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＜資料 No.4 関連詳細資料＞ 風力発電 大陸棚 BOEMRE 
 
 仮訳  
 

大西洋沖合での風力発電開発の概要（米国） 
 
「the Smart from the Start Initiative」とは何か？ 
 大西洋沖へ吹く風は、1,000 ギガワットのエネルギーを持っているとされている。こ

れは、本格的に開発された場合、現在の米国全体の発電容量に相当する。オバマ政権

の 優先課題は、米国の安全保障を強化し、米国人のために新たな雇用を創出し、炭

素排出量を削減することにより、国内の再生可能エネルギー資源を開発することであ

る。この戦略の主たる要素は、効率的で、完全、かつ煩わしい書類手続きを無くした

認証プロセスを実施し、連邦大陸棚（Outer Continental Shelf：OCS）などの、極め

て大きな風力の可能性の経済的恩恵とエネルギーの恩恵をすべて活かすことである。 
 
 内務省（Department of the Interior：DOI）の海洋エネルギー管理・規制・執行局

（Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement：BOEMRE）

は、OCS での再生可能エネルギー開発のためのリースを発行する権限を持ち、2009
年には、洋上風力プロジェクト案などの開発の、レビューと認証プロセスを管理する

規制を 終決定した。2010 年 11 月にサラザール内務長官が発表した「the Smart from 
the Start Initiative（スタートからスマートにイニシアティブ）」は、このプロセスの

合理化と環境配慮型開発の促進を確実にすることを目指している。同イニシアティブ

では、次の事項が実施される： 
 
 大西洋風のための包括的で、迅速なリース枠組みを実施するため、①OCS 沿いの

「風力発電海域（Wind Energy Areas：WEAs）」を認定し、②今後６ヵ月にわた

り、とりまとめ、資金提供や WEA の環境や地球物理的特性や他の用途の情報を主

な機関からの情報を収集する、③期待される投資家や応札者がアクセスでき、か

つ BOEMRE が WEA におけるリース販売を評価できる、だれでも見られる形でそ

の情報を収集する。 
 各プロジェクト案の認証プロセスを簡素化し、リースされる海域に利権の競合が

無い場合、重複する第２回通知書の発行の要求を免除することを含めた、不要な

規制基準を廃止する。 
 沖合送電線を建設するための申請の手続きを行うために、並行して沖合の送電線

を建設する公募を進めるように積極的に動く。WEA のアセスメントは、沖合送電

線と関連したサイトや環境において役立つべきである。 
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 目標は、環境の検討、適切な領域の選定、大規模計画と迅速な認証過程を組み合わ

せることで、大西洋 OCS での責任ある再生可能風力発電開発を加速することである。 
 
WEA はどのように確認されるのか？ 
 BOEMRE は 1 年以上前から、将来の風力プロジェクトに適していると想定される

沖合海域の、重要な基本的情報を収集するため、省庁間のタスクフォースを通じて積

極的に関与してきた。これらのタスクフォースは、地元関係団体、地方自治体、州政

府や他の連邦政府機関の知見や展望をあつめており、洋上風力開発を妨げかねない沖

合海域の将来見込まれる資源や使用者の対立を確認することで、その存在性を増して

きている。 
 
 タスクフォースは大西洋沿いの 13 州のうち、デラウェア、メイン、メリーランド、

マサチューセッツ、ニュージャージー、ニューヨーク、ノースカロライナ、ロードア

イランド、バージニアの 9 州で設立され、フロリダ、オレゴン、サウスカロライナ州

などとも、これら地域にタスクフォースを設立するかについての話し合いが進んでい

る。タスクフォースのメンバーは、広範な利害を代表しており、BOEMRE、FWS（魚

類野生生物庁）、NPS（国立公園局）、NOAA（海洋大気庁）、FAA（連邦航空局）、沿

岸警備隊、環境保護庁、エンジニアチーム、国防省、エネルギー省、関連する州当局

の代表者および地元関係団体の代表者が含まれる。これらのタスクフォースを通して

今まで進められてきた取り組みに基づき、中部大西洋沿岸沖に位置するデラウェア、

メリーランド、ニュージャージーおよびバージニアの 4 州の沖合で、WEA が設定され

た。 
 
 BOEMRE は今後 6 ヵ月間にわたり、州ベースのタスクフォースと、サラザール長

官により召集された省庁間の上級レベル作業部会の両方を通して、省庁間の連携を続

けていくだろう。大西洋上風力省庁間作業部間（The Atlantic Offshore Wind 
Interagency Working Group）は、環境特性、地球物理的特性および確認された WEA
の他の用途に関して、主要機関から追加情報を収集し、公的に利用可能なフォーマッ

トにまとめ、そして、その情報を将来の開発のために確認地域の適合性をさらに評価

するために使用する。 
 
 加えて、BOEMRE は 2010 年、正式な利権の申請書（Requests for Interest：RFIs）
を公表し、特定沖合海域の適合可能性についての一般からのコメントを求め、また、

