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2022 年、世界各国のエネルギー政策が見直しを迫られている。多くの国々で、既存のエネルギーに依

存する体制から、自然エネルギーと省エネルギーに根ざしたエネルギーシステムへの転換が加速してい

る。各国は、化石燃料時代の安全保障から、自然エネルギー時代の安全保障へと一気に進みつつある。こ

うした動きを大きく後押ししているのは、ここ十数年の自然エネルギーの凄まじいコストダウンと、デジ

タル技術、送電技術、蓄電技術などの革新だ。自然エネルギーは、エネルギー自立だけではなく、気候危

機に対応する新しい経済への移行を促し、人々の健康・安心に応えるエネルギーでもある。 

中でも、洋上風力は、今最も注目されているエネルギー技術となっている。欧州各国は直面するエネル

ギー危機を切り抜けるため、相次いで洋上風力の大規模な拡大を発表している。そして、四方を海で囲ま

れた日本にとっても、洋上風力は国を支える重要なエネルギー源であることは明らかである。 

遅々としてはいるが日本での導入も始まっている。2021 年 5 月には、長崎県五島市沖で初の事業者が

選定された。そして 12 月には、秋田県と千葉県の促進区域で、1.67GW の大規模な事業者選定が行われ

た（ラウンド 1）。11.99 円/kWh～16.49 円/kWh の落札価格は、上限価格（29 円/kWh）を大きく下回

るものであり、国が産業界と掲げた「2030 年代前半までに 8～9 円/kWh」（「洋上風力産業ビジョン（第

一次）」）という価格目標に、一気に近づいたのではないか。 

しかし一方で、現在の入札制度に対して、改善の必要性を指摘する意見も出された。地域調整や系統確

保における事業者の負担を軽減し競争環境を整備すべき、またラウンド１では不透明だった運転開始時

期の明確化をすべき、などの意見だ。こうした声を受けて、国も、入札制度改訂の時期を早め、ラウンド

2 の募集を延期して制度改定にとりかかっているところである。ラウンド 1 によって急速に実現したコ

ストダウンの衝撃は大きかったといえる。 

他方、世界では、2021 年に導入された洋上風力は約 21GW、そのうち 17GW は洋上風力新興国の中国

で導入されている。2020 年末には世界全体の洋上風力容量は約 34GW だったのだから、その２分の１を

わずか１年で単独導入したことになる。米国、台湾、韓国、ベトナムなどでも引き続き活発な活動がある。

そして、前述のとおりエネルギー危機が洋上風力の拡大を劇的に加速している。ドイツは 2030 年の導入

目標を 20GW から 30GW に引き上げ、英国は、現在 11GW の導入量を、2030 年には５倍の 50GW にし、

開発期間の半減を行うためにさまざまな改革を行う、としている。 

こうした急速な変化をみるにつけ、日本の対応が、著しく出遅れているのではないかという懸念が募

る。すでに世界的な洋上風力産業からは、「日本の市場は小さくて遅く、制度も複雑」という声が聞かれ

始めている。洋上風力産業を基礎から作り上げなくてはならない日本が、世界的な市場拡大の流れに乗る

ためには、多様な国内外のプレーヤーが活躍できる市場の条件整備が一刻も早く必要とされている。 

この提言書は、区域指定制度と事業者選定制度に関する課題を中心に、公正な競争と安定的で透明な事

業環境作りのために必要な施策をとりまとめたものである。提言のとりまとめにあたっては、さまざまな

立場の洋上風力開発事業者との意見交換が基本となっている。 

2022 年 6 月 

自然エネルギー財団 洋上風力研究チーム
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Ⅰ．国が主導する洋上風力開発―国際的に遜色のない「セントラル方式」の導入を 

