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（エネルギーイノベーションプログラム） 

「風力等自然エネルギー技術研究開発」基本計画 

 

新エネルギー部 

 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

本研究開発は、｢エネルギーイノベーションプログラム｣の一環として実施する。 

２００５年２月に発効した京都議定書及び２００８年４月に制定されたエネルギーイノベ

ーションプログラムへの対応として、環境負荷が少ない石油代替エネルギーの普及に向けた、

新たな技術の開発及びコスト低減・性能向上のための戦略的取り組みが要求されている。 

風力発電は、他の再生可能エネルギーと比較して発電コストが低く、中長期的に大規模な

導入が期待されているが、我が国の厳しい気象条件の中で長期間、安定的に発電事業を行う

ためには、風車の信頼性のみならず、発電効率の向上やメンテナンスの高度化などの技術開

発による一層の発電コストの低減が求められている。また、風力発電による環境影響やアセ

スメント対応の円滑化など、社会受容性の向上も重要である。 

一方、風力発電の導入が進むにつれ、平野部における陸上風力発電の適地が減少すること

が予想され、導入拡大には、我が国の長い海岸線の特徴を生かした洋上風力発電が不可欠と

なっている。 

風力発電においては、我が国特有の気象・海象条件に適した洋上風力発電システムの確立

や大型洋上風車などの研究開発に加え、固定価格買取制度（以下、「ＦＩＴ」）の対象とし

て洋上風力発電向けの適正な価格設定などが求められている。 

また、海洋エネルギー発電は、世界では一部実用化されているものの、実証研究のフェー

ズにあり、まだ市場は確立されていない。四方を海に囲まれた我が国は、海洋エネルギーの

賦存量が大きく、波力や潮力等のエネルギー源を利用した発電技術について早期に実用化を

図ることが重要である。 

本研究開発は、風力発電に係る上記の課題を克服すべく革新的技術開発を行うとともに、

洋上風力発電導入ガイドラインなどを整備することにより、風力発電の導入拡大及び産業競

争力の強化に資することを目的とする。また、海洋エネルギー発電に係る要素技術開発から

実用化へ向けた技術開発を行い、中長期的に他の再生可能エネルギーと同程度の発電コスト

を目指すことで、新たな産業の育成及び国際競争力の強化に資することを目的とする。 

 

（２）研究開発の目標 

本事業は、風力発電等の自然エネルギーについて、その普及促進に向けての技術開発を総

合的に推進することにより、２００５年３月総合資源エネルギー調査会需給部会の       

「２０３０年のエネルギー需給展望(答申)」にある２０３０年度目標値の達成に資すること

を目的とする。 

なお、個々の研究開発項目の目標は別紙「研究開発計画」に定める。 
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（３）研究開発の内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき

研究開発を実施する。 

 

① 洋上風力発電等技術研究開発〔委託事業、共同研究事業（負担率：２／３）、助成（負

担率：１／２）〕 

② 海洋エネルギー技術研究開発〔委託事業、共同研究事業（負担率：２／３）〕 

③ 風力発電高度実用化研究開発〔委託事業、助成（負担率：１／２）〕 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」と

いう。）が、単独ないし複数の原則本邦の企業、大学等の研究機関(原則、国内に研究開発拠

点を有していること。ただし、国外企業の特別な研究開発能力、研究施設等の活用あるいは

国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な場合はこの限りではない)から公募に

よって研究開発実施者を選定し実施する。 

ＮＥＤＯは、研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルを検

討し、これを最大限活用することにより効率的な研究開発を図る観点から、委託先決定後に

必要に応じて研究開発責任者(プロジェクトリーダー)を指名し、その下に効果的な研究を実

施する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び研究開発実施者と

密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標に

照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて外部有識者による技術検討

委員会を設置し、開発内容について審議し、その意見を運営管理に反映させる他、四半期に

一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等

を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の実施期間は研究開発項目ごとに以下のとおりとする。 

① 洋上風力発電等技術研究開発 

 本研究開発の期間は、平成２０年度から平成２８年度までの９年間とする。 

② 海洋エネルギー技術研究開発 
     本研究開発の期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５年間とする。 

