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1 調査概要

1.1 調査名称

洋上風力発電事業における地域貢献策検討調査

1.2 調査目的

「北九州市地域エネルギー拠点化推進事業」の柱の一つとして、響灘沖における洋上風

力発電立地に向けた検討を進めている。洋上風力発電建設・運用及びメンテナンス実施等

にあたり、地元関係者と連携し、地域活性化を図るとともに、洋上風力発電産業の促進な

ど、発電所設置に付随する取り組みにより、北九州市地域が発展していくことができる取

り組みを「地域貢献策」とする。 

本調査では、事例調査などを行い、北九州市の地域特性を活かした地域貢献策を検討す

るとともに、実現可能な実施方法について検討し、具体的な行動計画案を作成することを

目的とした。
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2 事例の収集・整理と本市で実施可能な地域貢献策の候補

 北九州市で実施可能な地域貢献策の候補について、「H25 年度北九州市地域エネルギー政

策推進事業」で検討された洋上風力発電に関する地域貢献策のアイデアを踏まえ、国内事

例、海外事例について文献調査、及びヒアリングを行うことにより具体的な事例について

調査を行った。 

2.1 地域貢献策を実施するために活用可能な北九州市のポテンシャル

北九州市は、次世代エネルギーパーク（低炭素）、エコタウン（資源循環）、ビオトープ

（自然共生）といった環境拠点があり、かつ充実したインフラ、広大な港湾用地等を活か

した洋上風力発電拠点港化に向けた事業を現在進めている。

これらの北九州市がもつポテンシャルを有効活用して北九州市が今後、洋上風力発電に

より地域活性化、雇用促進に繋がる地域貢献策を検討する。

2.1.1 地域エネルギー

(1)北九州市地域エネルギー拠点化推進事業 

北九州市は、現在北九州市地域エネルギー拠点化推進事業を進めており、安全・安価な

エネルギーの供給を目指している。今後、第 3 セクターによる地域エネルギー会社（新電

力）を設立し、多種多様なエネルギー源をもつ北九州市のポテンシャル（洋上風力発電、

太陽光発電、バイオマス発電、高効率（石炭、LNG）火力発電）を組み合わせて市内への電

源供給、しいては九州全体での電源の安定供給にも貢献できることを目指している。 

図 2.1.1-1 北九州市地域エネルギー拠点化推進事業 

出典：北九州市地域エネルギー拠点化推進事業パンフレット 
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(2)地域エネルギー会社を通した安定安価な電源供給 

電気事業法の改正に伴い、2016 年より家庭部門を含む電力の小売全面自由化が開始され

た。現在北九州市は、安全・安価なエネルギーを地元へ供給することを目的として、北九

州市地域エネルギー拠点化推進事業を推進している。2015 年 12 月には「株式会社北九州

パワー」という地域エネルギー会社（新電力）を設立し、多種多様なエネルギー源をもつ

北九州市のポテンシャル（洋上風力発電、太陽光発電、バイオマス発電、高効率（石炭、

LNG）火力発電）を組み合わせて市内への電源供給、九州全体での電源の安定供給にも貢献

できることを目指している。 

今後、地域エネルギー会社から住民や漁業関係者の施設、響灘地区での企業誘致向けに

安定安価な供給を行うことにより、地域へのメリット、企業誘致の PR 材料としても期待さ

れる。 
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2.1.2 産業・インフラ

(1)響灘洋上風力発電拠点化推進事業 

北九州市は、「響灘洋上風力発電拠点化推進事業」に沿って、響灘地区に洋上風車の「発

電拠点」及び「産業拠点」の両拠点の形成を目指しており、その中でも「産業拠点」形成

に向けた取り組みであり、響灘地区に洋上風力発電所の建設及び運営を支える総合的な機

能を持たせ、これを軸として周辺地域へ風力発電関連産業を集積させることを目的として、

響灘地区に以下の 3 つの機能を持たせ、洋上風力発電の拠点港化を目指している。 

①風車設置サイトへの積み出し拠点（風車の組立、積み出し、設置）

②部品の輸出入拠点（部品の輸出入～国内外への輸送）

③関連産業の拠点（風車部品の製造・ストック、実証・研究開発、メンテナンス）

図 2.1.2-1 風力発電産業アジア総合拠点 

出典：洋上風力発電拠点化推進事業パンフレット 
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(2)北九州市における風力発電関連産業の促進 

