■ウィンドウズ

オブ

Wind（風の窓）
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2.オランダの洋上風力発電の現況
2015 年末、世界の洋上風力発電の累積導入
量は 12,107MW で、2014 年末から 3,398MW
の増加（伸び率は 39％増）であった。ドイツの
伸びが著しく、2015 年で 2,282MW の増加（前
年の 3.3 倍水準）で、累積導入量が 3,294MW
に達し、デンマークを抜き世界 2 位の洋上風力
発電の導入国になった（図表 1 参照）
。
オランダは、陸上と洋上ともに順調に導入量
を伸ばしている。風力発電全体（陸上と洋上合
計の累積導入量）は 3,431MW（2015 年末、世
界 17 位）で、順位をひとつ上げて、日本の導
入量（同 3,038MW、19 位）を引き離している
（2014 年末、日本とオランダはほぼ同じ水準）
。
オランダの洋上風力発電は 426MW（2015 年
末）であった。累積導入量で世界 6 位は変わら
ないが、2015 年の年間伸び率は 73%増とドイ
ツに次いで高く、洋上風力発電の有力国への道
を着実に歩んでいる。

1.はじめに
筆者は、昨年に続き、日本風力発電協会主催
のオランダ洋上風力視察ツアー（2016 年 6 月
12 日~19 日）に参加した。今回も、オランダ風
力産業輸出協会（HHWE）のアレンジで、オラ
ンダ各地の洋上風力関連施設を視察した。
今回の特徴は、風力発電コンファレンス
「Wind Days 2016」（6 月 15 日～16 日の 2 日
間、ロッテルダム）への参加が組み込まれたこ
とである。陸上風力を含めたオランダの風力発
電産業の全体観を理解する機会が得られた。
今回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、建設、金融、法
律事務所、研究機関、自治体と幅広い分野で、
25 社（団体）、39 名であった（昨年の参加者は
45 名）。このうち、洋上風力発電に熱心な秋田
県から、関係者（行政、金融機関、地元企業な
ど）が 8 名参加されたのが特筆できる。
全体の行程は、オランダ北部の港湾施設の視
察、稼働中の Westermeer プロジェクト（昨年
は建設中）の湖面上からの見学、「Wind Days
2016」への参加、企業訪問（船舶関連の４社）
、
現地の大手法律事務所でのプレゼンなどで、充
実した内容であった。視察最終日（6 月 17 日）
、
SEP 船の見学は、先方の都合で人数が 11 名に
限定された。
コンファレンス「Wind Days 2016」での自
由時間が多く、参加者が各自の追求テーマを持
って、セミナーを受講し、オランダ企業の展示
ブースを回る機会があった。今回は、昨年より
も、個別ニーズに踏み込んで、オランダの関係
者との関わりが深められたといえる。
また、同時期に訪問した韓国の洋上風力ミッ
ション団とスケジュールを共有する場面が多
かった。
「Wind Days 2016」の会場などで、日
韓でのコミュニケーションも図られた。
本稿では、視察ツアーで得た最新の知見を基
に、オランダの洋上風力発電産業の状況をフォ
ローアップし、日本の洋上風力発電の導入促進
の示唆を提示したいと思う。

（図表 1）洋上風力発電の世界ランキング
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ー作成

オランダの洋上風力発電は、岸壁に近い
Nearshore サ イ ト を 含 め て 、 昨 年 訪 問 時 点
（2015 年 6 月）で、6 プロジェクト、247MW
であった。昨年、建設中であった大型洋上風力
発電プロジェクト（三菱商事が事業参画してい
る Luchterduinen の 129MW）と、内陸のア
イセル湖プロジェクト（沖合い 600ｍ～1.2 ㎞
の Westermeer の 144MW）が完成した。今回
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6,000MW 導入する目標である（2015 年末は約
3,400MW）
。洋上風力発電は、2023 年までに、
累積で 4,450MW 導入する目標である（2015
年末で約 400MW）。陸上が 1.8 倍水準、洋上が
11 倍水準という意欲的な導入目標である。
陸上風力発電の 6,000MW 目標は、中央政府
と 12 の州政府が、各州の割当量で合意してい
る。個別サイトのゾーニング（地域設定）は州
政府が実施する。既に設置が進んでいる沿岸部
の風況の良い場所から、風況の良くない内陸部
へ広げていく方針である。買取価格（SDE+）
を、地域の平均風速によって変えるという工夫
をしている（図表 3 参照）