(1) 国が系統確保・地域調整・基礎情報調査を主導・実施し、その実施時期を明確化する 

(2) 基礎情報調査（風況、気象・海象、海底地盤、環境影響、漁業）を早期に実施する 

○ 国による基礎情報調査を、調査の同意を得た全海域で早期に開始する 

○ 基礎情報調査のデータは、事業者が追加の情報収集なく計画策定に利用可能な質を確保する 

○ 基礎情報調査のデータは、無償で共有・公開する 

○ 国による基礎情報調査を 2023 年度（2023 年 4 月）から実施することを明確にする 

○ 対象海域で事業者が先行して調査を実施していた場合には、調査結果を国に提供するなど一
定の条件の下で、事業者に対し調査費用を補償する制度を導入する 

(3) 国主導で効率的かつ確実な系統形成を促す 

○ 国による系統確保スキームの活用を直ちに開始する 

○ 一般送配電事業者による早期の系統整備を、レベニューキャップ制度における評価項目に明
確に位置づける 

○ プッシュ型による増強の一環として、陸揚げ地点近傍にハブ変電所・開閉所を設ける 

○ 選定事業者が承継した系統計画の効率化を認める 

○ 発電事業者が建設した陸上長距離送電線を一般送配電事業者に移管する制度を創設する 

(4) 地域・漁業との共生に向けた議論と調査を早期に開始する 

○ 国は、地域・漁業との共生に関する課題を洗い出し、国と地方自治体の役割を明確化する議
論を早急に開始する 

○ 事業者・漁業者・国・地方自治体の取り組み方や課題解決に向けたガイドラインやガイダン
スを策定する 

○ 電源立地地域対策交付金の対象地域に洋上風力の立地地域を含める 
○ 国は、漁業基礎調査に直ちに着手し、データを蓄積・公表する 

(5) 国のイニシアティブをさらに強化する 

○ 国の役割をインフラの整備・利用の調整（系統・港湾）等にも広げる 
○ 多くの省庁にまたがる手続の窓口を一本化し、かつ体制を強化する 
○ 洋上風力に関する正確な情報提供を充実させる 

Ⅱ．公正な競争と安定した事業が可能な環境作りー事業者選定手続の改善 

(1) 国は、事業者の計画策定に十分な基礎情報調査を行い、データを公開する 

(2) 評価結果の詳細を公表する 

(3) ラウンド２以降の入札では、運転開始時期を国が明示する 

(4) 新制度（「“日本版”セントラル方式」）では事前資格審査制度（Pre-qualification、PQ）を導入

する 

Ⅲ．ロードマップの策定の必要性 

(1) 2030 年に 10GW の運転開始など野心的な 2030 年目標の設定と、案件の運転開始時期を明確に

したロードマップを策定する 

(2) 官民協議会によって、国と産業界の対話・協力関係を継続し、2030 年までの具体的な推進体制

を構築する  
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現在の日本では、洋上風力の開発事業者が、開発の事前・初期段階で、地元や漁業者との交渉、風況、

海底地盤、環境影響等の調査などさまざまな活動を行い、案件形成をしているのが実情である。事業可能

性の高い地域では計画が集中するため、複数の事業者が地元に入って地域活動を行い、重複して調査を

実施している。こうした状況は透明性を欠き、事業者だけではなく地域や行政にとっても大きな負担と

なり、コスト面からも大変非効率であることが指摘されている。そのため、例えば山形県遊佐町沖では、

窓口を一本化し、個別事業者の地元住民や漁業者への接触を避ける、また、事業者が共同で風況観測や環

境影響評価を行って負担の軽減を図るといった取り組みを始めているが、これは、自治体と事業者の自

主的先行事例であり、国が定めたルールではない。 

一方で、諸外国では、洋上風力や大規模な太陽光発電の導入に際して、「セントラル方式」という開発

手続が導入され、競争基盤を整備し、大幅にコストを下げてきた実績がある。「セントラル方式」の核と

なる内容は、政府が長期的な目標を掲げたうえで、①地域の利害関係者と調整し、洋上の開発区域を定

め、②海域の風況、地盤、環境影響、インフラ整備状況など、開発に必要な情報をあらかじめ揃え、③系

統接続や許認可などの手続きもすませたうえで、事業者の入札を行う、というものである。こうした手続

きを導入することで、透明性や公正性が担保され、すべての入札事業者が同じスタートラインに立ち、事

業開発に集中して価格競争できるため、事業効率化が行われ、コスト低下への環境が整えられる。 

日本でも海外の先例にならい、「“日本版”セントラル方式」の導入が行われようとしている。 

「“日本版”セントラル方式」では、政府や政府に準ずる特定の主体が、今は初期段階で重複して実施さ

れている調査を行い、データを管理する。経済産業省は、調査手法などの確立を目的とした実証事業を 3

海域で開始しており、環境省も情報基盤整備や環境保全の手法（順応的管理等）について実証事業を行っ

ている。基幹送電線については、導入ポテンシャルを踏まえた送電網の「マスタープラン」が別途検討中

であり、ローカル系統についても、一定の条件下での費用の一般負担化の方向性が出され、2021 年には

国の審議会で国による系統確保スキームのあり方が示された1。そして、政府と産業界が立ち上げた「洋

上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」（以下、官民協議会）では、2040 年に 30 から 45GW の

案件形成を達成するとして、中期の高い目標が掲げられている2。 

  

 

1 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネッ

トワーク小委員会 中間整理（第 4 次）（2021 年 10 月 22 日）p.89 
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/20211022001_01.pdf 

2 洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会「洋上風力産業ビジョン（第 1 次）」（2020 年 12 月 15 日）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/dl/vision/vision_first.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/20211022001_01.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/dl/vision/vision_first.pdf
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こうしてみると、“日本版”でも、諸外国の「セントラル方式」の核となる内容が整いつつあるように見

