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Abstract: After the oil crisis in 1973， Japan has been conducting national R & D project On large scale wind power 

generation suitable for the specific environment of Japan. Various research studies in the "Sunshine Project" revealed that 

Japan has plenty of wind resources. The "field test pr句ect"that started in 1995 gave a boost to large-scale wind 

dcvclopment. Furthermore， unique technologies to deal with the severc natural cnvironments in Japan， such as typhoons， 

turbulences or lightning have been established， enabling Jarge-scale introduction ofwind power generation in Japan、With

regard to offshore v.rind power， R & D projects are carried out to establish offshore wind technologies suitable for Japanese 

sea state. At the same time， Japanese cabinct enforced rules on the use 01' offshore wind power in the general sea area in 

2019. The introduction of 0町shorewind power generation will be accelerated equ計lyor greater than the previous 

development ofonshore wind power. According to the Japan Wind Power Association， the installed amount ofwind powcr 

is expected to exceed 20% of lapan's domestic power demand by 2050. Therefore， sustainable development is promising 

as the mait】powersource in the fu国間
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1. はじめに

風力利用について、明治維新以前には欧州諸国

のように歴史的土壌のない日本において、大規模

風力発電の開発は、 1973年の第一次石油危機の翌

年に始まった政府(通商産業省、現経済産業省)

の「新エネルギー技術開発計画(通称サンシャイ

ン計画)Jが契機となっている。また、小規模なが

らも 1978年から 2年間にわたって実施された科

学技術庁(現文部科学省)の「風 トピア計図」も忘れ

ることはできない。サンシャイン計画以前の日本

の風カ発電装置は、筆者らによる調査の結果、手

作りに近し、小規模な出力 10kW以下の離島や遠隔

地の山小屋などの独立電源としての蓄電池充電用

の装置がほとんどであった lh 技術開発について

政府が主導して推進するとしづ方式は、わが国の

産業政策の伝統的な方法のひとつであったが、太

陽光発電や風力発電など新エネノレギーの開発につ

いても、新エネノレギー総合開発機構 (NEDO:New 

注)2019年機械設計・技術史国際会議にて講演
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Energy Development Organization)が積極的なかか

わりを持ち、産業界や学会への委託研究や補助金

の交付により 、開発を後進してきた。

本論文においては、まずわが国の大規模風力発

電の導入に向けた政府主導の計画を振り返り 、海

外で先行する風力発電を、わが国特有の環境に適

した技術として定着・発展させてきた経緯を体系

的に整理する。そして、今後わが国の主力電源と

して風力導入の中心的役割を果たす洋上風力発電

技術の導入と拡大に対する展望を得ることを目的

とする。

最初に、風トピア計画について紹介し、続いて

サンシャイン計画iにおける初期の風力エネルギー

開発の概要と、その実施機関である NEDOの取り

組みを中心に、わが国における風力発電開発導入

の草創期の歴史的な経緯を明らかにする。さらに、

1990年代中期以降 10年間にわたって実施され、

わが国の大規模風力発電の導入普及に大きな役割
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を果たした、 NEDOの風力発電フィーノレドテスト

