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１．はじめに  

地球温暖化は世界的に緊急に取り組まなければならない環境問題の一つである。都は「温

暖化阻止！東京作戦」を実施するなど、国に先駆けた施策を進めている。下水道局におい

ても、行政の立場としてだけでなく、電力の大口消費者である立場からも、その果たすべ

き役割、責任は大きい。そこで、これからの事業の取組方針と行動戦略を示した「下水道

構想 2001」の中においても、地球温暖化防止対策に取組んでいくことを行動戦略の一つと

して掲げている。 

 地球温暖化防止対策としては、省エネルギー、燃料の転換、防止技術の導入、自然エネ

ルギーの導入等が挙げられる。このうち、自然エネルギーの導入は、エネルギーの消費に

伴う二酸化炭素の発生がほとんどないことから、化石燃料によるエネルギーの代替とする

ことで非常に大きな温暖化防止効果がある。特に風力発電は、近年技術の進展により発電

コストが大幅に低下しており、各地で導入が進んでいる。 

 
２．調査目的  
 風力発電装置は、海岸部に設置されることが多いが、これは海風が安定して吹き、設置

場所を確保しやすいためである。下水道局は臨海部に処理場を複数有しており、風車を設

置するための場所を確保することも可能である。そこで、下水道局における風力発電導入

の可能性を検討するため、臨海部における風況（風の状態、性質）を調査することとした。 

 なお、本調査は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下 NEDO）が公募を行ってい

る「風力発電フィールドテスト事業」に応募し、「東京都下水道局における風力発電フィー

ルドテスト事業（風況精査）」として平成 12 年度から平成

13 年度にかけて NEDO と共同研究を行ったものである。実

際の調査は（財）日本気象協会に委託して行った。 

 
３．調査内容  
 風況の調査地点は風車の建設予定地であることが望まし

い。そこで、風況の観測地点は、荒川東岸河口部に位置し、

海側からの風が遮られずに吹くこと、風車建設のための十

分な面積を確保できることから、葛西処理場の南処理施設

内を選定した。 

調査は、平成 12 年 11 月 1 日から平成 13 年 10 月 31 日ま

での 1 年間にわたって行った。風速、風向は、図 1 に示し

たように三杯型風速計と矢羽型風向計を高度 20m 及び 30m

に取り付けたポールを設置して 1 秒ごとに計測し、10 分ご

と及び 1 時間ごとの平均値をデータロガーに記録した。 
図 1 風況観測装置 
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 このように得られたデータを解析し、風況特性及び風力エネルギーとして、表 1 の項目

を評価した。  
 また、葛西処理場に実際に風力発電装置を導入することを想定した自然エネルギー活用

事例を提案した。  
 

 
４．調査結果及び考察  
４．１ 風況特性  
 1 年間の風況データを解析して、その

特性を把握した。また、風力発電の可能

性等について概略的に判断した。なお、

その判断基準は NEDO が平成 9 年 12 月に

発行した「風況精査マニュアル（概要版）」

によることとした。 

 結果の概要は表 2 に示し、以下、それ

ぞれについて詳述する。 

４．１．１ 平均風速  
 平均風速とは文字通り風速の平均値であり、1 時間平均値の合計をデータ数で割って求

める。 

月別平均風速を図 2 に示す。地

方によっては偏西風や台風などの

影響により、風速の季節変動が大

きいが、この図から分かるように、

今回の観測場所においては季節的

な特徴は見られなかった。図 3 に

示した時間別平均風速からは、日

中から夜にかけては風速が比較的

大きく、夜から朝にかけては風速

は比較的小さいことが分かる。 

 年間の平均風速は高度 20m では

3.5m/s、高度 30m では 3.7m/s であ

表１ データ解析項目  

解析項目  目的
 平均風速  風力開発の可否を概略的に評価
 風向出現率  風の卓越方向を把握
 風向別平均風速  風力のエネルギー主風向を把握
 風速分布  風速の出現特性を評価

風況特性  風向別風速分布  風力エネルギーの風向別の出現特性を評価
 鉛直方向風速分布  ある高度の風速を推定するため､鉛直分布を把握
 乱れ強度  風速の瞬時特性を把握
 大瞬間風速  風車の耐風速を評価
 風車の稼働率  風力の稼働状況を判断

