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【新エネルギー（風力）】最終投資決定(FID)  均等化発電原価(LCOE) 

 

仮訳 

 

Crown Estate社による洋上風力発電コスト削減の道筋の調査 

エグゼキュティブサマリー（英国） 

 

2000 年代初めに商業規模のウィンドファームが普及して以来、英国の洋上風力発電コス

トは大幅に増加している。この要因は、関連コストの増加（物価上昇、通貨変動）だけで

なく、サプライチェーンにおけるボトルネック、完全でない信頼性、そして建設地がより

遠海へ移動したことといったより具体的なものである。近年のウィンドファーム･プロジェ

クトの発表によると、コストはおよそ￡140／MWh で安定しているという（2011 年最終

投資決定(Final Investment Decision：FID)におけるプロジェクトの場合）。一方で、政府

と産業界は洋上風力の事業規模や新たなテクノロジーや設備への投資に関して、重大な決

断を迫られている。将来的なコストは、英国における産業の今後の規模を決定付ける上で

極めて重要である。 

 

 本調査では、洋上風力発電コストの削減の可能性に関する厳密かつ有効な評価が行われ

た。本結果は、6 ヵ月にわたって 120 に上る企業や団体、及び洋上風力業界、保険、学術、

そして金融機関に属する個人といった前例のない取り組みや挑戦に基づいたものである。 

 

2020 年までに洋上風力コストを£100／MWh まで削減可能 

 エネルギー･気候変動省(DECC)は、風力発電産業の規模を最大限に拡大するために、

2020 年までに洋上風力発電における均等化発電原価(Levelized Cost of Energy：LCOE)

が £100／MWh を達成すべくチャレンジを推し進めている。プロジェクトの参加者から

の情報を活用し、我々は風力産業における洋上風力の発展を可能とする様々な方法を反映

した 4 つの「ストーリー」を定めた。これらの予想は、£100／MWh という野望の達成を

検証するため、コスト削減の「道筋」を構築するベースとして用いられた。我々のコスト

削減の方法によって、洋上風力産業が直面する主な不確実な点が LCOE にもたらす影響を

検討する 

 

 設置される洋上風力の設備容量の増加速度 

 技術進歩の速度 

 洋上風力開発業者に役立つサプライ･チェーンの完成度 

 洋上風力に投資する金融市場の規模 
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 上記の道筋のうち 3 つにおいて、洋上風力は 2020 年の最終投資決定(Final Investment 

Decision：FID)に至るプロジェクトの均等化発電原価が£100／MWh 以下に到達し、そし

て 2017 年 FID までに、この基準を満たす方向へ順調に進む（表 A 参照）。これに対して

例外なのが、Slow Progression (緩やかな進歩)のストーリーであり、そこでは比較的小規

模な市場や、政府や産業による不適当な介入によってコスト削減が抑えられてしまい、

LCOE が相対的に高止まりとなる。 

 

 

 

 

 

 

均等化発電原価(LCOE)は何を指すのか？ 
 
 簡単に言うと、LCOEは単位当たりのエネルギー生産で表される、プロジェクトの生涯
コストと見なされる。 
 
 LCOE は、割引生涯発電コスト(£)の総額を割引生涯電気生産量(MWh)の合計で割った
ものとして定義される。発電コストには、送電コストを含め、発電機／開発業者がプロジ
ェクト全期間を通して負担した資本金、運転コスト、そして廃棄費用などがある。 
これはプロジェクトを支援する必要が出てくる収入のレベル(即ち「行使価格」)に必ずし
も一致するわけではない－収入というより、むしろコストを表している。割引率とは、プ
ロジェクト全期間にわたる加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital：
WACC)のことであり、資本構成や資金調達コストで決められる。LCOE は、税引き後に基
づき計算され、全ての期間にわたり 2011 年の実質価格で表される。 

