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日本風力エネルギー学会 平成 26 年度（2014 年度） 事業報告 
(自：平成 26 年 4 月 1 日 至：平成 27 年 3 月 31 日) 

 
(特記事項) 
Ⅰ. 風力発電の国内動向 
平成 26 年 4 月 1 日に洋上風力発電の買取価格が設定されました。これを受けて日本各地の海域で洋上風力発電

の導入が数多く計画されていますし、国土交通省港湾局は平成 27 年 3 月末に「港湾における洋上風力発電施設等

の技術ガイドライン(案)」を公表しました。銚子沖・北九州市沖着床式洋上風車、福島県沖・五島沖浮体式風車が

引き続いて運転され、貴重なデータが取得されています。これらの洋上風力発電に係る実証研究は、我が国の再生

可能エネルギー機器の代表として、洋上風力発電導入を牽引するものと思われます。学会関係者が活躍される年で

した。 
 一方、平成 26 年も残念ながら風力発電の事故が発生しました。維持管理の課題、落雷による故障と事故のよう

に、改めて日本の自然環境の厳しさを再認識させられた一年でした｡経済産業省では風車の定期検査を義務化する電

気事業法の改正手続きに入るとともに、風力発電設備の安全性評価に助成制度を設けました。風車事故を撲滅し、

適切な風力発電の計画・設計･建設・維持管理を実現するために、学会員各位のご援助とご協力をお願いしたいと思

います。 
風力発電の導入拡大を図るために、経済産業省では「電力系統の広域的運営と電力システム改革」として、系統

の整備や、電力広域的運営推進機関による電力の安定供給体制の抜本的強化と全国規模での需給整備機能の強化に

取り組むことが宣言されています。これにより「風力発電のための送電網整備実証事業」、「電力系統出力変動対応

技術研究開発事業」等が進められています。これらのプロジェクトの実現により、風力発電等の再生可能エネルギ

ーの導入量が増加することが大いに期待されます。 
 

Ⅱ.事務体制の強化と会員へのサービスの向上 
平成 27 年 2 月に新しい学会事務局を神田に開設し、新事務局長と事務員により従来の週 2 日から週 5 日の体制

を構築し、会員の利便性を向上させることに努めました。また、新設した特別団体会員に対して、6 機関からご賛

同を得ることができ、同会員には学会ホームページにバナーを設ける等の特典を設けさせて頂くとともに、会員へ

のサービスの向上策も提案しました。このように、平成 26 年度は学会活動を活発化させて、広く会員サービスに

努める事務体制と財政基盤を構築することができました。関係各位のご協力とご援助に感謝します。 
 
 (今後に向けて) 

外部資金による受託研究を獲得し、学会の財務体質の強化に繋げるとともに、今後も学会ホームページの充実、

研究会の活性化、講習会の開催等を実施します。学会としては、風力エネルギー利用に係る研究・教育に携わって

おられる会員相互の連携・協力を通して、風力発電の技術振興あるいは導入促進に積極的な貢献を果たすべく、会

員各位の一層のご理解、ご援助、ご協力をお願いする次第です。 
 
 (概略報告/総括) 
以下の通り、主たる活動に関し、概略を報告いたします。 

1. 総会の開催 
・5 月 26 日に定時社員総会を開催。平成 25 年度の事業報告、収支報告、監査報告について審議承認いただき、26
年度の事業計画、収支予算について報告承認いただいた。 

2. 代表委員会の開催 
・5 月 26 日の総会前に開催。総会の議案内容につき報告し、意見交換を行った。 
3. 理事会の開催 
・4 月 23 日、5 月 26 日、7 月 23 日、9 月 9 日、11 月 6 日、1 月 22 日及び 3 月 18 日に開催、各種議案を討議し

た。 
4. 各委員会等の開催/活動 
・全体：会長選挙規定を始めとして、風力エネルギー学会の規程の見直しを行って、更新したものを学会ホームペ

ージに掲載して利用の利便性を向上させた。 
・企画・運営委員会：当学会最大の行事である風力エネルギー利用シンポジウムを開催した。テーマとしては社会

的に関心の高い「風力発電の研究開発と電力インフラ整備」、「風力発電の安全性とリスクマネジメント」を選ん

だ。また、風力エネルギーシンポジウムの過去の予稿集を、J-STAGE LITE へ掲載し、広く利用できる体制を整え

るとともに、ロゴデザイン等の検討を行った。 
・編集委員会：ほぼ上記理事会のスケジュ－ルに合わせて 5 回の委員会及び 4 回の準備会を開催、学会誌の編集方

針等について検討し、予定通り学会誌を 4 回発行した。通巻 111 号及び 112 号では学術・事業委員会で翻訳作業

中の「風力エネルギーハンドブック」の内容を実務者向けの特集として紹介した。新たな試みとして、Grand 
RE2014 国際会議「風力分野」から論文を推薦し論文委員会との共同作業により論文特集号（通巻 112 号）を編