事業について述べる。この間に導入された風車は

デンマークやドイツ等の欧州製が多く、事故が頻

発したことから、NEDOにおいて筆者の一人が委

員長となり日本特有の強風・乱流・雷を考慮した

日本型風車設計ガイドラインを作成した。これに

より日本の陸上風車の事故は大きく減少し、洋上

風力発電に進出するための基礎的知見も得られた。

そして最後に、 2008年以降に始まった、わが国

における洋上風力発電の取り組みについて明らか

にし、わが国の海域に適合する今後の洋上風力発

電導入への期待を述べる。

2. 日本における風力発電開発導入の歴史

2. 1 風 トピア計画

1977年 7月、科学技術庁資源調査所は「風エネ

ノレギー研究会J(佐貫亦男会長)を発足させ、一般

家庭や農林水産部門の小規模事業用に風力エネノレ

ギーを利用する場合に問題となる、安全性や経済

性についての実証研究を行うという 目的で、風力

利用に関する種々の分野の研究を開始した。この

研究の一環として、 1978年から 2年間にわたる

「風トピア計画J2)とU寸小型風車の実証プログ

ラムが実施された。大規模な風力発電利用経験の

ない日本において、風力発電の実用化に向けた実

証に基づく事業性評価が初めて行われた事業であ

る。

当核実証試験では日本海側の金沢市少年自然の

家および町営牧場に 3基(水平斡 2基、 垂直軸 1

基)、内陸部の群馬県安中市ローズベイ ・カントリ

ークラブに 2基 (v、ずれも水平軸)、そして太平洋

側では愛知県武豊町の農林水産省野菜試験場に 3

基(水平勅 2基、垂直軸 l基)の風力発電機が設

置された。これらの風車は現地への設置に先立つ

て、科学技術庁航空宇宙研究所において風洞実験

を行っている。この実証試験を通して、風況の異

なる日本海側、内陸部、太平洋側の 3か所のサイ

トにおいて、風速と風車出力のデータが得られ、

筆者の一人はデータ収集と分析を担当した九

実証試験が行われた武豊町の平均風速 3m/s程

度の低風速地域を想定した場合、発電単価は当時
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の技術では蓄電池なしで 193円/kWh、蓄電池あり

では 531円/kWhと非常に高コストな電源である

ことが明らかになった。いくつかの実証試験機で

はプレードの飛散やブレーキ不良が発生 し、安全

性についても十分な検討が必要であること、そし

てエネノレギ一変換効率の向上が課題であることが

明らかになった。

また、注目されるのは戦後の北海道を中心とす

る開拓地に、政府農林省、と北海道庁の支援を得て

定格出力 200Wの小型風力発電機を 2000台以上

供給していた山田風車である。同社は 1960年代に

役目を終えて休眠状態にあったが、風トピア計画

においてはこれまでの低風速域向けの風車設計の

経験を活かし、より出力の大きい IkW風車を開発

して参画し、いずれのサイトにおいても好成績を

収めている。

風トヒ。ア計画は小型風車を対象とした小規模な

実証事業であるものの、適切な風況予測lや風力発

電機の効率と信頼性の向上等、今後の風力発電開

発における重点、課題を明らかにすることができた

とし、える。

2. 2 日本における大規模風力発電導入の草創

期

日本における新エネノレギーの活用に関する研究

は、 1973年の石油危機を契機に、翌年 1974年に

始まった国家プロジェクトである「新エネノレギー

技術開発計画(通称サンシャイン計画)Jによりス

ター卜したへこのサンシ ャイン計画には、 1974

年~ 1 992 年までの間に 4，400 億円が投入されてい

る。第 2次石油危機の起きた 1978年の翌年、サン

シャイン計画の実施機関として「新エネノレギー総

合開発機構 (NEDO)Jが設置された。当初計画は

太陽エネノレギ一、地熱エネルギー、合成天然ガス、

水素エネノレギーの 4項目に力点、が置かれており、

風力は「将来、新エネノレギー源として供給に加わ

り得る可能性も大きし、」と述べられているにすぎ

なかった。

サンシャイン計画の中で本格的に風力エネルギ

ーの研究が始まったのは 1978年からであり、その

前年に「風力エネノレギ一変換、ンステムに関する研
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究委員会J(本間琢也会長)が活動を開始しており、