の視察時点（2016 年 6 月）では、合計 520MW
が稼働している（図表 2 参照）
。
（図表 2）オランダの洋上風力発電の一覧
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（図表 3）陸上風力の買取価格（SDE+方式）

（注）N は Nearshore プロジェクト。L は内陸湖プロジェクト。
（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
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オランダ政府が、洋上風力発電を重視する姿
勢に変化はない。現在、大型の洋上風力発電プ
ロジェクト（Gemini の 600MW）が建設中で
ある（2017 年に稼働予定）
。
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
札するプラン（合計 3,500MW）も実行に移さ
れている。第 1 回の入札は、2016 年 5 月で、7
月初めに Dong Energy の落札が発表された。
第 2 回の入札は、2016 年 9 月の予定である。5
つの案件は、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 などを除いて、4,457MW
に達する計画である（Nearshore や内陸湖プロ
ジェクトを含めると 4,620MW）。オランダの洋
上風力発電は、世界的な有力国を目指して、順
調に進展している。
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（出所）オランダ経済省資料などより野村リサーチ・アンド・ア
ドバイザリー作成

洋上風力発電の導入促進では、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
最小化の手法をビルトイン）の 3 つの枠組みを
整備している。
第一に、ゾーニング（海域設定）の標準化で
は、入札による事業者の選定を基本方針として
いる。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。
3.オランダの政策動向
第二に、送電網への接続保証は、オランダの
地球温暖化対策のため、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。 政策の特徴である。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。
2013 年に締結された「Energy Agreement（エ
第三に、オランダにおける再生可能エネルギ
ネルギー合意）」の果たしている役割が大きい。
ー の 買 取 価 格 は 、 SDE+ 方 式 （ Stimulering
「エネルギー合意」は、中央政府、州政府、主
要企業、労働組合などが同意したものである。 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
総電力量に占める再生可能エネルギーの比率
府が補償金を支払う仕組みである。再生可能エ
を、現状の 5％から、2023 年に 16％へ上昇さ
ネルギーにかかる高いコストと、電力価格（卸
せる目標を打ち出した。その実現のため、風力
売市場に連動）との差額を、国の補償金で補填
発電の大量導入が重要な位置を占めている。
する（図表 4 参照）
。この仕組みには、競争原
陸上風力発電は、2020 年までに、累積で
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を視察し、EPC コントラクター（Van Oord 社）
からのプレゼンを受けた。
Eemshaven 港は、オランダに 7 つある洋上
風力の主要拠点港のうち、最北にある（ドイツ
国境に近い）。港湾一帯は、洋上風力発電の拠
点だけでなく、火力発電所、化学工場、リサイ
クルプラントが設置されている。全体で 1.1 万
人の雇用を生みだしている。Gemini プロジェ
クトの拠点港で、北海のドイツ・エリア（潜在
的な導入規模は 6,500MW）も狙っている。港
湾運営会社（GRONINGEN SEAPORTS 社）
から、物流専門会社などが用地を購入し、洋上
風力の専用設備を設置し、モノパイル（基礎部）
やトランジッション・ピース（接続部、以下 TP）
の作業船への積み込みをしている
（図表 6 参照）
。

理とコスト最小化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。
（図表 4）オランダの SDE+制度のイメージ図
（第 1 号洋上案件の入札事例）

（図表 6）Eemshaven 港の風景

（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.最近のプロジェクトの状況
建設中や建設直後の洋上風力発電プロジェ
クトの視察やヒヤリングを実施した。建設中の
Gemini（600MW）と、完成直後の Westermeer
（144MW）である（図表 5 参照）
。
（図表 5）オランダの洋上風力プロジェクト

