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1.3 海外の産業政策に関する調査

【台湾】 参考文献リスト

No. 発表元 文献名 発表時期 URL

1 楊志清（經濟部工業局長） 「離岸風電產業供應鏈在地化推動」 2019年4月
https://gwec.net/wp-content/uploads/2019/05/GOWST-Chih-Ching-
Yang-Industrial-Development-Bureau-ZH.pdf

2
李君禮（經濟部工業局副局
長）

「離岸風電推動現況與展望」 2019年5月 https://www.ey.gov.tw/File/11A5C30CA17A5735?A=C

3 劉光瑩（天下雑誌） 「兆元產業鏈來了！離岸風電拚國產化，怎麼才不失『鏈』？」 2019年8月 https://www.cw.com.tw/article/articleLogin.action?id=5096393

4 經濟部能源局 「離岸風電持續帶動產業、海事工程及人才發展」 2019年6月
https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=9&m
enu_id=22333&news_id=85291

5 臺灣港群全球資訊網 「臺灣風能訓練公司 打造離岸風電產業人才培訓基地」 2019年5月
https://www.epaper.twport.com.tw/?act=epaper&cmd=detail&ad_id=
20180608003&ad_gd_id=20180211003

6 林欣穎（匯流新聞網） 「台灣港務公司X日本NMK 培養離岸風電人才」 2019年4月 https://cnews.com.tw/137190401a01/

7 彰化縣綠能推動科
「彰化離岸風電開發商聯合招商落實在地化 魏縣長見證簽署優先採購意向
書」

2018年11月
https://greenenergy.chcg.gov.tw/03bulletin/bulletin02_con.asp?bull_id
=283853

8 經濟部工業局 「離岸風電產業 在地化發展辦理現況」 2018年8月
https://www.ly.gov.tw/Pages/ashx/File.ashx?FilePath=~/File/Attach/1
74288/File_198873.pdf

9 經濟部能源局
「離岸風電競價結果出爐！2家開發商 (4個離岸風場)競價獲選業者將於
114年建置1,664MW」

2018年6月
https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/news/News.aspx?kind=
1&menu_id=41&news_id=15061

10 JERA 「台湾での洋上風力発電事業への参画について」 2018年12月 https://www.jera.co.jp/information/20181228_37

11 双日 「台湾最大級の洋上風力発電事業に参画」 2019年4月 https://www.sojitz.com/jp/news/2019/04/20190405.php

12 Ørsted 「沃旭能源與台灣汽電共生公司簽署陸上變電站統包合約」 2018年11月 https://orsted.tw/zh/News/2018/11/onshore-substation-epc

13 CIP 「台船環海開市迎紅盤、與CIP簽署全台第一張離岸風機施工訂單」 2019年5月 https://www.cipartners.tw/news.php?lang=tw&idx=56

14
Scott Morgan
（Taiwan News）

“Siemens Gamesa signs MoUs with Taiwanese manufacturers for 
offshore”

2018年8月 https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3502677

15 MHI Vestas
“MHI Vestas Offshore Wind Pens Sweeping Series of MOUs in 
Taiwan”

2018年3月 http://www.mhivestasoffshore.com/mous-in-taiwan/ 

16 邱琮皓（工商時報） 「世紀鋼165億 搶下風電大單」 2018年10月 https://www.chinatimes.com/newspapers/20181003000247-260202

17 Abby Huang（關鍵評論）
「離岸風電拚『MIT』：士林電機拿百架風機『配電盤』訂單，『風機心臟』組裝
要從丹麥搬來台灣」

2019年8月 https://www.thenewslens.com/article/123793

18 沈美幸（工商時報） 「東元拿下CIP兩風場變電站統包」 2019年8月 https://www.chinatimes.com/newspapers/20190801000252-260202

19 陳美玲（經濟日報） 「華城攻離岸風電 有斬獲」 2019年6月 https://udn.com/news/story/7252/3881517

20 王怡茹（MoneyDJ） 「風電商機準備起飛，台供應鏈動起來」 2019年8月
https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=%7Be1b
2a328-fd9c-47a2-8ece-c6aaf3d762c5%7D 

＜閲覧日：2019年10月5日＞
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主要国の導入実績と導入目標

ドイツAlpha Ventusにおける主要部品の調達先

産業戦略白書における主要政策
OWGPの実施プログラムの概要
サプライチェーン計画書の構成・内容
「競争」の章に記載されているOrstedの英国コンテンツの活用実績

英国内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況詳細・風車製造）
英国内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況詳細・その他設備）
英国内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況詳細・設置）

