
「洋上風力発電は、これから数十年後には多様で確実な低炭素排出のエネルギーミック

スを安定させるうえで、きわめて重要な部分を占めるようになるでしょう。そのコス

ト削減が必要であることは明らかです。」 
 
(英国エネルギー・気候変動省 Charles Hendry 閣外大臣) 

(1087-1) 

 

【新エネルギー(風力)】タスクフォース報告書(Offshore Wind Cost Reduction) 

 

仮訳 

 

来年から 7 年間で洋上風力発電コストを 30%超削減(英国) 

2012 年 6 月 13 日 

 洋上風力発電コスト削減タスクフォース報告書(Offshore Wind Cost Reduction 

Task Force Report)において、産業と英国政府が風力発電の製造にかかるコスト

を 2020 年までに MWh 当たり 30％超削減し￡100 にするための重要アクショ

ンプランが設定された。 

 

 タスクフォースによる当該報告書は、同様に来年から 7 年間で MWh 当たり

￡100 を達成することが可能であると結論づけた Crown Estate 社1による新た

な研究報告書の調査結果に基づいて作成されている。 

 

 エネルギー大臣は、洋上風力発電が「数十年後の低炭素排出エネルギーミック

スにおける、きわめて重要な部分を占める」と断言している。 

業界主導の組織である「洋上風力発電コスト削減タスクフォース(Offshore Wind 

Cost Reduction Task Force)」によって本日公開されたこの新たな報告書には、(2008

年の)計画通り、英国が来年から 7 年間で洋上風力による発電コストを大幅に削減する

方向に進んでいることが明らかにされている。 

 当該報告書は同日に発表されたCrown Estate社による研究報告書に記載されている

詳細なエビデンスに基づいて作成されており、コストを 30%超削減するための具体的

なアクションプランが示され、削減目標を達成するための方法が説明されている。 

                                                           
注1 訳者注：英国政府管理の特殊会社 
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 この大規模な削減により、洋上風力発電所から 18GW(英国全体の電力需要の約 20%

に当たる)の電力を供給するためのコストが、2020 年までに現在の￡140/MWh から

￡100/MWhへと推移し、年間では 30億ポンドの発電コストが削減されることになる。

この目標に到達する過程で洋上風力発電は英国のエネルギーミックスを形成する他の

発電形態に十分な競争力を持つ方向に向け、今後も大きな進化を遂げることになるだろ

う。 

 洋上風力発電コスト削減タスクフォースの報告書では、業界がどのように発電コスト

を削減できるかについての具体的な 28 の提案が示されており、その分野はサプライチ

ェーン、イノベーション、契約戦略、計画の立案と許認可、財源、及びグリッド網に及

ぶ。こうした提案の中でタスクフォースは、これまでに北海における石油・ガス産業で

リスク及びコストを削減するために効果的に利用されてきた、より効率的な契約、及び

「連携(alliancing)」のコンセプトを強調しており、これがコスト削減や実施作業の改

善を行ううえでトランスフォーマティブとなりうる可能性がある。 

 さらにタスクフォースは、より強固な国内サプライチェーンが発展していくことを認

識しており、注目すべき重要分野として競争を激化させた。 

 タスクフォースの報告書も、現在生じている課題に対処するために、産業及び政府に

対して今まで以上に綿密な協力を求めている。そのための新たな委員会 Programme 

Board が設置される予定。 

 

 

Charles Hendry 氏(英国エネルギー閣外大臣)のコメント 

「洋上風力発電は、これから数十年後には低炭素排出のエネルギーミックスを安定させ

るうえで、きわめて重要な部分を占めるようになるでしょう。そのコスト削減が必要で

あることは明らかです。」 

「アクションプランの実行により大幅なコスト削減が達成可能であることがこの報告

書によって示されたことで勇気づけられましたし、この有益な任務を歓迎します。計画

を前に進め、非常に意欲的な目標の達成に向け、業界の方々と綿密な協力ができるのを

楽しみにしています。」 
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Fergus Ewing 氏(スコットランド政府エネルギー大臣)のコメント 

