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Wood Mackenzie 事務所 Wood Mackenzie 電力・再生可能エネルギー事務所 

Wood Mackenzie は新エネル

ギー経済の消費者、生産者及
び資金調達者を完璧にサポー
トする立場にある。 

 MAKE と Greentech Media (GTM)とを買

収 

 再生可能エネルギー、EV需要、グリッ

ドストレージにおけるリーダー 

 世界中に500人以上の専門セクターアナ

リストとコンサルタントがおり、その

中の75人は電力・再生可能エネルギー

を専門とする 

 クライアントや業界お問い合わせに近

い位置 

Wood Mackenzie 会社概要 

弊社は、金属、エネルギー及び再生可能エネルギーの専有の総合研究プラットホームを活用しながらコマー
シャル・インサイトと専門家へのアクセスを提供する。 

Source: Wood Mackenzie 

http://www.woodmac.com/


2 

woodmac.com 

 Global Solar Service 

世界の主要地域における太陽

光発電の市場動向や価格形成

のトレンド及び変更点につい

て分析します。 

 Global Wind Power 

Service 

グローバル風力市場の成長要因

と障壁について、需要・バ

リューチェーン・技術及び金融

支援の4視点からの分析を提供

致します。 

 Grid Edge Service 

北米の電力市場の需給や運転状

況に影響を及ぼす市場要因、や

設備投資等を統括してデータと

分析をご提供します。 

 Global Energy Markets 

 North America Power 

 Europe Energy  

 China Gas & Power 

 S.E. Asia Gas & Power 

 Latin America Gas & Power 

 Global Storage Service 

四半期毎にUS Energy storage

の配備・価格・制度及びビジネ

スモデル等全バリューチェーン

について考察します。 

Our products span  regions and technologies 

POWER & RENEWABLES RESEARCH 

SOLAR PV WIND POWER  GRID EDGE POWER AND  
FUEL MARKETS 

ENERGY STORAGE 

http://www.woodmac.com/
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送電 配電 エンドユーザー  
指令可能発電 

過去の電力市場 
供給から需要へというトップダウン的なフロー 

脱炭素化・分散型の未来電力市場 
外部市場反応と、電力市場の計画・運営を再構築するあらゆるノードとを含む双方向的なエネルギーネットワーク 

変動電源 エネルギ
ー貯蔵 

AMI 
スマートメーター 

分散型電源 

電気自動
車 

接続デバイ
ス 

DSM 
デマンド・サ
イド・マネジ

メント 

市場発展と技術革命は、レガシービ
ジネスのモデルを混乱させ、新しい
エネルギーランドスケープを創成 

送電 配電 エンドユーザー  指令可能発電 

http://www.woodmac.com/
http://www.woodmac.com/
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Source: Wood Mackenzie 

アジア太平洋地域における洋上風力発電容量は2027年までに45GW以上に達する見通し 

遅いスタートにもかかわらず、2020年以降は大規模な成長により、年間平均5GWの容量が増加する 
 

アジア太平洋における洋上風力発電の展望、2017-2027e 
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日本 韓国 累積（APAC） インド 台湾 中国 

中国は沿岸のプロジェクトを増加さ
せるが、中国以外の市場は実証実験
機や最初の小規模なプロジェクトに
注目し、当地の受容力をテストする。 

台湾における落札したプロジェクトの5.7GW は大規模な建設工
事を開始する上に、日本の港湾プロジェクトと韓国の開発業者

は既存のプロジェクトを拡大している。 

主要市場の入札制度による持続
可能な開発 

http://www.woodmac.com/
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備考：（％）はプロジェクトの可能性を示す。 
Source: Wood Mackenzie 

アジア太平洋における提案された洋上プロジェクトは大体半分が10年間に実現 

 
開発業者は2020年以降の中国以外における40GW洋上プロジェクト計画に益々関心を寄せている 

2018年までのアジア太平洋における洋上風力発電の状況 
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(91-100%) 

(GW) 

合計 

実用可能 

計画 

(31-90%) 

提案 

(11-30%) 

準備段階 

(0-10%) 

中国 台湾 豪州 日本 韓国 ベトナム 

APAC における2027

年末までの洋上風力発
電の累積容量 
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Source: Wood Mackenzie 

New O&M logistical solutions mitigate challenges imposed by harsher environments 

Cost/day Accommodation Deck space Transit speed Wave operation Application 

CTV 

• Nearshore 

projects 

• Small projects 

• Far-shore in 

combination with 

other O&M 

solutions 

SOV 

• Broad application 

• Can be shared 

across 

companies 

• High accessibility 

Floatel 

• Primarily used 

during 

construction 

where it stays at 

site 

Heli-

copter 

• Fast response to 

unscheduled 

failure 

 

Weak Strong Illustrates a range 

Logistical O&M solutions 

Note: Crew transfer vessel (CTV), Service operating vessel (SOV),  

http://www.woodmac.com/
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Source: Wood Mackenzie 

Average OPEX across Europe will drop by 55% between 2018 and 2027 

Technical OPEX developments in Europe Indicative breakdown of technical OPEX in Europe in 2018 

Note: Based on the year a project becomes fully grid-connected .Technical OPEX excludes grid use of system charge, land lease and transmisiion assets maintenance.   
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OPEX range 