（出所）筆者撮影

元請けの Van Oord からは、現時点までの工
事状況の説明があった。2015 年 7 月に工事を
開始し、110 日間で、モノパイルと TP の設置
が完了した。2016 年 2 月より、タワーと風車
本体の設置を始め、視察時点（6 月半ば）で、
約半分（80 基ほど）が完了している。7 月に全
て完成し、2017 年初め操業予定である（図表 7）
。
送電ケーブルの海底敷設は、専用船や専用装
置を使って、フローティングなど、いくつかの
方式で行った。約 100 ㎞の長さを 3 分割で繋い
でいる。モノパイルは、直径 7ｍ、肉厚 80～
90mm、長さ 70～80m で、海底から海面まで
20～27ｍ打設している（水深は 30ｍ）。肉厚や
打設の深さは地質に応じてカスタマイズされ
ている。洗掘（海底の基礎部分の砂が海流で流
される現象）の対策のため、模型を作ってシミ
ュレーションする工夫をした。タワーは一体に
組み立ててから輸送し、一気に据え付けた（洋
上でのクレーン作業の削減のため）
。

（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

Gemini（Siemens の 4MW 機×150 基）の
関連では、建設工事の拠点港（Eemshaven 港）
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（図表 7）GEMINI プロジェクト工事風景
洋上風車の据付作業

9）。同センターには、レストランやお土産店が
併設され、地域に身近な存在になっている。
（図表 8）Westermeer プロジェクトの風景

（出所）Van Oord 資料

Westermeer は、内陸湖（アイセル湖）の湖
上発電プロジェクトである（図表 8）。この湖は、
北海の内湾であったが、1932 年完成の大堤防
で北海と切り離されて、淡水湖になった。
Siemens の 3MW 機（ダイレクト・ドライブ）
48 基で、144MW の出力規模である。モノパイ
ルは直径 5m である。岸壁から 600ｍと 1.2 ㎞
の距離に、17 基ずつ 2 列、他に 14 基が 1 列で
ある。横の間隔は 600ｍである（主風向は 45
度、
実質的な風車間隔は直径の 10 倍の約 1 ㎞）
。
水深は 3～4ｍと浅く、内陸部を水上輸送する
ため、使用できる作業船に制約があった（湖に
対応できる独自の工事機器を開発した）。タワ
ーは 2 分割で輸送し、現地でクレーン組立を行
った（タワー全体を輸送し一気に据え付ける大
型船が使えなかった）
。
内陸の淡水湖のため干満潮に水面変化はな
く、波も穏やかである。はしご付きの TP を使
わず、水上 5m 地点にコンクリート製のプラッ
トフォーム（はしご無し）を設置し、メンテナ
ンス要員が直接船から移る方式をとっている。
同プロジェクトは、当初、景観などから反対
運動が発生し、訴訟になった。政府、事業者、
住民が時間をかけて話し合い、解決を図った。
地域住民や農家などとの協調策を、いくつか
準備した。①地域への経済効果（ピーク時に 400
～500 人の雇用創出、現状でも 200 人）
、②出
資による事業参加（配当収入）、③電気の無償
供給（年間 1,700 ユーロ/１軒）
、④インフォメ
ーション・センターによる普及啓蒙活動（6 万
ユーロの拠出）である。
インフォメーション・センターを見学した。
地域住民が熱心に風力発電を学んでいた（図表

