


１．改正電気事業法に基づく措置事項

２．発電用風力設備についての規制改正事項

３．直近の事故事例について
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（１）緊急時の発電用燃料調達
有事に民間企業による発電用燃料の調達が困難な場合、電気事
業法に基づく経産大臣の要請の下、JOGMECによる調達を可能に。

（２）燃料等の安定供給の確保
① LNGについて、海外の積替基地・貯蔵基地を、JOGMECの

出資・債務保証業務の対象に追加。
② 金属鉱物の海外における採掘・製錬事業に必要な資金につ

いて、JOGMECの出資・債務保証業務の対象範囲を拡大。

（１）題名の改正
再エネの利用を総合的に推進する観点から、題名を「再生可能エ
ネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改正。

（２）市場連動型の導入支援
固定価格買取（FIT制度）に加え、新たに、市場価格に一定の
プレミアムを上乗せして交付する制度(FIP制度)を創設。

（３）再エネポテンシャルを活かす系統整備
再エネの導入拡大に必要な地域間連系線等の送電網の増強費
用の一部を、賦課金方式で全国で支える制度を創設。

（４）再エネ発電設備の適切な廃棄
事業用太陽光発電事業者に、廃棄費用の外部積立を原則義務
化。

（５）その他事項
系統が有効活用されない状況を是正するため、認定後、一定期
間内に運転開始しない場合、当該認定を失効。

（１）災害時の連携強化

① 送配電事業者に、災害時連携計画の策定を義務化。

② 送配電事業者が仮復旧等に係る費用を予め積み立て、被災した送配電事業者に対して交付

する相互扶助制度を創設。

③ 送配電事業者に、復旧時における自治体等への戸別の通電状況等の情報提供を義務化。

また、平時においても、電気の使用状況等のデータを有効活用する制度を整備。

④ 有事に経産大臣がJOGMECに対して、発電用燃料の調達を要請できる規定を追加。

（２）送配電網の強靱化

① 電力広域機関に、将来を見据えた広域系統整備計画(プッシュ型系統整備)策定業務を追加。

② 送配電事業者に、既存設備の計画的な更新を義務化。

③ 経産大臣が送配電事業者の投資計画等を踏まえて収入上限（レベニューキャップ）を定期的

に承認し、その枠内でコスト効率化を促す託送料金制度を創設。

（３）災害に強い分散型電力システム

① 地域において分散小型の電源等を含む配電網を運営しつつ、緊急時には独立したネットワークと

して運用可能となるよう、配電事業を法律上位置付け。

② 山間部等において電力の安定供給・効率性が向上する場合、配電網の独立運用を可能に。

③ 分散型電源等を束ねて電気の供給を行う事業(アグリゲーター)を法律上位置付け。

④ 家庭用蓄電池等の分散型電源等を更に活用するため、計量法の規制を合理化。

⑤ 太陽光、風力などの小出力発電設備を報告徴収の対象に追加するとともに、（独）製品評価

技術基盤機構（NITE）による立入検査を可能に。（※併せてNITE法の改正を行う）

（４）その他事項

電力広域機関の業務に再エネ特措法に基づく賦課金の管理・交付業務等を追加するとともに、その

交付の円滑化のための借入れ等を可能に。

２．再エネ特措法（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法）

３．JOGMEC法（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法）

１．電気事業法

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律【エネルギー供給強靱化法】概要

自然災害の頻発
（災害の激甚化、被災範囲の広域化）

 台風（昨年の15号・19号、一昨年の21号・24号）

 一昨年の北海道胆振東部地震 など

地政学的リスクの変化
（地政学的リスクの顕在化、需給構造の変化）

 中東情勢の変化
 新興国の影響力の拡大 など

再エネの主力電源化
（最大限の導入と国民負担抑制の両立）

 再エネ等分散電源の拡大
 地域間連系線等の整備 など

災害時の迅速な復旧や送配電網への円滑な投資、再エネの導入拡大等のための措置を通じて、強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確保することが必要。