える。しかし、海外事例に詳しい事業者からは、「“日本版”セントラル方式」は本来の「セントラル方式」

ではないという声がある。その多くは、現在の“日本版”のスキームでは、国の役割がデータの収集や提供

にとどまっており、海域利用や地域、漁業者との調整が含まれていないこと、また、系統確保についての

責任主体が明示されていないことなどを指摘している。これらは多くの事業者が、もっとも負担に感じ

ている開発手続きであり、国による明確なルールが必要だと求めているのである。 

 

再エネ海域利用法の手続では、各地域における案件が形成され始めたところで（事業計画が浮上してき

た段階で）、都道府県からの情報提供により、「一定の準備段階に進んでいる区域」（以下、「準備区域」）

を指定する。その中から、入札実施のための「促進区域」候補となり、利害関係者の特定ができている、

などの場所を「有望な区域」として公表する。地域合意等が先行する場所では「準備区域」を飛ばして「有

望な区域」に直接指定されることもある。「有望な区域」に選ばれると、国や都道府県、利害関係者、学

識経験者による「協議会」が設置・開催され、地域合意形成を行う。協議会では、詳細調査・開発に伴う

漁業影響、補償、地域活性化のための協力金なども議論される（詳細は下図）。 

しかし、都道府県からの情報提供といっても、案件のほぼ全ては、事業者が各地に入り、自治体に働き

かけを行い、手を挙げてもらうのが実情である。現在の工程では、各地域での案件形成や、利害関係者

（特に漁業者）の特定ができてから初めて正式なプロセスが始まる。つまり、協議会設置の段階では、す

でにあらかたの流れは見えており、最もハードルの高い、初期の地域調整は、各事業者に丸投げされたま

まである。こうした部分にこそ、国の関与が必要とされている。 

 

出典）経済産業省（2022 年）3 

 

3 経済産業省「洋上風力政策について」総合海洋政策本部参与会議（第 62 回）（2022 年 2 月 2 日）資料 4-1 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/dai62/shiryou4-1.pdf 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/dai62/shiryou4-1.pdf
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国は協議会を主宰するものの、事業者が先行的に地域で活動して信頼を獲得し、国はその基盤に頼って

数回の協議会を開催しているのが実際である。そして、今後導入されるとしている「“日本版”セントラル

方式」でも、地域・漁業との共生に関する国の役割については不確かなままである。 

事業者は、各地域の特性に応じた漁業との共生に取り組んでいるが、アドホックな対応が地域や漁業者

の対応の負担を増やし、また、よるべき指標や客観的データの欠如が、協議の不透明化や長期化の原因と

なってきた。漁業および漁業権の実情は、地域毎に異なり、地域の漁業協同組合だけでなく個別の漁業者

とのコミュニケーションを通じて、実態を把握することが不可欠である。しかし、すべての地域でこうし

た取組があるわけではない。その要因の一つに、各地の漁業の実態に関する調査を各事業者が行ってい

るという限界がある。 

加えて問題なのは、現在の手続では、国が事業者を選定した後も、海域の占用許可に向けた調整が事業

者と漁業者との間に残されているということだ。「一般海域における占用公募制度の運用指針」（経済産

業省資源エネルギー庁、国土交通省港湾局、2019 年 6 月）によれば、選定事業者が占用許可を得るため

には、選定後に協議会の構成員となっている関係漁業者から海域占用の了解を得る必要があり4、事業者

は、選定時点でも、地域の了解が得られないリスクを抱えたままである。一方の関係漁業者からも、協議

会で合意された場合、選定事業者が海域を占用することに漁協は『了解』しなくてはならなくなるのか、

協議会が占有許可にどう関わりを持つのかわかりにくい、という声がある5。 

 

現状では、地域の一般送配電事業者による地内系統の整備に時間がかかるため6、事業者は、運転開始

時期を早めるために、陸上の長距離電源線を自ら主に埋設式で敷設しなければならない。こうした負担

は、事業者にとって大幅なコスト増要因となっている。また、洋上風力のポテンシャルが高い地域では、

多数の長距離電源線が敷設され、地域や環境への負担といった社会コストも増大していく。 

国による送電網のマスタープランの議論では、長距離高圧直流海底送電線の検討は進んでいるものの、

洋上風力の大量導入を見込んだ陸上の系統増強に関する具体的な議論はない。また、2023 年度から導入

されるレベニューキャップ制度では、洋上風力の大量導入に向けたプッシュ型の増強インセンティブと

しては、自然エネルギー導入の増加がレピュテーション評価の対象に挙げられるにとどまっており、早

期整備の強いインセンティブは設けられていない。 

  

 

4 同指針 p.13 参照。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/dl/legal/operation.pdf 

5 秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖における協議会（第１回）（2022 年 1 月 25 日）における秋田県漁業協同組合（専務理事）の発

言参照。 

6 自然エネルギー財団の事業者ヒアリングによれば、地域の一般送配電から、10 年から 15 年かかる、などの回答があるという。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/dl/legal/operation.pdf
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国が促進区域に関する系統情報の提供を行い、「有望な区域への指定に当たって系統確保以外の条件が

