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• 出力制御方式と導入拡大
 日数単位より時間単位による出力制御の方が合理的であり、自然変動

電源の大量導入が可能
 時間単位の出力制御の実現には、①可視性（発電量が把握できるこ

と）、及び②可制御性（必要時に出力を制御できること）、が重要

• 風力発電所における適切且つ効率的な出力制御
 多くの風力発電所は、専用通信回線により可視性及び可制御性を実現

できる環境が整備されている
 「出力抑制指令は各電力会社のエリア全域を対象として一律に配信、

1時間または30分単位の抑制指令時間を積算し、起算日時に係わり
なく720時間＝30日と見なす」方法を取ることにより、必要 小限
のきめ細かい出力制御が可能

 エリア全域の発電所へ一律に配信することで積算時間が同一となり、
公平性を確保

（１）連系可能量の拡大に向けて（短期的対策）①
3



• 風力の導入量及び出力抑制率の差異
 本検討を行った結果、日数単位よりも時間単位による出力制御方式の方が、

出力抑制率が低い（抑制時間が少ない）ことが分かった
 JWPAの提案する、エリア一括かつ時間単位で出力上限を抑制する制御方式

により、太陽光とほぼ同程度の導入が可能

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 150万kW
25.4％
(74日）

8.5％
（739時間）

東北 600万kW
18.6％
(41日）

4.0％
（370時間）

九州 900万kW 
27.9％
（54日）

8.2％
（648時間）

太
陽
光

風力

太陽光設備容量＝3,812.4万kW
風力設備容量 ＝3,567.8万kW

極稀に風力と太陽光共
に高出力の場合がある
⇒出力抑制で対応可能

ドイツにおける太陽光と風力の
発電電力の実測事例（2014年）

各エリアにおける風力導入量と出力抑制率の試算例（JWPA）

風力発電と太陽光発電は補完関係にある
→ 系統の効率的なシェアが可能、導入拡大が互いの支障になり難い

既存設備の最大限の活用により、風力適地（北海道・東北・九州）において、太陽光とほぼ同程度
の風力発電の導入が可能

※ 本シミュレーションでは、2013年度の需要実績に対して残余需要値（需要電力から太陽光及び風力の発電出力を差し引いた残りの需要）が設定した下限値を下回らないよう、太陽光及び風力の発電出力を抑制する方式を採用
し、風力については、各電力会社の管内を一括して発電出力の上限を時間単位で抑制する制御方式（最大出力抑制制御方式）を採用

※ なお、本シミュレーションは、下げ代不足の解消を念頭に「最低残余需要値の維持」のみに着目した静的な需給バランスの検討であることから、下記の事項は考慮していないため、実際の風力の導入量及び出力抑制率（出力抑
制時間）については、本シミュレーション結果とは異なる可能性があることに留意
①年度毎の需給状況の変化 ②需要予測、太陽光出力予測及び風力出力予測の誤差（太陽光及び風力が最大出力（2σ相当）に上振れする可能性等を含む） ③火力や水力など従来型電源の起動・停止等に要する時間的な
制約等 （2013年度における発電設備容量及び運用方式、最低残余需要、太陽光導入量及び出力抑制時間等については、第3回系統WGで示された値をベースに試算）
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（１）連系可能量の拡大に向けて（短期的対策）②



• 気象予測に基づく精緻な発電量予測の導入
 EU（ドイツ、スペイン等）では、太陽光や風力等の自然変動電源は

予測・制御可能な電源となっている
 広域運用の実現には発電量予測システムの高度化と予測精度の向上、

予測システムの早期導入が必要。その際、系統の運用に影響を与える
ランプ変動等の予測技術（NEDOが研究開発を実施中）の向上も必要

 さらに、出力予測技術に対応した系統運用ルールの整備が重要

• 系統の広域運用の 適化
 広域運用することによる発電量予測精度の向上、及びエリア横断的な

調整力等の活用（広域機関、各系統運用者）が必要
 また、風力の「連系線を活用した実証試験」（北海道＆東京、東北＆

東京）の早期実施・検証も必要
 さらに、広域運用における「需給シミュレーション技術」（NEDOが

研究開発を実施中）を開発して実運用へ適用することにより、広域大
の周波数調整を実現、系統全体で再エネ電源の受容が可能

（１）連系可能量の拡大に向けて（短期的対策）③
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出典: 電気事業連合会、日本の送電ネットワーク、http://www.fepc.or.jp/enterprise/supply/soudensen/sw_index_01/index.html をベースに加工
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交直変換所

50万V送電線
15.4-27.5万V送電線
直流送電線

整備・強化が必要な基幹系統

広域機関の本来の機
能発揮による既存の
系統インフラ活用に

よる導入拡大

北海道を始めとする
「風力発電重点整備

地区」の選定

電力の安定供給や広
域的取引の環境整備
に必要な基幹系統の

整備・強化
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 他電源の開発計画（廃止・更新等）に合わせ
て、新規の風力発電の系統接続を順次進めて
いくことにより、導入拡大が可能となる

 重点整備地区等、その地域の特性に合わせた
風力発電の効率的配置を促すことで導入拡大
が図られるとともに、関連産業の集積等によ
る地方活性化・地方創生への貢献が期待され
る