さらなる開発のために特定海域をリースすることにおいての開発者の利害を裁決する

ことをスタートさせた。これらの RFI は、デラウェア、メリーランドおよびマサチュ

ーセッツ州の沖合海域に対して発表され、ニュージャージー、バージニアおよび他の

州についても RFI（または、「Call for Information and Nominations」と呼ばれる同

様の規制通知）が間もなく発表される。すでに発表された RFI からのコメントは、発
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表された WEA の確認に役立ち、さらに、他の沖合海域に対するこれら通知へのコメ

ントは、WEA のさらなる絞り込みや修正のサポートとなるであろう。 
 
WEA はどこで認定されているのか？ 
 BOEMRE は、他の連邦政府機関や州政府の再生可能エネルギー・タスクフォース

と協議し、以下の風力発電海域（Wind Energy Areas：WEAs）を認定した。BOEMRE
は、これらの地域での商業リースの発行プロセスと、それに続く現地でのアセスメン

ト活動の認証プロセスを開始することを提案している。 
 
 デラウェア州： 沖合海域は、10 の完全な OCS ブロックと 17 の部分的ブロック

から成り、デラウェア湾の入港ルートと出航ルートの間に位置している。WEA の

西端と東端は、それぞれ、デューイビーチから約 11 海里（約 20 キロメートル）

と約 23 海里（約 43 キロメートル）である。全海域は約 122 平方海里（約 226 平

方キロメートル）である。 
 メリーランド州： 沖合海域は、29 の完全な OCS ブロックと 4 の部分的ブロッ

クから成る。WEA の西端と東端は、それぞれ、メリーランド州沿岸のオーシャン

シティから約 10 海里（約 19 キロ）と約 27 海里（約 50 キロ）である。全海域は

約 207 平方海里（約 383 平方キロメートル）である。 
 ニュージャージー州： 沖合海域は、約 43 の完全な OCS ブロックと 34 の部分的

ブロックから成る。WEA の境界は、沿岸沖 7 海里（約 13 キロ）から、海の方向

に約 23 海里（約 43 キロ）までに及び、アバロンとバーニガットライト間で、南

西から北東へ約 45 海里に広がっている。全海域は約 418 平方海里（約 774 平方キ

ロメートル）である。 
 バージニア州： 沖合海域は 22 の完全な OCS リースブロックと 5 の部分的ブロ

ックから成り、同海域の西端と東端は、それぞれ、ヴァージニアビーチから約 20
海里（約 37 キロ）と約 37 海里（約 69 キロ）である。全海域は約 165 海里平方

海里（約 306 平方キロメートル）である。 
 
 これら海域の地図は、BOEMRE のウェブサイトで閲覧できる： 
http://www.boemre.gov/offshore/RenewableEnergy/. 
 
BOEMRE により開始された環境アセスメントは何を評価するのか？ 
 BOEMRE は連邦公報で発表される意向通知（Notice of Intent）を発行し、国家環

境政策法（National Environmental Policy Act：NEPA）に準じ、適度に予測可能な

現地の特性アセスメント調査とアセスメント活動の環境効果について環境アセスメン

ト（Environmental Assessment：EA）を準備することを発表している。これらの調

査と活動は、BOEMRE が確認されたデラウェア、メリーランド、ニュージャージー

およびバージニア州沖合で確認された WEA でリースが発行された場合に実施される

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

68



（資料 N0.4-1） 

 

