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補助金ゼロのコスト水準に向かって

洋上風力発電プロジェクトの展望とトランザクション分析
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今後10年においては、欧州とアジアが成長の主な牽引力となる

とみられています。しかしながら、米国の洋上風力発電も、欧州

やアジアよりも低いベースからの出発点とはいえ、大きく拡大して

いくでしょう。

地域別調査では、洋上風力発電所の開発状況を国ごとに取り

上げます。著者の現在地であるデンマークについては、Thor洋上

風力発電所（0.8～1GW）における進行中の入札、Hesseloe

洋上風力発電所（0.8～1.2GW）の開始間近の入札、そして

デンマークの2つのエネルギー島の建設計画について説明します。

また、洋上風力発電産業全般における特徴的な動向について

も取り上げます。具体的には、業界の補助金からの脱却に関す

る短期的な見通しと、デベロッパーにおいて強まるオフテイクチャネ

ル重視の傾向について説明します。

洋上風力発電資産の取引価格を分析するトランザクション分析

では、取引されている洋上風力発電資産のマルチプルが、当社

が2017年に実施した前回の分析以降は比較的安定しているこ

とが明らかになっています。

業界の補助金依存は減少傾向

年、洋上風力発電産業の活動は活発であり、年々その度合いを増しています。同産業は

引き続き、今後数年間で力強い成長を遂げるとする多くの予測が出されています。当社は、

洋上風力発電産業の未来を俯瞰すべく、こうした洋上風力発電に関する数々の予測をコ

ンセンサス予想として集約しました。
近

Troels E. Lorentzenによる論説

洋上風力発電 2022年
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2020年の設備容量 2030年に向けた平均設備容量増加分
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る業界の一致した見解を説明します。

2020年時点において、欧州は地域別で世界最大の洋上風力

発電市場であり、その設備容量は20GW以上に及びます。洋上

風力発電プロジェクトの経済性が顕著に向上するにしたがって、

欧州の洋上風力発電は引き続き大きく成長するものと予想され

ます。欧州委員会は、2050年までに合計240～450GWの洋上

風力発電が必要になるだろうとみています。

アジアは、2020年には地域別の洋上風力発電市場として第2

位の規模を誇り、約5GWの設備容量を擁しています。アジアの

洋上風力発電市場は現在、総設備容量世界第3位（英国、

ドイツに続く）の座に就く中国が独占しています。上述のコンセン

サス予想によると、アジアは2030年に向けて飛躍的に成長する

と予測されており、中国が成長の主な牽引力となると考えられて

います。

米国の設備容量は現在、非常に限定的であり、2023年までに

運転開始が見込まれるユーティリティスケールのプロジェクトはあり

ません。しかし、洋上風力発電プロジェクトの開発活動は高水準

を維持しており、2030年までには設備容量が25GW近くまで増

加する可能性があります。

欧州、アジアおよび北米以外で洋上風力発電プロジェクトが大

きく進展する予測はありません。

グローバルなコンセンサス予想

欧州の洋上風力発電は、2030年に向けて力強い成長を続ける見通しです。ア

ジアでも同様に強固な成長が見込まれています。米国の設備容量は非常に限

定的ですが、開発活動は高水準です。

予想

洋上風力発電 2022年

界観測筋の大半は、洋上風力発電はこの10年間

で著しく成長すると予測しています。図1では、

2019年以降に公開された情報をもとにし、各地域

における洋上風力発電市場の成長見通しに関す
業

洋上風力発電に関する

2030年に向けたコンセンサス予想

図1：洋上風力発電に関する2030年に向けたグローバルなコンセンサス予想

(GWh)

出所：「Global offshore wind report 2020」、Global Wind Energy Council、2020年8月。「Global Offshore Wind Report 2020」、World Forum 

Offshore Wind、2021年2月。「Offshore Wind Outlook」、IEA、2019年10月。「Future of Wind」、IRENA、2019年10月。「Annual offshore 

wind installations to triple this decade」 、BNEF、2021年2月。
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主要12カ国における開発状況
詳細は下記を参照
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• 現在進行中であるThor洋上風力発電所（0.8-1GW）の