風力エネルギー  風力エネルギー取得量  取得でき る風力エネルギー量を評価
 風車の設備利用率  風力開発の可否を判断

図２ 月別平均風速 
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表２ 風況特性概要 

調査高度 20m 30m
平均風速(m/s) 3.5 3.7
卓越風向 北 北北東
乱れ強度(風速2.0m/s以上) 0.25 0.25

大瞬間風速(m/s) 36.2 37.7
ワイ ブルパラ メ ータ (形状定数) 1.82 1.82



 

った。平均風速は風力発電の可能

性を判断する も簡単な指標であ

り、評価の基準として NEDO は、地

上高 10m における年平均風速が

5m/s 以上を風力発電に適した風

況であるとしている。本調査では

地上高 20m 及び 30m における観測

データであるため、この基準を風

速の鉛直分布を表す経験式(1)で

変 換 す る と 、 地 上 高 20m で は

5.7m/s 以 上 、 地 上 高 30m で は

6.2m/s 以上となる。年平均風速の

観測値は高度 20m、30m ともにこの

基準値を下回っていた。 

４．１．２ 風向出現率  
 風向出現率とは、風が吹いてくる方位別の時間

的割合である。16 方位別の風向出現率を図 4 に示

す。高度 20m、30m いずれも北方向あるいは南方向

からの風が吹いている時間帯が長かった。 

季節的な傾向としては、冬期は北方向からの風

がほとんどであったが、夏期には南方向の出現率

が高くなった。時間別風向出現率を見ると、日中

から夕方にかけては南方向の出現率が高く、夜間

から明け方にかけては北方向の出現率が高かった。 

４．１．３ 風向別平均風速  
 16 方位別の平均風速を図 5 に示す。風向出現率

の高い方位で平均風速が大きいことがエネルギー

を効率的に取得するには望ましい。しかし、風向

出現率が高い北や北北西は平均風速が小さく、風

向出現率が低い南西で平均風速が大きく、風向出

現率の高い方位と平均風速が大きい方位は一致し

なかった。 

４．１．４ 風速分布  
 風車設置の場合の取得エネルギー予想やコスト

試算を行うには、風速ごとの時間割合である風速

分布のデータが必要である。 

全期間の 0.1m/s ごとの風速分布を図 6 に示す。

形状としては低風速側の傾きが大きく、高風速側

はなだらかになっている。これは一般的な風速分

布曲線の形状である。ワイブル分布に近似した場

合のワイブルパラメータ（形状定数）はどちらの

高度においても 1.82であり、一般的な形状定数の範囲である 0.8～2.2の中に入っている。
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図４ 風向出現率 
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図５ 16 方位別平均風速  
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図３ 時間別平均風速 
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このように、形状定数からも一般