整った場合」に事前調査を行うことは議論されているが、有望な区域への指定そのものが、事業者の先行

活動に大きく依存する現状をふまえると、これでは、国の役割はできあがった案件に対する情報提供に

留まると思われる。そのうえ、「“日本版”セントラル方式」での適用が検討されている、国による系統確

保スキームの実施開始時期は不明確であり、事業者が自ら系統を確保すべきか否か、予見できない状況

にある。 

 

次に、「“日本版”セントラル方式」への移行時期や対象区域が不明確だという問題がある。2022 年ま

で調査事業を継続し、翌 23 年から実際の適用のための調査を開始したとしても、風況調査などに最低 2

年必要なため、「“日本版”セントラル方式」への移行は最速で 2025 年から、と推測できる。しかし、こ

れまで、適用時期について明言されたことがない。 

同じく問題なのは、「“日本版”セントラル方式」の対象区域がわからないということである。一定の準

備段階にある区域から優先順位をつけて対象区域を選択するとされる7が、選定基準が明らかにされてい

ないため、事業者は今後の事業開発の見通しを立てることができない。現在開発中の案件が「“日本版”セ

ントラル方式」に移行するのか、移行する場合どのような条件で行われるのかがわからないまま、開発を

進めることは困難である。 

実際に、今行われている「『“日本版”セントラル方式』の確立に向けた実証事業」は、事業者の開発が

行われていない海域から選択されている。仮に「“日本版”セントラル方式」の適用が事業者の開発未着手

海域に限定される場合、社会的コストの低減効果は限定的となってしまう。 

 

事業者による開発を円滑に進めるため、「セントラル方式」（新制度）への制度変更時期を明らかにし、

事業者が予見性をもって開発できる環境を作ることが必要である。移行は可能な限り早期に行い、遅く

とも 2025 年度（2025 年 4 月）中の事業者公募開始分から実施すべきである。 

また、新制度が導入される前の移行期にあたる入札については、情報の透明性や競争環境の公正性な

ど、多くの課題が残ったままになるため、移行期と新制度導入後と、どう公平性を担保するのかについ

て、早急に議論を開始し、明らかにするべきである8 。 

 

7 第 20 回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース（2022 年 3 月 31 日実施）での経済産業省資源エネルギー庁省

エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課風力政策室石井孝裕室長発言。同議事概要 p.36。 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/conference/energy/20220331/gijiroku0331.pdf 

8 ドイツでは、「セントラル方式」への移行により開発権限が無効になった先行事業者に対し、時限的措置として、先行事業者による開

発代位権制度が導入された（当該海域を先行的に開発していた事業者は、入札手続で落札できなかった場合でも、一定の条件の下

で、落札者に変わって開発する権利を取得できる。2017 年洋上風力エネルギー法 39 条以下）。 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/conference/energy/20220331/gijiroku0331.pdf
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○ 国による基礎情報調査を、調査の同意を得た全海域で早期に開始する： 

調査の同意取得に向けた海域の選定に当たっては、洋上風力のポテンシャルおよび事業者の要望

も踏まえて決定すべきである。 

○ 基礎情報調査のデータは、事業者が追加の情報収集なく計画策定に利用可能な質を確保する： 

国が提供する調査データは、事業者が計画策定にそのまま利用できる質のものでなければならな

い。具体的には、事業者の発電所計画策定および第三者認証機関が発電所のプロジェクト認証を行

う際のサイト適合性評価に利用できるクオリティとするべきである9。 

○ 基礎情報調査のデータは、無償で共有・公開する： 

基礎情報調査によって収集されたデータは公益性があるため、洋上風力事業開発以外でも利用さ

れるべきである。例えば、環境影響評価に関する情報は、自然環境保護に活用されるべきであり、地

域の関心も高い。漁業に関する調査は、地域振興の観点や海のつながりから調査区域以外の漁業に

関する調査研究にも利用可能である。こうしたデータは、一部の資源・環境保全、安全保障に関わる

もの以外は、積極的に共有・公開し、地域での議論や対話、技術開発に活かすべきである。また、現

在は、経済産業省・国土交通省は有償で、環境省は無償で、事業者に公開するとしているが、公共性

を持つデータであることを考慮すると、基本的に無償で公開されるべきである10。 

○ 国による基礎情報調査を 2023 年度（2023 年 4 月）から実施することを明確にする： 

制度変更時期を明確にし、事業者に事業開発の予見可能性を明示すべきである。 

○ 対象海域で事業者が先行して調査を実施していた場合には、調査結果を国に提供するなど一定の条

件の下で、事業者に対し調査費用を補償する制度を導入する： 

既に多くの海域で事業者が先行して調査を開始しているが、同じ海域で国が重複調査を実施する

ことは非効率である。したがって、すでに行われている調査結果を国が管理して共有する仕組みを

設ける一方、調査結果の提出に協力した事業者に対して調査費用の補償制度を設け、先行事業者の

投資に配慮することが考えられる11。 

 