入札は、2021年第4四半期に完了する見込みです。

• 2022年には、Hesseloe洋上風力発電所（0.8-1.2GW）の

入札が実施される予定です。Hesseloeにおける補助金スキー

ムは、概ねThor の補助金スキームと類似しています。20年間

のCfD（差額決済契約）が導入され、価格のプレミアムは

提示された入札価格と、前暦年における平均電力価格から

算出される指標価格との差額として算定されます。当該落

札価格はデンマークエネルギー庁の電力価格予測に基づいて

評価され、さらに補助金交付が内々に確実となった場合に

は、当該落札価格は2021年の気候協定に参加している政

治政党による評価が必要になります。政党は当該落札につ

いて却下か認可のいずれかを選択できます。CfDの20年の運

用期間におけるデンマーク政府からプロジェクトオーナーへの補

助金支払額には累計50億デンマーククローネ（2018年相

場）の上限があり、同様にプロジェクトオーナーからデンマーク

政府への累積支払額にも28億デンマーククローネ（2018年

相場）の上限があります。

• デンマークの幅広い政党からなる連立政権は、2つのエネル

ギーハブと付随する洋上風力発電所の建設を決定しました。

一つは北海上の人工島として、もう一つはデンマーク領のボー

ンホルム島に建設されます。計画ではこの2つの拠点の初期

の設備容量は5GWとし、徐々に12GWまで拡大する予定

です。

• 過去の現地調達率規制が成長の妨げとなってきました。しか

しながら、2019年以降の入札結果では、洋上風力発電産

業は現地調達率規制が緩和されるにつれて競争力のある

価格設定を実現できるようになると示唆されています。ダンケ

ルクの入札では複数の競争力のある応札が集まり、EDF

Renewables社が率いるコンソーシアムが44 EUR/MWhの価

格で落札しました。

• 2021年4月には、英国海峡上の最大1GWの洋上風力発

電所建設について、6社の候補者が入札参加資格審査に

合格しました。

• フランスは2028年までに6.2GWの洋上風力発電所の建設を

目指しています。

予想

デンマーク

2 フランス

図2：国別概要

4 洋上風力発電 2022年



• オランダ企業庁（Netherlands Enterprise Agency）は

2020年、補助金ゼロの入札においてShell社とEneco社の合

弁企業であるCrossWind社が落札したことを発表しました。

CrossWind社がこのHollandse Kust Noordプロジェクト

（750MW超）を落札できたのは、同社の提案にシステム統

合や蓄電池活用といった要素が織り込まれていたことが評

価されたためです。

• Hollandse Kust West洋上風力発電所（760MW）の開

発許可を巡る入札は、2021年第3四半期に発行される見

込みです。

• オランダ政府は2030年までに11GWの洋上風力発電を導入

することを目指しています。

• ドイツにおける洋上風力発電の新たな補助金モデルでは、

2030年までに設備容量を現在の約8GWから20GWに拡

大することを目指しています。2025年までの入札計画は

既に策定されており、2021年～2023年は毎年0.9～

1.0GW規模、2024年～2025年は毎年3～4GW規模の

入札が実施される予定です。

• CfD制度が業界トレンドになりつつあるなかで、ドイツは固

定買取価格の競争入札制度を維持しています。

• 英国にて2021年に予定されているCfD入札では、洋上風

力発電は他の再生可能エネルギー電源と競合しない形

で、別のポットで入札が実施されます。2021年12月には

CfDアロケーションラウンド4が開催される予定です。洋上

風力発電の海域リース権入札ラウンド4では、6つのプロ

ジェクトにおける優先交渉権者が選定されました。これら

プロジェクトは、2030年までに約8GWの新たな洋上風力

発電を実現させるポテンシャルを有しています。

• 英国政府が2020年第4四半期に公表した「10ポイント・

プラン」では、2030年までに40GWの洋上風力発電を導

入することを目標としています。

• ポーランドは2021年2月、バルト海での洋上風力発電所開

発を規制するための洋上風力発電法を成立させました。

• 同法では、2027年までに稼働中と開発中の洋上風力発電

を合わせて10.9GWとすることを目指しています。5.9GW分は

2021年6月末までにCfDとして入札が公告される予定です。

このスキームのもとでのCfDは、RWE社（0.4GW）、Equinor

社／Polenenergia社（1.4GW）、Ørsted社／PGE Capital

Group（2.5GW）が開発しているプロジェクトで既に導入さ

れています。

• アイルランドは、2030年までに5GWの洋上風力発電の開発

を目指しています。

• アイリッシュ海におけるCodling洋上風力発電プロジェクト

（1.5GW）の開発に関する公開協議が開始されています。

同プロジェクトは2027年には発電を開始する予定です。

• ノルウェー政府は2021年1月から、洋上風力を含む洋上再

生可能エネルギーの導入に向けて2つの海域を解放しました。

これにより、最大4.5GWの新たな洋上風力発電が導入可

能となります。

• 当該入札の詳細についてはまだ発表されていません。

• 台湾は、2025年までに5.5GWの洋上風力発電を導入

する見通しです。それ以外にも今後、第3回入札におい

て10GW分の入札が行われ、2035年までに運転開始と

なる予定です。業界関係者は現地調達率規制を注視

しています。

• 同国は、今年後半には総設備容量1GWの事前開発さ

れた洋上風力発電プロジェクトを対象とする入札を開始

する見込みですが、落札者は2022年まで決定しない可

能性があります。

予想

洋上風力発電 2022年

3 オランダ

4 ドイツ

5 英国

6 ポーランド

7 アイルランド

9 台湾

8 ノルウェー
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• 日本政府は、着床式洋上風力発電所（最大1.5GW）の

