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1.はじめに 

筆者は、2015 年 6 月 21 日～28 日、日本風力

発電協会主催のオランダ洋上風力視察ツアー

に参加した。今回の視察ツアーは、オランダ風

力産業協会（HHWE）のアレンジと駐日オランダ

大使館の協力によって、オランダの洋上風力発

電業界のサプライチェーン全体を俯瞰できる

充実した内容であった。 

視察初日に天候不良で、洋上サイト（23 ㎞沖

合いの Luchterduinen の建設現場）の見学が中

止になった以外は、オランダ国内での多くのス

ケジュールを順調にこなした。各所の見学（研

究機関、港湾、造船所、SEP 船、安全訓練セン

ター、Nearshore サイトの Westermeer の建設現

場）、30 社・団体からのプレゼンテーション、

日オランダ企業間のマッチマーキング（オラン

ダ企業 22 社が参加）、関係者との懇親会など、

非常に有意義な内容であった。 

日本からの視察ツアー参加者は、開発事業者、

コンサルタント、風車メーカー、造船、建設、

O&M、金融、研究機関と幅広い業種で、30 社・

団体、45 名と多かった。熱心な見学と質疑応答

が行われて、オランダ企業と活発な交流がなさ

れた。 

本稿では、視察ツアーを基に、オランダの洋

上風力発電の状況を概観し、日本の洋上風力発

電の発展の参考材料を提示したいと思う。 

 

2.オランダの洋上風力発電の状況 

オランダは、国土面積が 4.2 万平方㎞（九州

とほぼ同じ）、人口が約 1,700 万人（九州 7 県

で約 1,300 万人）である。国土の多くは干拓地

で、平地が広がっている。 

オランダの電源は、北海油田の天然ガスの産

出が豊富で、火力発電が主体である。風力発電

（陸上+洋上の合計）は 2,805MW（2014 年末）、

世界 18 位で、上位国と比べるとそれほど多く

なく、日本の導入量（同 2,789MW、世界 19 位）

とほぼ同じである。このうち、洋上風力発電は

247MW（2014 年末）で、世界 6 位であるが、英

国（4,494MW）、デンマーク（1,271MW）、ドイツ

（1,049MW）に比べると導入量は少ない（図表 1
参照）。 

 
（図表 1）洋上風力発電の世界ランキング 

（2014 年末の累積導入量） 
2014年末                         2014年末

洋上 洋上風力 シェア 伸び率 風力全体 合計 風力全体 シェア 伸び率
順位 ＭＷ 構成比 順位 ＭＷ

1 英国 4,494 51.3% 22.1% 36.1% 6 12,440 3.4% 16.1%
2 デンマーク 1,271 14.5% 0.0% 26.0% 13 4,883 1.3% 1.6%
3 ドイツ 1,049 12.0% 101.7% 2.7% 3 39,165 10.6% 14.4%
4 ベルギー 713 8.1% 24.7% - - - - -
5 中国 658 7.5% 53.4% 0.6% 1 114,609 31.0% 25.4%
6 オランダ 247 2.8% 0.0% 8.8% 18 2,805 0.8% 5.0%
7 スウェーデン 212 2.4% 0.0% 3.9% 11 5,425 1.5% 23.8%
8 日本 50 0.6% 0.0% 1.8% 19 2,789 0.8% 4.5%
9 フィンランド 26 0.3% 0.0% - - - - -
10 アイルランド 25 0.3% 0.0% 1.1% 21 2,272 0.6% 10.9%

世界合計 8,759 100.0% 24.3% 2.4% 369,597 100.0% 　

  　

5 中国 　 　 　 　 1 114,609 31.0% 25.4%
- 米国 0.02 0.0% 0.0% 　 2 65,879 17.8% 7.8%
3 ドイツ 　 　 　 　 3 39,165 10.6% 14.4%
- スペイン 5 0.1% 0.0% 　 4 22,987 6.2% 0.1%
- インド - - - - 5 22,465 6.1% 11.5%

