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lЦ 指針策定の背景

近年,環境や代替エネルギーヘの関心の高まりから,

風力発電設備は,数と規模の両面において,急速に導

入され続けている。その一方で,図 -1及び表-1に
示すような風力発電設備の台風による強風被害が多く

報告されている1)'2),3)。
代表的な強風被害としては,

ブレー ドの折損,ナセルカバーの破損,タ ワーの座屈 ,

基礎の崩壊である。また,被害風車は,1999年では

250kW機 であつたものが,2004年には 2,000kW機

の被害が報告され,年々規模が大きくなっている。発

電効率や建設単価などの観点から,風力発電設備の大

型化は,暫 く続くと予測され,その強風被害も必然的

に大型化が懸念される。 したがつて,風力発電設備の

構造安全性はますます重要となる。

国内におけるこれまでの風力発電設備の構造安全性

の検討方法は,海外で作成された規・基準類をそのま

ま適用 したり,土木,建築,電気,機械分野の既存の

設計指針をそのまま適用した場合が多く,我が国特有

の強風条件や地震条件,ま た,風力発電設備固有の特

性に対する配慮という点では十分とは言えない状況に

ある。このことは,多 くの風力発電設備が台風被害を

受けていることからも伺える。

このような状況から,各工学分野で従来から個別に

培われていた耐風設計に関する考え方を統一 し, 日本

国内における風力発電設備に適 した合理的な設計手法

の構築が求められている。

2.委員会の目的と概要

この様な状況の下,平成 16年 9月 ,土木学会に「風

力発電設備耐風設計小委員会」(委員長 :石原孟,東京

大学助教授)が設置され,活動を開始 した 4)。
本委員

会では,風力発電設備における構造設計手法の現状を

図-1 風力発電設備の台風被害の一例

表-1 風力発電設備の主な台風被害

(a)ブ レードの折損 (b)ナセルカバーの破損

(c)タワーの倒壊 (d)基礎の破壊

年 場 所 風車規模 被害状況

1999 鹿児島県 250kW タワー倒壊

2002 沖縄県 250kW 基礎倒壊

2003 沖縄県 400kW,500kW タワー倒壊

500kW 基礎倒壊

600kVV X 3基 ブレード折損

400kW ナセルカバー破損

2004 佐賀県 2,000kW 火災

宮崎県 750kW ブレード亀裂

ナセルカバー破損

高知県 600kW ブレード折損

ナセルカバー破損

基礎亀裂

愛媛県 1,000kVV X ll基 ハブカバー破損

100kW ブレード破損

ナセルカバー破損

2006 鹿児島県 600kW ブレード折損
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分析 し,従来の耐風設計,耐震設計の問題点を明らか

