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日本の風力発電には大きな発展余地がある

第1回 報道懇話会勉強会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先ず初めに、洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会が梶山、赤羽両大臣のご尽力で本日開催されることになり、協会をを代表して心より御礼申し上げます。洋上風力を主力電源として、かつ産業として育てて行くための、現状、主な課題などについてご説明させて頂きます。

http://jwpa.jp/


今日、皆さんに伝えたい事

 「日本の常識」 は 「世界の非常識」

 世界では既に 「風力発電は主力電源」

 風力発電は 「不安定？」

 風力発電は 「コストが高い？」

 なぜ欧州は気候変動＆風力発電に熱心なのか？

 「日本に風力発電は向かない」 は本当か？

 日本は風力発電の 「最後の楽園」



世界では、風車は
おしゃれ です！

どれ位、おしゃれかというと・・・
パリのファッションショーの
舞台装置にも使われています。

“Chanel” Spring Summer 2013 Paris Full Show by Fashion Channel 
http://www.youtube.com/notify-BlockCodeC_1?aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWFoanliczk5SS1F



前半：世界（特に欧州）の状況の説明

欧州では風車は普通の電源の一つです。

温暖化防止の理念と経済効果の実益を両立。

米国と中国は、儲かるから風力発電を推進。

最近はアジア・南米・アフリカの途上国でも

風力発電が伸びています。

世界の「普通」は、日本でも「普通」になる

これからは日本でも風力発電が伸びます。



世界の風力発電は､日本の全電源の2倍以上

・世界で 約40万基・6億5千万kW の風車が回っています。（2019年末）

これは日本の全部の発電設備の合計（3億kW）の 2倍以上です。

・2019年に新しく建った風車は 2万基・6千万kW 。年商は10兆円以上。

・世界の電力の約6% を風車が供給しています。

出典：世界風力会議（GWEC）
1GW=千MW＝100万kW



各国の風力発電の導入量
温暖化を軽視している 中国が１位、米国が2位

陸上風力 洋上風力

陸上新規
1位 中国
2位 米国
3位 インド

陸上累積
1位 中国
2位 米国
3位 ドイツ

洋上新規
1位 中国
2位 英国
3位 ドイツ

洋上累積
1位 英国
2位 ドイツ
3位 中国



日本最大の風力発電所は「ウィンドファームつがる」
（青森県つがる市、3200kW風車×38基＝12万1600kW、2020年4月1日に運開。）



世界最大の風力発電所は柏崎刈羽原子力発電所と同じ規模。

中国甘粛省のGansu Wind Farmで現在 ７９５万５千ｋＷ（将来は２０００万kW）です。

日本最大の発電所（柏崎刈羽原子力発電所 ８２１万２千ｋＷ）とほぼ同じ発電能力。

2017年8月10日の
Forbesの記事

地図と写真は
Wikipediaより



アメリカの
風力発電所の例

テキサス州メキシコ湾岸 2008年
2400kW×84台=201.6MW
さらに隣にも
2400kW×118台=283.2MW
合計で、202台・約50万ｋW

拡大

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは最近に米国テキサス州に納めたウィンドファームです。写真の小さな白い棒の１本１本が、高さ約120ｍもある２．４MW風車です。ここには２．４MW風車が202台あり、484.8MWの電気を供給しています。



世界最大の洋上風力発電所が 2020年2月に運転開始
(Hornsea1 洋上wind farm、英国北海沖120km、7MW風車×174基＝121万kW、約5千億円）



世界最大の風車 GEのHaliade X（1万2千kW）
（2019年11月にオランダのロッテルダム港で初号機が運転開始）

https://www.gereports.jp/power-up-the-worlds-most-powerful-wind-turbine-generates-first-electrons/

オランダのロッテルダム港にそびえ立つGEの「Haliade-X（ハリアデ‐X） 12 MW」は、
12メガワットの発電容量を誇り、16,000世帯の電力をまかなえます。220ｍというロー
ターの直径を構成する長さ107mのブレードは、これまでに作られた中で最も大きな機械
部品のひとつに数えられるかもしれません。



・８０ｍ級の長大ブレードを、複数の約２０ｍの部材を貼り合わせて製造する。
・品質管理と生産性に優れる。将来は 部材輸送＋現地組立 による輸送制約解消も狙う。
・英ORC Catapultが買取ったSamsung7MWプロト機S7.0-171に代替翼（83.5m）を納入。

