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自己紹介
（略歴）
・1956年：山形県に生まれる
・1980年：旧日本開発銀行（現日本政策投資銀行）入行

*エネルギ－（89～91、99～01、04~05）、リサイクル、鉄鋼、食品、物流等担当
・2004年：環境エネルギ－部次長、 07年：調査部審議役
・2009年：エネルギー戦略研究所、所長就任
・2011年：山形県エネルギ－戦略策定委員会委員長就任（→県総合ｴﾈﾙｷﾞ-ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ-）
・2013年:東北公益文科大学特認教授就任（～17/3）
・2014年：京都大学経済学研究科特任教授就任、政投銀退職
・2016年：豊田合成㈱取締役就任

(関連著書等)
・日本の電力ネットワーク改革（2020/9） ：送電線・配電線をめぐる諸問題の経緯と展望
・日本の電力改革・再エネ主力化をどう実現する（2020/3）：RE100とパリ協定対応で2020年代を生き抜く

・テキサスに学ぶ驚異の電力システム（2019） ：電力市場の在り方
・送電線空容量ゼロ問題（2018） ：日本の送電線は空いている
・第5次エネルギ－基本計画を読み解く（2018）：エネルギ－政策の在り方
・トランザクティブエナジー（翻訳監修、2018） ：市場商品としての電力
・アメリカの電力革命（編著、2017） ：広域運用からローカル運用まで
・再生可能エネルギ－の国際比較（編著、2017年）：京大再エネ講座の成果
・日本海風力開発構想（2015年） ：北日本海沿岸で連携して開発を
・ドイツエネルギ－変革の真実（2015） ：ドイツの実態と戦略
・再生可能エネルギ－の真実（2013） ：再エネの産業化
・今こそ、風力（2012） ：風力発電への期待と普及策
・エネルギ－復興計画（2011） ：東北版ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ政策
・迷走するスマートグリッド（2010） ：スマートグリッドの本質
・電力自由化のリスクとチャンス（2001） ：自由化初期の議論整理
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日本の風力発電の現状
・潜在量は大きい

*17億kW：陸上2.7、洋上13.8            （2011年環境省調査）

*洋上552GW：着床式128、浮体式424（2020年JWPA）

*IEAは洋上の潜在量を評価 （IEA Offshore Wind Outlook2019）

・稼働量は少ない、目標値は小さい

*410万kW（2020/3） 0.2% 欧州15%

*1000万kW（2030年） 1.7%    欧州は再エネで60%以上

・風車メーカー撤退、国内サプライチェーン縮小

・漸く上昇トレンドへ

*太陽光一服、アセス終了案件増、空き容量問題前進、洋上新法、旧電
力会社の参入



Offshore Wind Outlook 2019 
洋上風力の潜在量と2018年需要量

洋上風力容量の現状と予想
（欧州、政策ｼﾅﾘｵ）

洋上風力設置容量の現状と予想（政策ｼﾅﾘｵ）



風力が増えなかった理由

・欧州に比べて風況に劣る

・既存事業者は再エネに否定的：風力は警戒された

・政策支援が弱い

*再エネ低評価、温暖化対策本気度低い

*RPS：普及させない制度、FITとアセス

*節目々で規制強化

・緩慢な規制緩和

*特に農地：農山漁村再エネ法の限界、林地：緑の回廊

・金融機関の慎重姿勢 疑似プロファイ

・業界の課題

*ベンチャー、電力の子会社、デベロッパーとメーカの混成



日本における風力発電導入量の推移
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2020/7梶山経産大臣発言の意味と意義

〇非効率石炭Fade-Out

・非効率石炭の容量は4割程度 30年比率は普遍との見方も

・政策支援は必要か 非効率は競争力がないこと 産炭地問題はない

・政策を変えるとのアナウンス

〇先着優先ルール見直し

・再エネが不利にならない メリットオーダー方式へ 再エネは市場で
優先

・オープンアクセス 発電の自由化

〇洋上風力官民協議会

・経産省と国交省港湾局 関連業界

・エネルギ－政策と産業政策融合の復活

・洋上の数値目標、インフラ整備に言及

⇒本格的再エネ導入への期待



国内洋上風力産業の競争力強化に向けた
基本的な考え方

（出所） 資源エネルギ－庁
（第１回洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 7/17/2020）

梶山大臣：「当面10年間は100万kW/年、2040年にかけては3000万kWを超える導入量の見通しがあれば
思い切った投資ができるものと思っており、引き続き、本協議会で議論していきたい」
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洋上風力のポテンシャルと目標値（JWPA）

