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依頼講演＜第1日：平成30年12月 4日（火）＞（サイエンスホール地下2階）

	 基調講演

	 1.	我が国の風力発電と促進政策について	･･･････････････････････････････････････････････････ 1
資源エネルギー庁　新エネルギー課長	 山崎　琢矢

	 2.	洋上風力発電に関する制度環境の整備について（仮題）	･･･････････････････････････････････ 17
内閣府　総合海洋政策推進事務局　参事官	 有倉　陽司

	 3.	再エネ導入拡大促進プログラムと風力発電について（仮題）	･･･････････････････････････････ 18
環境省　地球環境局　地球温暖化対策課長	 奥山　祐矢

	 4.	風力発電の安全に関する最近の動向について	････････････････････････････････････････････ 19
経済産業省	電力安全課　課長補佐	 榎本　　宏

	 5.	NEDOにおける風力発電事業について	･･････････････････････････････････････････････････ 35
新	エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）新エネルギー部　主任研究員	田窪	祐子

テーマ1：世界と日本の風力市場（司会：三保谷　明副会長）

	 1.	デンマークに於ける風力発電最新状況と海外展開について	････････････････････････････････ 55
デンマーク大使館　上席商務官　エネルギー・環境分野担当	 田中いずみ

	 2.	再生可能エネルギー事業へのファイナンサ―の動向	･･････････････････････････････････････ 72
三菱 UFJ	リサーチ&コンサルティング株式会社　社会システム共創部　	
チーフコンサルタント	 青野　雅和

	 3.	洋上風力発電の世界動向と日本の選択	･･････････････････････････････････････････････････ 83
MHIヴェスタスオフショアウィンド　副社長 /チーフ・ストラテジー・オフィサー	 山田　正人

	 4.	日本型風車の開発と国際展開	･････････････････････････････････････････････････････････ 100
株式会社日立製作所　電力ビジネスユニット　シニアプロジェクトマネージャ	 佐伯　　満

テーマ2：学会からの報告（司会：本田明弘理事）

	 1.	系統連系制約と緩和策	･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 115
日本風力エネルギー学会　理事 /電源開発株式会社　風力担当部長	 本庄　暢之

	 2.	世界と日本の風力発電	･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 131
日本風力エネルギー学会　理事 /日本風力発電協会　国際・広報部会長	 上田　悦紀

	 3.	浮体式洋上風力発電の現状と将来展望（仮題）	･･････････････････････････････････････････ 158
日本風力エネルギー学会　会長	 石原　　孟
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第2日目：12月5日（水）

一般研究発表　（★は登壇者、演題に付した＊はポスター発表も含む）

セッションA（会場1：サイエンスホール（地下2階））
A1：気象・海象Ⅰ　　座長：大澤　輝夫（神戸大）

A11	 複雑地形における大気安定度が数値シミュレーションに与える影響の検証････････････････ 159
ユーラスエナジーホールディングス	 ★高桑　　晋
九州大学応用力学研究所	 内田　孝紀
ユーラスエナジーホールディングス	 大八木崇裕
ユーラスエナジーホールディングス	 市川　弘人

A12	 陸奥湾および津軽海海峡における洋上風況の推定	･･････････････････････････････････････ 163
弘前大学	 ★本田　明弘

A13	 新しい海面水温データセット IHSSTを用いたWRFによる洋上風況計算の精度検証	･･･････ 167
神戸大学大学院	 ★清水　悠正
神戸大学大学院	 大澤　輝夫
産業技術総合研究所	 嶋田　　進

A14	 洋上風況アセスメントにおけるマイクロ波散乱計の品質フラグの影響＊･･････････････････ 171
東京海洋大学	 ★竹山　優子
東京海洋大学	 浅川　知紗
産業技術総合研究所	 嶋田　　進
神戸大学大学院	 大澤　輝夫
神戸大学大学院	 香西　克俊
産業技術総合研究所	 小垣　哲也