的な風速分布曲線の形状であった。 
４．１．５ 風向別風速分布  
 北方向 3 方位、南方向 3 方位そ

れぞれの 0.5m/s ごとの風速分布

について図 7 に示す。南方向 3 方

位の風速分布は高風速側に広がっ

ており、風向別平均風速と同様の

傾向であった。 

４．１．６ 鉛直方向風速分布  
 前述のように、風速の鉛直分布

は経験式(1)で表される。地表面に

近いほど風速は小さくなるが、こ

れは地表面との摩擦があるためで

あり、その程度がべき指数として

表される。本調査の高度 20m 及び

30m の平均風速からべき指数を算

出すると 7.2 となる。平坦な海岸

付近のべき指数は 7～10 であると

言われており、今回のべき指数は

その範囲に入っている。 

４．１．７ 乱れ強度  
 乱れ強度とは風速の変動のこと

であり、平均風速と風速の標準偏

差から求められる。風力発電装置

は風速により運転状態を変化させ

るため、乱れ強度が小さい安定した

風が吹くことが望ましい。風速 2.0m/s 以上の場合の乱れ強度を求めたところ、高度 20m

及び 30m において 0.25 であり、風力開発に適していると言われる乱れ強度 0.30 以下を満

足している。 

４．１．８ 最大瞬間風速  
 風力発電装置は一般的に 60m/s までの風速には耐えられるように設計されている。従っ

て、これ以上の風速となる時間が長いと風車の耐久性に問題がある可能性がある。 

 本調査においては、1秒間隔でのサンプリングによる 大瞬間風速は高度 20mで 36.2m/s、

高度 30m で 37.7m/s であり、風車の耐久性には影響はないと考えられる。 

４．１．９ 風況特性まとめ  
 以上の結果より、葛西処理場の風況特性は以下のようにまとめることができる。 

・年間の平均風速は 20m で 3.5m/s、高度 30m で 3.7m/s と、風力発電の目安となる基準値

は満たさず、年平均風速では風力発電に適した風況ではなかった。 

・乱れ強度、 大瞬間風速といった風車の耐久性に関する項目は風力発電を行うのに問題

のない結果であった。 

・典型的な海陸風と考えられ、日中から夕方にかけては南からの海風、夜から明け方にか

図６ 風速分布 
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けては北からの陸風が吹いていることが分かった。季節的には夏期は海風、冬期は陸風

が吹く傾向が強く、平均風速としては海風がやや大きかった。  
４．２ 風力エネルギー  
 経済性等を厳密に判断する場合

には、図 8 に示したように風車の

規模を想定し、風況精査の結果と

併せてコスト試算を行う必要があ

る。 

ここでは、風車の規模に応じた

エネルギー取得量を求め、風車の

発電能力に対する割合である設備

利用率により葛西処理場における

風力発電の可能性を判定した。そ

の基準は風況特性と同様に、「風

況精査マニュアル（概要版）」によ

ることとした。  
４．２．１ 風車の稼働率  
 風車の稼働率は、風車が実際に

回転して発電を行う時間的割合で

ある。風力発電装置はある風速に

達するまでは発電しないように設

定されている。この風速をカット

イン風速と呼ぶ。また、風速が大

きくなり、発電能力以上のエネル

ギーを風車として受けるようにな

ると、制御が難しくなり回転を続

けることは危険である。この場合

には設定風速以上になると回転を

止める仕組みになっている。

この風速をカットアウト風速

と呼ぶ。従って、風車の稼働

率は、カットイン風速以上、

カットアウト風速以下の風速

である時間の割合（図 9）で

ある。 

 本調査の結果を基にして算

出した 150kW 級、300kW 級、750kW 級のそれぞれの風車についての稼働率を表 3 に示す。稼

働率の NEDO の基準は 45%以上であり、150kW 級、300kW 級の風車については下回ったが、

750kW 級の風車についてはこの基準を満たしている。これは、750kW 級の風車は風を受ける

面積が大きいためにカットイン風速を小さくできるためである。 

４．２．２ 風力エネルギー取得量  
 風力エネルギー取得量は、風況精査の結果と風車の性能から算出される予測発電量であ

図８ 風力発電導入判断スキーム 

風車の性能曲線風速分布

エネルギー取得量

節約できる電力料金

導入経費、維持管理費

風況精査 風車の規模決定

導入判断

コスト比較

風車の性能曲線風速分布

エネルギー取得量

節約できる電力料金

導入経費、維持管理費

風況精査 風車の規模決定

導入判断

コスト比較

風速

出
現

率

カットイン風速

カットアウト風速

発電可能風速範囲

風速

出
現

率

カットイン風速

カットアウト風速

発電可能風速範囲

図９ 発電可能風速範囲の概念図  

風車規模 150kW級 300kW級 750kW級
カ ッ ト イ ン風速(m/s) 4 4 3
カ ッ ト アウト 風速(m/s) 25 25 24
稼働率(%) 36 41 66
年間エネルギー取得量(kWh) 54281 152850 384289
設備利用率(%) 4.1 5.8 5.8

表３ 風車規模と風力エネルギー 



 

る。風車は風が吹けばいつでも定

格能力の発電を行うことができる

わけではなく、風速によって発電

出力が異なる。それらの関係を示

した性能曲線は一般的に図 10 の

様な形状をしており、風速が小さ

いと風車は回転していても発電量

は少なくなってしまう。 

 風力エネルギー取得量は式(2)