9 オランダでは、将来洋上風力発電所の設計に利用可能との第三者認証を取得したデータが国から提供されている。 例として、DNV-

GL “Certification Report Site Conditions Assessment" (2019.10.07) 
https://offshorewind.rvo.nl/file/download/e5c02721-a051-4a14-a0ba-

8d74fd5b633a/1571391040hkn_20191018_dnv%20gl_certification%20report%20site%20conditions%20rvo-f.pdf 

10 なお、データの質が十分担保されたものである場合、データの公開・共有は前提としつつもデンマークのように選定事業者が費用を
負担する考え方もありうる。その場合、入札手続において金額が示されるべきである。 

11 ドイツでは、2017 年の制度改正により「セントラル方式」に移行したが、その際、先行事業者による調査への投資費用を補償する制

度を設けたことが参考になる（2017 年洋上風力エネルギー法 10a 条等）。 

https://offshorewind.rvo.nl/file/download/e5c02721-a051-4a14-a0ba-8d74fd5b633a/1571391040hkn_20191018_dnv%20gl_certification%20report%20site%20conditions%20rvo-f.pdf
https://offshorewind.rvo.nl/file/download/e5c02721-a051-4a14-a0ba-8d74fd5b633a/1571391040hkn_20191018_dnv%20gl_certification%20report%20site%20conditions%20rvo-f.pdf


 

8 

 

○ 国による系統確保スキームの活用を直ちに開始する： 

系統確保スキームの活用に当たっては、自然条件データや電力広域的運営推進機関が実施する電

源センサスなどを活用するほか、開発事業者との対話やヒアリングを行い、系統確保が必要な地域

を特定すべきである。また、同スキームの活用による国と一般送配電事業者の対話を通じて、系統の

新増設完了時期を明確化し、ロードマップの策定・改定や促進区域指定・事業者選定手続に活かすこ

とが求められる。 

○ 一般送配電事業者による早期の系統整備を、レベニューキャップ制度における評価項目に明確に位

置づける： 

洋上風力を含む自然エネルギーの導入に向けた系統整備計画の策定と早期実現、自然エネルギー

導入量等の推移など評価軸を明確化する。 

○ プッシュ型による増強の一環として、陸揚げ地点近傍にハブ変電所・開閉所を設ける 

洋上風力のポテンシャルが大きく複数の洋上風力発電所の接続が見込まれる地域では、費用便益

分析を実施し、多数の電源線を敷設した場合とも比較し、地域への負担も勘案したうえで、社会的コ

ストが低い効率的な系統形成を検討すべきである12。 

○ 選定事業者が承継した系統計画の効率化を認める： 

選定事業者が、募集プロセスや一括検討プロセスにより確保された系統計画を承継する場合、系

統確保した事業者の計画と選定事業者の計画の相違などが理由で、系統計画をそのまま実施すると

効率的でない場合がある。したがって、選定事業者からより効率的な計画が示される場合には、計画

の変更を可能とすべきである。 

○ 発電事業者が建設した陸上長距離送電線を一般送配電事業者に移管する制度を創設する： 

発電事業者よりも、一般送配電事業者が長距離送電線の維持管理を行う方が、はるかに効率的な

運用が可能となる。プッシュ型による地内系統の増強に遅れがあり、発電事業者が長距離の陸上送

電線敷設を余儀なくされる場合には、建設後に一般送配電事業者に移管できるようにすべきである

13。 

 

12 英国では、これまで洋上風力発電事業者がそれぞれ陸上まで建設してきた送電線のあり方を見直し、送電事業者が洋上変電所や容量

の大きい送電線を敷設して統合・整理することで維持管理コストや環境影響の低減を目指している。National grid ESO, “Offshore 

Coordination Phase 1 Final Report” (2020 年 12 月）https://www.nationalgrideso.com/news/final-phase-1-report-our-offshore-
coordination-project 

13 英国では、洋上風力開発事業者が建設した海底送電線部分を別の事業者に売却して維持管理させる制度がある（Offshore 

Transmission Owner、OFTO）。維持管理事業者の選定は国が実施する入札で決定する。Ofgem ウェブサイト“Offshore Electricity 
Transmission (OFTO) ” 

https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/offshore-electricity-transmission-

ofto 

https://www.nationalgrideso.com/news/final-phase-1-report-our-offshore-coordination-project
https://www.nationalgrideso.com/news/final-phase-1-report-our-offshore-coordination-project
https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/offshore-electricity-transmission-ofto
https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/offshore-electricity-transmission-ofto
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○ 国は、地域・漁業との共生に関わる課題を洗い出し、国と地方自治体の役割を明確化する議論を早急