筆者の一人も最年少委員として参画し、その成果

は出版物として刊行された功。

1980年までの当初の 3年間は、風車プレード、

風車の運動制御、動力伝達系および振動 ・強度の

ような要素技術に関する「風カ変換システムに闘

する研究J、さ らには立地、環境、経済性、風況な

どの 「風力変換システムに関する調査研究J、「風

力変換システムに関する調査研究(気象調査)J、

という 3つの課題について調査研究が行われた凡

そして 1981年には r¥OOkW級ノfイロットプラン

トの開発」として、わが国初の大型風車である、

図 lに示す 100kW実証機の開発・試験が東京電力

と石川島矯磨重工業に委託して行われた。このプ

ロジェクトの目的は、メガワットクラスの大型風

車の実現を目指して高効率、低コストの風力変換

システムを開発し、既存電力系統との連系試験に

より実用化に向けての課題を抽出することにあっ

た。この風車の仕様は風車直径 29.4m、2枚プレー

ドのダウンウインド形式で、タワー高さ 28mであ

った。このパイロットプラントは 1982年に伊豆七

島の三宅島に設置され、 1983年の単独試験の後、

1984年から系統連系試験が行われ、 1987年に解体

撤去されるまで 2127時間運転され、 228094kWh 

の発電実績を残しているへ

この 100kW実証機の運転試験は、わが国におい

て大規模風力発電が技術的には実用化可能である

ことを示した。一方で、導入拡大を図るためには

システム構成要素の簡素化や軽量化によるコスト

低減と稼働率の向上が必要であることも明らかに

なり、メガワット級風車の開発における課題を明

らかにしたといえる。

1990年度からは「大型風力発電システム開発J

として「風力エネノレギー評価のための風況調査

(I 990~ 1993 年度)J r集合型風力発電システムの

制御技術の開発 ( 1 990~ 1 997 年度)J r大型風力発

電システムの開発 (1991~ 1998年度)Jの 3事業

を実施している 7)。

風況調査では「日本は欧州と比べて平均風速が

低〈、また複雑な地形に起因して乱れの9郎、風が

多いため、風カ発電には適さなし、Jとする当時の
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図 I 100kW実証機，三宅島 (撮影:牛山泉)

風潮に対し、初めて全国規模の風力資源の定量的

な評価が行われた。気象庁の AMeDAS (Auto. 

mated Meteorological Data Acquisition System)観測

所の風速データ町やNEDO観測データなど 964地

点のデータなどを基に、全国の風況マップが作成

され、有望地点、の抽出、風力発電可能量、風カエ

ネノレギー賦存量を推定し、日本にも十分な風力発

電の導入適地があることを明らかにした。また、

大型風力発電システム開発では、 500kW規模の信

頼性の高い風力発電システムの開発が三菱重工業

に委託された。三菱重工業はこの事業に先立ち既

に中型風カ発電機 MWT-250を実用化、量産化し、

1987年から 1991年にかけて米国に 800台近く納

入している。開発された 500kW機(図 2)はこの

MWT-250の基本設計を活用した信額性の高い

大型風力発電機である。最適化・軽量化した FRP

翼に加え、づ セノレ内機器の大型化に伴い、ナセノレ

構造としてFRPカバーを採用することによる軽量

化とメンテナンス性の向上を実現している九実

証機は青森県竜飛仰に設置され、コスト低減、運

転特性についての研究を実施し、時間稼働率 90%

以上の信頼性があり、売電に資する十分経済的な

発電コストであることや、騒音、システムの安全

性にも問題がないことなどが確認され、大型風力

発電実用化の見通しを得ている 10)。

この 500kW機は日本において実用可能な風力

発電機として一応の完成形を示したものの、当時
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は国内市場における展望が開けなかったこ とから、

その後の普及にはつながらなかった。

.." v 

図 2 500kW 試験機，竜飛岬

(提供三菱重工業)

2. 3 離島用風力発電システムと局所的風況予

測モデル

わが国は離島が多く、特に九州電力管内や沖縄

電力管内にはディーゼ、ル発電を行っている島が多

い。それらの離島では、燃料輸送も含めて電力料

金が高く、かねてより発電用燃料削減のための風

力発電や太陽光発電なと寺再生可能エネルギーの導

入が望まれていた。一方でサンシャイン計画にお

いて開発された大型風力発電機は大規模発電所用

として適正な発電コストを実現したものの、離島

用としては輸送、建設の困難さや、ディーゼノレ発

電の弱小電力網との連系など課題があった。これ

に対し 1999年 4月から 2003年 3月まで、 NEDO

では、中・小型風力発電機の開発を含む f離島用

風力発電システム等技術開発」として 4年間のプ

ロジェクトが実施された 11)。

「離島における風力発電システムの開発Jでは、

沖縄県伊是名島に、図 3に示す 100kW級の中型

風力発電機 2基を設置し、島内の電力系統に接続

して、ディーゼル発電とのハイブリッド制御運転

などの実証試験を行い、良い成果を得ている。委

託先は富士重工業(現スバノレ)と沖縄電力であっ

た。

もう一つのテーマである「局所的風況予測モデ
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図3 富士重工業 100kW 風力発電機

(撮影・提供足利大学永尾徹)

