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アアジジアア主主要要国国のの太太陽陽光光・・風風力力発発電電市市場場  

海外調査部 再生可能エネルギー（RE）調査チーム 

 

 太陽光発電と風力発電の市場は、これまで米国、欧州などの先進国が牽引してきたが、

近年、中国やインドなどの新興国における普及が著しい。本レポートではアジアにおいて

再生可能エネルギーの「2 大消費国」である中国およびインドの太陽光発電と風力発電の市

場、太陽光発電関連機器の「生産地」として注目されるマレーシアの太陽光発電市場、そ

して「洋上風力」に注力する韓国の風力発電市場について報告する。 

なお、本レポートは同分野に強みを持つ調査会社 Spire Research&Consulting シンガポ

ールに委託し、取りまとめたものである（2012 年 3 月時点の情報）。 
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Ⅰ 中国  

 

1. 中国における風力発電市場 

 

(1) 中国における風力発電産業の概観 

① 産業の概観 

中国は豊かな風力エネルギー資源をもつ国である。開発可能な風力資源は、主として、

青海省（Qinghai）（11.43GW）と甘粛省（Gansu）（24.21 GW）、新疆ウイグル自治区（Xinjian）

（34.33GW）および内モンゴル（61.78 GW）の各自治区にあり、これらの地域が中国の風

力エネルギー資源全体の半分以上を保有している。 

 

中国における 2010 年までの風力タービン発電システム（Wind Turbine Generator 

System：WTGS）の累積導入発電容量は 45 GWに達し、そのうち洋上の発電容量は 138 MW

（1% 未満）であった。2015 年までに陸上の累積発電容量が 100GW になり、洋上の累積

発電容量が 3GW に達するとの予測が再生可能エネルギーに関する第 12 次 5 カ年計画に示

されている。 

 

4 つの国有企業、Sinovel Wind Group、Xinjiang Goldwind、United Power、Dong Fang 

Steam Turbine Works（DFSTW）が、中国の風力発電関連機器市場全体の 60％超を支配

している。これら大手 4 事業者は、2011 年の世界上位 10 社の風力タービンメーカーのリ

ストに掲載されている（それぞれ、世界市場の 11.1%、9.5%、6.7%、4.2%のシェアを保有） 

 

これらの風力エネルギー事業者の生産施設は国内各地に散らばっている。 

 

 華東：江蘇省（Jiangsu）、浙江省（Zhejiang）、山東省（Shandong） 

 華南：福建省（Fujian）、広東省（Guangdong）、および東シナ海の島々 

 東北：遼寧省（Liaoning）、吉林省（Jilin）、黒龍江省（Heilongjiang） 

 西北：新疆ウイグル自治区、甘粛省（Gansu） 
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② 近年の進展 

中国の風力エネルギー産業は、過去 5 年間に急成長を遂げた。新規導入風力タービン発

電システムの年間の発電容量の成長率は、2005 年から 2010 年の間に 2 倍を超えた。実際、

風力タービンの新規導入発電容量は、2011 年だけで 17.6 GW である。風力タービン（ハー

ドウェア）の価格は、2008 年の 1,032 ドル／kW から、2010 年には 635 ドル／kW 未満に

下がった。これは、より速やかな産業の統合を促すもので、業界は高い技術と性能水準で

の健全な発展を確保する必要がある。 

 

主要な風力発電関連機器（たとえば、ブレード）製造部門における激しい競争による価

格の大幅な低下にもかかわらず、風力タワー、変換器、ケーブル、軸、ギアなど、一定の

タイプの供給品の製造業者は、ブレード・メーカーよりも速いスピートで成長している。

実際、近年、この部門への新規参入者が増えている。たとえば、元金属製品生産者であっ

た Titan Wind Energy（Suzhou）Co. Ltd.は、2010 年以降、中国で最も急速に成長してい

る風力タワー専門企業である。2011 年における同社の風力タワーと関連部品の総売上高は

45.48％上昇した。 

 

(2) 規制枠組み 

① 規制機関 

現在、陸上風力発電関連機器製造に対して中国当局から発行される広く知られた免許や

認証（証明書）はまだない。しかし、China Classification Society は、洋上風力発電関連

機器メーカーに証明書を発行する現地当局として良く知られている。 

 

当部門の規制に関与している政府機関については、National Energy Administration（国

家エネルギー局）が最も重要な機関である。 

所轄官庁 分野 ルール／規則 資格 

National 

Energy 

Administration

（国家エネルギ

ー局） 

陸上・洋上風力発電

関連機器プロジェ

クトの立ち上げ承

認 

第 12 次国家計画期

間に最初に承認さ

れる風力施設プロ

ジェクトについて

通知する。風力エネ

ルギー部門の適切

該当せず。 
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な成長率を維持す

るために、この期間

に合計約 27GW が

承認される予定。 

National 

Energy 

Administration

（国家エネルギ

ー局） 

風力エネルギー関

連の大型生産施設

（陸上・洋上風力発

電関連機器の製造）

に対する技術要件 

原材料、組み立て技

能、風力ファーム技

術、グリッド技術な

ど、技術要件に関す

る 18 の規則 

企業は、大型風力発電所を

開設するために、グリッド

接続、施設状況追跡、主部

品の製造に関する18の技術

要件を守らなければならな

い。 

National 

Energy 

Administration

（国家エネルギ

ー局） 

風力発電開発（陸

上・洋上風力発電関

連機器に関する）の

ための申請プロセ

ス 

風力発電開発の管

理に関する暫定措

置 

すべての風力ファームプロ

ジェクトは、関連の優遇制

度の対象となるために、各

省の担当局の承認を受けた

後に、国家エネルギー局に

報告しなければならない。 

内モンゴル自治

区エネルギー局 

陸上風力発電関連

機器のために、風力

ファームプロジェ

クトの入札を勝ち

取るための資格条

件 

内モンゴル自治区

内の風力エネルギ

ー源の開発・利用の

管理のための実施

詳細 

110ｋV 未満の送電網の地

方への供給プロジェクトを

申請する企業、または全国

的な送電網に供給するが

50MW 未満である企業は、1

億 5,900 万ドル超の価値の

純資産、または過去 3 年間

の累積純利益が 7,900 万ド

ル超の企業でなければなら

ない。 

 

大型プロジェクトを申請す

る企業は、3 億 1,700 万ドル

超の価値の純資産を有し、

かつ、当地域内の 500MW
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超のプロジェクトへの累積

投資がある企業でなければ

ならない。 

 

当地域内の主部品製造施設

に投資する企業で、かつ、1

億 5,900 万ドル超の年間総

売上高がある企業も50 MW

未満のプロジェクトへの入

札を認められている。 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

② 政府の助成制度 

2011 年は、中国の風力発電関連機器製造業にとって重要な年とされている。また、同年

は、当部門内の産業統合の始まりを経験した。中央政府は、技術を基盤とした製品の完成

を推進するために、風力発電関連機器供給業者向けのいくつかの優遇制度を廃止した。た

とえば、「風力発電関連機器の産業化のための特別基金に関する管理措置（2008 年公布）」

が、2011 年始めに廃止された。この優遇政策は、中国人が出資または所有する風力発電関

連機器メーカーで、1.5MW を超える発電容量がある新しい製品を開発または生産した企業

を対象としたもので、これらの企業は生産する最初の 50 の機器に対して１kW 当たり 95

ドル受給できる（50%が風力タービンメーカーに、50%が関連部品メーカーに支給された）。

実際のところ、この政策の廃止は、風力発電関連機器供給業者に大きな影響があるとは思

えない。なぜなら、この優遇策の金額は企業の利益のうちのごくわずかな部分に過ぎない

ためである。 

 

2011 年末に中央政府が発表した重要な優遇政策が一つある。それは、再生可能資源から

生産した電力と通常の燃料から生産した電力の間の価格差をｋW/ｈ当たり 0.004 から

0.008 人民元（RMB）に拡大することであった。しかし、風力発電関連機器供給業者は、

この政策を、機器メーカーにとってではなく、風力ファームプロジェクト開発業者にとっ

てのみ良いニュースであるとみている。 
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中央政府と比較して、地方自治体は風力発電関連機器メーカーへの優遇政策の提供におい

て、より重要な役目を果たしている。地方自治体の優遇政策は次の 4 つのタイプに分類で

きる。土地賃借料の返却、戻し税、施設購入のための銀行融資金利の引き下げ、およびハ

イテク特許報酬である。この優遇政策の対象となる条件は、現地の中国企業と外資系企業

との間に違いがない。詳細は下表のとおり。 

所轄官庁 受益者 助成制度の詳細 受益資格 

National 

Energy 

Administration

（国家エネルギ

ー局）、State 

Council（国務院） 

陸上および洋上

の風力発電産業 

風力発電産業のための政府

の 2,400 万ドルの直接資本

投資を必要とする新エネル

ギー産業開発計画 

可変速可変ピッチ

（VSVP）風力タービン

発電機の製造等、先進技

術を備えた風力発電産

業に投資する外国企業

に申請資格がある。 

江蘇省

（Jiangsu）常州

市（Changzhou）

のLiyang投資促

進局 

陸上および洋上

の風力発電関連

機器供給業者 

1. 土地賃借料の約 30%の

減額 

2. 特定のプロジェクトの

性質に照らして、1 年

から 3 年間の地方自治

体からの戻し税 

3. 特定のプロジェクトの

性質に照らして、施設

購入のための銀行融資

金利の一定率の引き下

げ 

4. ハイテクプロジェクト

に対する最大 95 万

2,000 ドルの助成金 

VSVP 風力タービン発

電機の製造能力等の技

術を備え、かつ、最低

10 億ドルの売上がある

大企業 

天津市（Tianjin）

投資促進局 

陸上および洋上

の風力発電関連

機器供給業者 

地方税の 10％引き下げ

（25%から 15%に） 

申請時に 476 万ドル超

の価値のプロジェクト

を抱えるハイテク企業 

江蘇省南通

（Nangtong）の

陸上および洋上

の風力発電関連

1. 土地賃借料のおよそ

60％の引き下げ。 

申請時に 79 万 4,000 ド

ル超の価値があるプロ



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
8 

Rudong ハイテ

ク工業パーク投

資促進局 

機器供給業者 2. 特定のプロジェクトの

性質に照らして、最長 5

年間、地方税を戻す。 

3. 特定のプロジェクトの

性質に照らして、施設

購入のための銀行融資

金利を 4%引き下げる。 

ジェクトを抱え、銀行融

資によって1,000万ドル

超の価値がある施設を

購入しようとしている

ハイテク企業 

Ministry of 

Industry and 

Information 

Technology（工

業情報技術化部） 

陸上および洋上

の風力発電関連

機器供給業者 

基本的な機械部品、製造部

品、マテリアルパーツに関す

る再生エネルギーの第 12 次

5 カ年計画 ：軸およびギア

のメーカーに主部品の輸入

税の引き下げ等を含む財政

支援を提供。これは、これら

の主要な風力発電関連部品

の成長率を2015年までにそ

れぞれ 12%と 15%高めるた

めである。 

軸およびギアの製造に

従事するすべての風力

発電関連機器供給業者 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

③ 風力発電関連機器製造事業における地位確立のための初期プロセス 

外資系企業の設立のための登録証の発行に従事する機関には次が含まれる。Industrial 

and Commercial Bureau（工商局）、Environmental Protection Bureau（環境保護局）、

Foreign Trade and Economic Cooperation Bureau（貿易経済協力局）、Quality Supervision 

Bureau（品質監督局）、State  & Local Taxation Bureau（国税地方税局）、Administration 

of Foreign Exchange（外貨管理局）、Bureau of Finance（財務局）、Customs（税関）。こ

れらの機関の承認を得るには、次に示す、風力発電用タービン製造業固有のいくつかの規

則に従わなければならない。 

1）自己資本が 30%以上であること。 

2）5 年を超える産業経験。 

3）製造施設は 1GW 以上の年間生産能力がなければならない。 
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一般的に、外国企業固有の処遇や規則はない。一部のケースでは、優遇条件が金額的に

やや低いか、またはあまり厳しく実施されていない（たとえば、外資系企業は条件なしで 1

年間から 3 年間の地方税の戻しを受けられる）。地域に先進技術を取り込むことが鍵である。 

 

外国企業にとって、技術投資と施設の開設（現地企業の買収、または現地企業との提携）

が中国の風力発電関連機器市場への一般的な市場参入の方法である。 

 

a. 主要な構成部品の輸入税 

影響を受ける構成

部品 

所轄官庁 市場区分 輸入税の詳細 

発電機 中国税関 陸上・洋上風力発電関連機器 8%の輸入税+17％の VAT 

タワー 中国税関 陸上・洋上風力発電関連機器 8%の輸入税+17％の VAT 

コントローラー 中国税関 陸上・洋上風力発電関連機器 8.4%の輸入税+17％の

VAT 

コンバータ 中国税関 陸上・洋上風力発電関連機器 10%の輸入税+17％の

VAT 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

(3) 風力発電関連機器製造の市場環境 

① 産業の概観 

2011 年の中国の風力発電関連機器産業の総市場価値は 238 億 1,000 万ドルを超えている

（そのうち洋上が約 16％）。2009 年末の時点で、中国には風力タービン生産者が 70 社ほど

あった（29 社が国有、23 社が民営、8 社が合弁事業、約 10 社が外資系）。関連部品メーカ

ーについては全体で、主要部品の製造業者が 500 社ほど、その他の部品の製造業者が数千

社あった。大手事業者については、ブレード供給業者が約 50 社、風力タワー供給業者が 100

社、軸供給業者が 16 社、ギアボックス供給業者が 10 社、変換器供給業者が 12 社あった。

機器供給業者の数は今後 3 年間に 5％増えると予想されている。 

 

中国、とりわけ華南においては、風力エネルギー生産ファームの開発に適した土地が尐

なくなっているために、今後、洋上風力エネルギープロジェクトがより関心を集めるだろ

う。さらに、風力発電装置を全国送電網に接続するのが困難なために、長距離の送電用で



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
10 

はなく、地方での消費のための風力発電が今後の開発のためのもう一つの重点事項になる

だろう。 

 

水力発電や火力発電などの従来の発電部門と比較し、再生可能エネルギーは、費用対効

果の面で競争力に乏しく、鍵となる技術を広く取り入れる必要がある。さらに、洋上の MW

レベルの風力タービン開発のための先進技術の欠如は、風力発電関連機器製造業の発展を

阻むもう一つの要因である。 

 

自己資本の投入、銀行融資、および設備投資の要請が、風力発電関連機器供給業者の資

金調達の最も一般的な方法である。大手国有企業については、上位 4 社の商業銀行からの

資金調達が一般的である。たとえば、2010 年に、Sinovel は中国工商銀行（ICBC）と「戦

略的協力協定」を結んだ。同協定によると、ICBC は Sinovel に 15 億 9,000 万ドルの資本

金を提供する。その他の企業については、地方自治体と銀行の支援が主な資金調達源であ

る。たとえば、浙江省（Zhejiang）寧波市（Ningbo）では、地方自治体が、この地域最大

の会社に対して、およそ 15 万 9,000 ドルの銀行融資を保証している。 

 

地方の工業団地の開発を積極的に進めているため、風力発電関連機器産業のためのイン

フラ支援が劇的に向上している。特に、産業集積は、地方自治体の戦略面の関心事として

かなり重要である。典型的な例は、江蘇省（Jiangsu）常州（Changzhou）にある Liang 風

力発電工業団地で、中国全体の風力発電関連機器生産の 5.5%を生産している。 

 

② 産業クラスター 

産業クラスターについては、江蘇省（Jiangsu）を第一に挙げることができる。江蘇省に

は有名な工業団地がある。Rundong、Nanjing Jiangning 地区、Changzhou Liyang 風力

発電工業団地、Yancheng Dafeng 洋上風力発電工業団地などある。江蘇省の 2011 年の風

力発電産業の総生産価値は 114 億ドルで、国全体の価値の半分に相当する。江蘇省全体で、

風力タービン供給業者が 8 社、主部品供給業者が 10 社、風力エネルギー関連企業が 180 社

以上ある。そのため江蘇省は 2010 年に、対全国比で、風力タービン 20%、ギア 65％、ブ

レード 58%、ハブ・補助部品 50%の生産量があった。 
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地域 工業団地の名称と所在地 
陸上風力発電関連機

器製造比率 

洋上風力発電関連機

器製造比率 

西北 
ウルムチ経済・技術開発区

域（新疆ウイグル自治区） 
4％ 2.5％ 

東北 
Sany Tongyu 風力発電工業

団地（吉林省） 
3％ 1.5％ 

華北 
天津（Tianjin）風力発電工

業団地（天津） 
2％ 2.5％ 

華東 
Rudong 風力発電関連機器

工業団地（江蘇省） 
2％ 2.5％ 

華東 
Yancheng Dafeng 洋上（江

蘇省） 
0.7％ 33.5％ 

華南 
Zhongshan 風力発電関連機

器製造基地（広東省） 
2.5％ 3.5％ 

（注）これらの産業クラスター内にある企業について詳しくは、参考資料 3 に述べている 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

③ 今後の展開 

地域 

将来の風力発電関連機器製

造地として確認されている

地域 

市場区分 選定理由 

東北 吉林省（jilin） 陸上・洋上風力発

電関連機器 

風力発電ファームの開発に適

した十分な風力資源の存在。洋

上風力発電施設の開発のため

に、内モンゴルなどの内陸地よ

りも海港に比較的近い。産業集

積効果も期待できる。 

（出所）Spire 調査に基づく 
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(4) バリューチェーン分析 

① エコシステムの図式 

風力発電関連機器のエコシステムの図式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）各種情報を基に作成 

 

風力発電関連機器製造のための重要な部品のうち、タワーとブレードが風力タービンの

コストの大部分を占める（タワーが 26%、ブレードが 22%）。一方、鉄鋼産業と複合材料（特

にガラス繊維）産業は、タワーとブレードの製造に最も重要な 2 つの川上産業である。中

国では、鉄鋼産業が十分に発展していて、比較的安定した供給物を提供している。その一

方で、鉄鋼の価格はタワー製造部門に今後も大きな影響を与えるだろう。複合材料産業に

関して述べると、風力ブレードの製造のために現在最も広く使われている材料はガラス繊

維である。ガラス繊維の国内需要は、2015 年には 250 万トン（世界の需要の約 43%）に達

すると予想され、一方、国内供給量は 280 万トンに達するだろう。しかし複合材料に求め

られるより高度な加工技術は国際水準にはほど遠い。 

 

その他の重要な部品については、地理的集積の効果が表れている。たとえば、ギアボッ

クスの 17% が重慶市（Chongging）と常州市（Changzhou）の工業団地から供給され、軸

の 30%が大連市 瓦房店市（Wafangdian）、河南省洛陽市（Luoyang）、江蘇州（Jiangsu）

などから供給され、締め具の 67％が浙江省（Zhejian）（Wenzhou、Ningbo、Haiyan） と

河北省南部（South Hebei）から供給されている。 

 

塗料 

フランジ 

溶接材料 

厚鋼板 

複合材料 
（ガラス繊維、
樹脂など） 

 

認証サービス 

所有・保守管理 

川上：主部品用の材料 
川下：風力ファー

ムの稼働 

川中：風力タービン組み立て 

 

 軸（タワー） ホイール 発電機 軸受 

ギアボックス ラジエーター 変換器 

ブレード ブレード ケーブル 制御システム他 
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② 主な競合企業の特徴 

Sinovel は中国最大の風力発電関連機器メーカーで、2010 年の売上高は 32 億ドルであっ

た。2 番目に大きなメーカーが GoldWind で、同年の売上高は 28 億ドルであった。Sinovel

が中国の陸上風力発電関連機器市場シェアの 18.2%を握っている一方、GoldWind の市場シ

ェアは 17.4%である。Guodian United Power Technology が陸上風力発電関連機器の中国

第三位の供給業者で、市場シェアは 14.7%と推定されている。その一方で同社は、洋上風

力発電関連機器の市場シェアは全国一位の 10％で、Sinovel と並んでいる。GoldWind や

Sinovel など、中国を拠点とする大手の風力発電関連機器メーカーは、海外施設をもち、外

国市場にサービスを提供している。しかし、Guodian は国外には施設をもたない。中国の

大半の風力発電関連機器メーカーは、独自に研究開発活動を行っているように見え、注目

すべき提携や協力はほとんどない。 

 

中国の主要な風力発電関連機器メーカーの詳しいプロフィールについては参考資料 4 を

参照のこと。 

 

(5) 風力発電関連機器の製造拠点としての中国の評価 

① 中国における風力発電関連機器製造業のビジネスチャンス 

近年、風力エネルギー開発が、主として内モンゴル、新疆ウイグル、江蘇省（Jiangsu）

などの地域で急速に進展してきた。しかしながら、国の南西部の開発や、洋上風力エネル

ギー部門の発展はかなり限定的であった。つまり、これらは将来の開発の重点領域と言え

る。特定の製品部門については、洋上風力エネルギー開発のための軸、ギア、メガワット

レベルの発電機等の主要部品がかなりの成長を見込める。 

 

② 中国に施設を置く利点 

中央政府が提供する優遇政策が限られていることから、地方自治体が産業振興に重要な

役割を担っている。国内各地の風力エネルギーパーク開発により、中国におけるインフラ

支援が向上している。ほとんどの主要部品が、ブレードのような広く開発されている製品

ほどには、競争が熾烈ではない。対照的に、これらの高い付加価値がある部品や、洋上風

力発電機に関する先進技術をもつ外国企業が中国市場で歓迎されている。こうした外国企

業にとり、とりわけ、メガワットレベルの風力タービン発電機のような部品を扱う技術な

どの先進技術が、現地企業に対する経営管理経験に加え、強みとなる。 
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③ 中国に施設を置くデメリット 

中国の政治的環境、ビジネス環境に精通していないことが大きなデメリットとなる。と

りわけ、政府の政策や国家計画を理解し、それに従う能力が問われる。 

 

④ ターゲット部門および推奨する参入形態 

洋上風力エネルギー開発のための軸、ギア、メガワットレベルの発電機など、主要部品

の製品区分にかなりの成長見込みがあるのを考慮すると、中国の風力エネルギー関連機器

市場への潜在的参入者は、これらの部門に狙いを定めるべきである。潜在的新規参入者は、 

不慣れなビジネス環境や規制環境に直面すると思われ、当産業における経験豊かな現地企

業との協力がこうしたデメリットを克服する良い方法である。そのため、外国の事業者が

中国の風力発電関連機器産業に参入するには、合弁事業（JV）またはその他のパートナー

シップといった参入形態が推奨される。 
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2. 中国における太陽光発電市場 

 

(1) 中国における太陽発電産業の概観 

① 産業の概観 

太陽エネルギーは主に、太陽熱発電（CSP）と太陽光発電（PV）に分かれる。中国の場

合は、PV 産業の方が盛んだ。それは、同産業の成長性によるものである。太陽電池の中心

的部分であるセルは、大きく次の２つのタイプに分けられる。結晶シリコン太陽電池（c-Si）

と薄膜太陽電池である。現在、3 種類の薄膜太陽電池（c-Si TF、CIGS、CdTe）がある。

PV 製品の区分を下の略図に示している。 

 

 

（出所）各種資料を基に作成 

 

現在、結晶シリコンタイプが、世界のセル市場の主流である。2011 年末までに、中国の

PV 関連機器の生産量は世界の生産能力の 60％超を占めた。さらに、中国で製造されてい

る結晶シリコン太陽電池は、2011 年には世界市場シェアの 90％を占めた。 

 

しかし、結晶シリコン生産の過剰供給にもかかわらず、2012 年には生産能力の拡大が続

いている。太陽電池の市場規模は、今後 3 年間に年平均 10%の成長が予想されている。 

 

太陽光発電関連

機器 

結晶シリコン

太陽電池 

結晶シリコン 

太陽電池（薄膜） 

単結晶シリコン太陽電池 

多結晶シリコン太陽電池 

アモルファスシリコン

太陽電池 

化合物系太陽電池 

CdTe 

CIGS 
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2008 年以降、川上の原材料であるシリコン市場での独占状況が破綻してきており、結晶

シリコン太陽電池システムのコストが大きく下がってきた。中国では、ほぼすべての PV プ

ロジェクトで、安定性が高く、変換効率の高い結晶シリコン太陽電池を使用している。長

期的にみて中国では、結晶シリコン太陽電池の占有的地位は変化しないと見込まれる。 

 

しかし、中国のカドミウムテルル（CdTe）系太陽電池と CIGS 系太陽電池が市場に占め

るシェアは、結晶シリコン系や結晶シリコン薄膜系に比べれば僅かである。それは、ごく

尐数のメーカーしか CdTe 系、CIGS 系太陽電池の生産を行っていないためである。たとえ

ば、RitPower Yangzhou（2011 年設立）は中国企業として初めて、CIGS 系太陽電池の大

量生産を実現した。 

 