③ 風力発電高度実用化研究開発 
     本研究開発の期間は、平成２５年度から平成２７年度までの３年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

評価の実施時期や方法は、研究開発項目毎に別紙研究開発計画に記載する。 
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５．その他重要事項 

（１）研究開発成果の取扱いについて 

①成果の普及 

本研究開発で得られた研究成果についてはＮＥＤＯ、委託先とも普及に努めるものとする。 

 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備又は標準化等との連携を図るためデー

タベースへのデータ提供、標準案の提案等を積極的に行う。 

 

③知的財産権の帰属 

本研究開発で得られた研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定等に

基づき、原則として、すべて委託先等に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開発

動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究

開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見

直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

① 洋上風力発電等技術研究開発 

「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15条第１項第１号イ及び第 3

号」 

② 海洋エネルギー技術研究開発 

「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15条第１項第１号イ」 

③ 風力発電高度実用化研究開発 

「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15条第１項第１号イ及び第 3

号」 

 

６．改訂履歴 
（１）平成２２年３月、「新エネルギー技術研究開発」の研究開発項目⑨「洋上風力発電等技術研

究開発」及び研究開発項目⑩「次世代風力発電技術研究開発」を統合して新たに制定。 
（２）平成２３年３月、「次世代風力発電技術研究開発」について研究開発内容を追記、「風力発

電系統連系対策助成事業」を編入。 
（３）平成２３年６月、「洋上風力発電等技術研究開発」について研究開発内容を追記、「海洋エ

ネルギー技術研究開発」を新規で追加。 

（４）平成２５年８月、「風力発電高度実用化研究開発」を新規で追加。「洋上風力発電等技術研

究開発」について研究開発内容を追記。 
（５）平成２５年８月、「次世代風力発電技術研究開発」を削除。 

（６）平成２５年８月、「風力発電系統連系対策助成事業」を削除。 
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（別紙） 

 

研究開発項目①「洋上風力発電等技術研究開発」 

国立大学法人東京大学大学院 工学系研究科 教授 石原孟氏をプロジェクトリーダーとし、

その下で連携を取りつつ、以下の研究開発を実施する。 

 