3. Supply Chain Efficiency 

・2020 年までに欧州で 36GW（英国で 17GW） 

・漸進的技術進展（例：5.7MW 級タービンへ着実

に進展） 

・激しい競争、投資、プロジェクト連携、及びより

良いリスク管理 

・規模の大きい金融市場、低リスク／低資本コスト 

4. Rapid Growth 

・2020 年までに欧州で 43GW（英国で 23GW） 

・ウィンドファーム全部品を通じて高レベルな技術

進展（例：タービンを 5-7MW+へ急速に展開） 

・激しい競争、投資、プロジェクト連携、及びより

良いリスク管理 

・必要資金が極めて莫大 

 

1. Slow Progression 

・2020 年までに欧州で 31GW（英国で 12GW） 

・漸進的技術進展、市場規模に制限される進展 

・限られた競争／スケールメリット 

・金融ソリューションの穏やかな発展、 

 リスク／投資コストの減少 

2. Technology Acceleration 

・2020 年までに欧州で 36GW（英国で 17GW） 

・ウィンドファーム全部品を通じて高レベルな技術

進展（例：タービンを 5-7MW+へ急速に展開） 

・連携の改善による断片化されたサプライチェーン 

・テクノロジーが変化し続けることにより、資本コ

スト改善に制限 

表 A：風力業界ストーリー 
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 風力発電の4つのストーリーに関連したコストの道筋は、下記のとおりに要約できる。 

 

 「Slow Progression (緩やかな進歩)」のストーリーでは、市場成長の鈍化に加え、サ

プライチェーンの成熟や技術開発が限定的な場合を想定する。このような好ましくな

い条件下での洋上風力発電のLCOEは、2017年のFIDでは£134／MWh近くであり、

2020年のFIDまでに£115／MWhまでしか下がらない。 

 

 「Technology Acceleration (テクノロジー促進)」のストーリーでは、新製品が急速に

発展し、その結果、多様なタービン、基礎、配線、設置方法、そしてその他の市場に

おける解決法などがもたらされる。このストーリーにおいては、サプライチェーンは

寸断されたままであり、技術のリスクや、資本コストは、他のストーリーより若干高

いままである。結果として、LCOEは2017年FIDまでにおよそ£118／MWhに、2020

年のFIDには£100／MWhまで下がる。 

 

 「Supply Chain Efficiency (サプライチェーンの効率性)」のストーリーでは、風力業

界は4MW級および6MW級のタービン注1や関連する主要な部品を規格化、新たな大規

模施設やその運営手法に資金を投入し、そして競争力の高い市場の中で運用する。サ

プライチェーンのコスト削減および資本コストに対する利益の増加により、大幅なテ

                                              
注1 4MW 級のタービンとは、3～5MW 幅のタービンのことを指し、6MW 級のタービンは 5～7MW 幅のター

ビンのことを指す。 

表 B：ストーリー別に算出した洋上風力均等化発電原価 
均

等
化

発
電
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) 
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クノロジー革新と相まって、「Technology Acceleration（テクノロジー促進の研究）

(2020年までに£96／MWh、2017年までに£121／MWh)」と同様のコストに至る。 

 

 「Rapid Growth (急成長)」のストーリーでは、サプライチェーンの障壁の回避を含め

て、非常に有利な状況を想定しており、風力業界がコスト削減の達成を果たせる上限

を表示している。この予想では、LCOEは2017年のFIDまでにおよそ£115／MWh、

2020年FIDまでに£89／MWhに下がる。 

 

 LCOEの価格は、特定の年にFIDに至るプロジェクトにおいて、想定される用地やテ

クノロジーをミックスさせた「平均」コストを表している。現実には、全く同じコス

トであるプロジェクトは2つとなく、2020年までに、これらの中心コストの変動幅は

最大で＋/－£14／MWhとなると推定される。 

 