下の表は、PV 発電業者が発電施設を置く主な産業地域を示している。 

地理的地域 具体的な地域 

東北 黒竜江省 

華北 河北省 

華東 山東省、江蘇省 

華中 湖北省 

華南 広東省 

西南 重慶市、四川省 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

② 近年の進展 

中国では、2000 年代に入ってから PV の中核部品であるセル・モジュールのメーカーが

急増した。セル・モジュール製造を専門としていた企業が川上のシリコン製造から川下の

システム統合、PV プロジェクト開発までの垂直統合に積極的であった一方、他産業の企業

もこの市場への参入の可能性を探った。 

 

2012 年には世界的な業界再編が起こると見込まれている。これまで世界の太陽電池需要

を牽引してきたドイツやイタリアといった欧州各国が、欧州債務危機の影響で軒並み固定

価格買取制度を縮小したことや、米国政府が中国製の太陽電池セル・モジュールの輸入に

対して相殺関税・アンチダンピング税を課す仮決定を行うなどの状況を受けて、供給超過
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が進み、PV 製品の価格が急降下している。価格は 2011 年当初と比べて、多結晶シリコン

が 45%、ウェハーが 52%、構成部品が 53%、セルが 42%低下した。 

 

(2) 規制枠組み 

① 規制機関 

所轄機関 分野 ルール／規則 目的 

General office 

of the State 

Council（中国国

務院の事務局） 

リサイクルお

よび使用され

る材料 

第 12 次 5 カ年計画— 

コスト管理と技術向上

を重視した総合的な省

エネ計画 

 エネルギー使用構造の最

適化、エネルギー市場に

おけるクリーンエネルギ

ーの比率増 

 エネルギー産業の位置づ

けの調整、既存企業の垂

直統合の奨励 

 新しい国産技術の創出 

（出所）National Energy Administration , Ministry of Science and Technology and MOF 

 

② 政府の助成制度 

以下は、政府が実施する PV 産業の助成制度の一例である。 

助成制度の詳細 所轄機関 受益者 目的 

BIPV の建物全体に対

しては、優遇策は 1 ワ

ット当たり 3.17ドルを

超えない。BIPV の屋根

または壁に対しては、

優遇策は 1 ワット当た

り 2.38 ドルを超えな

い。 

Ministry of Finance

（財政部） 

BIPV（建

物一体型

太陽光発

電）メー

カー 

 

結晶シリコン太陽電池

への外国からの投資へ

の奨励は今後行わず、

結晶シリコン薄膜太陽

National 

Development and 

Reform Commission

（国家発展改革委員会） 

外国企業  第 12 次 5 カ年計画で、

アモルファスセルと微

結晶シリコンセルの併

用を専門とする企業の
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電池への投資を奨励。 育成に力を入れる。 

 高効率の薄膜太陽電池

の研究開発を企業に奨

励する。 

第12次5カ年計画で固

定価格買取制度を推

進。11 年 7 月に公表さ

れた料金は 1 元／

kWh。 

Ministry of Industry 

and Information 

Technology（工業情報

化部） 

発電業者  PV による発電量の拡

大。 

「ゴールデン・サン」

プロジェクト：政府の 3

カ年計画で、PV 産業へ

の財政支援、技術支援、

市場構築を統合したも

の。 

National Energy 

Administration（国家

能源局）、 Ministry of 

Science and 

Technology（科学技術

部）、MOF（財政部） 

発電業者  294 件のプロジェクト

を調整し、642MW の

発電容量をもつ施設を

設置する。 

（出所）National Energy Administration , Ministry of Science and Technology and MOF 

 

③ 太陽光発電関連機器製造事業の立ち上げプロセス 

下の図は、PV 関連機器の製造事業の設立における一般的な初期プロセスを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Foreign Trade and Economic Cooperation Bureau 

 

 

プロジェクト 

コンサルティング、 

投資資金調達 

企業名使用許可の取得

（SAIC：国家工商行政管

理局） 

 

環境関連の認可

（SEPA：国家環境保

護総局） 

 

企業設立許可 

（貿易経済協力局） 

 

組織コードの申請 

（品質監督局） 

 

認証（証明書）の申請 

（貿易経済協力局） 

 

事業免許の申請（SAIC） 

 

社印 

 

組織コード証明書の受け取り申請 

（品質監督局） 

 

税務登録 

（国家税務局と地方税務局） 

 

外国為替登録（外国為替局） 

 

銀行口座 

開設 

財務面の登録 

（財務局） 

 

税関への登録 

（税関） 
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 現時点では、外国企業が中国の PV 市場に参入することを制限する政策や規則はない。同

時に、地方自治体は、外国からの投資がより高度な技術と専門的な経営をもたらすと考え

ている。外国企業が中国市場に参入する上での最大の課題は、政府や国営企業および地方

自治体との関係構築である。そのため、外国企業は合弁事業を通して現地メーカーと提携

することが望ましい。 

 

a. 主要な構成部品の輸入税 

影響を受ける構成部品 所轄機関 市場区分 輸入税の詳細 

シリコンセル 税関 多結晶シリコン 4%の輸入税 

（出所）中国税関 

 

(3) 太陽光発電関連機器製造の市場環境 

① 産業の概観 

中国の PV 産業は急速に発展している。たとえば、2011 年では中国が生産するウェハー

の発電容量は 35GWp（ギガワットピーク）に達した。これは、世界全体の約 60％に相当

する。シリコン使用のセルについては 37.3GWp に達し、世界全体の 62%を占めている。世

界全体の PV システムの設置容量は推定 22GW であるが、中国一国のみの生産能力でそれ

を上回る。 

 

特にモジュール生産部門が産業の中核を占める。中国の地方自治体もまた、積極的な政

策を実行し、工業団地を作り、かつ、産業支援のために補助金を提供してきた。中国には、

c-Si や c-Si TF など主要な太陽光発電機器のメーカーが数百社存在する。太陽エネルギー産

業全体では 1 万社近いメーカーがある。現在、中国には、Suntech、LDK、Yingli Solar、

Trina Solar など、結晶シリコン系や結晶シリコン薄膜系の代表的な企業が存在する。 

 

CIGS 系と CdTe 系の市場については、2011 年現在、生産に従事している企業が 6 社あ

り、10 社が開発段階にある。Lvyang、Xinlv、Furin、Gaosheng、Niusheng、Tianjin Qinyang

など。 
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② 産業クラスター 

地域 工業団地の名称と所在地 

華西 Changsha Tianxin ハイテク工業団地（湖南省） 

華東 Tiantuo 工業団地（江蘇省） 

南部 Huaxi 工業団地（貴州省） 

華北 新エネルギー工業団地（山西省） 

（出所）Spire’s Primary Interviews and the solarbe website 

 

工業団地の名称 主な機器供給業者 主要な市場区分 

Tianxin ハイテク工業団地 

● Xinrui Energy Co. Ltd.  

● Jinglin Northern PV 

Technology Co. Ltd. 

C-Si 

Yangzhou 輸出加工区 

● Ritpower(Yangzhou) Co. 

Ltd.  

● Suntech-Power Co. Ltd.  

● Tianwei Solarfilms Co. 

Ltd. 

C-Si, C-Si TF, CIGS 

Huaxi 工業団地 

● Shengke Energy Co. Ltd.  

● Shengshijia Solar PV Co. 

Ltd. 

C-Si 

新エネルギー工業団地 

● GE  

● Yinaite New Energy Co. 

Ltd. 

C-Si, C-Si TF 

（出所）Spire’s Primary Interviews and the solarbe website 
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今後の展開 

地域 
将来の PV 関連機器製造地と

して確認されている地域 
市場区分 選定理由 

華東 江蘇省、浙江省 c-Si 太陽光発

電機器 

最も先進的なメーカーと企業がこ

れらの地域に所在している。そのた

め、この地域の拡大が垂直統合を容 

易にする。 

（出所）Spire’s Primary Interviews and the solarbe website) 

 

(4) バリューチェーン分析 

① 図式 

川上            川中                 川下 

 

 

 

 

（出所）各種資料を基に作成 

 

 PV 産業の川上にある多結晶シリコンなど原材料の 30%は、韓国と米国から輸入されてい

る。川中産業内のウェハー切断技術はコスト面で厳しい状況にある。切断技術は今も開発

中にあるとともに、材料を効率的に再利用する方法に重点的に取り組んでいる。川下産業

におけるセル構成部品の組み立てとシステムの設置は過剰供給の状態にある。この部門は、

高度な技術を擁さず、シリコン切断部門よりも労働集約性が高い。 

 

結晶シリコン産業  PV 産業 

 

結晶シリコン製造 太陽光発電関連機器（c-Si、c-Si TF） PV 応用産業 

原材料製造 

シリコン インゴット ウェハー セル  PV システム・設置 
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② 主な競合企業の特徴 

 Chaori、Sunflow、Risen Energy、Suntech など、中国の主要な PV 関連機器メーカー

はすべて、世界的に高い評価を得ている。中国の PV 関連機器供給業者のほぼすべてが、c-Si

と c-Si TF の製造に重点的に取り組んでいる。大手メーカーは、一般的に、IEC 認証、ドイ

ツの TUV 認証、米国の UL 認証等の国際認証を取得している。さらにほとんどが、海外市

場に目を向けており、自社の生産量の 90%以上を海外の需要に向けている。 

 

中国の主要なPV関連機器メーカーの詳しいプロフィールについては参考資料5を参照の

こと。 

 

(5) 太陽光発電関連機器の製造拠点としての中国の評価 

① 中国における太陽光発電関連機器製造業のビジネスチャンス 

中国政府は、代替エネルギー開発への関心を高めており、外国からの先進的技術の導入

を提唱している。中国には潜在的な PV 設置市場があり、2011 年 8 月から開始した固定価

格買取制度も追い風となり、c-Si や c-Si TF の需要を徐々に押し上げている。また、新エネ

ルギー政策は、結晶シリコン太陽電池産業の急速かつ持続可能な発展を推進している。 

 

② 中国に施設を置くメリット 

 政府が優遇政策や減税制度など、太陽エネルギー産業を支援する政策を整備しており、

徐々に市場が拡大している。 

 

③ 中国に施設を置くデメリット 

たとえば、メーカーのネットワークが確立していること、そして、外国企業にとって政

策が複雑であることが挙げられる。さらに、中国の PV 関連機器産業は、政府の政策と優遇

策、とりわけ地方自治体の助成制度に依然として頼っている。太陽エネルギー産業はまた、

風力・バイオ・地熱エネルギーなど、他の再生可能エネルギー源との競合に直面している。

たとえば、2009 年には、世界の風力発電設備の設置容量は 3 万 7,500MW であったが、PV

設置容量は 7,203MW であった。 
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④ ターゲット部門および推奨する参入形態 

外国企業にとっては、現地企業との合弁事業かパートナーシップの提携によって、中国

の PV 関連機器市場に参入することが望ましい。現地企業と提携することで、外国企業は、

工場の立地や当産業の支援のために整備されている制度・インフラに関するノウハウを取

得できる。 

 

参考資料 1：風力発電関連機器製造のために入手できる認証 

 

申請可能な特定部品 対象の地理的地域 認証の詳細 

風力タービン 

EU 市場 

IEC（国際電気標準会議）WT01:2001 

2003 年および 2004 年の GL（風力タービン

認証ガイドライン） 

CE 認証 

英国 MCS 

デンマーク DS 472-1/-2 

オランダ NVN 11400 

発電機 
EU 市場 

EN60034 規格 

変換器 EN50178 規格 

国の送電網への接続規

格 

ドイツ VDE0126-1-1 

英国 G83 規格 

主制御システム EU 市場 

EN60204 規格 

EN61010 規格 

EN61508 規格 

一般認証 EU 市場 機能面の安全性評価 

発電機 

北米市場 

UL1004-1/-4 規格 

変換器 
UL1741 規格 

IEEE1547 規格 

主制御システム UL508A 規格 

（出所）Spire 調査に基づく 
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参考資料 2：太陽光発電関連機器製造のために入手できる認証 

 

申請可能な部品 対象の地域 認証 

PV 製品 

中国市場 

GB/T9535-1998 

結晶シリコン 

セル 

GB12632-90 

結晶シリコン 

PV 構成部品 

IEC6121591993 

結晶シリコン 

PV 構成部品 
米国市場 UL 

結晶シリコン 

PV 構成部品 
EU 市場 

TUV 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

参考資料 3：主要産業クラスター内の風力発電関連企業のプロフィール 

 

工業団地の名称 

現地に所在す

る機器供給業

者 

主な市場区分 主な供給製品 

Urumqi（ウルム

チ）経済技術開

発区 

LM Glasfiber 陸上・洋上用機器  ブレード 

Gold Wind 陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

Sichisun 陸上用機器  タービン保守管理のための

昇降式作業台 

 ケーブルブッシング 

 その他の風力タービン関連

製品 

Sany Tongyu 風 China 陸上・洋上用機器  タービン 
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力発電工業団地 Huaneng 

Group 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

China 

Longyuan 

Power 

Group(China 

Guodian) 

陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

Tianjin 風力発

電工業団地 

Siemens 陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

ABB 陸上・洋上用機器  発電機 

 制御システム 

Mingyang 

Electric 

陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

Rudong 風力発

電関連機器工業

団地 

China 

Longyuan 

Power 

Group(China 

Guodian) 

陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

China 

Huaneng 

Group 

陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 
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Vestas 陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

Yancheng 

Dafeng 洋上風

力発電工業団地 

Gold Wind 陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

Sinovel 陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

CSR Zhuzhou 

Electric 

陸上用機器  発電機 

Zhongshan 風力

発電関連機器製

造基地 

Mingyang 

Electric 

陸上・洋上用機器  タービン 

 発電機 

 所有・保守管理（O&M）サ

ービス 

 プロジェクト融資・開発サービス 

（出所）Spire 調査に基づく 
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参考資料 4：風力発電関連企業のプロフィール 

 

A：Xinjiang GoldWind 

社名 Xinjiang Gold Wind Science and Technology Co., Ltd. 

主たる地理的区分  新疆ウイグル、北京、甘粛省、山西省、内モンゴル、江蘇省、

河北省、遼寧省、寧夏省、広東省 

 ドイツ、米国、オーストラリア、南アフリカ、カザフスタン、

南米、チリ、エチオピア、エクアドル 

設立年  1998 年 

本籍国  中国 

売上高  27 億 9,300 万ドル（2010 年） 

業務の市場区分  陸上・海上風力発電関連機器 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 17.4%  5% 

海外施設  ドイツ、米国、オーストラリア、南アフリカ 

主な供給製品  世界最大の永久磁石発電機メーカー 

研究開発能力  直接駆動型の永久磁石風力タービンの研究開発 

認証  ISO 9001、ISO14001、GB/T2800、TQM、1.5MW レベル

の直接駆動型の永久磁石発電機に対する Intertek による

ETL（米国、カナダ）、Sinclair Knight Merz（オーストラ

リア）による安全性の認証、欧州の Vensys と共同生産して

いる 1.5MW と 2.5MW レベルの直接駆動型の永久磁石発電

機に対する TUV 

主要な供給業者 調達する供給物 

Timken  軸 

LM  ブレード 

Infineon 

Technologies AG  

 半導体ソリューション 

今後の展望  Golden Concord Holdings Ltd.、江蘇省や内モンゴルのブレ

ード工場など、供給業者を買収する。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
28 

B：Ningbo WinPower 

社名 Ningbo WinPower 

主たる地理的区分  浙江省、江蘇省、上海 

設立年  2004 年 

本籍国  中国 

売上高  476 万ドル（2010 年） 

業務の市場区分  陸上風力発電関連機器 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 回答なし  回答なし 

海外施設  なし 

主な供給製品  低出力の風力発電機、コントローラー（300〜3,000W） 

研究開発能力  Scenery Supplementary Power Supply Systems（.....補給

電力供給システム）に関する研究開発 

認証  ISO 9001:2008、CE 

主要な供給業者 調達する供給物 

NingboYoyao 市内の

いくつかの小規模供

給業者 

 ポール 

今後の展望  浙江省寧波（Ningbo）の現地供給業者と緊密な関係を築く 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

C：Sinovel Wind Group 

社名 Sinovel Wind Group Co., Ltd. 

主たる地理的区分  新疆ウイグル、上海、河北省、黒龍江省、内モンゴル、甘

粛省、江蘇省、吉林省、山東省、福建省 

 スウェーデン、ブラジル、アイルランド、ギリシャ、イン

ド、米国、カナダ、英国、スペイン、オーストラリア 

設立年  2006 年 

本籍国  中国 

売上高  32 億 2,600 万ドル（2010 年） 

業務の市場区分  陸上・洋上風力発電関連機器 
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市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 18.2%  10% 

海外施設  カナダ、米国、ブラジル、英国、スペイン、インド、オー

ストラリア 

主な供給製品  風力タービン発電機システム 

研究開発能力  風力タービン（1.5MW、3MW、5MW、6MW シリーズ）

の設計・開発の豊富な知識をもつ 600 名余の技術エンジニ

アチームからなる技術研究開発センター 

認証  ISO9001、ISO14000、SL 1500/82 風力タービン発電機シ

ステムに関する GL A レベルの設計 

主要な供給業者 調達する供給物 

Wafangdian Bearing 

Group Corporation 

(ZWZ) 

 軸 

DHI-DCW Group  電子制御システム 

Nanjing High Accurate 

Drive Equipment 

Manufacturing Group 

Co., Ltd. (NGC) 

 ギアボックス 

Sinoma Science & 

Technology 

 ブレード 

Jiamusi Electric 

Machine Co., Ltd. 

 発電機 

今後の展望  幅広い製品の供給業者としての監査・管理システム 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

D：Guodian United Power Technology Co., Ltd. 

社名 Guodian United Power Technology Co., Ltd. 

主たる地理的区分  河北省、江蘇省、内モンゴル、吉林省、新疆ウイグル、山東

省、遼寧省、山西省、甘粛省 

 米国 
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設立年  2007 年 

本籍国  中国 

売上高  194 億ドル（2010 年、親会社） 

業務の市場区分  陸上・洋上風力発電関連機器 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 14.7%  10% 

海外施設  なし 

主な供給製品  ブレード、発電機、ギアボックス、風力タービン 

研究開発能力  「State Key Laboratory of Wind Turbine Generators and 

System Technology（国営の風力タービン発電機・システム

技術研究所）」「Provincial and Ministerial Wind Power 

Technology Research and Development Centre（省・部運

営の風力発電技術研究開発センター）」「Post-Doctoral 

Research Centre（博士号取得者の研究センター）」を所有。

上記の研究開発センターは、構造全体、電子制御、ブレード、

負荷計算、技術的統合に重点的に取り組む研究所からなる。

現在、同社は、中国の「1,000 名の英才プラン」に掲載され

ている 20 名の博士、50 名の修士を含む 100 名余の技術専

門家を抱えている。同研究開発センターは、基本的かつ将来

を見据えた風力発電技術、および世界最先端の風力タービン

発電機に注目している。 

認証  ISO 9001:2008、1.5MW レベルの風力タービンに対する GL

認証 No. DA-GL-001-2009 と CCS 認証 

主要な供給業者 調達する供給物 

Wafangdian Bearing 

Group Corporation  

 軸 

今後の展望  今後 2 年以内にブラジルに生産・海外サービスセンターを

設立予定。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 
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E： Yangzhow Shenzhou Wind-driven Generator Co., Ltd. 

社名 Yangzhow Shenzhou Wind-driven Generator Co., Ltd. 

主たる地理的区分  江蘇省、上海 

 米国、欧州、モンゴル、ミャンマー、チリ、アルゼンチンな

ど、40 カ国・地域以上に輸出 

設立年  1996 年 

本籍国  中国 

売上高  1 億 5,900 万ドル（2010 年） 

業務の市場区分  陸上風力発電関連機器 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 回答なし  回答なし 

海外施設  なし 

主な供給製品  小型・中型発電機（100W-50KW）、風力タワー 

研究開発能力  同社は、国内初の小型・中型風力タービン研究所を所有。 

認証  ISO 9001、CE 認証 

主要な供給業者 調達する供給物 

Local companies in 

Yangzhou 

 回答なし 

今後の展望  生産ラインをブレード製造にまで拡大する。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

F：Hangzhou Fengguang Energy Equipment Co., Ltd. 

社名 Hangzhou Fengguang Energy Equipment Co., Ltd. 

主たる地理的区分  浙江省、江蘇省、上海 

 オーストラリア、マレーシア、韓国、台湾、南アフリカ、オ

ランダ、北欧 

設立年  2009 年 

本籍国  中国 

売上高  110 万ドル（2010 年） 

業務の市場区分  陸上風力発電関連機器 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 
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 回答なし  回答なし 

海外施設  なし 

主な供給製品  Scenery Supplementary Power Supply Systems（.....補給

電力供給システム）、ブレード、発電機 

研究開発能力  Scenery Supplementary Power Supply Systems（.....補給

電力供給システム）の研究開発 

認証  ISO 9001、CCC、CE、RoHS 

主要な供給業者 調達する供給物 

Guangdong & 

Changxing, Huzhou 

 バッテリー 

今後の展望  都市周辺の郊外に生産基地を拡大し、土地賃借のコストを低

減する。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

G：Shanghai Hedian Energy Equipment Co., Ltd. 

社名 Shanghai Hedian Energy Equipment Co., Ltd. 

主たる地理的区分  江蘇省、上海、内モンゴル、河南省、山東省 

設立年  2003 年 

本籍国  中国 

売上高  回答なし 

業務の市場区分  陸上風力発電関連機器 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 回答なし  回答なし 

海外施設  なし 

主な供給製品  風力発電コントローラー、変換器 

研究開発能力  ドイツの専門家とFudan大学の優秀な人材の共同によって、

風力発電システムの研究を行っている。 

認証  ISO 9001、ISO 14001、UL、CE 認証 

主要な供給業者 調達する供給物 

江蘇省、浙江省内の

企業 

 シャント 
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今後の展望  有望なプロジェクトへの投資 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

H：Zhejiang Huaying Wind Power Generator Co., Ltd. 

社名 Zhejiang Huaying Wind Power Generator Co., Ltd. 

