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緒緒緒緒    言言言言    

20世紀から持ち越した人類最大の課題のひとつが地球の温暖化現象であり、今後の対

応次第では人類の将来が危ぶまれる深刻な問題である。したがって、先進国・開発途上

国の別を問わず全世界の焦眉の急の課題となっている。また、エネルギー安全保障の観

点からも、自国に賦与されている再生可能エネルギーの最大限の活用は、効果的なエネ

ルギー政策のひとつと認識しうる。 

 格別、わが国においては 2011年 3月 11日の東日本大震災に続き、福島第一原子力発

電所の深刻な事故が発生し、その影響を受けて、安全で安心なエネルギー源として再生

可能エネルギーへの期待が高まっている。 

 再生可能エネルギーの中でも、風力発電は経済合理性に優れ、同時に短・中期的にも

導入効果が大きいところから、世界の風力発電導入量は急速に増大しており、2013 年

末で、3億 1,800万ｋW（318 GW）にも達している。一方、わが国の導入量は 2013年

末で266万ｋW (2.66GW)に止まっており、世界の導入量の１％弱、世界の18位であり、

先進各国の中でも、日本のみが世界の趨勢に逆行しているかのようである。 

((((参考資料参考資料参考資料参考資料０．１０．１０．１０．１    主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量))))    

((((参考資料参考資料参考資料参考資料０．２０．２０．２０．２    日本の風力発電導入推移）日本の風力発電導入推移）日本の風力発電導入推移）日本の風力発電導入推移）    

  

風力発電は今後の再生可能エネルギーの量的拡大の鍵を握るものであり、独立した産

業として定着させてゆくためにも長期的なエネルギー政策の中で、風力発電の導入目標

や将来展望を明確にしておくことが重要である。これらの方向性を踏まえた上で、目標

達成に向けて産業、市場、技術面などからの総合的な政策を踏まえて推進することが必

要である。 

  

今回の提言は、風力発電の抱えている課題について整理し、政策面、技術面を主体に

「風力発電システムの導入促進に関する提言」として取りまとめ、各界各層に強く訴求

するものである。 

  

第一は、「風力発電の系統連系に係る提言」であり、現在検討中である電力システム改

革に向けた検討の方向性について、風力発電の視点から提言している。  

第二は、「洋上風力発電の普及拡大に係る提言」であり、当面の対応策としては、調達

価格の早期新設、リスク評価ガイドライン等の策定や債務保証など、将来へ

の拡大策としては、洋上風力のグランドデザインの提示、専用作業船の開

発・拠点港の選定・整備などである。  

第三は、「風力発電の技術開発等に係る提言」であり、国内導入拡大のためのテーマと

しては、出力変動対策に関する調査研究、雷害対策の強化や事故統計などに

応じた研究、また風車産業の競争力強化としては、超大型風車の開発として

発電機システム、長大翼や大型軸受などの主要構成機器の開発である。 

第四は、「風力発電事業の税制に係る提言」であり、風力発電事業者のみならず、関係

する市町村や投資者など幅広い関係者に対しての税制面からの提言である。 

 

これらの提言に基づき、政府が高い目標を掲げ風力発電の導入促進を強く主導するこ

とを熱望するものである。 
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提提提提    言言言言    のののの    概概概概    要要要要    

１．１．１．１．風力発電の系統風力発電の系統風力発電の系統風力発電の系統連系に係る提言連系に係る提言連系に係る提言連系に係る提言    

（１）周波数変動を広域で調整する仕組みの構築（１）周波数変動を広域で調整する仕組みの構築（１）周波数変動を広域で調整する仕組みの構築（１）周波数変動を広域で調整する仕組みの構築    

    単一エリアのみの調整を前提とするのではなく、広域で調整が可能なよう系統

運用の仕組みを構築し連系容量の拡大を図ることが必要とされる。 

（２）系統接続ルールの見直しと処理（２）系統接続ルールの見直しと処理（２）系統接続ルールの見直しと処理（２）系統接続ルールの見直しと処理期間期間期間期間の短縮化の短縮化の短縮化の短縮化    

    接続コストや風力発電所の許認可手続き・環境アセス手続きなどと整合をはか

り、極力簡素化した系統接続ルールを策定するとともに、処理期間の短縮化を図

ることが必要である。 

（３）風力発電出力予測システムの導入（３）風力発電出力予測システムの導入（３）風力発電出力予測システムの導入（３）風力発電出力予測システムの導入とととと全国展開全国展開全国展開全国展開    

    今後の電力系統の安定運用のためには気象予測に基づく出力予測システムを導

入、全国に展開することが必要である。    

（４）風力発電用連系線の整備推進（４）風力発電用連系線の整備推進（４）風力発電用連系線の整備推進（４）風力発電用連系線の整備推進    

    現状、国の支援により好風況エリアの地域内系統線の整備が進められており、

今後とも着実に推進されることが必要である。合せて、地域間連系線の整備を推

進し、全国大での広域連系を目指すことが必要である。 

（５）他電源などによる調整力の確保（５）他電源などによる調整力の確保（５）他電源などによる調整力の確保（５）他電源などによる調整力の確保    

    今後、調整電源については、多様な発電事業者から調整力を調達することが必

要とされ、従来の水力やミドル火力だけでなく他電源やデマンドレスポンスの活

用などの可能性を含めて検討していくことが必要である。 

    

２．２．２．２．洋上風力発電の普及拡大に係る洋上風力発電の普及拡大に係る洋上風力発電の普及拡大に係る洋上風力発電の普及拡大に係る提言提言提言提言 

（１）洋上風力発電の調達価格の早期新設（１）洋上風力発電の調達価格の早期新設（１）洋上風力発電の調達価格の早期新設（１）洋上風力発電の調達価格の早期新設    

    民間の事業計画も動き出していることもあり、今後の導入拡大に繋がるよう調

達価格を早期に新設することが必要である。 

（２）洋上風力発電の事業環境の整備（２）洋上風力発電の事業環境の整備（２）洋上風力発電の事業環境の整備（２）洋上風力発電の事業環境の整備    

    現状の実証事業などを通して洋上風力発電の事業化に際しての課題やリスクへ

の対応の方向性などを示すガイドライン等の整備が望まれる。 

    又、事業資金の調達などにおいて、過度な信用力を問われることがないよう国

や関係機関の指導、支援が望まれる。 

（３）洋上風力発電の導入拡大に向けてのグランドデザインの提示（３）洋上風力発電の導入拡大に向けてのグランドデザインの提示（３）洋上風力発電の導入拡大に向けてのグランドデザインの提示（３）洋上風力発電の導入拡大に向けてのグランドデザインの提示    

             海域選定や各種インフラ整備などの対応方向を含めて、業者者が計画的に投資

できるような将来に向けた洋上風力発電としてのグランドデザインを示すこと

が必要である。 

（４）日本型の洋上風力発電専用作業船の開発（４）日本型の洋上風力発電専用作業船の開発（４）日本型の洋上風力発電専用作業船の開発（４）日本型の洋上風力発電専用作業船の開発とととと支援支援支援支援    

    我が国の自然条件に適合する洋上風力発電専用の作業船の仕様、構造などの基

準を明確にするとともに、日本型の洋上風力発電専用作業船の開発や建造への支

援を行うことが必要である。 

（５）拠点港の選定、整備（５）拠点港の選定、整備（５）拠点港の選定、整備（５）拠点港の選定、整備    

    拠点港の選定や大型洋上風車などの組立のための港湾整備を推進することが必

要である。 
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（６）作業員、保守要員の育成（６）作業員、保守要員の育成（６）作業員、保守要員の育成（６）作業員、保守要員の育成    

    海洋安全のトレーニングを含めた専門教育の在り方について、既存の教育機関

との連携によって構築するなど、作業員や保守要員の育成が必要である。 

 

３．風力発電の技術開発３．風力発電の技術開発３．風力発電の技術開発３．風力発電の技術開発等等等等に係る提言に係る提言に係る提言に係る提言 

（１）出力変動に対する研究開発（１）出力変動に対する研究開発（１）出力変動に対する研究開発（１）出力変動に対する研究開発    

        (a) (a) (a) (a) 欧州実績の調査欧州実績の調査欧州実績の調査欧州実績の調査    

IEAの研究会に参加するなど欧州における出力変動実績の体系的な調査を強

化することが必要である。 

(b) (b) (b) (b) 風力発電の集合化による出力平準化効果の実証研究風力発電の集合化による出力平準化効果の実証研究風力発電の集合化による出力平準化効果の実証研究風力発電の集合化による出力平準化効果の実証研究    

        日本の風力発電所の発電データを体系的に収集、集合化による平準化効果を

定量的に評価し、電力系統の適切な運用を構築する。 

(c) (c) (c) (c) 風力発電の出力予測の高度化に関する技術開発風力発電の出力予測の高度化に関する技術開発風力発電の出力予測の高度化に関する技術開発風力発電の出力予測の高度化に関する技術開発    

気象予測に基づく風力発電の出力予測の高度化の技術開発を実施し、実用化

のためのシステム整備を進め、全国規模の出力予測システムを構築する。    

（２）運転保守などに関する技術開発（２）運転保守などに関する技術開発（２）運転保守などに関する技術開発（２）運転保守などに関する技術開発    

(a) (a) (a) (a) 雷害対策の強化雷害対策の強化雷害対策の強化雷害対策の強化    

雷被害に関する原因の検証などを踏まえ、避雷設備の構造や材料更には落雷 

    検知システムなどについて検討、開発を強化することが必要である。 

(b) (b) (b) (b) コンディションモニタリングシステムの開発推進コンディションモニタリングシステムの開発推進コンディションモニタリングシステムの開発推進コンディションモニタリングシステムの開発推進    

現状、NEDOにて風車の稼働状態のモニタリングなどによって、部品やコン

ポーネントの疲労や寿命を予測し、風車の事故や故障を未然に防ぐ技術開発が

進行中であるが、今後とも着実に推進していくことが必要である。 

(c) (c) (c) (c) 事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築    

故障・事故情報を組織的に収集、分析を行い、公開する仕組みの構築が必要

である。 

（３）（３）（３）（３）風車産業の競争力強化風車産業の競争力強化風車産業の競争力強化風車産業の競争力強化に向けた大型風車のに向けた大型風車のに向けた大型風車のに向けた大型風車の技術開発技術開発技術開発技術開発    

(a) (a) (a) (a) 発電機ドライブ方式の調査研究発電機ドライブ方式の調査研究発電機ドライブ方式の調査研究発電機ドライブ方式の調査研究    

大型風車の今後の開発動向を見極めるために、世界の最先端の大型風車（例： 

10MW級風車）の開発状況や生産設備等周辺インフラも含めて最新の動向につ

いて調査を行うことが必要である。 

(b(b(b(b))))    風車用発電機システムの研究開発風車用発電機システムの研究開発風車用発電機システムの研究開発風車用発電機システムの研究開発    

今後の風車の超大型化のニーズに応じた、新しい方式の風車用発電機の技術

開発と実用化を行う。我が国の強みを生かした中高速もしくはダイレクトドラ

イブに適合する永久磁石式同期発電機（PMSG）システムも将来候補の一つと考

えられる。 

((((cccc) ) ) ) 長大ブレードや生産技術の開発長大ブレードや生産技術の開発長大ブレードや生産技術の開発長大ブレードや生産技術の開発    

大型化のニーズを踏まえ、材料、構造、強度面からの検討を行い、更なる経

済性の向上を目指した技術開発について強化、推進する。又、将来の量産化に

向けてコスト低減を目指した自動化を含む量産技術の開発が必要である。 

((((dddd) ) ) ) 大型軸受の研究開発大型軸受の研究開発大型軸受の研究開発大型軸受の研究開発    

風車の大型化に対応した大型軸受や生産技術の開発又、大型軸受に対する 

故障検知や寿命予測などの遠隔診断システムの開発が必要である。 
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４．風力発電４．風力発電４．風力発電４．風力発電事業事業事業事業の税制に係る提言の税制に係る提言の税制に係る提言の税制に係る提言    

風力発電事業者のみならず、関係する市町村や投資者など幅広い関係者に対して

次に示す通り税制面からの対策が必要である。    

（１）グリーン投資減税について（１）グリーン投資減税について（１）グリーン投資減税について（１）グリーン投資減税について    

    税額控除の各種条件についての更なる緩和。 

（２）（２）（２）（２）    固定資産税について固定資産税について固定資産税について固定資産税について    

固定資産税の減免措置が講じられた場合には、減免した固定資産税の減収額が 

   地方公共団体に補填されるような制度の導入。 

（３）（３）（３）（３）    法人事業税納付額の取扱いについて法人事業税納付額の取扱いについて法人事業税納付額の取扱いについて法人事業税納付額の取扱いについて    

風力発電所立地促進および事業推進の視点から、法人事業税の納付額の取扱い

について、税収を立地市町村に振り分けるなどインセンティブとなる税制の導入。 

（４）（４）（４）（４）    出資金の控除について出資金の控除について出資金の控除について出資金の控除について    

            風力発電事業への出資の活発化を促すため、出資者のインセンティブとなるよ

う投資税額控除の措置。    

（５）（５）（５）（５）    緑の贈与制度緑の贈与制度緑の贈与制度緑の贈与制度    

祖父母等が子・孫へ再生可能エネルギー利用設備等（再エネ証券等を含む）を

贈与する場合、贈与税を免除する制度の創設。    

（６）（６）（６）（６）    地球温顔化対策税による再生可能エネルギー導入拡大地球温顔化対策税による再生可能エネルギー導入拡大地球温顔化対策税による再生可能エネルギー導入拡大地球温顔化対策税による再生可能エネルギー導入拡大    

CO2 の排出抑制に着実に貢献する風力発電など再生可能エネルギーの導入拡

大を支援する対策の財源として、同税を最大限に活用する。 
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提提提提    言言言言    のののの    内内内内    容容容容    

１．風力発電の系統連系に係る提言１．風力発電の系統連系に係る提言１．風力発電の系統連系に係る提言１．風力発電の系統連系に係る提言    

風力発電は再生可能エネルギーのなかでもコストが安価な電源であるが、我が国の風

力発電の導入量および導入率とも、系統連系上の制約も相まってヨーロッパ諸国に大き

く遅れを取っている。 

（参考資料０．１（参考資料０．１（参考資料０．１（参考資料０．１    世界における風力発電の導入量）世界における風力発電の導入量）世界における風力発電の導入量）世界における風力発電の導入量）    