背景と目的

改正のポイント

【第33条の２】

【第28条の40第2項】

【第34条、第37条の3～
第37条の12】

【第33条の3】

【第28条の47】
【第26条の3】

【第17条の2、第18条】

【第２条第１項第11号の２、
第27条の12の2～第27条の12の13 】

【第20条の2】

【第２条第１項第15号の２、第27条の30～第27条の32】

【第103条の2】

【第106条第7項、
第107条第14項】

【第28条の40第１項第8号の2、第8号の3、第2項、第28条の52、第99条の8】

【第2条の2～
第2条の7 】

【第28条～第30条の2】

【第15条の6～第15条の16】

【第14条】

【第11条第2項第3号】

【第11条第1項第1号、第3号】

【第11条第2項第3号】

【題名】
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（参考）詳報作成支援システム（事業用電気工作物）

 選択形式にできる項目については、選択形式とし、事故報告の提出者の入力負担を軽
減。また、事故内容によって、入力必須項目を変え、必須項目に漏れがないよう、入力を
支援。

 入力内容を、電気関係報告規則の報告形式に変換し、印刷可能（報告内容をXML
形式等で電子媒体に保存可能）

⇒ 小出力発電設備の事故報告にも使用できるようシステム改修を行う予定。
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１．５ 事故報告の対象範囲の拡大に関する制度周知について

 小出力発電設備の事故報告は、改正電気事業法の施行日（2021年4月1日）が
予定されており、小出力発電設備の設置者等に対する十分な周知が必要。

 そのため、太陽光発電協会や住宅団体生産連合会、小形風力発電協会等の御協力
を得て、事故報告の対象となる事故事象を分かりやすく解説したQ＆A集を作成し、小
出力発電設備の設置者等に対し、周知していく。

 また、小出力発電設備の設置者等に身近な地方自治体（特に市町村）や損害保険
会社を通じた周知も行う。





１．７ NITEによる立入検査

 再エネ発電設備の急増、安全性への疑義や事故の発生、設置者・設置形態の多様化などの状
況の変化。

 その中で、専門的な知見により、より効率的・効果的に検査を行う必要。また、設置者・設置形態
の多様化による高度な検査能力も必要。

 このため、専門的な知見を有する（独）製品評価技術基盤機構（NITE）による立入検査を
行うことができるようにする。
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https://www.meti.go.jp/shingikai/safety security/yojo fu

ryoku/20200327 report.html

（参考）





（参考）検討の背景

 エネルギー基本計画（平成30年7月閣議決定）では、再生可能エネルギーを我が国の
エネルギー供給の一翼を担う長期安定な主力電源としていくため、大量導入に向けた取組
を引き続き積極的に推進していく、こととされている。

 風力発電所の環境影響評価（以下、環境アセス）についても、風力発電設備の導入を
より短期間で円滑に実現できるよう、環境アセスの迅速化や規模要件の見直しや参考項
目の絞り込みといった論点も検討するとされている。

 風力発電所の環境アセスについても、環境影響評価に関する研究成果や調査結果等を
踏まえ、評価項目の簡素化について、環境省「環境影響評価法に基づく基本的事項に関
する技術検討委員会」の報告書（平成30年11月）において、検討が求められている。

（２）環境影響評価の項目の簡素化（参考項目の見直し）

（１）再エネの主力電源化に向けた取組

○環境アセスでは、事業特性や地域特性を踏まえ、一般的な事業において環境影響評価の項目に選定されるべきも
のを参考項目として規定。事業者は、発電所アセス省令※の参考項目を勘案し、個別事業の環境影響評価の項
目を選定。

○環境影響評価の参考項目に関しては、環境省の「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」報告
書（平成17年2月）において、「科学的知見の進展や事業種の特性の変化等により、その内容が変化するもので
あることから、適宜の見直しが必要」と指摘されているところ。

（参考項目について）

※：発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価
の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
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（参考）新エネWGでの検討結果（超低周波音の取扱い）

 発電所アセス省令の参考項目における超低周波音の取扱いについては、参考項目か
ら削除する方針とするが、住民の懸念に対して事業者による丁寧な説明等以下の対
応が継続的に実施されることが必要。

①発電所アセス省令における参考項目の取扱
○参考項目に選定されていない項目についても事業者の判断において、環境アセスの項目として選定し、調査、予
測及び評価を行うことができる。

②住民の懸念等への対応
○住民の不安や懸念に対し、事業者は、環境アセスの項目として調査、予測及び評価することも含め、引き続き丁
寧に聞くことも含め説明等の対応を行う。