１．研究開発の必要性 

  我が国は、平野部における陸上風力発電の適地が減少傾向にあり、山岳部ではアクセス道路

整備などのコスト負担が増加していることから、今後の風力発電導入には長い海岸線の特徴を

活かした洋上風力発電の導入が不可欠である。 

  一般的に洋上では風況が良く、風の乱れが小さいため陸上より風力発電機の稼働率が格段に

改善されること、陸から離れた場所であるため、騒音、景観への影響が小さいこと、さらに大

型風車の設備運搬が容易となることから、高い事業性が見込まれている。既にデンマーク、イ

ギリスなどでは洋上風力発電の積極的な導入が進み、これらの国で約４ＧＷの洋上風力発電が

設置されている。また、米国や中国、韓国等においても洋上風力発電の導入に向けた実証研究

が計画されている。 

しかし、洋上での風車設置やメンテナンスでコストがかさむことや、信頼性等様々な課題が

あるのも事実である。また、欧州と我が国では気象・海象条件が異なっていることから、欧州

の事例をそのまま適用することはリスクが大きい。そのため、我が国特有の海上風特性や気象・

海象条件を把握し、これらの自然条件に適合した洋上における風況観測や風力発電システムに

関する技術開発及び環境影響評価手法を確立するためには実証研究を行うことが重要であり、

必要性も高い。また、近年拡大する洋上風力発電市場では事業採算性を確保するために、洋上

風車の大型化が必要とされているが、現状の風車技術では５ＭＷクラスが限界とされており、

これを超えるためには技術的なブレークスルーが求められている。さらに、風力発電の導入を

拡大するには、世界第６位の排他的経済水域を持つ我が国の長い海岸線の特徴を活かした、洋

上風力発電の導入が不可欠であるが、遠浅な海岸線が少なく、かつまた、急峻な海底地形であ

る我が国周辺海域においては、着床式風力発電のみならず浮体式風力発電の導入も視野に入れ

ておく必要がある。 

洋上風力発電は、同じく海域を利用する港湾や航行、漁業等の利害関係者との調整、合意形

成が不可欠である。そのため、地域との共存という観点から、洋上風力発電のあり方について

分析・整理し、関係する機関と連携しつつ、洋上風力発電システムの形式を含め導入の可能性

について検討することが重要である。また、日本のように深海域が広い海域では、洋上風況を

着床式の洋上風況観測タワーで観測することは、コストが高くなることから、安価で精度よく

風況観測が可能な風況観測システムの確立が望まれている。 

今後、洋上風力発電の実用化を加速していくためには、これまでの陸上風力発電の導入拡大

の取り組みを踏まえつつ、洋上風力発電を対象としたＦＩＴの適切な設定が期待されている。 

 

２．研究開発の目的 

 本研究開発は「２０３０年のエネルギー需給展望」（２００５年３月、総合資源エネルギー調

査会需給部会）における導入見通し（２６９万ｋｌ／６０２万ｋＷ）の達成を目指すため、我

が国の海象・気象条件に適した、洋上風況観測システム、洋上風力発電システム及び環境影響

評価の手法等の技術を確立することを目的とする。 
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３．研究開発の具体的内容 

〔委託事業〕 

ⅰ）洋上風力発電実証研究フィージビリティ・スタディ（ＦＳ）調査・評価（平成２０年度） 

平成２０年度に実証研究候補海域を定めた上でＦＳを行い実証研究の実現可能性を評価す

る。ＦＳでの主な調査内容は以下の通り。 

   1）海域調査 

気象・海象、海底地形・海底土質及び生態系等の調査を行う。 

   2）全体設計 

    電力事前協議、発電設備構成（気象・海象観測設備、風力発電機、支持構造）、設備運搬・

施工、環境影響評価、運転保守、実証研究の概算事業費及び実証研究における検証可能内

容（設備利用率の見込みを含む）等を詳細に検討した上で、洋上風力発電実証研究に係る

実施計画書案を作成する。 

 

ⅱ）洋上風況観測システム実証研究（平成２１年度～２６年度） 

 平成２１年度以降は、ＦＳの結果を踏まえ、実証研究の詳細仕様を決定し、風況観測塔本

体と支持構造の連成振動予測技術等の開発を行いつつ、実際に洋上に風況観測装置並びに風

力発電機を設置して海上風・波浪・海潮流等のデータ収集・解析、連成振動予測技術の検証

等を実施する。また、生態系への影響を評価するためのモニタリングも実施して、洋上環境

影響評価手法を確立する。 

 

ⅲ）海洋エネルギー先導研究（平成２１年度～２３年度） 

我が国の海域特性を踏まえた海洋エネルギー利用に係わる研究を実施する。 

 

ⅳ）浮体式洋上風力発電実証研究フィージビリティ・スタディ（ＦＳ）調査・評価（平成２３

年度～２４年度） 

現在検討されている様々な浮体式洋上風力発電について、体系的に整理し、それらの特徴  

や技術的な課題等を基礎調査として取りまとめる。これに基づき、実証試験の意義や海域調

査、全体設計などのＦＳを実施し、実証研究の実現可能性を調査・評価する。本研究開発は

国民には大きな便益がありながらも、民間企業の研究開発投資に見合うものが見込めない「公

共財の研究開発」事業であり、委託として実施する。  

 

