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仮訳 

 

垂直軸型風力タービンの洋上利用について詳細調査(米国） 

サンディア国立研究所ニュースリリース 

2012 年 7 月 30 日 

 

ニューメキシコ州アルバカーキ — サンディア国立研究所の風力エネルギーの研究者

は、洋上風力を利用した発電に関するいくつかの課題の解決を支援するため、垂直軸型風

力タービン(vertical axis wind turbines: VAWTs)の再調査を実施している。 

 

VAWTs は、同研究所や他の組織における風

力エネルギー研究の初期の頃から存在してい

るが、VAWT の構造は洋上風力技術を変革さ

せ得るものだ。 

 

洋上風力発電の経済性は、設置・運営に関

する課題により、陸上設置タービンとは異な

るものである。VAWTs は風力エネルギーコ

ストの削減となる 3つの大きな利点を提供す

る：低重心のタービン、単純な機械構造、そ

して大型化が容易なことである。 

 

低重心であることにより浮動中の安定性が

向上し、重力による疲労荷重が減少する。 

 

さらに、VAWT の動力伝達系統は地表近く

にあるため、メンテナンスが容易となり、そ

れにかかる時間も削減される。構成部品の少

なさと低疲労荷重、そしてより簡易なメンテ

ナンスは、全てメンテナンスコストの削減に

繋がる。 

 

 

 

数十年にわたる風力エネルギー研究活動と経

験に基づいて、サンディア国立研究所のエンジ

ニアはコンセプト設計を作成し、これらのデザ

インを最新のモデリングソフトウェアで分析

し、最も実用的な VAWT タービンブレード設計

に絞り込む。最終結果は出ていないが、

Darrieus 型が今後の試験候補となった。（Josh 

Paquette氏とMatt Barone氏によるイラスト）

イメージを Ctrl+クリックして高解像度イメー

ジを表示 
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単純さの中の洗練 

 

サンディア国立研究所は、2011 年の米エネルギー省(DOE)の米国洋上風力発電の高度な

ローター技術公募の下、本研究を実施している。5 年間の実施期間で 410 万ドルの予算が

割り当られたこのプロジェクトは、2011 年 1 月に開始された。 

 

風力エネルギー技術担当のマネージャーである Dave Minister 氏は、サンディアの風力

エネルギープログラムは、低炭素発電利用の拡大に関する国家のエネルギー保障の課題に

取り組むことを目的としていると述べる。 

 

「VAWTs は、その機械的構造の単純さにおいて洗練されたものです。」とサンディア

の 2 人の主要研究者のうちの 1 人である Josh Paquetet 氏は述べ、こう続ける。「発電す

るために風の方向に合わせる制御システムが不要なため、VAWTs に使用する部品は少な

いのです。」 

 

これらの特性は、支持構造の高コスト、単純で信頼できる設計の必要性、現行の陸上設

置用の設計よりも大きな装置を求める経済規模といった、洋上風力発電の設計上の制約に

適合する。 

 

300 メートルを超える大型の洋上 VAWT ブレードは、陸上用風力タービンブレードに比

べて生産にコストがかかる。しかし、その機械装置とそれを支える基礎部分が大きくなる

ほど、つまり 10～20 メガワット(MW)規模になってくると、タービンとローター部分は洋

上風力用タービンシステム全体のコストでは大変小さな割合を占めるものとなるため、

VAWT 構造に関する他の利点が、増大したローターのコストを補って余りあるものとなる。 

 

 

課題は残る 

 

しかしながら、VAWTs が大規模な洋上風力発電に実用化されるには、まだいつくかの

課題が残っている。 

 

VAWT の曲線状のブレードは複雑なため、製造を困難なものにしている。大変長い

VAWT のブレードの生産には、革新的なエンジニアリング・ソリューションが必要である。

本プロジェクトのもう 1 人の主要研究者である Matt Barone 氏は、研究パートナーである

アイオワ州立大学と TPI Composites 社が、形状的に複雑な VAWT ブレードを前例のない

規模、そして容認できるコストで製造可能とする、新しい技術を探求する予定であると言

う。 
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VAWT のブレードはまた、動力伝達系統に対する繰り返し荷重の問題を克服する必要が

ある。風力が安定している間は定常トルクを維持する水平軸型風力タービン(horizontal 

axis wind turbines: HAWTs)とは異なり、VAWTs のそれぞれのブレードは、その位置が

風上または風下かによって、トルクとパワーの 2 種類の「パルス（振動）」を持つ。この

「トルクリップル」は、動力伝達系統の疲労の原因となる非定常な荷重となる。本プロジ

ェクトでは、ローターのコストを著しく増加させることなくこのようなトルク振動の振幅

を抑える新しいローターの設計を評価する。 

 

第一世代の VAWT の開発は数十年前に終了

しているため、最新設計には、現行の HAWT

設計に既に活かされている、数十年分の研究開

発の成果を取り入れる必要がある。VAWT 研究

の再活性化は、タービン設計作業の加速化に貢

献するモデルを考案することにある。 

 

「本研究の取り組みを裏打ちするものは、公に

利用可能な VAWTs の空力弾性設計ツールを作

成するために、既存の空気力学と構造力学コー

ドを統合・強化するようなツールの開発をする

ことです。」と Barone 氏は言う。 

 

 

エアロブレーキング（空気力学的ブレーキ）が

必要 

 