○稼働後の苦情に対しても、必要に応じて実測を含めて対応。

○日本風力発電協会等の事業者団体においても、引き続き理解促進活動を続ける。

○なお、事業計画策定等の初期の段階から、地方自治体、地域の住民とのコミュニケーションを行うことは、風力発
電の立地の円滑化が期待できる。

③今後の特殊な立地等の条件に対する対応
○発電所アセス省令における参考項目は、山岳地域で山と谷が重なることにより反射された超低周波音の重ね合
わせが発生するような特殊地形を想定するものではなく、このような特殊な条件と想定される場合は、有識者の
意見を聞きながら環境アセスの項目とすることを検討することが必要。国も必要に応じて調査項目とするよう勧告
することができる。

○稼働後の特殊な地形等での実測データ等は、懸念解消の効果も期待できるため、事業者によるデータの収集・
蓄積を図る。
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3.1 補修遅れ等によるブレード折損事故

3.2 ブレードの点検・補修についての対応

3.2 台風9号、10号によるブレード折損事故

3.3 台風10号と落雷によるブレード折損事故
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事故概要

折損した風車の状況
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当該ブレードの点検・保守状況

（1）点検履歴

破損ブレードの点検は、運転開始以降の月例巡視及び定期点検に加え、2012年から他号機で
落雷事故があったことからロープ点検を実施している。
東伯4号機#1ブレードのLE（リーディングエッジ部）の各点検での判定は下表の状況となっ
ていた。

2019年5月のロープ点検以降、同年7月に定期点検を実施し、8月以降月次巡視点検を実施し
ているが、各々の点検では、ブレード損傷の進展を写真等で記録する体制にしておらず、
「異常なし」と点検表に記し、主任技術者・事業所長も点検表を確認（押印）していた。
また、当該ブレードに異常があったとの報告がないことから、補修期限延長を設置者代表が
了承していた。

検査日 LE部欠陥 検査方法 写真 当該欠陥の判断 判定者 レベル評価方法

2012/10/3 ゲルコート部分剥離 ロープ 無 レベル判断無 メンテナンス会社 無

2013/8/20 ゲルコート部分剥離 繊維剥離 ロープ 無 レベル判断無 メンテナンス会社 無

2014/9/24 ゲルコート剥離 繊維損傷 ロープ 有 L2（補修が必要） メンテナンス会社 3段階 （L3は早急な補修が必要）

2015/8/6 ゲルコート剥離 繊維損傷 ロープ 有 L2（補修が必要） メンテナンス会社 3段階 （L3は早急な補修が必要）

2016/6/21 LE 23m 開 口 ロープ 有 早急な補修が必要 メンテナンス会社 2段階 補修要否判断

2017/6/16
LE 23m 開 口

ロープ 有
早急な補修が必要

メンテナンス会社 2段階 補修要否判断
LE エロ―ジョン 繊維損傷 早急な補修が必要

2019/5/31

LE 23m 開 口

ロープ 有
L4 ブレード補修会社

↓
メンテナンス会社

5段階LE エロ―ジョン 開口 繊維損傷

LE 30m 横クラック L4

表3-1 損傷ブレードの点検状況
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当該ブレードの点検・保守状況

（2）点検履歴詳細(損傷ブレード先端部判断状況)

2014年からブレード先端部LE部にエロ―
ジョンが発見され、数年かけてエロージョンが
進行し、 2019年の点検時には開口状態となっ
ており、ルート側開口終端部の31mの地点に
コード方向クラックを発見していた。

31m地点から先端にかけてのエロ―ジョン
はL４（強度に影響がある可能性のある欠陥。3 
か月以内の補修を推奨）、コード方向クラック
もL4の評価であった(2019年の判断基準)。

