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【再生可能エネルギー（風力）】 風力タービン NWTC  WTTC Gamesa 
 
仮訳 

 
NREL が風力技術センターを重要視(米国) 

2012 年 3 月 22 日 
 
 
国立風力技術センター (National Wind 

Technology Center: NWTC)のフロント山脈の

環境は厳しい。NWTC がここに設置されている

理由そのものである「風」はわずかな慈悲も持

たない。冬の冷淡な冷たさから、夏の焼けつく

太陽にとって代わる。しかし、こうした複雑な

天候地帯の真ん中で米国エネルギー省(DOE)に
ある再生可能エネルギー国立研究所(NREL)の
NWTC 及び産業界のパートナーらが行ってい

る援助の恩恵により、風力エネルギーの未来は

より大きく、より力強く育まれている。 

拡大図  
近年の NWTC で最も注目すべき変化は、産

業界と協力して行われる研究開発の多様性

拡大を目的としたマルチメガワット風力タ

ービンの追加である。 
クレジット：Dennis Schroeder 

 
NRELとローレンスバークレー国立研究所の

アナリストによる最近の報告から導き出され

た結論では、風力タービンの効率向上及び未来

の風力発電開発コストの削減には、更なる技術

改革が必要不可欠であることが示唆されてい

る。NRELのNWTCにおける研究はこの点をリ

ードするものである。 
 
 
一体を覆う巨大タービンのタワー群 

 
近年の NWTC で最も注目すべき変化は、産業界と協力して行われる研究開発が多岐

に拡大することを目的とした 4 基のマルチメガワット風力タービンの追加である。4 基

の新しいタービン「Gamesa 2.0-メガワットマシン(本文後の挿入説明文を参照)」は

2011 年末に建設された。 
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「今回追加された最新鋭のメガワット規模のマシンは、単に地理的な理由だけでなく、

本当の意味で本センターの行っている研究の深さや妥当性を変化させた。現在の我々の

活動が巨大タービンに直接関連するもので、確実な影響力があり、すぐに利益をもたら

すといった意味において、産業界が我々を見る目は変わった」と NWTC の責任者であ

る Fort Felker 氏は述べている。 
 
4 基のタービンはそれぞれ、ユニークな特性を持つ試験装置である。例えば、ここに

設置された Siemens 社の 2.3 メガワットタービンは、ブレードやナセルだけでなく地

中に埋まった基礎部分の全てに大規模な計測器具や構造的負荷計測能力を持たせてい

る。これにより研究者らは、風の乱流によって引き起こされる非定常負荷のしくみを全

て把握することができ、どのタービン部位を改善することがより効率的で低コストの風

力エネルギーをもたらすかを特定することができる。 
 
 

大型タービンには大型の構成要素が必要 

 

拡大図 
作業員達が NWTC で Gamesa 社「G9X-2.0 メガワット

タービン」のナセルにブレード部分を持ち上げている。

「Gamesa G9X-2.0 タービン」は NWTC におけるマル

チメガワットタービン群に加わった最新設備である。 
クレジット：Dennis Schroeder 

今後の風力エネルギーへの次なる

大きなステップは、NWTC における

動力試験能力の拡大である。今夏に完

成を予定している新たな動力試験装

置は、風力タービン動力伝達装置の試

作品や産業用機械の性能・信頼性を実

証する NREL や風力エネルギー産業

の協力者の能力を大幅に広げること

になるだろう。 
 
新しい設備は 5.8 メガワット(将来

的に実現し得るどの陸上設置型ター

ビンを試験するにも十分な大きさの設備能力であるといえる) までの動力試験能力を

持ち、ダイナミックな変化に対応可能な無トルク負荷機能を採用する予定である。これ

は、研究者らがフィールド(実地)でタービンが置かれる環境をより忠実にシミュレーシ

ョン出来ることを意味する。 
 
「こうした新たな機能によって、この世界で最も洗練された、特別な設備を実現させ

ることができるだろう」と Felker 氏は言う。「試験対象物に定常負荷をかけるのではな
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く、実環境で見られるような変動負荷をよりダイナミックにシミュレーション出来るよ