主たる地理的区分  浙江省、江蘇省、上海、湖北省、江西省、福建省、山東省、

北京 

 米国、英国、南アフリカ、イタリア、トルコ、タイ、カナダ、

マレーシア、ハンガリー 

設立年  2006 年 

本籍国  中国 

売上高  回答なし 

業務の市場区分  陸上風力発電関連機器 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 回答なし  回答なし 

海外施設  なし 

主な供給製品  小型・中型の可変ピッチ風力タービン発電機 

研究開発能力  可変ピッチ風力タービン発電機の研究開発 

認証  ISO 9001、CE、RoHS 

主要な供給業者 調達する供給物 

浙江省内の現地企業  回答なし 

今後の展望  可変ピッチ風力タービン発電機の生産ラインに力を入れる。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

参考資料 5：太陽発電関連企業のプロフィール 

 

A：Chaori 

社名 Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology 

Company Limited 

主たる地理的区分  生産量の 0.3%が国内に、99.7% が海外に供給されてい

る。 
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設立年  2003 年 

本籍国  中国 

売上高  回答なし 

業務の市場区分  c-Si 

市場シェア c-Si c-Si TF 

 両方合わせた国内市場シェアが 2.02% 

海外施設  Sun Perfect Solar Inc.（米国） 

主な供給製品  多結晶シリコン 

 インゴット 

 ウェハー 

 セル 

研究開発能力  インゴット鋳造、カッティング、セル製造 

認証  ISO 9001、EWC 020207Q、IEC61215、TUV、UL、

CEC 

主要な供給業者 調達する供給物 

Chaori Luoyang Solar 

Energy Science 

 シリコン 

Changzhou 

Huashenghengneng 

CO., Ltd 

 シリコン 

今後の展望  今後も c-Si と c-Si TF に重点をおき、同社のバリューチ

ェーンの構築に継続して取り組む。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

B：Hedian 

社名 Shanghai Hedian Energy Company Limited 

主たる地理的区分  国内（江蘇省、浙江省）が 90%、海外市場（韓国）が 10% 

設立年  2006 年 

本籍国  中国 

売上高  回答なし 

業務の市場区分  c-Si 
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市場シェア c-Si c-Si TF 

 国内市場シェア 0.5% 

海外施設  なし 

主な供給製品  多結晶シリコン 

 インゴット 

 ウェハー 

 セル 

研究開発能力  インゴット鋳造、カッティング、セル製造 

認証  ISO9001, EWC020207Q, IEC61215, TUV, UL, CEC 

主要な供給業者 調達する供給物 

江蘇省、浙江省  シリコン 

今後の展望  今後も c-Si と c-Si TF に重点をおき、海外事業の展開に継続

して取り組む。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

C：Sunflower 

社名 Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology 

Company Limited 

主たる地理的区分  国内が 0.3%、海外が 99.7% 

設立年  2005 年 

本籍国  中国 

売上高  回答なし 

業務の市場区分  c-Si 

市場シェア c-Si c-Si TF 

 国内市場シェア 2.5% 

海外施設  回答なし 

主な供給製品  ウェハー 

 セル 

研究開発能力  セルの水素パシベーション 

 自動溶接と構成部品の自動感知 

認証  ISO9001, EWC020207Q, IEC61215, TUV, UL, CEC 
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主要な供給業者 調達する供給物 

Chaori Luoyang Solar 

Energy Science 

 シリコン 

Changzhou 

Huashenghengneng 

CO., Ltd 

 シリコン 

今後の展望  今後も c-Si と c-Si TF に重点をおき、同社のバリューチ

ェーンの構築と頭脳獲得に継続して取り組む。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

D：Risen Energy 

社名 Risen Energy Company Limited 

主たる地理的区分  国内が 5%、海外が 95% 

設立年  2002 年 

本籍国  中国 

売上高  回答なし 

業務の市場区分  c-Si 

市場シェア c-Si c-Si TF 

 国内市場シェア 1.5% 

海外施設  回答なし 

主な供給製品  太陽光照明 

 セル 

研究開発能力  EVA 溶接技術 

 構成部品の出力の最大化に注目 

認証  ISO9001, EWC020207Q, IEC61215, TUV, UL, CEC 

主要な供給業者 調達する供給物 

Chaori Luoyang Solar 

Energy Science 

 シリコン 

Changzhou 

Huashenghengneng 

CO., Ltd 

 シリコン 



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
37 

今後の展望  グリッド PV システムの大幅な改善 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

E：Yuhua 

社名 Henan Yuhua PV New Materials Company Limited 

主たる地理的区分  国内が 91%、海外が 9％ 

設立年  2004 年 

本籍国  中国 

売上高  回答なし 

業務の市場区分  c-Si 

市場シェア 強化ガラス 

 国内市場シェア 8～10％ 

海外施設  回答なし 

主な供給製品  PV セル用の強化ガラス 

研究開発能力  レドックス（酸化還元）技術 

認証  ISO 9001、ISO 14001、SPF-U1 

主要な供給業者 調達する供給物 

Luoyang Runyu CO., 

Ltd 

 燃料油 

Hainan Taihai Trade 

CO., Ltd  

 アルカリ 

今後の展望  頭脳獲得プロジェクト、生産能力の向上 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

F：Suntech 

社名 Suntech Power Company Limited 

主たる地理的区分  国内が 5％、海外が 95％ 

設立年  2001 年 

本籍国  中国 

売上高  回答なし 

業務の市場区分  c-Si 
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市場シェア c-Si 

 国内市場シェア 25% 

海外施設  米国内に工場 

主な供給製品  PV セル 

研究開発能力  c-Si 技術 

認証  ISO9001, EWC020207Q, IEC61215, TUV, UL, CEC 

主要な供給業者 調達する供給物 

Lanhua Solar 

Energy 

 シリコン 

今後の展望  頭脳獲得プロジェクト、生産能力の向上、中国市場内のリー

ダー企業としての地位の維持 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 
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Ⅱ インド 

 

1. インドにおける風力発電市場 

 

(1) インドにおける風力発電産業の概観 

① 産業の概観 

インドは世界第 5 位の風力エネルギー生産能力を有し、アジアおいても大きな風力発電

関連機器市場である。この部門には多大な潜在力があり、成長が期待されている。技術の

急速な進歩、たとえば、送電網の拡張、風力タービン技術の向上、および風力ファーム設

計技術の向上によって、さらなる成長が期待される。 

 

風力発電容量は、2011 年 3 月 31 日現在、14,158 MW に達した。タミルナドゥ州だけで、

インドの風力エネルギー生産量の約 4 割を占めている。潜在発電容量が最も高いのは、カ

ルナタカ州とグジャラート州（それぞれ、11,531 MW と 10,645 MW）であることがわかっ

ている。 

インドにおける州別の導入風力発電容量 

州名 
潜在発電容量

（MW） 

2011 年 3 月 31 日ま

での総発電容量

（MW） 

総発電容量の対全体

比（%） 

アンドラ・プラデシュ 8,968 200.2 1.41 

グジャラート 10,645 2,175.6 15.3 

カルナタカ 11,531 1,730.1 12.2 

ケララ 1,171 32.8 0.23 

マディア・プラデシュ 1,019 275.5 1.94 

マハラシュトラ 4,584 2,310.7 16.3 

オリッサ 255 - - 

ラジャスタン 4,858 1,524.7 10.7 

タミルナドゥ 5,530 5,904.4 41.7 

その他 - 4 0.02 

合計 48,561 14,158 100 

出所：Indian Wind Energy Association 
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a. 成長予測 

風力発電容量は、2010 年の 13,700 MW から 2020 年には 28,200 MW に拡大すると予想

される。 

 

b. 風力発電企業が生産施設を所有している主な地域 

中央政府の取り組みとは別に、いくつかの州政府が再生可能エネルギー政策に着手して

おり、より多くの風力エネルギープロジェクトを奨励している。外国からの投資もまた、

インドの風力エネルギー市場に積極的に参入している。 

 

風力発電施設用地の大半は、アンドラ・プラデシュ州、グジャラート州、カルナタカ州、

ケララ州、マディア・プラデシュ州、マハラシュトラ州、オリッサ州、ラジャスタン州、

タミルナドゥ州にある。 

 

タミルナドゥ州は、インド国内で最も多くの風力発電施設をもつ。2011 年までに、同州

は 5,904 MW の発電容量を備え、インド全体の導入発電容量（風力）の 41％を超えている。 

 

② 近年の進展 

現行の 5 カ年計画（2012−2017 年）によると、インドは風力発電量を 5GW に増やす計

画である。そのためには、老朽化した発電所の改修と新規発電所の設置（リパワリング）

が必要であろう。これは、老朽化した発電所に動力を再供給するか、または新しいタービ

ンを設置することで実現できるだろう。 

 

インドでは、より大きなタービンに対応できるようにインフラを改良した結果、より大

きな風力タービンへの技術転換が行われている。発電機のサイズが大きくなったことで、

「生産単位当たりの」総プロジェクトコストが低下するだろう。インド政府は、5 カ年計画

（2012—2017 年）の主な発電能力増強計画と投資計画の概要を説明した。2007—2012 年の

期間の再生可能エネルギー開発のための総投資額は 150 億ドルを超えている。 

 

a. 風力エネルギー部門への新規参入者 

インドの電力会社 Greenko は、風力エネルギー部門への参入を予定しており、当初の発

電量として 200 MW の産出を目指している。Greenko は独立系発電事業者で、現在、7 つ
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の水力発電所、6 つのバイオマス発電所、1 つのガス／液体燃料を使用した発電所等を運営

し、183 MW の契約容量を産出している。同社は、Reliance Infrastructure （Reliance グ

ループの一社でインド大手のインフラ企業）との間で 13 年間の電力購入協定（Power 

Purchasing Agreement：PPA）を結んでいて、200 MW の風力発電量を 1kWh 当たり 0.11

ドルで供給している。Greenko の事業範囲は、設計・調達・建設（EPC）やエネルギー、

インフラにまで及ぶ。同社は、2 年後までに 200 MW の産出目標の達成を目指している。 

 

タタ・パワーもまた、風力発電所に 11 億ドルを投資する予定である。これは、2017 年

までに同社の総発電容量の 25％がクリーンエネルギーからの産出となるのを助けることに

なろう。 

 

スペインを拠点とする風力タービンメーカーガメサは、インドを拠点とする風力発電デ

ィベロッパーCaparo Energy Limited (現マイトラ・エナジー)と共同で、インド各地のさま

ざまな風力発電プロジェクトに 2 GW のタービンを供給し、稼働させるべく取り組んでい

る。ガメサは、今後 6 年間にタービンを引き渡し、設置し、稼働可能にすることになって

おり、2012 年に第一段階として 150 MW のタービンを同社に引き渡す。 

 

Reliance Power は、マハラシュトラ州 Vashpet における 200 MW の風力発電所プロジ

ェクトに 3 億 3,320 万ドルを投資するようだ。2012 年 9 月に操業開始するとみられ、ドイ

ツの風力タービン供給業者ファーランダーから供給される 80基の風力発電機を備えること

になっている。 

 

(2) 規制枠組み 

① 規制機関 

インドの中央政府と州政府の両方が電力供給に関する法律を制定する権限を有する。 

 政府機関 

 再生可能エネルギーは、新・再生可能エネルギー省（Ministry of New and 

Renewable Energy）によって推進されている。同省が、再生可能エネルギーに関

連するすべての政策、規則、認可を扱う中央当局である。 

 新・再生可能エネルギー省は、電力省（Ministry of Power）、ならびに中央（Central 

Electricity Regulatory Commission：CERC）および州（State Electricity 
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Regulatory Commission：SERC）の電力規制委員会の支援を受けている。CERC

は、全インドの送電網と、州間の電力伝送／取引に対処している。各 SERC は、

地域内の配電と送電を管理している。これらの組織は、固定価格買取制度や、再

生可能ポートフォリオ基準（RPS）のなどのその他の政策を決定する独占的な権

限を有しており、再生可能エネルギーの推進に主要な役割を果たしている。 

 インド再生可能エネルギー開発庁（Indian Renewable Energy Development 

Agency：IREDA）は、インドにおける再生可能エネルギープロジェクトとエネル

ギー効率プロジェクトへの財政支援を推進している。 

 

 風力エネルギー協会 

 インド風力エネルギー協会（Indian Wind Energy Association：INWEA）は非営

利団体として 2002 年に設立された。同協会は、風力発電の発展を阻む障害の排除

と、この部門への投資のための有力な規制・政策環境の創出に向けて活動してい

る。 

 インド風力タービン製造者協会（Indian Wind Turbine Manufacturers 

Association：INWTMA）は、インド国内で営業している大手タービン製造業者の

Elecon、 エネルコン、ガメサ、GE Energy、Regen Powertech、スズロン、RRB 

Energy 等からなる。同協会の目的は、風力エネルギーの推進と利用、および風力

エネルギー投資家に優しい政策の実現を推進することである。 

 インド風力発電協会（Indian Wind Power Association：IWPA）は、非営利団体

として 1996 年に設立された。同協会は、風力発電の発展を阻む障害の排除と、こ

の部門への投資のための有力な規制・政策環境の創出に向けて活動している。同

協会は、インド再生可能エネルギー開発庁、新・再生可能エネルギー省、電力省、

環境省、インド産業連盟（Confederation of Indian Industry）など、いくつかの

全国的な産業組織と緊密に連携している。 

 C-WET（風力エネルギー技術センター）は、新・再生可能エネルギー省の行政監

督下にある自治組織で、タミルナドゥ州チェンナイ（Chennai）に設立された。

C-WET は、風力発電の発展のための技術面の中核拠点として機能している。 
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C-WET が所轄する主な関連規則は以下のとおり。 

所轄機関 分野 規則 適格性 

C-WET タービン TAPS—20007 TAPS は、インドにおけるタービンの認

証のための原則、手続き、要件、技術基

準からなる。 

 

TAPS は、グリッド接続された風力ター

ビンで、ローターの受風面積が 40 平方

メートルを超える水平軸風力タービン

にのみ適用される。 

C-WET タービン ISO−90018 新規参入メーカーが対象。タービン契約

署名日から 6 カ月以内に認証を取得す

ること。 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

② 政府の助成制度 

政府は、再生可能エネルギー部門への 100%の外国直接投資（FDI）を認めており、外国

の事業者に有利な政策を導入している。 

 

所轄機関 受益資格 助成制度の詳細 

新・再生可能エネル

ギー省 

すべての風力発電関連機器メーカー

（インド国内の外国企業を含む） 

加速度減価償却 

関税譲許 

生産量に基づく優遇策 

 

タックスホリディ 

固定価格買取制度 

（詳細は参考資料１を参照） 

（出所）Spire 調査に基づく 
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③ 風力発電関連機器メーカーのための立ち上げプロセス 

インドにおける風力発電関連機器メーカーの立ち上げプロセスは、他のあらゆる製造会

社の設立と同様である。インドにおいて事業を立ち上げるには、次の段階を経る必要があ

る。 

 代表者認識番号（Director Identification Number：DIN）の取得 

 DIN 取得のために一般的に求められる情報：氏名、父親の氏名、生年月日、国籍、

現住所、本籍地。 

 デジタル署名証明書（Digital Signature Certificate：DSC）の取得 

 DSC 取得のために一般的に求められる情報：氏名、生年月日、国籍、現住所、本

籍地。 

 父親と母親の氏名は、ROC（企業登録局）で DSC の登録確認を行う際に必要。 

 社名使用の申請 

 発起人である代表者の DIN、発起人である代表者１名の DSC、授権資本額、およ

び設立予定の会社の主たる目的の詳細な説明が必要。提案する社名が親会社の名

前と類似している場合、代表者／メンバーの会合の決議のコピーも必要。 

 法人設立文書の作成と提出 

 発起人である代表者の DIN、発起人である代表者いずれか１名の DSC、授権資本

額と支払済み資本金額、基本定款（MOA）、付属定款（AOA）、様式（Form）32、

様式 1、委任状、承認等が必要。 

 再生可能エネルギー関連会社の場合は、新・再生可能エネルギー省（MNRE）から認

可証明書（No Objection Certification：NOC）を取得しなければならない。 

 

なお、外国企業がインドで事業を開始するには、次の選択肢がある。 

 

 インドの会社として。すなわち、インド側パートナーとの合弁事業（ジョイントベン

チャー）または全額出資子会社としてインド会社法（Indian Co. Act）に基づいた法人

組織の形態。 

 外国会社として。すなわち、駐在員事務所（Liaison office）、プロジェクトオフィス、

または支店として非法人組織の形態。 
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a. 主要な構成部品の輸入税 

再生可能エネルギー部門の発展を促進するために、いくつかの品目の輸入税が免除され

ている。税金の詳細は参考資料 1 を参照。 

 

(3) 風力発電関連機器製造の市場環境 

① 産業の概観 

インドは風力発電産業にとって重要な市場であり。外国および国内の事業者にとってさ

まざまなビジネス機会を提供している。 

 

インドには風力の潜在量が高い場所が数多くあり、独立系発電事業者らはこうした機会

を考慮して、風力ファームの建設を狙っている。インド政府がこの部門への 100%の FDI

（外国直接投資）を許可したことと相まって、風力発電関連機器の需要増が見込まれてい

る。 

 

予想される需要増とは別に、風力発電機器、とりわけ風力タービンの製造に必要な材料

と部品への物品税（excise duty）が免除されている。 

 

インドにおける風力エネルギーの潜在力は、次の理由から十分に活用されていない。(1) 

不十分なグリッド接続性、(2) 一部の州における高額な電力託送料金とオープンアクセス料

金、(3)土地取得と法定の認可取得に時間がかかる。 

不十分なグリッド接続性については、十分なグリッドインフラがなく、潜在力の高い州

に、予備容量を備えたグリッドがない。そのため、グリッド容量の増大や、風力発電の多

い南部地域のグリッドを他地域に接続することが急務である。 

 

新直接税（Direct Tax Code：DTC）や物品サービス税（Goods and Services Tax：GST）

など、今後導入が提案されているインドの税法は、風力発電事業への投資ポートフォリオ

に影響を及ぼすと思われる。DTC の施行時期は 2012 年 3 月末現在では未定だが、この法

律によると、外国の風力発電会社は、15%の DDT（配当分配税）と 15%の支店利益税（外

国企業のインド支店に適用される税）の対象となるようだ。提案されている GST はまた、

当部門の企業が自社製品への税金を支払うことになるだろう。 
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a. インドとアジア大洋州地域を比較した風力発電関連機器メーカーの競争力 

インドの風力発電関連機器メーカーは国際競争力に乏しい。インドの大規模国内メーカ

ーが、スズロンなど、ごく尐数しかいないためである。インドの風力エネルギー部門はま

だまだ未開拓で、さらなる発展の可能性を秘めている。専門家によると、競争力を１～7 の

尺度（１が最弱、7 が最強）でみると、インドの風力発電関連機器メーカーの競争力は 3 で

ある。この結果は、インドの風力エネルギー産業における成長の可能性と競争力のアンバ

ランスさを示唆している。 

 

他方、アジア大洋州地域においてはインドの風力発電市場規模は大きく、インドを凌い

でいるのは中国だけである。2010 年に中国は 16.5 GW の新たな発電容量を追加し、世界最

大の風力発電国となった。インドは、2012 年に 2,139 MW の新たな発電容量を追加するこ

とになっており、インドにおける風力発電総容量は 13.1 GW に達する。アジアのその他の

諸国も 2010 年に風力発電容量を新たに増やし、日本の風力発電容量は 2.3GW に、韓国は

379 MW に、台湾は 519 MW になった。 

 

②  産業クラスター 

インドには風力発電関連の産業クラスターは存在しない。しかし、事業者の大半がタミ

ルナドゥ州を始めとし、マハラシュトラ州、ラジャスタン州、アンドラ・プラデシュ州で

操業している。 

 

③ 今後の展開 

風力発電所は、大半がタミルナドゥ州、マハラシュトラ州、カルナタカ州、グジャラー

ト州にある。アンドラ・プラデシュ州、ラジャスタン州、ケララ州、マディア・プラデシ

ュ州、ジャールカンド州などはかなりの潜在力を有している。 

 

(4) バリューチェーン分析 

① バリューチェーン 

風力エネルギーのバリューチェーンは、原材料の供給から送電に至る多数の独特な段階

からなる。モーター、発電機、ギアボックス等の構成部品は下の図に示す国際的な供給業

者から調達される。一方、資材、タワー、ブレード等は、通常、現地企業によって生産さ

れている。インドの大半の企業は自社のプロジェクトに内部資金を調達している。 
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バリューチェーンは次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Wind Power Value Chain, EAI2011 

 

② 主な競合企業の特徴 

インドの風力エネルギー市場では、タービンメーカーの上位 3～4 社（スズロン、ガメサ、

ベスタス）が、シェアのおよそ 82%を占めている。 

 

風力エネルギー部門で操業している主な企業は次のとおり。 

 欧州の企業 

社名 合弁事業（JV）のパートナー／子会社 

ベスタス インド子会社 — Vesta India 

ガメサ インド子会社 − Gamesa Wind Turbines 

シーメンス インド子会社 − Siemens India 

エネルコン Mehra グループ 

出所：Indian Renewable Energy Advisor（2011 年 8 月） 

 

 米国の企業 

社名 合弁事業（JV）のパートナー／子会社 

ゼネラル・エレクトニック インド子会社 — GE India 

出所：Indian Renewable Energy Advisor（2011 年 8 月） 
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 鉄鋼 

 炭素繊維 
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 ファイバーガラ

ス 

 その他の資材 

 機器 

 工具 

 

 設計 

 工事 

 調査 

 機械加工 

 自動化 

 組み立て 

 ギアボック

ス 

 軸受 

 タワー 

 発電機 

 ブレード 

 電子機器 

 OEM（発注元

のブランド名

での生産） 

 大型発電所用 

 小型の風力タ

ービン 

 新しい風力エ

ネルギー技術

の設計者 

 タービン製造

の免許保有者 

 設計調達建設

（EPC） 

 建設会社 

 輸送サービス 

 運転・保守 

 フィージビリ

ティ分析会社 

 プロジェクト

開発業者 

 公共事業者 
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 インドの企業 

社名 合弁事業（JV）のパートナー／子会社 

RRB Energy Free Breeze Energy Systems（英国） 

ReGen Powertech Vensys Energy AG、LM Wind Power Blades（パー

トナー） 

Pioneer Wincon Wincon（デンマーク） 

Suzlon REpower（ドイツ） 

CLP India CLP Holdings の子会社 

Orient Green Power 

Company Ltd. 

Shriram EPV グループのメンバー 

Green Infra Ltd. IDFC Private Equity  

出所：Indian Renewable Energy Advisor（2011 年 8 月） 

 

(5) 風力発電機器の製造拠点としてのインドの評価 

① インドにおける風力発電関連機器メーカーのビジネスチャンス 

インドの電力需要は常に電力生産量を上回ってきた。インドはまた、約 12.7％のピーク

時の電力不足を 2009−2010 年に体験した。この不足分を補うために、インドが採用できる

最もクリーンな選択肢は、再生可能エネルギーである。 

 

インドでは、現在、エネルギーのおよそ 6%が再生可能エネルギーによって生産されてお

り、「国家気候変動アクションプラン（National Action Plan on Climate Change）」は、2020

年までに再生可能エネルギーの割合を 15%に増大することを目指している。2011 年 3 月現

在の導入風力発電容量は 14GW を超えており、2020 年までに 28GW に達すると予想され

ている。 

 

こうした必要性に対応するために、風力発電は、インドの新しいエネルギーミックスに

おける重要な役割を担っている。インドの風力発電の潜在容量は、現在の導入発電容量を

はるかに超えている。そのため、インドにおける風力エネルギー部門の発展の潜在力は極

めて大きい。 
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② インドに施設を置く利点 

インドの再生可能エネルギー市場は、年間 15%の率で成長しており、再生可能エネルギ

ーへの民間投資の規模は年間約 3 億ドルである。 

 

プロジェクトへの資金調達が容易になってきている。それは IREDA（インド再生可能エ

ネルギー開発庁）が、再生可能エネルギープロジェクトに融資していて、MNRE（新・再

生可能エネルギー省）の資金調達部門として機能しているためである。また、風力発電に

対する認識の向上の結果、多くの銀行や機関がこれらのプロジェクトへの資金提供に関心

を示している。Power Finance Corporation (PFC)や Rural Electrification Corporation

（REC）等の政府機関が再生可能エネルギープロジェクトに積極的に資金提供している。

世界銀行、国際金融公社（IFC）、アジア開発銀行（ADB）などの国際機関もまた、当部門

への財政支援に着手している。 

 

さらに、いくつかの州には風力発電に適した場所が何カ所かあるために、この部門には、

製造業にとってのビジネスチャンスがある。しかし、こうした場所が適切に利用されてい

ないために電力不足に直面している。これらの州はまた、旧式で非効率の風力タービンの

問題を抱えている。これらの場所により強力なタービンを設置し、動力を再供給すること

（リパワリング）が、非常に有益な結果をもたらすだろう。 

 

③ インドに風力発電所を建設する際の問題点 

インドでは、グリッドインフラが風力エネルギー部門の主要な制約となっている。いく

つかの州では、風力発電量の増大に対応し、追加の容量を処理するグリッドインフラが整

備されていない。 

 

また、大半の州では、風力ファーム用に使用できる土地の確保が大きな課題となってい

る。農地を非農地に転換するのは困難で時間がかかる。さらに、当局からの土地利用許可

の取得もまた、時間を要するプロセスである。 

 

④ 市場参入形態 

風力発電関連機器メーカーは、主に次のいずれかの選択肢によってインドに参入できる。 
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 非公開有限責任会社（private limited company）として登記 

 インドのパートナーとの合弁事業（JV） 

 インドに支店を開設 

 

参入しようとする外国企業は、理想的には、合弁事業（JV）の所有形態を選ぶべきであ

る。なぜなら、スズロン、Green Infra など、いくつかの大手事業者が市場にすでに存在し

ていて、長年にわたって専門技術を開発してきている。これらの企業とのパートナーシッ

プによって、参入を希望する外国企業は、産業や市場についての知識を短期間で得られる

だろう。知名度の高い企業やブランド名と連携することで、参入希望の企業は市場獲得が

容易になるだろう。 

 

現在、風力発電産業が急成長していて、政府の優遇政策によって十分に支援されている。

新しいプロジェクトに利用できるいくつかの風力発電用地がある。そのため、インド内の

地理的場所を選ぶ際には、風力発電関連機器の製造を支援する適切な優遇措置を提供して

いる州を選ぶことも重要である。 
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2. インドにおける太陽光発電市場 

 

(1) インドにおける太陽発電産業の概観 

① 産業の概観 

インドは、1 日 1 平方メートル当たり 4 ワットから 7 ワットの日射を受け、年間の日照日

数が 250 日から 300 日ある。こうした日射量の豊富さは、とりわけ、インドの増大するエ

ネルギー需要に照らし、太陽光発電の多大な潜在力を示唆している。この潜在力を利用す

るために、政府は、Jawaharlal Nehru National Solar Mission によって、2022 年までに

太陽光利用の発電容量を 20,000 MW に増大させることを目指している。さらに、インドの

太陽光発電関連機器、特に太陽熱エネルギー関連機器の製造能力を高めるための施策を導

入している。 

 

インドの太陽光発電関連機器の製造は 2010 −2011年に 6億9,500万ドルの価値があると

みられる。この部門は、2011 −2014 年に、年間 15−20%での成長が予想されている。 

太陽エネルギー部門で操業している主な企業は次のとおり。 

欧州の企業 

社名 投資部門 合弁事業（JV）のパートナー／子

会社 

Abengoa Solar CSP：集光型太陽熱発電（CSP 技

術、太陽光発電） 

Maharishi Renewable Energy

（MREL） 

Centrotherm 

Photovoltaics 

AG 

多結晶シリコン加工工場（PVC） SREI Infrastructure Finance Ltd, 

Environ Energy Deck Services（両

社で 50%の出資）および Perseus

（35%） 

MolaSolaire 

Productions 

GmbH 

PV セル（XL Telecom & Energy 

Ltd に 5 年契約で 125MW の多結

晶ウェハーを供給） 

データ入手不可 

TATA-BP solar PV セル Tata & British Petroleum（JV） 

SunTechnics PV／風力（北インドに小規模な

PV と風力のハイブリッド発電施

設を設置） 

SunTechnics India（インド子会社） 
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eSolar CSP ACME グループ 

（出所）Indian Renewable Energy Advisor（2011 年 8 月） 

 

米国の企業 

社名 投資部門 合弁事業（JV）のパートナー／子会社 

First Solar PV（薄膜 PV モジュールの製造、

ターンキーシステムによる太陽光

発電所） 

Moser Bear の設備にモジュールを供

給 

Signet Solar PVC（300MW の薄膜 PV モジュ

ール製造のための覚書をタミルナ

ドゥ州と締結） 

データ入手不可 

Solfocus 集光型太陽光発電システム Moser Bea（技術パートナー） 

Sun Power PV（PV モジュールの製造。太陽

電池パネルの供給のために、

Mahindra との間で契約を締結） 

Mahindra（JV） 

Sun Edison PV（多結晶シリコンとウェハーの

製造） 

MEMC の子会社 

Spire 

Corporation 

PV（ターンキーシステムによる太

陽光発電システム。ジャイプール

での製造ラインの立ち上げを発

表） 

Rajasthan Electronics & 

Instruments（JV）。 Spire Solar India

（インド子会社） 

REC Solar PV（設計・調達・建設） REC グループの子会社 

General 

Electric 

風力、PV（風力タービン製造、薄

膜パネル製造） 

GE India（インド子会社） 

（出所）Indian Renewable Energy Advisor（2011 年 8 月） 

 

インドの企業 

社名 投資部門 合弁事業（JV）のパートナー／子会社 

Indosolar  PV（多結晶セル製造） なし 

Titan Energy 

Systems Ltd. 