 電力の安定供給や広域的取引の環境を整備す
るためには、地域間連系線をさらに充実する
必要があるとともに、地域内の送電網整備を
確実に進めていくことが肝要

（２）柔軟性に富んだ系統の整備（中長期的対策）①



（２）柔軟性に富んだ系統の整備（中長期的対策）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
 風力資源の豊富な地域への大量導入で効果的に発電コストを低減
 風力発電所の集中立地により、風力発電関連産業の集積、地方の産業発展に

も寄与
 特に、北海道は風況が良く立地に適した地点が多いこと、また、東北は需要

エリアに隣接していることから、北海道・東北エリアに送電網を整備し大量
導入を図るべき
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（２）柔軟性に富んだ系統の整備（中長期的対策）③

• 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
 「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 経済産業省）」における増強モデルは北本増強の30万kW×1ルートのみ
実施中、その他は未着手。送電線の整備には10年以上の期間を要することか
ら、早急な計画策定が必要

 地域間連系線及び基幹送電線の増強については適切な費用負担方法を早急に
決定した上で北海道・東北エリアを風力発電重点整備地区に指定するなど、
迅速且つ効率的な整備を図るべき

地域間連系線 現在の状況 今後必要な対策

北海道東北間連系
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
広域機関にて計画策定
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

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
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短期：2～3年、中期：4～10年、長期：10年以上

（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
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取り組み課題 概要

（１）環境アセスメントの迅速化・合理化

・規模要件の緩和 ・第一種事業の規模要件の見直し（1万kW以上⇒5万kW以上）

・参考項目の絞り込み ・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

・前倒し調査の制度化 ・アセス調査の前倒し（現在、実証事業中）制度を早急に設定し
て運用を開始

・風力に適した環境アセス ・風力の特性を踏まえた合理的な手法の確立が必要
・事後調査の充実による順応的管理手法の活用も必要

（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

（１）規制・制度の見直しと緩和①
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取り組み課題 概要

（４）リパワリングの円滑な実施に向けた規制・制度の見直し（既設継続運用含む）：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

（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

（１）規制・制度の見直しと緩和②
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• 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下記対応を
産・官・学が一体となって取り組むことが必要

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）

② 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 海象条件に適合した洋上における各種技術（支持構造物含む建設・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

13
（２）風力発電に係る技術開発の継続



• 発電事業としての風力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、様々なマネジメント・スキルの向上が必要
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
③ 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及び風車配置計画の精緻化
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

• また、風力業界にとって、設備の事故・故障の防止や安全で安定した運転の確保は 優先の
課題であり、JWPAも、安全性・信頼性の向上を目指して様々な課題に取り組んできた

• 風車の公衆安全確保に係る点検ガイドの作成・公表に加え、公衆安全確保に関わる重大事故
を防止するため、「風車検査スキーム（定期安全管理検査制度の試行版）」を検討・構築
（定期事業者検査のための指針、定期安全管理審査のための手引き等を策定）
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（３）風力発電プロジェクトマネジメントスキルの向上

≪風車検査スキームの構成≫



• 風力先進国である欧米諸国においても、我が国と同様、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

• JWPAとして、長期的計画に基づく人材育成を推進するための取り組みを以下に
提言する

【人材育成に関する提言】
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
 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。したがって、

これらの地域にある既設の大学もしくは単科大学に、風力発電に関する技術を系統的に
学ぶことができる常設の講座を開設することが効果的

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。①と同様に、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で、効果の期待大

③ JWPA・業界の役割
 JWPA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や講師の派遣を実施
 JWPA会員会社に対するインターン制度の創設・活用など、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 大化に期待

15
（４）開発から運転保守までの計画的な人材育成



• 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

• 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
長への効果として、適地である地方を中心に一定かつ長期の産業需要・雇用を創出するとと
もに新しい輸出産業の創出という、国民経済と社会への貢献が実現可能

• 風力発電の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
産業であり、さらに導入が進めば、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

16
（５）サプライチェーン確立と風力発電関連産業育成

≪我が国における主な風力発電関連産業・企業≫



• 日本国内の再生可能エネルギー関連投資額は約4.2兆円に上ったとの報告があり、加えて、
将来の導入見通しを考慮すれば、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
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（６）資金調達に係るコスト抑制・効率化、及び多様化

≪米国Yieldcoスキームの基本的構造≫

原開発事業者
（風力事業者の本体）

一般投資家

（個人、機関投資
家等）

原開発事業者の
子会社

（O&Mを受託）

≪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：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）

出典：日本証券取引所グループホームページ



• 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

• IEA Wind Task 28の報告書及び風力発電事業者の経験に基づけば、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
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

• 上記の要因（課題）は相互に関連するもの、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として下記の通りに整理
 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（運転開始後）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
• JWPAとしても、風力発電が広く受け容れられることを期待し、「JWPA環境アセスガイ

ド」の作成・発行や「環境アセスメントに関するJWPA行動指針（ロードマップ）」の策定、
低周波音に関する広報活動などを行っている
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（７）風力発電事業の社会的受容性の向上