我々がモデル化で用いた4つに分類された用地タイプに基づき、風速の低い沿岸付近の

浅水域と、風速の高い沿岸から離れた水域及び／または遠海の間で、LCOEのトレード･

オフ（得失評価）が比較的バランスがとれている。言い換えれば、風速が高くなることで

エネルギー生産量が増加することを考慮に入れれば、「ラウンド3」及び「スコットラン

ド領海(Scottish Territorial Waters)」において、遠海及び／または沿岸から離れた水域に

移動することで実質的にLCOEの不利益がもたらされるとは考えられない。このことは、

以前のレポートの結論と比較して、これらの用地におけるプロジェクトの実行可能性につ

いてより肯定的な見解を表している。 

 

 分析から、我々の結果は、為替レートや物価(特に鋼鉄や銅)、ウィンドファームの寿命、

そして金利に対してなされる仮定にセンシティブであることを示している。上記のコスト

の道筋（変化）は、固定される外部要因に基づいている(例：物価や実際の2011年レベル

での固定為替レート)。このような外部要因の変化もまた、原子力や陸上風力といったその

他の形態の低炭素発電のコストに影響を与える。 

 

2020年以降、テクノロジーとサプライチェーンの両方からみて、さらなるコスト削減の

機会があると予測される。我々が特定してきた最新のテクノロジー･イノベーション注2は、

2020年までに達成できる見込みは50%未満と見られ、さらなる改善の余地が残されている。

加えて、2020年以降全く新しいテクノロジーの導入によって、LCOEには大幅な変化を遂

げる可能性がある。また、運転や維持における競争や連携により、2020年以降には材料費

の節約が始まると見込まれている。 

 

                                              
注2 6MW 級タービンにおいて 
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テクノロジーとサプライチェーンの改善により多様な洋上風力発電コスト削減方法があ

る 

 これまで洋上ウィンドファームには、他分野に使用されたいたものを最適化した製品を

多数用いてきた。例を挙げると、有人プラットフォーム向けに石油・ガス業界の基準で設

計した海上仕様の陸上風力タービンと基礎部分などがある。同様に、洋上ウィンドファー

ムに供給を行うサプライチェーンは未成熟で、プロジェクトごとに機能している。 

 

 洋上風力発電向けに特別に設計された

製品に移行し、このサプライチェーンを

産業化することで、資本コストと運営コ

ストを削減し、発電量を増す機会を増加

させる。2011 年に FID に至ったウィン

ドファームプロジェクトと比較すると、

2020 年の FID プロジェクトで、テクノ

ロジーとサプライチェーンの改善により

最大 39%までコスト削減が可能と考え

られる(添付資料 C を参照)。 

 

主なコスト削減項目は以下の通り。 

 より大規模で、高信頼性、高発電量、

低運転コストのタービンの導入。 

 UK 内とその他の EU 諸国、および

低コスト諸国からの供給等、主要な

供給市場 (タービン、支持構造物、

建設)におけるより厳しい競争。 

 早期段階からのサプライヤーの関与、

ウィンドファームのレイアウトの多

変 数 の 最 適 化 、「 Front End 

Engineering and Desgin：FEED(基

本設計)」、および、より広範囲な実

地調査など、プロジェクトの前面に立った、より大きな取り組み。 

 大幅な標準化、オンザジョブトレーニングでの風の捕獲や建設、およびより良い調達

など、スケールメリットや生産性の向上を進める。 

 現行の設置方法の最適化 

 水深 35ｍを超える水中で使用できる大量生産型の支持構造物。 

 

これらのコスト削減がサプライチェーンによりどの程度実現するかは、そのストーリーや

道筋に即した開発に伴う産業の発展の仕方によって決まる。 

注） 

FID2011 は、2011 年に最終投資決定(FID)に至った 500MW

プロジェクトについて言及している。(FID2020 も同様)。

FID からウィンドファーム完成までの期間は約 3～4 年であ

る。上記のコスト削減項目は、標準的な FID2011 ウィンド

ファーム (3～ 5MW 級のタービン )に対する標準的な

FID2020ウィンドファーム (5～7MW 級のタービン)との比

較に基づいている。この比較結果では、資本コストは長期間

一定にとしており、全てのコストは 2011 年の金額のものを

使用している。また、削減率(%)の算出方法は、加法ではな

く乗法であり、その合計はコスト削減要素の合計ではなく積

になる。 

資料 C: テクノロジーやサプライチェーンを要因とした洋

上風力発電コスト削減の機会 

FID2011～FID2020 の平均 FID エネルギーコストの削減率

(%) 
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資本需要の上昇に対し、リスクの低下が招く金融コストの上昇 