（出所）筆者撮影

（図表 9）インフォメーション・センター
（講義を熱心に聴いている地域住民）

（出所）筆者撮影
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5.コストダウンではなく、発電コスト最小化
オランダでは、洋上風力発電の導入促進のた
めに、サプライチェーン全体でのコスト最小化
が重要との認識が、政府と民間企業で共有され
ている。2020 年までに、発電コストを 2010 年
との比較で 40%削減する目標である。
コストの考え方が日本と異なる点は注目す
べきである。日本では、洋上風力発電のコスト
というと、初期の建設コストが重要視される。
MW 当たりの投資金額という指標である。現状
の日本の固定価格買取制度（36 円/kWh）で想
定されている洋上風力発電の建設コストは、
MW 当たり 6 億円である。
しかし、オランダの業界関係者のプレゼンで
は、MW 当たりの初期コストいう指標は、あま
り出てこない。重視されているのは、ライフサ
イクル全体でのコスト（kWh 当たりの発電コス
ト）である。具体的には、（初期の建設コスト
（CAPEX）+運転・管理・撤去コスト（OPEX）
+資金コスト（WACC））/ライフサイクル全体
での総発電量（kWh）である。4 つの要素で決
まっている。
CAPEX、OPEX、WACC、kWh は独立した
変数ではなく、相互に関連している。オランダ
を含む欧州では、4 つの要素の相互関係やバラ
ンスをみて、発電コストの最小化を実現しよう
という発想をしている。WACC は、プロジェク
ト全体のリスク許容度と、リスク分担（出資や
融資など異なる金融コストのバランス）が構成
要素である。kWh は、規模とトータル稼働時間
（設備利用率、稼動年数）が構成要素である。
CAPEX や OPEX は低減が目標だが、低すぎる
ことで、信頼性の喪失（WACC の上昇）や、故
障による稼働時間の減少（kWh の低下）を引き
起こせば、発電コストが上昇する可能性がある。
一方で、日本は、CAPEX（初期の建設コス
ト）の低減に意識が偏っているといえる。また、
4 つの要素の相互関連への意識が低い。
また、中長期での目標設定も、日本と異なる
点である。オランダの政府目標は、2020 年ま
でに、発電コストの 2010 年比 40%削減である
（図表 10 参照）。2016 年以降の入札案件で、
最低入札価格を毎年低下させる目安を出して
いる（12.4 ユーロ￠/kWh から段階的に低下し、
最終年は 10.0 ユーロ￠/kWh）。
視察団帰国後、2016 年 7 月初めに発表され
た第 1 号案件（700MW の洋上）は、38 社から
入札があり、
Dong Energy が平均 7.27 ユーロ￠
/kWh という低価格で落札した。陸上への海底
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送電線の敷設費用（送電会社の TenneT が負担
するため）を含まないが、上限入札価格（12.4
ユーロ￠/kWh）と比較して驚異的な低価格と
いえる。同社が想定しているコスト最小化の中
身などは、非常に興味深く、今後の具体的な方
策に注目したい。
（図表 10）オランダのコスト最小化の目標

（出所）野村リサーチ・アンド・アドバイザリー作成

民間企業でのコスト最小化への取り組みは、
イノベーションである。視察ツアーでは、2 枚
翼 の 風 力 発 電 装 置 を 研 究 開 発 し て い る 2B
ENERGY から技術説明を受ける機会があった
（図表 11）
。翼（ブレード）を通常の 3 枚から
2 枚へ減らすことで、1 枚分の製造、輸送、ク
レーン工事のコストが削減できる。2 枚翼を水
平に静止すれば、ヘリコプターをナセルに着陸
でき、風車へのアクセス性が高まる。また、風
車の寿命は 40 年想定である。洋上風力の発電
コスト（ライフサイクル全体）は、通常 3 枚翼
（25 年寿命）の 13.5 ユーロ￠/kWh から、10.0
ユーロ￠/kWh へ 25%削減を見込んでいる.
（図表 11）民間企業のイノベーション事例
2B ENERGY の 2 枚翼風車