ⅴ）洋上ウィンドファームフィージビリティ・スタディ（ＦＳ）調査・評価（平成２３年度） 

国内洋上ウィンドファームにおける事業性及び実現可能性を評価し、併せて技術的課題の

対策を検討する。全国数カ所の洋上ウィンドファーム有望海域でＦＳを実施し、これに基づ

き実現可能性を調査・評価する。それらの成果を取り纏め、普遍的な情報としてとりまとめ

広く公開し、洋上風力発電事業の展開を促進する。 

本研究開発は国民には大きな便益がありながらも、民間企業の研究開発投資に見合うもの

が見込めない「公共財の研究開発」事業であり、委託として実施する。 

 

ⅵ）地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査（平成２５年度～２６年度） 

洋上風力発電は、同じく海域を利用する港湾や航行、漁業等の利害関係者や地域住民等と
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の調整、合意形成が不可欠である。本事業では、風況、水深、離岸距離、社会的制約条件等

から比較的、洋上風力発電に適した海域を抽出し、最適な洋上風力発電ウィンドファームの

形式を調査するとともに、港湾や航行、漁業等の利害関係者や地域住民等と合意形成を図る

ために必要となる手段、仕組み、方法等について関係機関と連携しつつ検討を行う。これら

の調査結果をとりまとめ、広く公開し、洋上風力発電ウィンドファームの推進を図る。本研

究開発は国民には大きな便益がありながらも、民間企業の研究開発投資に見合うものが見込

めない「公共財の研究開発」事業であり、委託事業として実施する。 

 

〔共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率：２／３）〕 

ⅶ）洋上風力発電システム実証研究（平成２２年度～２６年度） 

本事業は、国内で初めて、洋上沖合において風車実機を設置し、洋上風力発電システムの

経済性・信頼性評価等を行い、その成果について早急に国内展開を図るものであることから、

ＮＥＤＯが主体的に取り組む必要がある。一方、技術的には早期実用化が期待され、その成

果は実施者に裨益するものであることから、実施者に対しても一部負担を求めることとし、

共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率：２／３）として実施する。具体的な研究内容としては以下

の通り。 

ＦＳの結果を踏まえ、実証研究の詳細仕様を決定し、実際に洋上に風力発電機を設置して

連成振動予測技術の検証、疲労照査技術の開発及び洋上用風力発電機の性能評価等を実施す

る。また、洋上風況観測システム実証研究と協調しながら、生態系への影響を評価するため

のモニタリングも実施して、洋上環境影響評価手法の確立に資する。 

 

ⅷ）洋上風況観測技術開発（平成２５年度～２７年度） 

本事業は、洋上風況を安価でかつ精度よく観測可能な風況観測システムを開発するもので

ある。技術的には早期実用化が期待され、その成果は実施者に裨益するものであることから、

実施者に対しても一部負担を求めることとし、共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率：２／３）と

して実施する。具体的には簡易に設置可能なブイや浮体等と動揺補正機能を持つリモートセ

ンシング技術等を組み合わせることにより、着床式の洋上風況観測タワーと同程度の観測精

度を有する洋上風況観測技術を確立する。  

 

〔研究助成事業（ＮＥＤＯ負担率：１／２）〕 

ⅸ）超大型風力発電システム技術研究開発（平成２３年度～２６年度） 

本事業は、洋上風力市場のニーズが高い、海外メーカが未だ実現していない５ＭＷクラス

以上の風車を実現するために、コスト競争力の高い、革新的なドライブトレイン、長翼ブレ

ード、及びメンテナンス性を向上させる遠隔監視技術（コンディショニングシステム）など）

を持った風車の開発を推進するもので、こうした市場ニーズに対応する革新的な超大型風力

発電システムに係る技術開発を行う事業者に対し、その開発に必要な事業費の一部を助成す

る。  

 

ⅹ）着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業（平成２５年度～２８年度） 

本事業は、洋上ウィンドファームの開発に係る風況精査、海域調査、環境影響評価や、風

車、基礎、海底ケーブル、変電所等の設計、施工等の検討を行う。それらを踏まえ、洋上ウ

ィンドファームの事業化を図ると共に、事業費・運転保守費等を詳細に試算し、洋上ウィン
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ドファームの発電コストに係る基礎データとして取りまとめる。洋上ウィンドファームの開