集した。学会誌がアカデミックな内容に偏り過ぎないように、会員の皆様の多様なニーズにお応できるような特
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集や連載を企画し、地域創生、文化、名所・旧跡、新エネ、再エネ、風力発電をキーワードとした新連載「わが

マチわがフルサト」を通巻 113 号から連載することや、「ユニークな風車，新開発の風車」等の特集を組むことと

した。また、学会誌「風力エネルギー」の連載記事「雷」を単行本「風力発電施設と雷対策（仮題）」として発刊

することにして、編集/監修作業に入っているが、監修委員会の開催等、次年度に継続する。 

・学術・事業委員会：電気学会と合同で研究発表会（関西大学）を開催し、風力発電関連の電気工学系研究者・実

務者の交流活性化を図った。風力エネルギーハンドブック研究会にて 27 年度秋の出版に向け、Wind Energy 

Handbook の翻訳を行った。 

・国際・広報委員会：欧州の風力市場が飽和・停滞して、先進国で最後の大市場として日本に注目が高まっている。

この結果、海外の風力・再生可能エネルギー団体、業界誌、コンサル会社、関連企業、大使館・商工会議所、等

からの情報提供や取材、面談の依頼が年間約 100 件あった。インド、トルコ、オランダ等から風力発電関連でミ

ッション団が来日した。GWEC や EWEA の国際行事への参加も恒例化している。 

 (詳細は後述の各種活動内容を参照。) 

・表彰委員会：委員会名称を「表彰・啓発委員会」から「表彰委員会」に改め、表彰・啓発委員会規程及び表彰規

程を見直し、それぞれ「表彰委員会規程」及び「表彰者選考手続き」に改訂した。改訂に合わせ「出版賞」を新

設した。また特別功労賞、論文賞、奨励賞を選出し、特別功労賞、論文賞はシンポジウムで、奨励賞は平成 27 年

度総会で表彰する。なお、シンポジウムではポスター賞も表彰した。新たな表彰についても検討を開始した。 

・論文委員会： 26 年度は一般投稿論文 15 件を審査した（内 8 件掲載、7 件審査中）。なお、26 年度は前年からの

審査持ち越し 4件を含め 12 件の論文を論文集に掲載した。これらとは別に通巻 112 号の Grand RE2014 国際会議

推薦論文特集への対応として 13 件の論文を審査し、10 件を 112 号に掲載、1件を次年度 113 号に掲載、2件を返

却した。またシンポジウムにおいて座長から推薦された発表論文について論文集への投稿を依頼したほか、奨励

賞候補を表彰委員会へ推薦した。25 年度に論文集に掲載された論文の中から論文賞候補論文について審議し表彰

委員会へ推薦した。 

 

５．学会誌の発行（第 38 巻） 

 第 1 号（通巻 109 号）Vol.38 No.1 2014 年 5 月発行 900 部 
特集：風力発電の地域導入への取り組みと社会受容性向上、並びに地域振興を目指して 

 第 2 号（通巻 110 号）Vol.38 No.2 2014 年 8 月発行 900 部 
特集：新理事が語る風力エネルギー利用に向けた抱負、風車に関する普及啓発教育現場からの発信 

 第 3 号（通巻 111 号）Vol.38 No.3 2014 年 11 月発行 900 部 
特集：風車の設計と風力エネルギーハンドブック紹介、更なる風力エネルギー利用に向けて 

 第 4 号（通巻 112 号）Vol.38 No.4 2015 年 2 月発行 900 部 
特集：Grand RE2014 国際会議「風力分野」での推薦論文、風力エネルギーハンドブック紹介（その 2） 

 

６．風力エネルギー利用シンポジウムの開催(第 36 回) 

・共催：日本科学技術振興財団                               

・協賛：日本風力発電協会、日本小形風力発電協会 

・後援：新エネルギー・産業技術総合開発機構、産業技術総合研究所、新エネルギー財団、日本電機工業会、ター

ボ機械協会、日本太陽エネルギー学会、風力発電推進市町村全国協議会、日本風工学会 

・開催日：11/27～28 

・開催場所：科学技術館／東京 

・参加者数：363 名 

 

