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一般社団法人 日本風力発電協会

 沿革
– 2001年12月17日：任意団体設立

– 2005年 7月 4日：有限責任中間法人設立

– 2009年 5月27日：一般社団法人へ移行

– 2010年 4月 1日：風力発電事業者懇話会と合併

 基本理念
– 我が国のエネルギーセキュリティ向上ならびに地球環境問題の解決に貢献する。

– 全ての関連産業、企業が集結して、風力発電産業の健全な発展を図る。

– 我が国を代表する風力発電業界団体として、その責務を強く自覚し、行動する。

– 内外に影響力を行使できる機能・能力を持つとともに、説明責任を果たし、コン
プライアンスを維持する。

 会員構成
– 風力発電に係る全ての業種 312社（2017年3月1日現在）

 風力発電事業者、風車メーカー、風車代理店、部品メーカー

 土木建築、電気工事、輸送建設、メンテナンス、コンサルタントなど

– 国内風力発電設備容量の約85％を会員企業がカバー
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・2015年6月25日にハーグでHHWE（Holland Home of Wind
Energy）と洋上風力開発で相互協力（2年間）のMOUを締結。
・相互に企業団の派遣を行い、両国の洋上風力産業の振興を図る。

日本風力発電協会（JWPA）はオランダ風車輸出協会（HHWE）
と洋上風力開発の相互協力MOUを締結

オランダからのアプローチ（2014年10月）
・オランダは、洋上風力産業分野の
英国・ドイツへのキャッチアップを
を国を挙げて支援している。

・洋上コンソーシアム Wind Minds、
風車産業輸出協会 HHWE、等の
組織を立ち上げて海外拡販に尽力。

・2014年秋にアジアにミッション派遣。

・ミッション団の主な活動
10/20北京 China Wind Power 2014
のﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾃﾞｨﾅｰを蘭大使館がホスト