PV（PV モジュールの製造） Enfinity Belgium（JV） 
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TATA-BP solar PV（セル製造） Tata & British Petroleum 

XL Energy 

Limited 

PV（モジュール製造） Corning、Kyocera Wireless、Axesstel

（パートナー） 

Moser Baer 

Solar Limited 

PV（薄膜モジュール製造、ター

ンキーソリューション） 

Moser Bare グループの子会社 

KotakUrja PV、太陽熱（モジュール、BIPV、

インバーター、太陽熱システム等

の製造） 

Kotak グループの子会社 

Azure Power 太陽光発電所の開発と運営 なし 

（出所）Indian Renewable Energy Advisor（2011 年 8 月） 

 

セルとパネルの製造に精力的に取り組んでいる企業が約 40 社あり、100 を超える企業が

ソーラーランタンやソーラー街路灯などの最終製品を生産している。2009 −2010 年には、

インドでは、およそ 230MWp（メガワットピーク）のセルと 325MWp の PV モジュールの

生産がされたと推定される。インドで製造されたモジュールのほぼ 90%が結晶シリコン

（C-Si）技術を使用する一方、10%のモジュールが薄膜技術を用いて製造されている。 

 

太陽エネルギー供給事業者がエネルギー生産施設を置いている主な地域 

エネルギー供給事業者 場所（州名） 

Total Power グジャラート、マハラシュトラ、オリッサ 

Madhav Power グジャラート 

Reliance Power ラジャスタン 

Mahindra ラジャスタン 

Azure Power グジャラート 

Moser Baer グジャラート 

B&G Solar Pvt. Ltd. タミルナドゥ 

REHPL オリッサ 

Abengoa ハリヤーナ 

Chandreela Power Energy ハリヤーナ 

Green Infra Solar Energy Limited グジャラート 

（出所）Spire 調査に基づく 
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② 太陽エネルギー産業の近年の進展 

Jawaharlal Nehru National Solar Mission、つまり National Solar Mission（国家太陽

光ミッション）が、国家気候変動アクションプラン（National Action Plan on Climate 

Change）に基づいて導入された。これらは、太陽エネルギーによる電力生産、およびバイ

オマスや風力等のその他の再生可能エネルギー技術との一体的な推進を目的としている。

National Solar Mission は、22,000 MW の電力生産を目指している（2022 年までに、電力

会社の送電網で 20,000 MW と独立型で 2 000 MW） 

 

2009 年には、Clinton Foundation とグジャラート州政府との間で、世界最大のソーラー

パワーパーク（大規模な太陽光発電施設）を開発するための覚書が締結され、グジャラー

ト州内に建設されることになっている。この発電施設は 5GW の発電容量を備える予定であ

る。 

 

政府はまた、40 社の電力会社と契約を結んだ。これらの電力会社はそれぞれ、5 MW か

ら 50 MW の電力を生産することになる。インド政府が行った投資は 110 億ドル程度になる

とみられ、2020 年までには 2 万世帯に太陽エネルギー使用への転換を促すことになるだろ

う。 

 

ドイツ復興金融公庫（KfW）は、125MW の Shivajinagar Sakri 太陽光発電所の開発の

ために、マハラシュトラ州（Maharashtra State Power Generation co. Ltd：Mahagenco）

に 3 億 5,600 万ドルの利子補給融資を提供することに同意した。これはおそらく、インド

最大のソーラーパークになり、5 億 2,688 万ドルの投資を必要とするだろう。Mahagenco

が、残りのプロジェクト資金を出す計画。これによりこのプロジェクトの発電容量は 150 

MW に増大し、40 万世帯にエネルギーを供給することになる。 

 

製造施設の建設に向けたいくつかの提案が中央政府に出されている。およそ 160 億ドル

に相当する提案が政府に提出された。多結晶シリコン、単・多結晶インゴット、ウェハー、

セル、PV モジュール等の製造施設の建設を求めている。Lanco Solar は、チャッティース

ガル州（Chhattishgarh）に 250MW の建物一体型太陽光発電製造施設の建設を発表した。

この施設ではインゴットとウェハーの生産も行われる予定である。 
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(2) 規制枠組み 

① 規制機関 

National Solar Mission（国家太陽光ミッション）によるモジュールおよび周辺機器

（BOS）、太陽光発電所の構成部品、太陽光発電システムは、インド標準化機関（Bureau of 

Indian Standards）と同様の機関である国際電気標準化会議（IEC）の最新規格に沿った

ものでなければならない。 

所轄機関 分野 ルール／規則 適格性 

新・再生可能エ

ネルギー省

（MNRE）） 

電力調整器／インバ

ーター 

効率測定のための PV シ

ステム規格 

IEC 61683 

IEC 60068 2（6、21、

27、30、75、78） 

充電コントローラー

／MPPT 型（最大電

力点追従式） 

太陽光発電システムの設

計適格性評価（DQ）基準 

IEC 62093 

IEC 60068 2（6、21、

27、30、75、78） 

充電式電池 二次電池試験の一般要件

と方法の基準 

IEC61427 

IS 1651/IS 13369 

（出所）GSL Electronics Partner Search Report 2010, Austrade 

 

② 政府の助成制度 

所轄機関 受益者 助成制度の詳細 受益資格 

新・再生可能エネル

ギー省（MNRE） 

PV メーカー SIPS（特別優遇措置パッ

ケージ制度）資本支出の

20%を政府が 10 年間提

供（経済特区外の企業に

は 25%） 

太陽光発電パネル

の製造に従事する

すべての国内およ

び外国の事業者 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

③ 太陽光発電関連機器製造事業における地位確立のための初期プロセス 

政府は、再生可能エネルギー分野への 100%の外国直接投資（FDI）を認めており、当分

野に外国企業を呼び込む政策を取り入れてきた。上記に述べた魅力的な特色と将来性によ

り、インドは、全世界の再生可能エネルギー企業に多大な市場機会を提供している。 
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インドにおける太陽光発電関連機器製造事業の立ち上げプロセスは、他のあらゆる製造

会社の立ち上げと同様である。インドでの事業開設のために、企業は次の手順を踏む必要

がある。 

 

 外国企業がインドで事業を開始するには、次の選択肢がある。 

 インドの会社（IC）すなわちインド会社法（Indian Co. Act）に基づいた法人組織

として。 

 インド側パートナーとの合弁事業（JV）によって、または全額出資子会社として。 

 外国会社（FC）すなわち非法人組織として。 

 駐在員事務所（Liaison office）、プロジェクトオフィス、または支店によって。 

 代表者認識番号（Director Identification Number：DIN）の取得 

 DIN 取得のために一般的に求められる情報：（本人の）氏名、父親の氏名、 

生年月日、国籍、現住所、本籍地。 

 

 デジタル署名証明書（Digital Signature Certificate：DSC）の取得 

 DSC 取得のために一般的に求められる情報：氏名、生年月日、国籍、現住所、 

本籍地。 

 父親と母親の氏名は、ROC（企業登録局）で DSC の登録確認を行う際に必要。 

 

 社名使用の申請 

 発起人である代表者の DIN、発起人である代表者１名の DSC、授権資本額、設立予

定の会社の主たる目的の詳細な説明。提案する社名が親会社の名前と類似している

場合、代表者／メンバーの会合の決議のコピーも必要。 

 

 法人設立文書の作成と提出 

 発起人である代表者の DIN、発起人である代表者１名の DSC、授権資本額と支払済

み資本金額、基本定款（MOA）、付属定款（AOA）、様式（Form）32、様式 18、様

式 1、委任状、証人等が必要。 

 

 再生可能エネルギー関連会社の場合は、新・再生可能エネルギー省（MNRE）から認

可証明書（No Objection Certification：NOC）を取得しなければならない。 
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 太陽光発電関連機器製造施設を開設するには、（州の諸機関から）次の許可を取得する

必要がある。 

 土地・採掘に関する許可 

 有害化学薬品の利用と処分の許可 

 汚染管理局の証明書 

 耐火性証明書 

 

a. 主要な構成部品の輸入税 

国内の太陽エネルギー産業を推進するために、政府は、セルやモジュール等、太陽光発

電関連の構成部品への輸入税を撤廃している。これは、インドの太陽光発電産業が太陽光

発電のための原材料や構成部品の輸入に依存しているためである。 

 

国内の事業者の大半が製造とシステム組み立て部門に従事しており、セル製造用のイン

ゴット、ウェハー等の原材料はすべて輸入に依存している。 

 

(3) 太陽光発電関連機器製造の市場環境 

① 産業の概観 

インドの太陽光発電（PV）産業は創成期にある。2010 年の Jawaharlal Nehru National 

Solar Mission（JNNSM）の導入が、とりわけ、上流部門における PV 関連機器の製造への

関心を高めた。いくつかの国内メーカーが多結晶シリコン等、PV 構成部品の生産に思い切

って進出した一方で、他の企業は世界的な大企業との技術協力関係を結んだ。 

 

インド政府もまた、2007 年 3 月に SIPS（特別優遇措置パッケージ制度）イニシアティ

ブによって「半導体政策」を導入した。この制度は、国内生産の増大と資材コスト引き下

げの支援を目指している。 

 

この政策によると、資本支出の 20％が政府または政府機関によって最初の 10 年間提供さ

れる。これは、特別経済区（SEZ）に所在する PV 技術に関連する製造活動を含め、半導体

産業に適用される。政府の資本支出は SEZ 以外の場所にある産業に対しては 25％になると

みられる。 
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a. 主な推進要因と抑制要因 

インドは、非常に大きな太陽光発産業の潜在力を長期に及んで有する。なぜなら、イン

ドは、毎年、5000 兆 kWh 超の発電可能な日射を受けているためである。ラジャスタン州

とグジャラート州においては、最大の日射量、すなわち、1 平方メートル当たり 6 kWh か

ら 6.6kWh の範囲の日射量がある。 

 

インドでは、人口の 70％以上が農村部に住んでいる。これは、局地的な PV システムの

成長の可能性を表している。農村部の電化のために、政府は JNNSM プログラムに基づい

て、200MW のオフグリッドの発電容量を追加する予定である。インドのグリッド非接続（独

立型）市場の潜在力は非常に高く、これは、灌漑用電動ポンプ、全国的な移動通信用鉄塔

のネットワーク拡大のためのバックアップ発電、自家発電、都市部での利用、道路照明等

の分野にみられる。 

 

太陽エネルギーは石炭、ガス、石油等の従来のエネルギー源、および風力、小型水力、

バイオマス等の他の再生可能エネルギーと比較して、コスト面の大きな不利点がある。イ

ンドでは、使用されている太陽光技術の 90%が結晶シリコン（C-Si）技術、そして約 10%

が薄膜フィルムである。C-Si 製造コストは、薄膜製造コストよりもかなり高い。現時点で

は、Moser Bear が薄膜技術開発に携わっている唯一の事業者である。技術の欠如の結果、

市場はまだあまり発展しておらず、Moser Bear は、当面、先発者の優位性を維持し続ける

だろう。 

 

PV 技術は、電力を生産する最も有望な方法の一つであるが、インドのグリッドインフラ

は未発達で、追加の再生可能エネルギーに対処するには不十分である。成長の可能性にも

かかわらず、貧弱なインフラのために、太陽エネルギー産業の実際の成長は遅れている。 

 

b. 太陽光産業における製造ビジネスチャンス 

CPV（集光型太陽光発電）市場は、2009 年の約 6,390 万ドルから 2014 年には 2 億 6,600

万ドルに達するとみられている。 

 

次の原材料・機器製造にビジネスチャンスがある。 
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 インゴット 

 ウェハー 

 セル 

 モジュール 

 

多結晶シリコン、インゴット、ウェハーの開発の実施は非常に限られている。企業はこ

れらの材料を輸入に頼っている。 

 

インドには、セル用のガラスを製造している企業は数尐なく、その一つがフランスのサ

ンゴバンである。また、Gujarat Borosil が 2010 年 10 月に太陽電池用ガラスの製造を導入

した。 

変圧器とワイヤ−はインド国内で調達されている。Sukam、Luminous、Numeric 等のイ

ンバーターメーカーは、グリッド接続された発電所用のインバーターの生産をまだ全面的

にはスタートしていない。そのため、2011 年 2 月現在、MW 規模の太陽光発電所用のイン

バーターは、大半が輸入されている。 

 

c. インドの太陽光発電関連機器製造業の競争力 

インドの太陽光発電関連機器製造業の競争力はアジア諸国と比較して高い。この分野に

おける生産拡大の大半は、2010 年前半に中国のメーカーによって行われた。日本は 2009

年に第 3 位の PV 市場となり世界の PV 製造能力の 11％を占めている。 

 

太陽電池パネル産業は、インド、日本、台湾、韓国、そして特に中国において急成長し

ている。主に Moser Bear がインドの地位に貢献している。同社は薄膜コーティングと太陽

電池パネルを専門としている。 

 

中国、日本、台湾は、高純度結晶シリコンをウェハーに加工する専門技術、そして薄膜

シリコンを大きなガラス基板に塗布する専門技術をもっている。しかし中国は完成品の生

産に必要な電力半導体、コントローラー等、構成部品の生産拠点として他の諸国より勝っ

ている。 
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② 産業クラスター 

インドには、太陽光発電関連機器メーカーが集中している産業クラスターは存在しない。 

ソーラーパークや太陽光発電プロジェクトの主な場所は、アンドラ・プラデシュ州、マハ

ラシュトラ州、ビハール州、オリッサ州、グジャラート州、パンジャブ州、ハリヤーナ州、

ラジャスタン州、カルナタカ州、ウッタル・プラデシュ州、ケララ州、マディア・プラデ

シュ州、ウェストベンガル州である。太陽光発電プロジェクトの大半がカルナタカ州で実

施されていて、アンドラ・プラデシュ州がこれに続いている。PV 製造に従事する企業は太

陽光発電プロジェクトに近接する場所にあり、その多くがインド南部（カルナタカ州、ア

ンドラ・プラデシュ州）と北西部（ラジャスタン州、グジャラート州）に位置している。 

 

(4) バリューチェーン分析 

① 製造プロセス図式 

インドにおける製造プロジェクトの大半は、民間によって資金調達されている。現在、

企業がインドで実施している主な事業活動はセル製造である。しかし一部の企業がインゴ

ットとウェハーの生産をインドで開始するとみられている。 

 

インドの太陽電池発電容量の 90%は結晶技術を基にしており、残りが薄膜技術を使用し

ている。インドの事業者は主としてセルとモジュールを生産しているが、ウェハー、イン

ゴット等は、依然として輸入品によって対応されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）各種資料を基に作成 

外部の供給業者
（シリコン、 
ウェハー、イン
ゴットを含む） 

 

内部資金調達 

 

自社製品の開発 

 
セル、モジュール 

 

組み立て 

 

技術協力 

シリコン、ガラス 

 

企業 

 
第三者 
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② 主な競合企業の特徴 

いくつかの企業が南部インドにあり、その大半がカルナタカ州に、続いてアンドラ・プ

ラデシュ州にある。北西部インドのグジャラート州も注目されている。同州での土地の取

得が比較的容易なためである。例えば Moser Baer、Lanco Solar、Solar Semiconductor、

Zeba Solar 等の企業は、グジャラート州での製造を計画している。 

 

太陽光発電関連の機器製造で操業している企業は 90 社程度ある。そのうち 15 社がセル

を製造していて、20 社がモジュールの製造に従事している。90 社には太陽光発電システム

と太陽熱利用システムの両方が含まれる。インドにおける現在のモジュールによる導入発

電容量はおよそ 1,000MW である。インドの 2009 年の総電力生産量は、セルが 175MWp

（メガワットピーク）、モジュールが 240MWp を示した。 

 

a. インドで事業を行っていると思われる企業 

製品のタイプ 主な事業者 

セル、モジュール TaTa BP、Moser Bare Photo Voltaic、Reliance Solar、Titan 

Energy、Indo solar、Kotak Urja、Premier Solar Systems, 

SunTechnics,Maharishi Solar, Central Electronics、Lanco 

Solar、Bergen Group India、XL Telecom & Energy、Surana 

Ventures、Steca Bergen、Kyocera Solar、Solar 

Semiconductor、Applied Materials、Signer Solar 他 

バッテリー Su-kam、Numeric、Microtek、Regnant、 

Amara Raja、Exide、HPL 他 

ガラス Borosil 

化学薬品、消費材 Linde Gas、BOC、Horiba、Dow Corning 他 

試験、測定 National Instruments、Forevision Metrology、 

Agilent Technologies 他 

ケーブル、コネクター LAPP India 

薄膜 Moser Baer、NexPower 他 

その他関連製品 Gautam Polymers、Scone solar systems、 

EPL India 

（出所）Spire 調査に基づく 
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(5) 太陽光発電関連機器の製造拠点としてのインドの評価 

① ビジネスチャンス 

インドにおける太陽エネルギー部門は成長してはいるが、その関連機器の製造はまだ創

成期にある。現在のインフラは、この産業が太陽エネルギー部門の実際の潜在力を十分に

活用するには能力が不足している。 

特に太陽エネルギーのオフグリッド（非系統連携）分野にはビジネスチャンスがある。

インドの人口の大半が農村部に住んでいて、彼らは深刻な電力不足問題に直面している。

僻地の電化、灌漑用電動ポンプ、通信用タワー、バックアップ発電、自家発電、都市・街

路・広告板・幹線道路の照明等の形態において、グリッド非接続（独立型）分野の発展機

会がある。 

 

② インドに施設を置く利点 

インドは豊富な日射量を受けている。南部のアンドラ・プラデシュ州、カルナタカ州、

タミルナドゥ州、そして北西部のグジャラート州、マディア・プラデシュ州、ラジャスタ

ン州は、国内で最も豊富な日射量がある。また、アルナーチャル・プラデシュ州、ハリヤ

ーナ州、ジャールカンド州、ケララ州、オリッサ州、パンジャブ州、ウッタル・プラデシ

ュ州、ウェストベンガル州にも（日射量からみて）ある程度の将来性がある。 

 

現在、主に、インドの PV の設置には、主として、グリッド非接続（独立型）や小規模発

電容量の用途が含まれ、通常、これらは、都市部の街路照明・交通信号機・家庭用電力の

バックアップ、および小型の電化システムに使用されている。こうした用途の需要は継続

して高まっており、産業の成長の主要な推進要因の一つになるだろう。 

 

ここ数年の間に、太陽光発電技術は農業や小規模産業の分野でも使用されるようになっ

てきた。インドでは、鉄道や電気通信産業など、政府の組織が太陽光発電システムの主要

な消費者である。 

 

太陽光発電機器製造産業の発展を支援するために、政府はセルとモジュール用のウェハ

ーとインゴットを生産するために必要な材料の輸入税と物品税を撤廃した。 

 

 



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
63 

③ インドに施設を置くデメリット 

一般的に、太陽光発電所の建設は、従来の火力発電所の建設よりも高コストである。イ

ンドでは、このコスト差が４倍になるとみられ、この主たる要因（ほぼ 50%）はモジュー

ルの調達である。構成部品の高コストが、次に、太陽光発電のコストを引き上げている。 

 

太陽光発電の高コストに加え、太陽光発電技術が未発達なこともコストを引き上げてい

る。薄膜・CSP（集光型太陽熱発電）技術がまだ広く利用されていないためである。この

技術に代わり、当産業は従来の結晶シリコン技術に頼っている。薄膜技術は結晶シリコン

技術よりも安価なため、太陽光発電のコストが上昇傾向にある。 

 

立ち上げコストが高いのに加え、太陽エネルギー製品に対する消費者の認識の低さがあ

る。これはこうした製品の利用を遅らせている。他の諸国では、太陽光を利用したランタ

ン、ヒーター、送水ポンプなど、太陽エネルギー利用製品の普及の成功に、消費者意識が

重要な役割を果たしている。 

 

④ ターゲット部門および推奨する参入形態 

機器製造業としてインド市場への参入を希望している太陽光発電機器メーカーらは、国

内の会社との合弁事業の形態をとることが推奨される。国内の事業者と提携することで、

参入を希望する外国企業は産業や市場についての知識を短期間で得られるだろう。 

 

インド市場は今から 3 年から 5 年後に大きな成長を迎えるだろう。この産業はまだ創成

期にあり、成熟にはある程度の時間がかかるため。利益ある成長を実現するには、市場に

おける技術進歩が必要である。Jawaharlal Nehru National Solar Mission（JNNSM）も

また始まったばかりであり、実体化するには時間がかかるであろう。 
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参考資料 1：中央政府と州政府の優遇政策 

 

中央レベルの優遇政策 

中央政府は、IREDA（インド再生可能エネルギー開発庁）、Power Finance Corporation、

Rural Electric Corporation など、インド政府の事業体を通して、企業が補助金を利用でき

るよう支援している。 

インドの中央政府と州政府が提供している優遇政策は次のとおり。 

 

 ソフトローン：IREDA、Power Finance Corporation（PFC）、Rural Electrification 

Corporation（REC）は、プロジェクト融資、設備融資、機器製造、市場開発など、

再生可能エネルギー（太陽エネルギーと風力エネルギーの両方）利用の発電プロジェ

クトに対し、インドルピー建てのソフトローン（市場金利よりも低金利での融資）を

提供している。 

 

 加速度減価償却：風力プロジェクトの総資本コストに関して、80%の加速償却が認め

られている。この便宜は初年度にすべて利用されなかった場合には、無期限に繰り越

し可能であり、全額利用されるまで、他のプロジェクト税の負担額と相殺できる。 

 

 関税譲許／免除：関税譲許または関税の全額免除は、輸入される風力タービンの一定

の構成部品に適用されている。 

 

 タックスホリディ：風力プロジェクトは、10 年間所得税を免除される。 

 

 再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準： 2003 年電力法（Electricity Act）に従い、

州電力規制委員会（SERC）は、再生可能資源によるコージェネレーションと発電を

推進する。これは、再生可能資源から購入する電力の最低限の比率を規定することに

よって行われる。電力供給免許保有者は、尐なくとも所定の比率で、再生可能エネル

ギー源による電力を購入することを義務づけられる。 

 

 特別経済区（SEZ）の設定：2005 年 6 月に特別経済区法、そして、2006 年 2 月に施

行規則（SEZ 規則）が成立したことが、インドにおける電力部門の投資に新たな道を
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開いた。2006 年 10 月に、インド全体で 166 の SEZ が認められた。施行規則は、非

従来型エネルギーを専門に取り組む SEZ の設定を認めている。これは 10 ヘクタール

の規模となる。発電を専門としない SEZ については、インフラ整備の強化の一環とし

て、SEZ 内に発電施設を建設できる。また、他の投資は、SEZ 境界線内のあらゆる企

業が利用できる優遇策の恩恵を得られる。 

 

SEZ 内の自家発電工場（captive power plant）は、州電力局に自己の発電容量の最大 50%

まで販売できる。所轄の送電当局が請求する電力託送料金を支払った後、SEZ の範囲内か

ら民間の第三者である購入者に送電できる。SEZ の外に建設された発電所は、電力を SEZ

内に販売でき、また、電力託送料金を支払った後には、SEZ 内の民間人に直接販売できる。

SEZ 内で生産された電力は税抜きで販売できる。 

SEZ はまた、風力タービン部品・修理会社にも非常に有益な便宜と優遇措置を提供して

いる。ただし、これらの事業は純粋な輸出事業者でなければならない。SEZ 内に設立され

る企業は、インドに（内外を問わず）入ってくる際の関税と物品税を免除され、そこから

インド国外へのすべての輸出（輸出用ユニット）は非課税である。 

 

