
脱炭素と風力発電

拓殖大学
講座「世界の中の日本」

2022年10月26日

中西 聡
ディレクトフォース 環境部会



話の内容

I） 脱炭素社会の実現と風力発電
陸上風力、洋上風力（着底式、浮体式）

固定価格買取り制度

II）世界の風力発電への取り組み
デンマーク、ドイツ、英国、米国、中国

III）日本の風力発電の現状と今後



石油開発業界勤務
1971 - 1977 年：ナイジェリアで石油探鉱に従事

1978 - 2003 年：アブダビで石油開発・生産に従事

日本エネルギー経済研究所勤務
2004 - 2011年： APECのエネルギー政策を研究

APECの省エネルギー政策

APECの低炭素政策

APECの長期エネルギー需給予測

2012 - 2015年：世界の再生可能エネルギーの動向調査

自己紹介



自己紹介（続き）

海洋石油開発の生産・掘削プラットホーム



I）脱炭素社会の実現と風力発電



質問 1

洋上風力発電施設を見たことはありま
すか？

①実物を見たことがある
②映像で見たことがある
③全くない



銚子沖洋上風力発電
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2019年1月21日撮影
©三浦陽一

2022年1月19日撮影
©三浦陽一

東京電力/NEDO 実証研究 2009~2017年
三菱商事グループ風力発電事業

発電規模：390MW（12MW 風力タービンｘ32基）
商業運転開始予定：2028年9月



福島沖洋上風力発電 福島洋上風力コンソーシアム
「福島沖での浮体式洋上発電シス
テム実証研究事業総括委員会最終

報告書令和4年８月」



長崎県五島沖洋上風力発電

環境省/京大/戸田建設
実証研究 2010~2015年

戸田建設/ENEOS/大阪ガス他 風力発電事業

発電規模16MW（2MWタービンｘ8基）
商業運転開始予定:2024年1月



秋田港洋上風力発電

4.2MWタービンｘ13基
商業運転開始：2022年12月

2021年1月、モノパイル9本を積んだ第１船が
オランダ・ロッテルダム港から秋田港に到着

秋田洋上風力発電（株）

2022年6月、自航式SEP船（自己昇降式作業台船）
Seajacks 社 Zaratan号が秋田港に到着。

昨年の基礎部材（モノパイル、トランジションピース）
据付と同じく、風車部材（タワー、ナセル、ブレード）
据付においても同船を使用。



再エネ発電～脱炭素社会実現への役割

• 太陽光発電、風力発電
などの再エネ発電は石
炭火力、天然ガス火力
発電と比べると歴史も
浅く、現在の発電比率
は小さい。

• しかし、脱炭素実現の
ためには、太陽光と風
力の発電量は、今後30
年でそれぞれ、29倍、
16倍の増加が必要とさ
れている。• 2020年、太陽光と風力発電はそれぞれ世界の発電量の3%と6%を占める。

• 2050年、実質ゼロCO2排出（NZE)の実現には水力、バイオマスも含めた
再エネ発電比率は 83％まで拡大する必要がある。

• 2050年、太陽光と風力発電の比率はそれぞれ33%と35%

2050年NZE シナリオにおける世界の電源別発電量
“Net Zero By 2050: A Roadmap for Global Energy Sector “ (IEA, May 2021）



固定価格買取り制度（FIT : Feed in Tariff )

FIT制度は再エネ導入初期における普及
拡大とそれを通じたコストダウンを実現
することを目的とした制度。

FIT制度によって初期の目的を達成した
世界の国々は、再エネの自立化のステッ
プとして電力市場と連動したFIP制度
（Feed in Premium)に移行している。

FIP制度では再エネ発電事業者は卸電力
取引市場で取引をし、売電市場価格に国
が決めるプレミアム額がプラスされる。

日本は2022年4月からFIP制度を導入す
る。



Formosa (海能）1
風力発電ファーム

操業開始日：2019年11月
発電事業者：デンマークの Orsted
発電出力：128MW
風力タービン：4MWx2基、6MWｘ20基
買取価格：5.51台湾ドル／kWh（約19円／kWh）