10/29 台湾の洋上開発コンサル業務
を蘭MECAL社が受注

10/28～31 オランダの国王陛下と
同王妃陛下がご来日

10/30 駐日オランダ大使館で洋上風力
セミナー（国王陛下挨拶あり）

・蘭大使館・HHWEの勧誘を受けて、
2015年にJWPAはオランダ洋上風力
視察団派遣とMOU締結を決定。



なぜオランダなのか？
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１．歴史と産業

 江戸時代以来の長い交流の実績

 海洋国家で海洋土木（北海油田）も強い

２．洋上風力開発

 累積で世界5位、新規で世界2位の洋上風力大国

 英国・ドイツを追いかける立場は日本と同じ

 過去の失敗を乗り越え、計画的な開発で復活

 国内産業育成（船と基礎）に成功

 上記の結果、驚異の低価格（約6円/kWh）を実現

世界の洋上⾵⼒導⼊実績（2016年末）

出典︓GWEC Global Statistics 2016

 2016年累積導⼊量 14,384GW（⽇本の全⾵⼒発電設備容量の4.4倍）

 オランダは、累積で世界5位（8%）、新規で2位（31%）
⽇本は、累積で世界第8位（0.4％）

5年間で3.5倍の伸び︕
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洋上風力発電のポテンシャル

• オランダは小国だが、比較的に広い
大陸棚を持つ。

• 洋上風力発電に適した浅海と風況

– 水深は20‐40メートル

– 良好な風況

オランダの洋上風力発電所の一覧表

Round サイト名 風車機種 台数 所有者 規模 状況

1 Egmond aan Zee Vestas V90、3MW 36 Nuon/Vattenfall 108 MW 2007年に運開

1 Amalia Vestas V80､2MW 60 Eneco 120 MW 2008年に運開

2 Gemini (ZeeEnergie/Buitengaats) Siemens SWT4.0､4MW 150 northlandHVC 600 MW 2016年に運開

2 Luchterduinen Vestas V112､3MW 43 Eneco 129 MW 2015年に運開

Westermeer Siemens 3MW 48 地元 144MW 2016年運開



初期(2007･8年)の洋上開発はコスト高で失敗

初期の開発（Round 1&2）から学んだ教訓

Round 1&2での状況

• 80件の開発申請が殺到

• 予算の超過

• 産業界と政府の間で議論
百出

• 著しい開発の遅延（5年）

↓

開発計画を一新

（パラダイムシフト）

・過去のしがらみは忘れて、

今から新たに始める。

・政府のエネルギー合意

（Energy Agreement）



これまで（過去）
• 特別な計画は無し
• 開発する地域や順番は事業者任せ
（早いもの勝ち）

• 許認可は開発する事業者申請して所得
する

• 開発事業者に政府が補助金を支給
（地域を限定せずに電力入札）

・系統連系は個別に実施

これから（将来）
• 風力発電用に地域指定（Zoning）する
• 政府が開発サするサイトを選定する
• 政府主導でサイトを開発するので、

柔軟に許認可を運用する
• 政府が許可したサイト・補助金だけを

対象に入札を実施
• 地域毎に複数まとめて（クラスター化）

系統整備を行う

→ 過去の開発許可は一旦、白紙に戻す
（権利保持者には補償金支払い）

オランダ政府は2013年に、雇用者、労働組合、環境団体、その他の40以上の
団体、持続的成長に関するエネルギー合意（Energy Agreement）を締結した。
その目的は2050年までに完全に持続可能なエネルギー供給システムを達成
することである。

目的
• 国内の最終エネルギー消費量を、毎年に1.5%ずつ省エネして削減する。

最終エネルギー消費を、2020年までに10亥ジュール分を削減する。

• 持続可能エネルギーを、現在の4.4%から、2020年には14%まで増やす。

さらに2023年には16%まで増やす。

• 1万5千人分の新規雇用を生む

• 洋上風力発電のコストを40%削減する

パラダイムシフト（2013年のエネルギー合意）

洋上風力開発のロードマップ

• 洋上サイトを3つにクラスター化

• 2015‐2019年に毎年700 MW

（350 MW×２サイト）の入札を実施

• 合計で3.5GW（10サイト）

• 2023年までに建設を終了する

• 2015/2016年のBorsseleから開始
する

メリット

• 事業者の開発リスクが低減

(送電会社のTSO TenneTが

系統連系の責任を追う）

• クラスタ化して整備する方が

個別に対処するより安い



開発のスキーム

入札年 合計規模 運開年 サイト名（場所） 最大SDE+*

2015 700 MW 2019 Borssele I & II 124,00

2016 700 MW 2020 Borssele III, IV & V 119,75

2017 700 MW 2021 Zuid‐Holland I & II 107,50

2018 700 MW 2022 Zuid‐Holland III & IV 103,25

2019 700 MW 2023 Noord‐Holland 100,00

* 最新情報（送電線費用は含まず）

価
格
削
減

基本は350MW単位の入札を毎年2件ずつ実施する。
但し2年目のみ3件（340MW、340MW、革新技術用の20MW）で入札を実施。
その後、2020年以降は1GW/年に導入ペースを引上げ。

補足説明
・英国・ドイツは、導入目標とゾーニングのみを設定。系統連系もあいまい。
この結果、年毎に導入量の多緩が生じて、繁忙期はコスト高、閑散期は関連企業倒産が発生。

・オランダは系統接続を保証＆コストを外部化（送電会社負担）。
毎年、一定量の導入を保証することで、製造・建設工事の需要を平準化。
量産化によるコストダウンと、安定した産業育成に成功。

単位：ユーロ/MWh



Luchterduinen洋上ウィンドファーム
（Vestas V112､ 3MW×43台､129MW）

オランダはレリー洋上発電所の撤去も経験
陸地から600ｍ、22年間運転
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http://www.offshorewind.biz/2016/12/07/lely-wind-farm-fully-decommissioned-video/