（参考資料（参考資料（参考資料（参考資料１．１１．１１．１１．１    世界における風力発電の導入率）世界における風力発電の導入率）世界における風力発電の導入率）世界における風力発電の導入率） 

従来、我が国では、各エリアの電力会社が周波数や電圧の維持義務を課せられていた

こともあり、調整量の少ないエリアでは風力の導入には一定の枠が設定され、実績を踏

まえながら徐々に枠の拡大が図られてきた。しかしながら、東日本大震災とそれに続く

原発事故以降、電源供給の安定化などのために再生可能エネルギーの導入拡大が以前に

も増して重要となってきている。また、現在進められている電力システム改革において

は、広域的運営推進機関を設置し、従来の電力会社のエリアを越えた広域的な系統運用

の方法が検討されているところである。 

風力発電にとって変動電源の系統問題の解決なくしては、導入拡大を実現することは

不可能である。現状、広域的運営推進機関が整備すべき事項などについて検討が進めら

れているが、特に広域的な系統運用方法の見直しにより風力発電の最大限の導入拡大を

目指すことが、再生可能エネルギーの量的拡大につながるものである。 

（参考資料１．２（参考資料１．２（参考資料１．２（参考資料１．２    日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標）日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標）日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標）日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標） 

ここでは、以上の観点を踏まえて風力発電の導入拡大の視点から系統連系に係る対策

として、「比較的早急な効果が見込まれるもの」および「実現には比較的長時間を要する

もの」に分けて提言するものである。 

    

１．１１．１１．１１．１    比較的早急な効果が見込まれるもの比較的早急な効果が見込まれるもの比較的早急な効果が見込まれるもの比較的早急な効果が見込まれるもの    

（１）（１）（１）（１）    周波数変動を広域で調整する仕組みの構築周波数変動を広域で調整する仕組みの構築周波数変動を広域で調整する仕組みの構築周波数変動を広域で調整する仕組みの構築    

現状、電力会社毎に保有する調整力が異なり系統連系容量に一定の制限枠が設けられ

ている。また、広域大で運用した複数のウインドファームについては、出力平滑化効果

が期待できることなどから、風力発電の導入に際しては、単一エリアのみの調整を前提

とするのではなく、広域で調整が可能なよう系統運用の仕組みを構築し連系容量の拡大

を図ることが必要とされる。 

 

【補足】風力発電の集合化による出力平滑化効果の実証研究 

風力発電の集合化による出力平滑化効果の実証研究については、３．風力発電

の技術開発等に係る提言を参照のこと。 

    

（２）（２）（２）（２）    系統接続ルールの見直しと処理期間の短縮化系統接続ルールの見直しと処理期間の短縮化系統接続ルールの見直しと処理期間の短縮化系統接続ルールの見直しと処理期間の短縮化 

今後設立が予定されている広域的運営推進機関において、電力会社との協議を踏まえ

て、接続コストや風力発電所の許認可手続き・環境アセス手続き・事業者の投資判断の

タイミング等と整合を図りながら、極力簡素化した系統接続ルールを策定、手続き等の

簡素化を行うとともに処理期間の短縮化を図ることが必要である。 同時に、連系を確

保したまま事業化しない空押さえの排除についてもルール化し、再生可能エネルギー発
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電事業者による効率的で公平な系統利用を促進することが必要である。 

    

（３）（３）（３）（３）    風力発電出力予測システムの導入風力発電出力予測システムの導入風力発電出力予測システムの導入風力発電出力予測システムの導入とととと全国展開全国展開全国展開全国展開 

風力発電の発電出力は気象現象に大きく影響を受けるため、電力系統の安定運用に影

響を与える可能性がある。このため、気象データに基づく風況予測を踏まえた風力発電

の出力予測システムを構築することにより、信頼性が高く、より経済的な電力の需給調

整が必要とされるところである。 

欧州や米国では、電力系統運用に高精度な出力予測システムを活用している実績があ

る。我が国においては一部の系統エリアでは出力予測システムが構築されている実績は

あるが、全国的な高精度の出力予測システムは整備されていないのが現状である。 

今後の風力発電を含めた変動電源の導入拡大のためには出力予測システムを導入、全

国に展開することが必要である。 

 

【補足】風力発電出力予測の高度化に関する技術開発 

風力発電出力予測の高度化に関する技術開発については、３．風力発電の技術

開発等に係る提言を参照のこと。 

    

１．２１．２１．２１．２    設備対応などが必要で、実現には比較的長期間を要する設備対応などが必要で、実現には比較的長期間を要する設備対応などが必要で、実現には比較的長期間を要する設備対応などが必要で、実現には比較的長期間を要するものものものもの    

（１）（１）（１）（１）    風力発電用連系線の整備推進風力発電用連系線の整備推進風力発電用連系線の整備推進風力発電用連系線の整備推進    

北海道北部、東北北部、九州南部などは、風力エネルギー資源の豊富な好風況エリア

であるが、系統調整能力が比較的小さく系統連系の制約の要因の一つとなっている。こ

のため、現在、国の支援により地域内系統線の整備が進められており、今後とも着実に

推進していくことが重要である。 

合せて、これら好風況エリアと系統出力変動成分が吸収可能な電力大消費地エリア（東

京、中京、関西、九州）を連系する地域間連系線の整備を推進することが必要である。

風力発電は、今後の再生可能エネルギー導入の量的拡大の鍵を握るものであり、これら

の連系線の整備による全国大での広域連系が不可欠である。 

（参考資料１．３（参考資料１．３（参考資料１．３（参考資料１．３    陸上風力発電のポテンシャル）陸上風力発電のポテンシャル）陸上風力発電のポテンシャル）陸上風力発電のポテンシャル）    

    

（２）（２）（２）（２）    他電源などによる調整力の確保他電源などによる調整力の確保他電源などによる調整力の確保他電源などによる調整力の確保 

現状、電力会社における需給調整は、主に自社の電源を用いて一体的に調整を行って

きているが、今後、電力システム改革の進展に伴いその環境が変化していく事となる。

今後、調整電源については、多様な発電事業者から調整力を調達することが必要とされ、

従来の水力やミドル火力だけではなく他電源やデマンドリスポンスの活用などの可能性

を含めて検討していく事が必要である。 

    

（ａ）（ａ）（ａ）（ａ）    調整力確保のための電源の整備調整力確保のための電源の整備調整力確保のための電源の整備調整力確保のための電源の整備    

風力発電を含めた変動電源の導入拡大のためには、従来の主体となっている調整

電源に加えて、揚水、コジェネ、ガス火力などの活用或いは新設を含めて調整可能

な電源を十分に確保、整備しておくことが必要である。 

変動電源の導入拡大が先行する欧州では、様々な方法で再生可能エネルギーの出

力変動に対処している。北海道と同程度の系統規模のアイルランドでは、風力の設

備割合が最大需要の 30%を超すが、ガス火力の占める割合が高い。また、風力の設
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備割合が最大需要の 60%を超すデンマークでは、コジェネの設備割合が高い。 

このような導入先進国の系統連系対策について調査を進め、我が国でも適用可能

で大きな効果が見込まれる方策については、計画的に活用、導入を図り、変動電源

の導入量拡大を進めることが望まれる。 

 

【補足】欧州実績の体系的な調査研究 

欧州実績の体系的なにおける調整力実績調査の提言については、３．風力

発電の技術開発等に係る提言を参照のこと。 

    

（ｂ）（ｂ）（ｂ）（ｂ）    デマンドサイドマネジメントの推進デマンドサイドマネジメントの推進デマンドサイドマネジメントの推進デマンドサイドマネジメントの推進 

デマンドサイドマネジメントを進めることで、変動電源の出力が過大となる場合

に電気料金を低減して需要増を促す他、需給逼迫時においても、需要抑制により発

電力増大と同様の効果を得るといったことにより、系統運用の柔軟性向上を図るこ

とができる。太陽光や風力などの変動電源の導入量の増大に伴い、調整用電源だけ

では変動電源の出力変動に対応できなくなることが予想される。 

今後、デマンドサイドマネジメントの推進を図るとともに需要側による変動吸収

方策についても、計画的に導入を進めていく必要がある。 

    

【注釈】デマンドレスポンスとデマンドマネジメント 

今後スマートメータの導入などにより配電高度化が図られると、時間別料金が設定できるようになる。   

その場合には、需要家自らの判断により、割高な料金が設定された高負荷時に需要抑制、割安な料金が設定

された低負荷時に、需要シフトが促されるようになる。このような電気料金に基づく需要家によるピーク対

応は、電気料金ベースのデマンドレスポンスと呼ばれている。一方系統運用者が需要家と契約を締結し、卸

電力価格が高騰又は電力需給が逼迫した際に、負荷抑制・遮断を要請し、需要家がこれを実施することで、

メリットを得られる枠組みがあり、これはインセンティブベースのデマンドレスポンスと呼ばれている。こ

うしたデマンドレスポンスと、省エネ機器導入などの需要家側の、需要低減策を合わせてデマンドサイドマ

ネジメントと呼ばれている。 
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２．洋２．洋２．洋２．洋上風力発電の普及拡大に係る提言上風力発電の普及拡大に係る提言上風力発電の普及拡大に係る提言上風力発電の普及拡大に係る提言    

洋上風力発電は欧州を中心に導入が進んでおり、2012 年までの世界の風力発電の累積

設備容量 285,761MW に対して、洋上風力発電の累積設備容量は 5,111MW（1.8%）に達し

た。これらの洋上風力発電は、英国（2,861MW）、デンマーク（833MW）といった、主に欧

州の国々に導入されたもので、他の地域では、中国（320MW）が続いている。 

一方、今後の洋上風力発電については、5年後の2017年には、導入設備容量で10,594MW、

累積設備容量で 33,619MW に達すると予測されており、2012 年の累積導入量の約 7 倍に

なると予測されている。 

（参考資料２．１（参考資料２．１（参考資料２．１（参考資料２．１    洋上風力発電の導入実績と予測）洋上風力発電の導入実績と予測）洋上風力発電の導入実績と予測）洋上風力発電の導入実績と予測）    

このように、欧州などで導入が進む洋上風力発電であるが、一方、我が国も、世界有

数の長大な海岸線を有する海洋国家であり、その特徴を生かし、洋上風力発電の導入拡

大につなげることは、再生可能エネルギーの量的拡大を図る上でも不可欠である。 

 現状、NEDOが銚子沖と北九州沖で着床式洋上風力発電の実証事業を実施中であり基

礎的なデータが得られつつある。また、民間の事業計画も徐々に動き出している状況に

ある。ここでは、以上の観点から洋上風力発電の導入拡大に向けて、当面必要とされる

対応策並びに将来に向けた導入拡大策について提言するものである。 

 

２．１２．１２．１２．１    洋上風力発電の普及拡大に向けた当面の対応策洋上風力発電の普及拡大に向けた当面の対応策洋上風力発電の普及拡大に向けた当面の対応策洋上風力発電の普及拡大に向けた当面の対応策    

２．１．１２．１．１２．１．１２．１．１    洋上風力発電の調達価格の早期新設洋上風力発電の調達価格の早期新設洋上風力発電の調達価格の早期新設洋上風力発電の調達価格の早期新設    

平成 24 年 7 月から導入された再生可能エネルギーの固定価格買取制度では、風力発

電の電気の調達価格が設定されている。しかし、この調達価格は、すでに事業化された

陸上風力発電を念頭に設定されたものである。 

一方、我が国には洋上風力発電の事業化の実績はほとんど無いが、海外における着床

式洋上風力発電の実績を参照すると、陸上風力発電と比較して、据付工事、基礎、系統

連系の費用が大きな割合をしめている。 

さらに、我が国では、洋上で風車を設置するための作業船や拠点港などのインフラが

整っていないため、海外実績と比較して、風車本体を除いた工事に係る費用が増大し、

設置コストを押し上げることが想定される。 

（参考資料２．２（参考資料２．２（参考資料２．２（参考資料２．２    海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較）海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較）海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較）海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較）    

    

現状、洋上風力の調達価格に係る研究会で国内外事例でのコスト動向を整理中である

が、民間の事業計画も動き出していることもあり、当面の導入に向けて以下の通り提言

する。 

現在実施中の国による実証事業データの精査や海外事例の調査並びに現状の我が国に

おける関連インフラの実情やリスクなどを踏まえ、洋上風力発電が事業として成立し、

今後の導入拡大に繋がるよう調達価格を早期に新設することが必要である。 

    

２．１．２２．１．２２．１．２２．１．２    洋上風力発電の事業環境の整備洋上風力発電の事業環境の整備洋上風力発電の事業環境の整備洋上風力発電の事業環境の整備    

洋上風力発電事業は、陸上と比較して事業規模が大きく、資金調達、保険、債務保証

などへの対応が難しくなる。また、洋上での据付場所の選定および環境影響の評価、風

況評価、港湾や船舶との調整や漁業関係者との協議など、陸上と異なる様々な課題を克

服していく必要がある。 
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そのため、洋上風力発電の事業性および与信リスクを評価するには、十分な事業化の

経験や専門的な知識が必須となるが、国内ではその実績や実力に乏しいため、多くの事

業者にとって適切な事業性の評価やリスクの評価をするのが難しい状況である。 

また、洋上風力発電の普及拡大のためには、信用力のある大企業だけでなく、多くの

事業者が参加できるような事業環境の整備が必要である。しかし、洋上風力発電事業は、

設置コストが高く、長期間に亘る発電事業の継続による資金回収となるため、事業主体

には過度な信用力が要求される。そのため、その多くが与信を得られず、事業を実施で

きない可能性がある。 

さらに、洋上風力発電では、長期間の安定した事業継続が必要であるが、強風、落雷、

波浪または火災などによる一時的な損害リスクが存在するため、それらのリスク回避を

保険により担保する必要がある。しかし、これらの損害リスクも、洋上での運用経験の

不足などから適正に評価できず、過度に高額な保険金が適用されてしまう可能性が高い。 

以上の観点から洋上風力発電の導入に向けた当面の事業環境整備として次の通り提言

する。 

 

