
ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.976,  2006.4.12 
 

9 

【太陽・風エネルギー特集】 

エネルギー科学技術の指標と基準－風力（EU） 

－欧州委員会「エネルギー科学技術の指標と基準」より－ 

 
技術 

風力エネルギーは太陽エネルギーの二次的形態である。風車は空気の流れが持つ運動

エネルギーを機械エネルギーに変換し、これを発電、灌漑、排水など様々な用途に利用

することができる。現在の標準的用途は、風力を電気に変換して主に電力基幹系統に連

系させることである。遠隔地において揚水あるいは淡水化のために電力を供給する独立

電源システムなどその他の用途も技術応用の範囲内にある。風力エネルギー技術が商業

利用されてから約20年になる。 
 

この節では以下の技術について検討する。 

・ 水平軸風車(HAWT) 
・ 中大型風車(0.2MW～5MW) 
・ 陸上および洋上における用途 

 

表1 様々な大きさの風車最新技術 

  実用化 実証 R&D 
陸上HAWT(水平軸風車) 陸上HAWT(水平軸風車) 小型風車＜10kW 
0.2～5MW 3～5MW 柔軟なシステム 
世界の設備容量約40GW 洋上HAWT 都市型風車 
増加率(1999-2003)： 0.5～2.0MW 風力潜在性 
約26%[EWEA]   予測可能性 
  予測手法 
小型風車市場 最新のO&M手法 

約50～5000W 最新の伝達システム統

合 
電力系統の競争力 充電装置または僻地電源

として利用 

今後の洋上プロジェクトの

ためにMW級風車の陸上試
験が行われている。 

新材料 

技術 

    新しい風車構想 
 

技術的および社会経済的なボトルネック 

この技術の主な技術的および社会経済的なボトルネックは次のように大別できる。 

・ 規模：捕らえられる風力エネルギーは風速とロータ面積に比例する。現在の技術は

規模の面において限界がある。インフラ(輸送)と起重力の制約が大型風車の規模に

歯止めをかける一方、グラスファイバー強化プラスチック（glass-fibre reinforced 
plastic：GRP）などの材料が持つ強度特性は限界に達しつつある。無段多極発電
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機の重量は比較的大きく、永久磁石発電機の材料価格／安定供給が同技術の利用を

制限している。 

・ エネルギーコスト：風力発電の投資およびO&M（維持管理）コストは、風車立地
の風況次第では、原子力や石炭発電所との競合力がある。外部性を考慮した場合、

これらの数字は大きく向上し、天然ガス発電所との競合も可能になる。風力のコス

トに影響を与える主な要因は投資コスト、長期的O&Mコストおよび金利である。
膨大な数にのぼる大型風車の保守管理と修理は特に洋上用途で課題となるであろ

う。保守管理の新しいコンセプトを生み出す必要がある。 

・ 技術的リスク：絶え間なく続く風車の大型化により、長期的な運転経験が不足して

いる。主な構成要素(ブレード、ギアボックス、発電機)の信頼性を高める必要があ
る。現在の技術では風車が予測寿命期間に耐えることを保証することはできない。

特にギアボックスと伝達系統に関してはより一層の理解とシミュレーションおよ

び設計ツールの改良が必要である。 

・ 出力変動性：風力エネルギーは元来変動するものである。出力の持続特性は地域の

風況により異なる。現在の供給システムに連系するためには短中期的な風況予測の

精度を高める必要があるが、現時点では実証段階にある。将来的には電力系統への

適合性を高めて故障時における電力系統の支援と安定化のために配電業者による

風車／ウィンドファームの部分的遠隔操作が行われることが予想される。 

・ 電力系統：遠隔地から配電網にエネルギーを輸送するための電力系統の送電容量は

限定的あるいは不十分である。電力系統へのアクセスは部分的に制限されている。 

・ パブリックアクセプタンス：風力エネルギーの社会的影響は騒音、景観の妨げ、土

地利用、鳥類への影響、電磁波妨害およびエネルギー消費のライフサイクルに関連

したものである。 

 

 