59% 

7% 

19% 

11% 

4% 

Operational support Turbine 

BoP 

Others 

Insurance 

Average OPEX 
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Robert Liew 

シニアアナリスト、風力発電市場、電力及び再生可能エネルギー研究のコマーシャルリーダー 

 プロフィール 

Source: Wood Mackenzie 

Robert にお問い合わせ 

Robert はニュージーランド、タイ、中国とシンガポールの研究部門で10年以上のアナリスト経験
を積んできた。彼はマーケティング・インテリジェンス、戦略計画、分析及びアジア太平洋地域に
おける風力発電セクターの予測といった専門知識を持っている。 

彼はアジア太平洋地域の地域別レポート、洋上風力発電、新興市場を担当し、アジア太平洋地域市
場を中心にサプライチェーン会社、プライベート・エクイティ（未公開株）、IPP/ 公益事業など
数多くのプロジェクトを成功させた。彼の見解はBloomberg、Financial Times、Nikkei Asian 
Review、The Economic Times、Recharge、Windpower Monthlyなど、主要な新聞や業界誌に引用さ
れた。 

Robert は清華大学で再生可能エネルギーを専門とする公共政策の修士号を取得した。彼はアジア
太平洋地域における台湾、シンガポール、ニュージーランド、タイ、中国に35年以上住んでおり、
最後の中国での8年間は、 Wood Mackenzieと合併した前のMAKEというデンマークの大手コンサルテ
ィング会社に勤めていた。 

Robert は弊社のシンガポール事務所に勤めている。 

+65 6518 0806 

robert.liew@woodmac.com 

http://www.woodmac.com/
http://www.woodmac.com/
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A SELECTION OF RECENT ANALYSIS FROM GTM RESEARCH 

Ownership Rights 

All reports are owned by Wood Mackenzie, protected by United States Copyright and international copyright/intellectual property laws under applicable treaties 

and/or conventions. User agrees not to export any report into a country that does not have copyright/intellectual property laws that will protect Wood 

Mackenzie’s rights therein. 

Grant of License Rights 

Wood Mackenzie, hereby grants user a personal, non-exclusive, non-refundable, non-transferable license to use the report for research purposes only pursuant to the 

terms and conditions of this agreement. Wood Mackenzie retains exclusive and sole ownership of each report disseminated under this agreement. User agrees not to 

permit any unauthorized use, reproduction, distribution, publication or electronic transmission of any report or the information/forecasts therein without the express 

written permission of Wood Mackenzie. Users purchasing this report may make a report available to other persons from their organization at the specific physical site 

covered by the agreement, but are prohibited from distributing the report to people outside the organization, or to other sites within the organization. 

Disclaimer of Warranty and Liability 

Wood Mackenzie has used its best efforts in collecting and preparing each report. 

Wood Mackenzie its employees, affiliates, agents, and licensors do not warrant the accuracy, completeness, correctness, non-infringement, merchantability, or fitness 

for a particular purpose of any reports covered by this agreement. Wood Mackenzie, its employees, affiliates, agents, or licensors shall not be liable to user or any third 

party for losses or injury caused in whole or part by our negligence or contingencies beyond Wood Mackenzie’s control in compiling, preparing or disseminating any 

report or for any decision made or action taken by user or any third party in reliance on such information or for any consequential, special, indirect or similar damages, 

even if Wood Mackenzie was advised of the possibility of the same. User agrees that the liability of Wood Mackenzie, its employees, affiliates, agents and licensors, if 

any, arising out of any kind of legal claim (whether in contract, tort or otherwise) in connection with its goods/services under this agreement shall not exceed the amount 

you paid to Wood Mackenzie for use of the report in question. 

License 

Source: Wood Mackenzie 
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Wood Mackenzie™, a Verisk business, is a trusted intelligence provider, empowering decision-makers with unique insight 

on the world’s natural resources. We are a leading research and consultancy business for the global energy, power and 

renewables, subsurface, chemicals, and metals and mining industries. For more information visit: woodmac.com 

WOOD MACKENZIE is a trademark of Wood Mackenzie Limited and is the subject of trademark registrations and/or 

applications in the European Community, the USA and other countries around the world. 

Europe 

Americas 

Asia Pacific 

Email 

Website 

+44 131 243 4400 

+1 713 470 1600 

+65 6518 0800 

contactus@woodmac.com 

www.woodmac.com 

ヨーロッパ   

アメリカ 

アジア太平

洋   

メール 

HP 

+44 131 243 4400 

+1 713 470 1600 

+65 6518 0800 
contactus@woodmac.com  

www.woodmac.com 

Wood Mackenzie™はVerisk ビジネスであり、世界の天然資源に関するユニークなインサイトで意思決定者に力を与える信頼できる
インテリジェンス・プロパイダである。弊社は世界のエネルギー、電力、再生可能エネルギー、地下、化学、金属、鉱業などの業界を
リードする研究及びコンサルティング事業を行なっている。詳細については、ホームページwoodmac.com をご覧ください。 

WOOD MACKENZIE はWood Mackenzie Limited の商標であり、欧州諸共同体、米国及び他の国における商標登録または申
請の対象である。 
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