ノレの開発」では、前節に述べた全国風況マップの

改訂が行われた。この時期、欧州では数値解析モ

デノレを活用した風況予測が一般的になり、線形解

析に基づく各国の風況マップ(WindAtlas)も作成

され、風況調査に広く使われるようになっていた。

一方でわが国のように起伏が激しく複雑な地形

のサイトに線形解析を適用した場合には大きな誤

差が生じる可能性があり、欧州の風力利用先進国

並みの、精度と解像度の高い風況マップを作成す

るには独自の風況予測モデルが必要となっていた。

以上の情勢から、この改定では複雑地形に適用可

能な非線形解析による局所的風況予測モデノレ

(LAWEPS Local Area Wind Energy Prediction 

System)の開発が行われ、これにより誤差:!:10%以

内での風況予測が可能となった。この改訂版は

NEDOホームページにて公開されている問。

3. 風力発電フィールドテスト事業

1995年から 2005年にかけて実施された風力発

電フィーノレドテスト事業 13)は、「風力発電の一般

普及への素地を形成するため、風況等の自然条件

や社会条件を具にする国内各地に、その地域的特

性に応じた具体的な風車発電機を試験的に導入し、

運転データ等の評価 ・解析を行い、本格的普及に

資する」ことを目的に II年聞に渡って実施され、

わが国の風力発電導入にきわめて大きな推進カを

与えた。欧州の風力利用先進国とは風況も地形も
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図4 電源開発 苦言行l風力発電所(苫前町)

(提供電源開発三保谷明)

気象条件も異なることから、多くの課題があった

ものの、わが国に適した日本型風力発電の開発が

政府主導で NEDOを中心に行われ、図4に示すよ

うに、わが国の風力発電導入に大きな役割を果た

している。このフィーノレドテスト事業は「風況精

査j、「システム設計J、「風車建設」および「運転

研究」とし、う共同研究メニューで構成されている。

1995年から 2005年度までの第一フェースでは、

風況精査の観測高も 20mで風車設置規模も

100kW 以上としていたが、 2000~2005 年度まで

の第二フェーズでは、観測高を 30m、風車規模を

500kW以上としている。この第一フェーズと第二

フェーズを合わせて、439地点の風況観測、 90地

点のシステム設計を行い、31地点、合計 15660kW

の風車設置および運転、研究を実施した。さらに、

2006年度からは 「風力発電フィーノレドテスト事業

(高所風況精査)Jとして、風車規模の大型化に対

応して、高所(観測高 50m、40m)での観測を実施

している 14Lこれらのフィーノレドテスト事業によ

り国内のさまざまな地域において、国内外の風車

メーカーの風力発電機による運転デー夕、事故・

故障データなど 、有用なデータを収集・分析する

とともに、風況評価手法を確立することができた。

ユーラスエナジー、日本風力開発、コスモエコ

パワーといった 2020年現在のわが国の代表的な

風力発電事業者が大規模ウイン ドファーム開発を

開始したのもこの事業と同時期の 2000年前後で
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ある。このことからも、フィ ーノレドテスト事業は