（１）洋上風力発電の導入に向けたリスク評価ガイドライン等の策定（１）洋上風力発電の導入に向けたリスク評価ガイドライン等の策定（１）洋上風力発電の導入に向けたリスク評価ガイドライン等の策定（１）洋上風力発電の導入に向けたリスク評価ガイドライン等の策定    

国や関係機関が主導し、現状の実証事業などを通して洋上風力発電の事業化検討に際

して課題やリスクへの対応の方向性などを示すガイドライン等の整備が望まれる。また、

将来的には、海外における洋上風力発電事業のプロジェクト認証制度のような事業計画

に対する客観的な評価の仕組みの構築を目指す必要がある。 

 

（２）債務保証や保険に対する支援（２）債務保証や保険に対する支援（２）債務保証や保険に対する支援（２）債務保証や保険に対する支援    

国や関係機関が、上記ガイドラインなどを踏まえて厳正な審査を行い、洋上風力発電

の事業に必要な資金の債務保証をすることで、事業者が適正な金利で、過度な信用力を

問われることなく融資を受けることができるようにすることが望まれる。また、損害保

険などについても、同様に高額な保険金の適用を受けないよう指導することも重要であ

る。 

 

２．２２．２２．２２．２    洋上風力発電の将来に向けた導入拡大策洋上風力発電の将来に向けた導入拡大策洋上風力発電の将来に向けた導入拡大策洋上風力発電の将来に向けた導入拡大策    

 洋上風力発電の導入先進地である欧州では、英国やドイツなどのように国が主導し、

まとまった海域で計画的に洋上風力発電を導入しており、作業船などの設備や人材の投

入に関して計画的に投資できるよう取組んでいる。また、アジアにおいても、中国はも

とより、台湾や韓国なども、洋上風力発電の普及拡大に向けて、国の主導による計画的

な洋上風力発電の導入を進めているところである。 

（参考（参考（参考（参考資料２．３資料２．３資料２．３資料２．３    海外における洋上風力の計画的な取組み）海外における洋上風力の計画的な取組み）海外における洋上風力の計画的な取組み）海外における洋上風力の計画的な取組み）    

 一方、我が国においては、国土交通省が環境省と協力し、港湾における洋上風力発電

導入に向けてのマニュアルを発行して、導入プロセスを整理して示すことにより、港湾

地区に円滑に導入することに向けて動き出している。 

しかし、港湾以外の海域については、漁業法等に基づき沿岸近傍には漁業権漁業区域

が設けられ、その沖合は指定漁業区域となっている。これらの海域を利用するには、前

者の漁業権漁業区域では当該海域を管理する漁業協同組合と、後者の指定漁業区域では

その漁場を利用している複数の漁業関係との交渉が必要となり、民間の事業者が単独で

交渉などに取組むことは難しいものと想定される。 
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 今後、これらの利害関係者間の調整を含め、洋上風力発電に利用できる海域の選定や

作業船の開発支援、拠点港の整備などを行い、計画的な市場創出ができるかどうかが洋

上風力発電導入拡大の鍵となる。 

以上の観点から洋上風力発電の将来に向けた導入拡大策について次の通り提言する。 

 

２．２．１２．２．１２．２．１２．２．１    洋上風力発電の導入拡大に向けてのグランドデザインの洋上風力発電の導入拡大に向けてのグランドデザインの洋上風力発電の導入拡大に向けてのグランドデザインの洋上風力発電の導入拡大に向けてのグランドデザインの提示提示提示提示    

国が主導して洋上風力発電の海域選定を行うとともに、作業船の開発支援や陸上拠点

港などのインフラ整備、更には人材の育成、投入に関して、事業者が計画的に投資でき

るような将来に向けてのグランドデザインを示すことが必要である。 

なお、将来展望を踏まえての計画的な洋上風力発電の導入拡大により、各種インフラ

や発電システムに関するノウハウが蓄積され、海外を含めた投資拡大にも繋がるもので

ある。 

 

２．２．２２．２．２２．２．２２．２．２    日本型の洋上風力発電専用作業船の開発日本型の洋上風力発電専用作業船の開発日本型の洋上風力発電専用作業船の開発日本型の洋上風力発電専用作業船の開発とととと支援支援支援支援    

我が国において洋上風力発電のコストが高くなる主な要因は、①洋上風車を設置する

ための専用の作業船がない、②欧州と比較して、我が国の自然条件が厳しい（高波浪、

うねり、急峻な海底地形、地震、台風等）ことである。 

専用の作業船がない場合、海域の気象、海象条件から据付工事に制限を受けるほか、

洋上での待機時間や位置決め時間などが増大し施工効率が低下、ひいては設置コストの

増大を招くこととなる。 

一方、欧州ではオフショアの石油・ガス事業などの海洋開発を通じて、外洋における

海洋構造物の設置のための専用の作業船が準備されており、洋上風車設置への利用など

多くの実績を有している。 

（参考資料２．４（参考資料２．４（参考資料２．４（参考資料２．４    洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶）洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶）洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶）洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶）    

（参考資料２．５（参考資料２．５（参考資料２．５（参考資料２．５    専用の作業船の有無による稼働率の相違）専用の作業船の有無による稼働率の相違）専用の作業船の有無による稼働率の相違）専用の作業船の有無による稼働率の相違）    

（参考資料２．６（参考資料２．６（参考資料２．６（参考資料２．６    欧州の代表的な欧州の代表的な欧州の代表的な欧州の代表的な SEPSEPSEPSEP の外観、仕様一覧）の外観、仕様一覧）の外観、仕様一覧）の外観、仕様一覧）    

 

以上の観点から、国は、我が国の自然条件に適合する洋上風力発電専用の作業船の仕

様、構造などの基準を明確にするとともに、日本型の洋上風力発電専用作業船の開発や

建造への支援を行うことが必要である。 

 

２．２．３２．２．３２．２．３２．２．３    拠点港の選定、整備拠点港の選定、整備拠点港の選定、整備拠点港の選定、整備    

欧州では洋上風力発電所の近傍の港湾を陸上拠点として風車などの組立、部品輸送な

どを行い、設置コストの高い洋上での据付工事を最小化する取組みが行われている。 

（参考資料２．７（参考資料２．７（参考資料２．７（参考資料２．７    欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン（独））の概要）欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン（独））の概要）欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン（独））の概要）欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン（独））の概要）    

このため拠点港では、大型の洋上風車や基礎の組立が可能な強度の高い岸壁やヤード

の整備などが進んでいる。また、研究機関などの風力関連産業の集積地として多くの雇

用も創出している状況にある。 

なお、我が国において港湾を洋上風力の拠点として利用する場合は、港湾の保全や管

理ルールと洋上風力発電事業との調和が必要となる。 
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以上の観点から、国は、洋上風力発電の導入計画を踏まえて拠点港の選定や大型洋上

風車などの組立のための港湾整備を推進することが必要である。  

なお、港湾整備に関しては、関係省庁との連携をはかり風力産業の拠点形成を含めて

推進することが望まれる。 

 

２．２．４２．２．４２．２．４２．２．４    作業員、保守要員の育成作業員、保守要員の育成作業員、保守要員の育成作業員、保守要員の育成        

洋上風車に係る作業員、保守要員においては、従来の陸上風車の建設、保守に加えて、

洋上での作業の安全性確保や更には災害時等におけるサバイバル・スキルなどが必要と

される。 

イギリスの国立風力発電トレーニングセンターでは、洋上風力に特化した専門家を育

成するための種々のコースを提供している。 

（参考資料２．８（参考資料２．８（参考資料２．８（参考資料２．８    海外における洋上風力に関する教育項目の例）海外における洋上風力に関する教育項目の例）海外における洋上風力に関する教育項目の例）海外における洋上風力に関する教育項目の例）    

 

以上の観点から、我が国において、今後、洋上風力発電の導入拡大を目指すためには、

海洋安全のトレーニングを含めた専門教育の在り方について、既存の教育機関との連携

によって構築するなど、洋上風力に携わる作業員や保守要員の育成について国の主導が

望まれる。 
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３３３３．．．．風力発電の風力発電の風力発電の風力発電の技術開発等技術開発等技術開発等技術開発等に係る提言に係る提言に係る提言に係る提言    

世界では 2013年末時点で 318GW、約 28万基の発電用大型風車が運転しており、電

力需要の約 3%を供給している。広く普及したために風力発電は「既に完成された技術」

と思われ易いが、洋上風力分野や、更なるコストダウンのために技術開発の余地が残っ

ており、世界各国で活発に研究開発が進められている。 

日本も現状、約 4GW が開発中（環境アセスメント申請中）の状況であり、許認可手

続きが完了する 2016年以降は、爆発的に導入が拡大する見込みである。 

今後の日本の風力発電の安定した導入拡大と関連産業の発展を目指すためには、出力

変動の対応、気候風土に応じた改良、利用率向上に向けた運転保守技術の向上、経済性

向上のための大型風車と構成機器の開発、等の技術開発が必要である。 

固定価格買取制度は導入拡大に有効な制度であるが、国民に広く負担を求める仕組み

でもある。この制度を長期的に維持するには、風力発電のコストダウンを着実に進める

と共に、風車本体と構成機器の製造をできるだけ多く国内で実施し、日本の産業と雇用

に貢献することが望ましい。政府の日本再興戦略においても風力分野への期待は大きく、

特に、洋上風力の開発を含む風力発電の技術的課題の克服に向けて推進することが示さ

れている。 

（参考資料３．１（参考資料３．１（参考資料３．１（参考資料３．１    日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略    戦略市場創造プラン）戦略市場創造プラン）戦略市場創造プラン）戦略市場創造プラン）    

また将来、風力発電が電力供給の一翼を担うなら、その運転保守を行う技術基盤を国

内で保持することは、エネルギー安全保障の面でも大きな意味を持つ。 

先進工業国である日本には、大型風力発電関連機器の開発と量産のポテンシャルは十

分にあるので、将来の導入拡大を見据えて、適切な技術開発で海外企業との競合に打ち

勝つ産業競争力を向上させることが重要である。 

 

以上の背景を踏まえて、今後の日本の風力発電の安定した導入拡大と関連産業の発展

に向けて以下の観点から提言する。 

（１）出力変動に対応する研究開発 

（２）信頼性向上と運転保守に関する技術開発 

（３）風車産業の競争力強化に向けた大型風車の技術開発 

 

３．１３．１３．１３．１    出力変動に対応する研究開発出力変動に対応する研究開発出力変動に対応する研究開発出力変動に対応する研究開発 

 風力発電は風の強弱によって出力が増減する自然変動電源である。このため日本のほ

とんどの電力会社が、風力発電の系統連系量に上限を設定している。また、風力発電の

出力変動の対策として、ウインドファームに大容量の蓄電池の設置が求められるケース

もある。 

日本の年間電力需要量に占める風力発電電力量の比率は 2013年で僅か 0.5%に過ぎな

い。これは、デンマークの 34%、スペインの 21%、ドイツの 7.9%、EU全体で 6%とい

う風力発電の先進地域に比べると 10 分の 1 未満の比率である。一方で、日本よりも風

力発電の導入比率の高い欧州では風力発電の系統連系の制限や蓄電池の設置は一般的に

は行われていない。 

日本においても、自然変動電源の送電網への受入れに関する欧州の実績を調査して、

ウインドファームの集合化、気象予測による風力発電の出力予測、等のより安価な出力

変動対策を日本の実情に合わせながら活用していくことが、風力発電の迅速かつ経済的
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な導入拡大には有効である。 

 

（１）欧州実績の体系的な調査研究（１）欧州実績の体系的な調査研究（１）欧州実績の体系的な調査研究（１）欧州実績の体系的な調査研究  

１項の「風力発電の系統連系に係る提言」でも述べている通り、風力発電を含め 

変動電源の導入拡大のためには、従来の主体となっている調整電源に加えて、揚水、

コジェネ、ガス火力などの活用或いは新設を含めて調整可能な電源を十分に確保、整

備しておくことが必要である。 

欧州各国は自然変動電源の系統への受入方法について、IEA Wind Task25等の国 

 際研究会を組織して相互に情報交換を行い、より経済的に再生可能エネルギーを電力

系統に受け入れるノウハウを蓄積している。各国の国情に合致した系統運用方法を研

究開発し、送電網の拡充を実施することで、費用対効果の良い系統運営を実現してい

る。 

（参考資料３．２（参考資料３．２（参考資料３．２（参考資料３．２    風力発電導入率上位国の柔軟性評価チャート）風力発電導入率上位国の柔軟性評価チャート）風力発電導入率上位国の柔軟性評価チャート）風力発電導入率上位国の柔軟性評価チャート）    

   

日本も今後、安価に風力発電の導入拡大を図るためには、こうした欧州の先行事 

例の情報を組織的に調査して、日本の国情にあったアレンジを加えて実現していくこ

とが有効であり、以下の通り提言する。                       

① 海外（主に欧州）の自然変動電源に応じた送電網の運用経験に関する調査研究を

行い、海外情報の収集と国内関係先への情報提供を組織的に実行する。 

② IEA Wind Task25等の国際研究会への日本の電力運用の実務経験者や研究者の

参加を支援するとともにその成果についての情報公開を実施する。 

 

（２）日本の風力発電の集合化による出力平準化効果の実証研究（２）日本の風力発電の集合化による出力平準化効果の実証研究（２）日本の風力発電の集合化による出力平準化効果の実証研究（２）日本の風力発電の集合化による出力平準化効果の実証研究 

個々の風力発電機や単独のウインドファームでは、気象条件によって大きな出力変

動が認められる。一方、複数のウインドファームの出力を合計すると短周期および長

周期の変動が互いに相殺されて変動率が低減することが、欧州の先行事例から判明し

ている。 

日本においても、東京大学と日本風力発電協会が協力して、複数のウインドファー

ムの出力変動の統計調査が行われ、その結果に基づいて連系可能枠が再検討されるよ

うになった。 

（参考資料３．３（参考資料３．３（参考資料３．３（参考資料３．３    風力発電の集合化による出力平準化効果）風力発電の集合化による出力平準化効果）風力発電の集合化による出力平準化効果）風力発電の集合化による出力平準化効果）    