。

JERA (東京電力 Fuel & Power:50%、
中部電力:50%)は Formosa1の32.5% 
の事業権益を保有



単位・用語

• 発電設備容量単位: KW（キロワット）、MW（メガワット）、GW（ギガワット）
1MW＝1000KW、１GW＝1000MW、1万KW＝10MW,
100万KW＝１GW

• 電力量単位:              kWh（キロワット時）、MWh(メガワット時）、TWh（テラワット時）
１TWh＝１kWhｘ109、PJ（ペタジュール）=278GWh

• 電力コスト単位： 円/kWh、米セント/ kWh、ドル/ MWh、ユーロセント/ kWh
10ドル/ MWh=１セント/ kWh

• Levelised cost of electricity: 均等化発電コスト(発電所の建設費、生涯運転費用、発電所廃棄コスト
の合計を生涯発電量で割った数値)

• 風力発電設備利用率：年間総発電量/タービン定格出力ｘ年間総時間（8760時間）
• 風力発電稼働率： 年間稼働時間（タービンが実際に回っていた時間）/8760時間



MW(メガワット）ってどの位の大きさ？

15MWソーラーパーク
Juwi/自然電力、熊本県菊池市

５MWルーフトップ太陽光
Constant Energy/ 自然電力、タイの工業団地工場



II）世界の風力発電への取り組み



各国の風力発電導入推移 (2000~2017年）

中国
風力発電
超大国

米国
風力発電
大国

ドイツ
風力発電
の優等生

デンマーク
風力発電
揺籠の地

グラフからは中国の風力発電容量
は日本の55倍（2017年）と読みと
れる。しかし、中国の総発電設備
容量は日本の7.7倍（2020年）ある。
各国の風力発電導入の比較には、
それぞれの風力発電比率を比較が
必要。



デンマークの風力発電（1）

“From black to green, a Danish sustainable energy 
growth story” Denmark Energy Agency 

Energy Statistics 2019 (Power 
Point）Danish Energy Agency

デンマークの
電源別発電量

脱原発国会決議

チェル
ノブイ
リ原発
事故



デンマークの風力発電(2)

600KW風車
設置：1997年

建設費7700万円
1997～2013年収支
売電収入：約2億円
諸経費：2400万円
2014年、中古風車と
して売却（6100万円）

かぜの学校（ケンジ ステファン スズキ）
「デンマークの市民・農民はどうやって風車で稼いだか」

• 1891年、デンマークの物理学者ポール・ラ・クールが風力発電機を開発
アスコー国民高等学校（フォルケホイスコーレ）に風力発電研究所を設立

• 1903年、ポール・ラ・クール、デンマーク風力発電会社設立
• 1977年、風力発電機所有者協会設立
• 1980年、ニュソルベアに風力発電共同出資組合設立
• 1991年、世界初のメガワット洋上風力ファーム運開（Vindeby:450KWx11基)

• 農機具製造会社から出発したVestas社は世界1の風力タービンメーカーに成長



デンマークの風力発電（3）

3.5㎿x3基

Middelgrunden
Wind Farm

(2MW x 20基）
運開：2000年

場所：コペンハーゲン
港沖合

市民協同組合と電力
会社がそれぞれ10基
の風車を所有

世界1の洋上風力発電事業者

1972年に設立された国営石油・ガス会社がルーツ。2000年
代に電力事業に進出し、2006年に社名をDong Energyに変
更。2017年に石油・ガス事業を売却し、社名をデンマーク
の物理学者Hans Christian Ørstedに因みOrstedに変更。

『風力最大手、オーステッド幹部が語る「黒」から「緑」への
大転換』。日経ビジネス(2021.11.5)



Net public electricity generation 2020
in Germany
Fraunhofer Institute  for Solar Energy 
Systems

ドイツの再エネ発電比率と
家庭用電力料金の推移

ドイツの風力発電 (1)
～再エネ賦課金の増大～



ドイツの風力発電 (2)
～高い家庭用電力料金～



質問 2

「ドイツの家庭用電気料金はヨーロッパで一番高いにもかかわ
らず、再エネへ転換は多くの国民から支持されています。
なぜでしょうか？」

①ドイツ国民は環境意識が高いから
②家計所得が大きいので、電気料金が高くても気にしないから
③多くの国民は賦課金の負担を知らないから
④その他



質問 3

「ドイツが太陽光発電や風力発電を大量に導入できるのは、
これらの電源の出力が低下した時、フランスから原子力
発電電力を輸入して不足を補えるから」という意見があります。
この意見は正しいでしょうか？