①現状の北九州市の風力発電産業 

北九州市内には、既に風力発電部品を供給している安川電機株式会社、日本ロバロ株式

会社、石橋製作所（直方市）があり、風車のメンテナンス分野では、株式会社北拓、安川

エンジニアリング株式会社が、さらに国内で唯一の海上サバイバルトレーニング施設をも

つニッスイマリン工業株式会社がある。 

最近では、株式会社北拓が「北九州市若松区響灘地区への風力発電関連産業の集積促進

事業」において大型風車の実証試験（三菱重工業）、メンテナンス構築（遠隔監視）、物流

拠点（地元物流企業の山九と連携）に向けて取り組んでいる。そして発電機、コンバータ

の製造を既に行っている安川電機株式会社においても風車機器の生産拠点に向けて、海外

企業と提携する等さらなる事業分野の拡大を図っている。洋上風力発電のメンテナンスに

関しては、ニッスイマリン工業株式会社は、国内唯一の海上サバイバルトレーニング施設

（イギリスの認証機関 GWO）を所有するなど、今後の洋上風力発電のメンテナンス作業の

訓練施設、教育機関として、発電機のメンテナンスを得意とする安川エンジニアリング株

式会社と協力して事業展開を図っている。 
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②北九州市で製造される部材 

 北九州市内で製造されている風力発電の部材は、現状ではベアリング（日本ロバロ）、発

電機（安川電機）であり、風車全体の部品製造コストでみると 5％弱に留まる。今後、北

九州市内の企業が参入する可能性のある製造部材を、風力発電システム部品展開マップ作

成調査報告書でまとめられた部材別の北九州市内の企業が参入する可能性から、表

2.1.2-2 に示す部材別の参入企業は、コストベースで 58％程度まで拡大される可能性を秘

めている。 

表 2.1.2-1 風車部材毎のコストの割合と北九州市内の企業の参入 

部材 コスト割合
5MW 風車 1 基 

概算（百万円） 

北九州市内企業の参入
（百万円） 

参入済 参入可能性 

タワー 26.3% 263.0 〇 

ブレード 22.2% 222.0 - 

ハブ 1.37% 13.7 〇 
ベアリング 1.22% 12.2 ● ● 

メインシャフト 1.91% 19.1 〇 

メインフレーム 2.8% 28.0 〇 

増速器 12.91% 129.1 〇 

発電機 3.44% 34.4 ● ● 

ヨーシステム 1.25% 12.5 - 

ピッチシステム 2.66% 26.6 - 

コンバータ 5.01% 50.1 〇 

変圧器 3.59% 35.9 - 

ブレーキ 1.32% 13.2 - 

ナセルカバー 1.35% 13.5 〇 

ケーブル 0.96% 9.6 〇 

ボルト類 1.04% 10.4 〇 

その他 10.67% 106.7 

1000 46.6 583.1

●：北九州市内企業が既に参入済み、〇：北九州市内企業が参入可能性あり 

図 2.1.2-2 部材毎のコストの割合    出典：BTM Consult 

（February 2007 edition ofWind Directions） 

【10MW 風車の価格】※1 

2010 年に発行した「An Guide to an Offshore Wind Farm(洋上風力発電ガイド)」の THE CROWN 
ESTATE がラウンド 3 の開発を控え、洋上風力発電 500ＭＷ（5MW×100 基）の 5MW1 基あたり
7.8 億円（ ￥130.00/£換算 ）を現在の換算レート￥170.00/£で再換算した。 
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2.1.3 観光

(1)北九州市の観光分野の現状 

 北九州市の観光産業全般について、H25 年度北九州市観光動態調査を元に北九州市の観

光、本調査で検討している洋上風力発電に関わる観光に関して関係のある産業観光の動態、

そして観光客の消費金額の内訳について整理した。 

①北九州市の観光客数 

北九州市の H25 年次の観光客数は、観光地点で 1590.5 万人（消費額 742.3 億円）、行祭

事・イベントを加えた場合 2565.4 万人（消費額 276.1 億円）であり、経済波及効果は、約

1.39 倍となっている。 

図 2.1.4-1 観光客数（延べ人数） 

出典：北九州市観光動態調査（H25 年次報告書）、北九州市 

②北九州市の産業観光 

 北九州市は、ものづくり、リサイクル、資源循環、環境を前面に出した工場、施設を観

光資源として産業観光を進めており、その認知度、興味度も低くはない。なお、産業観光

に訪れる観光客は、25 万人前後となっている。 

図 2.1.3-2 北九州市の各エリアに関する認知度・興味度について 

出典：北九州市内在住者および出身者に向けた観光資源調査 

観光地点 

・自然：海岸、島など 

・歴史・文化：城、庭園、博物館、美術館など 

・温泉・健康：温泉など 

・スポーツ・レクリエーション：キャンプ場、 

釣り場、海水浴場など 

・都市型観光：商業施設、直売所、物産館など 
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図 2.1.3-3 北九州市の観光客数の推移（産業観光客、修学旅行生、外国人） 

