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  風力発電は世界中で も導入が進んでいる再生可能エネルギーの一つである。洋上風力発

電は陸上の適地が少なくなっている欧州で注目されており，北海沿岸各国では大型導入計画が

進められている。我が国も東日本大震災以降，電力確保が問題となり，風力発電の導入が推進さ

れている。この中で洋上風力発電は，我が国の広い海洋を利用でき，産業振興への寄与も大き

いため実用化への期待が非常に大きい。当社は国内で他社に先駆けて海外向け超大型洋上専

用風車の開発に取り組んでいる。その概要と国家プロジェクトでの初の（銚子沖）洋上実証研究

風車の運転状況を述べる。 

  

   

 
 
|1. はじめに 

風力発電は，1990 年後半からデンマークがリーダーとなって普及が進み，ドイツ，スペインがこ

れに続いて全ヨーロッパに拡大した。早くに風力発電が普及した国々では陸上での風車適地が

少なくなり，陸上より風が強く，広大な地域を利用でき，騒音や景観の問題のない洋上風力発電

の導入が次第に増えた。洋上風力発電のもう一つの効果として，地域の産業振興と雇用促進が

挙げられる。それらの効果が明らかになるに従い，北海沿岸各国で大規模な洋上風力開発計画

が次々に立ち上げられた。今後，ヨーロッパでは風力発電の半分以上が洋上風力発電になると

いわれている。一方，我が国では東日本大震災以降電力の確保が大きな問題となり，CO2 を出さ

ない自前の再生エネルギー源として風力発電の導入が本格的に進むことになった。しかしなが

ら，我が国は国土が狭いばかりでなく，世界上位に位置する人口過密国で，陸上風力発電の適

地には限りがある。このような背景から，陸上風力発電に加えて，産業振興への効果が大きく，大

規模導入が可能な洋上風力発電の開発と導入促進が始まっている。 

|2. 洋上風車への取り組み状況 

当社は 1980年に風車の開発を始め，現在までに 4000 台以上の風車を主として国内及び米国

市場へ納入してきた。本格的な洋上風力発電の開発は，2008 年の（独）新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）の洋上風力実証研究プロジェクトへの参画から始まった。このプロジェクト
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では，銚子沖と北九州沖にそれぞれ１台の実証プラントが建設され，運転研究が行われる。当社

は東京電力グループの一員として銚子沖の 2.4MW 実証風車の設計製作と洋上風車の運転保守

技術の研究を担当している。2013 年３月から銚子沖で風車の運転研究を開始した。一方，当社

は英国での洋上風力発電 Round3 プロジェクトへ参入することになり，2010 年から洋上専用超大

型 7MW 風車の開発に着手した。英国の Artemis 社を買収して，同社のデジタル制御技術を核に

世界で初めての油圧デジタル制御可変容積式トランスミッション（又は油圧 DDT；Hydraulic 

Digital Displacement Transmission）を 7MW 風車に適用した。現在（2013 年６月）は，7MW 実証用

風車のナセルの組立てを終わり，当社横浜製作所で工場試運転を行っているところである。 

|3. 2.4MW 洋上風車の実証状況 

3.1 2.4MW 洋上風車の開発 

(1) 設計方針 

陸上で 500 台以上の運転実績があり信頼性の確立された 2.4MW 機シリーズの内，IEC の風

車クラス１で 50Hz 対応機 MWT92/2.4 をベースとして，銚子沖洋上環境での洋上実証運転研

究用に風車を改造した。主な改造は，①洋上の腐食環境に耐えるよう対策すること，②洋上で

のアクセスの悪さを補完する遠隔監視・制御機能を強化すること，③落雷やブレードのエロー

ジョンなどの洋上環境での特殊計測や特殊試験ができることである。 

(2) 実証用洋上風車 

①洋上腐食環境対策 

陸上用の風車は，ナセル内に取り込んだ外気で増速機の潤滑油クーラや発電機のクーラ

を冷却している。また，ナセル内のモータ，電気制御盤やトランスなどの発熱部品も外気で

冷却されている。洋上では，塩分を含む腐食性の外気をナセル内に取り込んで使用すること

はできない。したがって，まずナセルは外気に対する密閉度を高めて，腐食性外気の流入を

ミニマムにした。次にナセル内装置の冷却に必要な空気は，流入口に雨除け用のガラリと除

塩フィルタを設けて，腐食性成分を除いた風で冷却した。ナセルに流入した風は後部の排

気口から排出されるが，換気性能を高めるため排気ファンも設置した。なお，冷却風量を減

らすため，増速機のクーラへ腐食対策を加えて外気で直接冷却した。このとき，クーラ損傷

や配管継ぎ手等の不良による海上への冷却油の漏洩を防止するため，冷却油はいったん

冷却水で冷却し，高温の冷却水を外気で冷却するシステムとした。図１に今回実施した陸上

風車仕様からの変更箇所を示す。塗装グレードは，洋上風車規格 IEC61400-3 に基づき陸

上仕様よりワングレードアップし，タワー外面には初めてフッ素コーティングを施した。 

 