①正しいと思う
②間違っていると思う
③良く分らない



ドイツの風力発電 (3)
～フランスから原発電力を輸入？～

Monitoring report 2020
Bundesnetzagentur
Bundeskartellamt



米国の風力発電（1）
1974年：オイルショック後の油価の高騰

を受け、MW級風力タービン開発
計画開始

1978年：Public Utility Regulatory Policies 
Act 制定 (固定価格買取制度)

1980年代：カリフォルニア州で風力発電
ラッシュ発生

1992年： Production Tax Credit 導入
(発電量に応じて連邦税を控除）

2006年：テキサス州、風力発電累計導入量
全米1位

1-1.5セント/ kWh



米国の風力発電（2）～テキサス州

米国の原油生産量の43％、天然ガス生産量の26％を
占めるテキサス州の風力発電累積導入量は全米１位。

広大なテキサス西部は雨が少なく、
穀物の栽培には不向き。そのため、
農家の大半は乾燥に強い綿花と酪農
で生計を立てている。

テキサス州に石油が発見されると、
農家は石油会社に土地を貸出すよう
になり、石油の生産が増えていった。

テキサス州で風力発電が始まると、
農家は風力発電会社に土地を貸出す
ようになり、風力発電が増えていった。



中国の風力発電（1） 2000年: 西部大開発計画
西電東送、南水北調、西気東輸、西蔵鉄道

2006 年: 再生可能エネルギー法施行
固定価格買取り制度導入

2008 年: 再エネ発展11次5か年画
風力発電 10GW（2010年）、30GW（2020 年）

2009年: 固定価格買取り制度確立
2010年: 修正再エネ法施行

自然エネルギー発電促進賦課金の徴収制度確立

2012 年: 再エネ発展12次5か年計画
出力抑制問題への対応

風力発電導入量と棄風率
2020年上半期風力発電グリッド

接続状況(2020-7-31)
2014年風電産業観測状況
国家能源局（2015-02-12)
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中国の風力発電は1980年代後半、外国政
府の援助によって始まった小規模実証プ
ロジェクトに端を発する。そのうちの一
つが1989年、新疆風能公司がウルムチ郊
外に建設された達坂城（たつばんじょう、
Dabancheng）風力発電ファーム（150
㎾タービンｘ13基）。
タービンはデンマーク政府から供与され
た320万ドルで購入したものであった。
その後1996年には、ドイツ政府の援助を
得て、450㎾タービン3基、500㎾タービ
ン3基、600KWタービン2基が増設された。

達坂城風力ファームはその後拡大を続け、
現在の発電容量は640㎿となっている。
新疆風能公司は1998年に金風科技
（Xinjiang Goldwind Science & 
Technology Co., Ltd.）となり、今や世
界第3位のタービンメーカーに成長して
いる。

シルクロードシルクロードの風力発電の風シルクロードの
風力発電力発電シルクロードの風力発電



中国の風力発電(2)
~エピソード~

石油公団のH氏の話

「1996年、タリム盆地の石油・ガス調査を終えてウルムチから西安まで汽車で移動した。２昼夜48時間の旅で、僅かな
電化やディーゼル区間を除き、蒸気機関車が数10両の貨客車を牽引する特快が、終始直快鈍行貨物車を抜き去って快走。
総て石炭焚きだから毎日数百トンの石炭を燃やして炭酸ガスを発生している計算だ。

このウルムチ～西安間の鉄道も2017年に全線電化の高速鉄道（新幹線）になった。甘粛省酒泉市から新疆自治区ウルムチ
市までの車窓には大型風力発電ファームが延々と続く。新疆では風力や太陽光発電が大量に導入され、石炭からグリーン
電力への転換が進んでいる。」

三菱石油開発(株）のS氏の話

「新疆地区トルファン盆地の探鉱事業でのCNPCへの融資プロジェクトに関連し、天安門事件を挟んで現地を10回以上訪れた。
当時ウルムチでは中国人はまだウィグル人を恐れており、住居も完全に別地域を構えていた。トルファンで夕刻時にウィグル族
の居住地域を回ると、縁側の長椅子でのんびりと夕涼みをしていて、自分たちが中国人と自覚している風情はなかった。