A15	 福島沖における波浪の数値予測に関する研究	･･････････････････････････････････････････ 175
東京大学大学院	 石原　　孟
水域ネットワーク	 ★大森　政則
水域ネットワーク	 荒川　　洋
東京大学大学院	 山口　　敦

A16	 複数の風況シミュレーションを用いた近海域における洋上風況推定値の比較･･････････････ 179
イー・アンド・イー	ソリューションズ	 ★小長谷瑞木
神戸大学大学院	 大澤　輝夫
イー・アンド・イー	ソリューションズ	 水戸　俊成
イー・アンド・イー	ソリューションズ	 加藤　秀樹
神戸大学	 井上　鷹矢
むつ小川原港洋上風力開発	 川本　和宏
JR東日本エネルギー開発	 渡邊　幸人

A1-7	 洋上WF開発候補海域における風況精査手法の検討　その1）デュアルライダー観測	･････････ 183
産業技術総合研究所	 ★嶋田　進
神戸大学大学院	 大澤　輝夫
神戸大学大学院	 中里　　廉
海上・港湾・航空技術研究所	 中村　聡志
東京海洋大学	 竹山　優子
産業技術総合研究所	 小垣　哲也
ウィンド・パワー・グループ	 古川　正樹
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A2：気象・海象Ⅱ　　座長：嶋田　進（産業技術総合研究所）

A21	 洋上WF開発候補海域における風況精査手法の検討　その2）ブイ観測 -WRF 計算併用手法	･ 187
神戸大学大学院	 ★大澤　輝夫
産業技術総合研究所	 嶋田　　進
神戸大学大学院	 中里　　廉
ソニック	 伊藤　芳樹
ソニック	 平井　重雄
ゼニライトブイ	 山田　高史
港湾空港技術研究所	 中村　聡志
産業技術総合研究所	 小垣　哲也
ウィンド・パワー・グループ	 古川　正樹

A22	 鉛直照射型ドップラーライダーを用いた風況観測の精度に関する考察････････････････････ 191
イー・アンド・イー	ソリューションズ	 ★水戸　俊成
イー・アンド・イー	ソリューションズ	 小長谷瑞木
イー・アンド・イー	ソリューションズ	 加藤　秀樹
神戸大学大学院	 大澤　輝夫
神戸大学大学院	 辻　　拓未
産業技術総合研究所	 嶋田　　進

A23	 風力発電設備への気象雪氷リスク	････････････････････････････････････････････････････ 195
応用気象エンジニアリング	 ★青柳　秀夫

A24	 MSSG を用いた 50m解像度気象計算による年間の風況予測及び検証	･････････････････････ 199
風力エネルギー研究所	 ★佐々木　亘
風力エネルギー研究所	 種本　　純
海洋研究開発機構	 大西　　領
風力エネルギー研究所	 植田　祐子
風力エネルギー研究所	 今村　　博

A25	 風況マップに基づくLSTMを用いた多地点入力型風速予測システムの予測精度改善に関する一考察	･･ 203
徳島大学	 ★腹岡　　塁
徳島大学	 鈴木　浩司
徳島大学	 北島　孝弘
徳島大学	 桑原　明伸
徳島大学	 安野　　卓
四国総合研究所	 瀧川　喜義

A26	 IEC/TC88/WG15	風力発電所の風条件に関するサイトアセスメント	･････････････････････ 207
風力エネルギー研究所	 ★種本　　純
東京大学大学院	 山口　　敦
日立製作所	 清木荘一郎
The	National	Renewable	Energy	Laboratory	 フィールズ	マイケルジェイソン
EAPC	Wind	Energy	 シャーウィン	ロベルト

A3：系統・電気システム　　	座長：歌川　学（産業技術総合研究所）/	
英語　座長：Jay	Prakash	Goit（産業技術総合研究所）

A31	 風車の雷害調査結果と雷リスクマネジメントの検討････････････････････････････････････ 211
電源開発	 ★本庄　暢之

