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【再生可能エネルギー特集】風力発電 

 

カナダの風力発電の現状および将来見通し 
 
はじめに 

 
カナダ風力エネルギー協会(Canadian Wind Energy Association)は先般、「WindVision 

2025: Powering Canada's Future」と題された資料を発表した。本稿では主として、この

うちの「背景説明（Backgrounder）」部の第 5、6、9 節に基づき、同国における風力発電

の現状と今後の見通しについて紹介する。 
カナダの年間電力生産量は600TWh(2007年)で、その規模は世界第6位に位置している。

そのうちの約 60％は水力を主とする再生可能エネルギーによって生産されており、残りの

約 20％が原子力、約 15％が石炭、約 5％が天然ガスという構成である。カナダが風力発

電に取り組み始めたのは比較的 近のことであるが、2000 年には 137MW だった発電容

量が 2007 年には 1,846MW に増大するなど、近年の風力発電量の伸びには目覚しいもの

がある。現在、カナダ全体の電力需要のうち、風力が占める割合は 0.8％で 56 万 9,000 戸

の電力が風力でまかなわれているほか、2008 年度には 600MW、2009 年度には 1,000MW
の発電設備が新たに建設されることになっている。 
 
2025 年に 20％との目標 

 
カナダ風力エネルギー協会では、2025 年に総電力需要の 20％を風力でまかなうとの目

標を掲げたうえで、この数値は十分に達成可能であると同時に、達成に向けた努力が必要

であると呼びかけている。その背景としてまず、諸外国で風力発電への取り組みがすでに

大きな成果を上げていることが紹介されている。すなわち、デンマークがすでに電力需要

の 20％を風力で生産しているほか、ドイツ、スペインも電力供給サイドでは 25％から 30％
という数字が視野に入り始めているといった事例や、アメリカでは昨年、エネルギー省に

より 2030 年までに電力需要の 20％を風力で生産することが技術的に可能であるとする報

告書が提出されたほか、「再生可能エネルギーポートフォリオ基準（Renewable Portfolio 
Standards）」を設定済みの 26 州のうち、いくつかの州では風力の割合を 20％にまで引き

上げようとしているといった事例である。 
以上のような先行事例に加えて、カナダの将来的な電力需給の見通しを考慮すると、他

のエネルギー源とともに風力も積極的に活用していくことが不可欠であるとの見解が示さ

れている。2008 年から 2025 年の間に電力需要は 36%増加し、2025 年には年間 815TWh
の電力が消費されるようになると予想されているが、これは現在国内で生産されている電

力量を 215TWh 上回る数値である。さらに、このような電力需要の増加に加え、現在の発

電施設のうちの 15％、発電電力量で 109TWh にあたる分が、2025 年までに設計寿命が尽

き、建替えが必要になるということも指摘されている。その結果、これからの 17 年間に
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わたって電力需要に応えていくためには、年間 323TWh 相当の施設を新たに建設すること

が必要となるが、これは、現在の発電量の半分以上にあたる数値となる。この 323TWh に

上る新たな設備容量を確保するには、水力ならば Hydro Quebec 社の大規模な La Grande 
Riviere 発電施設の 4 倍、原子力ならばオンタリオ州のダーリントン発電所の 13 倍の規模

が必要とされ、水力、原子力、風力のいずれかひとつでまかなうことは不可能であること

から、各エネルギーをすべて活用することが不可欠であるとされている。 
 
カナダ風力エネルギー協会では、323TWh の半分を風力で生産することが可能であると

しつつ、風力発電こそ、信頼性、経済性、環境への影響といった点から見て望ましいエネ

ルギーを、需要の伸びにあわせて供給することの可能なエネルギー技術であるとアピール

している。具体的には、カナダ全土で 450 ヵ所に 22,000 基の風力発電タービンを設置し、

55,000MW の発電容量を確保することが必要となるが、それには、現在の風力発電ファー

ム設置のスピードを上げていくことが不可避であると指摘。2020 年には毎年 3,500MW 分

の設備が新たに建設されるようになるとともに、発電容量の伸び率が上昇し、2025 年には

毎年 5,000MW の設備容量が新たに加わるようになるとの予測を紹介している。この数字

に関しては、スペインが 2007 年に 3,500MW を上回る分の設備を新たに建設しただけで

なく、向こう 10 年にわたってこのペースを維持していくと予想されていることを考える

と、決して無理なものではないとしている。 
 
州別の現状と将来見通し 

 
現在、全国で稼働中の風力発電ファームは 83 ヵ所、タービン数は 1,410 基に上る。2008

年末には、ユーコン準州を含むすべての州で、風力エネルギーが何らかの形で利用されて

いることになる。地域別に見ると、2007 年末には、アルバータ州が総設備容量で首位、僅

差でオンタリオ州がそれに続いていたが、2008 年内にはオンタリオ州がアルバータ州を抜

き、さらに 2010 年ごろにはオンタリオ州とケベック州が首位を争うようになると予想さ

れている。2007 年末における州毎の風力発電の利用状況および 2008 年 8 月時点での施設

の設置見通しは以下のとおりである。 
 
ニューファンドランドラブラドール州 

設置済み設備容量は 390kW。計画中ないし建設中のものが 54MW で、2008 年内に

初の大規模発電ファームが完成予定である。州当局は、ニューファウンドランド島で利

用可能な風力エネルギー資源を 80MW と見積もっている一方、ラブラドール地方では

それを大幅に上回る量の風力エネルギーの利用が検討されている。 
ノバスコシア州 

設置済み設備容量は 59MW。再生可能エネルギー基準(Renewable Energy Standard)
の導入により、2013 年には 580MW の設備容量が実現すると予想されている。 
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プリンスエドワードアイランド州 
設置済み設備容量は 72MW。2008年末までにさらに 79MW分が稼動予定である。現在、

