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2011年3月11日に日本で発生した東日本大震災および福
島原子力発電所の放射能漏れなどの深刻な災害を受けて，
台湾はエネルギー方針の見直しを始めた。同年11月3日，
台湾の馬総統は新しいエネルギー方針を発表し，「原子力安
全の保証，原子力依存度の着実な低減」と「クリーンエネ
ルギー・低炭素環境の構築，原子力ゼロの故郷をめざす」
を主軸に，再生エネルギー推進に注力し，電力の安定供給
とCO2排出削減をクリーンエネルギー・低炭素環境構築促
進の重点とした。また2012年には，「洋上・陸上風力発電
機千基」を目標として，まず陸上風力発電所を開発した後，
さらに洋上風力発電所に規模を拡大させることを発表した。
2030年には，風力発電の設備容量は計4,200 MWに達する
予定である（そのうち洋上風力発電は3,000 MW）。2012年
7月，経済部は「洋上風力発電システムモデル事業奨励法
（原文：離岸風力発電示範系統奨励弁法）」を制定し，2015

年までに，モデル事業として民間2か所，官営1か所の風
力発電所に合計6基の風力発電機を設ける予定である。た
だし，台湾電力の協力による台湾でのユニット製造は2020

年に延長される。2020年までに，3か所のモデル風力発電
所で洋上風力発電の設備容量計300 MWを達成する。
　近年，台湾の陸上風力発電所開発は住民と環境保護団体
から強い反発を受け，本島での設置数は上限に近づいてい
る。台湾は，「洋上・陸上風力発電機千基」計画と「洋上風
力発電システムモデル事業奨励法」の実施に伴い，洋上風
力発電所の内需が大型風力発電サプライチェーンの発展を
牽（けん）引すると期待している。台湾における風力発電
サプライチェーンの構造は，目下基本的な形は整っている
ものの，洋上風力発電の実績がなく，技術能力に欠けるた
め，海外との協力を通じて自ら能力を高めることが必要で
ある。また，洋上風力発電所の開発は陸上よりも難易度が
高く，民間の落札業者は現在海外の成熟した風力発電機シ

一 家 一 言

ステムを優先的に検討しており，現状として台湾内の業者
は運転実績がないことから市場参入が難しい。現在，台湾
は産業協力計画のリソースを利用し，台湾地元の事業者が
風力発電機システムの内製能力を確立するために海外から
関連技術を導入することを支援している。しかし，3 GW

の洋上風力発電所の開発は，環境影響評価法，漁業補償，
電力買取価格，航行の安全といった課題に直面し，さらに
完成機や海上施工や船舶設備への投資規模は百億元以上に
も達することから，台湾の風力発電開発方針および産業イ
ンフラ面での積極的な支援が待たれる。
　中国鋼鉄は長きにわたって台湾の金属工業のリーダー的
存在であり，土木や海事，船舶工程技術に関して堅実な基
盤を築いている。また，風力発電機ユニット，タワー，船
体に必要な鋼材の供給能力を十分に備え，企業自体のイ
メージも良好である。さらに，台湾はクリーンエネルギー
の世界的動向に対応し，洋上風力発電エネルギー方針を推
し進め，洋上風力発電産業に積極的に投資しようとしてお
り，洋上風力発電産業のサプライチェーン全体の整備が望
まれる。2013年12月，中国鋼鉄は取締役会において「風
力発電事業発展委員会」の設立を議決し，下部に風力発電
業務部，事業部，技術部が設けられた。また，台湾の完成
機内製化モデルプロジェクトに協力するため，同社は海外
から風力発電完成機技術を導入する予定である。現在，日
立は5 MWの洋上風力発電機開発に取り組んでおり，そ
の設計は，台風と地震が多く，雷が発生しやすいといった
日本の自然環境の要素を考慮している。2013年，中国鋼
鉄と日立は協力に関する覚書を締結した。日本と台湾の地
理的環境の相似性から，日立の洋上風力発電システムを台
湾に導入できれば，台湾の風力電力供給に多大な利益をも
たらすだろう。今後の日台協力が台湾に新たな産業を創造
することを期待する。

台湾の風力発電産業発展の現況と展望
許文都　　台湾風力発電産業協会 理事長
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