第1回入札を開始しました。この入札は国内初となる大規

模な着床式プロジェクトを対象としており、2021年5月27日

にかけて公募を行いました。

• 日本政府は、2020年以降、毎年1GWの洋上風力発電の

入札を実施する見通しで、2040年までに45GWの洋上風力

発電を導入するという野心的な目標を掲げています。

• 中国は、アジアにおいて最大の洋上風力発電市場であり、

その規模は圧倒的です。

• 洋上風力発電の現行のFIT（固定価格買取制度）申請

は2021年末までに期限を迎える予定であり、期限延長の兆

しはありません。こうした背景から、デベロッパーと投資家は

2021年末の期限までにプロジェクトを稼働させようと急いでい

ます。 2019年から2021年にかけて合計10～11GWにものぼ

るプロジェクトが稼働し、その後、中央政府が2021年末まで

に補助金制度を撤廃する見込みのため、活動水準の低下

が予想されます。

• 米国は、欧州とアジア以外において商用洋上風力発電プロ

ジェクトを擁する唯一の国となっています。

• 現在、米国の設備容量は非常に限定的ですが、開発活動

は高水準です。Avangrid Renewables社とCopenhagen

Infrastructure Partners社の合弁企業は2021年5月、米国

で初となる大規模洋上風力発電プロジェクトVineyard

Wind（0.8GW）に対し、連邦政府から最終承認を取得し

ました。このプロジェクトは2023年に運転を開始する見込みで

す。米国の洋上風力発電プロジェクトのパイプラインは豊富

で、以下にその例を挙げます。

予想

洋上風力発電 2022年

10 日本

11 中国

12 米国

ニューヨーク州は、2.5GWの洋上風力発電の公募

を実施し、2021年1月にBP社とEquinor社の合弁

企業が落札しました。

米国の海洋エネルギー管理局（Bureau of Ocean 

Energy Management）は、ニューヨーク湾のリース

海域8カ所を入札にかけることを提案しました。これ

ら海域は、7GWを超える洋上風力発電のポテン

シャルを秘めています。

ニュージャージー州規制当局は、2.7GWの洋上風力

発電の公募を実施し、 2021年6月にShell社とEDF

社のコンソーシアムおよびØrsted社が落札しました。

マサチューセッツ州は、2021年下期に1.6GWの洋上

風力発電の入札を実施し、年末か2022年初頭に

は結果が出る予定です。

1）

2）

3）

4）
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当該落札価格は、Two Side形式による25年間のCfD制度を採

用した仮想上の入札において、インフレ調整した場合の推定落

札価格水準を反映させるために調整を加えたものです。

2023年半ば以降に運転開始予定のプロジェクトの落札価格は、

「調整済み落札価格」換算で49～59 EUR/MWhとなります。ここ

では以下に留意します。

これらの「調整済み落札価格」は、様々な従来型電源（石炭、

原子力、ガスピーカー）の「均等化発電原価」（LCOE）の推定

値の下限、もしくはそれよりも下に分布しています。

国ごとに入札制度が異なっていたとしても、落札価格は比較的

低い「調整済み落札価格」に一致しており、これは複数の入札

者が同じような電力価格予想を導き出していた可能性があるこ

とを示しています。
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最近の入札結果では、洋上風力発電プロジェクトは補助金ゼロ

のコスト水準に近づきつつあることが示唆されています。

• Shell社とEneco社の合弁企業であるCrossWind社は、2020

年 7月に実施された補助金ゼロの入札で 759MWの

Hollandse Kust Noordプロジェクトの権利を獲得しました。オ

ランダの経済・気候政策省（Ministry of Economic Affairs

and Climate Policy）は、CrossWind社が同プロジェクトで掲

げた「エネルギーの貯蔵と柔軟性の分野で多種多様なイノ

ベーションに挑戦する」というコミットメントを高く評価しました。

• 2019年に実施された英国のCfD入札では、6GWのプロジェク

トが当時の電力卸価格よりも低い40 GBP/MWhほどの基準

価格で落札され、同国の洋上風力発電は補助金ゼロの時

代に突入しました。 このため、今後英国政府は電力卸価格

が40 GBP/MWhを上回っている場合、これらプロジェクトを支

援するための補助金コストを負担する必要がなくなるものと

思われます。

入札制度およびプロジェクトの設計が大きく異なる場合には、入

札結果を直接比較することは困難です。しかしながら、入札結

果を比較可能にするために、Nature Energy誌に最近掲載され

た論文では、2005～2019年に北欧で実施された入札から、調

整を加えた落札価格を導き出しています（図３を参照）。

補助金ゼロのコスト水準の実現を支える

市場動向

洋上風力発電には2つのトレンドがあります。洋上風力発電が従来の発電方式

との競争力を高めつつあることと、オフテイクチャネルを重視する傾向が強まってい

ることです。

動向

上風力発電産業はダイナミックで、そして発展途

上にあります。業界の競争力の向上と、強まるオフ

テイクチャネル重視の傾向という2つの重要トレンド

に焦点を当てます。
洋
補助金ゼロのコスト水準に近づきつつ
ある洋上風力発電産業

図3：Two Side形式による25年間のCfD制度を採用した
仮想上の入札における、インフレ調整後の「調整済み

落札価格」

出所：「Offshore wind competitiveness in mature markets without 

subsidy」、Nature Energy 5、p.614-622（2020年）。
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図3の落札価格に対する実質的な補助金額を図4に示しました。