大規模風力導入に向けて、時宜にかなったプロジ

ェク卜であったといえる。

3. 1 風カ発電電力系統安定化等技術開発

大規模なウインドファームの開発が進み、電力

系統への影響が懸念される中で、2003年から 2007

年まで、風力発電の出力変動対策として蓄電技術

の応用を実証するため、 「風力発電電力系統安定化

等技術開発」として技術開発がなされた 15)。この

プロジェクトは「蓄電システムによる出力変動抑

制Jの実証実験と、 「気象予測に基づく風力発電予

測lシステムの開発Jからなる。前者は北海道苫前

町にある電源開発の大規模風力発電施設

C30.6MW)に、出力範囲:!:6000kWのレドックス

フロー蓄電池を設置して充放電試験を実施した。

後者は、風力発電の出力変動を事前に予測するこ

とにより 、電力系統側の百毒殺カを計画的に運用で

きることを期待して、風力発電システムの発電量

を予測するシステム繍発を行うものである。

3. 2 日本型風力発篭ガイドライン策定事業

1990年代半ばから 2000年代前半にかけ亡実施

された、風力発電フィーノレドテスト事業の結果、

民間事業者による多数のウイン ドファーム建設を

はじめ多くの風力発電機がわが国に設置された。

この時期に導入された風力発電機は多くがデンマ

ークやドイツ等の欧州製であり、欧州において多

数の導入実績を持つ機種がそのまま園内に導入さ

れたものである。その結果、園内各地域において、

国内外の風力発電機による運転データが収集され

るとともに、相当数の事故・故障データも収集さ

れた。2000年代前半は欧州で認証機関 DNVや国

際電気標準会議(IEC : lntemational Electrotechnical 

Commission)等により、風力発電機の設計基準が策

定され始めた時期であり、欧州の環境に適した風

カ発電機の設計方法は概ね確立されつつある時期

であった。従って、この時期に相次いだ事故・故

障は、欧州で実績のある風力発電機も、わが国の

厳しい自然環境には必ずしも適合しないという こ

とを示していた。

このような状況下で、わが国特有の環境として、
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f複雑地形に起因する吉L流」と「台風Jというこ

つの厳しい風条件、そして冬季の日本海側|に代表

される極めて強い「雷害」を対象として、 2005年

から 2年間にわたって「日本型風力発電ガイドラ

イン策定事業J16)が実施された。筆者の一人はこ

の委員長を務め、台風・乱流編 lηと落雷対策編 18)