　 　 　 　 　 合計 369,597 100.0% 16.0%

＜参考：風力全体（陸上+洋上　ベスト5＞

 
（出所）GWEC 資料より野村リサーチ・アンド・アドバイザリ

ー作成 

 
オランダの洋上風力発電は、1994 年～1996

年に、岸壁に近い Nearshore サイトの開発でス

タートとした（2 サイトで合計 19MW）。その後、

2008 年に 100MW 超の 2 つのサイトが稼働した

(OWEZ/Egmond の 108MW、Prinses Amalia の

120MW)。その後、コストダウンのスピード鈍化

などの要因で、プロジェクト開発が停滞した

（図表 2 参照）。 

 
（図表 2）オランダの洋上風力発電の一覧 

 
プロジェクト名 規模 タービン 稼働時期 建設コスト MW当たり 水深 離岸距離 事業者

MW mil　€ mil　€ m km
N1 Lely 2 4基×500kW 1994年 4.4 2.2 3～4 0 Nuon
N2 Irene V 17 28基×600kW 1996年 19 1.1 2～3 1 Nuon

1 OWEZ 108
36基×3MW
（Vestas）

2008年 218 2.0 18 10～18 Nuon、Shell

2 Prinses Amalia 120
60基×2MW

（Vestas)
2008年 380 3.2 19～24 23 Eneco

稼動中合計 247 除くNearshore 228

3 Luchterduinen 129
43基×3MW
（Vestas）

2015年（建
設中）

450 3.5 18～24 23
Eneco、Mitsubishi

Corp.

N3 Westmeer 144
48基×3MW
（Siemens)

2015年（建
設中）

450 3.1 3～7 0.5～1 Ventolines

4 Gemini 600
150基×4MW
（Siemens)

2017年（建
設中）

2,800 4.7 28～36 85
Northanland Power

（カナダ）、Siemens、
Van Cord、HVC

稼動・建設中 1,120 除くNearshore 957

5・6 Borssele 1・2
700（2×
350MW）

-
2019年

（2015年に
入札予定）

18～38、
14～33

28～35

7・8 Borssele 3・4
700（2×
350MW）

-
2020年

（2016年に
入札予定）

14～38、
22～37

36～45

9～14
2,100（6×
350MW）

2021～2023
年（2017～
2019年に入

札予定）

計画含む合計 4,620 除くNearshore 4,457  
（注）N は Nearshore プロジェクト 
（出所）「offshore wind」（Chris Westra 著）や各種資料より野

村リサーチ・アンド・アドバイザリー作成 



 
 