７．グランド再生可能エネルギー2014 国際会議・展示会の開催への協力 

・東京ビッグサイトにて開催された（7/27～8/1）。風力発電で 165 件、洋上風力発電で 26 件の論文発表があり、そ

の多くが JWEA 関係者によって行われた。PR ブースの出展でも協力した。 

 

８．風力関連学会の国内及び国際会議への学会役員等の参加協力等   

・WWEC2014 4/7～9 中国 上海（WWEA 理事会） 

・AWEA Windpower 2014 5/5～7 米国ラスベガス（GWEC 年次総会と理事会 5/7） 

・Grand RE2014 7/27～8/1 東京 

・トルコ南マルマラ州開発公社のミッション団来日 9 月 

・GWEC 理事会 10/21 中国 北京 

・講演会「浮体式洋上風力発電に関する米国の最新動向」 10/21 九大 

・日米浮体式洋上セミナー 10/23 東大 

・オランダ洋上風力発電ミッション団の来日 10 月 

・次期 IECRE 議長の Sandy Butterfield 氏との交流会 11/11 
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・インド Andhra Pradesh＆Telangana 州のミッション団来日 10～12 月 

・WindExpo2015 国際展示会 2015/2/25～27 東京 

・EWEA Offshore 2015 2015/3/10～12 デンマーク コペンハーゲン 

・IWPC2015、2015/3/31～4/2 トルコ イスタンブール（GWEC 理事会 3/31) 

 

９．日本太陽エネルギー学会との合同研究発表会及び見学会の開催 

・見学会 11/12 産総研 福島再生可能エネルギー研究所 

・研究発表会 11/13～14 福島県いわき市いわき文化センター 

 

１０．風力利用事業に関する助言等普及啓発活動 

・青少年のための科学の祭典（科学技術館）に出展 7/26～27 千代田区／東京 

・風力発電推進市町村全国協議会 総会 6/25 他 

 

１１．国内の風力関連事業/催しへの協力 

・世界ウィンドディの一環の日本行事 5/20～7/28 20 か所（日本風力発電協会と共同実施） 

・スマートコミュニティ Japan2014 6/18～20（日刊工業新聞：協賛） 

・第 15 回風力エネルギー利用総合セミナー 6/26～27（足利工業大学総合研究ｾﾝﾀｰ：後援） 

・再生可能エネルギー2014 国際会議と再生可能エネルギー2014 世界展示会  

 7/28～8/1 東京ビックサイト（再生可能エネルギー協議会：協賛）

展示会へ出展、国際会議への協力等 

・第 23 回日本エネルギー学会大会 7/19～20（日本エネルギー学会：協賛） 

・第 20 回流れのふしぎ展 8/12～13（日本機械学会：協賛） 

・第 7回風力発電コンペ WINCOM2014 11/2（日本大学生産工学部：後援） 

・スマートコミュニティ東北 2014 10/14～15（スマートコミュニティ東北実行委員会：後援） 

・第 17 回全国風サミット in 平戸 10/28～29（平戸市、風力発電推進市町村全国協議会：共催） 

・日本地熱学会平成 26 年学術講演会 10/29～11/1（日本地熱学会：協賛） 

 

１２．ＥＷＥＡ（欧州風力エネルギー協会） 

・日本支部として、研究活動と普及啓発活動に協力した。 

・EWEA と GWEC が主催する世界ウィンドディ（Global Wind Day）では、20 件の国内イベントを行った。 

 

１３．ＷＷＥＡ（世界風力エネルギー協会） 

・日本支部として、研究活動と普及啓発活動に協力した。 

・WWEC2014（中国上海、4/7～9)及び併催の WWEA 理事会に参加した。 

・WWEA Quarterly Bulletin に日本情報を提供した。 

 

１４．ＧＷＥＣ（世界風力会議） 

・GWEC Japan 委員会を日本風力発電協会(JWPA)と共同で運営して、研究活動と普及啓発活動に協力した。 

・GWEC 協賛の AWEA Windpower 2014 と IWPC2015 に参加した。 

・年次総会（米国ラスベガス、5/7）、理事会(同左と北京 10/21 の 2 回）に参加して積極的に交流した。 

・Steve Sawyer 事務局長の来日時に交流会（3/2）を開催した。 

・年次統計（Global Wind Statistics）、年次報告書（Global Wind Report annual market update）、メルマガ（GWEC 

