図 2.3-2 に示すようなダウンウィンドにおける効率向上の一例は、ベルヌイの定義によ

りナセル外縁に沿った風速の増加効果と翼軸芯から風の作用点が遠くなる効果により、ダウンウ

ィンド風車にて効率向上が図られているものである。アップウィンド方式においても、ハブの形

状の 適化、ブレード風上に前述のような風の流れを形成する部材の設置により同様な効果が期

待できる。 
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図 2.3-3 出力増加効果（ダウンウィンドの例） 

出典：(株)日立製作所資料より抜粋・引用 

 

(2) 受風面積拡大（設備利用率増） 

国内の風資源の分布は、図 2.3-4 に示すように、年平均風速レベルで 6.0 m/s から 7.5 m/s の領

域に入る地域が多い。これらの地域は、概ね風車の設計基準の IEC61400-1 ed.3 や JIS C 1400-1 な

どで規定される風車の耐風速クラスⅢ（表 2.3-2 参照）に相当する領域となる。一方、複雑な地

形に起因する風の乱れや台風の来襲を考慮する必要があるため、Ve50 予想極値風速（3 秒平均、

再現期間 50年）を IEC61400-1 ed.3や JIS C 1400-1の規定値に対して割増したTropical Cyclone Class 

の制定が議論されている。環境への耐性を考慮しながらブレード長を伸ばし、式(3)で表される受

風面積：A の拡大による発電量増加も Ve50 予想極値風速を考慮していく必要がある。 

 

       式(3) 

ここで、π: 円周率、ｒ: ロータ半径 

 

風力発電は、入力となる風のエネルギーが変動することを考慮に入れて設計されている。火力

発電所等の通常の発電設備が定格出力で運転することを前提としているに対して、風車では、

12m/s 程度の風速で定格出力に達成し、年平均風速 8m/s 程度では、定格の半分以下の発電量とな
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る設計となっている。風速の変動に伴い出力も変動することとなる。風車の定格出力は発電出力

の 大値として設定されており、定格出力を基準にした風車の設備利用率低くなる。年間発電量

と設備容量の関係を示す設備利用率は、式(4)で表される。 

 

設備利用率(%)=(年間発電電力量(kWh))/(設備容量(kW)×24(時間)×365(日))×100  式(4) 

 

風車の発電量は、前述式(2)に示したように受風面積 A の拡大、風速 V の増加、出力係数 Cp の

向上などにより理論的には増加させることが可能であり、前述式(3)に示したように受風面積はロ

ータ半径の 2 乗に比例するので、ブレード長を耐風速に留意しながら伸ばす方策が有効である。 

 

 
図 2.3-4 地上高 70m の年間平均風速 

出典：NEDO 局所風況マップ（平成 18 年度版） 
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図 2.3-5 風車大型化の実績（国産風車の例） 

出典：(株)日立製作所資料より抜粋・引用 

 

表 2.3-2 耐風速クラスの基礎パラメータ 

風車クラス I II III 

Vref (m/s) 50 42.5 37.5 

Vave (m/s) 10 8.5 7.5 

Ve50 (m/s) 70 59.5 52.5 

A I15 (-) 0.16 

B I15 (-) 0.14 

C I15 (-) 0.12 

Vref 10 分平均の基準風速 

Vave ハブ高さにおける年平均風速 

Ve50 予想極値風速(3 秒平均、再現時間間隔 50 年) 

I15 10 分間平均風速 15m/s でのハブ高さにおける乱れの強さ（乱流強度） 

 

(3) ハブ高増加 

風の流れは、地表面の粗度により摩擦の影響を受け、流れを妨げられ、地表面近くで風速が低

下し、高さが増すにつれて風速が上がる、ウィンドシア（Wind Shear）という現象をもたらす。

ウィンドシアは、高さにおける変数を現す式として式(5)がある。 

 

     式(5) 

ここで、h: 地上高[m]の Vh: 地上高 h における風速(m/s)、H: ハブ高(m)、 

VH: ハブ高 H における風速(m/s)、n: べき値（地表面粗度により変わりうるが、一般的には 5 程度） 
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図 2.3-6 に示すように、風車のハブ高を増加すれば、翼の受風面に入る風速も増加し、地表面

の影響を受けた乱れた風が風車に入ることを避けられ、発電量が増えることが期待できる。合わ

せて、タワー高の増加によるタワーの剛性低下で、耐震性の低下、固有振動数の低下と翼回転に

よる加振周波数との共振の可能性も増加する。タワーの剛性の強化は、必須となり、従来の鋼構

造管状タワーを鉄筋コンクリート製など、直径の拡大等で剛性を高められる概念のタワーの採用

も必要となってくる。 

 

 

図 2.3-6 高高度タワーの概念 

出典：(株)日立製作所資料より抜粋・引用 

 

(4) 好風況地域への立地促進 

年平均風速が高い地域は、前述の図 2.3-4 に示したように、図 2.3-7 に示す電圧 50 万 V 程度の

基幹系統から離れた地域に多く分布することが多い。風資源と電力送電インフラの整備状況は、

必ずしも一致せず、風資源の存在する地域への風力発電所の立地を進めるにあたっての課題の一

つとなる。北海道など好風況地域である地域の風力発電の設備利用率は、全国平均値よりも高い

状況がある。 

年平均風速の高い地域への風力発電所の立地を進め、発電コストを下げる方策として、以下の

ような項目が検討されている。 

 

① 基幹系統整備 

各種電源の立地ゾーニング、エネルギーセキュリティなどの観点での、基幹系統整備、系統分

離・冗長化などの検討が進められている。 

 

②直流送電等新技術の開発 

送電ロスが少ない直流の多端子送電システム技術を開発し、電力網を構成することで、効率的



29 
 

な長距離送電が可能となること（多端子化すること）で、大規模需要地から離れた風力発電適地

に設置された複数のウィンドファームから発電される電力を、中間の変電所を新設することなく、

既存の接続可能量の大きい系統へ効率的に送電することができるといったメリットが得られる。 

 

③平準化・平滑化 

気象予測による発電出力予測と複数の風力発電所の平滑化効果を活用し、再生可能エネルギー

発電の優先給電を実施しつつ、常に電力系統の安定運用を維持する技術が開発されている。 

複数の風力発電所が設置されている場合、平滑化効果で風の変動による出力変動が緩和される。

日本全国のウィンドファームの発電出力データから、全国大の平滑化効果の一例として東北電力

管内合計の出力変動パワースペクトルの分析結果を図 2.3-8に示す。2005年度に比べ 2012年度は、

設備容量の増加により、12 時間未満の領域、特に 20 分未満の短周期領域での平滑化効果が見ら

れる。多数の風力発電所の発電量をまとめて評価すれば、風力発電所全体としての出力変動は、

緩和され、風力発電の電力系統への連系可能量の増大につながることが期待される。 

 

④需給バランスの制御 

 電力は、発電所から電力網を通って需要家に届けられる。前述の図 2.3-7 に示したように我が

国の電力網は、安定供給と効率化の面で世界でもトップレベルであるが、夏や冬のピーク時間帯

には、電力会社が互いに電力を融通すること、需要側が発電量に合わせて需要を抑制することな

どで、需給バランスを維持している。これらの電力網を支えてきた技術をさらに発展させ、地球

環境のために生かすべくスマートグリッド技術が開発されている。 

図 2.3-9 にスマートグリッドの構成例を示す。今後、風力発電など自然エネルギーの導入を進

める一方、電気自動車の普及など新たな電力需要の増加とピーク時間帯の変化が予想されている。

これらの変動する需要と供給をシステム的に連携し、従来のエネルギーに加え再生可能エネルギ

ーを組み合わせて、発電量に合わせて、需要量を情報技術で制御することが、利便性・快適性を

維持しながら、CO2 の排出抑制につながっている。さらに、風況精査の緻密化による事業化判断

を行うと共に、メンテナンスや補修体制の整備・拡充などにより、利用可能率（Availability）の

向上、ひいては設備利用率の向上を図ることが可能である。 
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図 2.3-7 日本の電力基幹系統 

出典：日本の送電ネットワーク（電気事業連合会ホームページ）を基に、JWPA にて作成 

 



31 
 

 

図 2.3-8 出力変動パワースペクトル分析結果 

出典：JWPA 作成 

 

 

図 2.3-9 スマートグリッドの構成例 

出典：(株)日立製作所ホームページ 
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2.3.3  総年間経費の低減 

(1) 運転維持費の低減 

運転に際し燃料を必要としない風力発電の運転維持費は、サービス料、部品代、管理費、土地

代などが支配的である。図 2.3-10 にドイツにおける運転保守費用の内訳を示す。26%の割合を占

めるサービス料、部品代の原価低減は、スマートメンテナンスの実用化により事故・故障の診断

や故障の予知や各種部品の寿命を、予測することにより 適なインターバルで部品交換を可能と

することで、部品代の低下が可能となるばかりでなく、事故・故障に係る費用も削減できる。 

これにより、風力発電に係るライフサイクル発電コストが低減される。部品のサプライチェー

ンを国内に整備できれば、国内の雇用創出、経済対策に貢献できる。 

 

図 2.3-10 ドイツにおける運転保守費用（O&M 費用）の内訳（1997-2001） 

出典：Wind Energy - The Facts, Operation and Maintenance Costs of Wind Generated Power 

（http://www.wind-energy-the-facts.org/operation-and-maintenance-costs-of-wind-generated-power.html） 

 

(2) 資本費の低減 

風車の設置コストを要素別に分類すると、設備（風車）が 58.00%を占め、土木工事 14%、電気

工事 8%、電気設備など 6%、組み立て据付 5%、風車輸送 3%が続く。工事費の内訳を図 2.3-11

に示す。風車は、数万点の部品で構成される自動車に匹敵する機械製品であるが、重量は、2,000kW

級風車で 200 トン程度となり自動車の 50 倍で、付加価値は、自動車ほど高くない。 

風車機器では、鉄鋼、繊維強化型の樹脂など素材を大量に使用する部分と工事費などが経済情

勢の影響を受ける傾向が強い。為替変動などの経済情勢を除けば、設備（風車）、土木工事、組立

据付、風車輸送など、据付対象の風車の質量や据付モジュールの大きさが支配的と考えられる。

資本費の低減には、経済情勢を除き、下記の方策が検討されている。 
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① 運転期間の延長 

・風力発電設備の設計寿命は、国際規格 IEC61400-1 で 20 年と規定されている。設置環境に

よっては、風車や基礎の寿命裕度があり、余寿命評価を適正化することで運転期間の延長

による資本費の低減効果を見込むことができる。 

 

② 金利の低減 

・風力発電事業のリスク低減のため、風車の型式認証制度、製造過程における品質管理の改

善、風力発電事業のプロジェクト認証などが進められている。据付、運転、保守などに対

するインフラ整備や風力発電所近傍への保守拠点の配置などにより、風力発電事業の収益

性向上などで低金利を引き出し得る条件も整いつつある。 

 

③ 風力発電所建設費の低減 

・風車質量の低減や 適なモジュールによる輸送、据付、翼（ブレード）の分割輸送などの

検討が進んでいる。陸上風車の設置コストの中で約 60%を占めるとされる設備（風車）コ

ストの低減は、風車の質量を低減し使用素材を少なくすることが も有効であると考えら

れる。なお、量産効果で削減可能な、開発投資回収費、設計費、加工費、付加価値の部分

は、2.2 節の導入拡大と発電コストの低減で扱うものとし、本項では検討対象外とした。 

 

 
図 2.3-11 風車の設置コストの内訳（2005 年度から 2012 年度建設分） 

出典）平成 22 年度新エネルギー等導入促進基礎調査事業（風力エネルギーの導入可能量に関する調査） 

調査報告書他より抜粋・引用 
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2.3.4  2030 年に向けての風力発電の発電コスト 

 風力発電の発電コスト（円/kWh）低減のため、発電量を増加させる観点と総年間経費を低減す

る観点の 2 点について、前述 2.3.1 項で技術的な対応方針を記載した。コスト低減に資する可能性

がある個別技術項目とその内容を以下の(1)項から(15)項に示す。また、風車単機出力 2MW、基数

10 基、総出力 20MW の陸上風力発電所を基準（データム）として、個別技術の改善効果に伴うコ

スト低減度合いの確認を行った。 

 

(1) 受風面積 50%拡大 

2MW・80m 級風車を 100m 程度とし、ロータ直径を 1.25 倍とする。2015 年時点で約 20%とな

っている風車の設備利用率を約 10%向上させるためには、運転時の風荷重が 1.5 倍程度となるこ

とから、ナセル、タワー、基礎構造等の技術革新を見込んだとしても建設コストの増加が想定さ

れるが、発電コストに対しては設備利用率向上による発電量増加の方が大きく寄与すると考えら

れる。本技術の実現のためには、日本国内の環境に適合しつつロータ直径の拡大を可能とする技

術開発への支援策が必要である。 

 

(2) タワー高 25%増加 

2MW・80m 級のタワーを 100m 級のタワーに置き換え、粗度区分Ⅱにおけるべき数 n=6.6 とす

るとハブ高さにおける風速は 1.034 倍となる。発電量は、風速の 3 乗比例となることから約 10%

増加するため、設備利用率は、基準とした 20%より 2%程度増加することが期待される。ただし、

タワー、基礎構造の技術革新を見込んだとしても建設コストは増加することが想定されるため、

タワー高を増加させるためには、耐震技術、輸送技術、施工技術などの開発支援が必要である。 

 

(3) ナセル 20%軽量化 

風車部材特に上部に位置するナセルの重量を軽量化または分割組立を可能とすることで、据付

クレーンのサイズダウンによるクレーンの使用料および回送コストの低減、陸上輸送におけるト

レーラーサイズの縮小による陸上輸送コストの縮小などで建設コストの低減が期待できる。風車

のロータを支持する軸受構成などの 適化でナセル長を 7%短縮すること、ロータの回転速度の

適化、ドライブ方式の 適化で、ナセルの幅と高さをそれぞれ 7%縮小することで、ナセルの容積

とナセル質量を 20%減少させるとした。ナセル質量の軽量化は、タワー及び基礎構造の合理化と

も相関関係があることから、タワー及び基礎構造の減少もそれぞれ 20%ずつ可能であるとした。 

 

