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エネルギー長官と内務長官、「洋上風力国家戦略」を発表 
 
 

2016 年 9 月 15 日 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 
 
 

Earnest Moniz エネルギー長官と Sally Jewell 内務長官は 9 月 9 日、ボストン近郊にあるマサチューセッ

ツ・クリーンエネルギーセンターの風力技術試験センターを視察後、洋上風力開発促進に必要な政策をまと

めた報告書 『洋上風力国家戦略：米国内の洋上風力産業開発促進（National Offshore Wind Strategy: 
Facilitating the Development of the Offshore Wind Industry in the United States）』を共同発表した。 
 
この洋上風力戦略は、米国のクリーンエネルギー資源開発によって国内雇用を創出し、炭素汚染排出を削

減するというオバマ大統領の気候変動行動計画（Climate Action Plan）の一環であり、米国の洋上風力の

現況を詳述し、設置に係る費用削減と時間短縮に必要な行動とイノベーションを提起し、同産業の成長と成

功を支援する為のロードマップを提示している。 
 
『洋上風力国家戦略』の概要は以下の通り： 

 
1. 洋上風力の価値 … 米国洋上風力の商業的成功に影響を与える 6 要素 
 

a. 豊富な洋上風力資源 
既存技術活用により利用可能な国家水域内における洋上風力資源の技術的ポテンシャルは

2,058 ギガワット（GW）で、年間 7,200 テラワット時の出力に相当。エネルギー省（DOE）が 2015
年に発表した『風力ビジョン：新時代を迎える米国風力発電（Wind Vision： A New Era for Wind 
Power in the United States）』で示した、2050 年までに 86 GW の洋上風力導入というシナリオの

実現には、技術的ポテンシャル資源の約 4%（総資源の約 1%）の開発が必要。 
 

 
Figure 2.4. Capacity (left) and net energy (right) offshore wind resource estimates for five U.S. offshore wind resource regions  
 
 

http://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/09/f33/National-Offshore-Wind-Strategy-report-09082016.pdf
http://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/09/f33/National-Offshore-Wind-Strategy-report-09082016.pdf
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b. 洋上風力の立地・開発機会 
2016 年 5 月時点で内務省（DOI）は洋上風力発電開発に大西洋岸で 11 件の商用リース（14.6 
GWに相当）を授与。『2016 年米国の洋上風力エネルギー資源調査（2016 Offshore Wind 
Energy Resource Assessment for the United States）』注 1によると、洋上風力資源の技術ポテン

シャル地域の 88%以上（606,000 平方キロメートル超）が連邦水域内であるため、上述の 86 GW
の大半は連邦管轄大陸棚（Outer Continental Shelf =OCS）で開発される可能性が大きく、DOIの
海洋エネルギー管理局（BOEM）では現在、開発見込みのある風力地域を幾つか検討中。 

 
c. 十分な市場機会 

『風力ビジョン』のシナリオ通りに 86 GW の洋上風力が 2050 年までに導入されることになれば、

洋上風力は沿岸州と五大湖周辺州で予測される新規発電需要の 14%を賄うことになる。既存発電

装置の老朽化・除去や電力需要の増加に伴って、新規電源供給のニーズが増大し、機会が生まれ

る。先頃の分析では、こうして生まれる機会が洋上風力のような新参者でも参入できるほど大きい

ことを示唆。 
 

 
Figure 2.6. Scheduled and age-based retirements and load growth create opportunity for new offshore wind generation in coastal 
regions  
 

d. 競争可能な価格達成への道 
洋上風力のコストモデルは、技術向上・規模の経済（economies of scale）で得た効率性・導入経

験によって、2030 年までに米国各地でコストがメガワット時あたり 100 ドル以下となる想定シナリオ

を提示。洋上風力が近い将来、市場競争やサプライチェーンの成長を支えるに十分な規模で導入

されると仮定すれば、発電コストの比較的高い北東部のような市場では、洋上風力発電開発は 10
年以内にコスト競争可能となる可能性有り。 

 
 

                                                           
注 1 DOE 傘下の国立再生可能エネルギー研究所の報告書。 
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e. 実証された経済ポテンシャル 
洋上風力の経済ポテンシャルは均等化発電原価（levelized cost of electricity =LCOE）だけでは

判断出来ず、プロジェクトの経済的な実行可能性は地方・地域市場の電力価格制度に大きく左右さ

れる。経済モデルは、洋上風力の LCOE が比較的低くかつ電気料金が高い地域であれば多くの

場合、2030 年までに補助金無し又は僅かな補助金でプロジェクトが経済的に実行可能になること

を示唆。 
 

f. 経済・エネルギーシステム・環境上の便益 
『風力ビジョン』のシナリオ通りに 86 GW の洋上風力が 2050 年までに導入されることになれば、

以下のように具体的な経済面、環境面、エネルギーシステム面での便益が生まれる： 
• 温室効果ガス累積排出量の 1.8%削減（約 16 億メトリックトンの二酸化炭素に相当）。これ