がまとまった。さらに 2008年から 2012年には、

次のプロジェクトとしてこれをさらに発展させ

「次世代風力発電技術開発事業Jとして、複雑な

風の予測シミュレーション、落雷対策技術の開発

などについての研究がなされた 19L

以上に述べた通り、風力利用の歴史の浅いわが

国において、サンシャイン計画を契機にスタート

した風力発電の研究開発は、わが国特有の地理的

条件、気象条件の理解、それらに適合した風力発

電システムの開発と導入の歴史である。これらを

経て、わが国の陸上風力発電は実用可能なまでに

成熟し、 2020年現在では多くの陸上ウインドファ

ームが建設されており、 2018年策定の長期エネノレ

ギー需給見通しにおいても、洋上風力発電と併せ

て主力電源のーっとして期待されている。

4.日本における洋上風力発電の取組み

わが国の人口は世界全体の1.7%、国土面積は世

界の総陸地面積の 0.25%(37.8万 kmりであり、

国土の 7害I1近くが山岳E陵地であることから陸上

風力発電のポテンシヤノレは限られている。一方で

わが国の四方を囲む海は 447万 km2、世界第 8位

の領海、排他的経済水域をもたらしている。従っ

て、わが国にとって洋上風力発電の開発導入は、

主力電源化に向けて必要不可欠な政策であり、技

術である。

本章では先行する欧州での導入事例を概観し、

それを踏まえたわが国の研究開発の状況から今後

の洋上風力発電の導入の展望を述べる。

4. 1 欧州で先行する洋上風カ発電

世界の風力発電の累積導入量は 2020年 3月末

には 651GWに達しているが、特に欧州において

は風況の良いサイトが次第に乏しくなり 、景観問

題や騒音問題も少ないことから洋上への進出が検

28 

言守されてきた。電力事業の一環として本格的に洋

上風力発電が始まったのは、 2000年代に入ってか

らで、英国を中心に拡大し、2019年末までには

29GWに到達した。2019年に新規建設された洋上

ウインドファームの設備容量は 614.5万 kW、その

発電所単体での最大設備容量は 121.8万 kWで大

型火力発電所と同一規模である。同発電所の風車

の定格出力は 7.0MW、直径 154mであり、大規模

化が進んでいることがわかる 20)。そして設備利用

率は低いサイトで 29%から高いサイトでは 48%

にも達している。2019年に建設された洋上ウイン

ドファームの平均水深は 33m、平均離岸距隊は

59kmである 21)。欧州の既設洋上ウインドファー

ムは北海に設置されているものが 7割以上を占め

るが、 北海は遠浅で水深が深くないことから着底

式の設置に適している。さらに、欧州諸国は北海

の海底油田の工事を施工していたことから、海洋

構築物の設世経験が豊富であり、そのための専用

特殊船舶も多く保有するため、洋上風力発電には

有利で、あった。

2019年時点の欧州における国別の洋上風力発

電導入量l士、英国 45%、ドイ ツ34%、デンマーク

8%、ベノレギー7%、オランダ 5%となっており、こ

れら 5か国で 99%を占めている。既設洋上風車の

メーカーは、SiemensGamesaが最大、次いで MHI

Vestas、Senvionの 3t土で 96%を占めている。風車

を洋上に設置する基礎の形態としては、筒状のパ

イプ基礎を海底に打ち込むモノパイノレ形式が

81%を占めており、ヤグラを組む形式のジャケッ

ト式、次いで、コンクリート基礎を海底に置く重

力式、 3本脚のトリポッド式などが続く 20)。

4. 2 国内の洋上風力発電

国内における洋上風力発電についても、わが国

の気象 ・海象条件や水深 ・海底地形などが欧州と

異なることから、欧州での事例をそのまま適用す

る事は、前章に述べた陵上風力発電と同様にリス

クが大きし、。また、北海での海上油田の開発実績

に基づく 、海洋開発のための専用船や技術を応用

できる欧州と異なり、わが国は外洋での風車設置

とメンテナンスの経験が無く、洋上風力発電設備
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の安全性・信頼性・経済性に関する課題がある。 表 1 NEDO 洋上風力発電研究開発プロジェク

そこで、表 1に示すように町、2008年度からNEDO 卜のテー?22) 

により洋上風力発電実証研究の F/S評価 23)24)25)が

なされ、2009年度には洋上風況観測システムの実

託研究、 2010年度には洋上風力発電システムの実

託研究が始まった。これらの成果から、図 5に示

すように、わが国の排他的経済水域内において、

浅海域においては 1000万 kW、深海域においては

4800万 kWもの洋上風力の賦存量があることが

明らかになった 25)0NEDOの着床式洋上風力発電

システムの実証研究は、図 6に示すように、いず

れも 2MW級風車を用いて、太平洋側では、千葉

県銚子沖(離岸距隊 L4km、水深 11m)において

重力式基礎により 、日本海側では福岡県北九州沖

(離岸距離 3.1km、水深 14m) におし、てジャケッ

ト・重力ノ、ィブリッド式基礎により実施された 26)。

これらの実証試験の成果から、着床式洋上風力発

電導入ガイドブック 17)が策定され、日本独自の台

風、地震荷重、波浪など環境条件の評価手法や支

持構造物の計算手法などを IECに提案している。

さらに、2011年から福島復興・浮体式洋上風力発

電実証研究 28)が始まり 、コンパク卜・セミサブ浮

体式の 2MW機、 V字型セミサブ浮体式の 7MW、

さらにアドバンスド‘スパー浮体式の 5MWに加え

て、世界初の浮体式サブステーション(変電所)

も設置され、実証運転が行われた。

実証試験の成果として、2MW機は設備利用率も

30%を超えており実用可能と判断されたが、実際

には出力規模が小さいことから 2MW機による浮

体式風力発電の実用は難しいと恩われる。また、

5MW機と 7MW機は、試作段階の風力発電機を設

置したため初期故障が多く、実証試験としては不

成功に終わっている。しかし、原因が明らかにな

ったことから、 これを今後の洋上風力発電開発に

生か寸ことになる却)。このプロジェクトは 2017年

で終了予定であったが、さらに 2年間の継続が決

まり、最終的には 7MWシステムの撤去まで行う

ことになっている。これらの成果を踏まえ、 2018

年度には洋上風力発電の導入促進のための海域利

用のノレール化 301が決定し、本格的な洋上風力発電

導入の条件が整ってきた。図 7に示すように、全

2008 洋上風力発電実証研究 F/S評価

2009 洋上風況按測システム実証研究

2010 洋上風力発電システム実誌研究

2011 超大型風力発電システム技術研究開発

2011 洋上ウインドファーム・ブィーンピリティス

タディー

2011 浮体式洋 l二風力発電 FS調査

2013 地域共存型i干上ウインドブアーム基礎部査

2013 着床式洋上ウインドファーム開発支援事業

2013 洋上風況観測技術研究開発

2014 次世代浮体式洋上風力発電ンステムの実証

2015 洋上風況マップ

2016 日本型洋上風車の台湾における実証前調査事

業

2017 低コスト施工技術調査研究
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国各地で建設準備のための環境アセスメント手続