1位 107m GE, Haliade-X 12MWプロト機（直径220m）
（2位 94m SGRE SG 10.0-193 DD （建設中、10MW・直径193m））
2位 88.4m LM、Adwen（Gamesa&Areva） AD 8-180プロト機（8MW・直径180m）→廃番
3位 85m MVOW V174 試験機（8MW・直径174m）
4位 83.4m SSP。Samsung S7.0-171プロト機（7MW・直径171m） → 廃番
々 CSIC Haizhuang Wind Power (中船重工海装风电) H171-5MWプロト機

5位 81m Euros、MHI Sea Angelプロト機（7MW・直径167m） → 廃番
6位 80m MVOW V164（8MW・直径164m）。販売中の商用機では世界最大

世界で２番目に長いブレード（洋上風力用）： 88.4m・LM社製



各国の年間発電量に占める風力発電の比率
（2019年実績）

出典 Wind in Power 2019 European statistics、WindEurope,2020年2月
https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-2019.pdf
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厳しくなる

工夫をすれば入る

・世界の電気の 6%を風車が供給

・EUは風力発電の比率が 15%
・6ヶ国で 20%、＋7ヶ国で 10%以上

・島国のアイルランドと英国でも

20%を越えている

・原子力大国フランスでも 7%が風力

・一方で、日本はまだ 0.7%。

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-2019.pdf


なぜ欧州では大量の風力&太陽光を
受け入れ可能なのか？ 「広域連系」 が鍵

出典：市民のための環境学ガイド／安井至
http://www.yasuienv.net/TaiwanNoN.htm

欧州では、
ポルトガルから
ウクライナまで、
東西3000kmが
送電線で繋がっています。

これは高気圧/低気圧の大きさ
よりも広範囲です。

従って、同時に同じ天気になって、
太陽光・風力発電が
全滅する可能性は極めて低い。

↓
日本も2020年から電力自由化で
「発送電分離」が実施されたので、
今後は 「広域連系」 がより促進
されて、風力発電が入り易くなる
と期待される。



なぜ欧州では送電線建設が進むのか?

再生エネ導入のEU指令

1) 再生可能エネルギーの系統への優先接続の徹底

エネルギー安全保障

2) 中東・ロシアへの依存を減らして､欧州だけで自立する。

電力自由化

3) 「メリットオーダー」で送電線に電源投入されるので、

風力・太陽光が優先される（火力発電より有利）。

4) 電気の値段が、地域や時間帯で変わってくるので、

その間を送電線で繋げば、価格差で鞘取りできる。

“送電線建設は儲かるビジネス“

（日本の新幹線や高速道路と同様に、「投資」の対象。）



参考：大きな出力変動も、事前に予測できれば、対処可能
（2015年3月に皆既日食が欧州を横切った事例）

出典：JREF REvision2016（虎ノ門イイノホール、2015/3/9）
http://jref.or.jp/activities/events_20160309.php
・Session3でドイツの日食時の太陽光発電量の急変に系統が耐えた紹介。



参考： 各国の年間発電量に占める
変動性再エネの導入率（2016年）

出典：再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題
に関する研究会（第2回） 2017年6月7日
再生可能エネルギー急増に伴う欧州の対応と日本への教訓
京都大学国際高等教育院教授 長山浩章

風力よりも
太陽光の方が
多い国は
珍しい。



世界では既に再生エネルギーのコストは下がっている

出典：2030年再生可能エネルギーの電源構成比率を40％へ -その達成への道筋と課題の克服
2020年7月29日 経済同友会発表
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2020/200729a.html



欧州では洋上風力発電のコストも下がっている



なぜ風力発電が必要なのか？

・地球温暖化が進んでいる。
・原因は人間が出す炭酸ガス。
・その４０％は発電で出る。

↓
・将来の人類のために、炭酸

ガスを出さずに発電しよう。
・大規模に安価にできるのは、

風力発電が一番。
（風力は太陽光より安い。）

グレタは、「倫理」を語っている
ので、欧州で支持者が多い。

環境活動家グレタ・トゥーンベリが『Time』誌
が選ぶ2019年の「今年の人」に選ばれた。



欧州では「CO2排出は将来の人類に対する犯罪だ」

→ 大きな気候変動を防ぐために温暖化を＋２℃以下に抑える。これは2100年で温暖化ガス
450ppmに相当。2010年に比べて40～70%の排出削減が必要。
もうCO2は出せない。 （残り１兆トンが限界。その内の15%は製鉄用で必須。）