可能性がある。BOEMRE は、WEA アセスメントプロセスへの住民の参加を促進する

ために、このスコーピングプロセス注1をすでに開始している。 
 
 中部大西洋 EA では、先に確認されたデラウェア、メリーランド、ニュージャージ

ーおよびバージニア州沖合の地理的海域の、再生可能エネルギーリース発行による環

境への潜在的影響が分析される。これには、先述のリース海域で実施される可能性の

ある地球物理学、考古学および生物学調査など、関連する現地特性アセスメント活動

が含まれている。また、リース海域で実施される可能性のある気象観測塔や気象観測

ブイの設置など、現地アセスメント活動に関連した環境への潜在的影響も分析される。

これらの活動は、BOEMRE の再生可能エネルギー規制に基づき必須とされる現地ア

セスメント計画（Site Assessment Plans）で承認されなければならない。 
 
 EA では、各洋上風力プロジェクトの建設と運営に関連した、環境への潜在的影響は

評価されない。BOEMRE の新たな規制基準に従い、リース保有者は建設や運営を始

める前に、建設および運営計画を提出し、当局から承認を得なければならない。各建

設および運営計画の包括的 NEPA レビューは、計画が提出された後に実施され、特定

のプロジェクト案の全面的な公開レビューを確定的にする。 
 
 BOEMRE は、重要課題の確認についての情報提供や、EA で分析される追加的代替

案を求めている。EA は、中部大西洋 WEA でのリースを認可したり、現地アセスメン

ト計画を承認したりすることによる影響を評価する。また、以下に記述されている

WEA でのリース、現地特性アセスメントおよび現地アセスメント活動などに起因する、

環境資源や社会経済的状況への影響を軽減する対策（例えば、技術、陸地からの距離

やタイミングに基づいた活動への制限）についての情報提供も求められている。異な

る EA により、ひとつまたはそれ以上の WEA を分析することが適切になるだろう。

EA プロセス期間には、他の連邦政府機関、民族政府や影響を受けた州政府との協議が

行われ、特定リースの発行や、リース海域に関する現地アセスメント計画の承認にか

かわらず、 終決定が下される前に完了される。 
 
 意向通知の EA プロセスに関する詳細は、2 月 8 日（火）から、以下のサイトで参

照できる： 
http://www.boemre.gov/offshore/RenewableEnergy/ 
 
BOEMRE による他の OCS 海域の WEA 認定時期は？ 
 BOEMRE は、2011 年 3 月にマサチューセッツ、ロードアイランド州など、北大西

洋沿岸州沖の OCS 海域に WEA を認定し、この時点で、上述されているように同様の

                                                  
注1 環境アセスメントなどの前に、その項目や方法を公開し、広く意見を求めること。公開討論会、アン

ケートやヒアリングなどが含まれる。 
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NEPA プロセスを開始する。また、2011 年 5 月には、南大西洋沿岸州（ノースカロラ

イナ州沖）の OCS 海域にも WEA を認定し、同プロセスを開始すると予測している。

ジョージア、メイン、ニューヨークの各州沖合の OCS 海域は、それら EA に属する可

能性がある、つまり当然ながら別のアセスメントプロセスが後で適用されるため、対

象地域のリソースやユーザー対立に関する情報を収集する時間が別途与えられる。 
 

BOEMRE は、大西洋と太平洋の両沿岸沖の OCS 海域全域において洋上風力（発電）

の開発促進に安全や環境の義務に関する法令に合致しつつ、できるだけ短い時間での

実施を取り組んでいる。我々は、沖合再生可能資源開発を進めることに関心を持って

いるすべての州と密に仕事を続けていく。 
 
現在のリース保有者は WEA イニシアティブの影響を受けるか？ OCS 沖合の風力開

発リース権を持つのは何社で、どのようなリース権を持っているのか？ 
2010 年 10 月、BOEMRE はマサチューセッツ州沖合海域について、Cape Wind 

Associates 社に対する米国初の連邦商業沖合風力リースを発表した。この他にも、デ

ラウェアやニュージャージー州の沿岸沖の現地アセスメント活動に従事してきた多く

の｢暫定政策｣によるリース保有者も含まれている。 
 

これらのリースは、BOEMRE が再生可能エネルギー規制について決定を下す前に

実施された暫定政策に従って交付された。また、いくつかの州の沿岸沖の OCS が計画

を見込んでいるプロジェクトについて、 初の非募集の申請書を提出した開発業者も

いた。 
 

これらのケースの内のいくつかの場合、すでに実施されている現地アセスメント活

動は、個々のプロジェクトの建設案の詳細および業務計画を知らせるのには十分で、

BOEMRE は早ければ今年の秋にも、個々のプロジェクト案の見直しを開始させるこ

とができるものと考えられる。 
 

BOEMRE は、個々のプロジェクトすべてに対し迅速な見直しを行っており、この

結果、建設を行うかどうかの決定を早急に行えるようになる。風力エネルギー・プロ

ジェクトが承認される前には必ず、特定地域向けの環境影響証明書がすべて必要にな

るようであるが、これらのタイプの見直しを終えるために何年もかける必要はない。

このイニシアティブの一部として、同省は上記の見直しを行い、人材や財源の要求に

対して、積極的なスケジュールを約束する予定である。 
 
この WEA 対策は、｢沿岸・海洋利用計画｣大統領令とどう関係するか？ 

オバマ大統領は、大統領命令 13547（2010 年７月 19 日）の中で、洋上、沿岸、五

大湖の管理責任に関する国策を定めた。この国策を実施するため、大統領は担当する
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すべての省庁および政府関係機関に対し、総合的かつ順応性のある統合エコシステム

を基に、現在と今後の海洋、沿岸、五大湖地域の利用状況を健全な科学に基づいて分

析する、透明性のある計画の策定に参画するよう命じた。 
 

この｢沿岸・海洋利用計画｣のプロセスは、利用に際しての衝突や環境への影響を減

らし、矛盾のない利用を促進し、経済、環境、安全保障、社会的目標に見合うために

重要なエコシステムサービスを維持するために、さまざまなタイプの社会階層の活動

に 適な地域を認定するものである。 
 

我々は、｢the Smart from the Start Initiative｣の成果は、国家海洋委員会 （National 
Ocean Council：NOC）注2が設立した都市計画機構（Regional Planning Bodies）に

とって役に立つものになるだろうと想定している。例えば、これらの沖合海域の環境

アセスメントは、都市計画機構が定める｢沿岸・海洋利用計画｣に情報提供を行う上で、

極めて重要な役割を果たす。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子／原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下 DOI の記事を翻訳したものである 
“Overview: Offshore Wind Energy Development off the Atlantic Coast” 
（ http://www.doi.gov/news/pressreleases/loader.cfm?csModule=security/getfile&pa
geid=186636） 
 
 

                                                  
注2 http://www.whitehouse.gov/administration/eop/oceans 

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

71