最近になって、EU 全体の温暖化対策に対応し、

オランダ政府も再生可能エネルギーの導入促

進にシフトした。2013 年に、政府と主要企業は、

エネルギー協定を締結した。再生可能エネルギ

ーの中で、洋上風力発電の導入に舵を切ってい

る。現在、大型の洋上風力発電プロジェクトが

2 件建設中である（Luchterduinen の 129MW と

Gemini の 600MW）。Luchterduinen には三菱商

事が事業参画している。Nearshore プロジェク

ト（沖合い 500ｍ～2 ㎞）でも 1件（Westermeer 

の 144MW）が、建設中である。 

更に、2015 年から 5 年間、毎年 700MW(隣接 2

サイト×350MW)の洋上風力プロジェクトを入

札する方針である（合計 3,500MW）。10 サイト

の場所は、3 海域で決まっている。2019 年から

順次稼働し、2023 年に 3,500MW 全てが完成する

計画である。 

2023 年になると、オランダの洋上風力発電の

規模は、Nearshore を除いて、4,457MW に達す

る計画である（Nearshoreを含めると 4,620MW）。

計画通りいけば、2023 年の時点で、オランダの

洋上風力発電は、世界で有数の規模に育ってい

ることになる。 

 
3.政策動向について 

オランダ国内の洋上風力発電プロジェクト

に対して、1990 年代後半から、反対運動は起こ

っていた。Westermeer では、景観面で地元から

反対運動が発生し、訴訟になった。また、2000

年ごろに、鳥類の保護規制が強化されて、洋上

風力発電においても対応が必要になった。オラ

ンダ政府の担当官庁は事業者など関係者と話

し合いを続けた。その時の交渉チームが、現在、

政府の洋上風力ゾーニング（海域設定）の担当

セクションのスタッフとなっている。 

温暖化対策のため、再生可能エネルギーの導

入拡大は、オランダ政府の基本方針である。総

電力量に占める再生可能エネルギーの比率は、

現状の 5％から、2023 年に 16％へ上昇させる目

標である。その実現のため、大規模な洋上風力

発電の導入が大きな位置を占めている。 

オランダ政府は、洋上風力発電の導入促進に

おいて、3 つの枠組みを整備している。①ゾー

ニング（海域設定）の標準化、②送電網への接

続保証、③政府補償による電力買取（競争原理

とコストダウンの手法をビルトイン）である。 

第一に、政府は、ゾーニング（海域設定）と

入札による事業者の選定を基本スタンスとし

ている。洋上風力発電の導入加速においては、

コストダウンが大きなテーマであり、2015 年入

札以降について、ゾーニングを標準化する。

350MWをひとつのブロックとして、年間で700MW

のプロジェクトを入札にかける。プロジェクト

規模を揃えることで、政府と事業者の双方の作

業効率化を図っている。プラント設備や、建設

やメンテナンスに必要な船舶を、できるだけ標

準化・共有化することも背景にあると思われる。 

また、5 年間に分割し、一定間隔で入札する

ことで、事業への参入希望者は準備スケジュー

ルを立てやすくなる。間隔をあけて、プロジェ

クトを実施することで、先行するプロジェクト

での経験を、後続プロジェクトで活用できる効

果も狙っている。 

第二に、送電網への接続保証も、政策の特徴

である。洋上風力発電の新設に伴い必要となる

洋上サブステーション（変電所）と陸上のグリ

ッドまでのケーブル（主に海中）の敷設を、オ

ランダ政府が費用を負担し、オランダの国営送

電事業者である TenneT が建設と運営を担当す

る。洋上風力発電の事業者は、洋上サブステー

ションへ繋ぎ込めば、電力系統への送電が可能

となる。 

TenneT は、オランダとドイツを事業エリアと

する欧州でトップ 5 に入る送電事業者である。

すでに、ドイツの 3 ヶ所（合計 2,490MW）で洋

上風力発電の送電工事の経験を積んでおり、オ

ランダでの事業に役立てている。年間プロジェ

クト（2 サイトで 700MW）において、洋上サブ

ステーションを 1ヶ所新設する（洋上施設の軽

量化の知見をドイツの経験から活用）。陸上へ

の送電ケーブルは 2 本設置する計画である（交

流で 22 万ボルト）。2 本にするのは、送電線の

切断事故や送電設備の故障へのリスクヘッジ

が目的である。欧州では、変電設備の故障で、

約 1年間、洋上風力発電の送電が完全に停まっ

た事例がある。2本のうち1本が使用できれば、

送電が完全に停止するという事態を回避でき

る。また、5年間のプロジェクトで合計 10 セッ

トの送電ケーブルと変電設備が必要になり、機

器類の量産効果が出ることも期待している。 

第三に、オランダにおける再生可能エネルギ

ー（電力、熱）の買取価格は、SDE+方式

（Stimulering Duurzame Energieprodctie）が

採用されている。再生可能エネルギーの生産量

に応じて、政府が補償金を支払う仕組みである。

再生可能エネルギーにかかる高いコストと、電

力価格（卸売市場に連動）との差額を、国の補



 
 
 
 
 
 

償金で補填する（図表 3 参照）。 

この仕組みには、競争原理とコストダウンの

考え方がビルトインされている。入札において

は、事業者は、自社の入札価格を提示して応募

する（入札価格の低い事業者が落札できる）。

年度ごとに、実際の電力市場価格との差分を補

償金として受け取る。 

2015 年末に入札予定の第一号洋上風力発電

のプロジェクト（Borssele1・2）では、最高価

格は 12.4 ユーロ￠（16.7 円）/kWh で、事業希

望者は、これ以下の価格で、入札しないといけ

ない（図表 3参照）。補償期間は 15年間である。

最低補償価格は 2.9 ユーロ￠（3.9円）/kWh で、

電力の市場価格がこれ以下であると、当該部分

は、補償金が支払われない（落札事業者の負担

となる）。 

コストダウンの目標から、2016 年以降の入札

では、補償金は、毎年、0.35～0.5 ユーロ￠（0.47

～0.67 円）/kWh 低下させる方針である（1€＝

135 円で換算）。 

 
（図表 3）オランダの SDE+制度のイメージ図 

（2015 年の入札案件の事例） 

 