   

以上を踏まえ、国は、風力発電集合化による出力平準化の実証研究について以下の

通り推進することが必要である。                         

① 日本の風力発電所の発電データを、体系的かつ継続的に収集する。 

調査結果はデータベース化して研究者に供用する。 

② この統計データに基づいて、風力発電の集合化による平準化効果を定量的に評価 

し、電力系統の適切な運用を構築する。 

 

（３）風力発電の出力予測の高度化に関する技術開発（３）風力発電の出力予測の高度化に関する技術開発（３）風力発電の出力予測の高度化に関する技術開発（３）風力発電の出力予測の高度化に関する技術開発 

需要電力から風力発電等の自然変動電源の出力を差し引いた「残余需要電力」を

既存の火力発電等で効率的に電力供給を行うためには、気象予測による風力発電の

出力予測を活用して、電力会社等が所有する発電設備特性や、時間毎・曜日毎・季
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節毎等に様々に変化する電力需要特性との協調を十分に図ることが有効であること

が知られている。この分野は過去に日本でも研究されたことがあるが、広く実用化

されているとは言えない。 

風力発電の大量導入が進んでいるスペインでは、再エネ専用の中央給電指令所

（CECRE）から 10MWを超える全ての発電設備をモニタリング・制御するシステ

ムを構築しており、これによって得られたデータを出力予測に活用することで 24

時間先の出力予測で 3～4％の精度（風力発電設備容量比の平均絶対誤差）を実現し

ており、この技術を活用することで、系統運用技術の高度化を進めている。 

（参考資料３．４（参考資料３．４（参考資料３．４（参考資料３．４    気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例））気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例））気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例））気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例））    

また、欧米各国では激しい気象現象に伴う風力発電出力の急変（Ramp）現象が

系統運用の課題となっている。そのため、EU の SAFEWIND プロジェクトでは、

風力発電の出力急変(Ramp)予測のための気象予測技術の高度化や気象観測網を構

築することで、出力予測技術の高度化を目的とした技術開発が進められている。 

  

以上を踏まえ、風力発電の出力予測の高度化に関して以下の通り技術開発と実用

化のためのシステム整備を進めることが必要である。 

① 気象予測に基づく風力発電の出力予測の高度化の技術開発を実施し、実用化の

ためのシステム整備を進める。 

② 技術面では出力急変（Ramp）に対する予測精度の向上を図る。また、実用化に

むけて全国規模のデータ収集網（風力発電設備と気象情報の双方）を整備する。 

③ 最終的には、送電網の広域的運用機関が利用可能な全国規模の出力予測システ

ムを構築する。 

    

３．２３．２３．２３．２    信頼性向上と運転保守に関する技術開発信頼性向上と運転保守に関する技術開発信頼性向上と運転保守に関する技術開発信頼性向上と運転保守に関する技術開発 

日本で年間 100 基以上の風車が建ち始めた 2001 年から十数年が経ち、国内で運転中

の大型風車の数は 2013 年末で 1,922 基に達した。風車の台数増加と老朽化に伴い、風

車の故障や事故も生じている。2013年には複数の大きなトラブルが報道された。  

事故の主な原因は、自然要因は雷（特に冬季雷）、人為的には不適切な運転保守や修理

だと推定されている。判明したリスク要因に対しては、適切な調査研究と対策技術の開

発を行って、再発防止を図るべきである。さらに風力発電の信頼性を根本的に向上させ

るには、個々の事故の原因解明と再発防止だけでなく、風力発電所の故障の頻度や傾向

を統計的に分析して、科学的かつ組織的に対策を取ることが有効である。これらの対策

は、最初は陸上立地の風車向けで開始して、今後の状況の進展に応じて洋上風力発電に

も適用を拡大していくのが現実的だと考える。 

 

（１）雷害対策の強化（１）雷害対策の強化（１）雷害対策の強化（１）雷害対策の強化    

風力発電設備の雷被害に対しては、以前から NEDO の冬季雷研究プロジェクトと

日本型風力発電のガイドラインの適用普及により、一定の成果を上げている。しかし、

強烈な冬季雷のある日本海沿岸部の風車や、ガイドライン適用前の古い設計の風車で

は、まだ落雷による風車事故により、ブレードの破損が生じている。  

落雷による公衆被害を予防するには、ハード（技術開発）とソフト（運用）、新規

設置風車（安全基準）と既設風車（安全性向上の補助制度）の両面での対策が求めら

れる。 
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以上を踏まえ、国は、雷被害の検証や被害低減策について検討、開発を強化すると

ともに新規設置風車や既設風車への対応策も含めて以下の通り実施することが必要で

ある。 

① 雷被害に関する原因の検証、データ蓄積 

② 避雷設備の構造や材料などの検討、開発 

③ 雷雲接近の警告や風車への落雷を検知するシステムの開発、実証 

④ 冬季雷地域への新規設置風車に対する落雷対策の標準化 

⑤ 既設風車の落雷対策に対する支援 

 

（２）ＣＭＳ（（２）ＣＭＳ（（２）ＣＭＳ（（２）ＣＭＳ（Condition Monitoring SystemCondition Monitoring SystemCondition Monitoring SystemCondition Monitoring System）の開発推進）の開発推進）の開発推進）の開発推進    

        2013 年に発生した風車の事故の一部は、不適切な保守作業が原因だったと推定  

されている。今後、日本でも運転開始から 10 年以上経過した風車が増加すること、

および環境アセスメント明けの 2016 年以降の風車の大量導入を考えると、計画的な

スマートメンテナンス体制の構築を図るべきである。 

現状、NEDOにて風車の稼働状態のモニタリングなどによって、部品やコンポーネ

ントの疲労や寿命を予測し、風車の事故や故障を未然に防ぐ（CMS：Condition 

Monitoring System）技術開発が進行中であるが、今後とも着実に推進していくこと

が必要である。 

又、風力発電事業者としてもブレードや交換部品の点検、補修に係る作業基準の整

備や運転保守要員の教育の強化などが求められているところである。 

 

（３）事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築（３）事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築（３）事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築（３）事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築    

風車の導入増大に伴い、事故発生時の安全対策と再発防止を確実に行うために、風

力発電設備の事故や故障情報を組織的かつ継続的に収集、データベース化して、効率

的に原因の解明と対策の普及を図る仕組みの構築が望まれる。このデータベースは、

事故防止だけでなく、保険査定用の統計情報としても役立つものである。 

デンマークやドイツでは、風車の運転状況を網羅した年間報告書が発行されており、

風車の認証制度との相乗効果で、風力発電の安全性向上と事業リスクの低減、保険料

査定の精度向上に役立っている。 

現在の日本では、運転状況データや事故・故障データなどはそれぞれの目的に応じ

て国、関係機関・団体、事業者などがその一部を保有しており、全体的なデータとし

て集約されていない状況となっている。 

 

 以上を踏まえ、事故統計の分析、公開に関する仕組みの構築が今後必要であり、以

下の通り提言する。 

① 国内の風車の故障・事故情報を組織的に収集してデータベースを集約化する。 

② 集約化したデータベースに基づき、特徴や傾向などについて分析を行い、公開

する仕組みを構築する。 

    

３．３３．３３．３３．３    風車産業の競争力強化風車産業の競争力強化風車産業の競争力強化風車産業の競争力強化に向けた大型風車のに向けた大型風車のに向けた大型風車のに向けた大型風車の技術開発技術開発技術開発技術開発 

発電用の風車は１万点以上の構成部品を持つ大型回転電気機械であり、国内の関連メ

ーカも多く広い産業の裾野を持つ。従って、大型風車（例えば 10MW 級）および構成

部品に対し適切な技術開発を行えば、産業競争力の向上、ひいては雇用拡大に大きな効
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果が期待できる。 

（参考資料３．５（参考資料３．５（参考資料３．５（参考資料３．５    風力発電機の構成部品）風力発電機の構成部品）風力発電機の構成部品）風力発電機の構成部品） 

（参考資料３．６（参考資料３．６（参考資料３．６（参考資料３．６    風力発電機と主な日本メーカ）風力発電機と主な日本メーカ）風力発電機と主な日本メーカ）風力発電機と主な日本メーカ） 

 風車本体と主要構成機器の夫々に対して開発テーマが考えられるが、産業競争力強化

の観点からは、比較的短期間（５年以内）に実用化できる改良応用開発が望ましい。 

最近、材料分野や電気機器分野の企業がM&Aや技術提携により風力事業に新たに参

入してきており、我が国の技術力を結集させ日本の風車産業の競争力強化を推進するこ

とが必要である。 

 なお、今後の市場拡大に応じて、技術開発面だけでなく国内試験場の設置や認証機関

の育成についても産業競争力の強化に有効である。 

 また、産業効果を定量的に評価するために生産統計の収集とそれに基づく風車関連の

産業関連表を構築していくことが望ましい。 

 

（１）超大型風車の発電機ドライブ方式の調査研究（１）超大型風車の発電機ドライブ方式の調査研究（１）超大型風車の発電機ドライブ方式の調査研究（１）超大型風車の発電機ドライブ方式の調査研究    

風車が大型化すると、騒音の制約から羽根の先端速度に上限があるため、ロータの

回転数は低下する。するとトルクは増加し、増速機のギヤ比も上げざるを得なくなる

（風車の設計の 2 乗 3 乗則）。さらに増速機の一段目の歯車の面圧も高まる。こうし

た設計上の基本制約が開発の難易度を上げている。このため従来のギヤ比 1:100程度

の増速機（遊星 1段＋平行 2段）と高速誘導発電機（4極又は 6極）を組合せたドラ

イブトレインは、6~8MW当りが限界だと推測されている。 

（参考資料３．７（参考資料３．７（参考資料３．７（参考資料３．７    大大大大型風車のパワートレインの動向）型風車のパワートレインの動向）型風車のパワートレインの動向）型風車のパワートレインの動向） 

この制約の解決策は、中高速永久磁石式同期発電機方式（ギヤ比 1:40 程度の 1 段

増速機など）、ダイレクトドライブ永久磁石式同期発電機方式(数十極規模、直径大、

重量増加、輸送据付の課題などあり)、油圧式ドライブ等、複数の方式が模索されてい

る。 

 

以上を踏まえて、超大型風車の発電機ドライブ方式の調査研究について以下の通り

提言する。 

① 大型風車の今後の開発動向を見極めるために、世界の最先端の大型風車（例：

10MW級風車）の開発状況の調査研究を実施する。 

② ナセルの大型化に伴うサプライチェーン、生産設備、輸送据付、運転保守等の

周辺インフラも含めて調査を行うことが望ましい。 

 

（２）超大型風車用発電機システムの研究開発（２）超大型風車用発電機システムの研究開発（２）超大型風車用発電機システムの研究開発（２）超大型風車用発電機システムの研究開発    

風車のパワートレインが変更されると、風車の発電機システムの仕様と構造も大き

な影響を受ける。増速機の有無や増速比の大小で、発電機の回転数が大幅に増減し、

それに応じて発電機の極数、形状（特に直径）、重量も変化する。 

現在の可変速運転の風車には、①巻線型誘導発電機（4 極または 6 極）と部分容量

の電力変換装置（インバータ/コンバータ）を組合せた方式（主流で約 80%を占める）

と、②多極同期発電機と定格容量を上回る容量の電力変換装を組合せた Full 

Converter方式（残り 20%）の２種類がある。さらに同期発電機の回転子に永久磁石

を使用して小型軽量化を図った発電機（PMSG）の採用（後者の半分の 10%）も広が

りつつある。 
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風力発電が大量導入されている欧米では、電力品質確保の要請から風車に対して無

効電力制御の要求が始まっている。この要求には Full Converter方式の方が対応し易

いため、近い将来に風車用発電機の主流が、4極巻線型誘導発電機から多極 PMSG発

電機に切り替わっていく趨勢にある。また、洋上風力向けに構造が簡便なギアレス式

の PMSG発電機を採用して信頼性向上を狙う動きもある。 

特に、日本には豊富な経験を有する発電機メーカと永久磁石メーカが複数存在する。

将来の風車用発電機システムの候補の一つとして、我が国の強みを生かした中高速も

しくはダイレクトドライブに適合する永久磁石式同期発電機（PMSG）システムの研

究開発も有効であると考えられる。 

（参考資料３．８（参考資料３．８（参考資料３．８（参考資料３．８    新方式のギアレスＰＭＳＧの開発例）新方式のギアレスＰＭＳＧの開発例）新方式のギアレスＰＭＳＧの開発例）新方式のギアレスＰＭＳＧの開発例） 

 

以上を踏まえて、風車用発電機システムの研究開発について以下の通り提言する。 

① 今後の風車の超大型化と洋上風力適用、電力品質向上（無効電力制御）等のニ

ーズに応じた、新しい方式の風車用発電機の技術開発と実用化を行う。 

② 将来の風車用発電機システムの候補の一つとして、我が国の強みを生かした中

高速もしくはダイレクトドライブに適合する永久磁石式同期発電機（PMSG）

システムの研究開発を推進する。 

③ Full Converter 方式の風車による有効、無効電力の供給機能と電力の整合化評

価なども、研究開発の対象として重要である。 

 

（３）長大ブレードの研究開発および生産技術の開発（３）長大ブレードの研究開発および生産技術の開発（３）長大ブレードの研究開発および生産技術の開発（３）長大ブレードの研究開発および生産技術の開発    

洋上風力向けの超大型風車と、ClassⅡ・Ⅲの弱風況地域向け陸用風車の両面 

 の必要性から、風車のロータ直径は急速に大型化している。 

（参考資料３．９（参考資料３．９（参考資料３．９（参考資料３．９    風車ブレードの長大化）風車ブレードの長大化）風車ブレードの長大化）風車ブレードの長大化） 

 

最近は、陸上風車で翼長 40～50m、洋上風車では翼長 60～80mにまで長大化して

いる。高性能で且つ空力荷重が小さい翼形状、軽量でたわみを抑制できる構造と材料

の適用、性能とコスト低減に有利な２枚翼構造、内陸部の輸送性を大幅に改善する分

割翼等の技術開発が求められている。 

（参考資料３．１０（参考資料３．１０（参考資料３．１０（参考資料３．１０    内陸輸送に適した分割翼の開発例）内陸輸送に適した分割翼の開発例）内陸輸送に適した分割翼の開発例）内陸輸送に適した分割翼の開発例）     