うになるだろう。」 
 

 
大きなタービンを動かすには大きなブレードが必要 

 

拡大図 
NWTC の責任者である Fort Felker 氏が新たな動力

計拡大プロジェクトの着工式で演説している。完了す

れば、5.8 メガワット設備能力を持つ。 
クレジット：Dennis Schroeder 

ブレードが風を捕らえることを求め

られた結果、タービンは大型化した。実

際、タービンブレードがかなり大きくな

ったため、内陸部に位置する NWTC は、

陸上輸送が困難なために大きなブレー

では効果的に稼動できない。 
 
この問題を解決するため、NREL は、

マサチューセッツ・クリーン・エネルギ

ー・センターと協力体制を組んで、世界

クラスの大型風力タービンブレードの

試験センターをマサチューセッツ州

Boston に作った。 
 
風力技術試験センター(Wind Technology Testing Center: WTTC)は、90 メートルの

長さを持つ未来のタービンブレードを試験認定するための総合設備を提供しており、風

力産業を援助し、次世代の陸上及び洋上風力タービン技術の発展をサポートするよう設

計されている。現地の NREL 職員は設備に対して技術の専門知識及び試験機械を提供

する。 
 

WTTCは既存の深水港注1に立地しているため、そこまで船で巨大ブレードを運ぶこと

ができ、陸上と洋上の両方に向けた開発において巨大風力ブレードの試験ができるよう

になっている。 
 
 
巨大な頭脳、巨大なコンピューター、巨大なアイデア 

 
NWTC の研究者らにとって重要なもう一つの開発内容は、風力に関する科学的、技

術的進歩のために現在利用可能な高性能コンピューターを入手することであった。 
                                                           
注1 訳者注：深水港(deep water port) 喫水の深い大型貨物船が入ることのできる水深のある港 
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風力発電産業における難題の 1 つは、

たくさんのマルチメガワット風力ター

ビンが配置された風力ファーム内で発

生する相互作用的な空気力学にどう取

り組むかということであった。風上のタ

ービン伴流による風の乱れは風下ター

ビンの動きに干渉し、結果として風下の

タービンに対する構造重量を超える負

荷や疲労損傷につながる。その結果、メ

ンテナンス費用を増加させ、風力エネル

ギーの全体コスト増加につながってい

る。 

拡大図 
NREL のコンピューター科学センター所長 Steve 
Hammond 氏と研究主幹 Kenny Gruchalla 氏が、

低速伴流とそれによる風下のタービンに与える影

響を表す、発電所の空気力学の三次元モデルにつ

いて話し合っている。 
クレジット：Dennis Schroeder  

NREL は、研究者らがタービン同士の

相互作用と個々のタービン性能を評価するためのコンピューターシミュレーションを

使用可能とする、次世代型モデリング機能を用いてこの問題に取り組んでいる。シミュ

レーションには NREL の 180 テラフロップ(1 秒間に 180 兆回の演算速度をもつ)スー

パーコンピューター「RedMesa」が使用される。 
 
「これまで、この問題に取り組む上で必要な科学的分析やシミュレーション方法は存

在しなかった。その壁を打ち破ったのだ」と Felker 氏は言った。「RedMesa は変革を

もたらす機能で、我々は本当に興奮しているよ。」 
 
この仕事により、ウインドファームの能力のより良い理解が得られ、そして、タービ

ンの配置を例えば風上に比べ風下に異なる設計のタービンを配置するような先進的な

エンジニアリング・コンセプトのものに変更することにより、将来の風力発電開発にこ

の影響を最小限にするような設計がなされるだろう。その結果、ウインドファームはさ

らに効率化され少ない運用コストになり、安価な風力エネルギーコストとなる。 
 
 
風力エネルギーの大きな前途 

 
NWTC の研究者らは風力エネルギーの将来と増大したセンター機能がどうやって可

能な限り低コストで風力エネルギーの展開を進めていくのかに、目を向け続けている。

産業界のパートナーとの効果的な共同作業が、この問題の重要な部分である。 
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「産業界との深い関わりの中で劇的な変化を得られたことを大変誇りに思う。我々の