 
（出所）オランダ経済省、WIND MINDS 社資料より野村リサー

チ・アンド・アドバイザリー作成） 

 
4.今後の入札の見通し  

新しいステージにおける第一号案件の入札

は、2015 年末の予定である。予定地は、オラン

ダの南部沖合いのBorsseleという海域である。

12 海里（22.2 ㎞）の外側で、海岸から 28～45

㎞の距離、334 平方㎞の広さである（図表 4 参

照）。4つのエリアに区切り、海岸に近い 2 つの

サイト（2 ヶ所×350MW＝700MW）が入札の対象

である。残りの 2 つのサイト（700MW）は 2016

年に入札予定である。Borssele は、南側に、ベ

ルギーの洋上風力発電の開発海域（8 プロジェ

クト）と隣接している。なお、住友商事は、こ

のベルギー側の海域で、165MW（Belwind1、稼

動中）と 216MW（Northwind、建設中）の 2つの

プロジェクトに事業参画している。 

最初の入札時期は、2015 年 12 月で、3 ヶ月

の入札申込み期間の予定である。プロジェクト

の検討に必要なサイトの基礎データ（地質、物

理、環境、技術情報）はフルセットで提供され

る。既に Web で情報が開示されており、2015 年

7 月末から 8 月に第二版データがアップロード

される予定である。 

入札価格でランキングされる（上限入札価格

は 12.4 ユーロ￠（16.7 円）/kWh）。落札によっ

て、①15 年間の政府補助の契約、②建設・運営・

撤去のライセンス、③TenneT の洋上サブステー

ションへの接続権が得られる。 

入札条件は、①エクイティ比率 10％以上、②

銀行保証（落札後 1,000 万€、１年後 3,500 万€）、

③5 年以内の建設完了、④一般的なデザイン要

件への適用である。 

 
（図表 4）オランダの洋上風力の入札予定海域（2015

～2019 年入札） 

 
（出所）WIND MINDS 社資料より野村リサーチ・アンド・ア

ドバイザリー作成 
 

サイトにおける細かなルールは、できるだけ、

柔軟にする方針である。発電装置の規模（1 基

の大きさ）は 4～10MW の範囲で選定できる。ま

た、事業期間は、5 年以内の建設完了と、25～

30 年目での撤去の条件を満たせばよく、最短で

3 年目から、最長で 29 年目までの稼働運営を想



 
 
定している。 

2016 年の第 2 回入札は、Borssele の残り 2
サイト（合計 700MW）である。2017 年と 2018
年は、Luchterduinen（129MW）の南側エリ

ア、2019 年は、Prinses Amalia（120MW）の

北側エリアと海域が既に決まっている（いずれ

も、毎年 700MW の入札） 
 
5.北海はひとつの巨大なマーケット 

北海における洋上風力発電は、ひとつの巨大

なマーケットといえる。英国、ベルギー、オラ

ンダ、ドイツ、デンマークの各国プロジェクト

は、ひとつの巨大市場を形成している。 

北海は、直径 600 ㎞の円を描くと主要な部分

がすっぽりと入る。東京を中心にすると、おお

よそ、仙台（306 ㎞）や名古屋（263 ㎞）を結

んだ円であり、比較的コンパクトな海である。

面積では 75 万平方㎞であり、日本海（97 万平

方㎞）より、一回り小さなイメージである。 

北海を取り囲むようにして、英国、ベルギー、

オランダ、ドイツ、デンマークの 5 か国が洋上

風力発電プロジェクトの開発を進めており、近

接しているケースも多い。オランダのプロジェ

クトも、南部では、入札予定の Borssele はベ

ルギーの開発海域に隣接しており、北部では、

建設中の GIMINI は、ドイツの遠距離プロジェ

クト（沿岸距離 100 ㎞クラス）と近い。 

当初は、小規模なプロジェクトで近隣の港湾

が建設拠点であった。近年、プロジェクトの規

模は大規模になってきた。取扱う装置、設備、

機材は大型化し、数量（設置本数)も飛躍的に

増加している。 

こういった中で、北海を取り囲んでいる洋上

風力発電のサプライチェーン参加者が、地域全

体で競争する図式になっている。ひとつの国の

市場だけでなく、クロスボーダーでのビジネス

に取り組んでいる。 

風力発電装置や基礎部分の製造、港湾や船舶

運用、海洋での工事、ケーブル敷設などは、ス

ケールメリットが追求できるため、北海地域ベ

ースでのビジネスになっている。洋上風力発電

装置の設置工事は、サイクルタイムが 2日間と

いわれており、2 日でサービスできる距離であ

れば、域内全体で活動が可能である。 

北海周辺の 5 か国では、洋上風力発電の大規

模な導入目標を設定している（図表 5参照）。 

ロッテルダム港湾局の資料によると、英国

33GW、ドイツ 25GW、オランダ 6GW、デンマーク

4GW、ベルギー4GW の合計 72GW（7,200 万 kW）

という巨大市場が、将来的に出現する可能性が

ある。多くの企業が、巨大市場を目指している。 
北海周辺の国々の多様な企業が、多様なプロ

ジェクトに関わることで、知見の共有と競争が

起こり、コストダウンに繋がる面も期待されて

いる。 
 

（図表 5）北海 5ヶ国の洋上風力の長期目標 

 