により、地球規模の損害を 500 億ドル削減。 
• 二酸化硫黄・窒素酸化物・その他微粒子物質の累積排出量削減で、米国は致死や疾病お

よび経済的損害を 20 億ドル回避。 
• 発電部門による使用水量を 5%、取水量を 3%削減。 
• 化石燃料コストに関連する電気料金変動を大幅に縮減。 
• 連邦管理地域のリース料支払いで年間 4.4 億ドルが国庫に、資産税支払いで年間 6.8 億

ドルが地方経済に入るほか、沿岸地域及び全国で約 18 万の雇用を創出。 
 

2. 米国洋上風力産業の発展に必要な行動分野  
 

a. 戦略テーマ 1： コストと技術リスクの低減 
洋上風力エネルギーは現在、補助金無しでは米国市場での競争が殆ど不可能であるが、世界市

場の継続的成長と下記 3 分野での研究開発投資により、洋上風力コストが大幅に低減し、競争可

能なレベルとなり得る。 
 

【行動分野 1】 洋上風力資源とポテンシャルな開発用地の特性評価 … 米国の洋上風力開発用地

に特異な気象状態・海況・海底条件に関する理解の拡大 
 

【行動分野 2】 洋上風力発電技術の進歩 … 風力タービンの大型化と効率改善、基礎構造の小型

化、風力発電施設の最適化等 
 

【行動分野 3】 設備の設置や維持管理作業、及びサプライチェーンに伴う問題の解決 
 

b. 戦略テーマ 2： 国家の海洋資源と五大湖資源の有効管理 
米国で持続可能な洋上風力産業の発展を可能にする為には、海洋資源と五大湖資源の有効管理

が必要である一方、洋上風力開発業者・投資家・電力購入業者には、プロジェクトが規制・環境上

の順守要件を予測可能な方法で乗り越えられるという確信が必要である。このバランスの改善と有

効管理の助長には、下記 2 分野において行動が必要である。 
 

【行動分野 1】 BOEM の現行規制プロセスにおける効率性、一貫性、明確さ（clarity）の改善 
 

【行動分野 2】 洋上風力発電開発が人間の海洋利用やセンシティブな生物資源にもたらす影響

（漁業やレーダーシステム、渡り鳥や海生哺乳類等）を検証・確認するため、データ収集の強化 
 

c. 戦略テーマ 3： 洋上風力発電のコストと便益に関する理解の拡大 
洋上風力の近未来導入は、コスト削減の実現、及びサプライチェーンの発達にとり不可欠である。

近未来の洋上風力導入の便益に関する理解を深めるため、以下の 2 分野に取り組む必要がある。 
 

【行動分野 1】 洋上風力が地方送電網に及ぼす影響に関する理解の拡大、及び洋上風力の送電

インフラに伴うコストと便益の特性評価 
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【行動分野 2】 洋上風力に伴う環境・経済上のコストと便益の数量化、及び、政策策定者や利害関

