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ハイライト

Dali Performance は ご家庭や小規模なオフィスビルなどの電力供給に適した、小
型風力発電ソリューションです。スウェーデン発のイノベーション、木製風力発
電機用タワー（特許出願中）とセットでご提供いたします。

当小型風力発電機は、世界各国の認証を取得しており
安全・最適なパフォーマンスを保証いたします。

−  効率的で信頼できるパフォーマンス。
−  特許取得済みの「可変ピッチシステム」がスムーズにローター速度を制御

。風速の大小に関わらず最大限の出力を確保します。
−  開発チームが多くの時間と労力かけて設計したブレードが、静かな運転を

実現。
−  ブレードの回転速度を遅めに制御することで、静かな運転が実現しました。



設置実績

世界各国の設置実績が信頼の高いパフォーマンスの証です。

ヨーロッパ：
スペイン,、ポルトガル、フランス、 イタ
リア、 ドイツ、イギリス、アイルランド、
オランダ、デンマーク、フィンランド

ナミビア、南アフリカ、
ケニア

トルコ
アメリカ, カナダ

ニュージーランド

韓国、台湾、ベトナム

チリ 

モロッコ

バルバトス島



設置事例
ブレーキンゲ工科大学（スウェーデン）

(Blekinge Institute of Technology, Sweden)









仕様
 

定格出力 3,5 kW

風車タイプ アップウィンド、水平軸
年間平均出力 7800* kWh @6 m/秒
ロータ直径 4,05 m

ブレード数 3

ブレード素材 ガラス繊維強化ポリエステル樹脂
防錆処理 密閉設計 + e-coat + 陽極処理 + UVカット加工
耐久年数 > 20 年間
定格ローター回転数 250 rpm

定格風速 12 m/秒
Cut-in 風速 3 m/秒
出力制御 遠心性受動可変ピッチシステム（衝撃吸収構造）

ブレーキ 電気制御

ねじれ防止メカニズム スリップリング
グリッド配電 120 / 240 V AC – 50 Hz – 単相
風車重量 185 kg

騒音レベル @ 8 m/秒 37 dB(A) ＠60 m

タワータイプ Dali 木製タワー (12m または15m)

*  平均年間発電量は参考で、実際の発電量を保証するものではありません。
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製品認証

風車メーカーは 「風車設計と製造者」としてISO 

9001:2008 を取得しています。 ロイド船級協会系の
国際認証機関であるLRQAから表彰されています。

試験認証機関、INTERTEK は Dali Performance がアメ
リカで有効なAWEA 9.1 認証とイギリスで必要な MCS

 取得に必要な仕様を満たしているとの結果を出しま
した。



優れた低騒音設計

風速8m/秒の環境で、風車から60m離れた場
所における騒音レベルは37.1 dB (A) です。 
（BWEA 基準を満たしています。）
これは日常生活で耳にする雑音のほんの小
さな音と同じレベルの音量です。例：図書
館の中で聞こえる足音やひそひそ声など。
右の表は身近な騒音をデジベル（dB）で表
したものです。

日日常常のの騒騒音音ののデデジジベベルル表表記記,,  ddBB((AA))
足音 10
木の葉がそよぐ音 20

  ひそひそ声の会話 30
  図書館 40
  静かなオフィス　 50
  日常会話 60
  街の喧噪 80
  掃除機の音 90
  バイクのエンジン音 100
  ロックコンサートの会場 120
  ジャックハンマー 130
  ジェット機が飛び立つ音 150
  爆弾の爆発音 180



システム構成

On-Grid システム

Off-grid システムは途切れない電力供給を実現できます。
より詳しいお問い合せは : info@innoventum.se 



Dali XII
a unique wooden tower

高高モモジジュューールル性性
パッケージ体積 1.2 m3。 

最長部は 2 m に満たず、 
トレーラー輸送が可能。

高高耐耐久久性性
風速 60 m/秒の突風にも対応。
含浸圧縮処理が施された木材を使用し、耐
久年数は > 20 年間。

騒騒音音  &&  振振動動吸吸収収性性
Dali タワーに使用されている木
材は、風車からの振動と音を吸
収。

組組立立ててのの容容易易性性
重量 80 kg 以下の風車を搭載する場合、
クレーン等の重機なしで組立てが可能。

Dali tower は、シュールレアリストアートからインスピレーションを受け
てデザインされました。

Dali XII 木製タワーの特徴:



木製タワーの製品開発

InnoVentum の木製タワーは、ルンド大学工学研
究科（Lunds Tekniska Högskola: LTH）と、École 
nationale supérieure des technologies et industries du 
bois（ENSTIB）の協力の元、 6,000 エンジニアリ
ング時間を費やし、開発・設計・製品化されま
した。

設計バリデーションは、1:10 スケールのプロト
タイプを用いて行い、重要箇所については、フル
スケールでテストを行いました。その後、12ヶ月
のフィールドテストを実施しました。
Dali XII タワーは、現在、特許出願中です。



木製タワー vs. 鉄製タワー
鉄製タワーの製造時には、莫大なエネルギーの消費と
CO2の放出が行われます。例えば、12mの鉄製タワー
を製造するには、400㍑の石油が必要とされ、4㌧の
CO2が放出されると言われています。一方、木製タ
ワーに使用している樹木2本は、45年間の生存中に少
なくとも1㌧のCO2を吸収していると計算できます。

鉄製タワー、特に中空管タイプのものは、風力発電
機からのノイズと振動を増幅することで知られてい
ますが、木製タワーは、逆にそのノイズと振動を吸
収してくれます。

更に、湿度が高い環境や海辺に設置する場合、鉄製
タワーは腐食の問題を避けることが容易ではありま
せん。

鉄の市場価格は、不安定なことでも知られていま
すが、木材価格は比較的安定もしています。

鉄製タワーと比較してみると、木製タワーの持続可
能性の高さが理解して頂けるのではないでしょうか。

木木製製タタワワーー 鉄鉄製製タタワワーー

CO2 吸収 放出

風車からの
ノイズ 吸収 増幅

腐食からの
影響 受け難い 受け易い

市場価格 安定 変動

原料 再生可能 再生不可能



太陽光パネルを併設した
Power Tower

としてアップグレードも出来ます
Dali XII 木製タワーは、6
枚もしくは8枚の太陽光パ
ネルを併設し、ハイブリ
ッドソリューションとし
てパワーアップさせるこ
とが出来ます。小型風車
の発電に加え、最大年間
1,400 kWh*も多く発電す
ることが可能になります。

風が強くなる夜により多
く発電する風車と、太陽
が出ている間に発電する
太陽光パネルの組み合わ
せは最強の再生可能エネ
ルギー発電コンビです。

* - マルメ市のインスタレーションを参考にしています。



お問い合せ

sales@innoventum.se
InnoVentum AB

Lilla Varvsgatan 14
21115 Malmö, Sweden

+46 40 30 59 66