ＣＯＰ２３で世界は石炭火力から再生エネへ

→ 欧州では 「発電用途でCO2を出す余裕はない。」 が共通認識。
（限られた排出枠は、対策の難しい製鉄とセメント製造に使う。）

→ 中国とインドも、大気汚染が激化して、今後は石炭使用を制限へ。
→ 米国はトランプ大統領は「石炭OK」だが､天然ガス（シェールガス）

の方が安いので経済性競争に負けて石炭は縮小へ。



なぜ石炭火力が槍玉に上がっているのか？

内、製鉄が13%、
セメントが4%

出典： 4-4 日本の部門別二酸化炭素排出量(2015年度) JCCCA
http://www.jccca.org/chart/chart04_04.html

・温暖化防止には､CO2 の
40％以上の削減が必要。

・日本の CO2 の39％は
エネルギー転換部門（発電）
から出ている。

・石炭火力で CO2 を出すと、
他の部門（製鉄、セメント、
自動車）でも CO2 削減が
必要になる。

・製鉄やセメントの脱炭素化、
電気自動車普及、にかかる
費用は､石炭火力で節約で
きる費用よりも大きい。



今では石炭火力は融資が得られず、保険もつかない



欧州の電力会社は火力から再生エネルギーに移行
ドイツのEONの例。 独RWE や 仏Engie も同様。 2014/12/19

http://www.newsdigest.de/newsde/column/dokudan/6601-992.html

http://www.newsdigest.de/newsde/column/dokudan/6601-992.html


社名変更が相次ぐ（石油・ガスの痕跡を抹消へ）



参考：発電の次は移動手段の脱炭素化/電気自動車へ

→日本のトヨタの優秀なガソリン車に対し、欧州は当初はディーゼル車で対抗したが
排ガス偽装で挫折。今度は電気自動車で巻返す作戦。
（トヨタが開発中の燃料電池車を故意に避けてトヨタのやってない電気自動車を選択。

「自分たちの勝てる土俵を作ってから勝負する」 賢い戦略です。）



経済成長とエネルギー消費／CO2排出量のデカップリング
CO2を増やさずに経済成長できている実例。

（2017/4/25のJWPA主催デンマークDONG ENERGY
洋上風力セミナーでのデンマーク大使館の発表資料。）

GDP 2010 価格水準
Danish Energy Agency https://ens.dk/en/our-services/statistics-data-key-figures-and-energy-maps/annual-and-monthly-statistics

欧州は環境と経済成長を両立させている

国内総生産 GDP は +44% の成長

基準線

エネルギー消費量は微減

温暖化ガスは 30%減少



洋上風力：欧州は各国で強味を活かして分業化＆独占
（欧州内で完結させて中国参入を阻止：太陽光の失敗の反省）



風力発電のビジネスモデルの試算例（概略）

 ３MW風車を陸上に建てて、売電収入で回収する。

初期投資 3MW×1台×30万円/kW＝9億円

収入 3MW×8760h×設備利用率25%×18円/kWh＝1.2億円/年
投資回収 9億円÷1.2億円＝7.6年 （以降分が儲けになる）

 風力発電の採算向上に向けた世界の動き

米国： 数百MW（数百台）に大規模化し､単価 を下げる（10万円台）。

中国： 国営電力が国策で実施。

欧州： 電気の 買取価格 を高くする（FIT：固定買取制）。

洋上： コスト高だが風況が良く 設備利用率 が高い（欧州は50%）。

風車：大型化してｳｲﾝﾄﾞﾌｧｰﾑの 建設費 低減

翼長を伸ばして 設備利用率 を向上

信頼性を上げて 稼働率 向上（97%以上）と保守費用低減

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
風車で発電した電気を販売した代金で、風車建設の初期費用を回収するビジネスモデルを考えてみましょう。例えば、定格出力2MWの風車を建設コスト30万円/kWで建設すると、初期投資額は6億円です。風車の設備利用率を20%、売電価格を10円/kWhと仮定すると、年間収入は3500万円になります。これだと投資回収に17年かかることになります。実際には保守メンテや利子の費用もかかるので、投資回収にはもっと時間がかかることになります。最近の実際の世界の動きを見てみると、地域や用途毎に採算を向上させる仕組みが出来上がっています。このため今では風力発電は、5～10年で投資回収ができる、有望な投資先になっています。