もう一つの課題は、ブレーキングである。旧

式の VAWT 設計には、空気力学的ブレーキング

システムが装着されておらず、HAWTs に使用

されているエアロブレーキングよりも維持がよ

り困難で信頼性の低い機械ブレーキングシステムにのみ依存していた。 

 

HAWTs には、タービンを損傷することなく 1～2 回転で停止する、多重冗長でフェイル

セーフ設計に基づいた、ピッチ調整可能なブレードが使用されている。Baron氏によれば、

新しい VAWT の設計には、近代の HAWTs に利用されているような二次機械式ブレーキと

共に、信頼できて費用対効果の高い頑丈な空気力学的ブレーキが必要であるという。新し

い VAWT のブレーキは、HWAT のブレーキとは異なり、信頼性とメンテナンスに関する

課題が残る能動的にピッチを調整するブレードを持たない。 

サンディアの研究チームは 1980 年代後期にテ

キサス州ブッシュランドにおける VAWTsのテス

トプラットフォーム設置を完了している。(写

真提供:Randy Montoya 氏) イメージを Ctrl+ク

リックして高解像度イメージを表示 
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VAWT テクノロジー：サンディアにおける長い歴史 

 

1970 年代、1980 年代に風力エネルギー研究がまだ始まったばかりのころ、風力発電機

として VAWTs の開発は積極的に実施されていた。見た目は奇異ではあるが、利点は多く

あった。HAWTs に比べて単純な構造であるため、より信頼されやすい傾向にあった。

VAWTs はしばらくの間持ちこたえていたが、その後風力タービンは大型化されたのであ

る。 

 

「HAWTs は、主に 1～5 メガワット規模のローターコストの利点から、陸風を利用する

主要な技術としてここ 15 年の間に浮上しました。」と Paquette 氏は言う。 

 

1980 年代は、HAWT タービンの研究がより重点的に行われ、多くの VAWT 製造業者が

ビジネスを離れ、VAWTs を風力エネルギー博物館に「等外者」として引き渡した。 

 

しかし、再び、VAWTs への追い風が吹き始めた。 

 

サンディアは、その豊かな風力エネルギー研究の歴史を発掘している。元風力エネルギ

ーのエンジニアであった研究者らは、数十年にわたるサンディアの研究を調査し、そこで

得たものを蓄積し、1990 年代におけるサンディアでの VAWT 研究の終わりに現れたキー

となる未知の要素を把握しようとしている。 

 

本プログラムの第 1 フェーズは、向こう 2 年間でコンセプト設計（概念設計）を数点作

成し、これらの設計を最新のモデリングソフトウェアで分析して最も実用的な設計に絞り

込む。このフェーズでは Paquette、Barone 両氏と同僚の研究者らが、HVAWTs および V

字形状の VAWTs を含むすべてのタイプの空力弾性ローター設計を調査するが、現在のと

ころ候補となっているローターのタイプは Darrieus 型である。 

 

フェーズ 2 においては、研究者らは 3 年の間に選択された設計を構築し、最終的には洋

上環境でタービンが耐えなくてはならない極度な条件下でのテストを実施する。 

 

ローターの設計に加え、本プロジェクトでは数種の基本設計を検討する予定である：現

在の候補としては、艀型(barge designs)、テンション・レグ・プラットフォーム型

(tension-leg platforms)注、およびスパーブイ型(spar buoys)である。 

 

                                              
訳者注

：JOGMEC 石油・天然ガス資源情報用語事典を参照

http://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl?sort=KANA&sortidx=1&target=KEYEQ&freeword=%E6%B

5%B7%E6%B4%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3

%83%BC%E3%83%A0 
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本プロジェクトのパートナーらは、多くの要素について研究を進める予定である。 

 

もう 1 者のパートナーであるメイン大学は、浮体式 VAWT プラットフォーム力学コード

およびサブスケールのプロトタイプ風力・波力水槽試験を開発する。アイオワ州立大学は、

洋上用 VAWT ブレードの製造技術およびサブスケールの風胴試験を開発する。TPI 

Composites 社は、サブスケールの概念実証型ブレードの設計とその商業化プランを作成

する。テキサス A&M 大学は、空力弾性デザインツール開発を実施する。 

 

「最終的に問題となるのは、エネルギーコストです。これらの実施項目が、効率的で経

済的に実行可能な設計へと繋がる必要があるのです。」と Paquette 氏は述べる。 

サンディア国立研究所は、DOEの国立核安全保障庁のための多種のプログラムを行う研究

所で、ロッキード･マーティン社 (Lockheed Martin company) の100%子会社であるサン

ディア社(Sandia Corporation)によって運営されている。サンディア国立研究所の主な施

設はニューメキシコ州アルバカーキとカリフォルニア州リバーモアにあり、国家安全保障、

エネルギー･環境技術、そして経済競争の分野における重要な研究開発という責務がある。 

 

サンディア国立研究所の研究活動に関する詳細情報は、 Energy, Climate, & 

Infrastructure Security のウェブサイト http://energy.sandia.gov/を参照のこと。 

 

サンディア国立研究所メディアコンタクト：Stephanie Holinka, slholin@sandia.gov,  

         (505) 284-9227  

  

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 

 

出典：本資料は、米国サンディア国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 

“Offshore use of vertical-axis wind turbines gets closer look”  

https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/vawts/ 
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