「洋上風力発電の可能性を最大限に引き出し、関連する経済的利益を得るために無くて

はならない大幅なコスト削減を達成するための、現実的な道筋を示すコスト削減タスク

フォースからの報告書、及び Crown Estate 社の研究報告書(Crown Estate Pathways 

Development study)を歓迎します。」 

「リース会社は既に、スコットランド海域に 10GW 分の洋上風力発電設備を開発する

許認可を受けており、EDPR 社や Repsol 社といった企業と共に、洋上風力のもつ可能

性の発展に向けて尽力しています。さらに、Samsung 社や三菱、Gamesa 社といった

国際的な企業がスコットランドを拠点として次世代型タービンの開発を行っています。

これは、今後数十年の間に洋上風力発電が他の電力に対して競争力をもち、信頼性のあ

る再生可能エネルギー源であることを確実とする、重要でイノベーティブな仕事です。」 

 

Andrew Jamieson 氏(洋上風力発電コスト削減タスクフォース代表、ScottishPower 

Renewables 社 Policy and Innovation 担当ディレクター、Renewable UK 注2代表)のコ

メント 

「英国が牽引してきた洋上風力分野が今後 10 年間で著しく拡大し、国内のエネルギー

ミックスにおける巨大な潜在力の実現を確実なものとするには、コストの削減がきわめ

て重要です。これを進めていく中で、リスクの軽減や本分野に対する投資促進だけでな

く、エネルギー価格の高騰から消費者をなおいっそう保護し、業界が求める財政支援を

減らし、今後数 10 年間で雇用、及びエネルギー安全保障がもたらされるようになるで

しょう。 

集められたエビデンスを考慮しながら、タスクフォースのもつ相当な専門的知識が業界

及び政府の両者に対して興味深いいくつかの提案を示していますが、大事なことは私た

ち全員がすぐに行動を開始することです。そうすることで、コスト削減目標を達成し、

国内外のエネルギー市場で英国が経済チャンスを生み出すことができると確信してい

ます。」 

 

 

                                                           
注2 訳者注：英国風力エネルギー協会(現在は、海洋エネルギーを従来の風力エネルギーに加えて

「RenewableUK」という名称の業界団体となっている) 
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洋上風力発電分野の第一人者は、2 つの報告書の重要性を強調した。 

 

Maria McCaffery 氏(Renewable UK チーフエグゼクティブ)のコメント 

「洋上風力発電の開発コスト削減にコミットすることにより、英国が洋上風力業界の世

界的リーダーである理由が、今一度はっきりと表明されました。RenewableUK は、業

界がこの報告書の提案に沿うよう指導する役割を担う心構えができています。 

我々はこの英国の地位をさらに押し上げ、英国企業に経済機会をもたらすために、本日

報告書(Offshore Wind Project Timelines)を発表しました。これにより、より明瞭な洋

上風力発電開発のタイミングが示され、サプライヤーがいつ、どこに投資がなされるべ

きかといった詳細な情報が得られるようになります。こうした情報やタスクフォースの

報告書による提案を通じて、洋上風力分野はよりコスト競争力をもち、英国のエネルギ

ー需要をまかなう上で重要性を増していくと同時に、大きな経済成長を支えていくでし

ょう。」 

 

Benj Sykes 氏(DONG Energy 社の UK Wind Operations ディレクター)のコメント 

「タスクフォースの報告書は、洋上風力発電コストの削減方法の特定が良い方向に進展

していることを表しています。我々は推進派の一員として、￡100/MWh という目標を

達成するためには業界と政府が共に課題解決のための方法を見つけることがきわめて

重要であると確信しています。期限が迫っているため、産業界は報告書のアイデアは今

すぐに実行に移されなければなりません。」 

 

Andy Kinsella 氏(Mainstream Renewable Power 社の洋上風力ディレクター兼 CEO)

のコメント 

「Mainstream Renewable Power 社はエネルギーコスト削減に尽力しており、MWh

当たり￡100 での洋上風力発電が到達可能であると確信しています。これは我が社の優

先目標の一つでもあり、これに貢献するため、Hornsea 地区に設置された「ねじれた

(twisted jacket 注3)」基礎構造のようなイノベーティブな活動を今後も数多くリードし

                                                           
注3 訳者注：参考 HP http://www.rechargenews.com/business_area/innovation/article253198.ece 
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ていくと同時に、Supergrid を通じたより良い相互電力供給網の主要サプライヤーとの