(4) 風車効率向上 5% 

水平軸風車の効率を理論効率に近づけるべく、ナセルやハブの形状を利用した、風速の増加効

果とブレードに対する風の作用点をブレードの回転中心から遠ざけることで、モーメントアーム

を増加させる。EWEA の Offshore 2015 における報告などを参考に効率向上効果として 5%の効率

向上を想定した。基準とした 2MW 風車 10 基の風力発電所の設備利用率 20%のうち 5%相当を改

善（20％×105/100＝21％）できることが想定される。本技術の実現のためには、水平軸風車の効
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率向上に関する技術開発への支援が必要である。 

 

(5) CMS 採用による稼動率・設備利用率向上 

 遠隔監視・制御技術の高度化として、従来のナセル加速度計に加え、主軸受、増速機、発電機

などに振動センサ、潤滑、油圧系のモニタリングシステムなどからなる状態監視装置とデータ分

析システムと故障事例などのデータベースを統括的に運用する CMS: Condition Monitoring System

の開発を想定する。予防保全的な保守、計画外停止の可能性を減らすこと等が可能となり、風車

の稼働率を向上させることで、設備利用率を改善できる可能性があることから、基準とした 2MW

風車 10 基の風力発電所の設備利用率も改善（20％→23％）できることが想定される。故障事例の

データベース化、センサからの信号を分析するソフトウェアへの開発が必要である。 

 

(6) 高風況地域への立地・風速 20%増 

年間平均風速 6m/s から 6.5m/s 程度の地域への立地が多い、風力発電所を平均風速が 20%高い

年間平均風速 7.2m/s から 7.8m/s 程度の地域に立地させることを想定した場合、風車の発電量のう

ちカットイン風速から定格出力到達風速までの風速レンジで、72.8%の発電量増加が見込まれる。

また、定格風速以上での増加は期待できないので、発電量の増加効果は 72.8%の 1/4である 18.2%、

設備利用率換算では 3.64%の改善効果が期待できる。ただし、高風況地域への立地を実現するた

めには、系統の整備や景観規制の緩和など設備及び政策面からの支援が前提となる。 

 

(7) モジュール工法によるコスト低減 

 風車の輸送・据付は、風力発電所の立地条件によって異なる。道路・港湾などの整備が進んで

いる地域では大型モジュール化が、内陸や山岳地などでは 40 トン程度以下の小型モジュール化が

求められる。そのため、相対的には輸送・据付コストを 15%程度は低減できる可能性があること

から、輸送・据付の環境を考慮したモジュール化、 適な輸送・据付を実現するための技術開発

への支援が必要である。 

 

(8) 長期利用（基礎長寿命化） 

設置時に輸送限界に達している陸上風車は、リプレース時にも更なる大型化を図ることができ

ない。このような風車は、タワーと基礎を再利用、ナセル、ロータ、ブレードのみ交換すること

で、リプレース時の撤去コスト、輸送・据付コストを軽減することができる。リプレース前後の

2 世代で考えると建設コストが相当軽減されることになる（変電設備や電源線も 2 世代（40 年）

使用を想定する）。合理化効果として、次の 5 項目を想定した。 

 

①タワー、基礎の撤去工事費、設置工事費の削減 

②撤去工事、設置工事に要する期間の短縮 

③同一敷地を使用することによる許認可業務の合理化 

④類似風車を使用することによる、アセス作業の合理化 
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⑤送変電設備関係の費用削減 

 

これらの項目を実現するための方策として、リプレース時の事業継続に関わる制度整備、2 世

代利用可能なタワー設計、基礎設計方法（水力発電所では、寿命の長い土木設備は流用、水車や

発電機のみを更新する手法が一般的であり、発電コストの削減に貢献している。この考え方を風

力に当てはめるもの）の確立、法制度の整備が必要である。 

 

ブレード、ローター、ナセルは取替

タワー、基礎は再利用

 

図 2.3-12 基礎長寿命化のイメージ 

 

(9) メンテナンス業務習熟 

導入量の拡大によるメンテナンス業務の習熟効果を見込んだ場合、保守部品の標準化なども含

め、風力の発電コストは相当程度低減させることが可能である（詳細については、「2.2.1 風力発

電コストの経験曲線効果」を参照されたい）。一事業所あたりでカバー可能な風力発電所の拡大、

遠隔監視システムの向上、予防保全やメンテナンス作業の平準化、交換部品の標準化などが必要

である。 

 

 

図 2.3-13 メンテナンス業務合理化のイメージ 

 

導入量

の拡大

メンテナン
ス業務の習

熟

保守部品、
保守要領の
標準化
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(10) 長寿命化（20 年→25 年） 

風車の設計寿命は、IEC61400-1ed.3 により 20 年となっている。運転期間を 20 年から 25 年に延

長した場合、基準とした 2MW 風車 10 基の風力発電所における発電コストは、1.88 円/kWh 低減

することが可能となる。実現に向けた対応策として、予防保全と機器性能の向上、メンテナンス

技術の向上などの技術開発及び人材育成への支援が必要である。 

 

(11) 撤去・建設の円滑化 

既設風車の撤去工事と、新設風車の建設工事を連続的に実施することで、撤去工事および建設

工事に使用するクレーン車の回送費用を削減する。基準とした 2MW 風車 10 基の風力発電所の撤

去・新設に際し 550 トンクレーンと 120 トンクレーンを併用すると仮定した場合、550 トンクレ

ーン回送費：7,000 千円/回、120 トンクレーン回送費：5,000 千円/回とし、(7,000 千円×2+5,000

千円×2)/20MW=24,000 千円/20,000kW=1.2 千円/kW、2 世代で 1.2 千円/kW､1 世代では 0.6 千円/kW

のコスト低減効果が期待できる。 

 

 

 

 

図 2.3-14 撤去・建設の円滑化のイメージ 

 

(12) メンテナンスの効率化 

単機出力が増大できれば、風力発電所当たりの基数は減少することが可能である。風力発電所

のメンテナンスは基数に依存する傾向にあり、基数の減少によりメンテナンスコストも低下する。

例えば 20,000kW 風力発電所の場合 1.5MW 機×13 基を 2.0MW 機×10 基に、さらに、2.3MW 機

×9 基に、1.5MW を 2.0MW とすれば、10 基/13 基＝77%、2.0MW を 2.3~2.5MW とすれば 9 基/10

基から 8 基/10 基＝90%から 80%、風力発電所の更新によりメンテナンスコストについて従来比

10%から 20%の低減が期待できる。仮にコスト低減効果を 15%とした場合、6 千円 /kW×

（100-15）%=5 千円/kW の低減効果が期待できる。風力発電所の更新、単機出力の増大と一風力

発電所当たりの設置基数の減少させることで、メンテナンスの効率化にもつながる。前提として、

主として年間平均風速の高い地域向けに、日本の環境に耐え得る単機定格出力の大きな風車の開

発も必要である。 

 

クレーン
回送

撤去工事
クレーン回
送/クレーン

回送

建設工事、
クレーン
回送

クレーン
回送

撤去工事＋
建設工事

クレーン
回送
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(13) ブレードの分割 

長さ 40m を超えるブレードを輸送可能な形に分割し、輸送可能とする。ブレード輸送で使用さ

れる起立式トレーラーなどの特殊車両を不要とすることができると共に、山岳地域における二次

輸送（トレーラーから起立式等の特殊車両への積み替え）も不要となることにより、陸上輸送コ

ストの低減が見込まれる。また、輸送路の交差点及びカーブにおける道路改良工事コストの低減、

山岳地域での道路及びヤード造成における造成コスト（土量）の低減も想定される。 

但し、ブレード製造コスト及び現地でのブレード接続のための作業増によるコスト増を考慮す

る必要がある。 

 

図 2.3-15 ブレード分割のイメージ 

 

(14) 高速スレンダーブレード 

風車の暴風待機時は、ブレードはフェザリング状態となり、基礎及びタワー設計用の暴風時風

荷重は風車（ブレード、ハブ、ナセル、タワー）の見付面積に比例する。ブレードを細くし、高

速で回転させることによって、見付面積を減らし暴風時風荷重が低減することが可能である。ブ

レードは長さを変えずにスリム化、ナセルは小型化、タワーは高さを変えずにスリム化を期待す

る。タワーの鋼材量とタワーのフランジ接合ボルトを減らし、タワー製造コストの低減すること

で、タワーと基礎構造のコスト低減を見込むことができる。 

なお、高速スレンダーブレードは周速度が増加するため、翼端の風切音増加の課題を残すが、

翼端形状の改良などで対応できれば風車支持構造のコスト低減は期待できる。また、タワー及び

基礎の設計において、地震時荷重及び疲労荷重との関連を検討する必要がある。 

 

 

図 2.3-16 高速スレンダーブレードのイメージ 

 

ブレードの分割

風車のスリム化
（見付面積低減）
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(15) ハイブリッドタワー 

風車のコストの中で占める割合が大きいタワー上部を鋼製、下部をコンクリート製とするハイ

ブリッド化することで、ボトムタワー直径が輸送障害となり輸送できない道路を輸送可能とする

ことができる。更に、輸送障害物撤去、復旧コストの回避、迂回路における道路改良工事の回避

などによるコスト低減が期待できる。実現のための方策として、コンクリートタワーに関する法

制度の整備、鋼製部分のハイブリッド化を可能とする取合部分の技術確立が必要である。 

 

 
図 2.3-17 ハイブリッドタワーのイメージ 

 

【コラム】================================================================== 

● 洋上風力発電の建設コストの低減策 

 

洋上風車据付用のジャッキアップ船の一種である SEP: self-elevated platform の代用としての「K

プラットフォーム コンボ」使用により、洋上風車の施工コストの低減、洋上風車の大規模補修コ

ストの低減、洋上風車の撤去コストの低減効果が期待できる。従来の SEP を、ジャッキアップ機

構を有したプラットフォーム部分と船舶として規制を受ける船体部分を分割可能として、建造費

用や維持費が大きい船舶部分を 小化することでのコスト低減を狙ったものである。 

 

図 2.3-18 K プラットフォーム コンボによる風車組立イメージ 

出典：鹿島建設(株)ホームページ 

=========================================================================== 

鋼製タワー ハイブリッドタワー
（鋼製＋コンクリート）
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表 2.3-3 主要な個別技術の改善効果 

No. 項目 発電コストの改善効果 

2030 年 

 （単位） （円/kWh） 

1 受風面積 50％拡大 -1.99 

2 長寿命化（20 年→25 年） -1.88 

3 CMS 採用による稼働率・設備利用率向上 -1.69 

4 ナセル 20％軽量化 -1.28 

5 メンテナンスの効率化 -0.51 

6 風車効率向上 5％ -0.39 

7 タワー高 25％増加 -0.25 

※発電コスト試算の基準 
 ・2,000kW 風車 10 基（20,000kW）の風力発電所 
・建設費 300 千円/kW、運転維持費 6 千円/kW/年 
・設備利用率 20％、運転期間 20 年 
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2.4  洋上風力発電推進に向けた環境整備 

2.4.1  我が国における洋上風力発電の導入実績と計画 

洋上風力発電は、陸上に比べて風況が良好なため設備利用率が高く、広大な面積で大規模開発

が可能、住居から離れており騒音や景観への影響が少ない等の利点がある。 

2014 年 4 月、FIT 制度における着床式洋上風力発電の買取価格が設定されたことから、港湾区

域を中心に導入の検討が進みつつある。現在、我が国で稼働中の洋上風力発電の設備容量は 5.3

万 kW であり、そのうち 84％、4.4 万 kW（23 基）は護岸近傍に設置されている。沖合（実証事業：

離岸距離 1km 以上）に設置されている洋上風力は、着床式 0.44 万 kW（2 基）、浮体式 0.4 万 kW

（2 基）であり、沖合に設置した実績はまだ少ない（表 2.4 1、図 2.4 1、図 2.4 2）。 

また、計画中の案件は、港湾区域が 80 万 kW、一般海域が 59.2 万 kW であり、これら 139.2 万

kW の案件は、2025 年頃までには運転を開始すると想定される（表 2.4 2、図 2.4 1）。 

 

表 2.4-1 洋上風力発電の導入実績（2014 年度末時点） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-1 着床式洋上風力発電実証事業（左：北九州市沖／右：銚子沖） 

出典：洋上風力の調達価格に係る研究会取りまとめ報告書 参考資料 

形
式

定格
出力

(MW)

基数
(基)

設備
容量

(万kW)

設置
時期

(年月)
北海道 瀬棚港 0.6 2 0.12 2004.4

秋田県 秋田港 3.0 1 0.3 2015.2

山形県 酒田港 2.0 5 1.0 2004.1

茨城県 鹿島港 2.0 7 1.4 2010.2

茨城県 鹿島港 2.0 8 1.6 2013.2

千葉県 銚子沖* 2.4 1 0.24 2013.3

福岡県 北九州市沖* 2.0 1 0.2 2013.6

長崎県 五島市椛島沖* 2.0 1 0.2 2013.10

福島県 福島県沖* 2.0 1 0.2 2013.11

計 27 5.26

*実証事業（離岸距離１ｋｍ以上）

設置海域

着
床
式

浮
体
式
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図 2.4-2 浮体式洋上風力発電実証事業（左：椛島沖／中・右：福島県沖） 

出典：写真左：長崎県五島市ホームページ／写真中・右：福島洋上風力コンソーシアムホームページ 

 

表 2.4-2 洋上風力発電の導入計画 

 
注）右上図内にプロットしている地点には導入実績（設置済み）も含まれている。 

 