後半：日本はどうするのか？

「日本に風力発電は適さない」 という風説は、

世界各国の統計実績から見ると根拠に乏しい。

化石燃料の輸入への依存度が高い日本は、

本来ならもっと風力発電を活用すべき。

騒音やバードストライクは、0 にはできないが、

運用と技術で低減が可能。

台風・低風況には、風車の技術開発で対処可能。

「日本型風車」 ニーズを風車メーカに訴えるべき

日本は風力発電の 「最後の楽園」



欧州と日本の違い
欧州

オイルショック､酸性雨､チェルノブイリの痛い経験から
エネルギー安全保障と環境維持のためにはコスト負担
を厭わない 「国民の合意」 がある。

「エネルギー自立」 と 「環境保護」 という大目的を

EU指令で定め、風力の長期導入目標を設定。

各国は、自国に合った整合性のある政策支援を

長期間にわたって維持して、民間投資を呼びこむ。

これまでの日本

明確な国民合意が無い

野心的な導入目標が無い

政策に整合性・一貫性が無い

→ これらの課題を解決すれば、世界最後の風力発電

の大市場としてバーゲニングパワーを発揮できる。



日本は狭いから風力発電が入らない？
・日本より狭いのに風力を大量導入している国が8ケ国ある。

・デンマーク と オランダ は 北海道 の約半分の面積 なのに、

日本よりも大量に風力発電を導入している。

国土面積 万km2 累積導入量 GW

スペイン 50.5 (1.34) 25.8 (6.6)

日本 37.8 (1.00) 3.92 (1.00)

ドイツ 35.7 (0.94) 61.4 (15.7)

ポーランド 31.3 (0.83) 5.92 (1.51)

イタリア 30.1 (0.80) 10.51 (2.7)

英国 24.6 (0.65) 23.5 (6.0)

ポルトガル 9.2 (0.24) 5.44 (1.39)

北海道 8.3 (0.22) 0.45 (0.11)

アイルランド 7.0 (0.19) 4.16 (1.06)

デンマーク 4.3 (0.11) 6.13 (1.56)

オランダ 4.2 (0.11) 4.60 (1.17)

統計データは
2019年末時点。

（）内は日本を
規準（1.00）とし
た倍率を示す。



日本は欧州の大半の国より大きい

出典：国土技術
研究センター

日本の実際の
位置は
表示よりも
約1000km南方

出典：国土技術研究センター
http://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary02#jump_01



日本は人口密度が高いから風力発電が入らない？

・オランダ と インド は日本より人口密度が高い。
・英国、ドイツ、イタリア もかなり人口密度が高い。
・欧州各国の１人当りの風力導入量は日本の6～36倍もある。