図1 経験曲線による2010年までの風力エネルギー経済性の展望 
（出典：P.E. Morthorst,2004） 
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風車の発電コストは多くの条件や仮定により異なる。図1は2010年までの風車開発
の経済性を異なるシナリオで示したものである。平均的条件の風力発電所の中型風車

による初期コストは5～6 €セント/kWhである。将来の成長率、習熟率および設備容量
の倍増期間により、電力コストは2010年までに4～5.5 €セント/kWhまで低下すること
が予想される(Morthorst 2004)。 
 
重要なボトルネックを特徴づける要因 

前節に示したボトルネックを特徴づける主な要因は表4に要約されている。 
 

表2 物理的指標と制約の主要因（陸地設置） 

寸法 単位 実績 現在技術の外挿から

推定される障壁 
定格出力 MW 5 約10-12 
ハブ高さ m  125 該当なし 
ロータ直径 m 126 155-175 
ブレードの長さ m 61.5 76-86 
最大翼弦長 m 4.6 - 
ブレード重量 t  17.7 25-35 
ブレード重量／直径 kg/m 141 170-190 

 

 

表3 導入実績と生産率の国別概要 

国 容量[MW] 生産量

[TWh] 設備利用率[%] 

DE 16,394 25.90 18% 
ES 8,263 19.00 26% 
DK 3,118 7.30 27% 
NL 1,096 2.50 26% 
AT 606 1.20 23% 
GR 465 0.85 21% 
IT 1,265 - - 
UK 889 - - 
PT 522 - - 
SE 455 - - 
FR 399 - - 
IR 339 - - 
NO 169 - - 
BE 97 - - 
FI 80 - - 
合計 34,157 最小 70 平均 20% 

(出典：Langenbach,2005) 
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表4 重要なボトルネックを特徴づける数量的要因 
要因 現在 5年 5-10年 ＞15年 
コスト(陸上システム)      
投資コスト €/kW 900-1,200 810-1,080 730-970 650-880 
発電コスト €セント
/kWh 5-6       

倍増期間が10年の場合    4.4-5.6   
倍増期間が5年の場合    3.9-5.2   
(Morthorst, 2004)        
O&Mコスト €セント
/kWh 1-2 - - - 

寿命 10-20 15-20 - - 
コスト(洋上システム)     目標   
投資コスト €/kW 2,000 - - - 
発電コスト €セント
/kWh 5-8 - 3-4 - 

O&Mコスト €セント
/kWh 該当なし - - - 

寿命[年] 10-20 - 20 - 
出力変動         
年間設備利用率[%] 15-35 - - - 
連系システムへの出力持

続時間(年間時間数)        

負荷75% 500h - - - 
負荷50% 1,000h      
負荷25% 2,500h       

 

今後の改善に向けた重要指標の分析 

今後の改善に向けた重要指標を以下に示す。風車の改良において最も重要なことは革

新的な新材料を活用したロータの重量削減と個々の部品のコスト削減である。 
表5 今後の改善に向けた重要な指標－風力エネルギー技術 

 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.976,  2006.4.12 
 

13 

 

 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート976号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.976,  2006.4.12 
 

14 

 
 

洋上における用途 
洋上風車は厳しい海洋環境に適応させる必要がある。設計に関しては、陸上風車につ

いて述べた障壁(重量、コスト)の多くを洋上風車の設計特性や課題にそのまま適用する
ことができる。しかし、腐食しやすい環境に加えて陸上とは異なる荷重や力が加わる

ため、陸上風車と比べると部分的な設計変更となる。 
 
 
 
物理的制約[CA-OWEE]： 
・ 距離＞＞沿岸から5km 
・ 水深：40mまで 
・ 北海：大きな潮差、水深 
・ バルト海：氷、氷盤 
・ 地中海：海底傾斜、水深 
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表6 今後の改善に向けた重要な指標－洋上風車 
 

 
 

 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート976号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.976,  2006.4.12 
 

16 

 
以上 

 
翻訳：NEDO情報・システム部 

 
(出典： EUROPEAN COMMISSION：Energy Scientific and Technological Indi-
cators and References, http://www.europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/estirb
d_en.pdf , pp.35-41. この報告書の完全版は以下で利用可能である：  
http://www.eu.fraunhofer.de/estir/ESTIR_summary.pdf  ) 
 