ブレードは輸送の制約から風車建設地の近辺で製造されることが多い。しかし、日

本国内の風車のブレードは、ほとんどが海外製になっている。これは風車ブレードの

製造が労働集約的であるため、人件費の高い日本で少量生産したのでは、コスト競争

に勝てないことによる。一方で、複合素材には大きさに比例して欠陥の発生が増える

寸法効果があり、長大翼では品質の管理が難しくなってきている。また産業振興の観

点でも、風車のコスト構成の約 15~20%を占めるブレードの製造を国内に誘致すれば、

地域産業と雇用に役立つ。従って、風車ブレードの製造方法の思い切った自動化の研

究開発を行い、国内にブレード量産の拠点を構築することは、風車の信頼性向上と産

業育成の両面で利点があると考えられる。 

日本には炭素繊維を含む複合材料の素材メーカとアセンブリメーカ、また自動生産

機器のメーカが多数ある。日本の知見を統合すれば、世界最先端の高性能・軽量ブレ

ードを開発して、それを高品質で大量かつ安価に自動生産することは十分に達成可能

な目標だと考える。 
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以上を踏まえて、今後の風車の大型化に応じた長大翼の技術開発について以下の 

通り提言する。                              

① 今後の風車の大型化のニーズを踏まえ、材料、構造、強度などからの検討を行

い、更なる経済性の向上を目指した技術開発について強化、推進する。 

② 又、将来の量産化に向けてコスト低減を目指した自動化を含む量産技術の開発

に関する支援を行う。 

 

（４）大型軸受の研究開発（４）大型軸受の研究開発（４）大型軸受の研究開発（４）大型軸受の研究開発    

最近、風車の大型化に伴って、主軸受やブレード旋回輪軸受の直径が急速に大型化 

し、従来の自動車や建設機械用のサプライチェーンの範疇を越え始めており、こうし

た大口径軸受の研究開発が求められている。 

また風車を２０年間安定して運転を続けるには、軸受を含む駆動部分の信頼性の確

保、故障の検知・予防が重要になる。大型軸受は日本の産業界が強い競争力を持つ分

野であり、センシング関係を得意とするメーカも多い。こうした研究開発力を総合し

て、信頼性の高い大型軸受とその量産技術および遠隔診断システムを開発することは

意義が高いと考える。 

  現在、風車の主軸用の大口径軸受では、日本の軸受メーカの世界シェアが高く、強 

い市場競争力を持っている。 

しかし更に風車の大型化が進んで軸受口径の増大が続くと、熱処理炉等に新規の設 

備投資をしないとシェアを失う可能性が生じてくる。そこで軸受メーカに対し風車向

けの設備投資を奨励して産業競争力を維持拡大することが望まれる。 

 

  以上を踏まえて、大型軸受の研究開発について以下の通り提言する。        

① 風車の大型化に対応した大型軸受や生産技術の開発についての支援が望まれる。     

② 合わせて、大型軸受に対する故障検知や寿命予測などの遠隔診断システムの開

発に関する支援を行う。 
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４４４４．風力発電．風力発電．風力発電．風力発電事業事業事業事業のののの税制に係る提言税制に係る提言税制に係る提言税制に係る提言    

風力発電事業を実施するためには、事業の主体である風力発電事業者のみならず、発

電設備の供給・保守などを担うメーカや立地促進をささえる市町村など、幅広い関係者

の取組みや協力が不可欠である。したがって、風力発電事業を実施或いは誘致すること

によりこれらの関係者のメリット拡大につながるようなインセンティブを醸成していく

ことが望まれる。 

さらに、固定価格買取制度の導入により初期投資に対する国の補助金制度が廃止され

たことから、風力発電事業者にとって資金調達が重要な課題となっており、風力発電事

業への投資の活性化を促すことも必要である。 

こうした背景を踏まえ、風力事業者の経営基盤強化、風力発電所の立地促進、風力発

電事業に対する投資拡大に資する税制面での優遇策として、次のとおり提言する。 

 

４．１４．１４．１４．１    グリーン投資減税についてグリーン投資減税についてグリーン投資減税についてグリーン投資減税について 

現状のグリーン投資減税（平成２５年度税制改正）における風力発電設備について、

以下の通り提言する。 

（参考資料４．１（参考資料４．１（参考資料４．１（参考資料４．１    グリーン投資減税）グリーン投資減税）グリーン投資減税）グリーン投資減税）    

    

① 設備規模として「設備認定を受けた 1万ｋＷ以上」となっているが、これを以前 

の基準である「設備認定を受けた 500Ｗ以上」とする。 

② 税額控除の対象は中小企業者に限定されているが、これをすべての企業を対象と 

する。 

③ 税額控除は取得価額の７％相当となっているが、これを 15％相当に増額する。 

 

４．２４．２４．２４．２    固定資産固定資産固定資産固定資産税について税について税について税について    

平成２６年度税制改正において、「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例

措置の延長」として、適用期間が２年間（平成２７年度末まで）延長されることとなっ

たが、更なる風力発電事業の導入拡大を図る観点から以下の通り提言する。 

（参考資料４．２（参考資料４．２（参考資料４．２（参考資料４．２    再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長）再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長）再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長）再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長）    

（参考資料４．３（参考資料４．３（参考資料４．３（参考資料４．３    地方交付税に係る固定資産税の概要）地方交付税に係る固定資産税の概要）地方交付税に係る固定資産税の概要）地方交付税に係る固定資産税の概要） 

 

① 風力設備に係る固定資産税の更なる減免。 

② 固定資産税の減免措置が講じられた場合には、減免した固定資産税の減収額が地

方公共団体に補填されるような制度を導入する。 

③ 固定資産税の減免措置が講じられない場合は、固定資産税収額の 75%相当が地方

公共団体（市町村）に交付される地方交付税より減額されていることについて、

基準財政収入額の算定方法において、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資

産税収額を除外（不算入）とする。 

    

４．３４．３４．３４．３    法人事業税納付額の取扱いについて法人事業税納付額の取扱いについて法人事業税納付額の取扱いについて法人事業税納付額の取扱いについて    

風力発電所の建設や、風力発電事業の経営にあたっては、特に市町村の協力や、市町

村との調整に依るところが大きい。そうした実態を踏まえ風力発電所立地促進および事

業推進の視点から、法人事業税の納付額の取扱いについて、税収を立地市町村に振り分
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けるなどインセンティブとなる税制とすることを提言する。 

（参考資料４．４（参考資料４．４（参考資料４．４（参考資料４．４    法人事業税の概要）法人事業税の概要）法人事業税の概要）法人事業税の概要） 

 

４．４４．４４．４４．４    出資金の控除について出資金の控除について出資金の控除について出資金の控除について    

固定価格買取制度の導入により風力発電設備の建設に対する補助金制度が廃止された

ため、初期投資を賄うための資金調達の重要性がより大きくなっている。風力発電事業

への出資の活発化を促すため、出資者のインセンティブとなるよう、風力発電事業に対

する投資額につき、投資税額控除の措置を提言する。 

（参考資料４．５（参考資料４．５（参考資料４．５（参考資料４．５    諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度）諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度）諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度）諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度） 

 

４．５４．５４．５４．５    緑の贈与制度（贈与税の免除制度）緑の贈与制度（贈与税の免除制度）緑の贈与制度（贈与税の免除制度）緑の贈与制度（贈与税の免除制度）    

今後、再エネ事業、特に風力発電事業には多額でかつ長期に亘る資金が必要となり、

資金供給の多様化を図ることが必要である。また、資金供給の裾野を広げることは、こ

れまで関与の少なかった層に再エネ事業への理解を促進する機会ともなり、社会受容性

の向上にも資する。そこで、祖父母等が子・孫へ再生可能エネルギー利用設備等（再エ

ネ証券等を含む）を贈与する場合、贈与税を免除する制度を提言する。 

（参考資料４．６（参考資料４．６（参考資料４．６（参考資料４．６    緑の贈与）緑の贈与）緑の贈与）緑の贈与）    

 

４．６４．６４．６４．６    地球温暖化対策税による再生可能エネルギー導入拡大地球温暖化対策税による再生可能エネルギー導入拡大地球温暖化対策税による再生可能エネルギー導入拡大地球温暖化対策税による再生可能エネルギー導入拡大    

平成 26 年 4 月に税率の引き上げが予定されている「地球温暖化対策税」の趣旨に則

り、CO2の排出抑制に着実に貢献する風力発電など再生可能エネルギーの導入拡大を支

援する対策の財源として、同税を最大限に活用するよう提言する。 
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参参参参    考考考考    資資資資    料料料料            

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    頁頁頁頁    

参考資料参考資料参考資料参考資料０．１０．１０．１０．１        主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量                                                                                ２２２２２２２２    

参考資料０．２参考資料０．２参考資料０．２参考資料０．２        日本の風力発電導入推移日本の風力発電導入推移日本の風力発電導入推移日本の風力発電導入推移                                                                                ２２２２２２２２    

    

参考資料１．１参考資料１．１参考資料１．１参考資料１．１        世界における風力発電の導入率世界における風力発電の導入率世界における風力発電の導入率世界における風力発電の導入率                                                                    ２３２３２３２３    

参考資料１．２参考資料１．２参考資料１．２参考資料１．２        日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標                                ２３２３２３２３    

参考資料１．３参考資料１．３参考資料１．３参考資料１．３        陸上風力発電のポテンシャル陸上風力発電のポテンシャル陸上風力発電のポテンシャル陸上風力発電のポテンシャル                                                                        ２４２４２４２４    

    

参考資料２．１参考資料２．１参考資料２．１参考資料２．１        洋上風力発電の導入実績と予想洋上風力発電の導入実績と予想洋上風力発電の導入実績と予想洋上風力発電の導入実績と予想                                                                    ２５２５２５２５    

参考資料２．２参考資料２．２参考資料２．２参考資料２．２        海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較                                                    ２５２５２５２５    

参考資料２．３参考資料２．３参考資料２．３参考資料２．３        海外海外海外海外におけるにおけるにおけるにおける洋上風力の洋上風力の洋上風力の洋上風力の計画的な取組計画的な取組計画的な取組計画的な取組みみみみ                                                    ２６２６２６２６    

参考資料２．４参考資料２．４参考資料２．４参考資料２．４        洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶                        ２７２７２７２７    

参考資料２．５参考資料２．５参考資料２．５参考資料２．５        専用の作業船の有無による稼働率の相違専用の作業船の有無による稼働率の相違専用の作業船の有無による稼働率の相違専用の作業船の有無による稼働率の相違                                                    ２７２７２７２７    

参考資料２．６参考資料２．６参考資料２．６参考資料２．６        欧州の代表的な欧州の代表的な欧州の代表的な欧州の代表的な SEPSEPSEPSEP の外観、仕様一覧の外観、仕様一覧の外観、仕様一覧の外観、仕様一覧                                                        ２８２８２８２８    

参考資料２．７参考資料２．７参考資料２．７参考資料２．７        欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン((((独独独独))))）の概要）の概要）の概要）の概要                                ２９２９２９２９    

参考資料２．８参考資料２．８参考資料２．８参考資料２．８        海外における洋上風力に関する教育項目海外における洋上風力に関する教育項目海外における洋上風力に関する教育項目海外における洋上風力に関する教育項目の例の例の例の例                                            ３０３０３０３０    

    

参考資料３．１参考資料３．１参考資料３．１参考資料３．１        日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略    戦略市場創造プラン戦略市場創造プラン戦略市場創造プラン戦略市場創造プラン                                                            ３１３１３１３１    

参考資料３．２参考資料３．２参考資料３．２参考資料３．２        風力発電風力発電風力発電風力発電のののの導入率上位導入率上位導入率上位導入率上位３ヶ３ヶ３ヶ３ヶ国の柔軟性評価チャート国の柔軟性評価チャート国の柔軟性評価チャート国の柔軟性評価チャート                                ３２３２３２３２    

参考資料３．３参考資料３．３参考資料３．３参考資料３．３        風力発電の集合化による出力平準化効果風力発電の集合化による出力平準化効果風力発電の集合化による出力平準化効果風力発電の集合化による出力平準化効果                                                    ３２３２３２３２    

参考資料３．４参考資料３．４参考資料３．４参考資料３．４        気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例）気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例）気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例）気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例）        ３４３４３４３４    

参考資料３．５参考資料３．５参考資料３．５参考資料３．５        風力発電機の構成部品風力発電機の構成部品風力発電機の構成部品風力発電機の構成部品                                                                                    ３４３４３４３４    

参考資料３．６参考資料３．６参考資料３．６参考資料３．６        風力発電機と主な日本メーカ風力発電機と主な日本メーカ風力発電機と主な日本メーカ風力発電機と主な日本メーカ                                                                        ３５３５３５３５    

参考資料３．７参考資料３．７参考資料３．７参考資料３．７        大型風車のパワートレインの動向大型風車のパワートレインの動向大型風車のパワートレインの動向大型風車のパワートレインの動向                                                                ３５３５３５３５    

参考資料３．８参考資料３．８参考資料３．８参考資料３．８        新方式のギアレスＰＭＳＧの開発例新方式のギアレスＰＭＳＧの開発例新方式のギアレスＰＭＳＧの開発例新方式のギアレスＰＭＳＧの開発例                                                            ３６３６３６３６    

参考資料３．９参考資料３．９参考資料３．９参考資料３．９        風車ブレードの長大化風車ブレードの長大化風車ブレードの長大化風車ブレードの長大化                                                                                    ３６３６３６３６    

参考資料３．１０参考資料３．１０参考資料３．１０参考資料３．１０    内陸輸送に適した分割翼の開発例内陸輸送に適した分割翼の開発例内陸輸送に適した分割翼の開発例内陸輸送に適した分割翼の開発例                                                                ３７３７３７３７        

    

参考資料４．１参考資料４．１参考資料４．１参考資料４．１        グリーン投資減税グリーン投資減税グリーン投資減税グリーン投資減税                                                                                            ３８３８３８３８    