発を行う事業者に対し、その開発に必要な事業費の一部を助成する。 

 

４．達成目標 

ⅰ）洋上風力発電実証研究フィージビリティ・スタディ（ＦＳ）調査・評価 

海域調査並び全体設計により、洋上風力発電実証研究の実現可能性を判断する。（平成２

０年度） 

 

ⅱ）洋上ウィンドファームフィージビリティ・スタディ（ＦＳ）調査・評価 

 国内洋上ウィンドファームに関する海域調査及び全体設計により、技術的課題への対

策、事業性及び実現可能性を判断する。（平成２３年度） 

 

ⅲ）海洋エネルギー先導研究 

海洋エネルギー発電技術についてその技術シーズの探索、育成及び洋上風力発電への

活用可能性を評価する。（平成２３年度） 

 

ⅳ）浮体式洋上風力発電実証研究フィージビリティ・スタディ（ＦＳ）調査・評価 

 浮体式洋上風力発電に関する技術的な課題等を整理する基礎調査により、実証研究の

実現可能性を判断する。（平成２４年度） 

 

ⅴ）洋上風況観測システム実証研究・洋上風力発電システム実証研究 

中間目標（平成２４年度） 

 詳細な海域調査、環境影響評価調査及び技術課題の検討を完了し、洋上風況観測シス

テム及び洋上風力発電システムの設置を終了する。 

 

最終目標（平成２６年度） 

 実証研究により、我が国の海象・気象条件に適した、洋上風況観測システム、洋上風

力発電システムの技術を確立する。 

 

ⅵ）超大型風力発電システム技術研究開発 

中間目標（平成２４年度） 

 超大型風力発電システムの技術的課題の検討を終了し、５ＭＷクラス以上の風車に必

要な要素技術の基本的な機能評価を終了する。 

 

最終目標（平成２６年度） 

 市場ニーズに対応した、革新的な超大型風力発電システムの技術を確立する。 

 

ⅶ）地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査 

最終目標（平成２６年度） 

 自然条件や社会的制約条件等から洋上風力発電に適した海域を抽出し、これらの海域

に適した形式の洋上風力発電システムの可能性について調査するとともに、利害関係者

や地域住民等と合意形成を図るための手段等について関係機関と連携して取りまとめる。 
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ⅷ）洋上風況観測技術開発 

中間目標（平成２６年度） 

  洋上風況観測システムの設計と試験機製作を終了する。 

 

最終目標（平成２７年度） 

  実際に洋上で風況実測を行い、洋上風況観測システムの技術を確立する。 

 

ⅸ）着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業 

中間目標（平成２６年度） 

 洋上ウィンドファームの開発に係る風況精査、海域調査や環境影響評価、風車・基礎、

海底ケーブルや変電所等の設計、施工手法等の検討結果を取りまとめる。 

 

最終目標（平成２８年度） 

 洋上ウィンドファームの事業化の可能性を明らかにすると共に、事業費・運転保守費

等を詳細に試算し、洋上ウィンドファームの発電コストに係る基礎データを取りまとめ

る。 

 

 

５．評価の時期及び方法 

ＮＥＤＯは、業務方法書第３９条及び事業評価実施規定に基づき政策的・技術的観点、事業の

意義、成果、普及効果等の観点から、毎年度事業評価を実施する。なお、事業終了後に、外部有

識者による事業評価を実施する。 

また、実証研究への課題と可能性を適切に見通す観点から、ＦＳについては各テーマ終了後に

ＮＥＤＯによるヒアリング及び外部有識者を含めた評価等に基づき事業の継続又は中止の判断

を行う。 

なお、評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進

捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 
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（別紙） 

 