  

形
式

定格
出力

(MW)

基数
(基)

設備
容量

(万kW)

設置
時期

(年度)
稚内港 1

石狩湾新港 2.5 40 10

青森県 むつ小川原港 2 40 8

秋田港 5 13 6.5

能代港 5 16 8

山形県 酒田港 1.5

鹿島港1 (1期） 5 20 10 2017

鹿島港1 (2期) 5 5 2.5

鹿島港2 5 25 12.5

北九州港 20**

北九州市沖* 30**

新潟県 村上市岩船沖* 5 44 22

山口県 下関市安岡沖* 4 15 6

7 1 0.7

5 1 0.5

計 139.2

* 一般海域　　　　**公表データ等より推定（JWPA）

茨城県

浮
体
式

福島県 福島県沖* 2015

着
床
式

福岡県

設置海域

2021
～2022

北海道

秋田県
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2.4.2  洋上風力発電導入拡大の方策 

洋上風力発電の導入拡大を図るための方策を表 2.4-3 に示す。 

初に、導入目標設定及び目標達成のための具体的なプラン（マスタープラン：風車設置可能

エリア設定、エリア毎の発電出力規模設定、拠点港整備計画策定、送電線整備計画策定、工程表

作成など）を国主導で策定されることが望まれる。 

以下の表に示した方策のうち、洋上風力発電の導入拡大に向けたスケジュール、設備利用率向

上のための技術開発及び発電コストの試算例については次項に示す。 

 

表 2.4-3 洋上風力発電導入拡大のための方策（JWPA） 

1 中長期導入目標の設定（エネルギー基本計画等） 

2 マスタープランの策定（再生可能エネルギー等関係閣僚会議等） 

3 地域内基幹変電所までのアクセス線等（送電線）の整備 

4 
一般海域の利用を促進する

環境整備 

一般海域利用のルール化 

風車設置エリアのゾーニング（指定海域・一般海域） 

環境アセスメントの実施、利害関係者との調整 

5 港湾インフラ等の整備 
拠点港の整備 

SEP 船等特殊作業船の整備 

6 
我が国の自然条件に適した

風車の技術開発支援 

高性能風車の開発（ロータ直径の大型化等、設備利用率向上）

大型風車の開発（設置基数の低減） 

風車基礎の技術開発（基礎形状、設計手法） 

洋上風況マップの策定（適地選定） 

スマートメンテナンス技術の開発（故障停止時間短縮） 

7 ウィンドファームの実証事業（着床式、浮体式） 

8 債務保証などファイナンスに関する支援 

9 規制の緩和 

水域占用許可期間の延長 

完全撤去を前提とする占用許可の規制緩和 

占用許可条件承継の許可 

海上施工における安全管理基準の策定 

環境アセスメント期間の短縮 

10 発電コストの将来見通しの検討 

 

2.4.3  洋上風力発電導入拡大に向けたスケジュール 

洋上風力発電の導入拡大のためには、送電線の整備とともに、ポテンシャルの高い一般海域の

利用を促進する環境整備、港湾インフラ等の整備が必要となる。一般海域利用のルール化、ゾー

ニング、環境アセスメント実施、利害関係者との調整、港湾インフラ等の整備を計画的に実施（国・

自治体が主導）していくことで、洋上風力発電の導入拡大が進み、「JWPA ビジョン V4.3」と同
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等の設備容量になっていくものと想定される（図 2.4-3、図 2.4-4）。 

 

 

図 2.4-3 洋上風力発電導入拡大に向けたスケジュール（JWPA） 

 

 

図 2.4-4 洋上風力発電の導入予想（JWPA） 

 

2.4.4  設備利用率向上のための技術開発 

 風力エネルギーは、受風面積（ロータ半径の 2 乗）に比例するため、ロータ直径を大きくする

ことが設備利用率向上につながる。ロータ直径を大型化した実績によると、設備利用率が 7～9％

程度増加している（図 2.4-5）。我が国の風況に合わせて、平均風速 7ｍ/ｓ程度でも設備利用率 40％

以上を実現できる風車の開発が望まれる。 
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図 2.4-5 設備利用率向上の例（ロータ径大型化） 

注）設備利用率は、公表データに基づき JWPA にて試算 

 

2.4.5  洋上風力発電の発電コストの試算例 

洋上風力発電が電力供給に必要な電源として選択されていくためには、発電コストの低減が必

要となる。そこで、将来（2030 年）の発電コストの試算を行った。試算の前提条件として、設備

利用率は、技術開発によりロータ直径が大型化すること等を想定し 35％とし、資本費、運転維持

費は、IEA のレポート及び欧州でのコスト低減等の取り組みを参考として、コストが 20％低減す

る場合を想定した。また、一般海域利用の環境整備、港湾インフラ等の整備、規制緩和等が実施

されていることも前提条件とした。 

その上で発電コストを算出すると、2030 年で 16.9 円/kWh となることが試算された。 

 

表 2.4-4 洋上風力発電の発電コストの試算例 

項目 現状 2030 年 

発電コスト（円/kWh） 24.6 16.9 

試算 
条件 

設備利用率（％） 30 35 

割引率（％） 3 3 

コ 
ス 
ト 

資本費（万円/kW） 56.5 45.2（20％減） 

運転維持費（万円/kW/年） 2.25 1.8（20％減） 

※共通試算条件：運転期間 20 年、固定資産税率 1.4％ 

 

2.4.6  洋上風力発電のまとめ 

我が国における洋上風力発電は、欧州と比べて実績・経験が少ない。洋上風力発電への投資を

拡大するためには、一般海域の利用を促進する環境整備、系統や港湾のインフラ整備、技術開発

の支援、債務保証、関連法規制の緩和等、事業環境を整えることにより、リスクを排除し事業の

予見性を高める施策が不可欠である。今後の更なる支援が望まれる。 
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2.5  導入拡大の経済効果（地方創生への貢献） 

2.5.1  経済波及効果と雇用創出効果、CO2 削減効果 

「JWPA ビジョン V4.3」をベースに想定した将来の風力発電の導入シナリオが実現するものと

仮定し、年別の導入コスト＋O&M コストを基に、産業連関表を用いて経済波及効果と雇用創出効

果の推計を行った。 

産業連関表に関しては早稲田大学鷲津教授の文献を参照し、将来の導入コストは EWEA Pure 

Power EC ロードマップと EWEA シナリオを参照し、欧州の価格上昇・低下に対する日本におけ

る経年的ズレと市場規模の違いなどを考慮した。 

ただし、O&M コストは将来にわたって低減が無いものと仮定し、調達価格等算定委員会の資料

を参照し、また、洋上風力に係る運転期間中の保険コストは JWPA の調査・研究資料を用いて算

出した。 

 

表 2.5-1 経済波及効果 

項目 2020 年時点 2030 年時点 2050 年時点 

陸上 7,830 億円 12,460 億円 13,220 億円 

着床式洋上 2,720 億円 9,000 億円 15,500 億円 

浮体式洋上 780 億円 8,980 億円 16,120 億円 

合計 11,330 億円 30,440 億円 44,840 億円 

 

表 2.5-2 雇用創出効果 

項目 2020 年時点 2030 年時点 2050 年時点 

陸上 51,000 人 81,000 人 89,000 人 

着床式洋上 18,000 人 57,000 人 99,000 人 

浮体式洋上 5,000 人 59,000 人 102,000 人 

合計 74,000 人 197,000 人 290,000 人 

 

 また、CO2 削減効果は、風力発電による発電電力量に、排出係数代替値13から、風力発電ライ

フサイクル排出量14を減じた値を乗じて推計した。 

なお、日本の温室効果ガスの総排出量は、京都議定書第一約束期間（2008～2012 年度）の 5 ヶ

年平均で、12 億 7,800 万トン15（2012 年度は、13 億 4,300 万トン）である。 

 

 
                                                        
13 環境省：温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成 24 年

度の電気事業者ごとの排出係数等の公表について（平成 25 年 12 月）「0.550kg-CO2/kWh」    
https://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17532 

14 電力中央研究所：電源別のライフサイクル CO2 排出量を評価 (2010 年 8 月）「0.025kg-CO2/kWh」 
http://criepi.denken.or.jp/research/news/pdf/den468.pdf 

15 環境省：日本の温室効果ガス排出量の算定結果 （2014 年 4 月）「12 億 7,800 万 t-CO2」 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/index.html?sess=6859d4604dc5a737fcea355de0202dd2 
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表 2.5-3 CO2 削減効果 

項目 2020 年時点 2030 年時点 2050 年時点 

陸上 1,173 万 t-CO2 3,055 万 t-CO2 4,369 万 t-CO2 

着床式洋上 83 万 t-CO2 803 万 t-CO2 2,622 万 t-CO2 

浮体式洋上 16 万 t-CO2 609 万 t-CO2 2,897 万 t-CO2 

合計 1,272 万 t-CO2 4,467 万 t-CO2 9,888 万 t-CO2 

 

 

図 2.5-1 2030 年時点における産業別の経済波及効果（左図）と雇用創出効果（右図） 
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2.5.2  地方創生への貢献 

 風力発電事業は、事業計画の立案段階から各種調査や設計、建設工事を経た運転開始以降の運

営まで、多様な業務から成り立っている事業である。 

このことは、風力発電所が立地する地域においては期間の長短を問わず、地元企業等が直接的

または間接的に様々な形での事業参画の機会があることを意味している。一例として、風力発電

事業への参画の可能性（イメージ）を以下に示す。 

 

表 2.5-4 風力発電事業への参画の可能性（イメージ） 

プロセス 参画の可能性（イメージ） 

事業計画 ・立地計画地点の選定支援（用地確保への支援を含む） 

・立地周辺地域におけるステークホルダーとの合意形成支援 

・立地に係る各種許認可届出等手続支援 

・事業資金の調達支援（事業への出資参画を含む） 

調査・設計 ・風況調査への支援（観測システム設置、計測データ回収・分析等） 

・環境アセスメントへの支援（現地調査等） 

機器製造 ・機械部品、電気部品、素材製造への参入（OEM 等を含む） 

・風車関連機器、主要機器の製造支援 

（大型機器の製造・組立て等：既存製造施設の利活用を含む） 

建設工事 ・造成工事、基礎工事の施工 

・電気工事の施工 

・風車本体、電気設備機器の輸送・組立・据付 

運転保守 ・風車及び電気設備の保安、監視、点検（業務支援を含む） 

・補修及び修理に伴う部品・機器調達、交換・修理作業 

 

 また、自然エネルギーが豊富に賦存している地域においては、雇用創出のための産業振興策と

して、風力発電を始めとする再生可能エネルギー分野への地元企業の参入促進と、それを担う産

業人材の育成を進めるとともに、地元の中小企業の競争力強化や産業拠点の形成等を促進してい

ることから、特に風資源が豊富な地域においては、風力発電のさらなる導入拡大と風力発電事業

に参画する人材の育成を推進することにより、「しごと」を創り「ひと」を育てる「まち」づくり

のマインドも醸成・形成されることが期待される。 

 したがって、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を形成するためには、

風力発電が長期に安定的な電源として早期に自立することが必要であり、名実ともに地方創生へ

の貢献を果たす 適な姿であると言える。 

 JWPA としても、協会の基本理念に掲げているとおり、風力発電の導入拡大に取り組むととも

に風力関連産業の健全な発展を図るため、会員企業とともに地方創生の実現に貢献していく所存

である。 
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3．系統連系（課題の克服に向けて） 

3.1  系統問題から見た現状認識 

3.1.1  長期エネルギー需給見通しと風力発電の中長期導入目標（JWPA ビジョン V4.3） 

地球温暖化防止のため、欧州先進国を中心に世界各国では需要電力量の 30～50%程度を再生可

能エネルギーでまかなう意欲的な目標を設定している。JWPA でも中長期導入目標（JWPA ビジョ

ン V4.3）で 2030 年 3,620 万 kW の導入目標を設定している。 

一方、2015 年 7 月 16 日にまとめられた長期エネルギー需給見通しでは、2030 年度における再

生可能エネルギーの割合は 22～24%となっており、その中には既存の水力が多く含まれている。

今後の導入拡大が期待されるその他の再生可能エネルギー電源（太陽光、風力、地熱及びバイオ

マス）の量は相対的に小さく、諸外国が掲げる目標と比べてかなり見劣りしている。再生可能エ

ネルギーの割合が小さいのに対し、省エネルギーが 17%程度と多めに見積もられているのが特徴

的である。しかしながら、経済成長（1.7%/年を想定）と電力需要の減少を同時に達成するために

は、相当な省エネルギーを実現する必要があり、そのなかには、住宅の断熱改修や全照明の LED

化など、追加的なコスト負担を要するものも含まれていると思われる。 

また、今後は再生可能エネルギー電源の発電コストの低減が予想されている。コストの掛かる

省エネルギー対策の代替として安価な再生可能エネルギー電源の適用を拡大することで、経済成

長に見合う電力需要の増大に対し、より費用対効果の高い方策として対応することが可能となる。 

 

図 3.1-1 長期エネルギー需給見通し（2015 年 7 月）における 2030 年度の電源構成 

出典：長期エネルギー需給見通し（平成 27 年 7 月 経済産業省） 

 

3.1.2  電力システムと変動性のある再生可能エネルギー電源との調和 

長期エネルギー需給見通しでは、再生可能エネルギー電源の量的な問題に加え、自然変動電源

である太陽光と風力がそれぞれ 7.0%、1.7%と非常にアンバランスな設定となっている。また太陽

再エネ電源のなかで

は、既存水力の割合が

大きく、風力と太陽光

がアンバランス 

再エネ比率が少ない 

（22～24%） 

省エネの比率が大きい（17%） 

経済成長かつ 

電力需要減 



50 
 

光と風力は、同じ自然変動電源であるが、変動の様相は大きく異なり、互いに独立性が高く相関

関係は小さい。 

図 3.1-2 は、風力と太陽光の出力変動の典型的なパターンを示したものである。風力はランダ

ムであり、急激かつ比較的大きな変動があるのに対し、太陽光は正午頃をピークに規則的に変動

している。こうした発電特性の違いから、太陽光の出力が大きくなる時間帯に、風力が大きな出

力となるケースは少ない。 

自然変動電源の導入量は、発電コストなども考慮して検討する必要があるが、再生可能エネル

ギー電源を 大限導入するという観点で考えると、出力特性が異なり相関関係も小さい風力と太

陽光を同程度導入することが望ましい。 

 