枠組み契約を保護し、開発の初期段階からサプライヤーと共に活動していきます。メガ

ワット時間当たり￡100 を現実的なものとするため、こうした実践的な方法を行ってい

ます。」 

 

Jim Smith 氏(SSE Renewables 社のマネージングディレクター)のコメント 

「英国が CO2 排出削減を継続させることは必須ですが、投資資金は最大限に有効活用

しなければなりません。SSE 社は英国の主要な再生可能エネルギー発電業者であり、

洋上風力発電への主要な投資家として報告書にある調査結果を歓迎し、この 10 年が終

わるまでに洋上風力発電コストを削減しようと取り組むあらゆる方々との密接な協力

活動を継続していきます。」 

 

Rob Hastings氏(Crown Estate 社の Energy & Infrastructure Portfolio ディレクター)

のコメント 

「洋上風力発電コスト削減には単一の解決策はなく、この分野の全ての関係者がそれぞ

れの役割を担う必要があると確信しています。我々は権威ある研究報告書(Pathways 

Study)の制作を促進し、環境と社会の両方に恩恵を与えながらも採算のとれる持続可能

な洋上風力産業を創る非常に信頼性のある方法を、産業や政府に先駆けて特定しました。

我々は、我々の研究根拠を適用した英国エネルギー・気候変動省(DEOO)によって設置

された業界主導の「コスト削減タスクフォース（Cost Reduction Task Force）」によ

って発表されたレポートを歓迎します。タスクフォースの報告書に掲載されたアクショ

ンプランを実行するため、委員会(programme board)、産業、政府と共に協力できるこ

とを楽しみにしています。」 

 

編集者ノート 

業界主導による洋上風力発電コスト削減タスクフォースは、2011 年 7 月に英国エネ

ルギー・気候変動省によって公示された。このグループは風力エネルギー分野の主要専

門家たちによって構成されており、同年 10 月に最初のミーティングが開催された。 
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 同タスクフォースの報告書では、洋上風力発電コストを 2020 年までに 30%超削減し

て￡100/MWh を実現する方法を示した、具体的なロードマップが設定されている。 

 タスクフォースの報告書は、こうしたコスト削減が可能であるという考えを確立させ

た、Crown Estate 社の分析に基づいて構築されたものである。 

 この 2 つの報告書は、ロンドンの ExCel 会場で開催される RebewableUK 主催の

Global Offshore 2012 conference(6 月 13 日、14 日)にて合同発表される予定。各団体

の代表者 5000 名が出席し、300 社が出展する。 

プレスカンファレンス(10:50-11:30am)における演説予定者は次のとおり： 

 Rob Hastings 氏(Crown Estate 社の Energy and Infrastructure 担当ディレク

ター) 

 Charles Hendry 氏(英国エネルギー・気候変動省閣外大臣) 

 Andrew Jamieson 氏(洋上風力発電コスト削減タスクフォース代表) 

 Maria McCaffery 氏(RenewableUK チーフエグゼクティブ) 

コスト削減タスクフォース(CRTF)の報告書は 6月 13日(水)に RenewableUK のウェブ

サイトに掲載される予定。 

 Ed Davey 氏(英国エネルギー・気候変動省閣内大臣)の演説はカンファレンス 2

日目(6 月 14 日(木)の 9:45-10:15am) 

 Fergus Ewing氏(スコットランド政府エネルギー大臣)によるイベントは6月13

日(水)の 10:00am 開始 

詳細は RenewableUK ウェブサイトへ 

プレスカンファレンスへの参加希望者は、Global Offshore 2012 の無料メディアパスに

登録が必要となる。問い合わせ先は次のとおり： 

 Robert Norris(コミュニケーション部代表)  

020 7901 3013 Robert.Norris@RenewableUK.com 

 Adam Bell(コミュニケーション部マネージャー) 

020 7901 3038 Adam.Bell@RenewableUK.com 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 

 

出典：本資料は、英国エネルギー・気候変動省(DECC)の以下の記事を翻訳したもので

ある。 

“Offshore wind industry to slash costs by over 30% in next seven years” 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn12_074/pn12_074.aspx 
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