（出所）2B ENERGY 資料

6.洋上風力関連の船舶産業
前回の視察（2015 年 6 月）で理解できたよ
うに、オランダの洋上風力発電産業は、サプラ
イチェーンが充実している。今回の視察は、こ
のサプライチェーンの中で、特に、競争力が高
いとみられる船舶関連企業のプレゼンを聴き、
工場見学を行った。
日本サイドの関心が高い SEP 船（洋上作業
船）では、GustoMSC と Royal IHC の 2 社か
ら、昨年に続いてプレゼンテーションを受けた。
GustoMSC は、浮体構造物の設計エンジニアリ
ングの大手企業で、SEP 船の欧州での業界シェ
アは約 80％である。Royal IHC は、各種作業
船、ケーブル敷設船、モノパイル打設用ハンマ
ーの建造会社である。
また、今回新たに、メンテナンス船の関連情
報（油圧制御のアクセス橋）を得ることができ
た。SMST と AMPELMANN の 2 社である。
SMST は、1970 年代に創業したオランダが
本社の国際企業である。洋上メンテナンス作業
用の小型クレーンと、アクセス橋（作業員が船
舶から洋上設備へ移動するための橋）の製造に
取り組んでいる。加速度センサーで船の揺れを
感知し、6 軸の油圧制御で揺れを吸収すること
ができる（図表 12 参照）
。
ある程度の波が荒れても、作業員を安全に洋
上設備に送り込むことができ、メンテナンス作
業の稼働率が向上する。アクセス橋は、設置す
るアクセス船の状況に合わせて、カスタム生産
する（製造期間は 2 ヶ月、年間 5 台の生産）
。

（シンガポール）にグローバル展開し、従業員
は 400 人を越えている。これまでの納入実績は
50 システムである。
6 軸の加速度センサーによる感知で油圧制御
する仕組みは、SMST と同じである。ただし、
AMPELMANN は、コンテナ 2 つに入るサイズ
に、製品を標準化している。設置するメンテナ
ンス船も、オランダの造船会社の DAMEN と
共同開発し、セット販売している。主力の A タ
イプ（最もコンパクト）で、2~2.5ｍ波高の悪
条件（海の荒れ）まで、乗員が移動できる（通
常のアクセス方法だと 1~1.5m 波高まで）
。
製品のデザインが凝っており、工場も整理整
頓が行き届いていた。差異化を訴えるベンチャ
ーらしさを感じた（図表 13 参照）
。
同社のプレゼンの中で、海象条件の厳しい太
平洋（日本の鹿島沖を想定）での洋上メンテナ
ンス作業に、AMPELMANN システムを利用す
る提案があり、興味深かった。
なお、視察最終日（6 月 17 日）に、視察団メ
ンバー11 名が、オランダ南部の Vissingen 港を
訪問し、SEP 船の乗船見学を実施した。乗員の
生活空間など船内設備も見学できた（図表 14）
。
（図表 13）AMPELMANN の工場見学
（油圧制御のアクセス橋の製造）

（図表 12）SMST の油圧制御アクセス橋

（出所）筆者撮影

（図表 14）SEP 船の乗船見学（Vissingen 港）
（視察団の一部が参加、6 月 17 日）

（出所）筆者撮影

AMPELMANN は、デルフト工科大学（オラ
ンダ南部）からのスピンオフ・ベンチャーで、
2007 年に設立された。油圧制御のアクセス橋
に特化している。欧州、北南米、中東、アジア