 

図 3.1-2 太陽光と風力の出力変動例 

出典：The Power of Transformation（IEA：国際エネルギー機関） 

 

3.2  連系可能量の拡大に向けて（短期的対策：ソフト面を中心にして） 

3.2.1  出力制御等の実施と導入拡大 

自然変動電源を大量導入すると、出力変動が系統に与える影響が無視できなくなる。従来我が

国の一部の電力会社で設定されていた風力発電の連系可能量は、風力発電の可制御性を考慮せず

（出力抑制を行わない）、出力の可視性も実質的にはそれほど考慮せず、系統がいかなる状態（特

に問題となるのは、送電線停止や軽負荷時）であれ、風力発電がどのように運転されても系統に

影響を与えないような容量として算定されたものであった。しかしながら、それでは当然ながら

大規模な導入は期待できない。 

自然変動電源を大量導入するためには、系統運用者にとって発電量が分かること（可視性）と、

太陽光の出力変動パターン 

風力の出力変動パターン 

発電は日中に限定され、正午頃をピークとして増減す

る。毎日ほぼ同位相。 

出力はランダム、夜間も発電する 

急激かつ大幅な変動あり 

異なる 

変動様相 
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必要な時に出力を抑制できること（可制御性）が重要になる。可視性、可制御性が正確且つきめ

細かであればあるほど出力制御の精度が向上し、必要とされる出力制御の時間や発電電力量の逸

失も低減されると共に、大量の自然変動電源を導入することができる。 

現在我が国で特別高圧送電線に連系している風力発電のほとんどは、部分負荷での運転も可能

であるとともに、きめ細かい出力制御や、風力発電所近傍の電圧安定化への対応が可能であるも

のも多い。風力発電を大量導入し、系統のニーズに応じてきめ細かく制御することは、従前より

JWPA が提案してきたことである。適切な出力制御や電圧制御を行うということは、換言すれば

風力発電が一定程度系統の調整に貢献できる能力を持つということでもあり、風力発電がこうい

う積極的な役割も担えることは正当に評価されるべきである。 

 

【コラム】================================================================== 

● スペインの再生可能エネルギー制御センター（CECRE）の取り組み 

 

可視性と可制御性による再生可能エネルギー導入拡大への取組みとして も有名なのはスペイ

ンの再生可能エネルギー制御センター（CECRE）の取り組みである。システム運用者は、CECRE

を通してスペイン国内に設置された風力発電の 98.6%の発電出力データを遠隔で受信し、そのう

ち 96%を制御する（15 分以内にその発電出力を設定値に合わせる）ことができる。 

 

図 3.2-1 スペインの再生可能エネルギー制御センター（CECRE）の取り組み 

出典：The Power of Transformation（IEA：国際エネルギー機関） 

=========================================================================== 

 

なお、出力制御を行うことで発電電力量の逸失が発生するが、欧州での出力制御の実績から、

5%程度の出力抑制率を許容すれば、日欧の系統構成の違いを考慮しても、風力＋太陽光で需要に

対して 10～15%程度の導入は十分可能と思われる（広域運用が前提）。うち半分程度を風力発電で

まかなうとすれば、風力発電による電力供給は 5.0～7.5%となり、設備容量は 3,000 万～4,500 万

kW 程度となる。  
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図 3.2-2 風力＋太陽光の導入率と出力抑制率の検討例 

出典：関西大学安田准教授報告書 

 

3.2.2  出力制御方式の違いによる風力の導入量及び出力抑制率の差異 

北海道、東北、九州など電力会社の各エリアにおいては、30 日無補償停止を前提とした風力発

電及び太陽光発電の系統への接続可能量を算定している。再生可能エネルギー電源の出力制御の

方法には、完全に発電を停止する方式や、出力の上限を制限し、制限割合によって停止時間を調

整する部分運転方式などがある。また対象発電所のグループ分けの違いから、電力会社のエリア

を一括して全体に対して同じ制御を行う一括制御方式と、都道府県のような小グループに分けて

順番に制御を行う方式などが考えられる（図 3.2-3）。 

太陽光に対しては、エリアを小グループに分割して、そのエリア内の発電所を日数単位で停止

する輪番停止方法が検討されている。JWPA は風力発電の導入拡大と出力抑制率の低減、風力と

太陽光の公平性の観点から、風力についてはエリアを一括して出力の上限を時間単位で抑制する

制御方式を提案している。また、提案している制御方式に基づき、以下の方法により、北海道、

東北、九州の各エリアにおける風力の導入量と出力抑制率の検討を行った。 

 

 需要データ及び風力発電出力データは 2013 年度の実績値を使用し、太陽光発電出力データは

2013 年度の観象データに基づく推定値を使用した。 

 残余需要値（需要値から太陽光と風力の出力を引いた残りの需要）が設定された 低残余需

要値を下回らないように太陽光及び風力の出力を抑制（制御）する。 

 低残余需要設定値は、各電力会社が公表している 2013 年度の需要実績の年間 低需要電力

と、新エネルギー小委員会系統ワーキンググループ（第 3 回）に提示された水力、地熱、原

子力及び石炭火力など各種電源の前提条件等を考慮して設定した。 

 公平性に配慮し、太陽光と風力で抑制時間（日数）が等価（時間は太陽光：風力で 1：2、日

数は太陽光：風力で 1：1）となるようにした。 

 風力が太陽光と同程度導入されるとして、日数単位と時間単位で出力を制御するそれぞれの

抑制率 5% 
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場合における、出力抑制率の試算を行った。 

 

表 3.2-1 北海道、東北、九州の各エリアにおける風力の導入量及び出力抑制率の試算例 

エリア 風力導入量 出力抑制率（抑制日数） 

＜日数単位＞ 

出力抑制率（抑制時間） 

＜時間単位＞ 

北海道 1.5GW 25.4%（74 日） 8.5%（739 時間） 

東北 6.0GW 18.6%（41 日） 4.0%（370 時間） 

九州 9.0GW 27.9%（54 日） 8.2%（648 時間） 

 

上表の結果から、以下のことが確認された。 

 

 各エリアにおける風力の出力抑制率は、日数単位で 18.6％～27.9％、時間単位では 4.0％～

8.5％となり、いずれのエリアでも時間単位の制御方式の方が低い結果となった。この制御方

式の違いにより出力抑制率に差異がある結果については、新エネルギー小委員会系統ワーキ

ンググループ（第 7 回）において、各電力会社より報告された 2015 年度の算定結果（接続可

能量及び制御率・抑制率）の傾向ともほぼ一致している。 

 風力の導入量を上表として試算した場合、各エリアにおける時間単位の制御方式による等価

抑制時間は 720 時間を超えない、または、ほぼ同程度に収まっているが、日数単位の制御方

式による抑制日数については出力抑制率が大幅に増加すると共に 30 日を大幅に超過するこ

とが分かった。 

 風力発電は夜間も発電するため、太陽光のように日数単位で出力制御を行うと出力抑制率が

多くなる。このため、時間単位で出力制御を行うことで、風力は太陽光とほぼ同程度の導入

が可能となり、その場合でも出力抑制率は大幅に増加しないことが分かった。 
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図 3.2-3 輪番停止と、一括出力制限の違い 

出典：JWPA 作成 

 

なお、JWPA が行ったシミュレーションは、2013 年度の需要実績に対して「 低残余需要値（需

要値から太陽光と風力の出力を引いた残りの需要）を維持する」ことのみに着目した静的な需給

バランスの検討であり、簡易なものである。また、揚水発電所の活用については各電力会社が経

済産業省の新エネルギー小委員会系統ワーキンググループに提示している揚水発電所の上池容量

により制限される運転継続可能時間を考慮しているが、需要予測誤差や出力予測誤差（太陽光及

び風力が 大出力（2σ相当）に上振れする可能性等）について、及び火力発電や水力発電等の従

来型電源の起動・停止等に要する時間的制約等については、それぞれ考慮していない。これらの

ことから、試算結果の精度等については不十分な点もあるが、風力の導入量や出力制御方式の違

いによる出力抑制率等の傾向を把握し、風力発電事業者による事業性の検討のための指標のひと

つになるものと考えている。 
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【コラム】================================================================== 

● ドイツにおける風力と太陽光の発電電力の実測事例 

 

ドイツの Fraunhofer が報告・公表している、ドイツにおける 2014 年の風力と太陽光の発電電力

の実測事例を以下に示す。Fraunhofer の報告によれば、ドイツにおける 2014 年末時点の風力設備

容量は 3,567.8 万 kW、同様に太陽光の設備容量は 3,812.4 万 kW となっているが、下図に示すよう

に風力と太陽光が同時に高い発電出力となる場合は少なく、補完関係にあることが分かる。この

ことは、風力と太陽光が系統を効率的にシェアすることが可能であるとともに、互いに導入量の

拡大への支障にはなり難いことを示唆している。なお、極稀に風力と太陽光が同時に高出力とな

る場合もあるが、その場合は適切な出力抑制を行い、系統を安定的に維持・運用している。 

 

 
図 3.2-4 ドイツにおける風力と太陽光の発電電力の実測事例 

出典：Electricity production from solar and wind in Germany in 2014（Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE） 

=========================================================================== 

 

3.2.3  気象予測に基づく精緻な発電量予測の導入 

風力発電所の将来の発電出力を正確に決定することはできないため、大量に導入することは難

しいと言われることがあるが、果たして本当であろうか。系統運用はもともと不確実を前提とし

て実施されている。例えばエアコンの需要等も気温によって大きく異なり、正確な予測はできて

いないはずである。風力発電の出力も、正確ではなくとも、ある程度の精度で予測できれば運用

は可能であろう。 

発電出力の誤差は、サイトの風速の予測誤差と、風力発電設備の故障によってももたらされる。

このうち故障はランダムに発生するが、標本サイズを広げることで風力発電設備の故障発生確率

はほぼ一定とみなせるようになる。そのため発電出力の誤差はほぼ風速の予測誤差と考えて良い。 

風速予測の誤差は、予測に用いる気象データの誤差に影響される。現在広く用いられているの

は、GPV（Grid Point Value）と呼ばれる気象庁や米国海洋大気局等の気象予測モデルを、スーパ
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ーコンピュータで計算した 5km 毎の格子点の風速予測結果を用いるものが多い。各サイトの出力

予測の精度は、GPV の精度に大きく依存するため、サイトや個別の風力発電機での予測精度の現

状からの大きな向上は困難と見られている。しかしながら風速の誤差も故障と同様ランダムに発

生するため、故障と同様標本サイズを広げることで、誤差が減少する。そのため、広いエリアに

おける多数の風力発電所の発電出力を合計することにより、その合計値の予測は、より正確にな

る。 

スペインのような全電源に占める風力発電の割合が高い国（約 1 億 kW の電源中 2,000 万 kW が

風力発電、全電源に対する風力発電の割合は約 20%）でも、風力発電では 10%程度の予測誤差が

許容されている。我が国の供給力は約 1 億 8,000 万 kW であることから、風力発電の導入量が 3,000

万～4,500 万 kW 程度（電源に占める風力発電の割合は 17～25%）までであれば、広域で出力予測

を行い、全国の風力発電所の出力把握などを併用すれば、現状の予測精度（スペインと同等の 10%

程度と想定）であっても十分運用が可能で、出力予測の困難性が導入の阻害になることはないと

思われる。ただし、ランプ変動など大きな予測誤差を生じるケースもあり、検討が必要である（現

在、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）において研究開発中）。 

また、現在は導入量が少なく、自然変動電源は出なりでの発電が許容されているが、大量導入

時には系統運用上の対応が必要となり、出力予測を用いた通告が必要となることも考えられる。

その際も直前まで通告変更を可能とするなど、出力予測技術に対応した運用ルールの整備が重要

である。 

 

【コラム】================================================================== 

● スペインにおける出力予測の改善 

 

スペインでは、予測手法の改善に加えて、国内全ての風力発電所の発電出力の把握が進展した

ことで、図 3.2-5 に示すように 2008 年から 2012 年の間に、短期（1～3 時間）の予測誤差は半分

の約 8%、1 日前の予測誤差は 2/3 の 13%に減少している。 

 

 
図 3.2-5 スペインにおける風力発電予測の改善結果 

出典：The Power of Transformation（IEA：国際エネルギー機関） 

=========================================================================== 
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3.2.4  系統の広域運用の最適化 

自然変動電源は、個々の風力発電所においては出力変動が大きく正確な予測が困難であるが、

図 3.2-5 で示したように広域で運用すれば、必要な予測精度を得ることができる。また調整力の

大きな電力会社の調整力を有効に活用することで、自然変動電源の導入量の増大を図ることがで

きる。従前の風力発電連系可能量の設定は、個別の電力会社管内で調整可能な容量の風力発電を

連系するに留まっていたが、太陽光発電の急増に伴い、経済産業省の新エネルギー小委員会系統

ワーキンググループで行われた検討では、部分的に地域間連系線が活用され、太陽光発電の導入

量の増大につながっている。 

風力発電においても、広域大での導入拡大策として、2011 年に北海道～東京、東北～東京、中

西系電力会社間で実証事業が計画され、風力発電事業の募集（北海道 20 万 kW、東北 40 万 kW、

北陸 20 万 kW、四国 20 万 kW：合計 100 万 kW）が行われた。しかしながら、風力発電所の開発

の遅れ等もあり、現状では実証事業の検証は十分に行われていない。早急に実証を進め、地域間

連系線の利用拡大を図るべきである。 

一方、NEDO においては広域大での風力発電の出力変動対策を行うため、「電力系統出力変動対

応技術研究開発」にて、需給シミュレーション技術の開発を実施中である。受託者の報告書によ

れば、3 つのエリアからなる広域大での需給シミュレーションを想定し、再生可能エネルギーの

出力予測、広域調整を含めた需給シミュレーションの実施が可能になる見込みである（図 3.2-5）。

NEDO が開発するような広域運用のツールを整備し、広域大での周波数調整を実現することで、

再生可能エネルギー電源を系統全体で受容することが可能となる。 
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図 3.2-5 広域需給シミュレーションモデルの概要図 

