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◇§１．ウインドファーム認証対象及び区分 

 

 本申請要領は日本国内において電気事業法の適用を受ける５００キロワット以上の風車を 1 基又

は複数基設置するプロジェクトにおいて以下のウインドファーム認証評価に関する手続きを示したも

のです。 

 

① サイト条件評価 

② RNA（風車）設計評価 

③ 支持構造物設計評価 

 

 

◇§２．ウインドファーム認証基準 

 

 本ウインドファーム認証は、IEC C6400(JIS C1400)及びウインドファーム認証技術基準（20191001）

に基づき評価を行います。 

 

◇§３．新規ウインドファーム認証の申請 

 

(１) 事前相談 

新規にウインドファーム認証を希望される場合は、担当職員との事前相談が必要となります。 

 

＜申請における留意事項＞ 

申請に際しましては、本申請要領の他に以下の規程等を必ずよくお読みください。 

① ウインドファーム認証業務約款 

② ウインドファーム認証実施要領書 

 

以上の留意事項を確認した上で、必要に応じて事前相談票（フォーム自由）を作成いただき、担

当職員と事前相談を行ってください。 

 

(２) 申請書の提出 

  認証の申請にあたっては、ウインドファーム認証申請書（別添 A）によりお申し込ください。 

(３) ウインドファーム認証申請図書の提出 

申請書の内容を確認後、BVJ 事務局（以下「事務局」という）は引受け受諾書（約款付）及び申請

図書リストを申請者に送付します。申請者はウインドファーム認証申請図書（別添 B 参照）を電子媒

体で事務局に提出してください。ただし当社が認めた場合に限り電子メールによる提出は可としま

す。なお、申請図書に不備が確認された場合は修正又は追加資料を求める場合がございます。 
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 当社事務局担当職員が、ウインドファーム認証業務規程に従い必要図書を確認します。 図書の

内容について不備がないことを確認したら、申請者は電子媒体又は紙媒体（BVJ 事務局から指定し

た部数）を委員会又は分科会開催日の 10営業日日前必着でご提出ください。 

事務局は委員会構成を決定し、第１回委員会の開催日を調整の上、申請者及び各委員に連絡しま

す。 

◆委員会の開催日 

委員会の開催日については、当社から原則電子メールでご案内します。直接お問い合わせい

ただく場合は下記電話番号までご連絡下さい。 

TEL： （045）641-4219 産業事業本部 風力発電事業窓口 

 

(４) 第１回委員会 

委員会は委員長、委員と専門委員で構成されます。委員会のヒアリングでは申請者に申請内容

の説明を行っていただきます。説明は（２）及び(３)の資料を用いて、評価員（委員又は専門委員）か

らの質問にご回答いただく形式で行います（委員会ヘの出席者は５名以内としてください）。所要時

間は、質疑応答を含めて１～２時間程度となります。委員会のコメント及び指摘事項については、申

請者が取りまとめ、指摘事項及び回答書を完成させ、事務局に提出してください。 

 

(５) 分科会開催日程の連絡 

事務局が分科会開催日程をお知らせします。 

 

(６) 分科会 

分科会は、申請者に必要に応じてご出席いただき、ウインドファーム認証用提出図書（改訂版）、

追加説明書及び指摘事項及び回答書に対する回答の説明をしていただくとともに、担当評価員と

の質疑応答等を含めて詳細な検討を行います。また、分科会は原則 2回までとします。 

なお、分科会用のウインドファーム認証用提出図書（改訂版）は、分科会開催 5 営業日前の午後

４時までに電子媒体にて提出してください。ただし当社が認めた場合のみ電子メールによる図書提

出は可能です。 

分科会の指摘事項及び回答書に回答を記入し、分科会終了後３営業日以内に、申請者は事務

局に電子メールにてお送りください。 

 