実質的な補助金額とは、将来的な電力卸価格が2004～2018

年に観測された平均電力価格と実質的に同等である場合に、

各プロジェクトに支払われるであろう補助金の平均金額を算出し

たものです。プロジェクトの内容に系統接続が含まれていない場

合、その分の節減コストも実質的な補助金の一部として算入さ

れます。

図4から分かるように、実質的な補助金額は経時的に低下する

傾向を見せています。過去数年間、補助金額は毎年およそ平

均10.2 EUR/MWh低下しています。この動向を将来予測に当て

はめると、2025年前後以降に建設される洋上風力発電所は平

均すると補助金ゼロになります。つまり、北欧の洋上風力発電は、

2020年代中頃から補助金ゼロ時代に突入することが予想され

ます。

洋上風力発電プロジェクトが補助金ゼロのコスト水準に近づくに

つれ、オフテイクチャネルがますます重要視されるようになってい

ます。

電力購入契約（PPA）を通した企業による再生可能エネルギー

電力の調達は2015年から着実に増加しています。さらに、2018

年にデンマークの洋上風力発電所Kriegers Flakの容量の一部を

対象にPPAが締結されたことを皮切りに、その後もデンマーク、オラ

ンダ、ベルギー、ドイツ、英国の洋上風力発電プロジェクトでコーポ

レートPPAが締結されるなど、近年、洋上風力発電におけるPPA

の進展がみられます。電力市場における価格変動リスクが増加

するなかで負債による資金調達コストを低減するには、長期的な

電力価格の可視化とオフテイカーの獲得が重要となるため、PPA

はデベロッパーにとってメリットがあります。
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PPAの締結によりCO2排出削減効果の二重計上リスクが排除さ

れるため、補助金ゼロのプロジェクトにとっては特にコーポレートPPA

が重要となります。2020年において、欧州では700MW以上の洋

上風力発電容量がPPAを通じて契約されています。

洋上風力発電の文脈において、Power-to-Xのテクノロジーの導

入がより一層検討されるようになっています。例えば、CrossWind

コンソーシアム（オランダの章を参照）は、ロッテルダム港の電解

槽（ 200MW）で再生可能な水素を生成するために、

Hollandse Kust Noord洋上風力発電所からの電力を使用する

ことを計画しています。さらには、Ørsted社、 ITM Power社、

Siemens Gamesa社、Element Energy社のコンソーシアムが開発

したOysterプロジェクトは、洋上風力発電によってグリーン水素に

コスト競争力を持たせ、理想的にはメタンの代替燃料とすること

を目指しています。

デンマークとドイツの送電システム運用者（TSO）は、バルト海で

Kriegers Flak Combined Grid Solution （CGS KF）による洋上

相互接続の運転を開始しました。送電容量は0.4GWで、デン

マークのシェラン島とドイツのメクレンブルク州西ポメラニアに接続し

ます。Baltic 1（48MW）とBaltic 2（288MW）のドイツの洋上

風力発電所2基と、デンマークの洋上風力発電所Kriegers Flak

（0.6GW）がCGSに統合されています。こうして、これらの洋上風

力発電所は、二か国の電力系統に接続した最初の洋上風力

発電所となったのです。

動向

洋上風力発電 2022年

強まるオフテイクチャネル重視

図4：デベロッパーが系統接続費を支払う場合の「実質的な
補助金額」

出所：「Offshore wind competitiveness in mature markets without 

subsidy」、Nature Energy 5、p.614-622（2020年）。
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分析序論

トランザクション分析

取引されている洋上風力発電資産のマルチプル

は、当社が2017年に実施した前回の分析以降は

比較的安定していることが、今回の分析で明らか

となりました
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2017年、陸上の再生可能エネルギーに関するものは2020年に発