 
（出所）ロッテルダム港湾局、WIND MINDS 社資料より野村リ

サーチ・アンド・アドバイザリー作成 

 
しかし、メンテナンスなど日々の運用業務は、

個々のプロジェクトを対象にしたローカルな

局地的なビジネスが残るとみられている。サポ

ート船の就航距離は 50 海里（90 ㎞）以内が理

想とされているためである（洋上での宿泊など

を伴わない）。 

 また、ヒヤリングしたコンサルタントのコメ

ントでは、北海市場はひとつの巨大な市場だが、

ポーランドなどバルト海の洋上風力発電は異

なるマーケットと捉えているとのことであっ

た。北海からは距離があり、海象や地形が異な

るためである。 

 
6.オランダの洋上風力発電業界の特徴 

オランダの洋上風力発電業界は、サプライチ

ェーンが充実している。今回の視察ツアーで、

サプライチェーンを支える多種多様な企業や

団体からのプレゼンテーションがあった。 

大規模な事業者や大手の風力発電装置メー

カーはオランダ国内に存在しないが、港湾運営、

船舶運用、造船、基礎部分、ハンマー、ブレー

ド、組立工事、ケーブル敷設、O&M など川上か

ら川下まで、数多くの企業がある。また、コン

サルティング企業、再生エネ専門の金融機関や



 
 
 
 
 
 

法律家など周辺サービスも発達している。また、

研究機関も、海洋専門、ブレード検査、風車の

実証など、多様な団体が存在し、いずれも、グ

ローバルな研究開発体制をとっている。 

海運やオイルガス開発での産業の歴史や、北

海での先行国向け洋上風力発電プロジェクト

の関与で、サプライチェーンが強化されてきた

と考えられる。 

オランダの洋上風力発電業界の特徴は、次の

5 点に整理できる。①港湾インフラの充実、②

造船業の厚み、③ユニークなニッチ企業、④コ

ンサルティング企業の活躍、⑤研究機関の知見

である。 

第一に、港湾インフラの充実である。オラン

ダは、欧州 1 位の港湾貨物取引量を誇るロッテ

ルダム港を有する海運物流国である。洋上風力

発電プロジェクトに対応できる主要港湾が、北

海に通じて 7 ヶ所ある（図表 6 参照）。 

 
（図表 6）オランダの洋上風力向け主要港湾 

 

 
（出所）HHWE 資料より野村リサーチ・アンド・アドバイザリ

ー作成 

 
例えば、Ijmuiden 港は、オランダ中部の北海

に面しており、現在、建設中の Luchterduinen

の拠点港となっている（今回視察した時に、陸

上より、稼動中 2つを合わせて 3つのサイトが

望めた）。視察ツアーで SEP 船の乗船見学を実

施した Vissingen 港は、入札予定の Borssele

にすぐ近い立地である。 

同じく、視察ツアーで訪問したアムステルダ

ム港のターミナル（MEO 社が運営）は、

Westermeer の拠点港である。風力発電装置メー

カーを納入するSiemensも港湾整備と運営に参

画している。デンマークの製造拠点からブレー

ド、ハブ、ナセル、タワーなどを輸入し、内陸

水路で、内海に運び込み、内海沿いの別の場所

（後述の研究施設 WMC の敷地を活用）で、ハブ

とブレードを組み立てて、建設現場へ海上輸送

している。 

第二は、造船業の厚みである。特徴を持った

造船企業が数多く活躍している。訪問企業の中

で、DAMEN は、多目的な作業員輸送船を建造し

ている。高速でも揺れない船首の形状が特徴で

ある。Royal IHC は、各種作業船、ケーブル敷

設船、モノパイルの打設用ハンマーを建造して

いる（図表７参照）。 

 
（図表 7）モノパイル打設用ハンマー 

（Royal IHC） 

 
 
（出所）視察団メンバー撮影 

GustoMSC は、SEP 船（ジャッキ・アップ船）

を設計している。洋上風力関係での納入実績は

35 隻であり、他に 5隻が建造中である。欧州で

の納入シェアは 80％近い。2015 年、Seajacks

（英国）向けに、最大級の SEP 船を納入する（積

載重量 8,100 トン）。 

Vissingen 港に停泊していた SEP 船「JB-117」

（同社が設計、2011 年完成）に乗船見学するこ

とができた（図表 8 参照）。 

積載重量 2,100 トンで、5MW 風車なら 3 台、

3.6MW 風車なら 4～5台載せることができる。建

造費用は 6,000～7,000 万€（約 80～90 億円）

である。レグを海底へ着地する際の正確な位置

決め時間の短縮がノウハウである（1 時間～4

時間の幅がある）。 



 
 