5段階評価判定基準（2018.1.19以降）
レベル5： 非常に深刻なダメージ。運転の前に修理の必要。風車

の運転は不可。
レベル4： 設計強度に影響を与えるダメージであり、3ヵ月以内

の修理が必要。風車の運転は可能。1ヵ月ごとのダ
メージ経過観察が推奨される。

レベル3： 設計強度に影響を与えるようなダメージではないが、
6ヵ月以内の修理が必要。風車の運転は可能。3ヵ月ご
とのダメージ経過観察が推奨される。

レベル2： 表面、表層のダメージだが修理が望ましい。他のダメ
ージの修理を計画するときに同時に修理することが
推奨される。マイナーダメージ。風車の運転は可能。

レベル1： 表面、表層の軽微なダメージ。修理の必要なし。風車
の運転は可能。

点検

実施年

東伯4号機 #1ブレード

判定先端近辺

エロージョン

31m付近コード方向

クラック

2014年

-
レベル2/EES3段階評価

（補修が必要な号機）

TIP近傍ゲルコー

ト剥離・繊維損傷
-

2015年

-
レベル2/EES3段階評価

（補修が必要な号機）

21.5～TIP ゲルコート

剥離・繊維損傷
-

2016年

(写真なし) -
レベル2/EES2段階評価

（早急な計画的補修を推奨）

23～TIP ゲルコート

剥離・繊維損傷
-

2017年

- レベル2/EES3段階評価

(前年度より損傷箇所が増えており、早急

な補修が必要)
23～TIP エ ロ ー

ジョン・繊維損傷
-

2019年

レベル4(開口、コード方向クラック

各々)/BPE5段階評価

(設計強度に影響を与えるダメージであり、3か

月以内の修理が必要。風車の運転は可能。1ヵ

月ごとのダメージ経過観察が推奨される)
31m～TIP 開 口 、

繊維損傷あり

コード方向

クラック20cm

表 損傷ブレード点検履歴詳細

表 評価判定基準
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考］事故原因の分析に示す。

事故原因の究明
まとめ

2019年5月点検で先端部ブレード損傷状態がレベル4と判定されてから、補修延期を決定するまでの経緯、
それぞれの問題点、再発防止策を表4-2に示す。また、解明された原因からの分析の詳細については、［参

表4-2 ブレード補修遅れ経緯

いつ 経緯 誰が関わって 判断した人 問題点 再発防止対策

2019年5月31日 ブレード補修会社がロープワーク検査によ

るブレード点検結果を写真にてレベル4と判

断。 (補修期限3ヶ月の構造強度に影響があ

る損 傷)

メンテナンス会社は点検結果を設置者、現

地事業所に共有。

メンテナンス会

社(事業所)、ブ

レード補修会社

メンテナンス会

社(本社)

●本来、風車の運転を止めるべき点検結果(LE開口、コード方向クラック)で

あったが、運転を継続した。

⇒ブレード損傷評価に対する誤判断

●メンテナンス会社(本社)は、点検で発見されたブレードの損傷状態に対する

経過観察に関して、具体的な点検方法・対応指示をメンテナンス会社(事業所)

へ行っていなかった。

⇒メンテナンス会社の本社と事業所間の情報共有不足

〇ブレード点検方法の改善 (点検精度の向上)

〇設置者によるメンテナンス会社(本社・事業所)  

の改善

a)事業所運営の改善

b)ブレード点検及び補修の業務フローの改善、

教育の徹底

〇保安停止時期の見直し●風車メーカからの製造時の品質情報未入手 (オーバラミネート補修)

⇒ブレード製造履歴の情報共有不足

2019年6月5日 メンテナンス会社が月次巡視点検を実施(1

回 / 月 )  (以降、事故発生日(1/8)まで月

次で、7/2,  8/9, 9/12, 10/1, 11/1, 12/2に

実施)

メンテナンス会

社(本社)

メンテナンス会

社(事業所)

●月次巡視点検では、ブレード損傷の進展を写真等で記録する体制にしておら

ず、「異常なし」と点検表に記し、主任技術者・事業所長も点検表を確認(押

印)していた。

⇒ブレードの知見、リスク認識・管理の不足

〇設置者によるメンテナンス会社(本社・事業所)

の改善

2019年7月6日 月次担当者会議※にてメンテナンス会社が

設置者にブレード補修計画を提案。

設置者 メンテナンス会

社(本社)

●設置者の運営を討議する設置者とメンテナンス会社の会議(月次担当者会議、

マネジメントミーティング)にリスク情報が上がる仕組みがなかった。

⇒リスク認識・管理の不足

〇設置者における運営方法の改善

2019年7月8日 ブレード補修発注の内示 メンテナンス会

社(本社)

設置者 ― —

2019年7月18日 メンテナンス会社が定期点検実施(1回／半

年)

メンテナンス会

社(本社)

メンテナンス会

社(事業所)

●定期点検では、ブレード損傷の進展を写真等で記録する体制にしておらず、

「異常なし」と点検表に記し、主任技術者・事業所長も点検表を確認(押印)し

ていた。

⇒ブレードの知見、リスク認識・管理の不足

〇設置者によるメンテナンス会社(本社・事業所)