行しています。

多くのM＆A実務者が株価収益率や株価純資産倍率によるマ

ルチプルを使用して企業を評価するのと同様に、再生可能エネ

ルギーはMWあたり価格によるマルチプルを使用して評価すること

ができます。EV/MWマルチプル*2はDCF法のような詳細な分析は

できませんが、取引の過程で再生可能エネルギー資産を評価し

たり、健全性チェックを効率良く実施する際の有効な出発点とし

て活用できます。

公表されている多くの取引データをもとにし、当社の実績と知見

を活かしつつ、洋上風力発電資産の代表的なEV/MWマルチプ

ルをプロジェクトの開発段階全体にわたって算出します。各開発

段階の内容については、下記の図5を参照してください。

当社はプライシングデータ付きで公表されている各取引をレビュー

し、重要な調整を適宜行ってから当社のデータセットに追加しま

す*3。このデータセットは、当社がマルチプルを算出する際のベース

となります。これらのマルチプルは取引が実施された際の厳密な

価格を反映しておらず（当社は公開情報のみを使用しており、

各取引の財務内容までは入手していません）、マルチプルはすべ

ての時期や開発段階にわたって、マーケットでのプライシングにおけ

る全体的な変化を表すものであることに留意してください。

本レポートに掲載している結果は、2006～2021年に実施された

洋上風力発電資産取引63件のサンプルをもとにしたものです。

取引価格は、当該地域の天候状況や運用効率性、電力価格

に関する合意、当該地域の税法、補助金、ファイナンス、その他

の複合要因といった、大半は国に依存する多岐にわたる要因に

左右されることに留意します。

分析の質は基となるデータセットの質に大きく依存しています。各

資産の事業価値（EV）、総設備容量、プロジェクトの開発段

階が明確に開示されており、検証された取引のみを分析対象と

しています。

次の章では、当社が実施した洋上風力発電のトランザクション

分析の結果について説明します。

トランザクション分析の序論

当社の直近のトランザクション分析*1の公表以降、洋上風力発電資産の取引

18件を当社のデータセットに追加しました

分析序論

洋上風力発電 2022年

去10年間において、デロイトは全世界の陸上・洋

上再生可能エネルギー産業における取引価格の

動向を追跡し、結果をほぼ毎年公表してきました。

洋上風力発電に関する当社の直近の出版物は
過

*1：「A Market Approach for Valuing Offshore Wind Farm Assets」（2017年）。

*2：事業価値／メガワット容量。

*3：具体的には、取引における出資比率、通貨や開発段階といった特定の変数の調整を行った後のプライシングデータに回帰分析を実施します。
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• プロジェクト開発権

• 地質調査

• 初期段階の風況調査

• 予備的なビジネスケース分析

• プロジェクト設計

• 環境影響評価

• コミュニティとのエンゲージメント

• ビジネスケース分析の更新

• 地主の合意

• 建設申請・同意

• 系統接続・同意

• 事前同意取得のアピール

• ビジネスケース分析の更新

• IID*2／落札

• 詳細な風況調査

• 詳細な設計

• 調達および予約契約

• ビジネスケース分析の更新

• 最終同意

• FID*3

• 建設

• 運転

• ビジネスケース分析の更新

• COD*4

• 建設

• 運転

• ビジネスケース分析の更新

• COD*4

プロジェクト

開発

詳細決定

建設

設置済

風力発電プロジェクトの開発段階 分析段階

プロジェクト

開発

建設

設置済

フィージビリティ

スタディ

設計＆

環境アセスメント
（EIA）*1

合意および

同意

分析序論

洋上風力発電 2022年

図5：洋上風力発電の開発段階
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*1：環境影響評価。 *2：初期投資判断。 *3：最終投資判断。 *4：運転開始日。



開発

プロジェクト
0.4M
ユーロ

建設

プロジェクト
1.9M
ユーロ

設置済

プロジェクト
4.9M
ユーロ

洋上風力発電資産の

EV/MWマルチプル

当社が2017年に実施した前回のトランザクション分析から、新た

に18件の取引をサンプルに追加しています。プロジェクトの内容に

系統接続が含まれる資産取引は含まれていません。

当社の分析から分かるように、開発、建設、設置済の各開発段

階におけるEV/MWマルチプルはそれぞれ、0.4M、1.9M、4.9M

ユーロとなっています。

図6では、当該マルチプルを95％信頼区間で示しています。2017

年のトランザクション分析と比較すると、当時のマルチプルが各開

発段階においてこの信頼区間に含まれていることから*1 、推定さ

れるマルチプルは当時から大幅な変化はありません。

洋上風力発電資産の取引

洋上風力発電資産のメガワット当たりのコストは概して安定しており、過去の業

界の進展を時間差で反映しています

分析

洋上風力発電 2022年

社の洋上風力発電資産取引63件のサンプルは主

に欧州の資産（データセットの97％）であり、2件

のみが米国のものです。この2件はいずれも建設中

です。
当

図６：洋上風力発電資産のライフサイクル・価値創造

5.2

4.5
3.1

0.8

建設許可が下り、

建設準備段階
稼働中の資産

開発 建設 設置済

EV/MW
100万ユーロ

0.5

0.2
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*1：2017年のトランザクション分析では、開発、建設、設置済の各開発段階におけるEV/MWマルチプルはそれぞれ、0.2Mユーロ、1.9Mユーロ、4.7Mユーロ。



洋上風力発電の市場動向に関する章で述べたとおり、業界が

競争力を高め、補助金ゼロのコスト水準に近づきつつあるなかで、

EV/MWマルチプルが概して安定していることは、一見すれば少々

不可解に思えます。

しかしながら、新しく追加された取引18件のうち12件が、平均設

置年が2015年のブラウンフィールドプロジェクトであることは特筆に

値します。さらに、これら追加された18件のうち1件のみが、

EV/MWマルチプルが0.4Mユーロの開発中のマーチャント案件であ

り、これは非マーチャント案件と同じくらいの水準です。

こうした背景から、2017年のトランザクション分析以降にサンプル

に追加された18件の取引は、洋上風力発電の低コスト化と入

札制導入といった業界の最近の動向を完全に表すものではない

と言ってもよいかもしれません。

EV/MWマルチプルが安定していることは、最近の業界動向と相

反しているのではなく、単に過去の業界の進展を時間差で反映

しているだけなのです。

取引されている洋上風力発電資産のEV/MWマルチプルは、過

去数年において概して安定しているように思われます。取引され

る資産がより一層マーチャント型に近づきつつあるなか、当社は

マーチャント型に向かう業界の動きがマルチプルに影響を及ぼし始

めるものと予想しています。

分析

洋上風力発電 2022年

「・・・新規で追加した18件のプロ

ジェクトのうち1件のみがマーチャン

ト案件です」

総論
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デロイトのファイナンシャルアドバイザリーは、監査、リスクアドバイザ