出典：JWPA にて独自に調査・作成 
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3.3  柔軟性に富んだ系統の整備（中長期的対策：ハード面を中心にして） 

3.3.1  老朽火力の廃止計画に合わせた再生可能エネルギーの導入拡大 

現在設置されている老朽火力機は、今後、新鋭火力機を採用した入札電源で置換されることが

多いと見られる。老朽火力より改善されているとはいえ、新鋭火力機も CO2の排出は免れない。

また変動電源の大量導入により、火力機の稼動率低下も予想されるところである。火力機による

老朽火力の置換分については、全量を火力機で代替するのではなく、系統の調整力確保に必要な

容量にとどめ、代わりに再生可能エネルギーの導入拡大を徐々に図るべきである。火力機と再生

可能エネルギー電源では発電特性が異なるため、老朽火力機を再生可能エネルギー電源で代替す

る場合には、蓄電装置の設置やデマンドサイドマネジメントの導入など補完的な対応が必要とな

る場合がある。老朽火力の退役時期に併せて再生可能エネルギーの導入を徐々に拡大することで、

過渡的な電源の過不足を回避することができるばかりでなく、追加的な系統対策についても計画

的かつ 小費用で行うことができる。 

 

【コラム】================================================================== 

● 全国の老朽火力の更新計画 

 

 老朽火力の問題は、2014 年 4 月 17 日の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力需給検

証小委員会（第 5 回）で議論されている。 

 

 

図 3.3-1 老朽火力の割合 

出典：電力需給検証小委員会（第 5 回）資料 2 より抜粋・引用 

 

2014年度の老朽火力は

2,672 万 kW 
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 運転開始から 40 年以上稼働した火力発電は 2014 年度末で 2,672 万 kW あり、これらは今後の

経年により 2024 年 3 月末には 4,407 万 kW に増大することが説明されている。電力需給検証小委

員会では、4,407 万 kW の老朽火力を入札電源で置換するとしている。置換する新鋭の火力発電設

備は、代替前の老朽設備と比べ、CO2 排出係数が改善（石炭：0.864kg/kWh→0.810kg/kWh、LNG：

0.476kg/kWh→0.376kg/kWh 出所：長期エネルギー需給見通し関連資料）される他、調整能力（変

化速度が大きく、 低出力が低く、起動時間が短い方が優れている）についても表 3.3-1 に示す

ように向上が図られる予定である。今後変動電源の導入拡大に併せ、系統の調整力を確保する観

点から、一定量の火力機は必要になる。 

 

表 3.3-1 火力機の調整能力向上 

 
出典：“再生可能エネルギー時代の火力発電”新たな役割と価値（（一社）火力原子力発電技術協会） 

 

 
図 3.3-2 老朽火力のリプレース計画 

出典：電力需給検証小委員会（第 5 回）資料 2 より抜粋・引用 

=========================================================================== 

2024 年度末 4,407 万 kW の老朽

火力 

これを高性能火力機と再生可能

エネルギー電源とで置換 
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3.3.2  地域特性に合わせた再生可能エネルギーの効率的な配置と系統整備 

風力発電の発電コスト低減のためには、風力資源の豊富な地域に大量に導入することが効果的

である。風力発電所を集中して立地することで、そのエリアには風力関連産業が集積し、地方の

産業発展にも寄与することになる。 

図 3.3-3 は、電力会社別の風力ポテンシャルを示したものであるが、50Hz 系では北海道及び東

北が多く、60Hz 系では九州が多くのポテンシャルを有している。したがい、こうした地域に風力

発電を集中的に導入することが望ましい。なかでも、北海道は特に風況が良く、且つ風力発電所

の建設に適した地点が多い。また、東北は需要地の関東に近いというメリットがある。北海道や

東北エリアは、送電線を整備した上で風力発電の大量導入を図るべきである。一方、九州につい

ては、ポテンシャル的には北海道及び東北ほどではなく、需要地の関西から遠いことから、送電

線整備の費用対効果は 50Hz 系に劣る。したがい、当面は既設送電線を利用した範囲での導入拡大

を図ることが望ましい。 

 

 

図 3.3-2 電力会社別の風力ポテンシャル 

出典：JWPA 作成 

 

50Hz 系の系統増強については、2012 年 4 月に経済産業省が「地域間連系線等の強化に関するマ

スタープラン研究会 中間報告書」（以下「マスタープラン」と略）としてまとめている。 

また、マスタープランにおける増強計画の内、風力発電の大量導入に直接関係する、北海道本

州間連系、東北東京間連系及び日本海方面第 2 ルートの状況は、表 3.3-2 の通りにまとめられて

いる。 
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図 3.3-4 マスタープランにおける 50Hz 系統増強計画 

出典：地域間連系線等の強化に関するマスタープラン 中間報告書 参考資料集より抜粋・引用 

 

表 3.3-2 北海道本州間連系、東北東京間連系及び日本海方面第 2 ルートの状況 

 現在の状況 今後必要な対策 

北海道本州間連系 180 万 kW 増強計画のうち、30 万 kW のみ

着手 

150 万 kW 増強の早期の計画策定 

東北東京間連系 電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」

と略）にて計画策定プロセスが開始 

再生可能エネルギー電源の送電枠（500 万

kW 程度）を増強計画に反映 

日本海方面 

第 2 ルート 

線路の増強、新ルート建設、電源系統の変

更などを検討中 

再生可能エネルギー電源の送電枠（500 万

kW 程度）を増強計画に反映し、早期の計

画策定 

 

表 3.3-2 に示すように、マスタープランで提案されている増強モデルは、北海道本州間連系の

30 万 kW のみ実施中であり、その他は未着手である。送電線の整備には 10 年以上の期間を要す

ることから、その他の増強についても、早急な計画策定が必要である。 

これら地域間連系線の増設計画は、広域機関が策定した計画策定プロセスに則って増設計画が

立案・実施されるが、現状の計画策定プロセスでは、地域間連系線の過負荷や具体的な電源計画
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が計画着手のトリガになるため、東北東京間連系以外は、計画策定着手に至っていない。 

経済産業省や広域機関等における検討では、中長期的な再生可能エネルギー導入を想定すると、

不特定多数の再生可能エネルギー導入のための系統設備増強を進める場合に、特定のエリアまた

は全国エリアの一般負担が増加するとされており、この負担増について国民の理解が得られるか

どうかが課題とされている。このため、一般負担増に抑制を掛けることを目的として、一定の割

合を特定負担とする議論も行われている。当然ながら火力電源等と比べ規模が小さく、設備利用

率の低い再生可能エネルギー発電事業者に対して過度な系統整備の負担を要求することは、再生

可能エネルギー電源への投資意欲を減じることになりかねない。基幹送電線の設備形成を進める

ためには、費用負担方法を早急に決定し、費用負担に対する受容性を高める取り組みが必要であ

る。その上で、北海道及び東北の両エリアを風力発電重点整備地区に指定するなどして迅速かつ

効率的な整備を図るべきである。これにより、北海道及び東北の両エリアに多数の風力発電事業

者を誘導し、開発を進めることが可能となる。 

 

3.4  系統連系対策（まとめ） 

系統連系対策をまとめると、以下の表 3.3-3 の通りとなる。 

 

表 3.3-3 系統連系対策（まとめ） 

項目 スケジュール ソフト、ハード 備考 

風力連系可能量の見直し 短期 ソフト 系統 WG における 2015 年度分の検討は終了、

今後も継続的に見直される予定 

風力発電所の可視化及び

可制御化 
短期 ハード 特高連系分は既に可視化済み、可制御化につい

ては今後実施される出力制御にて実現予定 

出力予測（予測技術） 短期 ソフト NEDO において出力変動（ランプ変動）予測技

術開発中 

出力予測（広域機関への

機能追加） 
中期 ハード 広域機関が広域における再エネ発電量予測の

役割を担うことについては、今後の議論が必要

出力制御（制御方法） 短期 ソフト 系統 WG で基本的な制御方法に関する検討は

終了、具体的な制御方式については今後検討要

変動電源の運用方法検討 中期 ソフト 変動電源の通告等について、今後の議論が必要

広域運用の 適化（制御

技術） 
短期 ソフト NEDO にて需給シミュレーション技術開発中 

広域運用の 適化（広域

機関への機能追加） 
中期 ハード 出力予測の機能追加と同時に実施 

老朽火力の代替としての

再エネ導入 
中期、長期 ハード 火力の廃止と協調した再エネ導入計画につい

ては、早期策定が望ましい 

風力重点整備地区の設定 短期 ソフト 重点整備地区の設定、費用負担方法の制度設計

を含む 

風力重点整備地区の送電

インフラ整備計画の策定 
短期 ソフト  

風力重点整備地区の送電

インフラ整備 
中期、長期 ハード  

短期：2～3 年、中期：4～10 年、長期：10 年以上 
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4．導入拡大実現のための課題と解決への道筋 

4.1  規制・制度の見直しと緩和 

4.1.1  考え方 

風力発電に関する法規制は、風力発電所の規模や立地場所等によりその対応や手続きに軽重は

あるものの、数千 kW 以上の規模であれば、概ね 30 程度の法規制を受けることとなる。 

また、風力発電は、風資源の豊富な場所、すなわち農地や森林、山岳部等に、風力発電機とい

う大きな構造物を設置し空間を占有するという設備の特性から、特に農地法、森林法、公園法等、

土地利用に関する法規制が、風力発電所の立地、開発に大きく関わってきた。 

国としては、再生可能エネルギー導入促進や規制・制度改革の推進を背景に、風力発電に関す

る法規制についても、内閣府と関係省庁との連携により、新法の制定、施行や法令運用の見直し

と関係機関への周知等による規制緩和措置を進めてきたが、電力系統への連系制約に加え、2012

年に施行された改正環境影響評価法により、風力発電の導入が大きく遅滞することとなった。 

すなわち、風力発電の導入促進には、所管官署の出先機関における規制緩和措置の運用実態の

把握と改善に加え、環境アセスメントの迅速化・合理化が強く望まれるが、今後、我が国の風力

発電事業は、以下のような局面を迎えると想定され、従前の枠を超えた総合的かつ戦略的観点に

立った施策が求められる。 

 

① 風力発電機の大型化、発電所の大規模化、送電線の長距離化 

② リプレース・リパワリングあるいは既設設備による長期の事業継続 

③ 洋上風力発電の導入拡大、港湾区域から一般海域への展開 

④ 電力システム改革（ライセンス制の導入等）に伴う事業責任と権限の付与 

⑤ 他事業領域からの事業参入の拡大 

 

具体的には、以下の課題への取り組みが必須であるが、この取り組みにより、導入量の拡大は

もとよりコストダウンや導入スピードの向上、長期電源としての安定化等、自立電源としての要

件を充足する効用も大きいものと考えられる。次項に、取り組み課題の概要を示す。 

 

表 4.1-1 取り組み課題と効用 

効用

取り組み課題 

導入量拡大 導入スピード

向上 

コスト 

ダウン 

長期電源と

して安定化

環境アセスメントの迅速化・合理化 ○ ○ ○ － 

第一種農地転用許可制度の円滑・確実な運用 ○ ○ － － 

農地・森林における風力発電の設置に係る諸規制の緩和 ○ ○ － － 

リプレース・リパワリングの円滑な実施に向けた規制・

制度の見直し 
○ ○ ○ ○ 

洋上風力発電に関わる規制・制度の整備 ○ ○ ○ － 
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4.1.2  取り組み課題の概要 

（1）環境アセスメントの迅速化・合理化 

 規模要件の拡大 

 第一種事業の規模要件を 1 万 kW 以上⇒5 万 kW 以上に 

 

表 4.1-2 我が国において環境影響評価法の対象となる発電所の種類と規模 

発電所の種類 水力発電 火力発電 地熱発電 原子力発電 風力発電 

第一種事業 3 万 kW 以上 15 万 kW 以上 1 万 kW 以上 すべて 1 万 kW 以上

 

 参考項目の絞り込み 

 風力発電の事業特性、立地環境特性を踏まえた参考項目の絞り込みが必要 

 工事中の項目全般を参考項目から除外 

 アセス前倒し調査の制度化 

 アセスの迅速化を図るため、アセス調査の前倒し（現在、実証試験中）制度を早急に設定

し運用を開始する 

 風力発電に適した環境アセスメント 

 風力発電の特性を踏まえた合理的なアセスメント手法の確立が必要 

 事前調査には予防原則の限界あり、事後調査の充実による順応的管理手法の活用も 

 

（2）第一種農地転用許可制度の円滑・確実な運用 

 農振農用地の指定除外のための弾力的かつ実効性の高い制度運用（指導） 

 市町村における農業振興計画の随時見直し等 

 農山漁村再生可能エネルギー法の積極的運用、基本計画の随時公開と開かれた協議体運営 

 

（3）農地・森林における風力発電の設置に係る諸規制の緩和 

 農地の送電線用地利用手続きの簡素化 

 風力発電事業者が風力発電のための送電線を農地に設置する場合は、送電線用地一覧の事

前届出により可能とする（一般電気事業者等と同じ扱い）等 

 国有林野等国有地、防風林、砂防林および農用地など指定地区における作業許可および設置

許可の継続的な規制緩和 

 