図１ 2.4MW 洋上風車の構造（陸上風車仕様からの変更箇所） 
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②遠隔監視・制御機能の高度化 

遠隔監視では，主軸受，増速機及び発電機に振動センサ（10 箇所）と発電機軸に取り付

けた回転計とからなる状態監視装置（CMS：Condition Monitoring System）を設置し，これら

主要機器の健全性状態を常時監視できるようにした。また，ナセル内には２種類のカメラを

設置し，回転継ぎ手付近やナセル内部全景を陸上のモニタで監視できるようにした。また，

風車から約 300m 離れた風況観測タワーにはウェブカメラが設置され，風車外観の異常の有

無を遠隔で確認できるようにした。 

制御では，ピッチ制御や補機の健全性を自動的にチェックする機能（ヘルスチェック機

能）やヨー旋回の遠隔操作機能，遠隔からの異常時データ取得機能やパラメータの遠隔設

定機能を導入し，陸上からの異常発生時の原因調査を容易にできるようにした。 

また，前述のカメラで風車内/外の状態が遠隔で容易に確認できるようにしたことで，従来陸

上風車では風車側での確認操作を必要としていたトリップについても，遠隔からのリセット操

作ができるようにした。また，稼働率向上のために、一部の外的要因/一過性要因に関わるト

リップ項目を自動再起動とした。 

③実証用風車の特殊計測・特殊試験 

腐食環境対策の効果を定量的に確認するため，風車には，空気中の塩分濃度を連続計

測できる ACM（Atmospheric Corrosion Monitoring）センサ (1)と温度計，湿度計をナセル内外

に設置した。計測されたデータは遠隔で収集監視している。また，タワー下に雷電流計測用

のロゴスキーコイルを設置し，落雷の有無だけでなく，落雷時の電流を定量的に観測できる

ようにした。３種類の耐エロージョン性の塗料等を各ブレードの先端部に施工し，洋上環境で

の劣化状況を把握することとした。 

3.2 2.4MW 洋上風車の運転状況 

洋上風車はナセル組立てを当社横浜製作所で，ブレード製作を当社長崎造船所で，タワーは

海外で製作し，いったん横浜製作所に集められた。ここから２台の SEP（Self-elevating Platform）

船（くろしお，あそ）に積み込まれ，銚子沖の設置場所まで曳航され，SEP 船上の大型クレーンに

よって円錐形重力式基礎上に据え付けられた。図２に SEP 船で海上輸送されている状況を，図３

に据付けが完了した風車を示す。 

図２ ナセル・ハブ・ブレードの洋上建設場

所までの海上輸送 

 図３ 完成した洋上風車（中央）と風況観測タワー

（右） 

洋上風車は 2013 年３月より連続運転研究に入り， 2014 年度まで実証研究が行われる計画で

ある。現在までの運転実績は，表１に示すとおりで，設備利用率は３月 39.4％，４月 33.7％，５月

37.0％であった。調査研究とメンテナンスのための停止期間を除くと 45.3％，53.2％，37.0％とな

り，我が国の陸上風車での一般的な値の 20～25％に比べて２倍近い稼働状況で良好な風況で

あることが分かる。 

また，３月には運転開始後初めての点検（運転開始 500 時間後の点検）を行った。この点検の

主な目的は，タワー連結ボルトなどボルト類の点検・増し締めと可動部の潤滑状況の確認及びそ
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の他の初期確認である。実施時期は，季節的に波浪が高い日が多く，荒天時はアクセス船の風

車基礎への接岸が困難なため，メンテナンス期間としては適当ではなかった。その結果，メンテナ

ンス期間 20 日間中実働可能日は半分以下の９日で，しかも連続作業ができなかった。必要不可

欠なメンテナンス項目以外の多くの項目は次回以降へ見送ることとなり，洋上での厳しいメンテナ

ンス環境を体験し，今後の改善に向けて多くの教訓を得た。 

    