州レベルの優遇政策 

州政府は、再生可能エネルギープロジェクトにいくつかの優遇措置を提供しており、そ

のうち、最も普及しているのが固定価格買取制度（feed-in-tariff）である。固定価格は、毎

時１キロワット当たり 0.05～0.07 ドル。いくつかの州では、この価格が毎年引き上げられ

ている。大半の州は、契約による電力会社側の電力購入義務との関連でこの固定価格を提

供している（「電力購入契約（PPA）」）。 

 

表：主要な州内の風力発電に対する固定価格買取制度 

州名 kWh 当たりの価格 

（単位:ルピー） 

年毎の価格引き上げ 風力発電の再生可能エ

ネルギー・ポートフォリ

オ基準 

アンドラ・プラ

デシュ 

3.50 2009 年 5 月 1 日から

2014年 3月 31日まで

に締結された PPA に

対しては 10 年間固定 

5%  
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グジャラート 3.56 25 年のプロジェクト

期間中、引き上げなし 

5% (2011/2012)、5.5% 

(2012/2013) 

ハリヤーナ 4.08 5 年間は年当たり

1.5% 

10% 

カルナタカ 3.70 10 年間引き上げなし 7-10%  

ケララ 3.60 20 年のプロジェクト

期間中、引き上げなし 

3% 

マディア・プラ

デシュ 

4.35 25 年のプロジェクト

期間中、引き上げなし 

6%  

マハラシュト

ラ 

風力ゾーン I：5.07 

風力ゾーン II：4.41 

風力ゾーン III：3.75 

風力ゾーン IV：3.38 

13 年間引き上げなし 7% (2011/2012)、 

8% (2012/2013) 

オリッサ 5.31 13 年間引き上げなし 5% 

パンジャブ 3.49 2006/07 年を基準年と

して、2011/12 年まで

年 5%の引き上げを５

年間 

4% 

ラジャスタン 3.87、4.08 25 年のプロジェクト

期間中、引き上げな

し。Jaisalmer、

Jodhpur、Balmer の

各地区は 3.87、その他

の地区は 4.08 

7.5%  

タミルナドゥ 3.39 20 年のプロジェクト

期間中、引き上げなし 

14%  

ウッタラーカ

ンド 

風力ゾーン I：5.15* 

 

風力ゾーン II：4.35* 

 

風力ゾーン III：3.65* 

最初の 10 年間 5.65、

11 年目以降 3.45 

最初の 10 年間 4.75、

11 年目以降 3.00 

最初の 10 年間 3.95、

4.53%  
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風力ゾーン IV：3.20* 

11 年目以降 2.55 

最初の 10 年間 3.45、

11 年目以降 2.30 

ウェストベン

ガル 

4.87 10 年間引き上げなし 3%  

* Bengaluru Electricity Supply Company Ltd (BESCOM)、Mangalore Electricity Supply 

Company Ltd (MISCOM)、Calcutta Electricity Supply Company Ltd (CISCOM)に対す

る RPS（再生可能ポートフォリオ基準）は 10%、Hebm Electricity Supply Company Ltd 

(HESCOM)と Hukari は 7％ 

**  RPS（再生可能ポートフォリオ基準）は風力発電のみに適用 

（出所）Indian Renewable Energy Advisor（2011 年 8 月） 

 

その他の関連する優遇措置と政策 

 小規模投資に対する資本補助金：大半の州において資本コストの 15−30% 

 電力税の免除：風力利用のプロジェクトに関して、大半の州において電力税が免除さ

れている。 

 入境税（entry tax）と Octroi（州・市税）の免除：一部の州において、再生可能エネ

ルギーに関連する設備と材料が入境税と Octroi を免除されている。 

 

間接税の優遇措置 

これには、風力発電関連機器に関する物品税の譲許と関税の引き下げが含まれる。風力

発電機、揚水風車、エアロジェネレーター、充電装置は物品税を免除されている。エネル

ギー関連の特定のパーツの製造者に対する間接税の優遇措置は、構成部品によって 5～25%。 

 

間接税 

物品の説明 譲許率 

最大 30KW までの風力発電機と充電器 5% 

風力発電機メーカーに対し、風力発電機の部品（例：特殊ベアリング、ギアボッ

クス） 

ヨー駆動装置、風力タービンコントローラセンサー、油圧ブレーキ、フレキシブ

ルカップリング、ブレーキキャリパー 

5% 

 

25% 
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風力発電機メーカーに対し、風力発電機のローターブレード 5% 

メーカー用の部品、または風力発電機のローターブレードのメンテナンス 5% 

風力発電機のローターブレードのメーカーに対し、原材料 5% 

物品税（Excise Duty） 

物品税を免除されている装置／システム 

 風力発電機、その構成部品、パーツ（ローターと風力タービンコントローラーを含む） 

 揚水風車、エアロジェネレーター、充電装置 

売上税 

多くの州において、中央政府売上税と一般売上税の免除／引き下げが再生可能エネルギー

機器の売上高に適用されている。 

 プロジェクト開始初年度に、特定の非従来的な再生可能エネルギー装置／システムに関

して 80%の加速度減価償却 

 電力プロジェクトに対するタックスホリディ 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

参考資料 2：風力発電関連企業のプロフィール  

 

A.ベスタス 

社名 ベスタス 

主たる地理的区分  欧州、アジア大洋州地域、米国 

設立年  1945 

本籍国  デンマーク 

売上高  76 億 5,530 万ドル 

インド市場シェア  10% − 12%（推定） 

海外施設  デンマーク、ドイツ、インド、イタリア、ルーマニア、英国、スペ

イン、スウェーデン、ノルウェー、オーストラリア、中国、米国 

主な供給製品  タービン 

研究開発能力  洋上技術の浮体式構造物。水深 30 メートル超に適した浮体式構

造物の研究 

認証  風力発電関連の製造・設置・修理に関して、DNV（認証機関）

の ISO9001 認証 
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社名 ゼネラル・エレクトニック 

主たる地理的区分  全世界 

設立年  1980 

本籍国  米国 

売上高  風力部分のデータ入手不可 

インド市場シェア  5% − 7%（推定） 

海外施設  米国 

主な供給製品  開発支援、運転・保守、風力タービン、サポートサービス 

研究開発能力  バンガロールの John F. Welch Technology Centre が総合研究開

発センターとして、GE の全世界的な多角的事業すべての研究・

開発・工学的活動を実施 

認証  データ入手不可 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

B.ガメサ 

社名 ガメサ 

主たる地理的区分  全世界 

設立年  1976 

本籍国  スペイン 

売上高  35 億 8,890 万ドル 

インド市場シェア  5% − 7% 

海外施設  欧州、米国、中国、インド、ブラジル 

主な供給製品  タービン 

 風力ファームの開発と販売 

研究開発能力  データ入手不可 

認証  ISO 9001:2008 

 ISO 50001:2001 

 ISO14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
70 

C.シーメンス 

社名 シーメンス 

主たる地理的区分  全世界 

設立年  1980 

本籍国  ドイツ 

売上高  風力部分のデータ入手不可 

インド市場シェア  5% 未満（推定） 

海外施設  米国 

主な供給製品  タービン 

 風力ファーム 

研究開発能力  Vadodara の研究開発センター 

認証  データ入手不可 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

D.エネルコン 

社名 エネルコン 

主たる地理的区分  全世界 

設立年  1984 

本籍国  ドイツ 

売上高  データ入手不可 

インド市場シェア  5%未満（推定） 

海外施設  ドイツ、スウェーデン、ブラジル、インド、カナダ、トルコ、ポ

ルトガル 

主な供給製品  タービン 

研究開発能力  ローターブレード製造プラント 

認証  ISO 9001:2008 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

E.RRB Energy 

社名 RRB Energy 

主たる地理的区分  インド 
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設立年  1987 

本籍国  インド 

売上高  1 億 9,860 万ドル 

インド市場シェア  5%未満（推定） 

海外施設  米国、欧州 

主な供給製品  発電機、ブレード 

研究開発能力  データ入手不可 

認証  ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 PS-600kW 

 GL Shop Approval 認証 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

F. REGEN Powertech 

社名 REGEN Powertech 

主たる地理的区分  インド 

設立年  2007 

本籍国  インド 

売上高  データ入手不可 

インド市場シェア  5%未満（推定） 

海外施設  中国、バングラデシュ 

主な供給製品  タービン 

研究開発能力  ドイツの Vensy の技術を採用。Vensy は永久磁石付きのギアな

しタービンを特色とする技術のリーダーと言われている。可動部

分が尐なく、機械始動のための系統電力に依存しないことがこれ

らの機械の基本的な利点。 

認証  ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 
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G. Pioneer Wincon 

社名 Pioneer Wincon 

主たる地理的区分  インド 

設立年  1989 

本籍国  インド 

売上高  データ入手不可 

インド市場シェア  10%未満（推定） 

海外施設  なし 

主な供給製品  タービン 

研究開発能力  データ入手不可 

認証  C-WET 

 ISO 9001:2000 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

H.スズロン 

社名 スズロン 

主たる地理的区分  アジア、オーストラリア、欧州、アフリカ、北米、南米 

設立年  1995 

本籍国  インド 

売上高  2 億 4,390 万ドル 

インド市場シェア  40% − 45% 

海外施設  中国、米国 

主な供給製品  ローターブレード、ナセル、ナセルカバー、コントロールパネル、

ハブ、筒状タワー、発電機 

研究開発能力  ドイツとデンマークにおける複合材風力タービン 

 オランダ、ドイツ、インドにおける空力技術開発 

 ベルギーにおけるギアボックス技術 

 インドにおける工学技術 

認証  ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001、ISMS 27001 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 
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参考資料 3：太陽発電関連企業のプロフィール 

 

A. First Solar 

社名 First Solar 

主たる地理的区分  オンタリオ州（カナダ）、ニューメキシコ州（米国）、ネバダ州（米

国）、Kulim（マレーシア） 

設立年  1999 

本籍国  米国 

売上高  25 億 6,400 万ドル 

業務の市場区分  薄膜太陽電池 

インド市場シェア  10% − 15%（推定） 

海外施設  中国、インド、マレーシア 

主な供給製品  モジュール 

 太陽光発電所 

研究開発能力 データ入手不可 

認証  ISO 9001、ISO14001 

今後の展望  マレーシア（8 ライン）、ベトナム（4 ライン）、ドイツ（4 ライ

ン）、米国（当初の生産能力は 4 ライン）で操業。 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

B. Solfocus 

社名 Solfocus 

主たる地理的区分  北米、南米、欧州、アジア大洋州地域 

設立年  2005 

本籍国  米国 

売上高  データ入手不可 

業務の市場区分  集光型太陽光発電 

インド市場シェア  10% − 12%（推定） 

海外施設  米国、アジア 

主な供給製品  CPV（集光型太陽光発電）システム 

 二重軸トラッカー 
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 CPV パネル 

研究開発能力  CPV システムソリューション SF-1136SX：15.6kWp の直流

（DC）電力を提供し、容易に設置できる大きさにし、風の影響

を最小化し、地面への接点を減らした。 

認証  エネルギー・環境設計におけるリーダーシップ、IEC62108 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

C. Sun Power 

社名 Sun Power 

主たる地理的区分  北米、欧州、オーストラリア、アジア 

設立年  1985 

本籍国  米国 

売上高  22 億 1,920 万ドル 

業務の市場区分  C-Si（結晶シリコン太陽電池） 

インド市場シェア  10% − 15% （推定） 

主な供給製品  PV トラッカー 

 太陽光集光装置 

 屋上のソーラーソリューション 

研究開発能力  データ入手不可 

認証  ISO 9001:2008 

 ISO 14001 

 カナダと米国向けの CSA（カナダの認証機関）国際認証 

 米国とカナダにおける販売用の UL 1703 規格に基づく認証 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

D. Sun Edison 

社名 Sun Edison 

主たる地理的区分  北米、南米、欧州、アジア大洋州地域、東南アジア 

設立年  2003 

本籍国  米国 

売上高  データ入手不可 
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業務の市場区分  C-Si（結晶シリコン太陽電池） 

インド市場シェア  5%未満 

海外施設  ドバイ、インド、韓国、日本 

主な供給製品  基礎架台 

 モーター 

研究開発能力  データ入力不可 

認証  ISO 9001、ISO 14001 

社名 Tata BP Solar 

主たる地理的区分  アジア大洋州地域 

設立年  1989 

本籍国  インド 

売上高  2 億 5,000 万ドル（2009） 

業務の市場区分  データ入手不可 

インド市場シェア  25% − 30%（推定） 

海外施設  データ入手不可 

主な供給製品  セル、モジュール 

研究開発能力  バンガロールに年産 38MW のモジュール製造施設 

 建物一体型 PV モジュールの設計・実現・市場化の先駆者 

認証  ISO 9001、ISO 14001 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 

 

E. Moser Baer Solar Limited 

社名 Moser Baer Solar Limited 

主たる地理的区分  アジア大洋州地域、欧州、中東、米国 

設立年  2007 

本籍国  インド 

売上高  960 万ドル（2008 年 3 月） 

業務の市場区分  C-Si（結晶シリコン太陽電池） 

インド市場シェア  15% − 20%（推定） 

海外施設  データ入手不可 

主な供給製品  PV、モジュール、薄膜セル 
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研究開発能力  セル特性評価施設、BOS（周辺機器）研究所をインドに設置 

 業界標準規格のEDAツールを使用したセルとモジュールの機械

的・電気的・熱シミュレーション 

認証  ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001 

（出所）当企業ホームページ等を基に作成 
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Ⅲ マレーシア 

 

1. マレーシアにおける太陽光発電市場 

 

(1) マレーシアにおける太陽発電産業の概観 

① 産業の概観 

マレーシアの太陽エネルギー部門は、70 億リンギット（21 億 8,000 万ドル）の市場規模

と推定され、2015 年まで毎年 20％の成長率が見込まれている。大手事業者の大半は外国企

業で、First Solar、Tokuyama、Q-Cells、Sunpower、MEMC、Flextronics、STX Energy、

EQ Solar、Sun Bears Solar などである。さらに、建物一体型太陽光発電（PV）システム

を扱う認可された PV サービスプロバイダー（APVSP）が 29 社ある。 

 

マレーシアにおける APVSP の地理的分布を下記に示している。 

 

マレーシア全土に占める地域別の APVSP の割合（％） 

55%

17%

7%

7%

4%

4%
3%

3%
セランゴール州

クアラルンプール

ジョホール州

ペナン州

ペラ州

サバ州

サラワク州

ケダ州

 

（出所）マレーシア・ビル一体型 PV プロジェクト（MBIPV） 

 

② 近年の進展  

マレーシアは、半導体（シリコンを含む）の製造能力を活用して、同国の太陽エネルギ

ー産業を発展させる意向だと 2010 年の「経済改革プログラム」で述べている。同国はまた、

2012 年末までに世界の生産量の 8～10％を生産し、中国、ドイツに続く世界第 3 位の、そ
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して 2020 年までには世界シェアを 17％に伸ばし、世界第 2 位の太陽電池セル生産国にな

ることを目指している。さらにマレーシアは、同国のエネルギーミックスで再生可能エネ

ルギー（RE）の割合を、2011 年の 1％未満（985MW）から 2020 年までに 11％（2,080MW）

に増やすと定めている。 

 

この目標は、太陽エネルギーの利用促進に向けた政府の意欲を示している。マレーシア

は、2011 年までに PV 分野に 100 億リンギット（31 億 1,000 万ドル）の投資を呼び込んだ。

国際的な PV メーカーからの投資を奨励し、ビジネスマッチングの場を提供するために、マ

レーシア・エネルギー・センターは、マレーシア工業開発庁（Malaysian Industrial 

Development Authority：MIDA）と緊密に連携している。外国の PV メーカーは、1986

年投資促進法（Promotion of Investment Act）と 1967 年所得税法（Income Tax Act）に

基づく製造プロジェクトの実施に対する政府から外国の投資家に提供される税制上の優遇

措置を利用できる。 

 

現在、マレーシアは、国別の PV 関連機器製造量でトップ 5 に入る。マレーシアの PV 産

業は 2020 年までに同国の GDP の最大 4％に貢献し、収益が 5,000 億リンギット（1,635

億 9,000 万ドル）を超えると推定されている。 

 

(2) 規制枠組み 

① 規制機関 

所轄機関 分野 ルール／規則 適格性 

SIRIM（マレーシア

工業標準研究所） 

 

太陽光発電システム

ワーキンググループ 

 

製品・設置

の質、基準 

MS1837：グリッド

接続された PV シス

テムの設置 

PV システムは、基準を満たし

た後に認可を受け、家庭用のユ

ーティリティ（TNB：テネガナ

ショナル電力会社）ネットワー

クに相互接続する必要がある。 

SIRIM 設計検証 MS IEC 62124：独立

型 PV システムの設

計検証（2009 年） 

独立型 PV システムの設計と

性能を検証するために基準が

施行される。 

（出所）SIRIM Malaysia、SEDA、Malaysian Securities Commission（2011 年） 
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② 政府の助成制度 

所轄機関 受益者 助成制度の詳細 受益資格 

グリーンテ

クノロジー

融資制度

（Green 

Technology 

Financing 

Scheme） 

グリーンプロ

ジェクト実施

企業 

政府は、グリーンテクノロジーの供

給と活用を向上するために 15 億リ

ンギット（4 億 9,000 万ドル）を割

り当てた。政府は、金利合計（総利

益率）の 2％を負担し、Credit 

Guarantee Corporation Malaysia 

Berhad（CGC：マレーシア信用保

証会社）を経由して融資額の 60％を

保証し、残りの 40％の融資は、

Participating Financial 

Institution(PFI）によって提供され

る。 

グリーンテクノロジ

ーの製造者および利

用者である企業。外

国企業が助成制度を

利用するには、マレ

ーシア工業開発庁

（MIDA）への登録

が必要。 

マレーシア

工業開発庁

（MIDA） 

RE 関連企業

すべて 

パイオニア・ステータス（Pioneer 

Status）制度は、法定所得の 100％

に対する所得税を 10 年間免除して

いる。免除は、その企業の最初の送

り状の日付から開始される。 

バイオマス、バイオ

ガス、水力、太陽光

（太陽熱）等、RE 資

源を利用したエネル

ギーの生産を行って

いる商業事業者と工

業事業者。 

 

企業は、優遇措置を

認められた期日から

1 年以内にプロジェ

クトを実施しなけれ

ばならない。 

投資税額控除により、5 年の期間内

に生じた資本支出は、法定所得から

差し引いて利用できる。利用される

引当金は、全額利用されるまで、そ

の後の年度に繰り越しできる。 

輸入された機械・設備・資材・予備

部品・消耗品に対する「輸入税と売

上税の免除」が、RE 関連機器製造

企業に提供されている。 

 

国内で購入された機械・設備・資

材・予備部品・消耗品に対しては、
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売上税の全額免除が提供されてい

る。 

マレーシア

持続可能エ

ネルギー開

発庁（SEDA 

Malaysia） 

固定価格買取

制度（FIT） 

 

固定買取価格制度とは、電力会社に

対し、RE 由来の電力を、国が定め

た価格で買い取ることを義務付け

る制度。 

資格要件は、30 メガ

ワット以下の能力の

施設での RE 生産。

外国企業もこの助成

金を申請できる。 

（出所）The Green Technology Financing Scheme（グリーンテクノロジー融資制度）、

Malaysia Debt Ventures Berhad、Malaysian Investment Development Authority（マレ

ーシア投資開発庁）のウェブサイト 

 

③ 太陽光発電関連機器製造事業における地位確立のための初期プロセス 

マレーシアにおける PV 関連機器製造事業の立ち上げプロセスは、他のあらゆる製造業の

企業の設立と同様である。PV 関連機器の製造業のみに特別に適用される規則はない。 

 

1975 年工業調整法（Industrial Coordination Act）により、マレーシアで何らかの製造

活動に従事するいずれの者も、国際通商産業省（MITI）から製造許可証を入手しなければ

ならない。これは、250 万リンギット以上の株主資本を有する製造会社、または 75 名以上

の正規雇用者を抱える製造会社にのみ適用される。 

 

許可を受けた既存の製造業企業は、輸出または国内市場用に関連製品を拡大または多様

化する際、MITI とマレーシア工業開発庁（MIDA）に通知しなければならない。 

 

 製造業企業の登録 

マレーシアに製造工場を開設しようとする外国企業は、国際通商産業省（MITI）に製造

許可証を申請しなければならない。製造部門への新規投資の条件は次のとおり。 

 外国の投資家は、その企業が生産高の 80％以上を輸出する場合には、同社の持分の

100％までの保有を許可されている。 

 外国資本による所有は、その会社が生産高の 51～79％を輸出し、かつ、次の基準を満

たしている場合には、最大 100％まで許可されている。 

 固定資産に 5,000 万リンギット以上投資している。または、 
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 尐なくとも 50％の付加価値があるプロジェクトを実行している。ただし、その企業

の製品が現在、現地で生産されている製品と競合しない場合に限る。 

 その会社が自社の生産高の 20～50％を輸出している場合には、30～50％の外国資本の

参加が認められている。 

 外国資本による所有は、その企業が自社の生産高の 20％未満を輸出する場合には最大

30％まで認められている。 

 その企業の製品が最先端技術の製品の場合、または国内市場に高い優先度を置いてい

る製品の場合は、外国資本による所有が 51％まで許可されている。 

 

 国内での事業の開設のために、企業は次の手順を踏む必要がある。 

 社会保障機関への登録 

 企業は、月給が 3,000 リンギット（約 980 ドル）未満のすべての従業員を社会保

障機関（SOCSO）に登録する必要がある。発起人（promoter）は、書式に記入し、

申請書を提出しなければならない。 

 労働者の雇用について国税局（Inland Revenue Board）に通知する。 

 雇用主は、国税局に登録し、課税対象の従業員のリストを国税局に提出しなけれ

ばならない。 

 マレーシア会社登記所（Companies Commission of Malaysia：CCM ）に所定の書類

を提出し、押印を受ける。 

 発起人は会社登記所に登録料金を支払い、以下にリストされている会社設立文書

を提出しなければならない。 

- 会社の基本定款および法令順守に関する法定宣言 

- 尐なくとも 1 リンギットの株式 1 株をそれぞれ保有する 2 名の引受人の詳

細、および（b）マレーシア国内に主たる住居または唯一の住居をもつ尐な

くとも２名の取締役 

- CCM から受け取った書簡のコピーおよび社名（企業名）の使用を許可する

書式 13A も含める必要がある。 

- 会社（企業）を登記した場所または住所 

- 1965 年会社法（Companies Act）の順守を表明する書式 6（法定の順守宣

言） 
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会社設立文書の提出後、CCM は書式 9（会社設立証明書）を企業に提供する。 

 社印の作成 

 法定の帳簿および株券簿の購入 

 所得税局への登録 

 国税局（IRB）への企業の納税者登録は、IRB の窓口またはオンラインで完了で

きる。登録後、5 営業日以内に納税者番号が公布される。 

 雇用準備基金（Employment Provident Fund：FPF）への登録 

 発起人らは、雇用準備基金支局への登録を求められている。 

 

 マレーシアにおける外国資本による投資 

マレーシアにおける外国資本による投資には最小限の規制がある。外国の投資家は、新

規プロジェクトへの全投資において、および既存企業の拡張／多様化プロジェクトへの投

資において 100％の持分を保有できる。 

しかしながら、規制されている特定の部門、たとえば、ハイテク製造、エネルギー、情

報技術、電気通信、およびマレーシアにとり戦略的重要性があるその他の部門に対しては、

政府のガイドライン、政策、および許可要件が特別に定められている。 

 

マレーシアにおいて、外国の PV 関連機器メーカーに対するビジネス上の制約はない。実

際、政府は国内の太陽光発電関連機器製造活動を推進するために優遇政策を提供している。 

 

a. 主要な構成部品の輸入税 

再生可能資源からエネルギーを生産している企業は、生産過程で直接使用される機械・

設備・資材・予備部品・消耗品の輸入税と売上税を免除されている。さらに、国内で購入

された機械・設備・資材・予備部品・消耗品については、売上税を全額免除されている。

この免除は、マレーシア工業開発庁（MIDA）が申請を受け付けた日から 1 年間、適用され

る。 

 

(3) 太陽光発電関連機器製造の市場環境 

① 産業の概観 

マレーシアにおける PV 関連機器の製造は、まだ初期段階にある。国内には、一体型 PV

システムを扱う認可された PV サービスプロバイダー（APVSP）が 29 社存在する（2012
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年 3 月時点）。いくつかの世界的なテクノロジー企業とのパートナーシップによってマレー