News Letter）等に日本情報を提供した。 

 

１５．学会表彰の授与 

 総会にて    奨励賞 4件  

 風力エネルギー利用シンポジウムにて 特別功労賞 1件（長井浩氏）、論文賞 1件（浅生利之氏） 

ポスター賞 7件 

 風力発電コンペ WINCOM2014 にて  日本風力エネルギー学会賞 1件 

 

１６.風力発電の出前授業活動 

・日本の将来を担う子供たちに風力発電に親しんでもらう目的で、日本風力発電協会と協力して出前授業を数回実

施した。 

・日本エネルギー環境教育学会（JAEEE）の第 9 回全国大会（8/9～10 東邦大学習志野キャンパス）で JWEA の出前

授業活動を紹介した。 

・安田理事が兵庫県立洲本実業高校で出前授業を実施（11/26）、地元のテレビや新聞でも紹介された。 
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１７．会員の動向(3 月末日現在の会員数) 

・団体会員 71 団体（前年度末 70 団体） 

・個人会員 464 名（内 学生会員 41 名、特別会員 3名、名誉会員 2名） 

（前年度末 461 名（内学生 37 名、特別 3名、名誉 2名）） 

 

 



12 
 

日本風力エネルギー学会 平成２７年度（２０１５年度）事業計画（案） 

(自：平成２７年４月１日 至：平成２８年３月３１日) 

 

 

１．理事会、代表委員会、総会の開催 

・年数回の理事会、年 1回の代表委員会、総会を開催する。 

                                                           

２．委員会等の開催 

・年数回の委員会（企画・運営、編集、学術・事業、国際・広報、表彰、論文）を開催する。 

 

３．学会誌の発行（第 39 巻） 

・第 1号（通巻 113 号）2015 年 5 月発行 900 部 

・第 2号（通巻 114 号）2015 年 8 月発行 900 部 

・第 3号（通巻 115 号）2015 年 11 月発行 900 部 

・第 4号（通巻 116 号）2016 年 2 月発行 900 部 

 

 

４．風力エネルギー利用シンポジウムの開催(第 37 回) 

・主催：日本風力エネルギー学会                               

・協賛：日本風力発電協会、日本小形風力発電協会（いずれも予定） 

・後援：日本科学技術振興財団、新エネルギー・産業技術総合開発機構、産業技術総合研究所、新エネルギー財団

日本電機工業会、ターボ機械協会、日本太陽エネルギー学会、風力発電推進市町村全国協議会、日本風工

学会（いずれも予定） 

・開催日：11/26～27   

・開催場所：科学技術館／東京  

 

５．研究会の開催 

・風力エネルギーハンドブック研究会：Wind Energy Handbook を翻訳し、風力エネルギーハンドブックを発刊する

とともに、技術講習会を開催する。 

・電気学会と合同研究発表会（名古屋大学）を開催し、風力発電関連の電気工学系研究者・実務者の交流活性化を

図る。 

・「浮体式洋上風力発電基盤調査」に関する外部受託研究を実施し、関連研究会及びワーキングを開催する。 

 

６．合同研究発表会の開催 

・日本風力エネルギー学会と電気学会（新エネルギー・環境技術委員会/高電圧技術委員会）の合同研究発表会（5

月） 

 

７．再生可能エネルギー2015 国際フォーラムと第 10 回再生可能エネルギー世界展示会の開催への協力 

・7月 29 日～31 日に東京ビックサイトで開催予定の同展示会において学会の PR ブースを出展するとともに、31 日

開催予定の風力フォーラム(「風力発電大幅導入、そのブレークスルーとは何か？」)に学会として協力する。 

 

８．風力関連学会の国際会議への学会役員等の参加協力等   

・International Wind Power Conference 2015（IWPC2015） 3/31～4/2 トルコ イスタンブール（GWEC 理事会 3/31) 

・Global Offshore Wind 2015 6/24～25 英国 ロンドン 

・RE2015 国際展示会 7/29～31 東京 

・GWEC 理事会 10/13 中国 北京 

・WWEC2015 10/26～28 イスラエル エルサレム（WWEA 理事会が併催） 

・EWEA2015 11/17～20 フランス パリ 

・WindExpo2016 2016/3/2～4 東京 

 

９．見学会の実施 

・JWEA 主催の見学会：日立５ＭＷ風車（初号機）茨城県神栖市 

 