表１ 2.4MW 洋上風車の運転実績 

平成 25 年 
利用率 

計画停止日数 事由 
当月暦日数ベース 当月稼働日数ベース

３月 39.4％ 45.3％ 4 日 調査研究のため 

４月 33.7％ 53.2％ 11 日 
調査研究と 

メンテナンスのため 

５月 37.0％ 37.0％ 0 日 ― 

利用率（当月暦日数）＝月間発電量/（定格出力×暦日数×24） 

利用率（当月稼働日数）＝月間発電量/（定格出力×稼働日数×24） 

     

|4. 7MW 洋上風車の開発状況 

4.1 開発の狙い 

英国の洋上風力発電開発 Round3 に参入するため 2010 年に初めての洋上風車の開発に着手

した。洋上風車の課題は kWh 当たりの建設費の低減と増速機や電力変換装置（コンバータなど）

の故障発生の低減であった。kWh 当たりの建設費の低減は風車の大型化（定格出力とロータ径

のアップ）によって達成し，部品故障の低減は信頼性の確保できる代替部品に置き換えることで

対応した。建設開始までのリードタイムが５年以上と長く，既存のメーカ以外に新規参入メーカも

多いため，実用化時期を見据えた競争力のある風車を選定する必要があった。風車の定格出力

とロータ径は，当時運転が始められていた 大の風車（5MW，ロータ径 126m）を大きく上回る

7MWｘ167m を選定した。発電量の指標となる kW 当たりロータ面積(m2/kW)も，2.49 から 3.13 と２

割以上向上させた。また洋上風車の信頼性確保では，当社で実績のある歯車増速式や永久磁

石発電機直結式ドライブトレインの経験を基に各種方式の比較検討を行い，以下に述べる世界

で初めての油圧ドライブトレインを採用した。このシステムは英国ベンチャーの Artemis 社のデジ

タル制御可変容積式トランスミッション技術をベースとしたもので，低コストと信頼性との両立が可

能である。また，当社が培ってきた油圧技術を実用化開発に適用できる利点もあった。80m を越

える長大翼の開発は，輸送コスト削減のためヨーロッパでの生産を念頭に，欧州ブレードメーカと

共同で開発を進めることとした。7MW 風車の開発の個別の狙いを表２に示す。 

   

表２ 7MW 洋上風車開発の狙い 

 項目 内容 

① 高い年間発電量 大出力（7MW）で非常に高い設備利用率（CF:55％以上）を達成。 

② 高い電力品質，系統連系性 発電用として汎用発電機であるブラシレス同期発電機を採用（回転数

一定制御）し，電力系統要求に適合する発電制御性を達成。 

③ 信頼性を確保し，高稼働率を

実現 

油圧ドライブ化により高い信頼性，堅牢性を実現 

（信頼性に不安がある増速機に代わるドライブ方式。電力変換装置も

使わず，従来の重大故障部位を排除） 

一部のシリンダが故障しても，シリンダの冗長性で，高稼働率を維持

でき，全体交換が不要。油圧部品は部分交換可能 

（ダイレクトドライブ方式，増速機方式は重故障時全体交換が必要） 

④ メンテナンスコストの低減 ナセル内での部品交換可能な設計 

（天候の影響を受けないタワー内で吊り下ろし，交換可能） 

⑤ 製造コストの低減 汎用性高い油圧機器・材料，低廉な同期発電機（レアアースを使わな

いので調達リスク小） 

⑥ 容易なスケールアップ 油圧ドライブはモジュラー設計適用により比較的容易（短期・低開発

費）に大型化への展開が可能 

※CF：Capacity Factor（設備利用率）＝年間発電量/（7MW×365 日×24 時間） 
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4.2 7MW 洋上風車の概要 

風車の外形と主要仕様を図４に示す。北海の風況や気候を反映して平均風速や温度条件を選

定し，ハブ高さはクレーン能力と洋上の風速シアーの効果を考慮して決定した。塩害対策として

は，ナセルを密閉型とし，吸気口にはガラリと除塩フィルタを取付け，ナセル内湿度管理用に小形

の再生式除湿器を設置した。電気・制御盤の冷却は盤ごとに独立の水冷クーラを取り付け，外気に

よる間接的冷却方式として塩害防止を徹底した。ナセル天井にメンテナンス用のウィンチを取り付

けて，定期的に交換が必要な部品は，タワー内を通して搬入出できるようにして，荒天時でもメンテ

ナンスができるようした。発電機は 50％容量・２基とし，部分負荷効率を上げるとともに，一台が故

障しても残りの一台で部分負荷運転ができるようにした。また，ナセル上部には緊急用のランディン

グプラットフォームを設置した。海上汚染対策としては，油圧 DDT 等から作動油が外部に流出しな

いように，ナセルカバーにオイルパン機能を持たせ，油溜めをタワー 上部に設置した。 

    