リー、税務・法務およびビジネスコンサルティングの分野における国

内外の社内専門家にアクセスすることによって一連のサービスを

提供できる唯一のファイナンシャルアドバイザーです。これこそが、

当社がクライアントのニーズに専門的かつ効率的に応えられる所

以です。

デロイトのファイナンシャルアドバイザリー

デロイトのファイナンシャルアドバイザリーは、インベストメントバンキング、法令、ベン

チャーキャピタル、プライベートエクイティ、コンサルティング、会計、インタストリー/セ

クターにおける多彩な実績を持つ従業員約11,500人を擁し、世界的に展開して

います。

ファイナンシャルアドバイザリー

洋上風力発電 2022年

専門分野
コーポレートファイナンス専門の従業員：2,400人

M&A専門の従業員：5,300人

バリュエーションサービス専門の従業員：2,300人

リストラクチャリングサービス専門の従業員：1,700人

世界的展開
米州の従業員：2,300人

欧州、中東、アフリカ（EMEA）の従業員：4,800人

アジアとオーストラレーシアの従業員：4,400人
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本レポートでは、デロイトデンマークの視点から、洋上風力発電の

導入にて先行している欧州市場での動向を中心に、洋上風力

発電のLCOEが既に市場価格で維持できる程に低下していること

を紹介しています。日本では商業ベースでの洋上風力の導入は

始まったばかりであるものの、昨年の所謂、ファーストラウンドでは3

海域において当初想定を大幅に下回る供給価格が提示され、

日本においてもグローバルの洋上風力発電のLCOE低下の恩恵を

受けることが可能であることが示されました。本レポートでは、洋上

風力発電が補助金に依存しない電源になるに当たり重要なポ

イントを挙げていますが、日本市場の観点からいくつか補足を試

みたいと思います。

国内外の実務家・専門家に話を聞くと、開発段階でのコストは

概ね欧州並みを実現できるという意見が多く聞かれます。もちろ

ん、欧州仕様を国内で実現するには一定の経験が必要でしょう

し、港湾やSEP船など必要なインフラ・資材を国内市場向けに最

適な水準で整備するにも多方面での調整が必要で一筋縄では

いかないことは明らかです。とはいえ、作業期間は限定的であり、

先行市場欧州の経験者を投入することでそうしたギャップは埋め

合わせることが可能だと言います。一方で、完工以降のO&M

フェーズに関しては、LCOE(発電総コスト)の内40%を占めるにも拘

らず不確実性の高い分野であることが異口同音に指摘されます。

国内での洋上風力立地場所は、多くが漁業を中心とした経済

で海洋構造物を維持管理するための類似の経験というものはあ

りません。この点は、北海という油田開発がかつて盛んであった地

域で産業の展開が進んだ欧州とは大きく異なります。

日本において欧州並みに洋上風力発電の恩恵を享受するには、

公募占用指針でも示されているようにハード・ソフト面でのサプライ

チェーンの構築が非常に重要であることとなります。そして、その求

められる水準とは、何の素地もない場所に、部品調達から、地

元人材の育成、作業用船舶の調達、港湾整備等を、建設と

同時に進めるという非常に複雑なものになります。市場の揺籃

期においては、誰もが未経験の中で、各工程間のインターフェース

リスクを管理しながら事業を推進する必要があります。ファースト

ラウンドにおいては、総合商社を含むコンソーシアムが独占したこと

は、単に低い価格を示しただけではなく、その実現性につき祖業

としての調達力や事業構想力に基づく定性項目への提案も優

れていたためではないか、と考えられます。

また、日本が欧州市場並みのコスト水準を実現するために重要

な要素として、事業運営に活用できる各種データをいかに早期に

獲得するかという点があります。先行する欧州企業が保有する

データを上手く利用する仕組みを構築することは重要ですが、欧

州企業も競争優位に繋がる情報をやすやすとは共有することは

ないと思われます。稼働データであれば、OEMメーカーが運転制

御・メンテナンス実行指示をアフターサービスの一環で活用するこ

とになります。事業実績の豊富な欧州であれば、OEMメーカーに

加えて大手事業者で数千基の風車の稼働データを保有する企

業も存在するため、データ活用の領域で対等な交渉関係が成

立するため、それがO&Mフェーズにおけるコストダウンに繋がってい

る一因とも考えられます。しかしながら、日本においては、市場の

黎明期ということもあり、OEMメーカーとの間で情報の非対称性

があるため、日本の事業者がOEMメーカーと単独で交渉するのは

難しい状況であることが想定されます。対抗策としては、日本の

事業者は、データ活用のための知見の移転を図るために、欧州

事業者と協業することも有効です。また、国内事業者間でも、

競争を阻害しない範囲で、有用なデータは共有する仕組みを構

築することも、早期にデータの蓄積を進める上では必要な取組み

と考えられます。

本レポートにおいて、補助金依存の脱却における重要な要素とし

て、オフテーカーの獲得、つまりPPAの展開を挙げています。これは、

市場リスクに晒された収入を固定化してファイナンスを獲得するた

め、という側面もありますが、再エネ価値を高く評価する需要家

に販売することで、事業性をより向上させることも意味すると考え

られます。本レポートでは、発電した電気をそのままではなく、水

素に転換して提供することでより付加価値を高める取組について

も言及があります。実際に、欧州の実務家・専門家と話をすると、

洋上風力由来の電気を水素に転換するグリーン水素の利活用

が事業性検討の中で当たり前に議論されているように感じます。

ロシアのウクライナ進攻を受けて、脱ロシア産天然ガスが喫緊の

課題となっていることも、この動きを加速しているようです。