参考資料４．２参考資料４．２参考資料４．２参考資料４．２        再生可能エネルギー発電再生可能エネルギー発電再生可能エネルギー発電再生可能エネルギー発電装置に係る課税標準の特例措置の延長装置に係る課税標準の特例措置の延長装置に係る課税標準の特例措置の延長装置に係る課税標準の特例措置の延長            ３９３９３９３９    

参考資料４．３参考資料４．３参考資料４．３参考資料４．３        地方交付税に係る固定資産税の概要地方交付税に係る固定資産税の概要地方交付税に係る固定資産税の概要地方交付税に係る固定資産税の概要                                                            ３９３９３９３９    

参考資料４．４参考資料４．４参考資料４．４参考資料４．４        法人事業税の概要法人事業税の概要法人事業税の概要法人事業税の概要                                                                                            ４０４０４０４０    

参考資料４．５参考資料４．５参考資料４．５参考資料４．５        諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度                                ４０４０４０４０                

参考資料４．６参考資料４．６参考資料４．６参考資料４．６        緑の贈与緑の贈与緑の贈与緑の贈与                                                                                                            ４１４１４１４１    
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参考資料０．１参考資料０．１参考資料０．１参考資料０．１    主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量主要国の風力発電導入量    

（Global Wind Energy Council 2013） 

参考資料０．２参考資料０．２参考資料０．２参考資料０．２    日本の風力発電導入推移日本の風力発電導入推移日本の風力発電導入推移日本の風力発電導入推移    

（日本風力発電協会、2013 年末の風力発電導入量）    

318,137MW 

(2013年末) 

318,137MW 

(2013年末) 
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世界における風力発電の導入世界における風力発電の導入世界における風力発電の導入世界における風力発電の導入率（率（率（率（2012201220122012年）年）年）年）

参考資料１．参考資料１．参考資料１．参考資料１．１１１１    世界における風力発電の導入率世界における風力発電の導入率世界における風力発電の導入率世界における風力発電の導入率 

（発電電力量に占める風力発電の導入割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１．参考資料１．参考資料１．参考資料１．２２２２    日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標日本風力発電協会による風力発電の中長期導入目標    

 

 

318,137MW 

（2013年末） 

風力発電導入率 （％） 

出展 ： IEA  Electricity  Information  2013 
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参考資料１．３参考資料１．３参考資料１．３参考資料１．３    陸上風力発電のポテンシャル陸上風力発電のポテンシャル陸上風力発電のポテンシャル陸上風力発電のポテンシャル    
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参考資料２．１参考資料２．１参考資料２．１参考資料２．１    洋上風力発電の導入実績と予測洋上風力発電の導入実績と予測洋上風力発電の導入実績と予測洋上風力発電の導入実績と予測    

単年度単年度単年度単年度
導入量導入量導入量導入量

単年度単年度単年度単年度
導入量導入量導入量導入量

2012年2012年2012年2012年 2017年2017年2017年2017年
単年度単年度単年度単年度 1,131 － 10,594 －
累積累積累積累積 － 5,111 － 33,619

英国英国英国英国 756 2,861 3,200 10,611
デンマークデンマークデンマークデンマーク 0 833 300 1,833
オランダオランダオランダオランダ 0 247 200 1,103
ドイツドイツドイツドイツ 80 278 1,800 7,478
ベルギーベルギーベルギーベルギー 185 380 400 1,272
スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン 0 163 320 768

中国中国中国中国 110 320 2,100 6,670
その他その他その他その他 0 29 2,274 3,884

単年度単年度単年度単年度 44,951 － 57,685 －
（洋上の比率）（洋上の比率）（洋上の比率）（洋上の比率） 2.5% － 18.4% －

累積累積累積累積 － 285,761 － 527,381
（洋上の比率）（洋上の比率）（洋上の比率）（洋上の比率） － 1.8% － 6.4%

単年度単年度単年度単年度 87 － 400 －
累積累積累積累積 － 2,673 － 3,723

Source: BTM Consult - World Market Update 2012

世世世世
界界界界

日日日日
本本本本

導入実績導入実績導入実績導入実績 導入予測導入予測導入予測導入予測

2012年2012年2012年2012年
までの累積までの累積までの累積までの累積

導入量導入量導入量導入量

2017年2017年2017年2017年
までの累積までの累積までの累積までの累積

導入量導入量導入量導入量

風力発電導入量風力発電導入量風力発電導入量風力発電導入量

 

    

参考資料２．２参考資料２．２参考資料２．２参考資料２．２    海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較海外の陸上－洋上風力発電のコスト比較

項目 陸上風力(*1) 洋上風力(*2)
管理（Project) 3% 6%
風車本体(Turbine) 68% 68%
基礎(Foundation) 9% 31%
系統連系(Electrical) 14% 23%
据付工事(Installation) 6% 37%

100% 166% ←陸上風力を「100」とした時の
　　洋上風力の比率の事例。

*1. Duwind(2001)/Final Reportより、　*2. BVG associates/Offshore Windより
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【【【【台湾における洋上風力の取組み台湾における洋上風力の取組み台湾における洋上風力の取組み台湾における洋上風力の取組み】】】】    

経済部能源局（台湾のエネルギー政策・計画を策定する機関）の資料より 

 

風力発電開発政策風力発電開発政策風力発電開発政策風力発電開発政策    （（（（Wind Power Development PolicyWind Power Development PolicyWind Power Development PolicyWind Power Development Policy    ）））） 

１．目標（１．目標（１．目標（１．目標（GoalGoalGoalGoal）））） 

    ・陸上風車：・陸上風車：・陸上風車：・陸上風車：450450450450 基（基（基（基（2020202020202020 年末まで）・・陸上は、人口密度の集中のため、年末まで）・・陸上は、人口密度の集中のため、年末まで）・・陸上は、人口密度の集中のため、年末まで）・・陸上は、人口密度の集中のため、450450450450 基基基基    

（（（（1.2GW1.2GW1.2GW1.2GW））））が限界。が限界。が限界。が限界。 

    ・洋上風車：・洋上風車：・洋上風車：・洋上風車：600600600600 基（基（基（基（2032032032030000 年末まで）年末まで）年末まで）年末まで） 

２．戦略（２．戦略（２．戦略（２．戦略（StrategyStrategyStrategyStrategy）））） 

    ・陸上風車：経済性の良いウィンドファームから始めて、その後、潜在的なウィンド・陸上風車：経済性の良いウィンドファームから始めて、その後、潜在的なウィンド・陸上風車：経済性の良いウィンドファームから始めて、その後、潜在的なウィンド・陸上風車：経済性の良いウィンドファームから始めて、その後、潜在的なウィンド    

ファームに移行。ファームに移行。ファームに移行。ファームに移行。 

    ・洋上風車：技術的な実証から始めて、その後、帯状に開発を促進。・洋上風車：技術的な実証から始めて、その後、帯状に開発を促進。・洋上風車：技術的な実証から始めて、その後、帯状に開発を促進。・洋上風車：技術的な実証から始めて、その後、帯状に開発を促進。     

                            浅い海域から始めて、深い海へと拡張。浅い海域から始めて、深い海へと拡張。浅い海域から始めて、深い海へと拡張。浅い海域から始めて、深い海へと拡張。 

３．促進戦略（３．促進戦略（３．促進戦略（３．促進戦略（Promotion StrategiesPromotion StrategiesPromotion StrategiesPromotion Strategies）））） 

    ●固定買取価格（●固定買取価格（●固定買取価格（●固定買取価格（FeedFeedFeedFeed----in Tariffin Tariffin Tariffin Tariff（（（（FIT)FIT)FIT)FIT)）））） 

    ・陸上風力：・陸上風力：・陸上風力：・陸上風力：2.62582.62582.62582.6258 台湾ドル台湾ドル台湾ドル台湾ドル////ｋｋｋｋWhWhWhWh（（（（8.748.748.748.74 円円円円////ｋｋｋｋWhWhWhWh、、、、2013201320132013 年）・・＠年）・・＠年）・・＠年）・・＠3.333.333.333.33 円円円円////台湾ドル台湾ドル台湾ドル台湾ドル 

    ・洋上風力：・洋上風力：・洋上風力：・洋上風力：5.56265.56265.56265.5626 台台台台湾ドル湾ドル湾ドル湾ドル////ｋｋｋｋWhWhWhWh（（（（18.518.518.518.5 円円円円////ｋｋｋｋWhWhWhWh、、、、2013201320132013 年）・・＠年）・・＠年）・・＠年）・・＠3.333.333.333.33 円円円円////台湾ドル台湾ドル台湾ドル台湾ドル 

    ●洋上風力実証奨励プログラム●洋上風力実証奨励プログラム●洋上風力実証奨励プログラム●洋上風力実証奨励プログラム    （（（（Offshore Demonstration Incentive Program(DIP))Offshore Demonstration Incentive Program(DIP))Offshore Demonstration Incentive Program(DIP))Offshore Demonstration Incentive Program(DIP)) 

    ・・・・2012201220122012 年年年年 7777 月に公式発表。機器と開発プロセスの両方に補助金支給。月に公式発表。機器と開発プロセスの両方に補助金支給。月に公式発表。機器と開発プロセスの両方に補助金支給。月に公式発表。機器と開発プロセスの両方に補助金支給。 

    ●帯状の開発●帯状の開発●帯状の開発●帯状の開発    （（（（Zonal DevelopmentZonal DevelopmentZonal DevelopmentZonal Development）））） 

    ・例えば、英国ラウンド３のような洋上ウィンドファームのための工業地（・例えば、英国ラウンド３のような洋上ウィンドファームのための工業地（・例えば、英国ラウンド３のような洋上ウィンドファームのための工業地（・例えば、英国ラウンド３のような洋上ウィンドファームのための工業地（Industrial Industrial Industrial Industrial     

ZoneZoneZoneZone）））） 

・コスト削減のための商業的な規模（・コスト削減のための商業的な規模（・コスト削減のための商業的な規模（・コスト削減のための商業的な規模（Commercial ScaleCommercial ScaleCommercial ScaleCommercial Scale）））） 

参考資料２．３参考資料２．３参考資料２．３参考資料２．３    海外海外海外海外ににににおける洋上風力の計画的な取組みおける洋上風力の計画的な取組みおける洋上風力の計画的な取組みおける洋上風力の計画的な取組み    

    

 【欧州における洋上風力の取組み】【欧州における洋上風力の取組み】【欧州における洋上風力の取組み】【欧州における洋上風力の取組み】          

 
    

  

 国名国名国名国名    洋上開発海域の選定など洋上開発海域の選定など洋上開発海域の選定など洋上開発海域の選定など    制度制度制度制度    
洋上風力洋上風力洋上風力洋上風力    

導入目標導入目標導入目標導入目標    
  

 ドイツドイツドイツドイツ    
ドイツ政府が１２海里以上の排他的経済水域におドイツ政府が１２海里以上の排他的経済水域におドイツ政府が１２海里以上の排他的経済水域におドイツ政府が１２海里以上の排他的経済水域にお

ける優先的開発地域を決定。ける優先的開発地域を決定。ける優先的開発地域を決定。ける優先的開発地域を決定。    
ＦＩＴＦＩＴＦＩＴＦＩＴ    

11110GW0GW0GW0GW    

(2020(2020(2020(2020 年年年年))))    
  

 英国英国英国英国    

英国の土地と海域を管理する政府機関（英国の土地と海域を管理する政府機関（英国の土地と海域を管理する政府機関（英国の土地と海域を管理する政府機関（Crown Crown Crown Crown 

EstateEstateEstateEstate）が洋上風力発電事業者向けに入札を行い、）が洋上風力発電事業者向けに入札を行い、）が洋上風力発電事業者向けに入札を行い、）が洋上風力発電事業者向けに入札を行い、

事業者と用地のリース契約を締結している。事業者と用地のリース契約を締結している。事業者と用地のリース契約を締結している。事業者と用地のリース契約を締結している。    

割当義務割当義務割当義務割当義務    
25GW25GW25GW25GW    

(2020(2020(2020(2020 年年年年))))    
  

 デンマークデンマークデンマークデンマーク    

デンマーク政府が洋上風力発電の優先的開発地をデンマーク政府が洋上風力発電の優先的開発地をデンマーク政府が洋上風力発電の優先的開発地をデンマーク政府が洋上風力発電の優先的開発地を

決定。決定。決定。決定。    

開発事業者を入札で決定し、買取価格も優先的開開発事業者を入札で決定し、買取価格も優先的開開発事業者を入札で決定し、買取価格も優先的開開発事業者を入札で決定し、買取価格も優先的開

発に応じて決定。発に応じて決定。発に応じて決定。発に応じて決定。    

入札制度入札制度入札制度入札制度    
4.6GW4.6GW4.6GW4.6GW    

(2025(2025(2025(2025 年年年年))))    
  

 
    

  

   出展：洋上風力の調達価格に係る研究会報告書 H26.1.7 参考資料より抜粋   
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参考資料２．４参考資料２．４参考資料２．４参考資料２．４    洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶洋上風車の設置・メンテナンスに必要とされる各種船舶    

・地質調査船 ・はしけ ・ROV搭載船 ・アクセス船
・気象・解消観測船 ・重量物運搬船 ・潜水作業支援船 ・保守管理作業船

・クレーン船 ・監視・警戒船 ・沖合居住施設・母船
・タグボート ・アンカーハンドリング船
・アクセス船 ・ケーブル敷設船
・風車設置船

出典：　「A Guide to an Offshore Wind Farm」　（英国 The Crown Estate）
　　　　　「我が国における洋上風車設置船・作業船の在り方について　基礎検討調査報告書」（一般財団法人　日本船舶技術研究協会）

風車＆変電所設置風車＆変電所設置風車＆変電所設置風車＆変電所設置 運転＆メンテナンス運転＆メンテナンス運転＆メンテナンス運転＆メンテナンス

SURVEYSURVEYSURVEYSURVEY
事前調査事前調査事前調査事前調査

FOUNDATIONFOUNDATIONFOUNDATIONFOUNDATION TURBINE＆SUBSTATIONTURBINE＆SUBSTATIONTURBINE＆SUBSTATIONTURBINE＆SUBSTATION O　＆　MO　＆　MO　＆　MO　＆　M
基礎工事基礎工事基礎工事基礎工事