国を跨いだ協力関係の構築が進行中

洋上風力開発には航空機産業での
エアバスタイプの協力が必要 （2015年3月）

ﾄﾞｲﾂ､ｵﾗﾝﾀﾞ､ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ｽｪｰﾃﾞﾝ､ﾌﾗﾝｽ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ｱ
ｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ﾍﾞﾙｷﾞｰの９国が洋上風力推進でMOUを締結

（2016年6月6日）

米国内務省内務省海洋エネルギー管理局（BOEM）が
デンマーク政府と洋上風力でMOU

（2016年5月13日）
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オランダは送電､建設工事､基礎、船舶、
送電線敷設の産業分野で強みを発揮
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洋上モノパイル基礎の量産（オランダSif社）

直径約8m、厚さ約7cm、
長さ約70m、重量約1000ﾄﾝ
（水深等により1本毎に微調整）
のモノパイル基礎を、
年間約200本生産。
使用する鋼材は2万トン/年



輸送・建設等に使う
補助具・治具類（洋上用）

モノパイル基礎の
打設用のハンマー

基礎打設時
の遮音壁

出典：オランダの鉄構メーカ ＩＨＣ社

SEPの建造

オランダのGustoMSC社
のカタログより



海底送電線の敷設

洋上風力の入札価格が急激に低下洋上風力の入札価格が急激に低下



25

オランダとの協力活動の例（2015年6月～2017年3月）

2年弱の間に以下の18件のイベントを実施

 日本からオランダへの洋上風力視察団の派遣： 2回

（2015年6月と2016年6月、各約40人が参加）

 オランダからの訪日企業団の受容れ： 2回

（2015年11月、2017年3月）

 オランダ洋上風力セミナーの開催： 6回

 オランダ企業の発表会： 8回

オランダ洋上風力発電視察（2015年6月21～28日）

出荷港

モノパイル基礎

打設時の
遮音シールド

SEP乗船

モノパイル打設用の巨大ハンマーヘッド 出荷港にはモノパイルが山積み



オランダ洋上風力発電視察（2015年6月21～28日）

Urｋの建設中のWestermeer洋上サイト

陸側

総勢45人

O&M訓練センターUrｋの
風力発電所

ロッテルダムでのレセプション

オランダ訪日企業団の秋田新潟訪問（2015年11月）

秋田港のセミ洋上
風車見学（11/24）

村上市役所
訪問（11/25）

秋田県企業団
とのMeeting
（11/24） 地元NPOと交流（11/24）



オランダ洋上風力セミナー（2015年11月・16年3月）

JWPAでセミナー開催（11/27）

JWEA風力シン
ポジウム懇親会
に参加（11/26）

オランダ大使館主催
の夕食会（11/27）

日蘭洋上風力技術交流会
（3/1､オランダ大使館）

オランダと日本の協力例

 福島浮体式洋上風力発電実証試験の係留用アン
カー（ Vryhof Anchors ）、7MW風車据付用の巨大ク
レーン（Mammoet）はオランダ企業が供給

 五洋建設（建造はJMU）の洋上建設作業船は
蘭GustoMSC社が設計、搭載クレーンは蘭Huisman･
Trelleborg社が担当

 Luchterduinen洋上風力開発に三菱商事が出資

 Borssele III & IV洋上風力開発に三菱商事が出資



オランダと日本の協力例

最 後 に

 日本風力発電協会は日本の風力産業界の代表として、
今後も海外と協力して、日本の風力発電の発展に努め
ていきます。

 今回のWｉndExpoでも以下の交流会を開催。
資料はJWPA Webサイトで公開しています。
2月28日午前 スペイン洋上風力交流会
2月28日午後 デンマーク洋上風力セミナー
3月2日午前 台湾洋上風力交流会
3月2日14:00～16:30 東2ホール 会議室4

オランダ洋上風力セミナー
 協会への新規加盟も歓迎です。

Webサイトの「入会案内」を参照ください。


