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検証・風力発電】

洋上風力発電の可能性と今後の展望
～福島県沖合洋上風力実証研究から日本の躍進を目指して～
東京大学大学院教授

石原孟

我が国における洋上風力の導入可能量【1】は 16 億 kW であり 、太陽光の 10
倍、地熱と中小水力の 100 倍となっており、圧倒的なポテンシャルを誇る。政
府は 2011 年度 3 次補正予算で 125 億円を計上し、福島県沖合の海域に世界
初の浮体式洋上ウィンドファームを建設する実証研究を開始させた。洋上は障
害物がなく、7m/s 以上の風が吹いており、騒音や景観などの環境問題も少な
いという利点がある一方、陸上に比べ、建設、送電、メンテナンス等の点でコス
トが高いという指摘がある。福島県沖合の実証研究の意義および洋上風力発
電の可能性を紹介すると共に、我が国における洋上風力発電導入拡大に必
要な技術と政策について述べる。
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と予測している［3］。

洋上風力発電導入拡大に
必要な技術と政策

図 3 7000kW 浮体式洋上風力発電設備の完成予想図
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ような深い水深の海域にも建設可
能な浮体式支持構造を用いる必要
がある。

（福島洋上風力コンソーシアム提供）
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この研究では、我が国の外洋に

上風力の導入拡大を進めている。

おける気象・海象などの自然環境

今後日本においても同様な法整備

条件を解明し、暴風・波浪・地震

が必要である。

等の外力を受ける時の洋上風力発
電システムの挙動を明らかにする
と共に、我が国の自然環境条件に
適した大型洋上風車、支持構造物
および施工方法を確立することを
目指している。
洋上風力発電を普及させるため
には、固定価格買取制度、高い政

日本の躍進を期待して
浮体式洋上風力発電は、世界で
もまだ新しい技術であるが、重電、
海洋、造船、素材技術等、これま
での日本の誇る技術を強みとして、
世界で優位に立っていく可能性が
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