A32	 2050 年変動性再生可能エネルギー導入率 50%シナリオにおける日本の送電線投資分析	････ 215
京都大学大学院	 ★安田　　陽
富士通総研	 濱崎　　博
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A33	 	西日本における 2030 年の風力 /太陽光発電導入と電力需給バランス、	
地域間送電と柔軟な需給運用の効果	･･････････････････････････････････････････････････ 219
立命館大学	 ★竹濱　朝美
産業技術総合研究所	 歌川　　学
東京大学	 斎藤　哲夫

A34	 2030 年日本の電力システムの再生可能エネルギー系統統合研究	･････････････････････････ 223
九州大学 /自然エネルギー財団	 ★分山　達也
自然エネルギー財団	 市村　将太
Elia	Grid	International	 Kuwahata	Rena
Elia	Grid	International	 Merk	Peter
GridLab	 Rabe	Steffen
Agora	Energiewende	 Pescia	Dimitri

A35	 How	to	use	SoDAR	on	the	complex	terrain ＊	････････････････････････････････････････ 227
グリーンパワーインベストメント	 ★吉村　　淳
ヴァイサラ	 櫻井　博昭
Pattern	Development	 リッチ	オシボフ
Pattern	Development	 パトリック	パイル

A36	 Solidity's	Effect		on	the	Small	wind	Turbine	Design	･･･････････････････････････････････ 229
ASHIKAGA	INSTITUTE	OF	TECHNOLOGY	 ★ Abdulrhman	Elawady
ASHIKAGA	INSTITUTE	OF	TECHNOLOGY	 Tebogo	Pooe1
ASHIKAGA	INSTITUTE	OF	TECHNOLOGY	 Iino	Mitsumasa1

A4：	社会受容性・経済性・人材育成・政策／騒音・環境アセスメント　	
座長：安田　陽（京都大学大学院）

A41	 自治体風車のリプレースにおける現状と課題（その 3）	･････････････････････････････････ 233
東洋設計	 ★出野　　勝
東洋設計	 延命正太郎

A42	 学生と市民を対象とした洋上風力発電に関する意識調査････････････････････････････････ 237
北海道科学大学	 ★白石　　悟
北海道科学大学	 福原　朗子

A43	 地域への風力発電導入における自治体新電力の役割････････････････････････････････････ 241
千葉科学大学	 ★安藤　生大

A44	 洋上風力発電における地域経済付加価値分析	･･････････････････････････････････････････ 245
京都大学	 ★山東　晃大

A45	 大型風車の誘起する地盤振動についての序論	･･････････････････････････････････････････ 247
岩手大学	 ★小野寺英輝

A46	 風車ナセル・タワーの振動解析＊	････････････････････････････････････････････････････ 251
日本大学	 ★高橋　厚太
日本大学	 賀川　和哉
日本大学大学院	 長島　久敏
産業技術総合研究所	 川端　浩和
産業技術総合研究所	 田中　元史
産業技術総合研究所	 小垣　哲也
日本大学	 濱田　幸雄
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A47	 小型水平軸風車の音響特性について	･･････････････････････････････････････････････････ 255
計算力学研究センター	 ★岩永　則城
計算力学研究センター	 根岸　俊輔
計算力学研究センター	 石川　　宏
計算力学研究センター	 吉見顕一郎
計算力学研究センター	 橋場　　孝
計算力学研究センター	 北嶋　秀樹
飛場航空機製造開発	 明石　克人

セッションB（会場2：第1会議室（6階））
B1：洋上風力発電　　座長：宇都宮　智昭（九州大学大学院）

B11	 水平軸風車と三角形結合浮力構造体の整合性検証及び対策＊	････････････････････････････ 257
―	 ★永田　龍彦

B12	 浮体式洋上風力発電コストに及ぼす風車規模の影響に関する研究	････････････････････････ 261
東京大学大学院	 菊地　由佳
東京大学大学院	 ★難波　治之
東京大学大学院	 石原　　孟

B13	 	NK-UTWind によるセミサブ型浮体式洋上風車の係留力評価における	
ランプドマスモデルの検証	･･････････････････････････････････････････････････････････ 265
日本海事協会	 ★福王　　翔
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