（出所）視察団メンバー撮影
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7. 法律的な枠組みと環境影響評価（EIA）
オランダが、欧州の先行国に比べて、洋上風
力発電の普及で出遅れた理由のひとつは、法律
的な枠組みが整っていなかった点である。しか
し、2013 年の「エネルギー合意」が端緒とな
り、法律的な枠組みが整備されていった。
オランダの洋上利用に関する包括的な法律
は、海域法（Water Act）である。この法律に
基づく海洋利用計画（National Water Plan）
では、洋上風力発電だけでなく、海上交通、石
油ガス産業、二酸化炭素の固定化（CCS）、海
上防衛などの多くの利害関係者に関する取り
決めを定めている。2015 年には、洋上風力発
電法（Act Wind Energy at Sea）が制定された。
これらの法律に基づき、洋上風力サイトの指定
と、許認可や補助制度の枠組みが定まっている。
また、オランダ電気事業法において、送電会
社（TenneT）による、洋上風力発電に伴う送
電網整備の役割分担を明確化している。
また、洋上風力発電所の稼働期間終了後
（15~20 年後）の撤去に関する法律的な枠組み
は、日本サイドからの関心が高いテーマである。
オランダにおける撤去に関する枠組みは、国
際条約や国際機関のガイドラインがベースと
なり、国内法を整備する形である。
国際条約は、ロンドン海洋投棄条約（1972
年）と修正議定書（1996 年）で、洋上風力発
電設備が、例外的な残置の許認可対象となった
（原則は、
海洋投棄物は撤去）。1982 年採択の、
海洋法に関する国際連合条約によって、国際法
としての位置付けが明確になった。この国際連
合条約は、約 170 国が批准している（オランダ
はじめ欧州諸国や、日本も批准）
。
ほかに、関連するものとして、国際海事機関
（IMO）のガイドラインがある。オランダの撤
去に関する国内法は、これらの国際条約に基づ
き、海域法（Water Act）など他の国内法と調
整の上で、整備されている。
具体的な撤去方法は、洋上風力プロジェクト
への入札プランに書き込むことが求められて
いる。提示した撤去コストは、銀行へ保証金と
して積み立てる必要がある。ただ、15~20 年後
の撤去時には、撤去の新技術が登場し、コスト
ダウンが図られる可能性がある。撤去方法や撤
去コストの提示（入札時）については、柔軟な
対応がとられるようである。欧州でも、全撤去
の事例はまだなく、全てが定まっているわけで
ない。まだ試行錯誤の状況といえる。
一方、オランダにおける環境影響評価（EIA）
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の基本的な考え方は日本と大きく変わらない。
日本と異なる点は、社会全体での「エネルギー
合意」
（2013 年）を受けた意欲的な導入目標が
前提で、関係者の理解を得やすいことである。
EIA の期間は、おおよそ 1 年間である。地域
住民など関係者には、決定事項のみを伝える方
法ではなく、話し合いの余地を残して柔軟に対
応している。プロジェクト出資など地域住民の
参加を薦めて、理解促進を図っている。野鳥保
護団体に対しても、過去の別案件の調査データ
を示して、野鳥関係の調査期間の短縮（2 年か
ら 1 年へ）を説得できた。
EIA におけるオランダ独自のシステムは、外
部諮問機関による助言制度である（英国やデン
マークなど他国ではみられない制度）
。1987 年
設立のオランダ環境評価委員会（Netherlands
Commission for Environmental Assessment、
以下 NCEA）という独立機関が、EIA 実施機関
（中央政府、州政府、自治体）に対して有料ア
ドバイスを行う。大学、民間コンサルティング
会社、研究機関など幅広い専門分野から選ばれ
た約 300 人の外部コンサルタントが、各プロジ
ェクトに対する助言チームを編成する（それぞ
れの所属団体の代表ではなく、個人の立場でチ
ームに参加する）。
EIA プロセスの中で、NCEA は、アセス調査
範囲の決定に関してはオプションで、調査報告
書のレビューに関しては必須で、アドバイスを
実施している。ポジティブな助言も、ネガティ
ブな助言（追加調査情報の必要性など）も両方
行う。最終的な決定は、EIA 実施機関の責任だ
が、EIA プロセスの効率化や透明化に、NCEA
が貢献しているとみられている。
8. 日本への示唆
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、社会状況、業
界構造が異なり、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
蓄積されている知見と経験を学び、欧州企業や
研究機関とのネットワークを活用することは、
日本での導入促進にプラスであると考える。
昨年のオランダ洋上風力視察ツアー（2015
年 6 月）から 1 年間が経ってみて、日本におけ
る洋上風力発電の導入環境が好転していると
は言い難い。
昨年の視察報告レポートで、日本における一

番の課題として、コストダウンを挙げた。今回
の視察を踏まえて、コストの捉え方を変えるこ
とを提案したい。初期の建設コスト中心ではな
く、資金コストを含めたライフサイクル全体の
総コストと総発電量の関係（割り算の結果とし
ての発電コスト）に変えるべきである。建設、
運転保守、資金の 3 つのコストと、総発電量の
4 つの要素の最適なバランスをとり、計算結果
である発電コストを最小化する試みが重要と
考える。
このような前提のもとで、日本への示唆を、
政策サイドと民間企業サイドに分けて述べて
みたい（図表 15 参照）
。
政策サイドでは、オランダでの「エネルギー
合意」
（2013 年）が参考になる。国全体での社
会的合意が、具体的な方策の大前提になるため
である。
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。全体を方向付ける枠組みとして、
多くの利害関係者での合意作りが有意義と考
える。
具体的な政策としては、ゾーニング（海域設
定）の標準化は重要である。サプライチェーン
の参加者が、中期的な事業戦略を立てて、発電
コスト最小化へ、腰を据えて取り組みやすくな
るためである。
また、港湾や送電網などのインフラ整備は、
ロケーションとロジスティックスなど地理的
な発想が重要である。オランダでは、洋上発電
の大規模プロジェクトと、建設工事とメンテナ
ンス拠点港の整備が、タイミングよく実施され
ている印象を受けた。