研究開発項目②「海洋エネルギー技術研究開発」 

１．研究開発の必要性 

 エネルギー政策基本法に基づいて３年ごとに改訂されている最新の第三次「エネルギー基本計

画」（平成２２年６月１８日）では、平成４２年（２０３０年）までの「２０年程度」を視野に入

れた具体的施策を示しているが、目標実現のための取り組みとして革新的なエネルギー技術の開

発・普及拡大が挙げられている。その中で、海洋エネルギー発電技術などの将来のエネルギー供

給源の選択肢となる可能性を有する技術の実用化に向けた取り組みが、長期的な研究開発課題と

して取り上げられている。さらに海洋基本法に基づく「海洋基本計画」（平成２０年３月）におい

ても、管轄海域に賦存し、将来のエネルギー源となる可能性のある自然エネルギーに関し、地球

温暖化対策の観点からも、必要な取り組みや検討を進めるとされている。 

 我が国の海洋エネルギー発電は、過去に実証が行われたものの、発電コストが高いことや、技

術が未確立であること等、未だ研究段階にある。また、世界では一部実用化されているものの、

実証段階にあり、まだ市場が形成されていない。しかし、近年は効率の向上や制御の向上等が見

込まれることもあり、既存技術の組み合わせや新規技術の開発等によって、性能の向上や経済性

の向上が期待できる。一方、技術の安全性・性能評価が体系的に整えられていないことなど課題

もある。 

 

２．研究開発の目的 

 本事業では、海洋エネルギー発電に係る要素技術の開発から実用化へ向けた技術開発を行い、

中長期的に他の再生可能エネルギーと同程度の発電コストを達成することに貢献することで、新

たな産業の育成や国際競争力の強化に資することを目的とする。 

  

３．研究開発の具体的内容 

 本研究開発項目では、波力発電、潮流発電、海流発電、海洋温度差発電を対象として実施する。 

 

[共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率：２／３）] 

ⅰ）海洋エネルギー発電システム実証研究（平成２３年度～２７年度） 

 本研究開発項目は、海洋エネルギーを活用したデバイスを実海域に設置し、技術の完成度、経

済性・信頼性等の評価を行い、その成果について早期に国内展開を図るものであることから、Ｎ

ＥＤＯが主体的に取り組む必要がある。一方、技術的には早期実用化が期待され、その成果は実

施者に裨益するものであることから、実施者に対しても一部負担を求めることとし、共同研究事

業（ＮＥＤＯ負担率：２／３）として実施する。 

 

（１）実証研究フィージビリティ・スタディ（平成２３年度～２５年度） 

 波力発電、潮流発電、海流発電、海洋温度差発電にかかる実証研究を実施するに当たり、フィ

ージビリティ・スタディ（ＦＳ）を実施する。実証研究の候補海域を一つないし複数想定し、想

定海域における実証研究及びその後のファーム展開の実現可能性について調査する。ＦＳでは想

定海域の自然条件の調査の他、実証研究事業の詳細な全体計画の策定、事業性評価、環境影響調

査等の他、実証研究の実施に向けて必要な要素試験を実施する。 

 また、ＦＳに伴う性能評価試験や環境影響評価の検討等については、事業内で設置する委員会
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等を必要に応じ活用する。 

 

（２）発電システム実証研究（平成２５年度～２７年度） 

 「（１）実証研究フィージビリティ・スタディ」において実施可能性及び事業性が高いと判断さ

れた技術について、実際に実海域にデバイスを設置し、実証研究を実施する。実証研究では、デ

バイスの発電特性の把握、施工・設置方法の検討、塩害・生物付着対策技術の高度化、遠隔監視

システムの高度化等を行い、発電システムを確立する。 

 また、実証研究に伴う性能評価試験や環境影響評価の検討等については、事業内で設置する委

員会等を必要に応じ活用する。 

 

[委託事業または共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率：２／３）] 