にした上で,暴風時や地震時における荷重の算定方法

や,タ ワー 0基礎の風車支持物の設計方法に関する指

針を示すとともに,具体的な設計例を提示することを

目的としている。

なお,当初は強風被害を念頭に,対象を耐風設計に

絞 り取 りまとめる予定であったが,その後の委員会の

議論において,耐風設計のみでは構造設計には不十分

であること, 日本では耐震設計が不可避であることか

ら,耐風・耐震設計を含んだ 「風力発電設備支持物構

造設計指針・同解説」の策定を目指すこととした。

本委員会は,風力発電設備の導入及び建設を担当す

る電力会社,風力発電事業者,設計会社,建設会社の

実務者,風力発電設備の製造及び販売を行 う国内メー

カーと代理店の技術者,そ して大学,研究機関の研究

者の幅広いメンバーで構成されている。委員及びオブ

ザーバーの所属を表-2に示す。平成 18年 9月 現在 ,

委員 38名 ,オブザーバー8名 で活動を行っている。委

員会では,3つの WG(風 力発電システム WG,設 計

風速・風荷重 WG,タ ワー 。基礎 WG)を設置し,指
針の素案を各 WGで検討 した後,全体委員会で議論す

る体制としているcなお,委員会の詳細については,

ホームページ (図 -2)を ご覧頂きたい。

3.国内外の基規準と問題点

国内法規において,風力発電設備の構造安全性を規

定しているのは,電気事業法と建築基準法である。ま

た,風力発電設備を規定する国際規格 として IEC O

614005)が ぁり,認証機関として GL6)が 有名である。

表-2 委員及びオブザーバーの所属一覧

3.1 電気事業:法

電気事業法では,「発電用風力設備に関する技術基準

を定める省令」及び「その解釈」
7)において,風力発

電設備の構造安全性が規定されている。

風車 (ロ ーターとナセル)については,省令第 4条

において 「風圧に対して構造上安全であること」と規

定されてお り,その解釈第 4条では,「風圧 とは風車

の受風面の垂直投影面積が最大の状態において,風車

力】受ける最大風圧」と記されている。これは,停電時

におけるヨー制御不能の状態を考慮 したものである。

風車を支持する工作物 (タ ワーと基礎)の構造耐力

については,省令第 7条において,「風車を支持する

工作物は, 自重,積載荷重,積雪及び風圧並びに地震

その他振動及び衝撃に対 して構造上安全でなければな

らない。」と規定されてお り,解釈第 8条では,「高さ

が 15mを超える風車を支持する工作物は,建築基準法

第 88条で準用される各規定に適合していること。」と

されているc

この様に,電気事業法における発電用風力設備に関

する技術基準では,風車や風車を支持する工作物につ

いての安全性が規定されているが,風車に対 しては,

その具体的数イ直は示されていない。ただし,500kW以
上の風力発電設備を設置する場合には,工事計画届出

が必要 (法第 48条)であり,風車や風車を支持する

工作物の強度計算書の提出が求められている。

3.2 建築基準法

電気事業法の発電用風力設備に関する技術基準の解

釈第 8条においても示されているとお り,風車を支持

図-2 委員会ホームページ

馨轟蒙|:‐11:11m‐
東京臨海風力発電所 ,東京主

学提性,

|==:  i靡ぷi][/写 当`[
http://windenget.u‐ tokyo.ac.ip/TCWRDWT/

|■■‐|■||■ |||■ |■ |‐ |‐ ■‐■1委1員|‐
|

■雨F正拝肇毛t三

東京大学     エコパヮー (株 )

横浜国立大学   電源開発 (株 )

力刃1lll業 メこ」妻     (株 )ユ ーラスエナジージャバン

(独 )建築研究所

眸載月日由【二徹    石川播磨重工業(株 )

沖縄電力 (株)   (株 )荏原製作所

関西電力(株)  」FEエンジニアリング(株 )

東京電力 (株)   (株 )日 本製鋼所

(財 )電力中央研究所 富士重工業 (株 )

三菱重工業 (株 )

九州大学

東海大学

(財 )沿岸技術研究センター

電気興業 (株 )

東電設計 (株 )

(株)風カエネルギー研究所

三菱重工橋梁エンジエア:リ ング(株 )

■喘 師 ヨ

(株 )大林組

鹿島建設 (株 )

清水建設 (株 )

三井住友建設 (株 )

|||オブザ■バ■■‐      ■ ‐ ‐

(独 )土木研究所  (財 )電力中央研究所

(社 )日 本電気協会  (社 )日 本電機工業会

t学提供〕
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する工作物は,建築基準法第 88条で準用される各規