（注）JWPAが2/28/2018に公表した着床式潜在量約91GW
は水深10-40mの範囲。今回は10-50mに変更

（出所）JWPA資料を加工（第１回洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 7 /17/2020）

排他的経済水域

水深 50m
水深 100m
水深 200m
水深 300m

〇2030年：洋上風力10GW
・中間点として目標を設定
・投資判断に最低限必要な市場規模

(1GW程度×10年間)

〇2040年：洋上風力30～45GW
・産業界が投資回収見通し可能な市場規模

(年間当り2～4GW程度)
・世界各国と肩を並べる競争環境を醸成できる
市場規模

〇2050年：洋上風力90GW
（＋陸上40GW＝130GW）

・政府目標：GHG排出量80%削減に相応しい
目標値

・2050年推定需要電力量に対して風力より
30％以上を供給

意欲的で明確な中長期導入目標の設定 全国洋上風力ポテンシャルマップ
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（日本風力）現状 ：導入400万kW 0.6％
2030年目標：1000万kW 1.7%
上記目標 ：4%（30年） 10%（40年）

（欧州） 現状 15% 50%（50年 業界）
業界洋上目標：30GW（現） 450GW（30% 50年）



ジャパン・スーパーグリッドのイメージ

（出所）JWPA （第１回洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 7/17/2020）

梶山大臣：「また、（本日発言があった）直流送電や港湾についても今後議論が必要」
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主力電源実現への要件
・梶山大臣発言の実現 洋上は日本の切り札

*目標設定、国内サプライチェーン構築、コスト低下

*主力産業になるとの認識広がり、関係者がその気になる

*石炭火力跡地利用を国策で推進：送電容量、港湾機能（提案）

*自動車産業との連携（提案）

*第１R事業供給価格上限値（案） 29円/kWh

冷水、大臣の思い事務局知らず パブコメで修正へ

・風力新規参入者対策

*地元への丁寧な説明が不可欠、太陽光の二の舞回避

・風力業界（協会）の成熟化

*主力電源を担う意識、信頼、調整力

*世論・関係者の理解増進、重要なメディアの役割り

・「再エネ短観」の継続的かつ迅速な上方修正



再エネ短観（2020年2月～）
-主力電源化に向けた4要素を評価-

（出所）山家「日本の電力改革・再エネ主力化をどう実現する」に加筆

RE100 SBTi ESG SDGs
経団連ﾁｬﾚﾝｼﾞｾﾞﾛ
同友会再エネ40%提言

スポット市場拡大
価値毎に市場創設
容量・需給調整・
非化石価値・ﾍﾞｰｽﾛｰﾄﾞ

容量市場初入札問題

整備:ﾌﾟｯｼｭ型 ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
運用:東電PG方式(ﾉﾝﾌｧｰﾑ)

先着優先→ﾒﾘｯﾄｵｰﾀﾞｰ
資金:ﾚﾍﾞﾆｭｷｬｯﾌﾟ制度
分散型：配電ﾗｲｾﾝｽ ﾚｼﾞﾘｴ

ﾝｽ ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀ 計量

競争電源
FIP 2020年度

地域活用電源
FIT 自立運転 ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ

「再エネ型経済社会」創造
洋上FIT29円問題
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ま と め
・世界的には風力発電は再エネ普及を牽引してきた。

・日本は、潜在量は膨大であるが、電力業界の評価や政策的な位
置付けが低く、開発は進んでこなかった。

・FIT導入は大きな機会であるが、環境アセス法適用や空き容量問
題で出遅れた。

・梶山大臣発言をはじめ、再エネ主力化へのコンセンサスが強まる
中で、洋上を主に風力への期待が、今度こそ高まる。

・この機会を逃さずに行政、需要家、立地地域、サプライチェーン関
連者等との連携を密に、丁寧かつ迅速な対応が重要。

・風力業界は、主力電源の開発・運営を担う責任感をもち、より信頼
される事業主体となっていくことが肝要。

・日本の洋上風力発電主力電源化の3要件

①梶山大臣発言が実現すること

②洋上風力が主要な産業になることが広く認識されること

③風力業界がエネルギ－の主役であるとの自覚をもつこと
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【日本の電力ネットワーク革命】
第1章 次世代電力ネットワークとは① 接続・運用・整備のルール改正
第2章 次世代電力ネットワークとは② 資金調達力を確保しつつ効率化実現
第3章 次世代電力ネットワークとは③ 分散型システムとレジリエンス
第4章 北海道での再エネ開発が動かすネットワーク改革
第5章 東北での再エネ開発が動かすネットワーク改革
第6章 東電PGが提案・実践する欧米型系統運用
第7章 梶山経産大臣発言の衝撃と意義



ご清聴、
ありがとうございました。

質疑応答
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