シアは、ここ数年間に、結晶・薄膜技術を用いたギガワット規模の工場を 3 基建設した。

マレーシアは、PV 用のウェハー、セル、モジュールの生産に関して、世界市場の約 10％

のシェアを占めている。 

 

マレーシアの企業がセル生産からモジュールの生産と設置へと移行するならば、マレー

シアは、PV 市場における立場を強化することになろう。しかし、PV 関連機器の価格低下

が、メーカーの大量生産を抑制している。たとえば、Bosch は太陽光発電関連機器市場に最

近参入したが、これらの機器の大幅な値下げにより、マレーシアでの製造施設の開設を延

期した。 

 

中国と台湾は、結晶シリコンを用いた製品を使用したモジュールと構成部品の製造にお

いてプライスリーダーシップの地位を確立した。マレーシアは、これと異なる道を選び、

世界の最先端の企業と提携し、ここ数年間に、結晶・薄膜技術を用いたギガワット規模の

プラントを 3 基建設した。これらの企業は、SunPower（米、但しフランス石油元売大手の

トタルが株式の 6 割を取得）、Q-Cells（独）、First Solar（米）である。 

 

利益率の低さを考慮して、中国や台湾以外でギガワット規模の製造プラントを開設しよ

うとするメーカーは尐ない。マレーシア国内に拠点を置くメーカーは、コストを低く抑え

るよう圧力を受けるだろう。マレーシアで操業するメーカーにとり、適切な供給業者を選

択し、世界市場で競争力を確保することが非常に重要である。 

 

中国と台湾の域を超えて、他の多くの国が PV 製造センターを開設すべく企業を奪い合っ

ている。マレーシアに加え、他の伝統的な国外委託の中心地には、チェコ、タイ、インド、

フィリピンが含まれる一方、韓国やベトナムといった国が新しい工場の呼び込みを試みて

いる。 

 

タイは、何年も前から小規模の薄膜製造を奨励してきた。タイは、家庭用設備の安定し

たビジネスを展開してきており、今後数年間に家庭用のマルチギガワット PV を設置する予

定である。国内市場内の多大な潜在力が、多くの小規模メーカーにタイ国内での施設の開

設を奨励してきた。 
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フィリピン国内には大きな PV 需要はない。韓国政府と同国のコングロマリットは、中国

や台湾と競争するために堅固な製造業を立ち上げる予定である。 

 

地理および労働力の提供の両方からみて、マレーシアに最も近い位置にいる競争相手は

ベトナムである。ベトナムは低コストの労働力と組立・物流インフラを提供している。ま

た、外国企業に対し、国内での施設の開設を積極的に求めてきた。First Solar はベトナム

での製造施設の開設に向けて取り組んでいる。 

 

インド政府は 2022 年までに、およそ 20GW まで同国の PV 容量を高める意向である。

Moser Bear など、インドの主要な産業コングロマリットは、PV 製造に多大な投資を行っ

ている。 

 

② 産業クラスター 

地域 工業団地の名称と所在地 
陸上の太陽光発電関

連機器の製造割合 

南部 Senai Hi-Tech Park 

Senai Hi-Tech Park, 81250 Johor 

Bahru, Johor Darul Tazim, 

Malaysia 

100％ 

北部 Kulim Hi-Tech Park 

Kulim Hi-Tech Park, 09000 

Kulim Kedah Darul Aman, 

Malaysia 

100％ 

（出所）Spier 調査に基づく 

 

工業団地の名称 
拠点とする関連機

器供給業者 
主要な製品区分 供給される主な製品 

Selangor  

Science Park 2 

Q-Cells Sdn Bhd c-Si（結晶シリコン

太陽電池）、c-Si TF

（薄膜結晶シリコ

ン太陽電池） 

ウェハー・セル製造 
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Bintulu, 

Sarawak 

Tokuyama Sdn 

Bhd 

高効率 c-Si インゴ

ット 

多結晶シリコン 

Prai Industrial 

Estate, Penang 

Flextronic Sdn 

Bhd 

c-Si モジュール c-Si TF 

Ipoh Twin Creeks 

Technologies 

c-Si TF c-Si セル、c-Si モジュール 

Malacca, 

Rembia 

SunPower 

Malaysia Sdn Bhd 

c-Si 多結晶シリコン 

Senai Hi-Tech 

Park 

EQ Solar Technology 

International Sdn 

Bhd 

c-Si モジュール・セル・ウェハ

ー製造 

Solexel Inc c-Si 結晶シリコン太陽電池セル

の製造に従事。同社は、年

間 1 ギガワットのセル生産

能力を有する。同社はまた、

研究開発業務の実施と、PV

セルと半導体の製造に使用

される化学物質の国内サプ

ライチェーンの構築も計画

している。 

Kulim Hi-Tech 

Park 

Tokuyama, First 

Solar, Osram, 

Fuji, Rohm-Wako, 

Nichia 

c-Si 結晶シリコン太陽電池セル

の製造に従事。 

Pulau Gulisaan, 

Turtle Island 

Park in Sabah 

Compugates 

Sabah Sdn Bhd 

(CSSB) 

ソーラーハイブリ

ッドシステム 

6kWh のグリーンソーラー

ハイブリッドシステム。リ

チウムポリマー電池の技術

を使用している同システム

は、鉛も酸も使用しておら

ず環境に優しい。 

（出所）Spier 調査に基づく 
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③ 今後の展開 

Compugates Holdings Bhd は、20 億リンギット（約 6 億 5,440 万ドル）以上のいくつ

かの PV 関連プロジェクトをサバ州で実施することを決定する見込み。同社の一部門である

Compugates Sabah Sdn Bhd (CSSB)は、サバ州のタートルアイランドパークの Pulau 

Gulisaan に 6kWのグリーンソーラーハイブリッドシステム１基を 27 万リンギットで供給

し、設置する実験プロジェクトを獲得した。 

 

ドイツの有力なエンジニアリング企業 Robert Bosch GmbH は、5 億 2,000 万ユーロ（約

20 億 5,000 万リンギット）に相当するペナン島でのソーラーパネルプラントの建設を延期

した。マレーシアにおける利益率が低いためである。 

 

(4)  バリューチェーン分析 

① サプライチェーンの図式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）各種資料を基に作成 

 

現在、マレーシアの PV サプライチェーンは十分に発達していない。たとえば、薄膜 PV

や結晶 PV に使用される原材料は、国内での調達が不可能である。マレーシアに拠点を置く

PV 関連メーカーは、それら原材料の供給業者と強力な関係を築いているが、原材料供給業

者のほとんどが国外に所在している。これらの PV メーカーは、品質の点から、供給業者の

変更は検討していない。他方、大手 PV 企業との取引を希望している国内の原材料以外の供

給業者は、PV メーカーのベンダー（納入業者）に接触し、自社製品を売り込んでいる。 

 シリコン、ガラス等、 
外部からの供給物 
（中国とスペインから輸入） 

 

内部資金調達 

 

自社製品の開発 

 

組み立て 

国内／海外の 
子会社から調達： 
シリコンとガラス 

企業 

 第三者 
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それら供給業者には、スイッチ、ジャンクションボックス、コネクタ、ケーブル、PV パネ

ル用のアルミフレーム、真空ポンプ・排ガス処理装置、 PV モジュール用のリボンおよび

クロスコネクタ、PV モジュール、PV 関連の部品および機器、システム自動化（PLC：プ

ログラマブル・ロジック・コントローラー）、変圧器、高電圧（HV）・低電圧（LV）の電気

工作物、取り付け構造物、屋根構造物を供給する企業が含まれる。 

 

マレーシアの PV 産業内で大手事業者へ部材を供給している企業は次のとおり。 

供給業者名 所在地 主な供給品 

ABB Malaysia Sdn. Bhd. セランゴール州 スイッチ、ジャンクションボックス 

Channel Systems Asia Sdn. 

Bhd. 

セランゴール州 PV パネル用のアルミフレーム（供給業

者） 

Huber + Suhner (M) Sdn. 

Bhd. 

セランゴール州 ジャンクションボックス、コネクタ、ケ

ーブル（供給業者） 

Edwards Technologies Sdn. 

Bhd. 

クアラルンプー

ル 

真空ポンプ・排ガス処理装置（納入業者） 

Luvata Malaysia Sdn. Bhd. ジョホール州 PV モジュール（結晶シリコン、薄膜）

用のリボンとクロスコネクタ（メーカ

ー） 

（出所）Spier 調査に基づく 

 

② 主な競合企業の特徴 

マレーシアは、ここ数年間に大規模な PV 関連機器製造施設を開設してきた。例として、

First Solar、Sunpower、Q-Cells 等がある。 

 

 米国を本拠とする太陽電池メーカーの First Solar は、テルル化カドミウムの薄膜技術

を使用する。強みはその価格競争力にある。同社のプラントは 1.4GW 超の生産能力を

目指している。 

 Sunpower とそのパートナーAUO は、メラカ（Melaka）の「ソーラー・バレー」に

1.4GW を超える生産能力を整備する予定である。 

 Q-Cells は、プライスリーダーシップの地位を維持するために、マレーシアにウェハ

ー・セルの総合プラントを開設した。 
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 Twin Creeks は、マレーシアでの薄膜電池製造への新規参入者である。同社は、ペラ

州での施設の開設に向けて取り組んでいる。 

 Tokuyama は、2011 年にマレーシアのサラワク州に小規模な多結晶シリコン製造プ

ラントを建設した。 

 

社名 本籍国 所在地 製造品 製造能力／

年 

従業員

数 

操業 

開始年 

First Solar 米国 Kedah, 

Kulim, HTP 

薄膜モジュール 1,500MW 3,500 2008 

Q-Cells ドイツ Selangor SP2 C-Si インゴット 

C-Si ウェハー・

セル 

800MW/ 

500MW 

3,500 2009 

SunPower/ 

AUO 

米国／ 

台湾 

Melaka, 

Rembia 

高効率 C-Si イン

ゴット 

C-Si ウェハー・

セル 

1,500MW 5,500 2010 

Tokuyama 日本 Sarawak, 

Bintulu 

多結晶シリコン 3000 m.t. 500 2011 

Twin Creeks 

Technologies 

米国 Ipoh C-Si セル・モジ

ュール 

500MW 
− 

2012 

（注）PV 関連機器を製造している企業の詳細については参考資料 1 を参照のこと。 

（出所）Spier 調査に基づく 

 

(5) PV 関連機器の製造拠点としてのマレーシアの評価 

① マレーシアの PV 関連機器製造産業におけるビジネスチャンス 

マレーシアでは、PV 関連機器製造業などの技術集約型産業への進出に関して煩雑な手続

きは必要ない。政府は、マレーシア工業開発庁（MIDA）を通して、投資奨励策に着手し、

研究開発機関を設立した。 

 

しかし、現時点では、マレーシア国内の PV 関連機器製造業におけるビジネスチャンスは

限られている。専門家らは、この部門は長期的（10〜15 年）には成長がみられるだろうが、
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短期・中期的（3〜5 年）には無理だろうと述べている。これは最近の企業計画から明白に

なっている。Bosch は、プラント建設の完成を延期し、Q-Cells は PV 関連機器製造部門の

生産高を減らした。 

 

製造を先延ばしにする主な理由は、マレーシアと ASEAN 諸国における PV 関連機器の

価格低下と、当該機器に対する需要の伸びが遅いことである。これが、メーカーに大量生

産を思いとどまらせている。マレーシアに製造プラントを立ち上げた欧州の PV 関連機器メ

ーカーらは、生産高の大半を欧州に輸出している。 

 

② マレーシアに施設を置くメリット 

マレーシアは、1 平方メートル当たり約 5kWh/日の日射量がある赤道付近に位置してい

て、大規模な太陽光発電施設にとり理想的な場所である。マレーシアにおける潜在的な太

陽光発電量は非常に高い。1 日の平均日照時間は、4 時間半から 8 時間になる。 

 

2011 年再生可能エネルギー法によって、再生可能エネルギー生産者（固定価格買取制度

への参加認定証の保有者）は、政府と長期契約を結ぶことで、個々の企業は PV のような

RE 源から生産した電力を、従来の発電業者よりも高い料金で国内大手電力の Tenaga 

National Berhad（TNB)に販売できる。 

 

マレーシアに製造施設を置く利点は、PV 関連機器の製造を支援する健全なインフラ、政

府の手厚い優遇政策、および PV 関連機器の需要を支えるための多数の電力会社の存在など

である。 

 

③ マレーシアに施設を置くデメリット 

PV に必要な機器の多くが、米国、欧州、または日本などから輸入されている。政府は輸

入される再生可能エネルギー関連機器の輸入税と売上税を免除しているが、購入と設置の

総コストは、他の非再生可能エネルギー形態と比べ、高くなる（とりわけ、マレーシアは、

天然ガスと原油の埋蔵量が豊富で、それらを燃料とする火力発電がメインであるため）。 

 

マレーシアでは、土地と労働力のコストが急速に上昇している。これは、同国に製造施

設を置こうとしている国にとり障害になり得る。 
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④ ターゲット部門および推奨する参入形態 

PV 関連機器の製造に参入する最善の形態は、合弁事業（JV）か戦略的提携であろう。こ

うした方法での参入は、パートナー間でリスクが分散されるため、投資リスクを低く抑え

ると思われる。Q-Cells など、一部の PV 関連機器メーカーは、マレーシアに直接現地法人・

工場を設立したが、投資収益率の低さを体験しているのが現状である。さらに、JV や提携

による参入は、現地のニーズをより良く理解できるメリットがある。 

 

参考資料：太陽発電関連企業のプロフィール 

 

 A.  First Solar Malaysia Sdn Bhd 

社名 First Solar Malaysia Sdn Bhd 

主たる地理的区分  マレーシア、ASEAN 地域、欧州 

設立年  2008 

本籍国  米国 

売上高  2,000 万リンギット 

業務の市場区分  CdTE（カドミウムテルル）モジュール、薄膜モジュール 

市場シェア  陸上設備 

30% 

海外施設  あり 

主な供給製品 セル、モジュール、ターンキーソリューション（ツール、機器）、

設置 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 ガラス 

 シリコン 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 B. Q-Cells Malaysia Sdn Bhd 

社名 Q-Cells Malaysia Sdn Bhd 

主たる地理的区分  マレーシア、ASEAN 地域 

設立年  2009 

本籍国  ドイツ 



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
91 

売上高  情報なし 

業務の市場区分  多結晶シリコン太陽電池セル（ブランド名：Q-Base）、c-Si

インゴット、c-Si ウェハー・セル 

市場シェア 陸上設備 

10%未満 

海外施設  あり 

主な供給製品  ターンキーソリューション 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 C. Panasonic Energy Malaysia Sdn Bhd 

社名 Panasonic Energy Malaysia Sdn Bhd 

主たる地理的区分  Kulim（マレーシア） 

設立年  2012 

本籍国  日本 

売上高  情報なし 

業務の市場区分  薄膜結晶シリコン太陽電池 

市場シェア 陸上設備 

8 ～10% 

海外施設  あり 

主な供給製品  薄膜 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 D. SunPower/AUO Malaysia Sdn Bhd 

社名 SunPower Malaysia Sdn Bhd 

主たる地理的区分  マレーシア、ASEAN、欧州 
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設立年  2011 

本籍国  米国 

売上高  情報なし 

業務の市場区分  高効率 c−Si インゴット・ウェハー・セル 

市場シェア 陸上設備 

15% 

海外施設  あり 

主な供給製品  マウント 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 E. Flextronics Malaysia  

社名 Flextronics Malaysia Sdn Bhd 

主たる地理的区分  ジョホール州スナイ（Senai） 

設立年  2011 

本籍国  シンガポール 

売上高  2,000 万～3,000 万リンギット 

業務の市場区分  薄膜結晶シリコン太陽電池 

市場シェア 陸上設備 

15% 

海外施設  あり 

主な供給製品  設置 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 
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 F. Tokuyama Malaysia Sdn Bhd 

社名 Tokuyama Malaysia Sdn Bhd 

主たる地理的区分  Bintulu（マレーシア） 

設立年  2009 

本籍国  日本 

売上高  情報なし 

業務の市場区分  結晶シリコン太陽電池 

市場シェア 陸上設備 

5～10% 

海外施設  あり 

主な供給製品  結晶シリコン太陽電池、薄膜結晶シリコン太陽電池 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 G. Twin Creeks Technologies  

社名 Twin Creeks Technologies Sdn Bhd 

主たる地理的区分  ペラ州（マレーシア） 

設立年  2011 

本籍国  米国 

売上高  情報なし 

業務の市場区分  多結晶シリコン太陽電池、有機材料、薄膜結晶シリコン太陽

電池 

市場シェア 陸上設備 

5～10% 

海外施設  あり 

主な供給製品  結晶シリコン太陽電池、薄膜結晶シリコン太陽電池 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 
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 H. Advanced Solar Voltaic Sdn Bhd 

社名 Advanced Solar Voltaic Sdn Bhd 

主たる地理的区分  ペタリンジャヤ（マレーシア） 

設立年  1995 

本籍国  米国 

売上高  1,200 万リンギット 

業務の市場区分  結晶シリコン太陽電池、薄膜結晶シリコン太陽電池 

市場シェア 陸上設備 

5～10% 

海外施設  あり 

主な供給製品  モジュール、設置 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 I. Huber + Sunher Malaysia Sdn Bhd 

社名 Huber + Sunher Malaysia Sdn Bhd 

主たる地理的区分  セランゴール州グレンマリエ（Glenmarie） 

設立年  1995 

本籍国  スペイン 

売上高  1,000 万～1,500 万リンギット 

業務の市場区分  CIGS 

市場シェア 陸上設備 

8～10% 

海外施設  あり 

主な供給製品  ターンキーソリューション（ツール、機器）、設置 

認証  欧州と米国の認証書 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 
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 J. Indah Letrik Sdn Bhd 

社名 Indah Letrik Sdn Bhd 

主たる地理的区分  セランゴール州シャー・アラム（Shah Alam） 

設立年  2003 

本籍国  マレーシア 

売上高  200 万～300 万リンギット 

業務の市場区分  薄膜結晶シリコン太陽電池、モジュール 

市場シェア 陸上設備 

5% 

海外施設  あり 

主な供給製品 設置、PV 装置用の構成部品の一体化 

研究開発能力  なし 

認証  なし 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 K. Muhiban Konsortium Holdings Sdn Bhd 

社名 Muhiban Konsortium Holdings Sdn Bhd 

主たる地理的区分  マレーシア、ASEAN 地域 

設立年  2004 

本籍国  マレーシア 

売上高  800 万～1,000 万リンギット 

業務の市場区分  結晶シリコン太陽電池、薄膜結晶シリコン太陽電池 

市場シェア 陸上設備 

10% 

海外施設  あり 

主な供給製品  セル、モジュール、ターンキーソリューション（ツール、機

器） 

認証  なし 

主要な供給業者か  シリコン 
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ら調達する製品  ガラス 

 マウント 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 L. Poyry Malaysia 

社名 Poyry Energy Sdn Bhd 

主たる地理的区分  マレーシア、ASEAN 地域、欧州 

設立年  1990 

本籍国  米国 

売上高  情報なし 

業務の市場区分  薄膜結晶シリコン太陽電池 

市場シェア 陸上設備 

10%未満 

海外施設  あり 

主な供給製品  ターンキーソリューション（ツール、機器） 

認証  なし 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 M. Sharp Malaysia Sdn Bhd 

社名 M. Sharp Malaysia Sdn Bhd 

主たる地理的区分  マレーシア、ASEAN 地域、欧州 

設立年  1974 

本籍国  日本 

売上高  太陽光発電に関して 1,000 万リンギット未満 

業務の市場区分  薄膜結晶シリコン太陽電池、結晶シリコン太陽電池 

市場シェア 陸上設備 

10%未満 

海外施設  あり 

主な供給製品  セル、モジュール、ターンキーソリューション（ツール、機器） 
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認証  なし 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 N. UGreen Technology Sdn Bhd 

社名 UGreen Technology Sdn Bhd 

主たる地理的区分  マレーシア、ASEAN 地域 

設立年  2008 

本籍国  マレーシア 

売上高  800 万～1,000 万リンギット 

業務の市場区分  薄膜結晶シリコン太陽電池 

市場シェア 陸上設備 

10%未満 

海外施設  なし 

主な供給製品  セル、モジュール 

認証  なし 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

 モールド 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 

 

 O. Arus Spektrum Sdn Bhd 

社名 Arus Spektrum Sdn Bhd 

主たる地理的区分  マレーシア、ASEAN 地域 

設立年  2005 

本籍国  マレーシア 

売上高  500 万～600 万リンギット 

業務の市場区分  薄膜結晶シリコン太陽電池、モジュール 

市場シェア 陸上設備 

10% 
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海外施設  なし 

主な供給製品  ターンキーソリューション（ツール、機器） 

認証  なし 

主要な供給業者か

ら調達する製品 

 シリコン 

 ガラス 

（出所）当企業ホームページなどを基に作成 
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Ⅳ 韓国 

 

1.  韓国における風力発電市場 

 

(1) 韓国における風力発電産業の概観 

① 産業の概観 

韓国初の風力タービンが 1975 年に Kyeonggi-do（京畿道）Hwaseong（Eseom 村）に設

置された。これは韓国科学技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology）

によって開発され、2.2KW の発電容量がある。2005 年に初めて、Gyeongsang Province

（慶尚北道）に民間資本が投入され、およそ 39.6MW の発電容量をもつ設備が Yongdeok

風力発電ファームに設置された。現在、最大規模は 98MW の発電能力がある Gangwon-do

風力発電フォームである。現在、約 30 の風力発電ファームに約 240 基の風力タービンが設

置されている。 

 

風力エネルギー容量の年間の増加量       . 累積風力エネルギー容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Korea Wind Energy Industry Association（2011 年） 

 

韓国エネルギー研究所（The Korea Institute of Energy Research）は、陸上風力発電に

よる潜在的な電力供給量を 3.6GW（2009 年現在）、洋上によるものを 8.8GW と予測した。 

（単位：MW） （単位：MW） 
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2011 年に韓国で稼働中の風力発電設備は、全体で年間約 393 MW となった。この数字は

大きく伸び、2030 年には 7.4 GW に達すると予想されている。2019 年からは、陸上風力発

電ファームの開発は行われず、代わりに、洋上風力エネルギー施設への出資が増加するだ

ろう。 

 

市場規模の予測 

（出所）Korea Wind Energy Industry Association（2011 年）：Spire 社の推定 

 

② 近年の進展 

韓国政府は、再生可能エネルギー技術に重点的に取り組むために「国家エネルギーマス

タープラン（2008−2030 年）」を策定した。国内における再生可能エネルギーの重要性の高

まりを受けたものである。2030 年までに、エネルギー生産量の約 11％を風力発電部門から

得ることを目指しており、総発電容量を 7.4 GW と見積もっている。 

 

2012 年までは、韓国の風力エネルギーコンプレックスは主に陸上に建設されるだろう。

しかしながら、陸上風力発電ファーム設置に必要なスペースが確保しにくくなっているた

めに、陸上での風力エネルギー生産の成長は、今後数年以内に停滞が予想され、洋上風力

発電ファームの開発に転換するとみられる。さらに、風力発電関連機器メーカーは、最高

水準のエネルギー生産の可能性に向けて、大規模な風力タービンを開発している最中であ

0.39 0.74 
1.24 

1.77 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 
0.15  

0.32  
0.68  
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る。これは、こうした大規模な洋上風力発電プロジェクトへの韓国政府の投資額の増強に

よって支援されてきた。 

 

政府は、2011 年 11 月、2.5GW 超の発電が可能な洋上風力発電ファームに約 10 兆ウォン

を投資する計画を発表した。 

 

洋上風力発電ファーム計画 

地域 計画名 場所 詳細 

A 黄海の 2.5GW の洋上

風力ファーム計画 

Jeollabuk-do（全羅北

道）Buan 郡、 全羅南

道 Yongkwan anma 

の沖合 

2019年までに約100億ドルを洋

上風力開発に投資予定。 

第１期：2014 年、100MW 

第 2 期：2016 年、900MW 

第 3 期：2019 年、2,000MW 

B Jeollanam-do（全羅南

道）の 5GW 風力プロ

ジェクト 

全羅南道

Youngkwang 郡と

Jindo 郡 

2023年までに推定205億ドルを

4GW の洋上風力エネルギーと

1GW の陸上風力エネルギーに

投資予定 

C Jeju（チェジュ）の

2GW 洋上風力開発計

画 

チェジュ島の Hallim

と Daejeong 

2030 年までに 100 億ドル投資 

第 1 期：2019 年、1GW 

第 2 期：2030 年、1GW 

（出所）Korea Wind Energy Industry Association（2011 年） 

＊ 各風力エネルギー開発計画に関する詳細は参考資料 1 を参照のこと。 

 