（図表 8）SEP 船「JB-117」の乗船見学(GustoMSC の

設計) 

 
 
（注）写真右下は、Vissingen 港に置かれていたモノパイル 
（出所）視察団メンバー撮影 

 
第三は、ユニークなニッチ企業の存在である。

オランダの Sif は、モノパイル（基礎部分）の

専門製造企業である。過去の製造実績は 1,250

本に達している。モノパイルは、鋼板をロール

加工して表面加工の後、溶接で繋ぎ合わせて製

造する（加工精度はミリ単位）。モノパイルは

大型化が進んでおり、直径は 7.6ｍから、今後、

9ｍになると見られている。効率的な生産体制

に特徴があり、3 週間で、エッフェル塔に建設

に必要な鉄を使っているとのことであった。 

ブレード（羽根）の専門企業も多い。オラン

ダのブレード製造産業は 1976 年に始まり歴史

が長い。今回は、オランダ企業（Pontis 

Engineerig、We4Ce）と、LM（デンマーク本社、

オランダに拠点）のプレゼンを聴いた。 

安全訓練センターを運営するFalckもユニー

クである。デンマークで設立されたグローバル

企業（45 ヶ国に進出）であり、オランダにも 3

ヶ所の安全訓練センターがある（年間 2万人が

受講、業界トップ）。洋上施設や船舶での救命、

応急処置、消火などの訓練や、危機管理のシナ

リオ訓練を実施している。風力発電では高所作

業の訓練施設もある（図表 9参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図表 9）Falck・安全訓練センターの見学 

 

 
（出所）視察団メンバー撮影 

 
他にも、密閉や保護技術が得意で、グラウト

（ 基礎 部分 のシ ール 素材 ）に 取り 組む

Trelleborgや、係留アンカーで世界シェア80％

の Vryhof Anchors も、興味深い企業である。 

第四の特徴は、コンサルティング企業の活躍

である。Wind Minds や Move Renewable など、

いくつかの専門コンサルティング企業の情報

を得ることができた。欧州を中心とするが、グ

ローバルに活躍している。後述の研究機関も、

コンサルティングの役割を果たしている。 

コンサルティング企業の特徴は、サプライチ

ェーン全体にわたって、専門的な知識と経験か

ら、各種のサービスを行っている点である。 

例えば、Wind Minds は、4つの独立系コンサ

ルティング企業の合弁によって 2014 年に設立

された。4社は、それぞれ、15 年以上の洋上風

力の経験があり、合計で 40 件のプロジェクト

に関与した実績がある。各社の得意分野（許認

可、エンジニアリング、ロジスティックなど）

を持ち寄り、事業化調査、許認可から、契約、

ファインナンス、建設、ロジスティック、運営・

メンテナンスまで、サプライチェーン全体にわ

たり、事業者や投資家へ、技術アドバイスを行

うことができる。ワンストップ・サービスの提

供者として非常に有用な存在と思われる。 

第五は、研究機関の豊富な知見である。独立

行政法人の立場で、基礎研究から、企業の研究

開発支援や、プロジェクトへのアドバイスまで

幅広く取り組んでいる。 

訪問した MARIN は、1932 年設立、375 名の人

員という世界でも最大級の規模で、海洋全般の

研究開発に取り組んでいる。各種の実験プール

や、船舶シミュレータを保有し、様々な企業と



 
 
 
 
 
 

共同研究を実施している。洋上風力関係では、

最適な作業船の選択ツール、SEP 船のレグ着床

の時間短縮、急峻波や砕波による影響調査など

である。 

他の研究機関でも、TNO は、海洋事故の人的

要因の調査、WMC は、ブレードの実証サイトに

よる疲労テスト、ECN は、風力テストサイトで

の基礎調査（過去 10 年以上の継続データ保有）

などが特徴的である（図表 10 参照）。 

 
（図表 10）ECN・風車実証サイトの見学 

（後方の風車は、NORDEX  2.5MW 機） 

 
 