人口密度
人/km2

累積導入量
GW

1人当導入量
kW/人

系統貫入率
%

韓国 530 (1.52) 1.49 (0.37) 29 (0.94) No data

オランダ 512 (1.47) 4.60 (1.17) 269 (8.7) 12 %

インド 455 (1.31) 37.5 (9.5) 27 (0.89) 10 %

ベルギー 377 (1.09) 3.88 (0.99) 336 (10.8) 10 %

日本 347 (1.00) 3.92 (1.00) 31 (1.00） 0.7%

英国 275 (0.79) 23.5 (6.0) 348 (11.2) 22 %

ドイツ 237 (0.68) 61.4 (15.6) 735 (24) 26 %

イタリア 206 (0.59) 10.5 (2.7) 173 (5.6) 7 %

デンマーク 127 (0.37) 6.13 (1.56) 1121 (36) 48 %

北海道 66 (0.19) 0.45 (0.11) 86 (2.7) 2 %



日本は島国だから風力発電が入らない？
・島国の 英国、アイルランド、キプロス は高い比率で風力を導入。

少雨で山岳が無く､水力発電が少ないので、日本より条件悪い。

・半島で国際連系の少ない スペイン､イタリア、ポルトガルも

大量に高い比率で風力発電を導入。

国土面積
万km2

累積導入量
GW

系統貫入率
％

日本 37.8 (1.00) 3.92 (1.00) 0.7 %

英国 24.6 (0.65) 23.5 (6.0) 22 %

アイルランド 7.0 (0.19) 4.16 (1.06) 33 %

キプロス 0.9 (0.02) 0.16 (0.04) 6 %

北海道 8.3 (0.22) 0.45 (0.11) 2 %

スペイン 50.5 (1.34) 25.8 (6.6) 21 %

イタリア 30.1 (0.80) 10.5 (2.7) 7 %

ポルトガル 9.2 (0.24) 5.44 (1.39) 27 %



風況が悪い？ 台風がある？ 山が多い？

風況

・欧州陸上や米国では、新規立地の中心はClassⅡ～Ⅲ。

世界の主流は「好風況でない地域」に移っている。

台風

・インドや中国の沿岸の台風地域にも多数の風車が建っている。

逆に日本の北海道・東北は台風地域から外れている。

・「台風に耐えられる風車（Class T）」 は技術的には可能。

従来は市場ニーズの訴えが足りずに量産されなかっただけ。

今後は IEC61400-1 4th Edition に応じた新機種が出てくる。

山岳

・スペイン、イタリア、オーストリアでは、日本同様に主に

山中に風車が建てられている。



化石燃料輸入への依存度は日本が最も高い

出典：今年のGlobal Wind DayのWebサイト http://www.globalwindday.org/

欧州は60兆円欧州外（日本等）は110兆円

化石燃料の年間輸入額

日本の燃料輸入額
年間27兆円
650円/日･人

輸入依存 94%

風力を増やせば返ってくる。



Mitsubishi Business Confidential

風車の昔の台風被害
（2003年の沖縄宮古島）

狩俣5号：

ﾀﾜｰ折損

狩俣4号：

ﾅｾﾙｶﾊﾞｰ飛散

狩俣6号：

翼折損

（ClassⅡ）

七又１号：倒壊

（海岸段丘）

狩俣3号：

ﾀﾜｰ折損

七又2号：

翼折損

（海岸段丘）

城辺町：

翼折損

↑ﾊｯﾁ開口部

ｰﾀの向きが反対



 土木学会で強度設計指針が見直され、
今では風車の台風被害は稀になった。

・現在は洋上風力発電向けの指針を編纂中。
・NEDOも日本型風力発電のガイドラインを策定した。 40



2015年9月28日の沖縄県与那国島の風車野台風21号による600kW風車の被災例。
オリジナルのClassⅡの２号機は翼折損したが、台風対策改修済みの1号機は無事。

出典：経産省の電力保安の
審議会の資料



・カメラで風車から1000~800mで鳥を検出。
・800~600mで種類と衝突有無を判定。

（画像からAIが判断する）
・稀少種が衝突コースなら風車を自動停止する。
・1ｾｯﾄで風車4台をカバー。約1500万円。

鳥が当たって死んだりしないか？
→ 科学の力で解決に努力中です。

野鳥の衝突防止システムが米国で試行中



空力音低減デバイスの実用化実証試験

デバイス取付施工状況（H25/9/23取付完了） デバイスの状況確認（H26/2/12）

厳しい実環境下におけるデバイス
健全性の維持を確認

43

試験期間中、カットアウト風速に達する強風や
ブレードへの落雷があったが、デバイス外観上
変化なし

風車の騒音対策 → 科学の力で解決に努力中です。



教訓：いつの時代でも新しい技術は
先行の既得権益者に妨害される。
産業革命で成功した英国は、馬車業界を保護
する「赤旗法」で、自動車産業では出遅れた。

赤旗法を廃止に追込んだ
チャールズ・スチュアート・
ロールズは、ロールスロイ
スの創業者



適切な規制はイノベーションを促して、産業競争力の強化につながる。
（ポーター仮説。1970年代にカリフォルニア州が車の排ガス規制強化

のマスキー法が成立。規制を回避した米国メーカは没落し、克服した
日本車が世界を席巻した。 → 日本の洋上風力発電も頑張ります。）



世界の最先端は浮体式洋上風力発電
7月26日にポルトガルで WindFloat Atlantic 8,400kW×3基 が運転開始

日本の周囲は全て海。 ポテンシャルは無限大です！

写真提供：Principal Power社



日本は風力発電の 「最後の楽園」
日本は風力発電の 「最後の楽園」

 風力発電で大事なのは、

「発電した電気を買ってくれる需要があること」。

 年間電力需要 1兆kWh 以上の単一市場は 世界に６つ。

大市場なので､20年後の建替需要まで風力導入が続く。

中国（約6兆ｋWh/年）、米国(約4兆ｋWh/年)、

EU（約3兆ｋWh/年）、インド（約1兆ｋWh/年）、

日本（約1兆ｋWh/年）、ロシア（約1兆ｋWh/年）。

 この ６市場 の内、中国、米国、EU、インド には、

既に大量の風車が建っている。

未踏の新市場は、日本 と ロシア のみです。



風車には問題もあるが利点も多い

どんな機械や仕事にも、利点と欠点の両方がある。
世の中に欠点の無い万能なエネルギー源（一種の
「フリーランチ（無料の昼飯）」 ）は存在しない。
風力発電は、騒音、バードストライク、景観等の課題
はあるが、是々非々で対処すべき。全否定は良くない。
他の発電方式・省エネ方式と利点・欠点を比較しつつ、
正しく利用すれば、風力発電は世の中の役に立つ。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
他の発電方式
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