（4）リプレース・リパワリングの円滑な実施に向けた規制・制度の見直し（既設設備の継続運

用を含む）：課題整理 

 継続的な系統接続および給電のための要件 

 設備認定など FIT 制度適用のための要件、手続き（買取価格を含む） 

 環境アセスメント（新設と同様に適用）のあり方 

 陸上風力発電の基礎の残置・撤去に関する規制のあり方 
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（5）洋上風力発電に関わる規制・制度の整備：課題整理 

 水域占用 

 事業終了後の支持構造物の処分 

 特殊船舶による洋上作業に係る規制・制度の問題 

 ゾーニング（海域、港湾、船団等）、指定海域／一般海域、特区制度の活用等 

 

（6）その他 

 電力システム改革に伴う新たな電気事業者制度（ライセンス制）導入による発電事業者とし

ての権利、義務に関する検討 

 

現時点で約 300 万 kW の導入量に対し、既に約 700 万 kW の風力発電所計画が環境アセスメン

ト手続きに入っており、さらに後続する計画地点等を考慮すれば、2020 年代前半に 1,000 万 kW

超の達成は十分に実現可能である。その実現のためには、導入状況に応じた規制・制度の見直し

と緩和・整備を継続的に実行することが肝要である。 
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4.2  風車の技術開発の継続 

4.2.1  米国の実例に見る最新の技術動向と技術開発 

ここ数年欧米諸国において新規導入される風力発電機には、明確な新しい流れが見て取れる。

この傾向を整理すれば概ね下記の通りとなる。 

 

① 単基発電容量の大型化 

② ロータの延伸化（受風面積の拡大） 

③ ハブ高の増大（ウィンドシアの活用） 

④ ブレードの高性能化（新翼型、気流制御片等の採用） 

 

上記、 近導入が進む風力発電機の新たな潮流がどのようなものであるかを、長期間の統計が

整理されている米国の例で検証する。 

 

 
図 4.2-1 米国における風力発電機の定格出力・ロータ径・ハブ高の推移 

出典：2014 Wind Technology Market Report（米国 DOE） 

 

採用が進む新しい潮流の中でも、取り分けロータ径の拡大は顕著な傾向を示している。また、

2011 年以降風力発電機の定格出力（単基発電容量）は頭打ち傾向にあるが、ハブ高も確実に上昇

している。但し、上記米国のデータではロータ径ほど顕著ではない（ドイツでは顕著に上昇）。 

一方で、ロータ径は毎年確実に延伸化が進んでいるのが見てとれる（1999 年～2014 年の約 10

年間で 2 倍以上：受風面積は約 3.3 倍に拡大）。これにより、風力発電機 1 基当りの風エネルギー

捕捉性能は飛躍的に向上し、比較的低風速帯地域での開発が増加し単基出力も増大しても、米国

全体での設備利用率は維持され、むしろ微増の傾向を示している。 

ロータ径を延伸した風力発電機は、元々は比較的風速の低い地域向けに開発され導入が進んだ
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ものであり、IEC の基準によれば Class-2 あるいは Class-3 がほとんどである。 近では、これら

の風力発電機に改良を加えることにより、年平均風速で 8m/s 程度のいわゆる高風速帯地域にも導

入が進んでいる。 

ロータ径の大きな風力発電機は受風面積を拡大し、設備利用率（Capacity Factor）を向上させ、

コスト競争力の強化に直結している。また、設備利用率の向上は風力発電の適地（候補地）とな

る地域を拡大し、米国における風力発電市場の拡大にも大きな貢献を果たしている。 

 さらには、コンピュータによる空力解析技術の発展に伴い、新翼型や Vortex Generator（剥離抑

制装置）設置等の工夫が実用化され、ブレード自体の高性能化による発電量の増大も図られてい

る。 

 

4.2.2  日本の実情に適合した風力発電機の開発・導入 

上記のロータ径の拡大・ハブ高の増大及び単機容量の大型化は、発電コストの低減と効率化を

追求する当然の帰結であり、取り分け風力発電の導入拡大が進んでいる米国と欧州において顕著

であり、 近では中国でも同様の動きがある。風力発電コンサルタントの分析によれば、市場に

よって導入速度に違いはあっても、今後ともこの傾向は継続することが確実と見られており、我

が国においても風力発電の導入拡大が進展すれば、確実に投入が進むこととなる。 

加えて我が国の特定の地域においては台風や雷撃等特別な気象条件を前提とした風車が必要で

あり、また複雑地形に立地する場合には乱流への配慮も必要となる。なお、これらの特殊な気象

条件や乱流の問題は必ずしも日本のみに固有な現象ではない。熱帯性低気圧は、東南アジア、中

国沿岸、台湾、韓国、インド（サイクロン）、カリブ諸島（ハリケーン）、複雑地形はスペイン、

ドイツ内陸部、オーストリア、耐雷性は洋上風力発電でも課題となっており、一部の設計条件は

IEC の基準にも新たに採用されるところとなっている。 

従って、欧米諸国で先行して導入が拡大している上記の技術革新の動向をベースとして、国際

標準に合致し且つ日本の実情に適合した風力発電機の開発と導入促進が必要である。日本の実情

に適合した発電機の開発・導入が進み運転保守に関わる技術も進化させることで、我が国の風力

発電の発電コストは大きく低減することができる。 

 

4.2.3  日本の実情に適合した風力発電機実現のために必要な対応 

日本の実情に適合した風力発電機の開発と導入促進のためには以下の対応が必要であり、産・

官・学が一体となった取り組みが求められる。 

 

① ロータ径の拡大、ハブ高（タワー高）増大、ブレードの性能改善の実現のために 

 より精緻な設計ツールの開発 

 新素材、ロータ製造法の革新、ブレードの空力性能の改善 

 タワー工法の革新（現場製作、現場組立） 

 スマートメンテナンス導入による故障防止、運転寿命延長 

 設計寿命の長期化（20 年→25 年→30 年） 
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② 我が国の実情（台風、雷撃等）に適合した風力発電機の開発（輸送性能の向上と効率化

を含む）及びサイト実情に 適化した風車配置と機種選定の普及 

③ 我が国の海象条件に適合した洋上における各種技術（支持構造物を含む建設・O&M）の

研究開発 

④ 国立テストセンターの実現 

 主要部品の性能・耐久性評価（特に増速機等の動力伝達系） 

 フルスケールの長大ブレードテストが可能な試験設備 

 10 基程度の実機試験が可能なサイトの確保 

 日本型認証（風力発電機の型式、サイトへの適合性など）の実現 
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4.3  プロジェクトの開発・運営におけるマネジメント・スキルの向上と体制の確立 

4.3.1  風力発電を事業化するまでの流れ 

現状における風力発電を事業化するまでのフローを図式化すると、下記のようになる。立地調

査に始まる開発から設備建設後の運営まで、さまざまな業務から成り立っている。 

 

 
図 4.3-1 我が国における風力発電を事業化するまでのフロー 

出典：風力発電導入ガイドブック（改訂第 9 版 2008 年 2 月 NEDO）を基に、JWPA 作成 

 

風況精査（風況の把握）

(1) 風況観測 ( 低でも1年間）
(2) 風況データの処理・解析・評価
(3) 風況シミュレーションによる風況の推定・評価

環境・設置地域等に係る関連
法規調査、対象法規の抽出

環境影響評価
（調査・予測・評価）
 計画時調査
 事前調査

(建設前)
 工事中調査
 存在・供用調査

(建設後)

系統アクセス
接続検討申込

実 施 設 計
技術的連系
可否確認
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評価が重要！

環境影響への配慮

の観点から事業化
可否を評価・判断！

基 本 設 計

(1) 風車設置地点・規模の設定
(2) 風車機種の選定
(3) 測量調査、土質調査
(4) 経済性の検討

立 地 調 査
事業化可能性（F/S）調査

(1) 有望地域の抽出、近傍の風況データの収集
(2) 自然条件・社会条件の調査

区画指定、送配電線、輸送路、環境影響項目
(3) 事業規模の想定

自然公園法
森林法、国有林野法

農地法、農振法
都市計画法、港湾法、海岸法

その他

実 施 設 計

(1) 設備詳細設計

(2) 工事設計・工事計画

(3) 事業計画

ＦＩＴ設備認定
申請～取得

系統接続契約
ＦＩＴ特定契約
申込～締結 建 設 工 事

(1) 契約・着工（・機器等発注）

(2) 土木工事

(3) 風車設置工事

(4) 電気工事

(5) 試運転、検査

使用前自主検査、安全管理審査

事 業 開 始

(1) 運転・保守契約（補修等含む）

(2) 損害保険選定、保険契約

(3) 運転監視

(4) 電気設備・風車本体の保守点検

許認可申請手続
・ 立地規制関連許認可手続
・ 強度計算書作成
・ 保安規程作成
・ 電気主任技術者選任

⇒ 工事計画届

設置関係法規手続
・ 道路法
・ 道路交通法

公共物工事関係法規手続
・ 電波法、航空法、消防法
・ 騒音規制法
・ 振動規制法

その他関係法規手続
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風力発電は 2030 年には十分な競争力を有するとともに、我が国における電源構成の一翼を担う

長期安定電源となることが期待されている。そのためには、我が国の風力発電産業が一丸となり、

社会から信頼される安全で安定した運転を実現することが も重要な前提条件となる。 

同時に、個別のプロジェクト開発にあたっては、一つひとつの作業や業務をより確実に、そし

て精度の高いものとしていくことで、事業としての風力発電全体の信頼性を高めていくことが肝

要であり、プロジェクトの開発から完成した設備の運営に至るまで、さまざまなマネジメント・

スキルの向上が必要である。 

また、高度化した精緻な風況観測と解析の手法を確立することが重要な課題となる。さらに、

我が国独特な厳しい気象条件に応じた風力発電所内の正確な風の動きを非定常に把握・解析し、

安定した長期の運転を実現するための風力発電機の配置の決定手法や、風力発電機の長寿命化に

も資する的確な運転保守方策の策定が必須である。 

 

4.3.2  マネジメント・スキルの向上に必要な事項 

風力発電所及びプロジェクト開発から運営までにおけるマネジメント・スキルの向上に必要な

事項を整理すると以下の通りとなる。 

 

① 風況観測手法と分析モデルの精緻化 

② 気象予測に基づく発電量予測技術の確立とプロジェクトへの実運用（NEDO 実証事業の

成果活用） 

③ 我が国おける複雑地形等に合わせた CFD による風力発電所内の風況解析および風力発

電機配置計画の精緻化 

④ 上記に基づく正確で信頼度の高い事業計画の立案と運転保守計画の策定 

 

これらのことが確実に実現されることで、風力発電を技術的に安全で長期に安定した事業とし

て運営していくことが可能となる。加えて、発電事業者が策定する事業計画もより一層確実で信

頼度の高いものとなり、経済面から見た事業としての風力発電も健全なものとなり、プロジェク

トの開始・建設・維持継続に必要となる資金調達や各種保険付保にも資する結果となり、ひいて

は広く社会の信頼と支持を獲得していく基盤となる。 

 

4.3.3  安全性・信頼性の向上に向けた JWPA の取り組み 

風力発電業界全体にとって、設備の事故や故障を防止し安全で安定した運転を確保することは、

優先の課題である。JWPA としても、さまざまな課題に取り組んできたところである。以下に、

現在 JWPA が中心となり業界を挙げて注力している取り組みの概略を紹介する。 

 

(1) 風車検査スキーム（定期事業者検査制度の試行版）について 

安全・安定した運転は風力発電の基本である。2013 年以降、風力発電所における事故が増加し

たことから、経済産業省所管の新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループに
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おいて、定期的なメンテナンスを適切に実施することによって、事故を未然に防止できた事例も

多いことが報告された。そして、風力発電設備の定期安全管理検査を法的に義務付けることが示

され、2015 年 6 月 24 日、電気事業法第 55 条（定期安全管理検査）が改正された（図 4.3-2）。2

年 6 ヶ月以内に施行される予定である。 

 

(2) JWPA の役割 

JWPA では風車検査スキーム（定期事業者検査制度の試行版）の実施を通じて、「定期安全管理

検査制度」が円滑に施行されることを支援するために、以下の役割を担いたいと考えている。 

 

① 法制化される新制度に適合した「事業者の定期検査方法」の整備 

   ・「風力発電設備の定期点検指針（試行版）」の策定（必要に応じて適宜改訂） 

   ・「風力発電設備の定期点検指針（試行版）」に準じた定期点検実施の周知 

② 民間審査機関による審査のための環境整備 

   ・「風力発電設備の定期安全管理審査の手引（試行版）」の策定 

③ 新制度へのスムーズな移行を目指した活動 

   ・「JWPA による定期安全管理審査制度の試行」による課題の抽出と、改善策の策定 

   ・JWPA ホームページや各種説明会を通じた新制度の対象関係者への周知 

   ・各種手引き書類の整備と Q&A 対応 

   ・関係諸機関（経済産業省電力安全課、日本電気協会、審査機関等）との連携 

 

 
図 4.3-2 風力発電設備の安全規制体系（今後） 

出典：2015 年 9 月 9 日付け経済産業省電力安全課資料を基に、JWPA にて追記・作成 
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(3) 風車検査スキームの概要 