の改善

〇ブレード点検方法の改善 (点検頻度の改善)

2019年8月29日 ブレード補修の正式発注 メンテナンス会

社(本社)

設置者 ●補修計画全体の遅れの対策時に、設置者・メンテナンス会社(本社)ともに、

事故発生のリスクを把握していなかった。

〇設置者における運営方法の改善

2019年10月30日 月次担当者会議※にて2020年8月へブレード

補修の延期を了承。 (天候不順・突発補修等

で設置者が計画して いたブレード補修が全

体的に遅延)

メンテナンス会

社(本社)

設置者 ●設置者及びメンテナンス会社は、補修期限を約5ヶ月過ぎていることは認識し

ていたが、運転を継続することで事故が発生するリスクを認識していなかっ

た。

⇒リスク認識・管理の不足

〇設置者における運営方法の改善

※設置者とメンテナンス会社が参加する担

当者会議及びマネジメントミーティング月

次で討議が実施され、設置者が意思決定を

行う。

●設置者は、レベル4のブレード損傷を確認していたが、メンテナンス会社が実

施する月例巡視点検、定期点検の結果、当該ブレードに異常があったとの報告

がないことから、補修期限延長・風車運転継続を設置者代表が了承していた。
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再発防止策

※専門技術者:
ブレード及び風車メーカーでブレードの製造、補修、研修 を受け、ブレードの設計
・製造に関して研修・教育を受けた経験10年以上の技術者

再発防止策は、事故のあった発電所だけではなく、全ての発電所で実施する。

1 ブレード点検方法の改善

a) 点検頻度の改善
これまでのロープワークによる詳細点検（2年に一度）に加えて、詳細点検

のない年には年1回、ドローン・望遠カメラ等でのブレード表層写真検査を実
施する（写真検査の結果、問題ありと判断される場合はロープワーク検査）
。

b)点検精度向上
検査写真は現地事務所ではなくメンテナンス会社本社にて一元管理し、そ

の損傷の有無、大小を判定する管理部局、責任者(専門技術者※)を置き、電
気主任技術者に助言する体制を敷く。
その責任者にて判断出来ぬものはロープワーク検査を行う。

（2）保安停止時期の見直し

構造強度に影響のある損傷（現行判断基準レベル4以上）は即時停止、補修
を行う。
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再発防止策

3 設置者における運営方法の改善
設置者の月次担当者会議、マネジメントミーティングにおいて、ブレードの損傷とリスク

を継続して検討・管理する体制を確立するとともに、技術顧問を任命し、月次の担当者会議
及びマネジメントミーティングに出席、技術面での責任を担う。
また、今後は月次担当者会議において、設置者として責任をもって以下の項目を実施する。
① ブレード評価・補修管理表の作成
② 要補修ブレードの認識、期限、実施が確認できる体制の構築・維持
③ 補修計画のレビューと補修管理の徹底

4 設置者によるメンテナンス会社本社及び事業所の改善
a)事業所運営の改善

保安規程細則を制定し、月例巡視及び定期点検実施要領を規定し、電気主任技術者
を含めた保安停止手順等の要領を規定する。

b) ブレード点検及び補修のフローの改善及び教育の徹底
メンテナンス会社の業務通達を見直し、メンテナンス会社（本社）、ブレード補修

会社（国内法人、欧州法人）、メンテナンス会社現地事業所のフローを明確にし、点
検結果の取扱及び責任の所在を明確にする。
また、メンテナンス会社としてのブレード損傷評価及び風車運転基準、事例集等を

作成し、事業所所員及び社員教育を行う。教育の実施については、保安規程細則に規
定する。

なお、4号機の復旧（ブレードの交換）については、撤去も含め方針検討中
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3.1 補修遅れ等によるブレード折損事故

3.2 ブレードの点検・補修についての対応

3.2 台風9号、10号によるブレード折損事故

3.3 台風10号と落雷によるブレード折損事故
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３．２ 風力発電所のブレードの点検・補修についての対応

 本年1月8日に鳥取県内で発生した風力発電所のブレード飛散事故については、新エネ
事故対応WGにおいて、事故原因の調査と再発防止策の検討を進めてきたところ。

 その結果、風力発電の設置者によって、ブレードの点検・補修に関する基準や同程度の
損傷があった場合の対応が異なることが判明。

 補修が必要なブレードに関する判断基準や点検方法等について、日本風力発電協会
の協力を得て、業界の実態を把握し、統一的な「ガイドライン」を策定するとともに、同ガ
イドラインの実効性を担保するため、国の事業者検査ルールに位置づけることとしてはどう
か（2020年度中）。
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3.1 補修遅れ等によるブレード折損事故