定に適合 していることが要求されている。これは,建

築基準法第 88条において,工作物のうち一定の用途

または規模を超えるものは,建築物と同様に安全性を

確保するべきとい う観点から,建築物に関する諸規定

を準用するとしている。

建築基準法においては,設計風速や荷重の算定方法 ,

材料強度などが具体的に規定されている。ただし,建

築物を対象として規定されたものであるため,風力発

電設備に適用することが困難な部分を多く含んでいる。

なお,法第 6条の規定により,建築確認申請が義務

付けられてお り,タ ワーと基礎の構造計算書を含む設

計図書の提出が必要である。

3,3 1EC6唯 400及び CL Wind Cuideline

IEC 0 61400規 格
5)は ,風力発電システムの安全思

想,品質保証,及び技術的完全性を取 り扱い,設計 ,

据付け,保守及び指定環境下での運転を含む安全性に

係る最低限の要求事項を規定してお り,暴風時の安全

性についても述べられている。1994年制定時は,風況

の多様性をあまり考慮されなかったために,米国, 日

本,イ タリアなどでの風況と不整合が生じていた。そ

の後,改訂が行われ,2005年 の 3rd版では,360度風

向の強度評価やバックアップ電源の確保が要求される

など,い くつかの配慮がなされてきているが,3rd版
においても,ハ リケーン,サイクロン及び台風による

暴風は,対象としていないことが明記されている。

GL Wind Guideline6)は ,ドィツの民間団体である

ドイツ船級協会 (Germanischer Lloyd)カミ,世界に先

駆けて,1993年に制定した風力発電設備の規格であり,

風力発電システムの安全思想,品質保証,及び技術的

安全性,設計,据付,保守および指定環境下での運転

を含む安全性に関わる最低限の要求事項に関して規定

している。

日本国内に建設 される風力発電設備では,IEC規格

への適合や GLの認証取得の有無に係わらず,国内法

を遵守しなければならない。このことは,GLに おい

ても明記されている。

4.本指針の概要

本指針は,表 -3に示す 13章 から構成される。

4.1 総員嗜及び基本的考え方 (第 1章及び第 2章 )

本指針が対象とする風力発電設備は,「鋼製モノポー

ル支持式のプロペラ式風車を用いた風力発電設備」と

し,いわゆる小型風車や,プ ロペラ式以外の水平軸風

車,垂直軸風車,ラ チスタワーやコンクリー トタワー

風車は,対象外とした。強度検討の対象部材は,建築

基準法と同様にタワーと基礎であり,ロ ータ及びナセ

ルは対象外とした。また,対象とする荷重は,風荷重

及び地震荷重である。

荷重算定においては,建築基準法の考え方を基本と

して,風力発電設備の特性を考慮 した新 しい算定式を

規定している。

強度計算においては,許容応力度設計法を基本 とし

た。ただし,FEM解 析や実験などにる安全確認によ

り,許容応力度設計法によらないことも許容 している。

4.2 荷重算定 (第 3章～第 6章 )

暴風時風荷重のための設計風速は,建築基準法によ

り規定された基本風速をベースに, 日本建築学会・建

築物荷重指針による地表面粗度の設定方法を採用 した。

更に,地表面粗度変化や地形による増速の評価法,風

荷重評価に必要となる乱れの評価式を提示 し,数値流

体解析による設計風速と乱れの評価法の提案を行った。

支持物 (タ ワーと基礎)の設計に必要となるブレー

ド,ナセル及びタワーの風力係数を規定した。ブレー

ドは,実風車に採用されている種々の空気カデータを

もとに,標準的なブレー ドモデルの風力係数を定めた。

ナセルは,矩形及び卵形のモデル形状を設定し,風洞

実験値をもとに,風力係数や風圧係数を規定している。

支持物に作用する風荷重を評価するために,風車制

御方式 (ス トール制御 orピ ッチ制御,暴風時のヨー制

御の有無)別に,最大風荷重発生時の諸条件を規定し

た。タワーに作用する風荷重は,風車が停止 している

と仮定し,等価静的法に基づき,ロ ータータナセル
,

タワーに作用する平均風荷重に,ガス ト影響係数を乗

じて求めるものとした。風荷重は,風方向と風直角方

向の組合せによるものとし,ガス ト影響係数は,タ ワ

ーの 1次振動モー ドと構造減衰を考慮 した算定式を示

すとともに,建築基準法と同様の一覧表を掲載 した。

地震荷重の評価は,建築基準法の工作物に準拠する

ものである。ただし,地震荷重の算定においては,風

力発電設備の運転状態における風荷重を考慮するもの

とし,そ の算定方法を規定している。

4.3 強度計算 (第 7章～第 9章 )