JWPA では定期的な検査が義務付けられることを踏まえ、2014 年 11 月から JWPA 内に風車検査

スキーム検討委員会及び同ワーキンググループを設置し、「風車検査スキーム（定期安全管理検査

制度の試行版）」の検討を進めてきた。2015 年 7 月に風車検査スキームを策定したところである。 

定期安全管理検査制度は、設置者の実施した定期事業者検査の結果を、審査機関が法定審査 6

項目について審査する制度である。 

風車検査スキームの構成を図 4.3-3 に示す。JWPA では、定期的な検査及び審査を自主的に実施

するために、定期事業者検査のための定期点検指針（試行版）、定期安全管理審査のための手引き

（試行版）等を策定した。法に基づく定期安全管理検査制度へのスムーズな移行をはかっていく

ためには、風車検査スキームを実際に運用し、課題を抽出し改善していく必要がある。このため

2015 年 10 月から定期事業者検査（試行版）を開始し、メーカー別に 14 の発電所において、定期

安全管理審査（試行版）を実施している（自主検査）。 

風車検査スキームは、法の施行に先立ち、JWPA が自主的に検査を試行するために策定したも

のであるが、JWPA の定期的な検査に対する自主的な取り組みの結果は、今後国が整備する定期

安全管理検査の法体系に反映されていくものと想定される。 

 

 
図 4.3-3 風車検査スキームの構成 

出典：JWPA 作成 
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**経産省の内規（20130708商局第3号）に追記して試行版とする
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電気事業法
第55条

実施者

規
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－

　　　　*  2015年10月からの試行ではJWPAにて実施
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4.4  開発から運転保守までの計画的な人材の育成 

2030 年に 3,620 万 kW の風力発電導入が実現すれば、我が国で稼働する風力発電機の数は現在

の約 2,000 基から大幅に増加し、15,000 基を大きく上回る数となる。それらの風力発電機（また

はプロジェクト）を着実に開発・建設し、また完成後の運転保守を確実に実施するのは、全て人

間である。 

 

(1) 導入拡大と運転保守（O&M）分野の人材育成 

風力発電は、決して他産業からの転向が不可能な産業ではないため、産業としての位置づけを

得ることが出来れば、一定の人材を確保することは可能と考えられる。但し、開発から運転保守

までの各段階で中核的な位置を占めるのは、専門的な知識を習得し実際に各段階の現場で経験を

積んできた人材である。 

取り分け設備の運転保守は、累積導入量（設置容量ではなく風車の基数）にほぼ比例して必要

な人員数が増加する。加えて、風力発電設備の新たな技術進歩に伴い、今後は増々専門性を高め

ていくことになる。運転保守は風力発電設備の安全で安定した運転に直結するものでもあり、人

材の育成の中でも 優先の課題と認識している。 

 

実際の風力発電所の現場において運転保守業務を担う人材（技術要員）は、下記 3 通りの事業

体が育成し、供給している。 

 

① 風力発電事業者もしくはその関連企業 

② 風力発電機メーカーを中心とする風力発電設備の供給事業者 

③ 保守（メンテナンス）を専業とする事業者 

 

我が国においても欧米諸国と同様に、大手の風力発電事業者は自前の運転保守要員を育成し、

内製化を指向する傾向が強いものの、完全な内製化は実現も容易ではなく、同時に費用対効果の

問題もあるため、一部をアウトソーシングすることで効率的な業務遂行を図っているのが現状で

ある。 

 

なお、JWPA の推計による日本の風力発電の運転保守に直接携わっている技術要員数と市場規

模は表 4.4-1 の通りであり、2030 年には運転保守は一大産業に成長することが見込まれる。 

 

ちなみに、風力発電の先進国とも言える欧米諸国においても、人材の育成・確保、特に運転保

守に関わる熟練技術員の不足は重要な課題と位置付けており、業界を挙げて取り組んでいる。 
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表 4.4-1 風力発電の運転保守に関わる要員数及び市場規模（JWPA 推計） 

 2014 年度 2020 年度 2030 年度 備 考 

想定導入量（万 kW）     292    1,090    3,620 2014 年度は実績値、以降は JWPA 

ビジョン V4.3 に準拠 

風車基数（基） 2,025 6,020 16,100 2020 年度まで：2.0MW/基 

2030 年度まで：2.5MW/基 

発電所数（箇所）   421     620     980 2020 年度まで：@40MW 

2030 年度まで：@70MW 

要員数（人）     680 1,000～2,000 2,700～5,400 2014 年度：3 基/人 

2020 年度・2030 年度：3～6 基/人

運転保守市場規模（億円/年）   50～90   230～390 1,000～1,700 運転維持費 x 0.3～0.5 と想定 

 

(2) 長期的計画に基づく人材の育成 

人材の育成に速成はなじまない。育成のプログラムやスケジュールを定めて、着実に推し進め

ていくことが、結局は一番の近道となる。JWPA としても、この分野の実務の中心的な役割を担

うべき人材の育成を他人頼みとすることなく、業界全体で知恵を出し積極的に貢献することを目

指していく所存である。また我が国の風力業界には JWPA の他にも（一社）日本風力エネルギー

学会（JWEA）もあり、大学の先生や研究機関の方々等多くの学識経験者が中心となって精力的に

活動している。 

 一方で、日本の大学や高校で風力関係の講座を持っている学校は皆無に近い。風力発電機や関

連設備は材料から機械・電気・建築・土木、さらには気象まで、非常に幅広い理学的、工学的な

知識が求められる。また上述の通り運転保守業務について見ると、机上で学べる座学とともに現

場に則した実際的な教育が不可欠となる。 

 

【人材育成に関する提言】 

 ついては、下記の取り組みを提言したい。この取り組みに当たっては、JWEA 等風力発電の普

及拡大に尽力されている関係諸団体と全面的な協働をすることが必要であり、加えて経済産業省

を始めとする政府の全面的なご理解とご支援をいただきたいと思料する次第である。 

 

① 北海道及び東北地方の大学 各１箇所に風力関連講座を開設する 

・本報告書で繰り返し述べた通り、北海道及び東北地方は風力発電の適地が多く、重点的に

配置すべき地域である。従って、これらの地域にある既設の大学もしくは単科大学に、風

力発電に係る技術を系統的に学ぶことができる常設の講座を開設することが効果的である。 

② 運転保守技術者の養成 

・人材の中でも、取り分け運転保守技術者の育成は喫緊の課題である。やはり北海道及び東

北地方の 低１箇所の高等専門学校もしくは工業高校に、風力発電を専門とする学科を開

設し、実地に則した初歩的な教育を施すことも大きな効果が期待できる。 
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③ JWPA・業界の役割 

・JWPA は、会員各社及び JWEA 等関連団体と協同し、上記教育機関や政府とも連携して、

効果的なカリキュラムの作成、講師の派遣に努めることとする。また、JWPA では会員会

社に対して、インターン制度なども活用するなどして、風力発電事業の現場に則した教育

の場を提供するよう働きかけることで、効果の 大化に努めることとしたい。 
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4.5  サプライチェーンの確立と風力発電産業の将来像 

自国に風力発電の十分なサプライチェーンを持つことは、産業としてのコスト競争力の獲得や

ダウンタイムの低減（これもコスト低減につながる）に直結する。さらに、長期的な事業として

運営されることが前提である風力発電というプロジェクトの特長の効果として、長期に安定した

雇用と新しい輸出産業の創出とのいう国民経済と社会への貢献が実現できることにつながる。 

以上のことは、市場も大きく風力発電の導入が進んだ米国に、その典型を見ることができる。 

 

4.5.1  米国の例に見る導入拡大とサプライチェーン確立 

下図は、米国における風力発電導入量とナセル他主要な機器・部品の米国内における製造量の

推移を示している。年間の導入量が 500 万 kW を超えるレベルに達する辺りから急速に米国内に

おける生産施設の設置が進み、米国内での製造も急増している。但し、米国ではオバマ政権の誕

生後、建設費補助或いは生産税控除（PTC）制度等の支援制度の改廃があり、その影響で導入量

に大きな変動があったことも見てとれる。 

 

 
図 4.5-1 米国における導入量と風力発電機の主要構成機器製造量の推移（実績/見込） 

出典：2014 Wind Technology Market Report（米国 DOE） 

 

また、次に米国内の風力発電設備に関連する風車組立、ナセル・タワー・ブレード等主要な生

産施設の所在と分布を示す図を紹介する。ほとんどの施設が、建設当時に大きく導入が進んだ地

域に隣接した場所に建設されていることは当然であり、合理的な選択の結果であると言える。 

なお、米国においても風力発電に関わる統計品目分類との関係から、正確な部品ごとの輸出入

統計は整っていない模様であるが、米国エネルギー省の同じ報告書によれば、風力発電設備に関

連する米国からの輸出は 2007 年の 1,600 万ドルから 2010 年には 3 億 5,000 万ドル、2014 年には 4

億 8,800 万ドルへと一貫して増加している。主たる輸出先は隣国のカナダ向けが 58%、ブラジル

向けが 34%と報告されている（2014 年）。 
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図 4.5-2 米国における風力発電関連の主要生産設備の分布 

出典：2014 Wind Technology Market Report（米国 DOE） 

 

4.5.2  日本の風力発電関連産業 

風力発電関連産業は裾野が非常に広く、且つ各要素技術の集積された形として形成される産業

である。風力発電機を取ってみても、素材の開発・生産に始まり、数万点に及ぶ部品の製作、

終的には完成品としての風力発電機の組立まで、まさに重層的構造の産業であり、既に炭素繊維、

ベアリングや軸受け等の分野では、我が国は世界市場でも主要な供給国としての地位を確立して

いる。 

（一社）日本産業機械工業会の調べによれば、我が国における風力発電関連産業の生産高は、

平成 22 年度で 1,500 億円超、平成 23 年度でも 1,200 億円程度となっている。政府においても再生

可能エネルギー部門の成長性に着目し、総務省が 2016 年度以降、再生可能エネルギー部門の産業

連関表の作成を検討することになった。これは、風力発電関連産業を始めとする再生可能エネル

ギー部門の実態を把握し、ひいては再生可能エネルギーの導入を推進することによる雇用効果等、

経済波及効果を公的な数値として把握・検証できる第一歩となる。 
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図 4.5-3 我が国における主な風力発電関連産業・企業（JWPA 作成） 

 

4.5.3  風力発電産業の将来像（2030 年に向けて） 

導入が進めば、風力発電は長期安定電源としての重要な役割を担うことになる。風力発電に関

わる製造業、メンテナンス、発電事業者、コンサルタント、ファイナンサー等は、この新しい役

割を担いつつ順調に拡大する。2020 年以降、陸上風力発電はリパワリングの案件が 1 割程度を占

めることが予想されており、実際にリパワリングが進めば、ノウハウが積み上げられていく。ま

た、洋上風力発電に特化する海洋産業についても順調に拡大することが期待される。 

一方、基幹電源の一部と見なされる風力発電は、その精緻な気象予測に基づく発電量予測技術

や電力系統の広域運用を前提として、平滑化効果を運用に織り込む技術を開発することにより、

変動性を補う任務を発電事業者自身が負うか、もしくは別の専業の事業体（例えばパワーアグリ

ゲーター）が担うことが考えられる。精度の高い気象予測技術、系統の広域運用とデマンドレス

ポンス等を含むエネルギーマネジメントシステム等を駆使し、需要に応じた同時同量供給が可能

になる。このような状況を背景として、風力発電とこれを取り巻く産業は一層多様に範囲拡大し、

同時に重層化していく。 

 

表 4.5-1 風力発電を取り巻く産業の将来イメージ 

業種 備考 

製造業 風力発電機製造、関連部品製造、浮体製造 

施工 建築・土木（陸上）、海洋土木、輸送（陸上及び海上）、傭船業 

メンテナンス 陸上及び洋上 

発電事業者 発電及び売電 

ファイナンサー ファイナンス、ファンド、ボンド 

電力仲介業者 パワーアグリゲーター、卸電力市場 

EMS または DSM 需要側の電力制御、需給両面の統合制御 

コンサルタント 風力発電機及び関連部品の設計、発電量予測、海洋コンサル、リパワリングコンサル 

その他 認証サービス 
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4.6  効率的で低コストの資金調達・税制改革 

4.6.1  事業環境の変化と資金調達 

JWPA は、15 年後の 2030 年時点で 3,620 万 kW の風力発電の導入実現を提言している。現時点

で稼働中の風力発電は概ね 300 万 kW であり、平均すれば今後毎年 200 万 kW の風力発電が建設

され、年間約 6,000 億円程度、総額では 9 兆円に上る建設資金が必要になる計算となる。 

後述の通り、2014 年の我が国における再生可能エネルギー関連の投資額は約 4.2 兆円に上った

との報告もあり、資金総額でみると決して必要資金の調達は不可能ではないものの、従来主流で

あった事業者を主体とするコーポレートファイナンスやプロジェクトファイナンスの仕組みだけ

では、必要資金の調達や供給にも早晩限界が訪れることが充分に予想される。我が国における風

力発電を始めとする再生可能エネルギー業界（産業）にとっても、新しい時代に相応しい、効率

的で多彩な資金調達（資金供給源の確保）の選択肢が用意されることが大きな課題である。 

 

4.6.2  資金供給における世界の現状と新しい潮流 

下表は、Bloomberg NEF 及び UNEP の調査結果に基づき、世界における 2014 年の再生可能エネ

ルギー関連の投資の現状と資金ソースを一覧にまとめたものである。世界における 2014 年の再生

可能エネルギー関連への投資（研究開発を含む）の総額は 2,700 億米ドルで、前年比約 17%増加

した。 

 

表 4.6-1  Global Trends in Renewable Energy Investment 2014 Data Table 

 

出典：Global Trends in Renewable Energy Investment 2015 by Bloomberg NEF & UNEP 
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国別では下表のとおり、中国がずば抜けた第 1 位であり、日本も第 3 位につけた。これら両国

の実績が上がった理由は、いずれも太陽光発電設備の建設ブーム（中国は Utility Scale、日本は屋

根置き型が主流）によるものである。第 2 位は米国であった。 

 

図 4.6-1 国別の再生可能エネルギー関連投資額と資金ソース（単位：10 億米ドル） 

注 1）SDC：Small Distributed Capacity（小規模分散型） 注 2）色分けは資金ソースの種類別を示す。 

出典：Global Trends in Renewable Energy Investment 2015 by Bloomberg NEF & UNEP 

 