日本でも、次回ラウンドからFIPへの移行も検討され、競争力の

源泉が、従来のような、発電所建設・運用でのQCDから、

日本のコンサルタントの見解

日本向け見解

洋上風力発電 2022年

はじめに

1. 日本国内でのLCOE低下をいかに

確実に実現するか？

2. ポストFITの売電にどう対処するか？
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インバランスリスクを回避する能力（（火力、蓄電池、アグリを

組み合わせた柔軟なBG形成等）の有無や、いかに発電された

電気及び環境価値を付加価値を高めて販売するかというマーケ

ティングの巧拙へ移行しようとしています。また、公募占用指針の

見直し案において、評価項目として「調整力の確保、系統混雑

緩和への貢献」などが見られるのも、洋上風力電源の市場化を

進めることが足下の課題であることが推し量ることができます。事

業者としては、マーケティング能力の確立から蓄電池の併設、発

電量予測精度の向上、需給調整機能の獲得など、従来の発

電事業を超えたスコープへの対応が必要となり、その上で不足す

るケイパビリティをいかに補うかが競争の確立のために重要になり

ます。

水素については、洋上で電気を用いて水電解により水素を発生

させ、それをパイプラインで陸揚げするというシンプルな方法ではあ

りますが、海中ケーブル敷設の場合との経済性の比較により実

施可否は判断することになろうかと思います。一方で、水素の利

活用には需要側でのインフラ構築も同時に必要になるため、検

討するべき事業のスコープはより拡がることになります。水素は電

気に比べて用途や保存性の面で優れており、付加価値が高いエ

ネルギーキャリアとして扱うことができます。今後、脱炭素社会実

現のために必要なScope1の脱炭素化、エネルギー安全保障の

高度化のためにも水素又はPower to Xは大きな可能性を秘めて

います。

ここまで、日本がフォロワーの立場で取り組む着床式を前提に論

を進めてきましたが、それでは日本企業がイノベーターとして市場

をリードする機会はないのでしょうか？巷で言われているような、

浮体式であれば日本企業の復権は可能なのでしょうか？ここで、

競争戦略論の大家である、マイケル・Ｅ・ポーター教授による、一

国の競争優位性を評価するためのダイヤモンドフレームワークを

使ってその可能性を考えてみたいと思います。

要素条件：日本においては、浮体式のポテンシャルは424GWで、

128GWの着床式のポテンシャルを大きく上回るとされます*1 。

着床式の展開に限界があればこそ、早期に浮体式に取り組む

必然性が生まれるため、優位性のある状況と言えるでしょう。

需要条件：高齢化により人口減少が進むと言いながらも世界

第3位のGDPを有し、需要規模としては比較優位な状況にあり

ます。また、産業構造としてより付加価値の高い製品の生産に

注力していることも、環境価値を製品価格に転嫁が容易であり、

洋上風力からの電力に対して一定の需要を創出できるものと考

えられます。

関連産業・支援産業：日本は、海運及びそれを支える造船に

おいて世界シェア上位を維持しています。大型風車の製造は国

内からなくなってしまったものの、浮体基礎製造においてはポテン

シャルを有すると言えるのではないでしょうか。入り江が深い地形

の多い日本は、より喫水の深い浮体基礎の製造や輸送にも対

応が可能と考えられます。一方で、今後の需要に対して供給力

は十分ではないとされ、国策としてのインフラ再構築がなければ

思うように進まないと言われています。

企業戦略・構造・競合関係：今般の公募入札に多種多様な

事業者が参入しているのは競争環境を活性化する上では非常

に評価されるべきポイントと考えられます。それだけに、現在の公

募指針の見直しの中で寡占状態とならないような措置が検討さ

れているのは重要なことと考えられます。浮体基礎の生産は日

本の強みとなりうると考えられるものの、陸上風車やガスタービン

において既にコモディティ化が進んでいるように、製品単独ではい

ずれ差別化が難しくなることは想像に難くはありません。従って、

浮体式風力発電を単なる製品のパッケージではなく、発電した

電気の水素転換などの供給方式、需要側の利活用設備の構

築等、より幅広いスコープでの社会インフラとして事業化すること

が、日本がこの領域で持続的な差別化を確保する条件になると

考えられます。

これまで、着床式の普及・低コスト化に向けた課題から、浮体式

への移行において日本企業が風力発電産業での復権を果たし

うるという説を述べてきました。とはいえ、言うは易しで、実現する

にはいくつもの課題を同時にクリアしていく必要があり難易度の

高い挑戦かと思います。しかしながら、エネルギー業界を定点で

観測している者として、類似のエネルギー分野での日本が果たし

たイノベーション事例として、LNGの導入を挙げたいと思います。

LNGの導入は世界に先駆けて日本が実現した一大産業イノベー

ションかと思いますが、供給側と需要側のインフラ整備、サプライ

チェーンの新規構築、造船技術の活用など、日本が有する産業

競争力の要素をすべて活用したことで実現したと言えるでしょう。

浮体式の導入に当たっても、同じように国を挙げての取組により

世界に先駆けて実用化に向けた枠組みの構築ができるものと期

待しています。

日本向け見解
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3. 浮体式は日本のグローバル市場で

の競争優位に繋がるか？

最後に
図７：ダイヤモンドフレームワーク
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出所： Porter, M. E.、「The Competitive Advantage of Nations」、The Free 