ⅱ）次世代海洋エネルギー発電技術研究開発（平成２３年度～２７年度） 

 本研究開発項目は、実用化まで長期間を要するハイリスクな「基盤的技術」に対して、産学官

の複数事業者が互いのノウハウ等を持ちより協調して実施する事業であることから、委託事業と

して実施する。上記以外のもの（民間企業単独、民間企業のみでの連携、大学等の単独等、産学

官連携とならないもの）は、共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率：２／３）として実施する。 

 平成３２年（２０２０年）以降事業化時に発電コスト２０円／ｋＷｈを実現する可能性を有す

る海洋エネルギー発電装置及びこれらの目標達成に資する要素技術を対象とし、実用化に向けた

技術課題の克服を目指した要素技術開発を実施する。 

 また、要素技術開発に伴う性能評価試験や環境影響評価の検討等については、事業内で設置す

る委員会等を必要に応じ活用する。 

 

[委託事業] 

ⅲ）海洋エネルギー発電技術共通基盤研究（平成２３年度～２５年度） 

 本研究開発項目は、試験・評価方法、基準・プラットフォームの提案等、国民経済的には大き

な便益がありながらも、民間企業の研究開発投資に見合うものが見込めない「公共財の研究開発」

事業であり、原則、委託事業として実施する。 

 欧州を中心とした海洋エネルギーの先進地域における産業政策、技術開発や市場動向等、国内

技術開発戦略の策定に有用な先進情報を収集・分析するとともに、競合となる可能性のある各国

の情報収集やアジア・南米・アフリカなど今後、市場となる可能性のある地域分析を行う。 

 また、海洋エネルギー発電技術及び海洋エネルギー発電システムの発電効率、発電特性等の性

能・信頼性を評価する試験手法等について、海外の事例を情報収集する。これに基づき、当該分

野における技術開発戦略、各々の海洋エネルギー発電技術及び海洋エネルギー発電システムの性

能試験・評価方法や手順に関する指針を検討し、海洋エネルギー技術開発の促進、国内市場創出

及び国際競争力の強化を図る。 

 

４．達成目標 

ⅰ）海洋エネルギー発電システム実証研究 

中間目標（平成２４年度） 

   実海域における実証研究のためのＦＳを完了し、ＦＳの結果に基づき実証研究の実現可能

性を示す。 
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最終目標（平成２７年度） 

海洋エネルギー発電システムの実証試験を実海域で実施する。また、実証試験の結果に基

づき事業化時の試算で、発電コスト４０円／ｋＷｈ以下となることを示す。 

 

ⅱ）次世代海洋エネルギー発電技術研究開発 

中間目標（平成２４年度） 

発電デバイス特性の把握、基礎要素試験等を実施し検証を完了し、検証結果に基づき次世

代海洋エネルギー発電システムの概念設計を完了する。 

 

最終目標（平成２７年度） 

縮尺モデルによる性能試験・評価を完了する。また、平成３２年（２０２０年）以降事業

化時に発電コスト２０円／ｋＷｈ以下が実現可能な海洋エネルギー発電装置及び目標達成に

資する要素技術を確立する。 

 

ⅲ）海洋エネルギー発電技術共通基盤研究 

各々の海洋エネルギー発電技術及び海洋エネルギー発電システムの性能試験・評価方法や

手順に関する検討を終了する。国内の海洋エネルギーのポテンシャル等、海洋エネルギーに

係る情報基盤を整理する。(平成２５年度) 

 

５．評価に関する事項 

 ＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並

びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成２５年度、

事後評価を平成２７年度事業終了後に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要に応じプロジ

ェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、当該研究開発

に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すも

のとする。 

 なお、個別テーマの内容については、自主中間評価を実施し、中間目標を達成したテーマのみ、

事業を継続して実施するものとする。 
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（別紙） 

 