過去数年間で、これはとてつもない成功だ」と Felker 氏は言う。「業界にとって何が重

要であり、我々にどのような手助けが出来、またどうすれば彼らの成功のために重要な

協力者になれるのかを知るという観点から見て、風力産業界との繋がりをより良いもの

とした。」 
 
必然的に次にくるのは洋上への注目である。洋上風力であれば、陸上での使用が困難

な巨大タービンの普及も可能となる。 
 
「将来、我々は洋上に進む」と Felker 氏は言う。「我々にとって未来に向けた最大の

挑戦、最大の機会とは、米国が風力産業の開発を発展させる際に、これまで開発してき

た全ての研究開発スキルや試験設備が役立つよう、洋上風力分野への適用が可能になる

ことである。」 
 
 
NRELのNWTC及び風力エネルギー研究についての詳細はこちら. 
 
  

 
研究プラットフォームとして機能する Gamesa 社タービン 
 
NWTC を覆うようにそびえ立つマルチメガワットの風力タービン群へ加えられた最新設備は「Gamesa 
G97 Class IIIA 2.0 メガワットタービン」である。2011 年末に建設された。 
 
NREL と Gamesa Technology 社は、特に米国市場のために設計された次世代の風力タービンの開発を

導く様々な部品やシステムの研究及び試験のため、官民協力体制で共同研究する予定である。  
 
NREL と Gamesa 社は下記の 3 つの主要分野において共同研究を行う予定。①新たな風力タービン用の

部品とローターの開発 ②新たな制御戦略機能の研究及び検査 ③米国沿岸(設置)用のタービン開発に

役立つ模型の考案 
 
Gamesa 社のタービンプラットフォームを研究所として使用しながら、研究者らはシステムの挙動を研

究し、新たな設計、製品、あるいは設備がどのような性能をもたらすかを研究する。  
 
「我々は NREL の研究開発のパートナーとして Gamesa 社を迎えられたことを嬉しく思う」と NREL
の科学技術研究所副所長の Dana Christensen 氏は言う。「こうした類の共同研究が、風力発電産業の継

続した推進を確固たるものとするために、極めて重大な技術開発と官民協力体制への傾倒が不可欠であ

ることを実証している。(米国)エネルギー省と共に我々の役割は技術的リスクの低減に役立つことで、

次世代技術が市場化の加速を手助けすることである。NREL はこの重要な研究の最前線にいることを誇

りに思う。」 
 
昨年の導入以来、Gamesa 社の「G9X-2.0 メガワットタービンプラットフォーム」はその高度なブレー

ド設計、最新版のナセル、強化された制御システムやその他エネルギー生産量を大幅に増加する特性か

ら注目を集めている。NREL に設置されたモデルは、Gamesa 社が将来の陸上(タービン)全需要の半分

超を見込む分野である弱風地域用に、特別に設計されている。 
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「風力エネルギーはより強く、より持続可能な米国経済を作り出すうえで重要な役割を持ち続けよう

としている」と、北米 Gamesa 社の技術副代表 Miguel Angel Gonzalez-Posada 氏は言う。「信頼でき

る、効率的で、費用対効果に優れた風力タービン技術を米国市場にもたらそうとするのと同様に、こ

の協力体制は Gamesa 社の強化されたクリーンエネルギー開発への参加を世に知らせる刺激的な冒険

的事業である。」  
 
対象の全プログラムに関するプロジェクト検査が今月開始される。この官民協力体制の主要な準備は

2013 年まで続き、2 年間の追加もありうる。  
 

 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 

 

出典：本資料は、米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の以下の記事を翻訳した

ものである。 
“NREL Thinks Big at Wind Technology Center” 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1814 
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