3.2 ブレードの点検・補修についての対応

3.３ 台風9号、10号によるブレード折損事故

3.４ 台風10号と落雷によるブレード折損事故
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ブレード折損状況の調査 （８号機）

Ｂブレード

画像ではLE側がナセル前方
方向を向いており、フェザリ
ング状態

翼根部より10m部分でス
パーが折損し、TE側シェル
が剥離

Cブレード

画像ではLE側がナセル前方
方向を向いており、フェザリ
ング状態

スパー、及びLE側の一部の
シェルを残し、シェルの大部
分が剥離

赤〇で囲んだ部分：切断され
たライトニングケーブル

Aブレード

画像ではLE側がナセル前方
方向を向いており、フェザリ
ング状態

先端から５ｍ付近でスパー
が折損し、TE側シェルの大
部分が剥離

Ｂ Ａ

Ｃ

ブレード構造
LE：リーディングエッジ TE：トレーリングエッジ
PS：風上側（受風面） SS：風下面
スパー：主桁 シェル：ブレード外装

（※参考画像）
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ブレード折損に至る推定シナリオ

８号風車 シナリオ （推定） 設備被害

・台風による暴風雨により
20:41 Error on all wind sensors 発 生
⇒エラー発報前後で120秒間のヨーイング停止

・瞬時値で45m/sを超える風速が続き
ナセルが強風に押され風向との角度差が拡大

20:50 時点での角度差：126.6°
21:00 時点での角度差：156.4°

・上記想定外の事象、及び風速・風向の急激な
変化などによりフェザリング状態のブレードへの
強い横風等を受け、ブレードが激しく振動し

② ブレード折損
・ピッチシリンダの破損によるピッチ角異常が

発生し、強い横風等を受け

・制御盤690V回路の短絡により ④ Q16制御電源トリップ

③ ホイストチェーン収納容器が
ナセル制御盤に衝突、690V回路の短絡

・ブレード折損による衝撃で
ローターバランスが大きく崩れ、タワーが揺られ

前段１：ナセル角と風向に開きが発生し始める

前段２：風向に追従しようとするが
ヨーウォームギアクラッチ板が破損

・ヨーウォームギアクラッチ板破損により
※重大なヨーイング異常動作発生

① ピッチシリンダ破損
23:58 Pitch dev.による停止
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ブレード折損に至る推定シナリオ

１３号風車 シナリオ （推定） 設備被害

・台風による暴風雨により
22:31 Error on all wind sensors 発 生
⇒エラー発報前後で120秒間のヨーイング停止

・瞬時値で45～50m/sを超える風速が続き
ナセルが強風に押され風向との角度差が拡大

22:30 時点での角度差： 12.9°
22:50 時点での角度差：172.2°

① ピッチシリンダ破損
23:07 Low oil-level hydraulic による緊急停止

② ブレード破損、制御コントローラダウン

・23:30の計測以降、制御コントローラダウンにより、
データ欠測
台風通過後のナセル内点検時に、ハブ用電源
回路ブレーカのトリップを確認
⇒制御コントローラダウンの原因と推測される

※ 23:30までの計測データが記録されているが、
23:07に発生したエラーから、23:30の間のエラー
発生は記録されていない

前段１：ナセル角と風向に開きが発生し始める

前段２：風向に追従しようとするが
ヨーウォームギアクラッチ板が破損

・ヨーウォームギアクラッチ板破損により
※重大なヨーイング異常動作発生

・上記想定外の事象、及び風速・風向の急激な
変化などによりフェザリング状態のブレードへの
強い横風等を受け、ブレードが激しく振動し

・ピッチシリンダの破損によるピッチ角異常が
発生し、強い横風等を受け
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ブレード折損に至る推定シナリオ