１０．風力利用事業に関する助言等普及啓発活動 

・風力発電推進市町村全国協議会、全国風サミット     

・青少年のための科学の祭典（科学技術館）に出展   7/25～26 千代田区／東京 
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１１．日本太陽エネルギー学会との共催の合同研究発表会 

・宮崎市ニューウェルシティ宮崎(旧厚生年金会館)にて 11 月 26 日(木)・27 日(金)開催予定     

 

１２．国内の風力関連事業への支援 

 第 10 回再生可能エネルギー世界展示会 7/29～31 東京ビックサイト（再生可能エネルギー協議会：協賛） 

     展示会へ出展、国際会議等への協力 

 世界ウィンドディの一環の日本行事  6 月～7月 全国数か所（日本風力発電協会と共同実施） 

 第 16 回風力エネルギー利用総合セミナー （足利工業大学総合研究ｾﾝﾀｰ：後援） 

 第 24 回日本エネルギー学会大会  （日本エネルギー学会：協賛） 

 第 8回風力発電コンペ WINCOM2015 11/1 （日本大学生産工学部：後援） 

 日本地熱学会 平成 27 年学術講演会  （日本地熱学会：協賛） 

 Japan Home ＆ Building Show 2015       （日本能率協会：協賛） 

 全国風サミット    （風力発電推進市町村全国協議会：共催） 

 スマートコミュニティ Japan  （日刊工業新聞：協賛） 

 

１３．ＷＷＥＡ（世界風力エネルギー協会） 

・日本支部として、研究活動と普及啓発活動に協力する。 

・WWEC2015（イスラエル エルサレム、10/26～28)及び併催の WWEA 理事会に参加する。 

・年次報告書（WWEA Annual Report）や WWEA Quarterly Bulletin に日本情報を提供する。 

 

１４．ＧＷＥＣ（世界風力会議） 

・GWEC Japan 委員会を日本風力発電協会(JWPA)と共同で運営して、研究活動と普及啓発活動に協力する。 

・GWEC 協賛の国際イベント（IWPC2015、RE2015 等）に参加する。 

・理事会（10 月北京）に参加する。 

・年次統計（Global Wind Statistics）、年次報告書（Global Wind Report）、メルマガ（GWEC News Letter）等に

日本情報を提供する。 

・世界ウィンドディ行事（Global Wind Day）に応じて日本イベントを企画・協力する。 

 

１５．学会表彰 

 学会が規定する功労賞、論文賞、奨励賞、ポスター賞、出版賞の表彰を実施するとともに、協賛イベント等にお

いて、日本風力エネルギー学会賞の表彰を行う。 

 会員のインセンティブ醸成、学会活動のＰＲの観点から、新たな表彰について検討する。表彰の実際の運用状況

を踏まえ、表彰者選考手続き等の見直し、改善を進める。 

 

１６．支部活動の充実 

・情報交換会、講習会、視察などを実施し、支部活動の充実を図る。 

 

１７．学会誌、予稿集を STAGE に掲載 

・学会誌、シンポジウム予稿集の電子化と J-STAGE での定期的な公開を通じて、当学会のプレゼンスを向上すると

ともに、会員の記事や論文を広く公開することにより、引用数の増加及び業績評価にも貢献する。 

 

１８．風力発電の出前授業活動 

・年間 10 件以上の出前授業の実施を目指す。 

・対象年齢（小・中学校と高校以上）・分野（社会、理科、工作）・規模（授業の人数と時間）に応じて、体系的に

教材を整備する。 

・実施先の選定と教材整備等について日本エネルギー環境教育学会（JAEEE）と協力関係を築く。 

 

１９．学会ホームページの充実 

・学会ホームページ内容の充実、メニュー構成の変更と統廃合、書籍の紹介コーナーの整理と更新、沿革の追記、

特別団体会員のバナーの設置等について修正を行う。 

 

２０．投稿論文の充実 

・15 件程度の投稿を目指す。 

 
２１．学会誌からの発刊 
・学会誌風力エネルギーの連載記事「雷」を編集して、「風力発電施設と雷対策」（編集/監修：日本風力エネ
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ルギー学会）として発刊する。 
・風力エネルギーハンドブックを翻訳・発刊する(監訳：日本風力エネルギー学会）。 
 
２２．学会の新シンボルの制定とバッジの製作 
・日本風力エネルギー協会時代からのロゴマークを新しいデザインに変え、併せて学会のバッジを製作する。 
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