係者に洋上風力関連の政策や近未来売電契約（power purchase agreement =PPA）に関する決

定を報告 
 
3. 連邦政府の洋上風力戦略 
 

a. 戦略テーマ 1： コストと技術リスクの低減 
 

【行動分野 1： 洋上風力資源とポテンシャルな開発用地の特性評価】 
• DOI と DOE は米国の洋上風力開発業者向けのガイダンスを作成する為、国内外の専門

家を召集して、洋上風力用地特性評価のための気象海洋データ（metocean data）収集基

準、及び関連のモデリングツールを策定。 
• BOEM 管轄の風力発電地域や連邦水域で DOE が実施する資源査定や立地特性評価を

継続・拡大。収集した気象・海洋・地質データを発信する為に一般的なポータルの利用を検

討。 
• DOE は、洋上風力用地の特性を評価する有望な革新的技術を実証。中でも特に有望なラ

イダーブイ（lidar buoy）の実証を行ない、必要に応じて欧州の政府施設とも協力。 
 

【行動分野 2：洋上風力発電技術の進歩】 
• DOE の洋上風力に対する現在の取組みの重点は、2020 年までに設置予定の先進技術

実証プロジェクト（Advanced Technology Demonstration Projects）。DOE は運転開始後

の 5 年間、各プロジェクトに対して大量のデータ収集（タービン、ストラクチャー、総合的な

風力発電所システム工学、性能、環境モニタリング、運転、コスト等）を義務付け。革新技

術の検証やリスク除去に、同プロジェクトの収集データを活用。 
• DOE は米国洋上風力発電の躍進の為に、洋上風力コミュニティ間の連携を奨励し、分野

横断型の学際的協力にてこ入れ。 
• 洋上風力発電施設の場合、定期保守や予定外保守の実施が大きな課題であり、維持管理

コストは洋上風力施設 LCOE の 20%にまで達する。DOE は、PHM（prognostic health 

monitoring）や主要部品管理システム等の技術開発に投資を行い、予定外保守作業のコ

スト及び頻度の削減； 予定外保守を定期保守の一環として活用； 安全に施設へアクセス

できる諸条件の拡張に努力。 
• DOE は、米国洋上風力産業向け構造設計基準の策定を目指した努力を継続。『米国風力

協会の大型タービン順守ガイドライン： 米国風力協会 洋上風力順守の推奨プラクティス

（2012）（AWEA Large Turbine Compliance Guidelines: AWEA Offshore Compliance 
Recommended Practices (2012)）』を更新。 

 

【行動分野 3：設備の設置や維持管理作業、及びサプライチェーンに伴う問題の解決】 
• DOE は、米国サプライチェーンに関するデータの定期的な更新を支援。意義あるデータを

維持するために、供給業者や洋上風力産業のメンバーがケイパビリティ関連データを入力

できるよう、データをオープンソース・ツールへと移行。 
• サプライチェーンのボトルネックやコスト、リスクや将来シナリオを評価するため、DOE は、

（i）洋上風力の年間導入量、サプライチェーンの限界、追加投資の必要な分野を特定する

研究を支援し；（ii）半潜水型の浮体式プラットフォームや自ら浮体・反転する「自己設置型

（self-erecting）」タービン等、より革新的な設置策に伴う便益を探索。 
 

b. 戦略テーマ 2： 国家の海洋資源と五大湖資源の有効管理 
 

【行動分野 1：現行規制プロセスにおける効率性、一貫性、明確さの改善】 
• BOEM は、気象ブイ設置の現行規制要件とサイト評価プラン（Site Assessment Plan 

=SAP）審査手続きを再評価。BOEM は、現行規制要件を維持する一方で開発業者の負
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担を削減するプロセス改変を行なうか、または、SAPs に対する規制要件の一部または全

部の撤廃・縮小を検討する規制過程を開始するかどうかを 2017 年前半に決定。 
• BOEM は国家環境政策法（National Environment Policy Act =NEPA）の定める審査過

程を改善・合理化するため、NEPA 審査過程のスケジュール設定、開発業者との非公式協

定確立等、幾つかのアプローチを検討。 
• BOEMは、建設運営計画（Construction and Operations Plan =COP）の環境影響声明書

（Environmental Impact Statement）策定に利用する「デザイン・エンベロープ（design 
envelope）」方式 注 2を調査。BOEMは 2017 年 7 月 1 日までに「デザイン・エンベロープ」

方式の利用に関して決定を下し、これを採用する場合には、必要に応じて『再生可能エネ

ルギー建設運営計画情報要件ガイドライン（Guidelines for Information Requirements 
for a Renewable Energy Construction and Operations Plan）』を更新。 

• BOEM は現行の政府間タスクフォース設置過程を再評価。評価結果と今後の方向を説明

する文書をウェブサイトで公開。 
• 審査過程を省庁間で画一化・同化するオプションを評価する努力の一環として、BOEM は、

ホワイトハウス洋上風力省庁間作業グループ（White House Interagency Working Group 
on Offshore Wind）の洋上風力認可手続きサブグループをリードして、SAP 審査手続きに

関連する省庁間協力を合理化・改善。 
• BOEM は OCS での洋上風力プロジェクト開発に関する要件を説明する規制ロードマップ

を策定。これを、2017 年 7 月 1 日までに BOEM のウェブサイトで公開。 
• BOEM は、洋上風力開発業者に義務付けられている破棄財政保証（decommissioning 

financial assurance）規制を変更し、開発業者による破棄財政保証の段階的導入を認可。 
• DOI は、洋上風力施設の建設と運転活動に関する健全性・安全性・環境面・管理上のガイ

ドラインを策定。 
• 北大西洋・中部大西洋地域におけるリース計画の次のステップに関して、BOEM は 2017

年夏か秋に市民集会を開催し、利害関係者の意見を聴取。 
• 米国及び世界各地で洋上風力開発をレスポンシブルに促進するため、DOI は、世界洋上

風力規制委員フォーラムの設置に向けて努力。 
• 米国の洋上風力導入の課題や機会についてオープンダイアログを推進・継続する努力の

一環として、DOI は定期的に利害関係者を招集し、規制・戦略問題を討議。 
 

【行動分野 2： 重要な環境問題及び人間の海洋利用に関する懸念への対応】 
• DOE は風力開発業者や他の政府省庁と提携して、第一世代プロジェクトでモニタリング技