に開始する： 

国の政策の下で洋上風力という大規模開発を実施するに際し、海域のみならず陸域も含めて地域

や漁業への影響・共生を検討する必要がある。利害関係者や社会全体のプラス・マイナスの影響を洗

い出し、対話や議論を通じて、どこに、いつ、どれだけの量を導入するのか・しないのかを決めるプ

ロセスが必要であり15、国は、このプロセスを責任をもって主宰すべきである。 

先行的な海域利用者である漁業者との調整は、漁業権や漁船の操業状況、漁業振興や地域振興の

あり方など、地域の具体的状況を踏まえる必要があるが、各地の事情をよく知るのは都道府県など

の地方自治体である。 

国は、計画段階、調査段階、建設段階、運転段階など各段階の課題を整理し、各課題に対応する国

と都道府県や基礎自治体に求められる役割を早急に確認し、対応の強化を行うべきである。また、必

要な体制整備も併せて進め、都道府県や基礎自治体の取組に対して人的・財政的リソースの支援を

行う。事業者選定手続の中で、都道府県知事の意見を聴取する仕組みが設けられているが、都道府県

知事と基礎自治体とのコミュニケーションが不足しているとの指摘もある。国・都道府県・基礎自治

体の連携も強化される必要がある。 

○ 事業者・漁業者・国・地方自治体の取り組み方や課題解決に向けた、ガイドラインやガイダンスを策

定する： 

ガイドラインやガイダンスを策定するための議論では、漁業を含む地域への貢献について取り組

みの参考となる考え方や方策を示すなど、各種取り組みの透明・公正化を図り、事業者・地域双方が

適切に情報を共有し一定の予測可能性をもって議論に参加できる枠組みを示すべきである。例えば、

各利害関係者の連絡担当者を確定し情報共有の流れを明確化する方策や、地域貢献策の考え方、漁

業への影響があった場合の補償算定方法を示すことなどが考えられる。 

○ 電源立地地域対策交付金の対象地域に洋上風力の立地地域を含める： 

一定の電源（原子力、水力、地熱）の立地地域に交付される電源立地地域対策交付金について、洋

上風力の立地地域も対象とし、地域振興策を支えることも検討すべきである。 

  

 

14 自然エネルギー財団「地域・漁業と洋上風力の共生に向けた提言」（2022 年 6 月）でより詳細な提言を行っている。 

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_OSW_local_acceptance.pdf 

15 諸外国では「海洋空間計画」の策定が進められている。このプロセスの目的は、国の政策目標である気候危機への対応や自然環境保
護等に照らして、海洋利用者の調整を行い、新たな利用（洋上風力発電所の設置や保護海域の設定など）を可能とすることにある。

国の関係省庁等が関与して策定される国全体を俯瞰した計画のほか、各地域で計画の初期段階から利害関係者が議論に参加し検討が

進められるものもある。 

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_OSW_local_acceptance.pdf
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○ 国は、漁業基礎調査に直ちに着手し、データを蓄積・公表する： 

漁業者は、洋上風力の導入による影響以外にも、気候危機の激化や不漁問題など、産業としての漁

業の将来に対する不安を抱えている。洋上風力の影響の検証だけではなく、漁業のあり方を検討し

その振興を図るため、また、利害関係者の議論を客観的な透明性の高いものにするためには、漁業基

礎調査の実施が不可欠である。洋上風力の影響の有無を分析するためには、洋上風車建設以前から

のデータを蓄積することが必要であり、一定の準備区域にある地域などは直ちに調査に着手すべき

である。 

 

○ 国の役割をインフラの整備・利用の調整（系統・港湾）等にも広げる： 

「“日本版“セントラル方式」での対象事項だけでなく、前項までに記した内容に加えて、港湾など

のインフラの整備・利用の調整等を、国の役割として明確に位置付けることが必要である。 

○ 多くの省庁にまたがる手続の窓口を一本化し、かつ体制を強化する： 

洋上風力事業は経済産業省（入札手続、電気事業、再エネ特措法に基づく調整交付金等）、国土交

通省（入札手続、海域占用許可、地盤調査等）、環境省（環境影響評価等）、水産庁（漁業関係）な

ど多数の省庁にまたがる許認可手続や調整が必要であり、縦割りの弊害が事業者や地域にしわ寄せ

される。オランダ（企業庁）、デンマーク（エネルギー庁）、ドイツ（連邦海事水路庁）のように、

窓口の一本化を通じて手続の合理化・効率化を図り、事業者や地域・利害関係者からみた国の役割・

責任の所在を明確化することが必要である。こうした国の役割を実行するための体制の強化も求め

られる。 

○ 洋上風力に関する正確な情報提供を充実させる： 

地域での洋上風力への理解を広げるためには、洋上風力自体に関する情報を始め、脱炭素政策や

エネルギー転換の重要性など正確な情報が伝わることが必須である。これまで多くの事業者が地域

と対話する中で行ってきたこうした活動を、地方自治体とも連携しながら、国が主体的に行い、さら

に充実させる必要がある。  
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国は、2022 年 6 月に公募締切を予定していたラウンド 2（秋田県八峰町・能代市沖）の公募を延期し