タワー,ペデスタル (定着部)及び基礎について ,

強度計算の方法を規定した。風力発電設備のタワーは,

典型的な静定構造物であることから,許容応力度設計

法を基本としている。ただし,タ ワーの開口部やペデ

スタル部 (タ ワーと基礎の定着部)では,複雑な応力

状態となり,許容応力度設計法のみでは必ずしも合理

的な設計にならない場合が予測される。そのような場

合には,FEM解 析や実験などによつて,詳細な応力

状態を把握 し,安全性を確認することで,許容応力度

設計法によらないことも許容している。
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表-3 本指針の構成

第 1章 総則

口概説

・適用範囲

・風車の基礎知識

口用語の定義

・記号の説明

第 2章 設計の流れ

口荷重の種類および組合せ

・構造設計の基本方針

・荷重評価

・応力照査

第 3章 設計風速

・設計基準風速

・地表面粗度区分と風速および乱れ

強度の鉛直分布

・地形及び地表面粗度変化の効果

・平均風速及び乱れ強度の高さ補正

・乱流統計量

第 4章 風力と風圧力係数

・ブレー ドの平均風力係数
ロナセルの平均風力係数

・タワーの平均風力係数

・タワー風荷重の算定

第 5章 風荷重の評価

・タワーの風荷重算定の考え方

・最大風荷重時風車姿勢の定義

・タワー構造諸元の算定

第 6章 地震とその他の荷重の評価

・地震荷重

・固定荷重

・積載荷重

第 7章 タワーの強度計算

・タワー形式

・タワーの設計条件

・タワー筒身の強度計算

・継手部の強度計算

・開田部の強度計算

第 8章 ペデスタルの強度計算

・定着の設計条件

・定着の強度計算

第 9章 基礎の強度計算

・基礎形式

・基礎の設計条件

・直接基礎の設計

・杭基礎の設計

第 10章 指針による設計例

・平坦地に建設される 400kWス トー

ル制御風車

・山岳地に建設される 500kWピ ッチ

制御風車

第 11章 数値計算による解析例

・数値流体解析による設計風速の

評価

・FEM解析に基づく風荷重の評価

・FEM解析に基づ くタワー強度の

評価

・FEM解析に基づくペデスタル強度

の評価

第 12章 関連法規および基準

・電気事業法

・建築基準法

・国際規格

・国内関連指針

第 13章 参考資料

・許認可手続き

・暴風による風車の事故例

・風力発電機の仕様

タワー部の材料強度は, 日本建築学会・鋼構造設計

規準に,ペデスタル及び基礎部の材料強度は, 日本建

築学会・鉄筋コンクリー ト構造設計規準に準拠 した。

4.4 設計例及び参考資料 (第 10章～第 1‐ 3章 )

ユーザーの利便性向上を目指 して,本指針を用いた

設計例を掲載 している。また,本指針策定において裏

付けとなった数値計算結果の解説も掲載 した。

更に,参考資料として,電気事業法及び建築基準法

の関連条文,風力発電設備の設計に関係する国内外の

規格や指針の解説,ま た,風力発電設備の強風被害事

例や,主な風力発電機の仕様を掲載する予定である。

5,おわ りに

(その1)では,風力発電設備支持物構造設計指針に関

して,その策定の背景及び概要を紹介 した。

本指針は,風力発電設備支持物の構造設計方法を具

体的に示 した国内で初めてのものとなる。本指針の活

用により,風力発電設備の構造安全性 と信頼性がより

向上し,本指針が,風力発電の更なる普及に貢献でき

ることを願 うものである。
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