しかし当時からウルムチからタリム、トルファン盆地へ向かう国道の天山山脈を抜けたところに、部隊名は忘れたが中国最強
と言われる大部隊を配置していた。のんびりと夕涼みしていた彼らを思い出すと、今どうしているのかという思いが募る。」



ヨーロッパの洋上風力発電



東アジアの洋上風力発電
実績と予測
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台湾、韓国、日本
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2030年目標

台湾：5500MW (5.5 GW)
韓国：6000MW (6 GW)
日本：10000MW (10 GW)

2010年、上海の東海大橋洋上風力発電
実証プロジェクト（102MW)が稼働を
開始した。また、中国初の洋上風力開発
テンダー（１GW）が実施され、中国の
洋上風力発電が本格的にスタートした。



III）日本の風力発電の現状と今後



日本の陸上風力 FITと導入量
日本の陸上風力発電導入量の推移

調達価格等算定委員会、経済産業省
「令和４年度以降の調達価格等に関する意見」



日本の太陽光発電 FITと導入量の推移



質問 4

日本の太陽光発電導入量は世界第3位であるのに対し、風力発電
導入量は低位に沈んでいる。その理由は以下のどれと思いますか。

①日本は風が弱く、又、地形的に風力発電に向いていないから
② FIT制度の導入が遅かったから
③ FIT制度の買取価格が低いから
④健康被害の恐れなど、反対運動が強いから
⑤その他



（独）juwi
風力・太陽光発電

エンジニアリング・事業会社

Jungは農業経済学専攻、Willenbacherは物理学専攻

で、風力発電に関心があった。それぞれの父親の農地

で一緒に風力測定をしたことがきっかけとなって、

1996年にjuwiを設立し風力発電事業を開始した。

Fred Jung (右）
Matthias Willenbacher (左）（

Juwiの創業者



洋上風力発電コスト、世界と日本
調達価格等算定委員会

(2021年1月27日）

「令和３年度以降の調達価格等
に関する意見」

第74回調達価格等算定委員会 (2022年1月17日）
「風力発電について」



質問 5

台湾では近年、洋上風力発電の導入が急速に進
んでいる。その理由は以下のどれと思いますか？

①日本、韓国と比べて、洋上風力発電の買取価格
が高いから

②外国の洋上風力発電事業者が進出してきたから
③政府が脱原発政策をとっているから
④その他

「洋上風力発電の国産化：期待と挑戦２（EnergyShift 2020年4月2日)

「台湾洋上風力発電UPDATES：2026年以降の国産化ルール変更と
TSMCの大型買電契約」（EnergyShift 2020年9月10日)



日本の洋上風力発電

2019年 4月：再エネ海域利用法施行
2020年 6月：長崎県五島市沖風力発電事業者選定

2020年 7月：2030年までに洋上風力発電容量を
1000万KW（10GW）とする目標を設定

2020年11月：再エネ海域利用法に基づく洋上風力促進
区域として3区域を指定し、事業者の公募
を開始

1. 秋田県能代市、三種町および男鹿市沖
2. 秋田県由利本荘市沖（北側・南側）
3. 千葉県銚子市沖

2021年12月：上記3区域の発電事業者選定

再エネ海域利用法
１．自治体や漁業団体などの利害関係者から成

る「協議会」を設置し、洋上風力発電事業
の実施について協議を行う。

２．協議会などからの意見聴取を経て、洋上風
力発電「促進区域」を指定する。

３．公募（入札）によって、長期的・安定的・
効率的な洋上発電事業を行える事業者を
選定する。

４．選定された事業者は、最大30年間の「促進
区域」の占有許可を受け、発電事業を行う。



洋上風力促進区域事業者選定結果
促進区域 発電規模 価格 落札者
能代・三種・男鹿沖 480MW 13.26円/kWh 三菱商事グループ
由利本荘沖 820MW 11.99円/kWh 三菱商事グループ
銚子沖 390MW 16.49円/kWh 三菱商事グループ