(2) 規制枠組み 

① 再生可能エネルギー政策枠組み 

2010 年 4 月に、再生可能エネルギーの政策枠組みが固定価格買取制度から「新・再生可

能エネルギー供給義務化制度（RPS）」（2012 年から実施）制度へと変更された。新しい制

度によると、再生可能エネルギー源から生産された電力の料金は、発電システムの限界価

格に再生可能エネルギー証書（renewable energy certificate：REC）の価格を加えた金額

になる。これは、再生可能エネルギーの高い資本コストを補うことを目指している。風力

ファーム運営者は、生産された風力発電、毎時１キロワット当たり REC を 1 枚、洋上風力
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ファームについては REC を 2 枚公布される。現在の REC の価格は、40 ウォン（0.026 ユ

ーロ、3.5 セント）である。REC は 20 年の有効期間で、投資家の長期的な信頼を得るのを

助ける。 

 

RPS 制度のもと、発電事業者は電力供給量に占める RE の割合を 12 年は 2％まで高める

義務が課され、16 年まで 0.5 ポイントずつ、その後は 1.0 ポイントずつ引き上げられ、22

年には 10％になる。 

 

風力発電が再生可能エネルギーによる総発電量の70%を提供すると仮定したRPSの目標

は、韓国の累積風力発電容量は 2012 年に 2,390MW、2022 年までに 15,600 MW に達する

と見込まれる。 

 

しかし、これが達成可能かどうかは現時点では不確かであり、韓国風力産業協会（Korean 

Wind Energy Industry Association）はより控えめな、2025 年までに 13.5 GW の生産目標

を設定している。韓国政府はまた、陸上および洋上の風力ファームに対して、許可プロセ

スの簡素化、税優遇の拡大などによる規制制度の改善を目指している。 

 

RPS の目標 

 
項目 単位 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2022

以降 

1 総発電量 TWh 490 500 509 517 527 532.7 537 545.8 553.2 

2 RPS を申請 TWh 448 460 473.6 480 501.6 506.8 511 519 526 

3 RPS に適用

される係数 
% 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 10.0 

4 

求められる

RPS (項目 2 

× 項目３) 

TWh 9 9.8 14.2 16.8 20.1 25.3 30.7 36.35 52.64 

求められる

正味 RPS 
TWh 7.5 10 12.0 14.3 17.1 21.6 26.1 30.9 49 

 風力が分担

する 70% 
TWh 5.25 7 8.4 10.0 11.9 15.12 18.3 21.6 34.3 
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 追加の風力

発電

(CF*:25%) 

GW 2.39 3.19 3.84 4.56 5.43 6.9 8.35 9.86 15.66 

TWh：テラワット／時   CF*：Capacity Factor（設備利用率） 

（出所）Korea Energy Management Corporation 

 

② 韓国の洋上風力発電 

韓国政府は、洋上風力開発に向けた意欲的な戦略を定めており、今後 9 年間に 2.5 GW 超

の総発電容量をもつ洋上風力ファームを開発するために 10兆ウォン相当の投資を呼び込む

戦略を発表した。政府は、官民パートナーシップ（PPP）を立ち上げて、約 500 基のター

ビンを黄海沖に設置する計画である。PPP によって、100 MW の風力プロジェクトが 2014

年までに操業可能となり、さらに2016年までには400 MW、そして2016年までには2.0 GW 

の発電が可能になる予定である。 

 

③ 政府の助成金制度 

 対外投資とその知的財産権が尊重されていて、韓国の法の原則によって保護されてい

る。 

 低価格で広大な土地の利用が可能。工業地区内の外資系企業を条件として、借地契約

が提供されている。 

 セマングム工業地区は「総合保税地域」に指定されている。この地域は、搬入・倉庫・

製造・加工・建設・販売の機能を一つにしたオールインワンストップとして機能して

いる。また、この地域では、外国企業がこの地域内の施設を使用した際に税金の免除

を請求できる。 

 

外国の投資家への優遇政策 − 補助金の提供 

補助金のタイプ 優遇政策の詳細 対象企業 

投資補助金 投資額の 5%以内 1,000 万ドル超を投資する企業 

産業用地補助金 
契約による賃貸料金（販売価格）と通常の賃貸料金（販売価格）の間の

差額を支援（通常価格の最大 50%まで） 

教育・訓練補助金 
20 名の新規雇用者がある企業に対し

て、雇用者 1 名に付き 1 ヶ月 100 ド
対外投資率が 30％以上 
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ルから 500 ドルの間（最大 6 ヶ月） 

（出所）Invest Korea 

 

外国の投資家への支援 − 免税 

税金の種類 詳細 要件 

国税 

関税 5 年間、100%の免税 輸入される資本財 

法人税 
5 年間、100%の免税、その後 2

年間は 50％の免税 

製造業：3,000 万ドル超 

研究開発関連産業：200 万ドル超 

所得税 
3 年間、100%の免税、その後 2

年間は 50％の免税 製造業：1,000 万ドル超 

研究開発関連産業：100 万ドル超 
地方税 

取得税 

財産税 
15 年間、100%の免税 

（出所）Invest Korea 

 

土地賃貸借料の引き下げ 

項目 詳細 限度 要件 

賃貸借料支払額

の引き下げ率 

100%の引き下げ 
財産価値の 10/1000 

（賃借料の支払い） 

2,000 万ドル超の投資 

75%の引き下げ 1,000 万ドル超の投資 

50% の引き下げ 500 万ドル超の投資 

賃貸借期間 最長 100 年間（当初は 50 年以内で、さらに 50 年の延長が可能） 

（出所）Invest Korea 

 

④ 風力発電関連機器製造事業における地位確立のための初期プロセス 

 外国人は、外国人投資促進法（Foreign Investment Promotion Act）に基づいて現地

法人を設立し事業を開始する、または為替取引法（Foreign Exchange Transaction Act）

に基づいて現地支店もしくは現地事務所を開設することによって韓国に進出できる。 

 現地法人の設立による対外投資は、外国人投資促進法および商法（Commercial Act）

によって規制されており、当該現地法人は内国法人とみなされる。外国人によって、

もしくは外国の法律に基づいて、または、外国政府の対外経済協力事業を実践する機

関によって設立される法人がこのカテゴリーに入る。韓国内の外資系企業として登記

可能な法人を設立するために、外国人は、1 億ウォン（89,000 ドル）以上投資しなけ
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ればならない。 

 工場の設置の認可と許可には、目的別および用途別の新工場の登記および登記の変更

が含まれる。工場の開設者は、開設の正式な承認を取得し、工場を登記する前に建設

完了を通知する。 

 工場用地には次の 2 つのタイプがある：計画区域とそうでない個々の場所。工場の開

設者は、工場用地を選んだ後に、工場開設の承認・認可・許可を申請できる。建設完

了は、建設と機器の設置が終了してから 2 カ月以内に報告すべきである。 

 政府は、価格競争力があり、外国の投資家にとって好ましい生活条件があるビジネス

環境の創出によって、対外投資を奨励する指定区域を設定してきた。 

 韓国には、風力発電関連機器製造会社の設立を管理する特別な規則はない。 

  

自由経済区域（Free Economic Zone）の状況（2011 年 12 月現在） 

名称 位置 完成年 

面積 

（平方

km） 

重点産業 

Inchon（仁川） 仁川 2020 

169.5 ビジネス、IT、バイオ技

術、国際金融、観光、レ

ジャー 

Busan/Jinhae 

（釜山／鎮海） 
釜山／慶尚南道 2020 83.1 

海運、自動車、機械、造

船 

Gwangyang Bay Area 

（光陽湾圏） 

全羅南道／慶尚

南道 
2020 85.7 海運、原材料 

黄海 
京畿道／忠清南

道 
2020 15.8 

自動車部品、IT、バイオ

技術、付加価値のあるロ

ジスティクス 

Daegu/Gyeongsanbuk 

do（大邱／慶尚北道） 
大邱／慶尚北道 2020 34.4 

教育、医療サービス、フ

ァッション、IT、部品、

原材料 

Soemangum/Gunsan 

（セマングム／群山） 
全羅北道 2020 50.4 

自動車、造船、部品・原

材料、グリーン産業 

（出所）Invest Korea 
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⑤ 主要な構成品の輸入税 

通常の輸入税は 8%である。しかし、「減税・免税法（Tax Reduction and Exemption Act）」

によると、風力発電に関連する材料と設備を使用する再生可能エネルギー生産は、次の品

目に関して 50%の免税を受けられる（詳しい説明は参考資料 2 を参照のこと） 

 

 

 

 

 

 

⑥ 風力発電関連機器メーカーに対する優遇減税策 

「減税・免税法」によると、2013 年 12 月 31 日まで、以下に示す風力発電関連の製造機

器は、新規製造施設への総投資額の最大 10%まで法人税または所得税の控除が受けられる。 

 

 タービン組み立てのための移動用自動車同期発電機の試験装置 

 タービンの組み立て試験装置 

 ローターハブの組み立て試験装置 

 3D 計測機器 

 ピッチ軸受用のネジ締めロボット 

  

 ブレード 
 ブレーキシステム 
 伝動装置 
 転がり軸受 
 ギヤードモーター 
 潤滑システム 
 ブレード用のガラス繊維

または炭素繊維 
 

 ピッチコントロールシステム 
 冷却装置 
 永久磁石 
 タワーベースキャビネット 
 コンバータキャビネット 
 スリップリング 
 ブレード監視システム 
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(3) 風力発電関連機器製造の市場環境 

   風力発電施設の場所（既存・計画を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）Spire 調査に基づく 

 

① 産業の概観 

 

.風力発電ファームの設置場所（既存・計画を含む） 

 

風力発電所

の名称 
完成年 

発
電
容
量

(K
W

) 

タ
ー
ビ
ン
の
数 

事業者 場所 

タ
ー
ビ
ン 

メ
ー
カ
ー 

1 Haengwon 
1998-

2003 
9,795 15 

Cheju-do  

自治体 

Haengwon-ri, 

Gujwa-eup, 

Jeju-si, Jeju-do 

Vestas 

2 Ulleung-do 1999 600 1 
Gyeongsangbu

k-do 自治体 

Ulleung-gun, 

Gyeongbuk 
Vestas 

3 Pohaang 2001 660 1 
Gyeongsangbu

k-do 自治体 

Homigot-myeon, 

Nam-gu, 

Pohang-si, 

Gyeongbuk 

Vestas 
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4 Jeonbuk 
2002-

2007 
7,900 10 

Jeollabuk-do 

自治体 

Saemangeum, 

Gunsan-si, 

Jeonbuk 

Vestas 

5 Hangyeong 
2004-

2007 
21,000 9 

Korea Southern 

Power 

Hangyeong-myeo

n, Jeju-si, Jeju-do 
Vestas 

6 
Daegwanry

eong 
2004 2,640 4 

Gangwon-do 

自治体 

Pyeongchang-gun

, Gangwon-do 
Vestas 

7 
Maebongsa

n 

2004-

2006 
6,800 8 

Gangwon-do 

自治体 

Mt. Maebong, 

Taebaek-si, 

Gangwon-do 

Vestas, 

Gamesa 

8 Yeongdeok 
2004-

2005 
39,600 24 

Youngduk 

Wind Power 

Yeongdeok-gun, 

Gyeongbuk 
Vestas 

9 Gangwon 
2005-

2006 
98,000 49 

Ganwon Wind 

Power 

Pyeongchang-gun

, Gangwon-do 
Vestas 

1

0 
Sinchang 2006 1,700 2 

Cheju-do  

自治体 

Hangyeong-myeo

n, Jeju-si, Jeju-do 
Vestas 

1

1 
Yangyang 2006 3,000 2 

Korea Midland 

Power 

Yangyang-gun, 

Gangwon-do 
Acciona 

1

2 
Woljeong 2006 1,500 1 

Korea 

Institute of 

Energy 

Research 

Woljeong-ri, 

Gujwa-eup, 

Jeju-si, Jeju-do 

Hanjin 

ind 

1

3 
Daegi 2007 2,750 2 Hyosung 

Pyeongchang-gun

, Gangwon-do 
Hyosung 

1

4 
Gori 2008 750 1 

Korea Hydro & 

Nuclear Power 

KORI Nuclear 

Power Site, 

Gijang-gun, 

Busan 

Unison 

1

5 
Taegisan 2008 40,000 20 

POSCO 

Engineering & 

Construction 

Pyeongchang-gun

, Gangwon-do 
Vestas 
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1

6 
Sinan 2008 3,000 3 

Shinan Wind 

Power 

Bigeum-myeon, 

Sinan-gun, 

Jeollanam-do 

Mitsubi

shi 

1

7 
Yeongyang 2008 61,500 41 

Yeong Yang 

Wind Power 

Yeongyang-gun, 

Gyeongbuk 
Acciona 

1

8 
Seongsan 1 2009 12,000 6 

Korea 

Southern 

Power 

Seongsan-eup, 

Seogwipo-si, 

Jeju-do 

Vestas 

1

9 
Seongsan 2 2010 8,000 4 

Korea 

Southern 

Power 

Seongsan-eup, 

Seogwipo-si, 

Jeju-do 

Vestas 

2

0 
Samdal 2009 33,000 11 Hansin Energy 

Seongsan-eup, 

Seogwipo-si, 

Jeju-do 

Vestas 

2

1 
Nueseom 2009 2,250 3 

Gyeonggi-do 

自治体 

Danwon-gu, 

Ansan-si, 

Gyeonggi-do 

Unison 

2

2 
Yongdae 2010 3,000 4 Inje 郡事務所 

Inje-gun, 

Gangwon-do 
Unison 

2

3 
Gimyeong 2010 1,500 2 

Cheju-do  

自治体 

Gimnyeong-ri, 

Gujwa-eup, 

Jeju-si, Jeju-do 

Unison 

2

4 
Wollyeong 2010 2,000 1 

Cheju-do 

 自治体 

Wollyeong-ri, 

Hallim-eup, 

Jeju-si, Jeju-do 

Vestas 

2

5 
Hyeonjung 2009 1,650 1 Ulsan 広域市 Dong-gu, Ulsan 

Hyundai 

Heavy 

Ind 

2

6 

Saemangu

m 
2009 2,000 1 

Jeollabok-do  

自治体 

Saemangeum, 

Gunsan-si, 

Jeonbuk 

Hyundai 

Heavy 

Ind 
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2

7 
Yeongheung 2010 22,000 9 

Korea 

South-East 

Power 

Oe-ri, 

Yeongheung-myeo

n, Ongjin-gun, 

Incheon 

Doosan 

Heavy 

Ind,Sa

msung 

Heavy 

Ind,Uni

son 

2

8 
Yeongwol 2010 2,250 3 

Gangwon-do  

自治体 

Macha-ri, 

Buk-myeon, 

Yeongwol-gun, 

Gangwon-do 

Unison 

2

9 

Sihwa- 

Bangameori 
2010 1,700 2 K-water 

Daebubuk-dong, 

Danwon-gu, 

Ansan-si, 

Gyeonggi-do 

Hanjin 

ind 

 合計 393,845 240  

（出所）Korea Wind Energy Industry Association（2011 年） 
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② 産業クラスター 

韓国における風力発電関連機器製造業クラスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Spire’s Primary Interviews 

 

 

地域 A：全羅北道（Jeollabuk-do）地域 

 背景 

 産業コンプレックス− 面積：1.19 平方キロメートル 

 プロジェクト期間：2011-2014 年 

 風力発電クラスターの形成（韓国知識経済部(MKE)により） 

 場所：セマングム風力発電クラスター 

 プロジェクト予算：3 億 2,700 万ドル 

 主な開発対象：風力発電の試験場（40MW／14 基の発電機）。国産の風力発電機製

造のための産業コンプレックス用地 

 風力発電技術研究センター：10 名、1 万平方メートル 

システム製造会社 

部品製造会社 

風力関連製造業の産業コンプレックス 

社名 主な製品 社名 主な製品 

社名 主な製品 

風力タービン 

ブレード 

ブレード 

風力タービン 

風力タービン 

風力タービン 

風力タービン 

風力タービン 

風力タービン 
メインシャフト、フラン

ジ、ヨー軸受、 

メインシャフト、フラン

ジ、Giar Rim 

メインシャフト、フラン

ジ、ヨー軸受、ピッチ軸受 

メインシャフト 

ヨー軸受、ピッチ軸受 

全羅北道 慶尚南道、釜山 

全羅南道 
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 現在、全羅北道は、黄海沖の 2.5 GW の洋上風力発電プロジェクト用地を提供してお

り、風力エネルギー関連企業がセマングム自由経済貿易区域（Free Economic Trade 

Zone）に進出するのを奨励している。 

 Hyundai Heavy Industries（風力タービン）、KM（ブレード）、Deck Aviation（ブレ

ード）がすでに当区域に進出している。当区域に定着する企業は、Buan 代替エネル

ギーコンプレックス近くにある韓国産業技術試験院（Korea Testing Laboratory）、韓

国エネルギー技術研究院９Korea Institute of Energy Technology）、韓国機械研究院

（Korea Institute of Machinery）、材料開発センター（Material Development Center）

など、風力関係の研究機関から研究開発と試験の支援を受けられる。 

 韓国知識経済部は、セマングム自由経済貿易区域の風力発電クラスターを管理してお

り、30社から40社の風力発電関連企業の誘致を計画している（JY Heavy Industries、

Daelim、Sambu を含む 15 社がすでにこの区域への進出に同意している） 

 

地域 B：全羅南道（Jeollanam-do）地域 

 全羅南道 Sinan 郡に 291 万平方メートルに及ぶ風力ファーム産業パークを作る計画が

ある。これは、全羅南道の地方自治体の主導によって行われている。全羅南道は 5 GW

の発電容量がある風力発電ファーム計画を発表した。全羅南道は、このプロジェクト

への参加企業にいくつかの条件を課した。参加企業は、風力ファーム産業パークに製

造施設を設置するとも、当プロジェクトへのある程度の財政投資を約束しなければな

らない。しかし、投資（財政投資、およびパーク内の工場の開設）を行う意思を示し

た一部の企業が約束の実行を渋っている。その理由は、全羅南道の資金調達力の欠如

と 5 GW プロジェクトのロードマップの不透明さである。これに関して、多くの主要

な事業者や風量発電専門家らは、全羅南道の 5GW の風力ファームの実現にはいつか

の困難な問題があるとの見解で一致している。 

 

地域 C：慶尚南道・釜山（Gyeongsangnam-do、Busan）地域 

 3 万平方メートルの面積の風力発電関連部品コンプレックスが 333 万平方メートルの

規模の Mieum 工業地区に建設中である。 

 釜山市（韓国第 2 の都市）は、風力発電産業の推進に特に積極的である。韓国初の風

力発電部品協力機構（Cooperation of Wind Power Part）が 2008 年に釜山に設立され

た。また、風力発電技術研究所（Research Institute for Future Wind Power 
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Technology）が釜山に移転した。 

 Cooperation of Wind Power Part は、釜山地域における主要な風力発電部品メーカー

であるTaewoongやHyunjin Materialsなど、30の企業をメンバーとしている。Mieum

産業コンプレックスの完成時には、Noksan コンプレックス（慶尚南道地域の工業地

区）内に散在しているいくつかの風力発電部品企業が、Mieum 産業コンプレックス内

の風力発電部品コンプレックに集められる予定である。 

 釜山市と慶尚南道地域には、いくつかの重工業関連企業、造船会社、一般機器会社が

すでに集合していて、風力発電コンプレックスの建設に参加している。 

 この地域の不利点は、対外投資向けの他の工業地区と比較して土地価格が高いことで

ある。しかし、深海港（釜山）、空港、道路網、優れたインフラは、高い土地価格（高

い賃借料）を埋め合わせるだろう。 

 業界の専門家や政府役人の報告書によると、風力エネルギー産業は近年、低迷傾向に

あり、売上高の下降がこの産業の将来の見通しに影響を及ぼしている。 

 

③ 主な企業 

これまで、風力タービン発電機の大半が、Vestas（NEG-Micon）、Acciona など、外国の

供給業者から輸入されてきた。しかし、韓国製の風力タービンが近年いくつか開発され、

現在、現場での実証実験による評価が実施されている。 
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韓国企業の風力タービン開発の現況（2011 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Spire’s Primary Interviews 

 

韓国の風力エネルギー市場はまだ発展途上である。固定価格買取制度の価格の低さと同

制度への国民の反対がその理由の一部である。しかしながら最近、企業は風力発電産業の

ビジネス機会を認識するようになり、それが投資の増大をもたらした。韓国の重工業企業 4

社が、国際的技術を使用して風力タービンの製造を開始すると発表した。 

 

韓国の主な風力タービン製造企業 

 陸上 洋上 

Hyundai Heavy Industries  1.6MW/2MW/2.5MW 5.5MW 

Samsung Heavy Industries  2.5MW 5MW 

Daewoo Shipbuilding & Marine  1.25MW/2MW 6MW 超 

STX Heavy Industries  2MW 7MW 

（出所）Korea Wind Energy Industry Association 

 

Hyundai と Samsung の両社は、2010 年に製造施設をすでに開設しており、広範な海洋

技術の専門知識を有していることから、国際的な風力タービンメーカーとのパートナーシ

商業化 コンセプト 開発・試験 産業化 
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ップまたはコンソーシアムを検討している。 

さらに、Hyosung、Doosan Heavy Industry、Hanjin、Unison など、その他のいくつか

の独創性のあるメーカーが、独自の風力タービン技術をすでに開発しており、そのモデル

が現在、試験を受けたり、さらなる開発がなされたりしている。 

 

また、韓国の風力タービン用部品産業も発展しており、いくつかの企業が、タワー、ブ

レード、メインシャフト、発電機、変圧器、ギアボックス、ナセル制御システム、ケーブ

ルを供給したり、供給を計画したりしている状況にある。 

 

(4) バリューチェーン分析 

風力発電産業のバリューチェーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Samsung Economic Research Institute 

 

主な風力発電関連機器会社のリスト 

部品／装置 社  名 

1 システムの組み立て   Doosan Heavy Industries & Construction Co., 

Ltd.  

  UNISON Co., Ltd.  

  Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

  HYOSUNG CORP.  

風 

風力発電システム事業 

立地評価 
①組み立て 
システム   ②建設／設置 

③機器 ④電気設備 ⑤制御装置 

・ローター 
・ブレード 
・ギアボックス 

・発電機 
・安定化装置 

・ヨーイング 
・ピッチング 
・モニタリング 

⑥風力発電 
ファーム  電力 

⑦計画されている開発／電力事業 

主要部品の供給 

 部品事業 

設計・試験・認証 
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  Samsung Heavy Industries Co., Ltd.  

2 建設／設置   POSCO Engineering Co., Ltd.  

  Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.  

  STX CORPORATION  

3 機器   KM Co., Ltd.  

  UNISON Co., Ltd.  

  Doosan Heavy Industries & Construction Co., 

Ltd.  

  Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

  HYOSUNG CORP.  

  Dongkuk Structures & Construction 

Company Limited 

4 電気器具   Bokuk Electric Industrial Co., Ltd.  

  UNISON Co., Ltd.  

  HYUNDAI ROTEM Company  

  Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

  HYOSUNG CORP.  

5 制御装置   Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

  Kyungin Precision Machinery Co., Ltd.  

  Sunjin Power Tech Co., Ltd.   

  Sungbo Industrial Co., Ltd.  

6 風力発電ファーム   Gangwon Wind Power Co., Ltd.  

  Youngdeok Wind Power Co., Ltd.  

  Muju Wind Power Co., Ltd.  