洋上ウィンドファームの資本集約度を一定とした場合、資本コストが LCOE の主な鍵と

なる。加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital: WACC)が１%減尐した場

合、これは LCOE 約 6%分の減尐に相当する。 

 

洋上風力発電産業が経験を積むにつれ、主要リスク(すなわち設置コストとタイミング、

タービンの可用性と、運用・メインテナンスコスト)の管理がさらに改善され、ウィンドフ

ァームプロジェクトの全体のリスク因子が減る。これが、資金提供者から求められる必要

収益を低減させることになると考えられる。 

 

これと平行して、現在から 2020 年までの洋上ウィンドファーム建設件数の増加率が、

新たな資本需要を大幅に引き上げることになる。我々の分析結果によれば、現在市場で活

躍する複数の業種の企業から得られる資金が十分ではなく、2020 年に当てられる資金次第

では、￡70～220 億不足する可能性がある。株式と債券の資金調達の新たなソース(供給元)

を見い出す必要があるだろう。そして、これは特にハイリスクな建設段階の期間に資本コ

ストの増加に結びつく可能性が増すだろう。 

 

2011年にFIDに至る風力ウィンドファームのWACC(加重平均資本コスト)は、丁度10%

超(名目額、税引き後)である。また、2020 年に FID に至るプロジェクトについては、彼ら

の WACC がテクノロジーリスクとマーケット成長レベルの度合いによって、約 9%(8.6～

9.7%の範囲)に減尐するものと予想される。そして、2014 年～2017 年に FID に至るプロ

ジェクトは、資金の高需要により WACC が 0.5％増となり、これによりいくらかの LCOE

の引き下げ圧力は技術やサプライチェーンの要因で相殺されると予想される。 

 

着実に拡大する市場と予測されるプロジェクトのタイミングが極めて重要 

コスト削減を実現するために、最も重要な１つの必須条件は、予測される一連のプロジ

ェクトのタイミングとともに着実に拡大する洋上風力発電市場である。 

 

我々のストーリーと道筋では、大きな市場では大きなレベルのコスト削減が可能である

ことを実証しているが、コスト削減を最大化するためには、これらを市場の予測可能性や

永続性と結びつける必要がある。 

 

 

上記を達成するために取り組むべき重要課題： 

・ 「Electricity Market Reform(電力市場改革)（特にフィードインタリフの割当てと行使

価格）」で定められた電力市場の新アレンジメントへの円滑かつタイムリーな移行、お

よびLevy Control Framework (課税管理枠組み)で既定される 2015年以降の再生可能

エネルギーに対する公的資金に関する明確性。 
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・ Planning Act 2008(変更内容どおり)の提案に沿って、England と Wales における計画

および、Scotland の計画(Marine Scotland の管轄)を、明確なタイムテーブルに確実に

合わせること。 

・ 明確かつ予測可能な、洋上送電の規制枠組み 

 

サプライチェーン企業は現在、施設および船舶の建設と、今後 10 年間の後半に予定さ

れるウィンドファーム建設プロジェクトに供給する新製品の開発を検討している。これら

の投資が十分な利益を生むには、通常 10 年以上が必要である。このため投資家は、尐な

くとも 2025 年までの洋上風力発電市場を見通す必要がある。安定した市場成長は、投資

判断や効率的な取り組みに対して弊害をもたらす中止/再開のサイクルを回避するため、不

可欠なものである。我々の分析結果は、大幅なコスト削減を確実なものにするには、残り

の EU 諸国で市場成長計画が期待どおりに進んでいると仮定して、UK 市場で 2015 年～

2025 年までに尐なくとも年間 2GW の発電量を達成する必要があると示唆している。 

 