三種町の北の八森、南の北浦はハタハタ
の大産卵場。協議会では漁業組合から
ハタハタ漁への影響を懸念する声が多く
挙げられた。

由利本荘沖風力発電ファーム
イメージ図 レノバ(株）



洋上風力発電事業者公募
第2ラウンド

促進区域指定：2021年9月
秋田県八峰町・能代市沖 (360 MW)

促進区域指定：2022年9月
秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖 (400 MW)
新潟県村上市・胎内市沖 (475 MW)
長崎県西海市江島沖 (300 MW)

洋上風力発電関連制度
経済産業省・資源エネルギー庁



洋上風力主力電源化に向けた道筋

第2回「洋上風力の
産業競争力強化に向
けた官民協議会」資料
(2020年12月15日）



質問 6

洋上風力発電のポテンシャルを生かして、日本が洋上
風力発電大国になるためには何が重要でしょうか？
以下の項目から重要と思うものを３つ挙げてさい。

①大型タービン/浮体の技術開発
②政府の野心的導入目標設定
③サプライチェーンの構築
④電力系統の増強
⑤その他



洋上風力発電事業者入札
セントラル方式

「再生可能エネルギーの大量導入時代における
政策課題に関する研究会」

第1回（平成29年５月25日）配布資料3



英国スコットランド
洋上風力入札（2022年1月）

offshore wind Scotland
Scot wind leasing round 

ロシアによるウクライナ侵攻以降、
欧州各国は脱ロシアエネルギー依存
の一環として、大型洋上風力導入を
加速している。



洋上風力発電の未来
日本財団オーシャン・イノベーション・
コンソーシアム主催のセミナー

2021年8月
青森県六ケ所村二又風力発電所

（日本風力開発G)



洋上風力発電の未来（続き）

長崎海洋アカデミー
ワークショップ

2021年12月



参考資料

• 「洋上風力が日本のエネルギーを支える～大量導入に向けた制度・インフラ・産業」自然エネルギー財団
https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_OffshoreWind2020.pdf

• 「Orsted ~ 日本の洋上風力発電を拡大する」EnergyShift
https://energy-shift.com/news/55b1f17a-713a-4daa-ba9d-ff9c41be0463

• 「Wind turbine maker Goldwind looks beyond Xinjiang」Financial Times
https://www.ft.com/content/6b536324-f1ea-11e5-9f20-c3a047354386

• Facebook「地球環境とクリーンエネルギー～カーボンニュートラルを目指して」
https://www.facebook.com/ourgreenenergy

• 「かぜの学校」ケンジ ステファン スズキ https://www.sra-dk.com/

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_OffshoreWind2020.pdf
https://energy-shift.com/news/55b1f17a-713a-4daa-ba9d-ff9c41be0463
https://www.ft.com/content/6b536324-f1ea-11e5-9f20-c3a047354386
https://www.facebook.com/ourgreenenergy
https://www.sra-dk.com/


新疆風能公司（Xinjiang Goldwind ）

中国の風力発電は1980年代後半、外国政府の援助によって始まった小規模実証プロジェクトに端を発する。そのうちの
一つが1989年、新疆風能公司がウルムチ郊外に建設された達坂城（たつばんじょう、Dabancheng）風力発電ファーム
（150㎾タービンｘ13基）。タービンはデンマーク政府から供与された320万ドルで購入したものであった。その後1996
年には、ドイツ政府の援助を得て、450㎾タービン3基、500㎾タービン3基、600KWタービン2基が増設された。

達坂城風力ファームはその後拡大を続け、現在の発電容量は640㎿となっている。新疆風能公司は1998年に金風科技
（Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.）となり、今や世界第3位のタービンメーカーに成長している。



三菱重工 風力タービン事業の盛衰

1987年に20基、1990年に660基のタービンをテハ
チャピ峠風力ファームに納入
2007年末のタービン納入実績は世界9位。
2008年、リーマンショックで注文が相次いでキャ
ンセル。米国事業から撤退
2014年、Vestas社と合弁会社設立
2020年、Vestas社との合弁解消 タービンの開発
から撤退



三菱商事プレスリリース（2021年12月24日）

「秋田県由利本荘市沖における洋上風力発電事業者への選定について」

三菱商事エナジーソリューションズ(株)、(株)ウェンティ・ジャパン、(株)シーテック、三菱商事(株)は、三菱商事

エナジーソリューションズを代表企業とするコンソーシアムを通じて、2021年12月24日に選定事業者として選定され

ました。応募に当たり、本コンソーシアムは Amazon.com, Inc.、NTT アノードエナジー(株)、キリンホールディングス(株)