（出所）Spire’s Primary Interviews 
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(5) 風力発電関連機器の製造拠点としての韓国の評価 

① 韓国における風力発電関連機器製造業のビジネスチャンス 

韓国の風力エネルギー産業はまだ誕生したばかりの段階にある。先頃、韓国政府は、将

来の二酸化炭素の排出削減目標を達成するために、国家発展計画として低炭素グリーン成

長に優先して取り組むと発表した。規制制度を改め、固定価格買取制度（FIT）に代わり「新・

再生可能エネルギー供給義務化制度（RPS）」を採用した。これは、風力発電プロジェクト

がより実行可能になることを意味する。 

 

洋上風力発電技術は韓国政府から重要視されてきており、韓国の風力発電関連機器部門

の将来の潜在力の多くは、市場のこの部門によって開花されるだろう。 

 

② 韓国に施設を置く利点 

 生産されるタービンは、その生産企業が外国企業に所有されている場合でも、国産品

とみなされる。そのため、外資系企業は韓国政府から現地企業と同じ恩恵を受けられ

る。 

 韓国の現在の産業インフラは、タービンとタワーの製造を支援できる態勢にある。 

 韓国の風力発電関連機器企業は、技術と経験の面から、今後も虚弱なままである。技

術面の優れた専門知識と高い評価を得ている外国企業が韓国市場において確固たる地

位を維持し、現地企業よりも競争上の優位性を得ることになろう。 

 

③ 韓国に施設を置く不利点 

 韓国内の風力発電市場全体の規模（現在、全体で約 400MW、年間追加量が 42MW か

ら 51MW の範囲）は小さい。 

 洋上風力発電ファームプロジェクトの大半が、政府の多大な財政支援を必要とする。

業界の専門家の一部は、全羅南道の 5GW の洋上風力ファームの設置の成功に悲観的

である。このプロジェクトが遅れれば、韓国市場の将来の拡大に大きなマイナス影響

を与えるだろう。 

 風力発電パークは、まだ概念形成・開発段階にある。Hyundai、Samung、Hyosung

など、既存の有力な鉄鋼会社があり、これらは、タービン開発・製造産業に積極的に

参加しているために、厳しい競争に参加することになろう。これらの複合企業は規模

が大きいために、研究開発への投資が可能であり、当産業における自社の名声を高め
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るために価格の引き下げが可能であろう。 

 政府は、韓国における洋上風力発電技術の開発を重視しているが、これに向けた安定

した投資はまだ行っていない。こうしたプロジェクトの規模を考慮すると、洋上風力

発電ファームに対する政府の支援が必要であるとみられる。こうした状況にあり、現

地の企業でさえ、これらの洋上風力ファームにまだ大きな投資を行っておらず、当部

門への政府の確固たる約束を待っている状態である。 

 

④ ターゲット部門および推奨する参入形態 

風力発電関連機器産業内の既存の有力な複合企業との国内での激しい競争、そして、洋

上風力発電プロジェクトに対する政府の開発計画を巡る不確実性を考慮して、韓国市場に

参入する際には、比較的低水準の関与手法を勧めたい。新規参入を検討する事業者は、既

存の風力発電関連機器供給業者との技術（財政）協力を探りたいかもしれない。彼らに技

術的な専門知識を提供し、その一方で市場内の足掛かりを確保するためである。検討する

可能性があるもう一つのルートは、より小規模の事業者の買収である。これは、韓国の小

規模ではあるが良く知られた風力エネルギー企業 Unison を最近買収した東芝のケースに

見られる。必要な投資額の規模と、比較的長期に及ぶ計画期間を考慮すると、グリーンフ

ィールド投資（投資先国に新たに法人を設立する形態の投資）はあまり勧められない。 

 

参考資料 1：韓国における風力エネルギー開発計画 

 

地域 A：セマングム地域における洋上風力ファームの開発 

 場所：Saemangeum と Gogunsan islands の間 

 プロジェクト完了日：2020 年までに 

 プロジェクトの規模：2.5 GW 

 

セマングム地域における風力エネルギー開発計画 

 韓国政府は、2019 年までに 2.5 GW 規模の洋上風力発電ファームを設置する計画であ

る。これが優先されてきたのは、陸上の風力エネルギーには、現在、土地と環境面の

制約があるためである。韓国政府は、造船、およびその他のさまざまな洋上プラント

開発の経験がある国内企業が洋上風力エネルギー技術を開発するのを奨励している。

すでに、セマングムと Gunsan 地域が風力エネルギーの中心地となっていて、企業は、
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風力発電ファームの指定地域に投資している。また、新しく建設されたセマングム港

と Gunsan 港の開発を通したシームレスな物流を支援する計画がある。 

 

セマングムにおける 2.5GW の洋上風力発電ファーム開発予算（単位：100 万ドル） 

区分 
政府の 

研究開発 
タービン 支持構造物 

グリッド 

接続費用 
その他 合計 

第 1 期 14.22 177.78 88.89 220.36 35.29 536.53 

第 2 期 11.56 1,600.00 800.00 197.69 80.00 2,689.24 

第 3 期 - 2,266.67 1,133.33 1,439.64 164.80 5,004.44 

合計 25.78 4,044.44 2,022.22 1,857.69 280.09 8,230.22 

注：第１期、第 2 期は 356 万ドル／MW、第 3 段階は 311 万ドル／MW とする。 

（出所） Ministry of Knowledge Economy（知識経済部） 

 

セマングム地域における洋上風力発電ファーム技術 R&D（研究開発）ロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所） Ministry of Knowledge Economy（知識経済部） 

・SCADA：Supervisory Control and Data Acquisition（コンピュータによる監視制御シス

テム） 

政府から

の支援  

KoreaElectric 

Power Corp. 
コンソーシアム 

 

HVDC の開発(1.9GW,2 回線) 

風力・天候評価 

洋上風力エネルーの環境
影響分析 

SCADA/CMS の開発 

必要な機
器の決定 

洋上マストの
監視・分析 

現地調査・現地確認・第 2
期風力発電ファームの設
計 

実 用 性
要件 

設計・建設・設置 建設・設置 建設・設置 

生産・設置 

生産・設置 

モニタリング 

SCADA の建設・ 
管理 

第 3 風力発電ファ
ームの設計 

EIA・許可習得 モニタリング 

モニタリング 

SCADA の建設・管理 

生産・設置 
(2 回路、600MW） 

設 計 ・  
許可習得 

設 計 ・  
許可習得 

設計・建
設・設置 

EIA・許
可習得 

EIA・許
可習得 

試験用地（100MW） 
試験的コンプレックス
（900MW） 

増設（マルチ GW） 

第 1 期 第２期 第３期 

2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
段階 

開発目標 

電力変換器 

（HAVC） 

資源評価 

風力タービン 

 

電力変換機 

（HVDC） 

風力発電ファー

ム設計 

EIA 

運転技術 

支持構造体 
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諮問委員会   

（知識経済部、全羅
南道、全羅北道、
KEPCO、KEPRI） 

 

洋上風力発電ファ
ーム事務所 

実行委員会 

電力会社 

14 社 

システム担当 

12 社 

メーカー 

14 社 

建設会社 

13 社 

金融機関 

10 社 

・CMS：Condition Monitoring System（機器状態監視システム） 

・EIA：Environmental Impact Assessment（環境影響評価） 

 

セマングム地域の 2.5 GW の洋上風力発電ファーム開発参加者のリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所） Ministry of Knowledge Economy（知識経済部） 

 

地域 B：全羅南道における 5GW の風力エネルギープロジェクトによる洋上風力発電ファー

ムの開発 

 

 2023 年までに全羅南道に 5GW 規模の風力エネルギーコンプレックスを開発する計画

があることが、2009 年に発表された。しかし、この開発計画は最近まで進展がなかっ

た。最近になってようやく、「全羅南道風力エネルギー委員会」の中核をなしている

POSCO、District Heating Corp、SK、および Hanyang 等の企業が、この計画の実

現のために、風力エネルギーファーム建設のフィージビリティ調査を行った。 

 全羅南道地域は、韓国で最も風況がよく、洋上風力発電ファームの開発に適した地で

あると言われている。しかしながら、こうした大規模な発電設備をすべて全羅南道地



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
121 

域に置くことを巡り、依然として懸念がある。政府は、この風力エネルギーコンプレ

ックスで生産した電力を、エネルギーを必要とする地域にどのように供給するかに関

するプラン、そして必要と思われるさまざまなインフラについて、まだ発表していな

い。 

 5GW のプロジェクトは、この地域に企業や工場を定着させることで、地域産業の振興

と全羅南道内の雇用推進を目指している。しかし、まだ企業の積極的な参加には至っ

ていない。 

 

地域 C：チェジュ島における 2GW の風力エネルギープロジェクトによる洋上風力発電ファ

ームの開発 

 

 2011 年から 2030 年の間に 2GW の洋上風力発電施設に 100 億ドル投資すること、そ

してこれがチェジュ島に設置されることがすでに発表されている。 

 チェジュ島は、韓国のなかでも最も風の強い地域の一つである。現在、この計画に対

して、このプロジェクトに潜在する安全面の問題、地域の観光収入の損失、そして環

境上の懸念を巡って反対意見が出ている。 

 

チェジュ島内の海洋風力発電ファーム開発に関して提案されている段階 

段階 年 発電容量 プロジェクト

地 

建設会社 投資額 

第1期 

第 1 段階 

（試験） 

（2011−2014） 

150 MW 

(5 MW 30

基) 

Hallim-eup 

Korea Power 

Engineering 

Company 

6 億 4000 万

ドル 

第 1 段階 

（試験） 

（2011−2016） 

200 MW 

(5 MW40

基) 

Daejeong-eup 
Korea Southern 

Power Company 
9 億ドル 

第 2 段階 

（2014−2019） 
650 MW - - - 

第2期 2020-2030 1,000 MW - - - 

合計 2,000 MW - - - 

（出所）Spire 調査に基づく 
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参考資料 2：「減税・免税法」が適用される構成部品 

 品目 仕様 

1 ブレード ガラス繊維または炭素繊維を材料とするブレード。 

長さが最低 7 メートルあるブレード。 

2 ブレーキシステム 風力タービンのメインシャフト用またはヨーブレーキ装

置用のブレーキで、油圧または電磁力によって作動する

もの。 

 

3 伝動装置 減速比 1：10 超の伝動装置。 

4 転がり軸受 大型転がり軸受からなる回転シャフト用のボール軸受ま

たは転がり軸受。 

5 ギヤードモーター 出力 1.5KW 超の誘導モーターまたは付属のギヤードモ

ーター。 

サーボモーターに付属している減速ギア装置。 

6 ピッチコントロールシス

テム（ブレードアングルを

制御） 

モーター、緊急用大容量バッテリー、ブレードアングル

を制御するコントロールパネル。 

7 冷却装置 2 バールの圧力、モーターの最大出力が 1 キロワット超、

ポンプの分当たり流量が 70 リットル以上の風力タービ

ン冷却装置。 

8 永久磁石 風力タービンに設置されている永久磁石 

9 タワーベースキャビネッ

ト 

入出力チャンネルがあり、ディスプレーパネルとイーサ

ネット通信ポートを作動させるキャビネット 

10 コンバータキャビネット 1.5MW または 600 ボルトの電力を生成する風力タービ

ンの電力変換装置。 

11 ブレード用のガラス繊維

または炭素繊維 

ガラス繊維または高強度の炭素繊維からなるロービング

繊維。 

12 スリップリング 風力タービンローターと、電気信号・電力送信のための

固定の装置との間にあるスリップリング。 

13 潤滑システム 風力タービンのスピンドル軸受、発電機軸受、ピッチ、

ヨー装置の摩擦制御のための潤滑システム。 
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14 ブレード監視システム 歪みセンサー、温度センサー、データ伝送装置によって

ブレードの変形を発見するシステム。 

（出所）Spire 調査に基づく 

 

参考資料 3：風力発電関連企業のプロフィール 

 

A. UNISON Co. Ltd. 

社名 UNISON Co. Ltd. 

主たる地理的

区分 

本社・工場： Chojeon-ri, Sanam-myeon, Sacheon-si, 

Gyeongsangnam-do,Korea 

設立年  1984 年 9 月 

本籍国  韓国 

売上高  7,600 万ドル（2010 年度） 

 年間生産能力：風力タービン 1,000MW、風力タワー1,000 基 

業務の市場区

分 

 風力タービン産業 

 鍛造業 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 37%  0% 

海外施設  2009 年 10 月に、風力タービン製造販売のために、Hong Kong 

Investment Co を通して、Unison China Ltd が設立された。こ

の会社もまた、風力エネルギー関連クラスターの開発と建設に

従事する主要な小会社である。 

主な供給製品  タービン（750KW、2MW、3MW、3.6MW） 

 Gangwang 風力発電ファーム（発電容量：98MW） 

 Yongduk 風力発電ファーム（発電容量：39.6MW） 

研究開発能力  風力エネルギー生成システムの開発 

 風力エネルギーファームの開発 

 試験・評価 

 以下の研究 

  - 750 KW のギアレス WECS（風力エネルギー変換システム） 

  - 2MW の PMSG（永久磁石同期発電機）タイプの WECS 
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    - 制御システム 

  - SCADA（監視制御システム） 

    - 電力変換装置 

  - ブレード 

  - UNISON PMSG 

認証  Germanischer Lioyd 

 DEWI-OCC 

主要なサプラ

イヤー 

調達先 

回答なし  回答なし 

主要顧客 製品 

JPS, Juhl, 

Zion Winds, 

 JPS（ジャマイカ）：750KW 4 基 

 Juhl Energy（米国）：750KW 2 基 

 Zion Winds（米国）：750KW 2 基、2MW 2 基 

 ガラパゴス再生可能エネルギープロジェクトのための信託基金

（エクアドル）：750KW 3 基 

 TWL（スウェーデン）：750KW 1 基 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 

 

B. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. 

社名 Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. 

主たる地理的区

分 

本社：Hyundai Heavy Industries Co., Jeonha 

1-dong,Dong-gu,Ulsan, Korea 

工場：Soryong-dong,Gunsan-si,Jeonbuk, Korea 

設立年  1973 年 12 月 

本籍国  韓国 

売上高  5 億 3,000 万ドル（2010 年度、グリーンエネルギ開発部門） 

 年間生産能力：600MW の風力タービン 

業務の市場区分  造船・海事 

 エンジン機器 

 電子式バッテリーシステム 
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 建設機器 

 発電所 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 9%  0% 

海外施設  中国 Shandong に 600MW の風力タービン工場を建設 

主な供給製品  太陽光発電システム 

 風力タービンシステム 

 潮流発電装置 

研究開発能力  船舶・海洋研究機関 

 産業技術研究所 

 機械・電気研究所 

 テクノデザイン（技術設計）研究機関 

 技術事業部 

主要な供給業者 供給物調達先 

KM, Bokuk, 

Sungjin 

ceotec, 

sungbo, 

Plaspo, 

Taewoong, 

Dongkuk 

S&C, Speco 

 ブレード：KM   

 発電機：Bokuk 

 ピッチ、ヨードライブ：Sungjin ceotec, Sungbo 

 インバーター：Plaspo 

 フランジ：Taewoong 

 タワー：Dongkuk S&C, Speco 

今後の展望  最初の 1.5 MW クラスの生産に続き、次は 2〜5MW クラスの

生産を予定。2013 年までに、製品の多様化のために、生産能

力を 800MW まで拡大する予定。 

 世界的企業 AMSC Power Technology Inc.との提携によって、

5MW クラスの発電機を製造・市場化・販売する計画がある。 

 中期目標として 2012 年に 5.5NW のプロトタイプ（試験用）

機を稼働させる。 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 
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C. Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. 

社名 Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. 

主たる地理的区

分 

本社・工場：22 DoosanVolvo-ro, Seongsan-Gu, Changwon, 

Gyeongnam Korea 

ソウルオフィス：465 Gangnam-daero, Seocho-Gu, Seoul Korea 

設立年  1962 年 9 月 

本籍国  韓国 

売上高  54 億 9,100 万ドル（2010 年） 

業務の市場区分  発電施設 

 脱塩・水管理・産業施設 

 鍛造 

 建設 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 14%  0% 

海外施設  なし 

主な供給製品  風力タービン 

 ブレード 

 動力伝動装置 

 スピーダー 

研究開発能力  回答なし 

認証  洋上用 3MW クラスの風力ターピンシステムの開発、国際認

証（2011） 

 同社の海洋風力発電システムである 3MW の「WinDS3000」

は、知識経済部の 2006 年の国家プロジェクトであり、同社は

現地の開発担当に選出された。2009 年 9 月には、チェジュ島

Gimnyeong の実証プラントの設置が無事、試験を通過した。 

主要な供給業者 供給物調達先 

KM, Bokuk, 

Sungjin 

ceotec, Plaspo, 

PSM, 

 ブレード：KM 

 発電機：Bokuk 

 ピッチ、ヨードライブ：Sungjin ceotec 

 インバーター：Plaspo 
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Dongkuk 

S&C, Speco 

 フランジ：PSM 

 タワー：Dongkuk S&C, Speco 

今後の展望  国産初の 3MW クラスのタービンが、洋上風力タービンシス

テムとして国際認定を受ける準備段階にある。これは、協力

覚書に署名して、スコットランドおよび R&D 風力エネルギ

ーコンプレックスとの共同取り組みを開始して行われる。 

 2013 年までに、6MW クラスのモデルを開発し、2015 年には

大量生産を行う予定。 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 

 

D. Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 

社名 Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 

主たる地理的区分 本社：Samsung Life Seocho Tower, Seocho 2-dong, Seocho-gu, 

Seoul, Korea 

工場：630-5, Hannae-ri, Yeoncho-myeon, Geoje-si, 

Gyeongsangnam-do, Korea 

設立年  1974 年 8 月 

本籍国  韓国 

売上高  116 億 300 万ドル（2010 年） 

 年間生産能力：500MW の風力タービン 

業務の市場区分  造船（風力エネルギーを含む） 

 建設 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 23%  0% 

海外施設  なし 

主な供給製品  風力タービン 

研究開発能力  2008 年 6 月以降、船舶用プロペラ、軸、ギアボックス、およ

びその他の関連技術とともに、風力タービンの製造が同社の

造船部門と海事部門で行われるようになってきた。2008 年 6

月には、2.5MW クラスの陸上風力タービンの開発が始まり、

2009 年 6 月に完成した。5MW クラスの洋上風力タービンが



    
 

           

         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
128 

現在、開発途上にある。 

認証  2.5 MW の陸上風力タービンがドイツの認定「設計認証」を

取得した。 

主要な供給業者 供給物調達先 

KM, Bokuk, 

Sungjin ceotec, 

Plaspo, 

Taewoong, 

Dongkuk S&C 

 ブレード：KM 

 発電機：Bokuk 

 ピッチ、ヨードライブ：Sungjin ceotec 

 インバーター：Plaspo 

 フランジ：Taewoong 

 タワー： Dongkuk S&C 

主要顧客 製品 

Ciel Rosa  Samsung HDI は、米国の Ciel Rosa との提携によって、2011

年第 3 四半期に、2.4 MW クラスの風力タービンをテキサス

州に設置した。2011 年に 7MW クラスの製品が開発された。 

今後の展望  2010 年から 2012 年まで、品質と性能の検証に基づいて、米

国・カナダ・国内市場を主要なターゲットにしてきた。 

 同社は、30 億ドルの売上高のうちの約 6 億ドルを風力エネル

ギー部門に投資して、2015 年までに世界第 7 位（目標 10％）

になるのを目標としている。 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 

 

E. TAEWOONG CO., Ltd. 

社名 TAEWOONG CO., Ltd. 

主たる地理的区

分 

本社・工場：1462-1, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan, Korea 

設立年  1981 年 5 月 

本籍国  韓国 

売上高  2 億 9,600 万ドル（2010 年） 

 風力タービン鍛造の年間生産高は 30 メガトン（2009 年） 

業務の市場区分  造船・船舶用エンジン 

 風力発電 
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 発電 

 プラント 

 産業機械 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 タワーフランジ：60%超  0% 

海外施設  なし 

主な供給製品  風力エネルギー用のメインシャフト 

 風力エネルギー用のタワーフランジ 

 ピッチ軸受用の内輪と外輪 

 ヨー軸受 

研究開発能力  Siemens は風力エネルギー関連鍛造部品の生産において全世

界の供給量の 60%のシェアを持つ世界 No.1 であることは良

く知られている。優れた生産設備の生産のためにタワーフラ

ンジと技術を Siemens に提供するのは有益である。 

認証  ISO 9001、ISO 14001 

 船舶等級付け（KR、SV、DNV、GL、LR、NK、RINA、ABS） 

 グリーンテクノロジー認証（知識経済部） 

 ASME MO 

 OHSMS 18001 

 KEPIC MN 

 PED 

 GE-PS 

 GE-Wind 

 製品品質保証（Doosan 製エンジン） 

 CHIYODA 

 地域のエコイノベーション証書（釜山広域市） 

主要顧客 製品 

Vestas, 

Enercon, GE 

Energy, 

Siemens 

 タワーフランジ 

 メインシャフト 
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今後の展望  20102 年末までに、80 メガトンの電気炉建設の価格競争力を

強化して、既存の鍛造企業間の差別化を図る。 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 

 

F. HYUNJIN MATERIALS CO., Ltd. 

社名 HYUNJIN MATERIALS CO., Ltd. 

主たる地理的区

分 

本部・第一工場：1601Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan, Korea 

第二工場：1660-12, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan, Korea 

第三工場：627, Gyenae-ri, Chilseo-myeon, 

Haman-gun,Gyeongsangnam-do, Korea 

設立年  1978 年 

本籍国  韓国 

売上高  2 億 5,000 万ドル（2010 年） 

業務の市場区分  鍛造製品の製造 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 メインシャフト：10%未満  0% 

海外施設  なし 

主な供給製品  メインシャフト 

 ドア枠 

 タワーフランジ 

 ピッチ軸受 

 ヨー軸受 

研究開発能力  回答なし 

認証  ISO 9001, ISO 14001  

 OHSAS 18001  

 MAN  

 ABS  

 BV  

 CCS  

 DNV  

 GL  
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 KR  

 LR  

 NK  

 RINA  

 ASME  

 KEPIC  

 RED 

 グリーンテクノロジー証書（知識財産部） 

主要顧客 製品 

Vestas, GE 

Energy, 

Siemens, 

Clipper 

 メインシャフト 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 

 

G. PSM INC. 

社名 PSM INC. 

主たる地理的区分 本社・工場：1178-4, Jisa-dong, Gangseo-gu, Busan, Korea 

設立年  1986 年 11 月 

本籍国  韓国 

売上高  1 億 5,600 万ドル（2010 年） 

 風力タービン鍛造の年間生産量は 25 メガトン（2009 年） 

業務の市場区分  風力タービン設備 

 発電所、石油化学プラント 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 タワーフランジ：約 30%  0% 

海外施設  Pyeongsan Hollow (Dalian) Co., Ltd（中国、大連） 

  鍛造・軸受技術の開発 

主な供給製品  フランジ 

 ギアリム 

 Distance Plate 
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 Lock Plate 

 旋回リング（Slewing Ring） 

 メインシャフト 

研究開発能力  回答なし 

認証  データ入手不可 

主要顧客 製品 

GE Energy, 

SUZLON, 

VESTAS, 

Enercon, 

Gamesa 

 タワーフランジ 

 軸受 

 メインシャフト 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 

 

H. DONGKUK S&C 

社名 DONGKUK S&C 

主たる地理的区分 本社・工場：547-3, Jangheung-dong, Nam-gu, Pohang-si, 

Gyeongbuk, Korea 

設立年  2001 年 7 月 

本籍国  韓国 

売上高  9,200 万ドル（2010 年） 

 2011 年の年間生産能力：1,570 セット 

業務の市場区分  風力エネルギー設備 

 鉄鋼 

 建設、代替エネルギーの開発 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 風力タワー：70%超  回答なし 

海外施設  なし 

主な供給製品  風力タワー 

研究開発能力  回答なし 

認証  OHSAS 18001  

 ISO 14001  
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 DIN 18800-7  

 ISO 3834-2  

 AISC  

 ASME S  

 ASME U  

 KOSHA 18001  

 JIS  

 AWS  

 ISO 9001 

 優れた環境・製品の品質管理の実践証書（韓国技術標準院） 

 工場認証（建設交通部） 

主要顧客 製品 

Vestas, Enercon, 

GE Energy, 

Gamesa, 

Doosan, 

Hyundai, 

Samsung 

 風力タワー：これは、陸上タービン用の風力タービンタワー

を生産している国内企業である。これには、海洋風力タワー

を製造する工場の建設（現在進行中）も含まれる。 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 

 

I. HYOSUNG Power & Industrial System Performance Group 

社名 HYOSUNG Power & Industrial System Performance Group 

主たる地理的区分 本社：Hyosung Bldg., Gongdeok-dong, Mapo-gu, Seoul, Korea 

工場：Hyosung Heavy Industries Co., Nae-dong, Seongsan-gu, 

Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea 

設立年  1962 年 

本籍国  韓国 

売上高  72 億 8,100 億ドル（2010 年） 

業務の市場区分  テキスタイル 

 工業原料 

 化学薬品 
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 重工業 

 貿易 

市場シェア 陸上施設 洋上施設 

 6%  0% 

海外施設  なし 

主な供給製品  風力タービンシステム（2 MW、750 KW） 

 風力タービン発電機 

 風力タービン・ギア装置 

 風力タワー 

研究開発能力  風力エネルギーギアボックスと発電機の主部品。PCS の確

実な開発に関連する研究の信頼性の向上。 

 2005 年に 750KW クラスの風力発電システム、2007 年に 2 

MW クラスの風力発電システムが開発された。 

認証  Hyosung は、2009 年 4 月に、国産の 750 KW クラスのギ

ア付き風力発電システムについて、ドイツの風力エネルギ

ー認証機関 DEWI-OCC から国際認証を取得した。2 MW

の風力発電システムも、2009年8月に国際認証を取得した。 

主要な供給業者 供給物調達先 

KM, Bokuk, 

Kyungin drive, 

Plaspo, 

Taewoong 

 ブレード：KM 

 発電機: Bokuk 

 ピッチ、ヨードライブ：Kyungin drive 

 インバーター：Plaspo 

 フランジ：Taewoong 

（出所）当企業ホームページ等に基づく 

 



 

アンケート返送先    FAX： 03-3587-2485 

e-mail：ORD@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 再生可能エネルギー（RE）調査チーム 宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：アジア主要国の太陽光・風力発電市場 

ジェトロでは、アジア主要国の太陽光・風力発電市場を目的に本調査を実施いたしました。

報告書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ

選定などの参考にさせていただきます。 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「アジア主要国の太陽光・風力発電市

場」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想

をご記入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

お名前 

 

※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただき

ます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いた

します。 

～ご協力有難うございました～ 
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