4.6.3  海外における再生可能エネルギー関連資金調達の新潮流 

Bloomberg NEF による上述の報告を始め、コンサルタント等による各種レポートで近年注目を

集め、急速に資金ソースとしての存在感を高めているものに Yieldco スキームがある。Bloomberg 

NEF による報告書によれば、2014 年、米国並びに欧州における Yieldco スキームによる市場での

調達額は、50 億米ドル（約 6,000 億円）規模に達している。 

【Yieldco スキームの概略】 

全く新しいスキームではないが、米国においては歴史的な低金利を背景に、従来の PTC 制度

が期限切れを迎えたことから、今まで資金調達の主流を占めていた Tax-Equity スキームに代わ

る低コストのイクイティー性資金の調達方法として、数年前から脚光を浴びているものである。

主な投資対象は、現状では再生可能エネルギー分野を含むインフラ部門である。 

本スキームの基本的な構造は下図の通り。即ち、プロジェクトの開発者であるディベロッパ

ーが、完工し稼働している資産の全てもしくは一部を Yieldco と呼ばれる SPC に譲渡し、Yieldco

自体を通常の株式市場に会社として上場した上で株式を投資家に販売するものである。Yieldco

は米国の制度上いわゆる partnership と同様の扱いとなり、Yieldco が株主（投資家）に支払う配

当には課税されない。 

ディベロッパーはプロジェクトの完成後売却益を加えた上で投下資金を早期に回収し再投資

に移行することが可能となる。一方、投資家は Yieldco からの配当収入に税金を払うことなく、

自らの他所得と合算した収益への一回限りの課税で済むメリットがある。 
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図 4.6-2 Yieldco スキームの基本的な構造 

出典：米国 DOE 傘下 NREL ホームページより引用し、JWPA にて作成（一部加工） 

 

4.6.4  日本の金融・証券市場の現状と課題 

海外における資金調達の新潮流が見られる一方、我が国においても 2015 年 4 月、日本証券取引

所グループ（東京証券取引所）が、インフラファンド市場を立ち上げた。上場の対象となるイン

フラ資産としては、風力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備及び空港・港湾等の施設運営

に関わるコンセッション（事業運営権）が想定されている。その基本的な仕組みは下図の通りで

ある。 

 

 
図 4.6-3 インフラファンドの基本的な仕組み（投資法人の場合の例） 

出典：日本証券取引所グループホームページ 

原開発事業者 

（風力事業者の本体） 

原開発事業者の子会社 

（O&M を受託） 

一般投資家 

（個人、機関投資家等）
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米国の Yieldco と日本のインフラファンドに共通する基本的な考え方（上場の条件）は、下記の

2 点と思われる。 

① 上場法人は原事業者（Original Developer）から対象となる事業資産を買い取り、同時

にリースバックもしくは運営を委託し、上場法人の確実な運営を期すること。 

② 上場対象のインフラ事業（資産）は、稼働から 1 年以上を経過して以後も順調な稼働が

見込まれること。なお、長期の投資が前提にて、上場資産（事業）は長期的な安定した

収益を上げることが前提であり、長期売電契約等の裏付けがあることは重要な条件とな

る（したがって、設備完工までのリスクと資金調達は、従来通り事業者に残る）。 

 

欧米及び我が国の仕組みも共通して、事業者としては開発報酬を加えた価格で投下資金を早期

に回収でき再投資に回せるメリットがあり、一方で投資家は、長期に安定した一定の収益が期待

でき且つ株式と同様に流動性が確保できる点が大きなメリットとなる。 

しかしながら、欧米では事業者・投資家にとって税制上のメリットも長期に亘って享受できる

ことから、記述の通り、年間約 50 億米ドルの新規投資が行われる市場が既に形成されており、今

後も成長が見込まれている。 

一方、我が国においては、せっかく新市場が立ち上がったものの、現在まで上場された案件は

ない。その 大の原因は関連税制である。我が国においても不動産関連の資産を対象とする REIT

市場は既に 10 兆円を超える市場に成長しているが、これは海外の REIT と同様に、上場する投資

法人には課税されない制度となっているためである。これらの動きを受けて、政府もこのたびの

税制改正において、上場するインフラファンドの投資法人への課税免除期間を、従来の 10 年から

通常の事業期間である 20 年に延長することが決定された。但し、現行の制度では課税免除の対象

となるのは 2017 年 3 月 31 日までに再生可能エネルギー発電設備を取得した投資法人に限定され

るため、本制度を活用するためには、この適用期間を大幅に延長することが必要である。 

 

風力発電を始めとする再生可能エネルギーの導入促進は、政府の方針でもある。資金調達は導

入政策の要となる要素である。また、本報告書「4.5 サプライチェーンの確立と風力発電産業の

将来像」でも示した通り、風力発電は極めて裾野の広い関連産業を抱えており、その経済波及効

果は建設需要の数倍にも及ぶ。政府の目指す日本経済の活性化及び地方創生の実現のためにも、

JWPA としても、今後とも努力を続けていくこととしたい。 
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4.7  風力発電事業の社会的受容性の向上 

風力発電に関して一般の方々にアンケート調査を行った場合、通常は肯定的な回答が寄せられ

ることが多いと言える。一方で、プロジェクトが具体化した場合、様々な利害関係者（ステーク

ホルダー）との合意形成が上手く進まず、計画段階から反対を受けることが少なくない。この点

は日本に限らず、風力発電導入を推進している多くの国々で起こっている事象である。こういう

事態を受けて、IEA（国際エネルギー機関）では Wind Task 28 を組織し、2008 年から風力発電の

社会的受容性について調査研究を行い、日・北米・欧州の 10 ヶ国の政府機関・研究機関や大学等

を中心に多岐にわたる議論を進めて来た。本項ではこの研究の成果も踏まえつつ、JWPA がこれ

まで進めて来た取り組みについても紹介することにしたい。 

 

(1) 社会的受容性に影響する要因と対応 

IEA Wind Task 28 や欧州では社会的受容性を考える場合、下記の三角形で表わされる概念図が参

考とされることが多いようであるが、ここでは地域社会からの受容性に焦点を当てて話を進めて

いくこととする。 

 
図 4.7-1 再生可能エネルギー技術革新の社会的受容性の 3 つの概念 

     出典：（一社）日本電機工業会 IEA Wind Task 28 風力発電の社会的受容性・ 新報告書（2010 年 8 月） 

 

IEA Wind Task 28 の報告書及び我々の経験に基づけば、地域社会における合意形成と受容性の鍵

となる要因は、以下の通りである。 

 

① 生活水準と生活の質への影響（騒音、不快感、資産価値への影響等） 

② 景観や生態系等の生活環境・自然環境への影響 

③ 便益（期待）と負担（被害）の配分と釣り合い 

④ 手続きに関する問題 
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上記の各要因（課題）は相互に関連するものであり、これらの諸点に関連して地域のステーク

ホルダーとの関係を良好に保ち、プロジェクトを成功させる対応は下記の通りに整理できる。 

 

 事業者が、開発計画の早い段階から地元自治体を含む地域のステークホルダーとの対話

を始め、情報の発信に努めること 

 法令や条例に定められた環境アセスメントを確実・誠実に実施すること 

 事業者は地域貢献を念頭におき、その一環として生活環境等地域の特徴を理解し計画に

も適宜反映すること 

 建設の完了後も、地域の催しに積極的に関わる等、地域社会とのコミュニケーションの

維持・増進に努めること 

 

(2) JWPA の取り組み 

プロジェクトの計画地域において合意を形成する上で、適切な環境アセスメントを実施する重

要性は既に述べた通りである。JWPA では 5 つの専門部会を組織し活動を展開しているが、その

一つが環境部会であり、環境アセスメント等に係わる各種活動を実施している。また JWPA では

低周波音に関する広報活動も実施しており、以下に簡単に紹介する。 

 

 JWPA 環境アセスガイド 

JWPA では 2011 年 5 月に、自主的な環境アセスメントの実施を促すことを目的として、「風

力発電環境影響評価規程（JWPA 自主規制）を作成し発行した。しかしながら、2011 年 4 月に

環境影響評価法が改正され、環境アセスメントが法制化されたこと、及び都道府県による環境

影響評価条例の改正等を受けて、JWPA 自主規制の改定を行い、自主アセスの実施に際しての

ガイドとなる「小規模風力発電事業のための環境アセスメントガイドブック（JWPA 環境アセ

スガイド）」を新たに作成し発行した（2015 年 4 月 1 日）。 

このガイドは、法令や条例の対象とならない小規模事業（但し、1,000kW 以上）であっても

効果的・効率的な環境アセスメントを行うことで、地域や住民から理解が得られ、且つ円滑な

コミュニケーションを図ることを目的として作成したものである。内容の詳細については、

JWPA ホームページを参照されたい。 

 

 環境アセスメントに関する JWPA の行動指針（ロードマップ） 

また、JWPA では 2013 年に、効果的で効率的な環境影響評価手続きを確立することを目指し

て「環境影響評価の課題に対する検討委員会」を設置した。検討委員会では目標と工程を明確

にするために行動指針（ロードマップ）を策定している。また、委員会の下に 4 つの作業部会

（騒音・超低周波音、鳥類、景観、工事中の影響）を設け、外部有識者の助言等を得ながら 4

ヶ年計画で鋭意検討を進めている。以下にロードマップの概略を示す。 
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図 4.7-2 環境アセスメントに関する JWPA の行動指針（ロードマップ） 

 

 低周波音に関する広報活動 

近年、低周波音による人体への影響が関心を集めている。これも風力発電の普及が進み風車

と人間の距離が近づいたことの作用の一つとも言える。風力発電の導入で先行している欧米諸

国では、この問題に関する科学的な検証が種々の研究機関によって行われているが、現在まで

風車に起因する低周波音が人体の健康に悪影響を及ぼすとの報告はなされていない。 

しかしながら我が国においても、具体的なプロジェクトに関連して低周波音の問題が指摘さ

れる例が散見される状況となっている。この問題は科学的な立証も容易ではなく、一方で地域

住民等一般の関係者に分かりやすく説明することも簡単ではないため、誤解に類する懸念や問

題提起も生じているのが現状であると言える。JWPA としてもこの問題は避けては通れないと

判断し、広報活動の一環として、2015 年 8 月に外部の専門家の助言・協力も得て、「風力発電

を正しく理解するために～低周波音を中心に～」と題する冊子と簡易版のチラシを作成した。

これらの冊子やチラシを会員に限らず関係するメディアや希望を表明された自治体等にも送付

しているが、適切な普及活動の一助となることを期待している。 

なお、簡易版のチラシは、JWPA ホームページから自由にダウンロードできるよう設定して

あることから、是非広く活用いただきたい。 

 

(3) まとめ 

社会的受容性については種々議論の尽きない課題であるが、前出した IEA Wind Task 28 の報告

書は、特定のプロジェクトに反対する人達は常に存在する事実も挙げ、100%の受容を得ることの

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

－ 上期 下期 上期 下期 上期 下期

国の
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アセス前倒
（経済産業省）

リプレース合理化検討

（環境省）
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指針
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検討委員会

総 合
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事後モニタリング
データ

情報伝達等

助言書

正確な情報伝達方法を検討

検討委員会

国等へ要望

提言

正確な情報伝達を実践
（学会の活用や相談窓口の開設）

事後に重大な環境影響が
生じた場合の対応策を検討

検討委員会等の設置を
実践

早期実現
項目検討 ガイドライン化合理化の検討

検討委員会 実証・検討委員会

ガイドライン策定 適用

専門家
委員会

報告書による運用

検討委員会

報告書

モニタリング手法の検討
試行版作成

モニタリングによるデータ蓄積
及びモニタリング手法の改善

データ共有のルールづくり

リプレース合理化検討

既存データ収集・解析
既存データ
存在調査
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困難を指摘した後、 後に以下のように結論している。 

 

『従って、目標は、可能な限り多くの一般市民の支持を得るために、開かれた対話、より民

主的なプロセス、誠実な関わり方によって、「こころをつかむこと」と「影響を受ける人々を関

係当事者に変えること」である。これには、プロジェクトを改善する 1 つの方法として提供さ

れる情報と批判を受け入れ、プロジェクトを周囲の景観、環境、また、風車の近くで生活する

人々に適合させるという、開発業者と提案者による責任が求められる。』 

 

JWPA としても、協会の基本理念にも自ら述べている通り、業界を代表する団体であることの

責務を正しく認識し、説明責任を果たすとともに、会員企業や関係諸団体にも働きかけていく所

存である。 
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5. 結言 

本報告書の冒頭に述べた通り、我が国における風力発電は未だ市場及び産業として離陸を果た

していないものの、いわゆる風力先進国と言われる欧州諸国等が歩んできた足跡を検証すること

で、相違点を認識しつつも、我々日本の風力発電が進むべき方向性と諸課題への対応も学ぶこと

が可能である。安全性の確保を大前提に置きつつ、発電コストの低減を追求することは、今や風

力発電の導入促進・拡大に取り組む各国にとって共通の 優先課題である。JWPA はかような認

識に立ち、初めての試みとして本報告書の作成に取り組んだものである。 

 

2015 年 12 月に開催された COP21 において、2020 年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組み『パ

リ協定』が採択された。同協定は『京都議定書』と同様に法的拘束力を持つものとされており、

歴史的な合意として評価されている。また、日本を含む参加国は、既に国連に提出した温室効果

ガスの削減目標を 5 年ごとに見直すことにも合意している。 

 

冒頭でも述べた通り、政府による「エネルギー基本計画」と「エネルギーミックス（長期エネ

ルギー需給見通し）」は 3 年ごとに見直しがなされるものであり、その内容は世界のエネルギー情

勢や日本におけるエネルギーを含めた社会情勢を勘案して決定されるものである。JWPA として

も、風力発電を取り巻く今後の諸環境や社会情勢をにらみながら、「JWPA ビジョン V4.3」並びに

本報告書の内容についても随時見直し更新する所存である。 
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