た上で、ラウンド 1 の結果を総括し、現在手続の見直しを進めている。 

現在の事業者選定手続は、下記のような課題がある。 

 

事業者公募では、入札者が同じ検討条件で入札できるよう、風況、気象・海象、海底地盤等の情報が、

発電所計画策定に必要なレベルで提供されなくてはならない。また、これらの情報は、選定手続での事業

実現性等評価の前提となるものである。しかしながら、ラウンド 1 ではこうした情報が十分に収集・提

供されていなかった。 

 

入札の評価結果にあたって公表された情報は十分ではなく、透明性に欠けるものだった。当初は、事業

実現性について総合点のみが公表され、事業者からの不満が募った。評価にあたって考慮された事項等

も明らかではない。また、評価を行った第三者委員会の委員名も公表されていない。 

 

現在の評価項目は定性的な項目が多く、その評価対象や評価軸が明確でない。 

 

事業開発では運転開始時期の早期化および国内サプライチェーンの積極的な構築が求められる。しか

し、まだ、国内のサプライチェーンは構築されておらず、国内比率を向上することはコスト増要因とな

り、価格とトレードオフの関係にある。入札にあたって考慮すべき要素は複雑に絡んでいるため、それぞ

れの項目の評価と、全体の評価結果の均衡を保つことが難しく、より一層納得性の高い説明が求められ

ている。 

 

国による基礎調査は、第三者認証機関が発電所のプロジェクト認証を行う際のサイト適合性評価に利

用できるレベルで提供されなければならない。これにより、事業者は同じ基礎データを前提にそれぞれ

の技術・ノウハウを活かして計画を策定でき、前提条件の透明化・公平化が図られる。また、入札手続で

実施される事業実現性の評価においても、基準となるデータをもとにすることで、公正な評価が期待で

きる。 
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事業実現性については、各項目の点を分けて公表すべきである。また、評価結果の概要を公表し、評価

にあたって考慮された事項やその評価を示すべきである。こうした公表により、評価の公正性が担保さ

れる。また、事業者にとっては評価軸を理解し、今後の入札に活かすことができるほか、洋上風力産業へ

の参入を検討する企業がビジネスを検討するに際しても有用で、国内産業育成の観点からも重要である。 

ラウンド 1 ではその後の洋上風力促進ワーキンググループ16で事業実現性の項目ごとの評価点が公表

され17、また、選定された計画の概要の説明も行われる方向性が出されているが18、さらに一歩進んで、

PFI（Private-Finance-Initiative）で行われているような評価概要の公表も実施すべきである19。 

評価手続の透明化を進めるため、事業評価を行った第三者委員会の委員名を公表すべきである。 

 

事業者に予見性を与え、サプライチェーン構築に向けた投資や産業活動を喚起するためには、国による

ロードマップの策定が不可欠である。そして、国の政策目標を達成するためには、運転開始年限を切った

事業計画提出を事業者に求める必要がある。国は、事業者の能力に関わらない、外部要因となる系統・港

湾の利用などについては、事業者のペナルティ要因とならないようにしつつ、ロードマップに基づいて、

公募占用指針の中で運転開始時期を示すべきである。 

現在国が検討している新しい入札ルールでは、できるだけ早期に運転を開始する事業者が高く評価さ

れる仕組みが提案されている。早期の運転開始は重要な課題だが、コスト低下やサプライチェーン育成

との兼ね合いもあり、運転開始時期の早さ自体を競わせることは適切でない。むしろ国が運転開始期限

を明確にし、それに従って各事業者が事業計画を立てていくことこそが、事業予見性と透明な競争を促

すことにつながる。 

  

 

16 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会洋上

風力促進ワーキンググループ 交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会 合同会議。以下「洋上風力促進ワーキング

グループ」とする。 

17 経済産業省資源エネルギー庁、国土交通省港湾局「「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖」、「千葉県銚

子市沖」における事業者選定の総括等」洋上風力促進ワーキンググループ（第 11 回）（2022 年 3 月 22 日）資料 1 p.7 以下。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/011_01_00.pdf 

18 経済産業省、国土交通省「再エネ海域利用法に基づく事業者選定の評価の考え方等について」洋上風力促進ワーキンググループ（第

12 回）（2022 年 5 月 23 日）資料 1 p.28。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/012_01_00.pdf 

19 国土交通省 HP「福岡空港特定運営事業等の優先交渉権者選定に係る客観的評価結果等の公表について」（2020 年 7 月 18 日）。な

お選定から約 2 か月後に公表されている。 

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku05_hh_000107.html 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/011_01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/012_01_00.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku05_hh_000107.html
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事業実現性評価のうち事業実施能力については入札資格とし、競争入札はできる限り定量的な評価が