プロジェクトの時期を確実に予測出来るようにすることもまた、コスト削減を達成する

には不可欠である。これにより、より素晴らしいコラボレーションを後押しし、イノベー

ティブな新製品や資本を参入し易くし、プロジェクト期間(タイムテーブル)を短縮する。 

信頼性のあるプランニング、タイムリーな市場改革、洋上送電に関する透明性(確実な予

測)はすべて、プロジェクト関係者には、今後も発展していく同市場の基本的な構成要素(ビ

ルディングブロック)としてみなされた。 

 

 

その他の必要条件 

さらに行政は、プロジェクトのテストおよび実証、そして計画の柔軟性を効率的に用い

るようにするなど、研究、開発、実証のサポートを続けることで、技術開発における重要

な役割を担い続けなければならない。デベロッパーは、今後のフルスケールの実証プロジ

ェクトの開発と投資について、さらに先を見越して動かなければならない。また、コスト

削減をもたらす洋上風力発電設備の設置数の増加は、海岸での生産能力とアセンブリー工

場の有効性により左右される。メーカー、デベロッパー、許認可組織が密に関わりながら、

適切な場所をタイムリーに利用できるようにしなければならない。この意味で徹底的なコ

スト削減とリスク低減を持続的にもたらすため、ウィンドファームのデベロッパーとサプ

ライヤーが共同で取り組みを行わなければならない。これはすなわち以下のように、各プ

ロジェクトベースの作業から、複数のプロジェクトを束ねて１本化したプロジェクト・パ

イプライン(進行)管理へとシフトし、コスト削減を図ることを意味するだろう。 

 

 デベロッパーは、安定成長する洋上ウィンドファーム市場をサプライチェーンに対し

て可視化し、設備や新しい稼働方式への投資を支援する。 

 最高の成果を実現し、リスクをシェアし、設置、運営、メインテナンスといった主な
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リスク項目に特に焦点を絞って報奨金を与えて適切にこれを奨励するため、共同で意

欲的に取り組むこと。  

 内部の標準やカスタムメイドのアプローチにこだわらず、標準的な解決方法に対して

オープンであること。 

 新製品紹介のチャンスを獲得すること。 

 供給と設置を繋げた共同管理を行うこと。 

 

デベロッパー、主要サプライヤー、金融業界は協力して、(僅かとは言えないリードタイ

ムが生じることを認識して、)新たな資金、債券など外部からの借り入れによる資金を利用

できるように、また、遅延を回避し、リスクの特定、理解が迅速に行われるようにするた

めに、技術開発の早期段階から保険業者を関与させなければならない。そして最終的には、

正しいスキルと経験を備えた人材が十分に供給されるようにするために、幅広く多様な利

害関係者たちが共同でこれに取り組む必要がある。 

 

今求められる洋上風力発電の未来に対するパブリックコメント 

我々が開発してきたコスト削減の道筋は、産業界からの類を見ない資金提供を基に、洋 

上風力発電で 2020 年までに 100￡／MWh という DECC(英国エネルギー・気候変動省)

のベンチマークコストを目指すための強力なポテンシャルを示している。我々は、コスト

削減の実現に向けた必要条件は、妥当性と達成可能性の両方であると考えている。そのた

め我々は、それらの必要条件の公的整備をタイムリーにコミットするよう産と官に呼びか

けている。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織／原田 玲子） 

 

 

出典：本資料は、The Crown Estate 社の以下 “Offshore Wind Cost Reduction Pathways 

Study”の記事の一部を翻訳したものである。 

http://www.thecrownestate.co.uk/media/305094/Offshore%20wind%20cost%20reductio

n%20pathways%20study.pdf 
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