各国の運転維持費構造
洋上風力向け大型部品の主要製造拠点
英国市場における構成要素別の2016年売上高と英国内調達比率（2016年売上高ベース）

英国内調達比率の現状と2030年目標の比較

英国におけるブレード・タワー製造拠点整備の背景

世界の導入実績と将来見通し

英国市場における英国内調達比率（2016年売上高ベース）

洋上風力のサプライチェーン構造

洋上風力発電のコスト構造（円/kW）

組立・設置費のコスト構造
20年間の運転期間におけるO&M費のコスト構造

開発調査にかかるコスト構造

台湾の国産化ロードマップ
各国の産業政策の特徴まとめ
風力発電関連機器産業に参入している企業の売上高等推移
ドイツにおける洋上風力産業の雇用者、売上高、市場参加企業の分布（2018年）

二次利用未承諾リスト

委託事業名：令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調
査等事業（洋上風力に係る官民連携の在り方の検討（サプライ
チェーン形成に向けた仕組みの検討等）のための調査）

英国内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況詳細・O&M）
英国内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況詳細・撤去）

各国の資本費構造

英国内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況詳細・調査開発）
英国内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況詳細・風車製造）

20年間の運転期間におけるO&M費のコスト構造

英国内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況）

ドイツ内サプライチェーンの詳細調査（国内拠点の状況）

報告書の題名：令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する
調査等事業（洋上風力に係る官民連携の在り方の検討（サプライ
チェーン形成に向けた仕組みの検討等）のための調査）成果報告書

受注事業者名：株式会社三菱総合研究所

陸上変電設備および陸上運転建屋のコスト構造

ナセルのコスト構造
ローターのコスト構造
タワーのコスト構造
基礎のコスト構造
ケーブルのコスト構造
洋上変電所のコスト構造

洋上風力発電事業のサプライチェーン全体構造
洋上風力発電の産業構造
BVGAレポートにおけるモデルプラントの仕様
洋上風力発電のコスト構造（円/kW）

大型部品の輸送に要する日数
メンテナンスに要する技術者数

ドイツAlpha Ventus洋上風力発電所の部品製造国

タイトル
世界の導入実績と将来見通し
主要国の導入実績と導入目標

英国・及び周辺国における大型部品のサプライチェーン形成状況
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165 図表番号なし
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170 図表番号なし
174 図表番号なし

クローラークレーンによるナセルの積み下ろし作業
6MW級風車の基礎仕様

日本におけるSEP船の調達状況
国内外のSEP船のスペック比較表

風車主要部品とそれぞれにおける特徴（6MW級風車の場合）
風車のブレード仕様
風車ブレードの保管イメージ（複数ブレードを保管）

各輸送戦略のイメージ図
メンテナンスに要する技術者数

次世代XLモノパイルのスペック
次世代10M超級風車の機器仕様
洋上風力発電の拠点港に求められる要件
保守・管理拠点港の図（英国、Grimsby港）
参考：Grimsby港近傍のウィンドファーム

欧州の主要な海事事業者

洋上風力産業におけるサプライチェーン・州別の雇用者、売上高、市場参加企業の分布（2018年）

各シナリオに利用したドイツの洋上風力容量の推移
各シナリオに基づくドイツの洋上風力産業における雇用者数の推移予測
各シナリオに基づくドイツの洋上風力産業における売上高の推移予測
洋上風力のライフサイクルと雇用者数の調査対象となる項目(色枠部分）

風車タワーの仕様（セクション当たり）
タワーの輸送に用いられる自走式モジュラートレーラ （Self-Propelled Modular Transport Units）

風車のナセル仕様

風車部品の故障率および部品輸送費の試算方法
洋上風力導入のコスト構造
O&Mのフルタイム・長期雇用者数の事例
サプライチェーンの分野別の直接雇用者（フルタイム）数の推移予測
職業別の直接雇用者（フルタイム）数の推移予測

2023年のロードマップに基づく直接雇用者の推移予測
デンマーク風力産業（陸上・洋上）における雇用者数の推移
洋上風車のライフサイクルの各段階における必要となる船
風車コンポートネントの設置に必要となる船舶とその概要

離岸風力発電産業關聯執行方案計畫書の項目
具体的な記載要求項目
審査メンバー
審査項目およびプロセス
国産化の事例

主な中央法規
主なガイドライン
台湾における洋上風力の買取価格
部令（省令）、局令（ガイドライン）、公告
台湾のコンポーネント別の国産化ロードマップ

ドイツ復興金融公庫(KfW)による融資プログラム
オランダの洋上風力のコスト削減目標（LCOE)
洋上風力発電用の補助金制度
デンマークの再生可能エネルギー研究開発・実証に関する支援策
デンマークの再生可能エネルギー研究開発・実証に関する機関

ドイツの国内産業を支援するインセンティブ政策の体系

風力発電関連機器産業に参入している企業の売上高等推移

Singda Marine Structureの工場予定図
2019～2025年の発電所開業計画

技術移転の例
人材育成の取り組み
台中港の整備状況

拠点港の分類