１６号風車 シナリオ （推定） 設備被害

・21:20 風向とナセル角に開きが拡大し始める

② ブレード破損

・信号線破損により

③ハブ内でピッチシリンダが信号線を破損
・ブレード破損による衝撃でローターバランスが崩れ
発電機回転数異常が発生し

④制御コントローラダウン

・21:30 ナセル角：11.6°風向：114.0°
⇒南東の風、ナセル斜め後ろからの受風

・瞬時値で45～50m/sを超える風速が続き
ナセルが強風に押され風向との角度差が拡大

21:50 時点での角度差：152.6°
22:30 時点での角度差：173.9°

20:40 から、風向とナセル角の差が生じるが、風速40m/s
を超え始めるタイミングと重なっており、ヨーウォームギア
のクラッチが滑り始めたのではないかと推測

前段 ： 風向に追従しようとするが
ヨーウォームギアクラッチ板が破損

・ヨーウォームギアクラッチ板破損により
※重大なヨーイング異常動作発生

・上記想定外の事象、及び風速・風向の急激な
変化などによりフェザリング状態のブレードへの
強い横風等を受け、ブレードが激しく振動し

・ピッチシリンダの破損によるピッチ角異常が
発生し、強い横風等を受け

① ピッチシリンダ破損
23:22 Pitch dev. による停止
23:35 Pitch too low: による緊急停止
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ブレード折損状況の調査 （７号機）

ＣブレードＳＳ ＰＳ
先端から５ｍ付近でスパー折損

ＳＳ側シェル剥離 ＰＳ側シェルはほぼ残存

翼根 先端

ブレード構造
LE：リーディングエッジ TE：トレーリングエッジ
PS：風上側（受風面） SS：風下面
スパー：主桁 シェル：ブレード外装

台風１０号通過後、Ｃブレード先端部はナセル方向の前
方となる風車から北方向で発見された

風速と風向データより、ナセル後方である南方向からの
強風を受け破損したものと思われる

回収された先端部

（※参考画像）
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ブレード折損に至る推定シナリオ

７号風車 台風９号通過時の状況 設備被害

7号機は2020年9月25日から予定されていたギア
ボックスの交換作業のため、ギア破損防止のため
ローターロック、およびブレーキをかけ保安停止中
であった

・他のブレード折損機と異なり、9/2 22:00のデータ
欠測までの間に、ナセルと風向の開きは無し

・ローターロックピンが破損するほどの強風を受け
たため、風車～サーバー間の通信が頻繁に途
絶する障害が発生

① ローターロックピン破損

③通信障害復旧を試みるも復旧に至らず
22:08 制御コントローラダウン

・ローターロックピン破損により

※ ７号機ブレードに異常なし

・20:10 Rotor RPM データで 回転数：1を記録
直前に、最大瞬間風速37.3m/sを記録

② メインベアリングハウジング破損

制御コントローラダウンの 22:08 までの計測データが記録さ
れているが、制御コントローラダウンに至るエラーは記録さ
れていない。
制御コントローラダウン直前のデーターは以下の通り

ナセル方向：154.4° 風向：157.8° （正常に追従動作）

台風９号通過後の点検時のナセル方向：10～15°（北）

22:08～翌朝の台風通過までに、南東から南西方向からの
強風により、ナセルが 140°程度押し動かされ、この際に
ヨーウォームギアが破損したものと推測される。

台風通過後に行った巡視でのブレード目視点検ではブ
レードに異常は見受けられず。

ナセル内点検では以下の不具合が確認された
・ローターロックピン／メインベアリングハウジング破損
・ブレーキキャリパー他関係部品破損
・ヨーウォームギア破損

68



ブレード折損に至る推定シナリオ

７号風車 シナリオ （推定） 設備被害

7号機は台風９号通過後、ヨーウォームギア破損に
より、ナセル方向は10～15°（北北東）で固定状態
（ヨーイング不可）
計測データについてはサイト内近傍の風車データ
を参照した

・9月6日 13:40より、サイト内の風速：20m/sを超
え始め、18:50頃に25m/sを超え、風雨が強まる
風向：60°（北東） ナセル前方からの受風

・9月7日 03:00頃
サイト内風速：30m/s超（10分平均値）
最大瞬間風速：44.8m/s
風向：90～100°（東） ナセル真横からの受風

・9月7日 04:40
サイト内最大風速：45.2m/s（10分平均値）
最大瞬間風速：51.9m/s
風向：150°（南東） ナセル斜め後方からの受風

ナセルに対し90°の横風から斜め後方
の強風を受けブレードが破損した
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事故原因分析