Press、1990年（土岐坤他訳、『国の競争優位 上・下』、ダイヤモ

ンド社、1992年）を基に作成。
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*1： 「洋上風力の主力電源化を目指して」、一般社団法人 日本風力発電協会、2020年7月17日



デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

下田健司

資源・エネルギー・生産財ディビジョンリーダー

執行役員

keshimoda@tohmatsu.co.jp 

森田竜史

エネルギーユニットリーダー

執行役員

tatmorita@tohmatsu.co.jp 

河原竜太

エネルギー担当

シニアマネジャー

ryokawahara@tohmatsu.co.jp

デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社

向井元一郎

エネルギー担当

マネジャー

motomukai@tohmatsu.co.jp

田中寛樹

エネルギー担当

マネジャー

hiroki.tanaka@tohmatsu.co.jp

髙橋里也子

エネルギー担当

シニアアソシエイト

riytakahashi@tohmatsu.co.jp

お問い合わせ先（日本）

洋上風力発電 2022年17

原著・注意事項：

本誌はデロイトネットワークが発行した原著をデロイト トーマツグループが翻訳・加筆し、2022年8月に発行したものです。和訳版と原
文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。



Troels E. Lorentzen

Partner
+45 30 93 56 90
tlorentzen@deloitte.dk

利用規定：

本稿およびその内容の全てはDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab（以下「デロイト」といいます）の所有物であり、デ
ンマークおよび国際知的財産権とその法律によって保護されています。本稿またはその内容の全ては、第三者がそれらの中の資料また
は結果を商用目的に使用できるようにするために、第三者に公表、配布、またはその他の方法で開示してはいけません。

デロイトは、本稿で参照した情報（またはデータセットやモデルに含まれるそれらの取引に関連して収集した情報）の検証は行っていま
せん。

当社は本稿およびその中で取り上げた分析や結果の編纂について細心の注意を払い、最新かつ正確な情報を提示するためにあらゆ
る努力を行っていますが、不正確が生じた場合の責任は負いかねます。

デロイトは、本稿の使用（本稿をもとにした投資判断や財務上の判断を含みますが、それらに限定されません）から、またはそれに関
連して生じる直接的または間接的な損失、損害または費用に対して責任を一切負いません。

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskabは、DTTLネットワークのメンバーファームです。DTTLネットワークとは、英国の保証有
限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよびそのネットワーク（メンバーファームおよび関係法人、前身会社、承継会社、

代表者、および「デロイト」、「デロイトトウシュ」、「デロイトトウシュトーマツ」、またはその他関連する名称のもとで操業しているそれら全

ての組織体のパートナー、経営陣、メンバー、オーナー、ディレクター、マネジャー、従業員、下請け業者、代理人で構成する）を指します。
メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、互いの作為および不作為について責任を負うものではありません。

お問い合わせ先（グローバル）

洋上風力発電 2022年

Deloitte Denmark
Weidekampsgade 6
2300 Copenhagen S
+45 36 10 20 30
windandsolar@deloitte.dk

Anders B. Christensen

Vice President
+45 28 29 98 19
abaekgaard@deloitte.dk

Nicolai S. Berg 

Senior Associate
+45 28 25 90 12
nicberg@deloitte.dk

Peter M. Lildholdt

Director
+45 40 35 25 36
plildholdt@deloitte.dk

Steffen Nielsen

Vice President
+45 20 12 14 04
stenielsen@deloitte.dk

18



デロイト トーマツグループは、日本におけるデロイトアジアパシフィックリミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト

トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、デロイ

ト トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイトトーマツコーポ

レートソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイトトーマツグループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひ

とつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルア

ドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万5千名を超える専門家を擁し、多国籍企業や

主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイトトーマツグループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧くだ

さい。

Deloitte（デロイト）とは、デロイトトウシュトーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバー

ファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte 

Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に

義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不

作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありませ

ん。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

デロイト アジアパシフィックリミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイトアジアパシフィックリミ

テッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジアパシフィックにおける100を

超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上

海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務、法務

などに関連する最先端のサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライ

アントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな

経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果を

もたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を

展開しています。“Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約345,000名のプロ

フェッショナルの活動の詳細については、（www.deloitte.com ）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイトトウシュトーマツリミテッド（“DTTL”）、その

グローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）が本資料を

もって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定または

行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証

または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員ま

たは代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を

負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/