き中の案件が約 SGW、これに加えて一般海域が地

方自治体との連携で選定され、さらに 7GWの運

転開始が見込まれる 31)。

以上、陸上風力 と同様に洋上風力においても先

行する欧州の事例を参考に、わが国特有の海洋環

境に適した風力発電技術の研究開発が行われ、そ

して海洋利用についてもわが国の事情を適切に反

映したルーノレが策定された。これらのプロジェク

トにおいても、筆者の一人が東京大学石原孟教授

とともに委員長を務め、洋上風力においても陸上

と同様に獄存量調査や風況7 ップの整備が行われ、

台風災害等の特有の厳しい気象条件に対して的確

に技術開発が行われている。このように実用化に

向けて着実に技術開発と制度設計が進んでいるの

は、陸上風力で培われたノウハウが適切に継承さ

れている証左であり、実用化と大規模導入は目前

となっている。

5 おわりに

風力エネルギー利用の歴史的土壌のなかった日

本においては、 1970年代の石油危機を契機にスタ

ートしたサンシャイン計商の一環として、大規模

風力発電の開発導入が始まった。欧州の風力利用

先進国とは風況も地形も気象条件も異なることか

ら、多くの課題があったものの、わが国に蓄積さ

30 

れた技術力により、政府主導でこれらの課題を解

決し、日本型風力発電システムの開発がなされた。

これが今日の風力発電実用化に繋がったといえる。

特に、 1990年代中期から 11年間にわたって実施

された風力発電実証フィーノレドテスト事業は、わ

が国の風力発電導入の大きな推進力となると共に、

陸上風力発電の設置、運用技術を実用化、大規模

導入に十分なレベノレまで押し上げ、洋上風力に進

出する準備も整ったといえる。

さらに、 2008年以降、洋上風力発電の実証研究

が始まり、陸上風力と同様に洋上風況マップが整

備され、台風等のわが国に適した洋上風力発電シ

ステムの研究開発が行われ、洋上風力発電技術は

短期間で加速度的に進化 した。2019年には洋上風

力発電の導入促進のための海域利用の各種法規が

施行され、本格的な洋上風力発電導入の法的整備

もなされた。

これらの洋上風力発電の本格的導入が始まると、

陸上風力発電において乱流や醤対策技術を確立し

たように、わが国独自の海洋環境に合わせた洋上

風力の運用方法を、先行する欧州と異なる条件に

合わせた独自の技術として確立できると考えられ

る。陸上風力においては環境アセスメント等の制

度上の問題により、技術の確立とウインドファー

ムの拡大に待問差が生じたこともあるが、洋上風

力発電においてはスムーズな導入ができるノレーノレ



The Journal of Education for History of Technology VoL21 No.2 

，風力エネルギー手IJ用シンポジヴム， 8巻， pp.23・

38， 1986，日本風力エネルギー協会

7)新井和Ag:NEDO技術開発機構における風力発

電の研究開発事業，風力エネノレギ一利用シンポジ

ウム， 25巻， pp.50-54， 2003，日本風力エネノレギー協

ぷ斗

コズ

8)気象庁、地峡気象観視IJシステム

化がなされている。

以上の状況を踏まえれば、|進上、洋上を合わせ

た政府の 2030年の風力発電導入目標 10GWは

2020年代中葉には達成が見込まれる。さらに一般

社団法人日本風力発電協会は中長期のロー|、マッ

プ(図 8) によれば 2020年に 11GW、

(アメダス)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/kaiset 

su.htm1 (最終関覧日 2020年3月31日)

9)窪谷達雄三菱量産型風車の適用例とNEDO殿

500kW風車の開発， 風力エネルギ一利用シンポ

シウム， 17巻， pp.95-104， 1995，日本風力エネノレギ

ー協会

2030年に

36GW、2040年に 66GW、2050年には 75GWの累

計導入量となり、その時点の国内の年間推定需要

電力量の 20%以上を実現する見込みとしている

32)。このシナリオに従えば 2025年以降は毎年

2500MW以上の建設が期待され、日本の風力発電

産業の持続可能な発展が実現することになる。
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