オンラインセミナー

洋上風力発電 - 台湾・欧州からの学び
2021年3月9日(火)

午後3時～4時45分

開催

デンマークで世界初の洋上風力発電所開発に従事して以来、30年に渡り洋上風力発
電所に携わってきたエンジニアリングコンサルティング企業NIRASは、デンマークと欧州で
の経験を活かし、2012年より台湾でも洋上風力プロジェクトの開発を支援しています。
拡大しつつある日本の洋上風力市場でも活かすことのできる、台湾と欧州での豊かなプ
ロジェクト経験から得た教訓をお伝えします。
時間

プログラム

3:00 - 3:05

開会

ピーター タクソ-イェンセン
デンマーク大使

3:05 - 3:35

Beyond Earthquake and Typhoon:

台湾洋上風力の事業開発から建設段階にて得た教訓




3:35 - 4:05

台湾における開発地リース権ラウンド
ローカル市場への適応：ローカリゼーション政策と現状
設計、製造、建設における課題

Beyond Expectations:

環境課題、ステークホルダーの期待、そしてバンカビリティ




4:05 - 4:45

鳥類及び海洋希少種をめぐる影響緩和策とモニタリング要件
の変遷
漁業関連者との合意形成と漁業補償
バンカビリティと国際基準環境社会影響評価

グレイス・クオ
(APAC事業開発マネージャー)

※英語でのスピーチに日本語資料が付きます。

土岐靖子
(シニアコンサルタント)
※日本語でのスピーチに英語資料が付きます。

質疑応答・パネルディスカッション (日英対応)

台湾・APAC地域で活躍する洋上風力スペシャリストによるパネルディスカッション

パネリスト：ラウル・クビチェック（NIRAS Taiwan取締役社長）
ムハンマド・アル・ハムラウィ (APAC地域技術部長）
ニック・コーン（APAC地域環境・認証許可部長）
コーディネーター：田中いずみ（デンマーク大使館 上席商務官 ）

対象者： 洋上風力に発電事業者、建設会社、金融機関などとして関わってらっしゃる方々、及び、国、地方
自治体、行政機関、関係団体ご関係者

お申込み方法

参加をご希望のお客様は、3月8日（月）までに下記URLまたはQRコードから専用サ
イトにアクセスし、専用のオンラインフォームよりお申込みください。参加費無料です。

https://zoom.us/webinar/register/WN_EjCSuOyURGy62w6UsMyPDw

ONLINE SEMINAR

Offshore Wind - Lessons learned
from Taiwan and Europe
Tuesday 9 March 2021, 3:00 - 4:45 pm (Japan Standard Time)
NIRAS is a multidisciplinary engineering consultancy that has been involved in offshore
wind farm since the world’s first offshore wind farm in Denmark 30 years ago. Combining
the experience from Denmark and Europe, NIRAS team has since 2012 been supporting
the development of offshore wind projects in Taiwan. In this seminar, we will introduce
some of the key lessons learned from our project experience in Taiwan and Europe.

TIME

TOPIC

3:00 - 3:05 Opening
3:05 - 3:35 Beyond Earthquake and Typhoon - Lessons
learnt in Taiwan from Development to Construction




Offshore wind rounds
Adapting to the local market: localisation policy and
status
Challenges in design, fabrication and construction

3:35 - 4:05 Beyond Expectations - Environmental Challenges, Stakeholder Expectations and Bankability

SPEAKER
Ambassador Peter TaksøeJensen
Grace Kuo
(Business Development Manager,
APAC)
Session will be given in English with
presentation material in Japanese

Seiko Toki

(Senior Consultant)

Session will be given in Japanese with
Evolving requirements for mitigation and monitoring
presentation material in English
of birds and protected marine species
 Fisheries consultation and fisheries socio-economics
 Bankability and international ESIA/EIA
4:05 - 4:45 Q&A / Panel discussion (Bilingual session)
Panel discussion with our speakers and offshore wind specialists located in Taiwan/APAC:
Panelists: Raoul Kubitschek (Managing Director Taiwan)
Mohammed El-Hamalawi (Director of Engineering APAC)
Nick Corne (Director of Environment and Consent APAC)
Coordinator: Izumi Tanaka (Senior Commercial Officer, Royal Danish Embassy)


Who should attend? Anyone who are involved or interested in offshore wind as a developer, EPC contractor,
ECA, lender, relevant government authorities, etc.

Register Now

To attend, you can access the registration form via the URL below or
QR code for FREE registration before Monday, 8 March 2021:
https://zoom.us/webinar/register/WN_EjCSuOyURGy62w6UsMyPDw