可能な指標のみで行う、事前審査制度（PQ 制度）を導入すべきである。事業実施能力の評価では、事業

実施経験や財務など数値化が可能な指標で最低限必要な条件とすることが考えられる。また、国の政策

である電力の安定供給や国内サプライチェーンの構築・競争力強化の観点から、入札予定者から別途サ

プライチェーン計画の提出を求め、国産比率を確認することなども検討されてよい。 

なお、国の審議会では、複数区域の事業者選定公募を同時に実施する場合、同一事業者による落札区域

数を制限することが検討されている20。しかし、こうした制度設計は、各事業者の開発規模に人為的なキ

ャップを設けることにつながり、コスト低減に向けてスケールメリットが求められる中、事業者の開発

意欲やコスト低減へのインセンティブに負の影響を与えかねない。とりわけ、導入初期の現状では、導入

量が小さくその影響が強く出やすいため、談合の助長にもつながる可能性がある。事業者の多数化のた

めに今取り組むべきは、市場の拡大と公正な競争環境の整備であり、現時点での落札区域数制限には慎

重であるべきである。  

 

20 前掲注 16「再エネ海域利用法に基づく事業者選定の評価の考え方等について」p.26-27。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/011_01_00.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/yojo_furyoku/pdf/011_01_00.pdf
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国は、2020 年 12 月の「洋上風力産業ビジョン（第 1 次）」で、「2030 年まで毎年 1GW を超える案

件形成」、「2030 年までに 10GW、2040 年までに 30～45GW の案件形成」との目標を設定した。また、

2021 年に策定された「第 6 次エネルギー基本計画」は、2030 年の“野心的”導入目標として 5.7GW を掲

げている。しかし、これらの諸外国と比較して決して高いとは言えない目標についても、具体的な導入政

策が提示されていない。 

2022 年 5 月現在で、国が公表した「一定の準備段階に進んでいる区域」および「有望な区域」は 17 区

域あるが、それぞれの区域がいつ「促進区域」に指定されるのか指定されないかはわからない。また、国

による具体的な系統整備の動きがはっきりせず、市場拡大の速度も見通せない状況にある。2022 年夏に

予定されていた秋田県八峰町・能代市沖促進区域の公募締切は、入札ルールの見直しを行う事ために後

ろ倒しとなり、2022 年末、あるいは、2023 年にずれ込むことが予測されている。こうした市場の予見可

能性の低下は、開発事業者やサプライチェーン事業者だけではなく、投資家の市場予測に影響を与える。

特に、海外から日本の市場への投資意欲が大きく削がれることになる。 

また、ラウンド 1 の選定結果では、運転開始予定日は、2028 年から 2030 年となった。この先のラウ

ンドで選定された事業者の開発に要する時間を考慮すると、2030 年 5.7GW という目標は、成り行きで

自然に達成できるとは言い難い。そして、すでに前述のように、各国は相次いで洋上風力の拡大に力を入

れており、日本も、本来はこの目標を一層高め、自然エネルギーによるエネルギー安全保障力を確実に

し、気候危機の緊急性から、1 年でも早くエネルギー転換を進めなくてはならない。そのためには、2030

年に 10GW 程度の運転開始を視野に入れた目標の練り直しが求められている21。 

 

日本市場の予見可能性を高め、内外の投資家や事業者にとって魅力ある市場を作る必要がある。ロード

マップの策定を通じ、解決すべきボトルネックが特定され、導入目標の達成に向けた具体的なアクショ

ンが可能となる。国は、現状の目標を高め、目標からバックキャストしたロードマップの策定を行うべき

である。それには、「洋上風力産業ビジョン」の第 2 次の策定を行うことも有効である。 

 

21 英国は、現在 11GW の洋上風力導入量を 2030 年までに５倍の 50GW にし、開発期間の半減を行うためにさまざまな改革を行う、と

している。The British Energy Security Strategy, the UK Government, April 2022 

https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy/british-energy-security-strategy#renewables 

https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy/british-energy-security-strategy#renewables
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目標達成に向けて、国は港湾・系統などのインフラ整備、技術開発、人材育成を加速するべきである。

欧米と比べ、大規模な石油ガス開発産業が存在しない日本では、洋上での建設・メンテナンス作業に携わ

る人材が圧倒的に不足している。産業が十分に育っていない初期段階は、人材や技術、船などのボトルネ

ックを海外のリソースの活用で乗り越えつつ、同時に国内産業を育てるための戦略が不可欠である。国

は、国内外の事業者との対話を重視し、さまざまな時限的な手段も活用しながら、鍵となる 2030 年まで

の推進体制・計画を構築すべきである。そのためには、官民協議会での議論を再開し、具体的な工程に早

急に取り組むべきである。 
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