日独風力エネルギー
シンポジウム
2013年02月26日
（火）
10:30 h - 20:00 h
イイノカンファレンスセンター 4F Room B

参加費無料

日独風力エネルギーシンポジウム 2013
風力エネルギーのチャレンジとソリューション
2050年までに電力供給における再生可能エネルギーの割合を80%にする
という目標を掲げたドイツでは、2012年すでに23％の電力が再生可能エ
ネルギーによってつくられました。
ドイツ連邦環境自然保護原子力安全省の
アルトマイヤー大臣は、
ドイツの
「エネルギー大転換」
はすでに４分の１を達
成したと述べています。
今後、
ドイツが「エネルギー大転換」
を更に推し進めるにあたっては、風力発
電が成功の鍵を握っているといえますが、送電網の拡充と系統連携など解
決しなければならない問題も山積しています。一方日本でも、昨年7月1日よ
り
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」
が開始され、再生可能エネ
ルギーによる電力供給に大きな期待が寄せられております。
メガソーラーや
住宅用太陽光発電が再び活況をあびている中、風力発電では系統連係やイ
ンフラ整備など様々な課題に取り組んでいかなければなりません。
自然と調和した風力エネルギーの発展へ向けて、
日本とドイツがパートナー
を組めば、解決困難と思われる問題もきっと解決できるはずです。

2013年02月26日
（火）
10:30 h - 20:00 h
言語: 日英同時通訳
イイノカンファレンスセンター 4F Room B
東京都千代田区内幸町２丁目１−１
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日独風力エネルギーシンポジウム 2013
概
日時：
会場：

要

2013年2月26日
（火） 10:30 ｈ－20:00 ｈ
イイノカンファレンスセンター 4F Room B
〒100-0011 東京都千代田区内幸町２丁目１−１
在日ドイツ商工会議所
ドイツ連邦環境自然保護原子力安全省 (BMU)
一般社団法人 日本風力発電協会(予定）、一般社団法人 日本風力エネルギー学会、
ドイツ大使館
100名
無料
日英同時通訳

主催：
協賛：
後援:
定員：
参加費：
言語：

プ ロ グ ラ ム
10:30-10:40

ご挨拶

10:40-11:00

ドイツ再生可能エネルギー政策 2013年のチャレンジ
ハラルド・ナイツェル / ドイツ連邦環境自然保護原子力安全省

11:00-11:30

新政権の経済再生プログラムにおける風力エネルギーの役割
村上 敬亮 / 経済産業省 資源エネルギー庁 / 新エネルギー対策課長

/ 先進国間連携課 専門官

11:30-12:00

ドイツの風力エネルギーと系統連係の現況
ボリス・シュフト / 50ヘルツ社 / CEO

12:00-13:00

休憩

13:00-13:10

ご挨拶
小林 省二

13:10-13:30

日本の風力発電における系統連係の問題点と解決策
斉藤 哲夫 / 一般社団法人 日本風力発電協会 / 企画局長

13:30-13:55

ドイツの風力発電業界におけるチャレンジ
ディーター・フリース / 取締役 / ドイツ風力エネルギー協会

13:55-14:20

風力発電の最適な系統接続に関する国際的な取組みと期待-風力タービン・メーカーから
の視点 マルクス・フィッシャー / エネルコン社 / グリッド・インテグレーション・スーパーバイザー

14:20-14:35

コーヒーブレイク

14:35-15:00

風力エネルギーR&D活動における新しいチャレンジ – 蓄電とオフショア
ヨッヘン・バ－ド / フラウンホーファー研究所IWES / エネルギー転換・ストーレッジ部長

15:00-15:25

オフショア・ウインドパークの環境に対する影響 –浮体式洋上風力にフォーカスをおいて
アネッテ・ボスラー / GICON（ギコン）グロスマン・エンジニア・コンサルタント社 / 代表

15:25-15:50

テュフ・ラインランドによるオフショアの認証 - 浮体式プロジェクトのためのサポートとセイフティ
アンドレアス・プルス / テュフ・ラインランド・インダストリー・サービス社 / プロジェクト・マネジャ
ー・オフショア
フランク・ヴィッテ / テュフ・ラインランド・インターナショナル社 / グローバル・ビジネス開発部長
風力担当

15:50-16:15

オフショアとオンショアにおける技術スタッフのワールドワイド・スキルとスタンダード
ワラン・アスピナール / BZEE アカデミー社 / グローバル・ビジネス・デベロップメント

16:15-16:30

移動

16:30-17:30

自然エネルギー財団主催「セッション４：自然エネルギーの将来、
エネルギーの将来」
に参加

18:00-20:00

懇談会 レストラン アラスカ
（ALASKA）
東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル10F

/

東京都

東京都 環境局 環境政策部

環境政策課

Room B -> イイノホール

（プログラムは変更する場合がございますので、
あらかじめご了承下さい。)

日独風力エネルギーシンポジウム 2013 申込書
申込 FAX: 03-5276-8733 または インターネット: http://www.japan.ahk.de/jp/de022013/
2013年2月20日
（水）
までにご返信いただければ幸いです
貴社・貴会名:
英文名:
ご住所:
部署名:
役職:
ご担当者名:
Tel:
Fax:
URL:
E-Mail:
シンポジウム：10:30 h －16:30 h イイノカンファレンスセンター
□ ご出席 □ ご欠席

4F Room B

シンポジウム(自然エネルギー財団)：16:30 h －17:30 h
イイノカンファレンスセンター 4F イイノホール
□ ご出席 □ ご欠席
レセプション
（在日ドイツ商工会議所と自然エネルギー財団)：18:00 h －20:00 h
日本プレスセンタービル10F レストラン アラスカ
（ALASKA）
□ ご出席 □ ご欠席
「日独風力エネルギーシンポジウム2013」
は、
自然エネルギー財団主催の
「REvision2013 - 新しい
自然エネルギーの未来を創造する
（イイノカンファレンスホール）」
と並行して開催されており、
シンポジ
ウム終了後（１６時１５分）
には自然エネルギー財団のセッション４に合流いたします。
これが再生可能エ
ネルギーの将来展望をはかるとともに、様々な専門分野のエキスパートとネットワーキングしていただく
場となれば幸いです。

お問い合わせ先： 在日ドイツ商工会議所 DEinternational
長谷川 平和（Tel: 03-5276-8823 E-Mail: hhasegawa@dihkj.or.jp）