主要目  （Hunterston 向け） 

項目 仕様 

風車型式 MWT 167 / 7.0 

定格出力 7000 kW 

Wind Class Class S 

平均風速（ハブ高さ） 10.5 m/s 

定格運転温度範囲 -10 ～ +25 ℃ 

極値温度範囲 -20 ～ +50 ℃ 

[ ロータ ]  

ロータ径 167 m 

受風面積 21900m2 

回転数 6.3～11.6 rpm 

ハブ高さ 約 116m（平均水面から） 

[ 電気仕様 ]  

発電機形式 ブラシレス同期発電機 

発電機回転数 1000rpm 

発電機電圧 6600V 

周波数 50Hz 

図４ 7MW 洋上風車の基本仕様  

  

4.3 油圧ドライブトレインの開発(2) 

油圧 DDT の基本構成を図５に示す。油圧ポンプ，油圧モータ，配管，アキュムレータ，クーラな

どの補機から構成される。ロータの回転動力で油圧ポンプを駆動し，高圧油を発生させ，配管を

通じて油圧モータに供給し，同モータを定速で運転し，発電機を駆動して電気エネルギーを得る

ものである。アキュムレータは，油圧の脈動を吸収する。油圧ポンプはリングカム式多段ピストンポ

ンプで，油圧モータはクランク式ピストンモータである。図６に油圧ポンプ・油圧モータの基本構造

を示す。なお，7MW 風車では，油圧モータは 50％容量の 3.5MW 機を２台としているため，３台に

増やすことで 10MW 級風車へ容易にスケールアップできる。油圧ポンプは段数を増やすことで容

易に出力アップができる。 

油圧 DDT の開発工程を図７に示す。初めに，既存の 1.6MW の油圧ポンプと油圧モータを組

み合わせて閉回路を組み，風車ドライブトレインを模擬した運転を行い，DDT のエネルギー伝達

効率や風車への適合性を確認した。これと並行して，油圧ピストン，バルブ，カム，ローラ等の要

素試験を行った。油圧 DDT を搭載した風車の運転検証は横浜製作所内の 2.4MW 実証風車を

使用した。7MW をスケールダウンした 1.5MWDDT を製作し，工場で風車を模擬した入力を油圧

ポンプへ与えて，応答試験と負荷試験を行った。その後，1.5MWDDT を 2.4MW 実証風車に搭載

し，2013 年１月から世界初めての油圧 DDT 風車の運転試験を開始した。工場では，引き続い

て，7MWDDT を組み込んだナセルの組立てを終わり，模擬入力による運転試験と負荷試験を行

っており，間もなく英国の 7MW 風車建設サイトへ向け出荷される。 
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図５ 油圧トランスミッション DDT の基本構成 

 

 

図６ 油圧ポンプと油圧モータ 

 

図７ 油 圧 DDT の開 発 工 程  

4.4 ブレードの開発(2) 

7MW 風車用のブレードは翼長 81.6m で，現在荷重試験用の１本目が完成し，引き続き実証風

車用翼を製造しているところである。大部分の風荷重を受けるスパーと呼ぶ梁は，軽量化のため

カーボン繊維を使用した。カーボン繊維は導電材で，従来のガラス繊維のみで製造されたブレー

ドの避雷システムは適用できない。レセプターの位置・形状の 適化を行い，落雷試験で 100％

の捕捉率を確認した。また，カーボン繊維も落雷による材料強度の低下などが発生しないことも

確認した。図８に落雷試験状況を示す。洋上風車では，騒音の制限がないため，Tip スピードを

陸上の風車よりも大きくし，スレンダーな形状として軽量化を図った。その結果，前縁部のエロー

ジョンが課題となるが，複数のコーティング材の加速試験を行い，材質と 高周速とを決定した。
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図８ ブレードの落雷試験 

 

|5. まとめ 

近我が国でも注目を集め，実用化の加速が期待されている洋上風力発電の当社の風車開

発状況を取りまとめた。開発した 7MW 洋上用風車は，英国の Hunterston で建設され，フルスケ

ールでの実証運転が始まる予定である。また，2014 年には我が国初の浮体式洋上風力発電ウィ

ンドファーム実証研究用に本 7MW 風車が供給される。おわりに，2.4MW や 7MW 洋上風車の開

発に当たっては，NEDO や英国 BIS（ビジネス・イノベーション・職業技能省）より支援を頂いてお

り，ここにお礼を申し上げる。また，お客様や関係者より頂いたご指導並びにご協力にもお礼申し

上げる。本開発の成果を我が国や世界の洋上風力発電に生かし，二酸化炭素を出さない，無尽

蔵な再生可能エネルギーの普及を通じて人類のエネルギー問題の解決に寄与するために当社

は一層の努力を払う所存である。 
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