州当局は、地元用と他地域への輸出用をあわせた 500MW の風力発電設備の建設につい

て可能性を検討中である。2007 年には電力需要の 15％が風力により生産されており、

2008 年末には 25％を超える見込みである。 
ニューブランズウィック州 

設置済み施設はなし。2008 年末までに同州初の 96MW の発電ファームが完成予定であ

る。州政府は、2010 年までに 400MW の設備容量を達成するとの目標を正式に設定し

ており、そのうちの多くはすでに契約を終えている。そのほか、2025 年までに設備容量

を 2,000MW 以上に引き上げることの実現可能性に関する調査に着手している。 
ケベック州 

設置済み設備容量は 422MW。州政府は 2016 年までに 4,000MW の設備容量を達成する

のに加え、新たな水力発電設備が 1,000MW 建設されるごとに 100MW の風力発電設備

を設置するとの目標を正式に設定している注1。 
オンタリオ州 

設置済み設備容量は 521MW。州電力当局は、2020 年までに風力発電総設備容量

4,600MW を達成することを目標に定めている。 
マニトバ州 

設置済み設備容量は 104MW。現在 300MW の発電設備について契約交渉中である。州

政府は 2018 年までに 1,000MW の設備建設を正式な目標として設定済みである。 
サスカチュワン州 
設置済み設備容量は 171MW。州政府は、2011 年までに 300MW の風力エネルギー利用

目標を設定している。 
アルバータ州 

設置済み設備容量は 534MW。正式な目標値は設定されていないものの、南アルバータ

地方において 3,000MW の新たな風力エネルギー開発に対応するための送電設備の改良

を計画中である。 
ブリティッシュコロンビア州 
設置済み施設はなし。同州初の風力発電施設が 2008 年末までに稼動することが予定さ

れているほか、325MW 分の設備が現在計画中あるいは建設中である。州当局の新たな

エネルギー政策によれば、2,000MW に上る風力発電設備が建設される可能性がある。 
ユーコン準州 

                                                 
注1 編集部注：「水力発電所の設置が進んでいる地域においても風力発電を推進する」という意図が
あるものと思われる。この理由として、風力エネルギーと水力エネルギーでは、貯蔵、制御の可
能性、間欠性等において違いがあり、二つを組み合わせることが望ましいことが考えられる。な
お、下記資料等を参照。 

http://www.wind-watch.org/news/2009/03/11/integrating-wind-and-hydro-power-in-quebec/ 
http://www.hydroquebec.com/learning/eolienne/compagnons.html 
http://www.hydroquebec.com/learning/eolienne/couplage.html 
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設置済み設備容量は 810kW。 
 
以上を合計すると、カナダ全土における現在の設置済み設備容量は、1,846MW であり、

当局による現時点での計画に基づくと、2016 年には 12,000MW、2020 年には 18,000MW
の設備容量が確保される見通しである。 
 
風力発電設備製造の現状 

 
現在までのところ、カナダの風力発電ファーム向け資材を供給しているのは、欧州およ

びアメリカの企業であり、この分野におけるカナダ企業の存在感はなきに等しい。2007
年には、タービン、ブレード、ギアボックス、発電機などの主要部品の売上高が 280 億カ

ナダドルに、風力発電プロジェクトでの立案、開発、建設、ファイナンス、運用、維持に

関する売上高が270億カナダドルに上るなど、巨大な市場を形成していることを考えると、

カナダは大きなビジネスチャンスをみすみす逃していると指摘されている。 
しかしながら、変化の兆しもすでに現れており、ケベック州では、2006 年に実施された

1,000MW の風力発電ファームの入札に当たり、発注元の Hydro-Quebec 社が 60％を地元に

事業所を持つ企業に割り当てた結果、タワー本体、ブレード、ナセル用カバーを製造する工

場で数百人の雇用が生まれるとともに、オンタリオ州やアメリカなどの他地域へ製品を輸出

するようになった例が紹介されている。2008 年には再び同社が、2011 年から 2015 年にか

けて稼動開始予定の 2,000MW の風力発電ファームに関し、55 億米ドルの総予算の 60％、

タービン部の予算の 30％を、ケベック州に展開する企業に割り当てたことにともない、

Enercon 社および Repower 社が現地での新たな工場建設を発表するにいたったという 。 
また、2008 年実施の調査によると、風力発電向け設備を製造可能、あるいは、簡単に製

造技術を取得可能な企業が数百社存在しているとされており、特に輸送費が高くつくタワ

ー本体やブレード、ナセルカバー、世界的に需給がタイト化している鍛造部品、フレーム

やハブ、ギアボックスケースなどの鋳造部品が、地元企業にとって参入のチャンスが大き

いと指摘されている。 
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