要因 原因 内容 評価 評価根拠

設計 設計不良 設計仕様を満たしていない △

設計時の想定設計風速（44m/s） を考慮し
IEC Class 1A（50m/s：10分平均風速）の仕様機種となっている。
風車が健全な状態であれば閾値を超えない風速には耐えうる。
IECの認証エディションについては、メーカーに問い合わせたところ
、 IEC 61400-1 ed.2 (1999) であることが確認できた

製造 製造不良 製造品質を満たしていない ✕
製造・出荷時の試験成績表や構造図は入手不可だが、出荷前
のブレードバランステストの立会時報告書が残っており、出荷
前の問題点は報告されていないことより、主因では無いと判断

環境

風況異常 過大風速（台風） △

設計風速：50m/s（10分平均風速）に近い48.8m/s（10分平均風
速）を計測
それを正対していない状態での受風

落雷 落雷情報確認 ✕
台風襲来前後の落雷情報を調査したが、風車への落雷は確認
されず

外的衝突 飛来物衝突 ✕ 現状で、タワー・ブレード等に飛来物衝突の痕跡は確認されず

運転 制御異常

ヨー制御異常 ◎
強風によりナセル方向が風向に対し追従できていない
ヨーウォームギア内部のクラッチ板の破損が原因と判断

ピッチ制御異常 ◎ 強風とナセル方向異常によりピッチシリンダが破損した

評価 ◎：可能性大 〇：可能性あり △：可能性小 ✕：可能性なし
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3.1 補修遅れ等によるブレード折損事故

3.2 台風9号、10号によるブレード折損事故

3.3 台風10号と落雷によるブレード折損事故
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１. 事故確認時の 5号機 風車ブレード状況

事故確認時の 5号機風車ブレード状況を示す。

写真のように、Aブレード先端が折損し飛散、Bブレード先端も折損、垂れ下がった状態であった。
Cブレードは、シェル表面が剥がれて飛散した状態であった

。 尚、5号機以外の風車には、被害はなかった。
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A ブレード状況
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C ブレード状況
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９ . 事故原因推定

1- ９月５日 21 時42 分 落雷によりA ブレード先端が被雷、損傷

９月５日２１時４２分、フランクリンジャパン殿調査に於いて落雷が確認されていることから、また、回収した A ブレー

ドと思われるブレード先端から雷痕、噴破の跡が確認されることから、A ブレード先端が被雷、損傷したものと判断する。
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2- ９月６日 19 時14 分 台風 10 号接近により落雷損傷部が拡大、損傷

① A ブレード損傷部一部飛散、避雷ケーブルにより左右に振られる。

９月６日１９時１４分に ブレード位置（ピッチ角）に異常を示す「Pitch Dev min 81.0° max 90.1°」の警
報が発信していることから、台風による強風のため、Aブレードの落雷損傷部が拡大損傷、一部飛散したものと
推定する。また、被雷ケーブルに繋がったブレード損傷部が左右に捻じれ、被雷ケーブル固定部が徐々に損傷し
て いき、ケーブル露出が⾧くなったものと推定する。

なお、この時間帯にはフランクリンジャパン殿の調査において落雷は確認されていないことから、この時間

帯の落雷によって損傷したものではないと言える。
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② A ブレードの飛散物及び残ったシェル・スパーがB ブレード及び C ブレードを打撃

ローターがゆっくりと遊転状態であった為、被雷ケーブルに繋がった A ブレード飛散物が B ブレード

及び C ブレードを打撃したと推定する。

これによる、打痕が各々B ブレード及び、C ブレードに確認されている。

③ B ブレード及び C ブレード打撃損傷部から台風強風により損傷拡大、破損、そして飛散

45m/s 以上の台風強風により、B ブレード及び C ブレード打撃損傷部が拡大し、破損、飛散したと推

定 する。
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3- ９月７日 9 時30 分 ５号機風力発電機 ブレード損傷確認

A ブレード落雷損傷、強風によるブレード破損により、B ブレード及び、C ブレードが強風により波及損傷・破

損 したものと推定され、台風通過後の 9 月 7 日朝から点検した結果、９時３０分、５号機風車ブレードの損傷を確

認す るに至ったものと判断する。
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再発防止対策（参考）

設備対策案（ダイバーター・ストリップスの取付）
ブレード先端への落雷をレセプターへ誘導するために、実証してきた成果から配置を決定し、検

証 していく
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ご清聴
ありがとうございました。