一方、民間企業サイドは、サプライチェーン
全体をみる視点が肝要であり、幅広い企業連携
と、クロスボーダーの協力関係の 2 点が示唆で
ある。
まず、幅広い企業連携では、建設フェーズを
担当する大手メーカーや大手工事会社だけで
なく、運転保守を担う中堅企業や地方企業まで
協力体制を作ることが考えられる。金融機関と
の情報交換を密にして、金融コストを下げるこ
とも重要である。技術情報の共有、トラックレ
コード（稼働実績）の蓄積、分散投資、保険の
活用などは、リスク低減を通じて、金融コスト
の低下に繋がる。
次に、クロスボーダーでの協力関係を意識す
る必要がある。例えば、欧州での知見が豊富な
コンサルティング会社（オランダ企業など）を
積極的に活用することは有力な選択肢である。
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、インフラ共有や
技術交流など、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。
視察ツアーの一部スケジュールを共有した
韓国ミッション団では、6 月 15 日、コンファレ
ンス会場において、韓国洋上風力発電（国営会
社）と Wind Minds（オランダのコンサルティ
ング会社）が合意書にサインをした。韓国・南
西部の沖合い（黄海）の洋上風力発電プロジェ
クトでの、案件開発全般にわたる広範な技術協
力が内容である。オランダのサプライチェーン
全体がサポートする可能性がある。同プロジェ
クトは、テスト段階で 60MW、2022 年までの
フェーズで 400MW、最終的には 2,500MW と
いう大規模な案件である。
韓国は、洋上風力発電の大規模導入に向けた
取り組みのひとつとして、オランダの知見・経
験とサプライチェーンを生かすことを選択し
たといえる。日本企業も、第 1 号の本格的なプ
ロジェクトの早期実現を目指して、グローバル
な知見を果敢に活用することが期待される。

（図表 15）日本への示唆

9.まとめ
オランダへの視察ツアーは、昨年に続いて 2
回目で、洋上風力発電における日本とオランダ
のネットワークは更に深まった（図表 16）
。
今後、両国の企業や関係機関の交流が、事業
協力など具体的段階へ進むことが期待される。
今回、このような素晴らしい機会を与えてい
ただいた日本とオランダの関係者の皆さまに、
心より感謝申し上げたい。また、視察ツアー期

（出所）野村リサーチ・アンド・アドバイザリー作成
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間を通じて、英語通訳で協力をいただいた東洋
大学からの留学生（ロッテルダム大学ビジネス
スクール在学）のお二人にも感謝したい。
筆者も、業界動向の調査研究を継続し、日本
の洋上風力発電の発展に貢献したく、引き続き、
皆さまのご指導をいただければ幸いである。
（図表 16）視察ツアーでの全体写真など

コンファレンス「Wind Days 2016」会場
（ロッテルダム市・ワールド・トレード・センター）
2016 年 6 月 15 日

Eemshaven 港をボートにて見学
2016 年 6 月 13 日

AMPELMANN の工場見学
2016 年 6 月 16 日

Westerｍeer 隣接の陸上風車 ENERCON E126（7.6MW）も見学
38 基で一部建設中、ブレードは分割式、タワーはコンクリート製
2016 年 6 月 14 日

ロッテルダム市内からボートにて郊外へ
2016 年 6 月 17 日
（出所）視察団メンバー撮影

Westerｍeer プロジェクトの湖上見学、ボート出発前
2016 年 6 月 14 日
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