出典：北九州市観光動態調査（H25 年次報告書、北九州市） 

③観光での課題 

北九州市は、国内、海外からも観光客が増加しているが、交通の便がよいため日帰りの

観光・ビジネス客が多いことが課題となっている。

※H23 年度から、新基準で統計 

図 2.1.3-4 北九州市の宿泊客と日帰り客の推移 

出典：北九州市観光動態調査（H25 年次報告書、北九州市） 

観光地点での一人あたりの消費額は、宿泊者と日帰り客とでは、4 倍程度の差があり、

宿泊客を増やすための取り組みを行っている。 

表 2.1.4-1 一人当たりの観光消費額 

消費項目 宿泊観光 日帰り観光 

①宿泊費 7975(46.9%) 

②飲食費 3714(21.9%) 1215(29.2%) 

③交通費 2178(12.8%) 1000(24.0%) 

④土産費 2149(12.6%) 830(20.6%) 

⑤入場費等 975(6.3%) 1118(26.9%) 

計 16,991（100%） 4,163（100%） 

出典：北九州市観光動態調査（H25 年次報告書、北九州市） 
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図 2.1.3-5 北九州市の観光消費額とその波及効果額 

出典：北九州市観光動態調査（H25 年次報告書、北九州市） 

(2)次世代エネルギーパーク、産業観光 

 北九州市は、平成 19 年に経済産業省から次世代エネルギーパークとして認定され、響灘

地区には、風力発電施設、太陽光発電等の再生可能エネルギー施設が集積し、かつエコタ

ウンセンター等の施設で見学する施設も整備されている。年間 2 万人以上の見学者、修学

旅行生が訪れる人気観光地となっている。また産業観光として、北九州市が公害を克服し

た歴史や地域一体となって行った取組、ものづくりの技術等の地域の歴史や工場見学を通

して体験できる観光についても実施されている。今後、北九州市の観光における課題とな

っている国内外の観光客を増やすとともに宿泊客を増やすための取組が行われている。 

図 2.1.3-6 北九州次世代エネルギーパーク（H28.3 現在） 

出典：北九州次世代エネルギーパークパンフレット 
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①工場夜景 

北九州市の産業観光は、北九州工業地域の夜景を観光資源として、クルージングを企画

し、北九州市の重工業地帯を活用した北九州の“色”を出すことにより他の地域との差別

化を図っている。

図 2.1.3-7 北九州市工場夜景ツアー

出典：北九州夜景観賞定期クルーズパンフレット 

その甲斐あって、最近は台湾からの観光客が増えており、特に集客効果が大きい中国、

台湾は、団体客が増えている。

図 2.1.3-8 北九州夜景観賞クルーズ 

出典：北九州夜景観賞定期クルーズパンフレット 
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②観光ガイド 

北九州は、ものづくり、資源循環、低炭素、自然共生など市民と連携して PR を行ってお

り、エネルギーについても力を入れいる。エネルギーは目に見えないため、より実感しに

くいため、“可視化（見える化）”することにより小中学生に分りやすく説明するための工

夫をして説明している。 

観光協会の協力の下で、ボランティアを募集しており、全員で 60 人弱ぐらい登録されて

いる。ガイドは、市の教育過程を受講してからなることが出来る。ガイドには、大学生も

含まれており、ツアー客は、ガイドを事前に申し込みすることにより有償でサービスを受

けることができる。

図 2.1.3-9 環境修学旅行のススメ 

出典：北九州市産業経済局 観光・コンベンション課 
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2.2 地域貢献策の事例

2.2.1 地域貢献策の分類

 地域貢献策の具体的なアイデアとして、事業単体での関係者へのメリット、地域全体へ

のメリット、長期的な地域活性化に繋がる効果として整理されている。

表 2.2.1-1 地域貢献策の事例 

地域貢献策のカテゴリー 北九州地域で考えられる地域貢献策のアイデア 

1.事業成立のため事業者が地

域関係者にメリットを提供す

るもの 

・漁協・地域住民等ステークホルダーとの共同運営 

・漁業振興策につながる工法の選択 

・警戒船としての漁船活用 

・船舶への電力供給 

2.地域関係者のメリットと地

域活性効果の両方 を生み出す

もの 

・「地域エネルギー会社」を通じた市内外への売電 

・市内企業・研究者との共同研究での活用（例：水素製

造の電源としての活用） 

・市内企業との共同事業での活用（例：メンテナンス研

修事業の実施） 

3.付加的な地域活性効果を生

み出すもの 

・響灘地区への風力発電関連産業の誘致／地元港湾施設

の整備 

・産業観光ルートへの組み込み 

出典：洋上風力発電の阻害要因の排除・地域貢献策の検討 

平成 26 年 2 月 26 日洋上風力発電立地検討部会（北九州市） 
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 具体的な地域貢献策としては、地域貢献策のカテゴリー別に 9 つのアイデアが挙げられ