●洋上風力発電の事業には、事前調査、基礎工事、風車・変電所の設置、運転およびメンテナンスの各段階があ

り、それぞれの段階で数多くの種類の作業船が必要となる。これらは、各事業段階において、適宜、活用できるよう

に作業船群（フリート）として整備しておくべきものである。

    

    

参考資料２．５参考資料２．５参考資料２．５参考資料２．５    専用の作業船の有無による稼働率の相違専用の作業船の有無による稼働率の相違専用の作業船の有無による稼働率の相違専用の作業船の有無による稼働率の相違    

●例えば、太平洋沖（鹿島海域）において、稼働率（=据付工事できる確率）は、以下の通り。

海面に浮かぶFC船（フローティング・クレーン）は、波の影響を受けやすく、太平洋沖では

わずか5%しか稼動できない。

一方、SEP船（自己昇降式作業台船）は、海底に着座する脚を有するため、

着底後は波の影響を受けないで、搭載したクレーンを使用できるので、同じ海域で85%の

稼働が可能となる。

よって、工期を短縮し、コストを低減するためには、SEP船などの専用工事船舶が必須。

・FC船（フローティング・クレーン） ： ５％

・SEP船（自己昇降式作業台船） ： ８５％

太平洋沖太平洋沖太平洋沖太平洋沖

北九州沖北九州沖北九州沖北九州沖

稼働率（％） ・・（本来の用語は、未超過率（％）で稼働率と同義）  
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参考資料２．６参考資料２．６参考資料２．６参考資料２．６    欧州の代表的な欧州の代表的な欧州の代表的な欧州の代表的な SEPSEPSEPSEP の外観、仕様一覧の外観、仕様一覧の外観、仕様一覧の外観、仕様一覧 

●欧州の代表的なSEPの外観と仕様一覧を以下に示す。

これらの欧州のSEPの傾向として、次の２つがある。

・洋上風車の大型化に伴い、SEPの船体サイズおよびクレーン能力の大型化

・コスト削減のための作業効率化のため、居住区の設置および自力航行能力の付与
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参考資料２．７参考資料２．７参考資料２．７参考資料２．７    欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン（独））の概要欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン（独））の概要欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン（独））の概要欧州の拠点港（ブレーマーハーフェン（独））の概要    

ブレーマーハーフェンブレーマーハーフェンブレーマーハーフェンブレーマーハーフェン

風力発電事業の拠点港： ブレーマーハーヘェン（独）

・ドイツ北部の、北海に面した人口11万人の港町。

・世界第6位のコンテナ取扱量、欧州第4位の貨物取扱量、欧州第2位の

自動車輸出入台数。

・風車メーカーのREPower社（独）をはじめ、海外を含む300以上の部品メーカー、

研究機関等が集積し、3000人分の雇用創出

・REPower社： 6MWを100基/年の生産能力、従業員400人

・世界最大級の風洞試験設備、ブレード試験設備、ナセル研究室、

作業員のための安全訓練センター

・主要な港湾設備：

・・ターミナル岸壁（長さ400m）及びヤード（17ha)： 洋上風力の積出しに使用

・・耐荷重50ton/m2に補強した岸壁： 工場から直接、鋼製基礎やナセルを搬出

ブレーマーハーフェン南側全景

鋼製基礎（トライポッド）集積地

ブレーマーハーフェン北側全景
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参考資料２．８参考資料２．８参考資料２．８参考資料２．８    海外における洋上風力に関する教育項目の例海外における洋上風力に関する教育項目の例海外における洋上風力に関する教育項目の例海外における洋上風力に関する教育項目の例 

●例えば、英国では、RenewableUK（英国の風力エネルギー協会）により認定された、専門家の養成組

織がある。その中で、「offshore marine academy」という組織は、洋上の再生可能エネルギー分野にお

ける専門家を養成する様々な訓練コースを提供している。

●同アカデミーにおける洋上風力発電に関する訓練コースは、18コース（計39日）が紹介されている。

その中のひとつ、「Wind Turbine Technician Entry Programme」（風車技能者の入門プログラム）に

は、次の内容があり、全5日間のコースである。

１．Working at Height and Rescue（高所作業と救難） ２日間の別コースを修了していること。

２．Confined Space Training（限られた空間での訓練） 限られた空間内の危険性と作業の理解。

３．Electrical Safety Awareness（電気安全の認識） 低電圧での基本的な電気作業の理解。

４．Introduction to Offshore Renewable Energy（洋上再生可能エネルギーの紹介）

上記には以下の内容が含まれる。

（１）Operational and technical requriements （運用および技能的な要求事項）

・The components of a wind farm （風力発電サイトの構成要素）

・Typical cable laying vessels （標準的なケーブル敷設船）

・Techniques and trenching equipment commonly used （標準的に使用される技能と器材）

・Engineering challenges to be addressed （取掛かるべき技術的な試み）

・Types of cable （ケーブルのタイプ）

・Jointing and terminations （接続と端末処理）

（２）Working Offshore （洋上での作業）

・Responbilities adn roles offshore （洋上での責任と役割）

・Reporting lines and procedures （報告ラインと手順）

・Routines and practises （日常の仕事と実践）

・PPE and working safely （PPEと安全な作業）

・Health and Safety offshore （洋上の健康と安全）

・Crew tansfer procedures （乗員の移動手順）

・Emergency actions and responses （非常時の行動と反応）

（３）Safe Working Operations （安全な作業運用）

・Wind Turbine work at heights with rescue- Renewable UK （風車の高所からの救出）

・Electrical safety Awreness （電気安全の認識）

・Confined spaeces training （限られた空間での訓練）
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参考資料３．１参考資料３．１参考資料３．１参考資料３．１    「日本再興戦略「日本再興戦略「日本再興戦略「日本再興戦略    戦略市場創造プラン」より抜粋戦略市場創造プラン」より抜粋戦略市場創造プラン」より抜粋戦略市場創造プラン」より抜粋    

（平成２５年６月１４日（平成２５年６月１４日（平成２５年６月１４日（平成２５年６月１４日    閣議決定）閣議決定）閣議決定）閣議決定）    
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参考資料３．２参考資料３．２参考資料３．２参考資料３．２    風力発電の導入率上位３ケ国の柔軟性評価チャート風力発電の導入率上位３ケ国の柔軟性評価チャート風力発電の導入率上位３ケ国の柔軟性評価チャート風力発電の導入率上位３ケ国の柔軟性評価チャート    

 

 

    

    

    

参考資料３．３参考資料３．３参考資料３．３参考資料３．３    風力発電の集合化による出力平準化効果風力発電の集合化による出力平準化効果風力発電の集合化による出力平準化効果風力発電の集合化による出力平準化効果    
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時刻時刻時刻時刻

2005200520052005年年年年12121212月月月月1111日の風力発電機出力日の風力発電機出力日の風力発電機出力日の風力発電機出力

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

C-1

C-2

Aグループ

Bグループ

Cグループ

管内合計

風力発電の発電電力－１

� ウインドファーム単独では、ウインドファーム単独では、ウインドファーム単独では、ウインドファーム単独では、20202020分間に分間に分間に分間に100%100%100%100%変動する場合もあるが、変動する場合もあるが、変動する場合もあるが、変動する場合もあるが、
多数のウインドファーム出力を合計すると、短周期変動率および多数のウインドファーム出力を合計すると、短周期変動率および多数のウインドファーム出力を合計すると、短周期変動率および多数のウインドファーム出力を合計すると、短周期変動率および
長周期変動率は長周期変動率は長周期変動率は長周期変動率は、低減、低減、低減、低減される。される。される。される。（多数になるほど、また広域に分散配置されるほど）（多数になるほど、また広域に分散配置されるほど）（多数になるほど、また広域に分散配置されるほど）（多数になるほど、また広域に分散配置されるほど）

7777

 

１２ウインドファーム１２ウインドファーム１２ウインドファーム１２ウインドファーム
個別出力（細線）個別出力（細線）個別出力（細線）個別出力（細線）
グループ出力（中太）グループ出力（中太）グループ出力（中太）グループ出力（中太）
合計出力（赤太線）合計出力（赤太線）合計出力（赤太線）合計出力（赤太線）

＊：出典＊：出典＊：出典＊：出典 2007200720072007年度年度年度年度JWPAJWPAJWPAJWPA系統部会系統部会系統部会系統部会（会員事業者のＷＦ実績データから算出）（会員事業者のＷＦ実績データから算出）（会員事業者のＷＦ実績データから算出）（会員事業者のＷＦ実績データから算出）

時間軸：１２時間時間軸：１２時間時間軸：１２時間時間軸：１２時間
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風力発電の発電電力（2011年5月、9月、2012年1月）

� 50Hz50Hz50Hz50Hz地区の電力会社管内別発電電力と合計発電電力地区の電力会社管内別発電電力と合計発電電力地区の電力会社管内別発電電力と合計発電電力地区の電力会社管内別発電電力と合計発電電力
– 電力管内別では、80%を超える場合もあるが、平滑化効果は大きい。

13131313

平滑化平滑化平滑化平滑化

「「「「2012201220122012年度共同研究」年度共同研究」年度共同研究」年度共同研究」
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参考資料３．４参考資料３．４参考資料３．４参考資料３．４    気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例）気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例）気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例）気象予測による風力発電の出力予測の実用化（スペインの事例）    

    

    

参考資料３．５参考資料３．５参考資料３．５参考資料３．５ 風力発電機の構成部品風力発電機の構成部品風力発電機の構成部品風力発電機の構成部品 
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参考資料３．６参考資料３．６参考資料３．６参考資料３．６ 風力発電装置と主な日本メーカ風力発電装置と主な日本メーカ風力発電装置と主な日本メーカ風力発電装置と主な日本メーカ 

 

 

 

参考資料３．７参考資料３．７参考資料３．７参考資料３．７ 大型風車の大型風車の大型風車の大型風車のパワートレインの動向（パワートレインの動向（パワートレインの動向（パワートレインの動向（EWEA2013EWEA2013EWEA2013EWEA2013 資料より）資料より）資料より）資料より） 
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参考資料３．８参考資料３．８参考資料３．８参考資料３．８ 新方式のギアレス新方式のギアレス新方式のギアレス新方式のギアレス PMSGPMSGPMSGPMSG の開発例の開発例の開発例の開発例    

（出典：（出典：（出典：（出典：Sway TurbineSway TurbineSway TurbineSway Turbine のののの 12MW12MW12MW12MW 風車）風車）風車）風車）    

 

 

 

 

 

参考資料３．９参考資料３．９参考資料３．９参考資料３．９ 風車ブレードの長大化風車ブレードの長大化風車ブレードの長大化風車ブレードの長大化 

 

 

 

 

    



37 
 

参考資料３．１０参考資料３．１０参考資料３．１０参考資料３．１０ 内陸輸送に適した分割翼の開発例（出典：スペイン内陸輸送に適した分割翼の開発例（出典：スペイン内陸輸送に適した分割翼の開発例（出典：スペイン内陸輸送に適した分割翼の開発例（出典：スペイン GamesaGamesaGamesaGamesa 社）社）社）社） 
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参考資料４．１参考資料４．１参考資料４．１参考資料４．１    グリーン投資減税グリーン投資減税グリーン投資減税グリーン投資減税    

（平成２５年度税制改正版（平成２５年度税制改正版（平成２５年度税制改正版（平成２５年度税制改正版    資源エネルギー庁ホームページによる）資源エネルギー庁ホームページによる）資源エネルギー庁ホームページによる）資源エネルギー庁ホームページによる）    
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参考資料４．参考資料４．参考資料４．参考資料４．２２２２    再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長    

（平成２６年度税制改正版（平成２６年度税制改正版（平成２６年度税制改正版（平成２６年度税制改正版    資源エネルギー庁ホームページによる）資源エネルギー庁ホームページによる）資源エネルギー庁ホームページによる）資源エネルギー庁ホームページによる）    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

参考資料４．３参考資料４．３参考資料４．３参考資料４．３    地方交付税に係る固定資産税の概要地方交付税に係る固定資産税の概要地方交付税に係る固定資産税の概要地方交付税に係る固定資産税の概要    

税制の内容税制の内容税制の内容税制の内容    （固定資産税）（固定資産税）（固定資産税）（固定資産税）    

固定資産（土地、家屋、償却資産）の所有者に課せられる市町村税で、固定資産（土地、家屋、償却資産）の所有者に課せられる市町村税で、固定資産（土地、家屋、償却資産）の所有者に課せられる市町村税で、固定資産（土地、家屋、償却資産）の所有者に課せられる市町村税で、

風力事業の場合は主に償却資産（風車等設備）が課税対象となっている。風力事業の場合は主に償却資産（風車等設備）が課税対象となっている。風力事業の場合は主に償却資産（風車等設備）が課税対象となっている。風力事業の場合は主に償却資産（風車等設備）が課税対象となっている。    

【【【【BBBB 市町村の例】市町村の例】市町村の例】市町村の例】    

課税対象資産課税対象資産課税対象資産課税対象資産    課税のベース課税のベース課税のベース課税のベース    税率税率税率税率    

土地、家屋、償却資産土地、家屋、償却資産土地、家屋、償却資産土地、家屋、償却資産    固定資産税の評価額固定資産税の評価額固定資産税の評価額固定資産税の評価額    １．４％１．４％１．４％１．４％    
    

税額のイメージ税額のイメージ税額のイメージ税額のイメージ    【固定資産【固定資産【固定資産【固定資産税】税】税】税】    

［出力］［出力］［出力］［出力］20,000kW20,000kW20,000kW20,000kW［建設単価］［建設単価］［建設単価］［建設単価］300300300300千円千円千円千円/kW/kW/kW/kW［建設費］［建設費］［建設費］［建設費］6,0006,0006,0006,000百万円百万円百万円百万円    

［耐用年数］［耐用年数］［耐用年数］［耐用年数］17171717 年［残価率］年［残価率］年［残価率］年［残価率］10%10%10%10%［税率］［税率］［税率］［税率］1.4%1.4%1.4%1.4%    