で求められ、各風速における発電

出力は性能曲線から、出現時間は

風速分布から導かれる。150kW 級、

300kW 級、750kW 級のそれぞれの風車

についての予測年間エネルギー取

得量を表 2 に示す。  
４．２．３ 風車の設備利用率  
 風車の設備利用率は、

発電能力のうちどの程度

発電できるかを示す値で

あり、式(3)に示したよう

に全期間定格能力で発電すると仮定した場合に対する実際のエネルギー取得量の割合であ

る。風力発電に限らず、設備利用率は発電システムの一般的な経済的指標として用いられ

る。NEDO はこの基準を 17%以上としており、これ以上であれば風力開発に有望であるとし

ている。 

 葛西処理場の風況の場合には、設備利用率は表 2 に示したように 6%以下であり、基準を

大きく下回っている。従って、150kW 級から 750kW 級の風車の葛西処理場への導入は経済

的に有利であるとは考えにくい。ちなみに、設備利用率が 17%を超えるには、風速分布曲

線を平行移動させると仮定すると、高度 30m で 2.1m/s 高風速側へ移動して平均風速が

5.8m/s になる必要がある。 

４．２．４ コスト試算例  
エネルギー取得量や設備利用率が求まれば、コスト試算を行うことができる。今回得ら

れたデータを用いて大まかにコスト試算を行った例を表 4 に示す。平均風速や設備利用率

が NEDO の基準に

満たなかったこと

から推定されたよ

うに、実際にコス

ト試算を行っても、

風力発電導入によ

るコスト的なメリ

ットは見出せない

ことが分かった。  
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出
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図１０ 風車の性能曲線の概念図 
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設備利用率(%)＝ ……(3)
発電能力(kW)×発電期間(h)

エネルギー取得量(kWh)×100
設備利用率(%)＝ ……(3)

発電能力(kW)×発電期間(h)

エネルギー取得量(kWh)×100

表４ 風力発電導入コスト試算例 

項目 根拠 金額 項目 データ
建設費 25万円/kW 15000万円 発電能力(kW) 600
補助金 建設費の1/2 -7500万円 設備利用率(%) 6%
維持管理費 建設費の2%/年 6000万円 発電時間(h) 175200

電力単価(円/kW) 10
合計 13500万円 6300万円

　 　 導入コ スト ＝建設費－補助金＋維持管理費
　 　 節約電気料金＝発電能力×設備利用率×発電時間×電力単価
　 　 (13500万-6300万)/20=360万円/年　 　 ←赤字額
　 　 ※600kWの風車を1基建設し 、 20年間使用する。



 