研究開発項目③「風力発電高度実用化研究開発」 

１．研究開発の必要性 

我が国においては、近年、再生可能エネルギー導入の気運が高まり、中長期的に風力発電を

大量に導入すること等が期待されている。そのためには、発電コストの低減、性能向上等の課

題を克服し、更なる風力発電の導入を促進する必要がある。 

風力発電に係る発電コスト低減に向けて、世界的に風車の部品やコンポーネントの性能の向上

が図られていると共に、風車の発電量を向上するために風車の大型化が研究開発課題となってい

る。また、我が国の風力発電の設備利用率は全国平均で２０％弱にとどまり、諸外国に比べ低い

水準にある。これらの問題を解決するため、事故・故障個所の診断のみならず、故障の予知や各

種部品等の寿命を予測し、事故・故障に係る費用の削減と共に、メンテナンス費用を削減するこ

とが求められている。更に高性能化を実現する部材や部品、コンポーネント開発等を支援するこ

とは、我が国における風力発電の導入を促進することに寄与するのみならず、我が国企業の国際

競争力を強化し、国際市場獲得に資するものである。 

 

２．研究開発の目的 

本事業では、発電コスト低減に向けて、先進的な次世代の大型風車に適用可能な風車部品やメ

ンテナンス技術を高度化する実用化開発を総合的に実施することで、陸上風力発電及び洋上風力

発電に関する風車の性能や設備利用率を向上させる。また、１０ＭＷ超級風車の実現可能性を評

価し、研究開発課題を明らかにする。 

 

３．研究開発の具体的内容 

〔委託事業〕 

ⅰ）１０ＭＷ超級風車の調査研究（平成２５年度～２６年度） 

１０ＭＷ以上の超大型風車の調査研究を行い、発電機等を含むシステム全体の実現可能性

を評価する。本研究開発項目は、国民経済的には大きな便益がありながらも、民間企業の研

究開発投資に見合うものが見込めない「公共財の研究開発」事業であり、原則、委託事業と

して実施する。 

 

〔委託事業または研究助成事業（ＮＥＤＯ負担率：１／２）〕 

ⅱ）スマートメンテナンス技術研究開発（平成２５年度～２７年度） 

メンテナンス技術を高度化することにより、故障率の低減を図り、設備利用率を向上する。

また、各種部品等の寿命を予測する先進的なメンテナンス技術を開発することで発電事業者

のオペレーション＆メンテナンス技術の向上を図る。 

スマートメンテナンス技術開発の基礎となる、故障事故及びメンテナンス技術の調査分析

については産学官の複数事業者が互いのノウハウ等を持ちより協調して実施する事業である

ことから、委託事業として実施する。また、メンテナンスシステムの設計及び技術開発を行

う事業者に対しては、その開発に必要な事業費の一部を助成する。 
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〔研究助成事業（ＮＥＤＯ負担率：１／２）〕 

ⅲ）風車部品高度実用化開発（平成２５年度～２７年度） 

先進的な次世代風車に適用可能な発電機や主要コンポーネントなどの性能向上に係わる

実用化開発を素材レベルから一体的に実施する。具体的にはブレード、発電機、動力伝達装

置、軸受け等の開発を行う。本研究開発項目は、風車の開発を推進するもので、技術開発を

行う事業者に対し、その開発に必要な事業費の一部を助成する。 

 

 

４．達成目標 

ⅰ）１０ＭＷ超級風車の調査研究 

１０ＭＷ以上の超大型風車のシステム等に係る課題を抽出し、実現可能性を評価する。 

（平成２６年度） 

 

ⅱ）スマートメンテナンス技術研究開発 

既設風車による実証試験を完了し、メンテナンスシステムを確立するとともに、設備利用 

率２３％以上を達成する。（平成２７年度） 

 

ⅲ）風車部品高度実用化開発 

プロトタイプ機におけるフィールド試験を完了し、風車の総合効率を２０％以上向上する。 

（平成２７年度） 

 

 

５．評価に関する事項 

 ＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並

びに将来の産業への波及効果等について、事後評価を平成２７年度事業終了後に実施する。なお、

評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に

応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 
 


