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陸上風力発電事業の業務提携について 

 
2023年 2 月 17 日、GPSS グループの一員であるGPSS ホールディングス株式会社（本社：
東京都港区、代表取締役社長：目﨑雅昭 ）と、wpd AG グループ(本社：ドイツ連邦共和国
ブレーメン市、CEO：Dr. Gernot Blanke/日本法人である wpd ジャパン（株）（本社：東京
都港区、代表取締役社長：竹田洵）は、日本における陸上風力発電事業の共同開発及び投資
における業務提携を発表しました。  
  
本提携は、静岡県東伊豆町の町営風力の建替え事業を始めとし、両社が複数の陸上風力発電
事業を共同して開発及び投資を目指すものです。  
 
GPSS グループは、太陽光、風力、中小水力、地熱及びバイオガスなど、サステナブルな
資源を用いたエネルギー供給事業を手段に、サステナブルな社会の実現を目指す企業グル
ープです。 
地域に存在する未利用の水・風・熱などの自然の恵みを「コモンズ*」と捉え、「まず地域
から」を合言葉に、ステークホルダーである地域コミュニティと共同でエネルギー供給事
業を行い、社会をサステナブルにします。 （https://gpssgroup.jp/）   
    
*「コモンズ」とは、社会全体にとって共通の財産となる資源、共同で保守・管理すべき資源を意味し

ます。 
 
wpdグループは、1996 年に設立された世界的な再生可能エネルギー事業者であり、 
ドイツに本社を置き、陸上風力発電所と太陽光発電所の開発、ファイナンス組成、建設、

https://gpssgroup.jp/


運転までを行っています。現在、世界 28 か 国で積極的に事業展開している企業グルー
プであり、2,300MW の発電容量を有し、コーポレート PPA（電力購入契約）のパートナ
ーしても豊富な実績を有します。wpdは、ドイツ国内のみならず、ヨーロッパ、アジア、
米州地域で陸上風力、太陽光のプロジェクトを開発・建設中であり、13,870MW（陸上風
力）/2,300MW（太陽光）の開発パイプラインを有し、特に再生可能エネルギーの成長市
場である日本・アジア各国での事業拡大にも注力しています。 
（https://www.wpd.de/en/）  
  
両社は各々の強みを活かして、再生可能エネルギー事業を拡充しております。今後はそれぞ
れが持つ再生可能エネルギー事業の開発から運営までの豊富な知見を組み合わせることで、
日本の風力発電事業の発展と地域のサステナビリティ向上に貢献してまいります。  
  
お問い合わせ  
GPSS グループ  
広報グループ pr@gpss.jp  
 
wpdジャパン株式会社  
代表取締役社長 竹田 洵  
電話：03-4520-8601  
email: j.takeda@wpd-japan.jp  
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Partnership Agreement for Onshore Wind Power Generation Business 

 
Tokyo, February 17th - GPSS Holding Inc, a member company of GPSS Group (Head office: 
Minato-ku, Tokyo; President: Masaaki Mezaki) and wpd AG Group (Head office: Bremen, 
Germany; CEO: Dr. Gernot Blanke / Japanese subsidiary, wpd Japan Co. (Head office: 
Minato-ku, Tokyo; President: Jun Takeda), a subsidiary of wpd AG Group (Head office: 
Bremen, Germany; CEO: Dr. Gernot Blanke), have announced a business alliance for joint 
development and investment in onshore wind power generation projects in Japan. 
 
The aim of this partnership is to jointly develop and invest in several onshore wind power 
projects, including an onshore wind repowering project in the town of Higashiizu, Shizuoka 
Prefecture. 
 
About GPSS 

GPSS Group is a corporate group that aims to realize a sustainable society through energy 

supply business using sustainable resources such as solar, wind, small and medium-sized 

hydropower, geothermal, and biogas. 

We consider untapped natural potentials such as water, wind, and heat in local communities 

as "commons*," and under the slogan " Beginning from the local community" we establish 

joint energy supply projects with communities to make society sustainable. 



（https://gpssgroup.jp/home_en/） 
*The term "commons" refers to resources that are the property of the entire society and should 
be maintained and managed together. 
 
About wpd 
wpd is one of the world's leading developers and operators (IRPP) of wind farms and solar 
parks. Founded in 1996, the company develops, finances, constructs and operates wind farms 
and solar parks in 28 countries. The IRPP business includes projects in its own portfolio with 
a total capacity of almost 2,300 MW. As a result of its growing expertise, the company is 
considered a reliable partner for Power Purchase Agreements (PPAs). wpd is steadily 
expanding its activities in the German domestic market and internationally in Europe, Asia, 
North America, and South America and has a project pipeline totaling at 13,870 MW of 
onshore wind and 2,300 MW of solar energy. 
（https://www.wpd.de/en/） 
 
GPSS and wpd are going to collaborate to expand wind power business and enhancing 
regional sustainability in Japan by combining their respective capability and knowledge in the 
development and operation of renewable energy projects.  
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