（出所）視察団メンバー撮影 

 
7.コストダウンとイノベーション 

オランダでは、洋上風力発電の導入促進のた

めには、サプライチェーン全体でのコストダウ

ンが重要との認識が、政府と民間で共有されて

いる。政府目標は、2020 年までに、コストを

2010 年比較で 40%削減である。 

オランダ政府のゾーニングの上限入札価格

でみると、第 1 号案件（2015 年）の上限 12.4

ユーロ￠（16.7 円）/kWh が、2019 年には 10.4

ユーロ￠（14.1 円）/kWh 以下に下がっていく

ことになる。 

欧州各国と比較すると、英国の国家目標は、

洋上風力の発電コストを、2013 年頃の 14～16

ペンス（19.9～22.8 ユーロ￠）/kWh から、2020

年に10ペンス（14.3ユーロ￠）/kWhへ 30～40％

引き下げる。デンマークの DONG Energy の資

料によると、欧州の洋上風力発電のコストを、

2012 年の 16 ユーロ￠/kWh を、2020 年に 10 ユ

ーロ￠/kWh へ下げる目標が提示されている。将

来の削減率と、2020 年ごろのコストイメージは、

欧州全体での共有認識の範囲内にあるといえ

る。 

政策面でのコストダウンへの試みは、前述の

ように、①ソーニングの標準化、②送電網の効

率的な整備（TenneT による一括受注）、③競争

原理を取り入れた入札制度（買取価格の補助金

支給の仕組み）であり、この文脈で捉えること

ができる。 

政府と、民間のイノベーションを繋ぐものと

しては、TKI というコンソーシアムが組成され

ている。民間企業、大学、研究機関の 100 社・

団体以上が加盟して、コストダウンのための共

同研究に取り組んでいる。 

一方、民間サイドでは、イノベーションによ

るコストダウンに取り組んでいる。新技術導入

は、事業リスクの増加を伴うが、クロスボーダ

ーでの企業間競争が、イノベーションとリスク

のバランスを取っているといえる。 

視察ツアーで、いくつかのイノベーションの

事例に接することができた。 

①建設工事によるイノベーションで施工コ

ストを削減する試みと、②運営メンテナンスの

段階での作業性の向上である。 

① で は 、 建 設 中 の Luchterduinen と

Westermeer で採用されている「トランジッショ

ンピース・レス」工法がある。トランジション

ピースとは、モノパイル（基礎部分）とタワー

の接続に使う部材で、垂直精度の調整のために

使用されている。「トランジッションピース・

レス」工法は、この部材を使わずに、モノパイ

ルに直接、タワーを接続する（フランジという

部材を使う）。工程短縮や、部材コストの低減

効果がある。モノパイルの打設の垂直精度が向

上したため可能になった。 

また、Luchterduinen では、洗掘（基礎部分

の周辺の海底が掘り起こされる現象）に対して

新しい防止策がとられた。小さな石と大きな石

の投入による簡易な方法である。 

モノパイルの打設時の騒音防止は、ドイツな

どで規制が強化されている。Royal IHC では、

騒音低減カバー（モノパイルとハンマーを覆っ

て防音）を使う技術を開発している（図表 11

参照）。 

 



 
 
（図表 11）打設時の騒音防止カバー 

(Royal IHC) 

 
 
（出所）視察団メンバー撮影 

 
②では、洋上施設へのアクセス向上が重要と

なる。安全で確実に、メンテナンス作業員が洋

上施設へ上陸できる技術である。例えば、Walk 

to Work システム（人員輸送船から洋上施設へ

ブリッジで歩いて移る方式）の実用化が進んで

いる。 

加えて、次世代のイノベーションとして、浮

体式洋上風力発電への取り組みをアピールさ

れた。例えば、浮体式洋上風力発電装置が、波

の影響を受けても、姿勢を一定に保持する技術

の紹介があった。また、GustoMSC から、三脚式

の浮体構造物の技術説明があった。この分野で、

MARIN や ECN といった研究機関との連携も示さ

れた。 

将来的に、北海でも、洋上風力サイトの候補

地が海岸から離れて水深が深まる時の対応と

して、浮体式という技術オプションを確保する

布石といえる。日本企業や研究機関との連携の

意欲が強く感じられた。浮体式洋上風力発電に

おいて日本が先進的に実証実験を進めており、

日本企業の持つ、造船、電気、制御分野での技

術力への関心が高いようである。 

 