(７) 第２回委員会用のウインドファーム認証用提出図書（改訂版）の提出 

分科会での検討終了後、第 2 回委員会への報告となりますので、委員会報告用のウインドファー

ム認証用提出図書（改訂版）及び追加説明書を委員会開催 10 営業日前の午後４時までに電子媒

体にて提出してください。ただし当社が認めた場合のみ電子メールによる図書提出は可能です。 

 

(８) 第２回委員会 
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委員会では、原則担当評価員より（７）の委員会用のウインドファーム認証用提出図書（改訂版）、

追加説明書及び指摘事項及び回答書に基づき報告を行います。担当評価員の報告を基に検討し、

ウインドファーム認証技術基準に基づき、「適合」「適合（確認事項有り）」「保留」「不適合」のいずれ

かを判定します。 

・「適合」          ：特に問題なく審査終了 

・「適合（確認事項有り）」：軽微な修正等を確認の上、審査終了 

・「保留」          ：再度分科会にて継続審査を行う 

・「不適合」         ：審査を継続する事が困難であるため、審査打ち切り 

 

(９) 最終版図書の提出 

委員会において「適合」「適合（確認事項有り）」と判定された案件については、指摘事項及び回答書

を含め「ウインドファーム認証用提出図書」を基本とした「最終版図書」を、事務局が指定した期日まで

に電子媒体で事務局にご提出ください。ただし当社が認めた場合に限り電子メールによる提出は可能

です。 

 

(１０) ウインドファーム認証評価書及び評価報告書の発行 

事務局は、委員会において「適合」「適合（確認事項有り）」と判定された案件については「ウインドフ

ァーム認証評価報告書」を（８）の委員会終了後、10 営業日程度までに発行します。出来次第電子メー

ルでご連絡します。 

 

(１１) 手数料及び経費の請求 

ウインドファーム認証手数料及び経費については、評価書及び評価報告書を発行後に当社規定

に従い、所定の銀行へお振り込みください。 
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◇§４．評価書及び評価報告書発行後の変更の取り扱い 

 既にウインドファーム認証評価書及び評価報告書の発行が終了している物件について、変更が生

じた場合の申請上の取り扱いにつきましては、事務局にご相談ください。 

なお、打ち合わせに多少お時間を頂く場合がございますので、事前相談はできるだけ早い段階で

お願い致します。 

 

(１) 事前相談 

事務局との事前相談では、個別物件のウインドファーム認証の変更申請について、下記の事項

を明確に致します。 

①  設計変更の内容 

②  設計変更に対する検討内容 

③  その他の変更内容 

併せて、上記①～③についてとりまとめた資料「変更の概要説明書」（フォーム自由）及び申請図

書（変更版）を電子媒体でご提出ください。ただし当社が認めた場合は電子メールでの提出も可能

です。 

事前相談の内容により、事務局は委員会の開催の有無及び分科会開催の有無を前回ウインドフ

ァーム認証時の担当評価員と打ち合わせを行い、結果をご連絡致します。 

 

§４－１．委員会の開催を必要とする場合 

(１)変更資料の提出 

以下の資料を委員会開催の 5営業日前の午後４時までに電子媒体にて提出してください。ただし

当社が認めた場合のみ電子メールによる図書提出は可と致します。  

②  設計変更の概要説明書 

③  ウインドファーム認証用提出図書（変更版） 

                         

(２) 以降の手続き 

以降の手続きは、「§３．新規ウインドファーム認証の申請」の（３）以降と同様です。 

 

§４－２．委員会の開催を必要としない場合 

(１) 分科会日時連絡 

担当職員よりウインドファーム認証申請図書等の準備が整う時期をお伺い致します．その後、そ

の時期を踏まえ、前回評価時の担当評価員と分科会日時の調整を行い、申請者にご連絡致しま

す。（担当評価員は、原則として前回評価時の担当評価員となります。） 

 

(２) 分科会へ設計変更資料の提出 

以下の資料を分科会開催の 5営業日前の午後４時までに電子媒体にて提出してください。ただ
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し当社が認めた場合のみ電子メールによる図書提出は可能です。  