（税額）約（税額）約（税額）約（税額）約 70,00070,00070,00070,000～～～～8,0008,0008,0008,000 千円千円千円千円////年年年年        約約約約 520520520520百万円百万円百万円百万円/17/17/17/17年間年間年間年間    

    

【地方交付税】【地方交付税】【地方交付税】【地方交付税】    

    地方交付税額地方交付税額地方交付税額地方交付税額    ＝＝＝＝    基準財政需要額基準財政需要額基準財政需要額基準財政需要額    －－－－    基準財政収入額基準財政収入額基準財政収入額基準財政収入額    

    

    基準財政収入額基準財政収入額基準財政収入額基準財政収入額    ＝＝＝＝    標準的な税収入額標準的な税収入額標準的な税収入額標準的な税収入額    ＋＋＋＋    特例交付金の一定割合特例交付金の一定割合特例交付金の一定割合特例交付金の一定割合    

＋＋＋＋    地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税    

    

    標準的な税収入額標準的な税収入額標準的な税収入額標準的な税収入額    ＝＝＝＝    法定法定法定法定普通税普通税普通税普通税収等見込額収等見込額収等見込額収等見込額    ××××    75757575％（基準税率）％（基準税率）％（基準税率）％（基準税率）    

    

    普通税普通税普通税普通税；；；；固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税、市町村民税、市町村たばこ税、市町村民税、市町村たばこ税、市町村民税、市町村たばこ税、市町村民税、市町村たばこ税    等等等等    
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参考資料参考資料参考資料参考資料４．４４．４４．４４．４    法人事業税の概要法人事業税の概要法人事業税の概要法人事業税の概要    

 

税制の内容 （法人事業税） 

法人が事業実施に際し享受している行政サービス（公道や港湾など公共

施設の利用）について、その経費の一部を収入等に応じて負担するため

の都道府県税。 

 

【A都道府県の例】 

法人の種類 課税のベース 税率 

電気・ガス供給業、生命・ 損害

保険業を行うもの 

収入金額 ０．７％ 

 
 

税額のイメージ ［出力］20,000kW［年間設備利用率］20%［売電単価］22円/kWh 

（収入） 

20,000 kW×24h/日×365日×20%×22円/kWh＝770,880千円 

（税額） 

 770,880千円×0.7%＝5,396.2千円 

    

    

参考資料４．５参考資料４．５参考資料４．５参考資料４．５    諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度諸外国における再生可能エネルギーの税制優遇制度    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

１．各国における主な再生可能エネルギーに対する税制優遇制度

制度種別 制度概要 採用国（例）

1 Investment tax incentives 再生可能エネルギー関連事業に対する投資額の一部につき、所得控除または税額控除 米国

2 Production tax incentives 再生可能エネルギーによる発電量（kWhあたり）に応じて、所得控除または税額控除 米国

3 Property tax reductions 再生可能エネルギーによる発電設備に対する固定資産税を減免 米国、イタリア、ノルウェー

4 Value-added tax (VAT) reductions 再生可能エネルギー発電事業者に対する付加価値税を減免 イタリア

5 Excise (sales) tax reductions 再生可能エネルギーの関連機器を購入する際の物品（消費）税を減免 米国

6 Import duty reductions 再生可能エネルギーによる発電設備建設に関わる資材を輸入する際の輸入税を減免 ‐

7 Accelerated depreciation 再生可能エネルギーによる発電設備に対する加速度減価償却 米国

２．米国における税制優遇制度

制度種別 制度概要

1 Production Tax Credit (PTC)

・対象は風力、地熱、バイオマスなど
・操業開始後、10年間にわたり約￠2/kWhを税額控除（風力）

・2012年末までに完工が条件（風力）

2 Investment Tax Credit (ITC)

・対象は太陽光、太陽熱など
・Eligible Costの30%を税額控除
・2016年末までに完工が条件（太陽光）

3 Grant in lieu of PTC and ITC

・2009年に施行されたアメリカ復興・再投資法（ARRA of 2009）により、上記PTCまたは
ITCの代わりに、ITC/Grant（Eligible Costの30%相当の補助金）の選択が可能
・2011年内の着工が条件

4
Modified Accelerated Cost Recovery

System (MACRS)
・操業開始後5年間で約95％を加速度減価償却
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参考資料４．６参考資料４．６参考資料４．６参考資料４．６    緑の贈与緑の贈与緑の贈与緑の贈与    
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エネルギー産業会議エネルギー産業会議エネルギー産業会議エネルギー産業会議    審議委員審議委員審議委員審議委員    名簿名簿名簿名簿    

自 平成２４年７月 １日 

任期 

至 平成２６年６月３０日 

氏 名 会 社 名 等 役 職 

庭野 征夫 株式会社東芝 社 友 

牛山  泉 足利工業大学 学 長 

出川 定男 株式会社ＩＨＩ 代表取締役副社長     

後藤 弘樹 出光大分地熱株式会社 地熱事業統括マネジャー 

檜山 浩國 株式会社荏原製作所 
理事 技術・研究開発・知的財産 

統括部長 

川越 祐司  株式会社ＮＴＴファシリティーズ 
取締役               

エネルギー事業本部長 

中嶋 規之 大阪ガス株式会社 取締役 

塚田 高明 鹿島建設株式会社 常務執行役員環境本部長 

三浦 良隆 関西電力株式会社 研究開発室長 

後藤  清 株式会社関電工 取締役常務執行役員 

佐々木 有三 九州電力株式会社 上席執行役員 

櫻井 繁樹 京都大学 学際融合教育研究推進センター 教 授 

石垣 和男 株式会社熊谷組 専務取締役 

古市 正敏 公営電気事業経営者会議 専務理事 

柴田 耕一朗 株式会社神戸製鋼所 執行役員 

佐野 正治 国際石油開発帝石株式会社 取締役 専務執行役員 

田和 政行 西部ガス株式会社 常務執行役員 

小島 信一 佐藤工業株式会社 執行役員           

和田 弘道 四国電力株式会社 常務取締役 
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氏 名 会 社 名 等 役 職 

細川 政弘 清水建設株式会社 執行役員 

西堀  仁 シャープ株式会社 東京支社次長 兼 渉外部長 

小倉  滋 JFE スチール株式会社 専務執行役員 

西島 弘也 JX 日鉱日石エネルギー株式会社 
取締役 常務執行役員       

新エネルギーシステム事業本部長 

牛根 克弘 JX 日鉱日石探開株式会社 代表取締役社長 

加藤 元彦 一般財団法人石炭エネルギーセンター 専務理事・事務局長 

高橋 秀明 石油資源開発株式会社 環境・新技術事業本部 副本部長 

菊谷 秀吉 全国市長会 北海道伊達市長 

吉岡 珍正 全国町村会 経済農林委員長 

喜多 敏彦 双日株式会社 常務執行役員 

亀田 繁明 ソーラーフロンティア株式会社 代表取締役社長 

弘埜 剛 大成建設株式会社 執行役員 環境本部長 

髙橋 紀行 株式会社竹中工務店 常務執行役員 

中村  慎 株式会社竹中工務店 

環境エンジニアリング本部        

スマートコミュニティ推進 

グループ長 

茅  陽一 
公益財団法人  

地球環境産業技術研究機構 
理事長  

中田 晴弥 地熱技術開発株式会社 代表取締役社長 

瀬古 一郎 中央開発株式会社 代表取締役社長 

平野 正樹 中国電力株式会社 常務取締役 

島田 邦明 帝石削井工業株式会社 代表取締役社長 

日野  稔 電源開発株式会社 取締役副社長 

穴吹 隆之 一般社団法人電力土木技術協会 副会長兼専務理事 
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氏 名 会 社 名 等 役 職 

浜田  滋 東京ガス株式会社 技術戦略部長 

黒川 浩助 東京工業大学 特任教授 

石谷  久 東京大学 名誉教授 

芋生 憲司 東京大学 教 授 

山口  博 東京電力株式会社 取締役 

五十嵐 安治 株式会社東芝 
執行役専務              

電力システム社社長 

住吉 幸博 東芝燃料電池システム株式会社 代表取締役社長 

前原 雅幸 東電設計株式会社 常務取締役 

本川 正明 東邦ガス株式会社 
代表取締役 副社長執行役員        

技術開発本部長 

田中 雅順 東北電力株式会社 常務取締役 

正木 浩太郎 飛島建設株式会社 取締役執行役員副社長 

原田  淳 トヨタ自動車株式会社 東京技術部 部長 

野口 義文 日鉄鉱業株式会社 常務取締役 

豊田 正和 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 理事長 

田中 一幸 一般財団法人日本環境衛生センター 課 長 

小野 信市 株式会社日本製鋼所 執行役員 研究開発本部長 

國尾 武光 日本電気株式会社 執行役員常務 

入澤  博 株式会社ニュージェック 執行役員  

金澤 真一 株式会社安藤・間 代表取締役副社長 

野村 淳二 パナソニック株式会社 
顧問 エナジーソリューション 

事業推進担当役員 

高木  学 株式会社日立製作所 
電力システム社 

電機システム事業部長 

小橋  亙 日立造船株式会社    取締役 
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氏 名 会 社 名 等 役 職 

江口 直也 富士電機株式会社 執行役員 技術開発本部長 

堀  祐一 北陸電力株式会社 取締役副社長 

酒井  修 北海道電力株式会社 取締役副社長 

横田  浩 前田建設工業株式会社 常任技術顧問 

蓮尾 充彦 三井金属鉱業株式会社 代表取締役 専務取締役 

土井 宣男 三井造船株式会社 取締役 技術開発本部長 

八島 英彦 三菱化学株式会社 
執行役員 経営戦略部門  

RD 戦略室長 

児玉 敏雄 三菱重工業株式会社 技術統括本部副本部長 

中谷 義昭 三菱電機株式会社 常務執行役  

近藤 比呂志 三菱マテリアル株式会社 常務執行役員 

柴田 芳彰 三菱マテリアルテクノ株式会社 
資源・環境・エネルギー事業部  

事業部長 

川島 源太郎 株式会社明電舎 取締役兼専務執行役員 

関  和市 逢甲大学 教 授 

清水 一雄 矢崎エナジーシステム株式会社 常務執行役員 

祓川  清 
株式会社ユーラスエナジー 

ホールディングス 
常務取締役 

７７名 
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平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    風力委員会風力委員会風力委員会風力委員会    委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿    

  氏 名 会 社 名 等 役 職 

委員長 牛山 泉 足利工業大学  学 長 

副委員長 長井 浩 日本大学 生産工学部 環境安全工学科 准教授 

委員 石山 卓弘 (一社)日本電機工業会 新エネルギー部 技術課 課長 

委員 今枝 良隆 
イー･アンド･イー  

ソリューションズ(株) 
環境事業部 取締役環境事業部長 

委員 上田 悦紀 三菱重工業(株) 

エネルギー・環境ドメイン  

営業戦略総括部 風車戦略グループ  

部長代理 

委員 大久保 隆太 エコ・パワー(株) 事業開発部 副部長 

委員 大関 桂 日本風力開発(株) 企画本部 経営企画室 次長 

委員 笠 博義 (株)安藤・間 技術本部 環境開発部 担当部長 

委員 加藤 裕司 
(株)日立製作所  

電力システム社 

日立事業所 自然エネルギー発電システム部

担当部長 

委員 角矢 敏尚 関西電力(株) 
研究開発室 技術調査グループ 

マネージャー 

委員 小島 武彦 富士電機(株) 

発電・社会インフラ事業本部  

社会システム事業部 電力流通システム部 

応用技術課 課長 

委員 小柳 智章 中部電力(株) 
流通本部 工務部 発変電グループ 

スタッフ課長 

委員 齋藤 薫 (株)日本製鋼所 鉄鋼事業部 風力営業部 担当課長 

委員 柴田 和正 みずほ情報総研(株) 
環境エネルギー第２部 エネルギーチーム 

シニアマネジャー 

委員 高畠 哲 
(株)ユーラスエナジー 

ホールディングス 
国内事業第一部 部長 

委員 土谷 学 鹿島建設(株) 
環境本部 新エネルギーグループ 

グループ長 
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 氏 名 会 社 名 等 役 職 

委員 西 雅浩 大成建設(株) 

エンジニアリング本部  

エネルギー・インフラグループ  

シニアエンジニア 

委員 早﨑 宣之 
伊藤忠テクノ 

ソリューションズ(株) 

エネルギービジネス推進部  

新エネルギー・開発課 課長 

委員 松信 隆  
(株)日立製作所  

電力システム社 

電機システム事業部 発電機システム本部  

チーフプロジェクトマネージャー 

委員 三保谷 明 電源開発(株) 環境エネルギー事業部 部長 

委員 宮崎 安弘 (株)熊谷組 
事業創生推進室  

新エネルギー事業グループ 部長 

委員 三輪 亨 前田建設工業(株) 事業戦略室 事業企画部 部長 

委員 茂手木 直也 (株)竹中工務店 
環境エンジニアリング本部 

スマートコミュニティ推進グループ 主任 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 遠藤 昭 日本風力開発(株) 顧 問 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 久保田 百年 電源開発(株) 環境エネルギー事業部 風力事業室 課長 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 関 和市 逢甲大学 客員教授 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 中尾 徹 (一社)日本風力発電協会 情報技術局長 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 西沢 良史 足利工業大学  
工学部 創生工学科  

自然エネルギー・環境学系 助教授 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 花岡 隆夫 (一社)日本風力発電協会 事務局長 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 蓮見 知弘 みずほ情報総研(株) 
環境エネルギー第２部 エネルギーチーム 

コンサルタント 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 東野 政則 (有)ネクストエナジー 代 表 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 本庄 暢之 電源開発(株) 
環境エネルギー事業部 風力事業室 

室長代理 

３２名    



 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

風力発電システムの導入促進に関する提言 

 

平成２６年３月 

 

この提言書は、新エネルギー産業会議の審議を経て、新エネルギー財団が 

まとめたものです。 内容などのご照会につきましては、下記事務局まで 

ご連絡願います。 

 

一般財団法人 新エネルギー財団 

計画本部 

〒１７０－００１３ 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 

電話 ０３－６８１０－０３６２ 

FAX ０３－３９８２－５１０１ 

    