8.日本への示唆 

今回のオランダ視察ツアーで得られた成果

を基に、日本の洋上風力発電への示唆を考えて

みたい。 

日本とオランダは、自然環境（風況、海象、

地理、地質）、社会状況（国民の認識、電源構

成、送電網）、業界構造（サプライチェーン、

インフラ、知見）が異なる。オランダの事例を、

日本へそのまま持ち込むことはできない。しか

し、その点を認識したうえで、オランダや北海

地域で蓄積された知見と、企業や団体のネット

ワークを、うまく活用する工夫によって、日本

での効果的な導入促進にプラスであることに

異論はないと考えられる。 

再生可能エネルギーの中で、大規模な発電量

を確保できる電源として、洋上風力発電への期

待は大きい。北海の周辺国のみならず、世界の

他地域でも注目が集まっていることが示して

いる。 

日本における具体化への課題は数多いが、一

番のポイントは、コストダウンと考えられる。

オランダの事例のように、政策サイドや研究機

関を含めて、サプライチェーン全体での取り組

みが肝要と考える。その前提として、北海地域

でみられるクロスボーダーでの競争原理の導

入が必要と思われる。 

まず、政策サイドでは、ゾーニング（海域設

定）の考え方は重要である。サプライチェーン

の参加者が、中期的な事業戦略を立てやすくな

るからである。今回、オランダ政府から説明を

受けた「ゾーニングの標準化」は研究する価値

があると思われる。 

オランダ視察では、洋上風力発電プロジェク

トは、地図をにらみつつ、ロケーションとロジ

スティックが重要な要素となることを強く感

じた。日本においても、プロジェクト開発（ゾ

ーニング）と、港湾インフラや送電網整備の連

携は、地理的な発想での政策対応が望ましい。 

一方、サプライチェーンの主軸を担う民間企

業では、クロスボーダーでの競争を意識する必

要がある。例えば、開発事業者や EPC は、クロ

スボーダーでのサプライチェーンを活用し、コ

ストダウンを実現するために、オランダなど欧

州のコンサルティング会社を積極的に活用す

ることは有力な選択肢である。 

O&M は、中堅企業や地方企業にも参入チャン

スがあり、欧州の知見や技術を早めに移植して、

他社に先駆けて手を打つことも有効である。 

また、洋上風力発電が、クロスボーダーな地

域全体ビジネスである点を考えると、東アジア

諸国のプロジェクトとのビジネス連携も考慮

すべきテーマである。 

視察ツアーの最終日に訪問した Westermeer

の Nearshore サイト（建設中）は、基礎部分の

打設が完了し、送電ケーブルの敷設工事が行わ

れていた。近々に、風力発電装置の設置工事も



 
 
 
 
 
 

始まる予定である。岸壁からの距離は、500ｍ

と 1㎞の 2列に風車が並ぶことになる。 

日本での先行事例である茨城県・鹿島港湾プ

ロジェクト（20 基×5MW）は海岸からの距離が

約 1㎞であり、完成時のイメージが近い。他の

プロジェクトでも、日本では港湾区域での開発

が進むため、海岸からの距離は同じイメージと

考えて良い。今後の日本での洋上風力発電プロ

ジェクトの姿を示す点でも、地元主導で開発の

合意が形成された成功例の点でも、同サイトは

完成後にも見学の価値があると思われる（図表

12 参照）。 

 
（図表 12）Westermeer サイト建設現場 

（Nearshore プロジェクト） 

 
 
洋上にケーブル敷設船がうっすら見える。陸上の風車は別

プロジェクト（38 基×7.6MW＝288MW） 
 

 
 

基礎部分の工事は完了している（黄色い構造物） 

海岸からの距離は、手前が 500m、奥が 1km の二列 
 

（出所）視察団メンバー撮影 

 

 

9.まとめ 

今回の視察ツアーを契機にして、洋上風力発

電における日本とオランダの関係強化は大き

く前進したと考えられる（図表 13 参照）。 

今後、両国の企業や関係機関の幅広い交流が

進んで、Win-Win なネットワークが構築される

ことが期待される。 

 
（図表 13）HHWE と JWPA の洋上風力に 

関する協力の覚書締結 

（2015 年 6月 25 日、オランダ・ハーグ市） 

 
 

（出所）視察団メンバー撮影 

 

今回、このような素晴らしい機会を与えてい

ただいた関係者の皆さまに、心より感謝申し上

げたい。 
筆者も、業界動向の情報収集と研究を継続し、

産業調査と金融の立場で、日本の洋上風力発電

の発展に貢献できるよう努力していく所存で

ある。引き続き、皆さまのご指導をいただけれ

ば幸いである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