をはじめとする協力企業と地域共生策を共同で実施することにつき合意し、具体的な実施内容を公募占用計画に

て提案しております。

Amazon は2019年には、2040年までに炭素排出量を実質ゼロにする、The Climate Pledge（気候変動対策に関する

誓約）に共同調印しました。その一環として、2025年までに私たちが使用するすべての電力を100%再生可能エネルギー

で賄うべく取り組んでいます。

NTTアノードエナジーは、NTTグループの保有する技術、アセットを活用したスマートエネルギー事業を推進する事業推進

会社として、パートナー企業様とともに新たなエネルギー流通の仕組みを創り上げ、産業の活性化、および持続可能な

社会を実現してまいります。
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資料2 風力タービン・サイズの変遷



映画の中の洋上風力発電
Nysted Wind Farm 

(デンマーク）

2.3MW x72基 2003年設置
2.3MWx 90基 2010年設置

水深 6~10ｍ、2007年まで世界最大

事業者：Orsted/PensionDenmark

クリストファー・ノーラン監督の
最新作「Tenet」のロケに使われる



浮体式洋上風力発電 Equinor (ノルウェー）

Equinor
1972年に設立された国営石油会社Statoilがルーツ。石油生産量は２百万バレル/日。

1996年：北海のガス田で大規模CCS（100万トン/年）を開始
2017年：世界初の浮体式洋上風力ファーム（Hywind Scotland)を運開
2018年：社名をEquinorに変更し、洋上風力発電に注力
2022年：Hywind Tampen Wind Farm (北海）運開予定

Hywind Scotland
（6MW X5基）

離岸距離 25㎞ 水深 95~120ｍ
Hywind Tampen  

(8MWx11基)
水深 260~300ｍ

洋上油・ガス田
に電力を供給



福島沖浮体式洋上風力発電実証プロジェクト

実証研究 (2013 年開始)
（本格開発計画：7MW x 143基）

2MW 5MW 7MW

実証プロジェクト受託共同事業体

丸紅、東大、三菱商事、三菱重工、
ジャパンマリンユナイテッド(JMU)、
三井造船、新日鉄住金、日立製作所、
古河電工、清水建設、みずほ情報総研

風車：日立
（ギアドライブ）

浮体：JMU

風車：三菱重工
（油圧ドライブ）

浮体：三菱造船

風車：日立
(ギアドライブ)

浮体：三井造船

福島沖 20 km 水深 120m

東京電力福島第一原発事故からの復興の象徴
として、合計約600億円を投じて官民連携で実施。

しかし、採算が見込めず、民間譲渡もできない
ことから、2020年12月、全設備の撤去を決定。
(撤去費用50億円）

風力タービン設備稼働率（実証試験結果）
2 MW タービン 33%
5 MW タービン 23%
7MW タービン 4%

「福島沖での浮体式洋上風力発電システム実証研究事業
総括委員会報告書（平成30年8月）」



台湾のエネルギー転換政策

• 蔡総統は前回（2015年）の総統選中に、電源開発、発電効率の改善、再生可能エネルギーの推進、
という三本柱からなる「サステナブル・エネルギー政策」を掲げ、総統就任後も一貫して強調して
いる。

• ３本目の「再生可能エネルギーの推進」は、発電所の開発・建設に関する入札・審査制度と発電設
備容量の上限設定の見直しによって、太陽光と風力発電を中心に再生可能エネルギーの発電量を拡
大し、国際市場に参入するという長期的な目標である。

• 蔡総統は就任後の2016年には「非核家園、永続台湾」（原発のないふるさと、サステナブル台湾）
のスローガンの下、脱原発を前面に推し出しつつ、更なる再生可能エネルギー推進政策を改めて発
表した。

• 数値目標は、昨年（2018年）度の国内総発電量の内訳が原子力10％、再生可能エネルギー（水力
を含む）6％、火力84％であるのを、2025年までに原子力ゼロ、再生可能エネルギー20％、火力
80％にするというものである。

EnergyShift 2019/10/09



CO2排出量の増加と
地球平均気温の上昇
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