術や影響緩和ツール（mitigation tool）の研究・実験を行い、洋上風力の環境影響データを

収集。 
• DOE は、実証プロジェクトをケーススタディとして活用し、そこで得た観測と教訓に基いて、

影響を生み出す要因と環境影響を遡及的に分析する作業、及び、プロジェクト全体の当初

データをメタ分析することを支援。DOE は第一世代風力プロジェクトのデータを活用して、

影響を予測するリスクモデルを開発予定。 
• DOE は、国防省・連邦航空局（FAA）・米大気海洋局（NOAA）との MOU の下で、風力ター

ビンのレーダー干渉（wind turbine radar interference）を軽減するアプローチを検討中。計

画中の洋上風力発電を評価するモデリング及びシミュレーションツールを改善するため、省

庁間チームで、多様なシミュレーション・パラメーターを既存ツールに統合することを計画中。

DOE はまた、現在計画中の洋上風力施設が海岸沿いの監視レーダーに及ぼし得る影響

を調査するほか、マサチューセッツ工科大学（MIT）リンカーン研究所と提携して既存の全

                                                           
注 2 この方法では、開発業者は合意済みの多様なパラメーターの範囲内で自己プロジェクトを説明し、BOEM は

これらパラメーターに伴う影響を分析することになる。 
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米航空システム（National Airspace System）レーダー用の先進信号処理技術を沿岸レー

ダーに適用するフィージビリティも調査。 
• DOE は、洋上風力発電所に対する市民の受容及び反対の要因を理解するため、開発中

の洋上風力プロジェクトでこれら要因を調査。 
• DOE は他の連邦省庁・洋上風力産業・その他利害関係者と協力して、世界各地からの環

境影響調査結果を総計・統合し、規制担当者・業界メンバー・その他利害関係者と共有。

DOE は DOI と合同で、「風力エネルギーの環境影響を解決する共同作業（Working 
Together to Resolve Environmental Effects of Wind Energy =WREN）」という国際的イ

ニシアティブへコミット。 
• BOEM は、利害関係者へのアウトリーチ・ツールを改善。利害関係者対象のウェビナーの

開催、2 年おきに利害関係者と直接会合と行うこと、等を検討中。 
• BOEM は、2013 年に発表した建設前データ（preconstruction data）に関する業界向けガ

イダンスを、これまでの教訓、新技術、及び最近の研究や調査を反映させて更新するほか、

洋上風力産業や肝炎の利害関係者等からの情報収集によって建設後モニタリング

（postconstruction monitoring）に関するガイダンスを作成。 
• BOEM は、地域の海洋計画、NEPA プロセス、予測モデリングを支援するため、より総合

的なデータ収集により、海洋生物及び海洋生息環境の基本データを更新。 
 

c. 戦略テーマ 3： 洋上風力発電のコストと便益に関する理解の拡大 
 

【行動分野 1： 洋上風力の送配電とグリッド統合】 
• 現在開発中の洋上風力プロジェクトは全て、ラジアル型の大陸グリッド接続（ radial 

connections to shore）を提案。オフショアグリッド構造を最適化するため、DOE は、送電

網拡大がもたらす洋上風力への影響（システムの信頼性、グリッド渋滞の軽減、高電圧直

流送電のフレキシビリティ、洋上風力のバックボーン基盤等）を分析。 
• DOE は州政府や地方政府の洋上風力統合戦略を調査し、政策決定者（独立系統運用事

業者や発電業者を含む）による将来の洋上風力開発シナリオのグリッド統合に係る側面の

評価、及び関連する必要要件の検討を支援。 
 

【行動分野 2： 洋上風力のコストと便益の数量化、及び政策策定者や利害関係者との連絡】 
• DOE は、洋上風力のもたらす社会・環境面の便益（温室効果ガスやその他大気汚染物質

の排出回避、健康・環境面の便益、発電部門の使用水量削減、経済開発や雇用創出等）

を数量化。 
• DOE は、洋上風力が電力システムのコストに及ぼす便益を数量化し、地域毎の電力系統

コスト、及び様々な洋上風力開発シナリオが価格にもたらす影響を分析する為の解析学と

ツールを提供。 
• 政策策定者や利害関係者や一般市民が自らの州やコミュニティに技術が適切であるかど

うかについて効果的な決定を下す際の一助となるよう、DOE は洋上風力のコストと便益に

ついて正確で客観的な情報を提供。 
• BOEM は、現行の運営費支払算定方式（電力卸売の現在価格を用いて推定発電量の卸

売市場価格を算定する方式）に対する開発業者のコメントに応え、現行方式の徹底見直し

を実施。 
 
 
 