①  設計変更の概要説明書 

② ウインドファーム認証用提出図書（変更版） 

 

(３) 分科会 

分科会においては、申請者にご出席いただき、ウインドファーム認証申請図書（変更版）を基に

評価を行いますので、指摘事項及び回答書及び追加説明書を必要に応じて提出してください。 

 

 (４) 以降の手続き 

以降の手続きは、「§３．新規ウインドファーム認証の申請」の（8）以降と同様です。 
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◇§５．留意事項 

 

§５－１．評価期間について 

評価期間は第１回委員会開催日から起算し、6 ヶ月とする。但し、申請者が書面（フォーム自由）

を持って評価期間の延期を申し出た場合で、当該理由は正当であると事務局が認めたときにあって

は、評価期間を延期することができる。 
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◇§６．お問い合わせ先 

 

ウインドファーム認証の申請及び図書の提出は、下表の担当職員までお願いいたします。 

 委員会の開催日時、本要領書に記載されております資料の請求は、下表までお願いいたします。 

 

お問い合わせ内容 お問い合わせ先 

事前相談 

ウインドファーム認証申請 

資料提出 

委員会開催日の確認 

資料請求等 

（資料の郵送を希望される方は、

必要書類を明記の上、FAX にて、お

申し込みください。） 

 

 

ビューローベリタスジャパン株式会社  

産業事業本部 担当職員宛て 

℡ (045)641-4219 FAX (045)663-3777 

 

  所在地 ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部 

      〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通 7 日本大通 7 ビル 8F 

 

 

 

更新履歴 

版番号 R0 初版 

発効日 令和元年 10月 1日 
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ウインドファーム認証 申請書 

ビューローベリタスジャパン株式会社 御中 

☐ 新規申請 ☐ 変更（評価書番号：第 BVJ –YOK-      号 ） 

申込日  

申込者 

名称  

住所  

所属・役職  
印 

氏名  

下記について、ウインドファーム認証を受けたいので、次の通り申請します。 

申請に当たっては、ビューローベリタスジャパン株式会社ウインドファーム認証評価業務約款及び同ウインドファーム認証評

価業務規程を遵守します。また、申込書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

本認証評価の実行は、委員会で行う。 

1. 評価対象風力発電施設 

施設名称  

施設所在地  

発電事業者  

風車製造者  

風車型式名称  風車設置基数  

タワー構造設計  基礎構造設計  

風車施工管理  支持物施工管理  

2. 評価対象  評価を希望する対象及び項目にチェックを入れてください。 

☒ 陸上 ☐ サイト条件評価 ☒ RNA評価 ☐ 支持構造物設計評価  

3. 連絡先  評価に係る実務担当者の連絡先をご記入ください。 

所属・役職  

氏名  

住所  

TEL  E-mail  

4. 評価手数料請求先  評価手数料の支払者が申込者と異なる場合は、請求先をご記入ください。 

法人名  

住所  

担当者氏名  

TEL  E-mail  

5. 手数料額 ※  

合計金額：            円（税込み）       税抜：                円 

消費税：               円 
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別添 B 

ウインドファーム認証申請図書 リスト 

 

(1) 型式認証書及び最終評価レポート 

(2) 設計基準評価適合証明書及びその評価レポート 

(3) ウインドファーム認証適合証明書及びその評価レポート 

(4) 型式試験適合証明書及びその評価レポート 

(5) 製造評価適合証明書及びその評価レポート 

(6) (1)から(5)の評価レポートに記載されている風車製造者より認証機関へ提出した図面及び計算書 

(7) 計画サイトの基本情報 

(8) サイト条件評価に係る文書 

(9) 設計基準評価に係る文書 

(10) 全体荷重解析に係る文書 

(11) 風車設計評価に係る文書 

(12) 支持構造物設計評価に係る文書 