なお、このような簡易なコスト試算によりコストメリットが得られると判断された場合

には、厳密な積算を行ってコスト評価を行うとともに、鳥害、騒音予測、電波障害予測と

いったアセスメント、電力会社や周辺の住民との協議により、風力発電装置設置の可否を

判断する必要がある。  
４．２．５ 風力エネルギーまとめ  
 以上、葛西処理場に風力発電装置を設置すると仮定した場合、得られる風力エネルギー

を解析することにより以下のような結果が得られた。 

・稼働率は 750kW 級の風車を想定した場合には 66%となり、NEDO の基準である 45%を上回

っていることが分かった。 

・設備利用率については、750kW 級の風車の場合で 5.8%であり、NEDO の基準の 17%を大幅

に下回っていた。 

・設備利用率 17%以上という基準を満たすには、平均風速としては約 2m/s 足りなかった。 

・数百 kW 級の風車の導入はコスト的にはメリットを見出せない。 

４．３ 葛西処理場における自然エネルギー活用案  
 これまでは数百 kW 級の風車の導入を前提として、風況精査の結果を解析、評価してきた

が、現在は風力発電設備の規模は二極化してきている。大型のものについてはコスト的な

メリットの大きい 1000kW 以上が中心となっており、風況が良好な山間部や海岸部で総発電

能力が数万 kW にも及ぶウインドファームと呼ばれる大規模風力発電施設も盛んに建設さ

れている。一方、手軽に自然エネルギーを導入したいという需要に応えるべく、数十 kW

以下の規模について新たに開発が進んでいる。 

 そこで、コスト、用地、手続きといった点で導入が容易な小規模な風力発電と、その補

完として太陽光発電を組み合わせた自然エネルギー活用例を、葛西処理場での使用電力を

代替することを目的に検討することとし、風況精査の結果をもとに、コスト試算を行った。 

  代替する電力の使用形態を表 5 に示す。風車としては 10kW、40kW、100kW、1000kW の 4

種類から規模に合わせて選択した。また、大型風車を設置する場合（ケース 8）も想定し

た。 

 この表から分かるように、少ない電力量を代替する場合には 10～100kW 規模の風車の設

置で済む。20 年間の総経費で 1 億円以下のケースが多く、コスト的に導入しやすい。また、

これらの規模の風車であれば、用地の制約も少なく、ケース 8 をのぞいてアセスメントも

必要ない。従って、当局においてもこの規模の風車であれば導入は容易であると考えられ

表５ 電力使用形態と自然エネルギー活用案 

ケース 代替電力使用形態 年間必要 必要経費
電力量(kWh) 風力 太陽光 （ 万円、 20年間）

1 煙突のラ イ ト アッ プ 66000 100×1 20 11600
2 見学者説明室の照明 16000 40×1 5 8000
3 展示室の照明 6700 10×2 5 5200
4 事務室の照明 60000 100×1 10 10400
5 処理場南側外周道路証明 42000 100×1 5 9800
6 ビオト ープのポンプ及び照明 120000 100×2 15 20300
7 電気自動車の充電 14000 40×1 5 8000
8 処理場使用電力の1% 690000 1000×1 - 38500

設置規模(kW)

※必要経費は建設費（電機設備費を含む）と維持管理費である。  



 

る。 

今回は検討しなかったが、 近は数 kW、あるいは 1kW 以下の風車の普及が大規模な風力

発電装置の設置が困難な都市部においても進んでいる。こういった風車は大きさが数 m 以

下、重量は本体のみでは数 kg、価格も 30 万円程度と、家庭における導入も可能である。

場所をほとんど選ばないため、当局の地球温暖化防止対策の取組み姿勢をお客さまにアピ

ールできる場所に設置することも可能であり、当局の自然エネルギーの導入が進んでいく

過程ではこのような風車の導入も十分考えられる。 

 
５．まとめ  

葛西処理場で 1 年間にわたって風況精査を行い、風力発電導入の可能性を検討した。そ

の結果、表 6 に示したように NEDO の基準を満たしている項目は少なく、数百 kW 級の規模

の風力発電の導入に関してはコスト的なメリットを見出すことはできなかった。 

 10～100kW 程度の小規模な風力発電の導入についても併せて検討したところ、総経費を

抑えることができ、用地、手続きといった制約も少ないことから、当局においては大規模

風力発電より導入の検討に値すると判断した。 

 今後は地球温暖化防止対策に対する世の中の要請はますます高くなっていくと思われる。

そうした状況の中、率先して対策に取り組むべき行政の立場としては、自然エネルギーへ

の代替を推進していくことでその責務を果たしていくことは避けられないことと考えられ

る。そのために下水道局としては、実際に自然エネルギーの導入する際には本報告で示し

た手法や結果を活用することはもちろんであるが、都が制度化を予定している「CO2 削減

証書」や既に国内でも実績のある「グリーン電力証書」のような、自然エネルギーを間接

的に利用する方法、PFI など民間活力を活用して自然エネルギーを導入する方法、等の幅

広いメニューにより温室効果ガスの排出に貢献していく必要があろう。 
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表６ 風況精査結果まとめ 

高度、 風車規模 結果 NEDO評価基準 評価

20m 3.5m/s ≧5.7m/s ×
30m 3.7m/s ≧6.2m/s ×

乱れ強度 20m(≧2.0m/s) 0.25 ≦0.30 ○
20m 36.2m/s ≦60m/s ○
30m 37.7m/s － －

150kW級 36% ×
300kW級 41% ×
750kW級 66% ○
150kW級 4.1% ×
300kW級 5.8% ×
750kW級 5.8% ×

稼働率
エネルギー

特性
設備利用率 ≧17%

≧45%

大瞬間風速

風況特性

平均風速