ている。 

表 2.2.1-2 具体的な地域貢献策 

地域貢献策のアイデア 概要 

事
業
成
立
の
た
め
事
業
者
が
地
域
関
係
者
に

メ
リ
ッ
ト
を
提
供
す
る
も
の

①漁協・地域住民等ステ

ークホルダーとの共

同運営 

・事業収益（買電収入）の一部を地元漁協・住民等に還元

する仕組みを作る（SPC の設立、株の無償譲渡等）。 

・併せて可能な範囲で事業運営ノウハウも地元に還元す

る。 

②漁業振興策につなが

る工法の選択 

・風車建設時に漁業振興につながる工法の工夫を行い、漁

業環境の維持・向上を目指す。 

③警戒船としての漁船

活用 

・風車建設・メンテナンス時の警戒船として、漁船を活用

し、人件費・使用料（委託料）を地元の収入としていく。

④船舶への電力供給 ・電気駆動船への非常電源の提供、市内事業者との共同に

よるプレジャーボートによる海釣りへの活用等を実施。

地
域
関
係
者
の
メ
リ
ッ
ト
と
地
域
活
性
効
果
の

両
方
を
生
み
出
す
も
の

⑤「地域エネルギー会

社」を通じた市内外へ

売電 

・検討中の「地域エネルギー会社」に卸売し、そこを通じ

て環境意識の高い市内外の住民・事業者に販売。収益の

一定割合を産業振興費として活用。（全量買取制度では、

交付金のみで確実な収益あるため、環境部分がさらなる

付加価値収益となる） 

⑥市内企業・研究者との

共同研究での活用 

（例：水素製造の電源

としての活用） 

・市内企業・研究者との共同研究での活用。例えば、風力

の電源から水を効率的に電気分解し水素を製造する方

法を研究。 

⑦市内の企業との共同 

事業への活用（例：メ

ンテナンス研修事業

・市内の企業との共同事業への活用。例えば、風車の一部

を洋上風力発電のメンテナンス研修で使用可能とし、専

門人材の育成を推進。 

付
加
的
な
地
域
活
性

効
果
を
生
み
出
す
も
の

⑧響灘地区への風力発

電関連産業の誘致/ 

地元港湾施設の整備 

・風車建設に関係する製造・物流・建設・メンテナンス関

連の産業を誘致し、地域の産業として育成する。 

・併せて、風車の大型化や関連産業の拡大に伴う港湾の整

備を進めていく。 

⑨産業観光ルートへの

組み込み 

・洋上風力発電を他の再生可能エネルギー施設と合せた

「エコツアー」 のルートに組み込み、観光面から地域

活性化を図る。 

出典：洋上風力発電の阻害要因の排除・地域貢献策の検討 

平成 26 年 2 月 26 日洋上風力発電立地検討部会（北九州市） 
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2.2.2 地域貢献策の具体例

 昨年度検討された具体的な地域貢献策については、地域貢献策の実施者別に表に整理さ

れており、9 つのアイデアが挙げられている。本業務では、昨年度検討されたアイデアに

対して、さらなる具体的な地域貢献策を検討するため以下の調査を行った。 

①国内外の事業ベースの洋上風力発電の導入計画で検討されている地域貢献策の事例 

②NEDO、環境省で実施されている実証事業での地域貢献策の事例 

③北九州港の洋上風力発電拠点港化に向けた具体的な計画 

④市が進める事業（地域エネルギー拠点化推進事業）、産業・雇用創出戦略 

⑤産業創出、雇用創出、漁業振興に関して関係者へヒアリング 

表 2.2.2-1 平成 25 年度検討された地域貢献策の具体例 

アイデアの
カテゴリー 

実施者 アイデア名称 対象（メリットの享受者）

事業成立の
ため事業者
が地域関係
者にメリッ
トを提供す
るもの 

発電事業
者を中心
に進める
方策 

①漁協・地域住民等ステークホル
ダーとの共同運営 

・漁協関係者 
・地元住民 

②漁業振興策につながる工法の選
択 

・漁業関係者 

③警戒船としての漁船活用 ・漁業関係者 

④船舶への電力供給 ・船舶、漁業関係者 

地域関係者
のメリット
と地域活性
効果の両方
を生み出す
もの 

発電事業
者・自治
体が協働
で進める
策 

⑤「地域エネルギー会社」を通じ
た市内外への売電 

・地元事業者 

⑥市内企業・研究者との共同研究
での活用（例：水素製造の電源
としての活用） 

・市内企業 
・研究機関 

⑦市内の企業との共同事業への活
用（例：メンテナンス研修事業
の実施） 

・市内企業 
・（将来的に雇用機会が拡

大した際の）地域住民 

付加的な地
域活性効果
を生み出す
もの 

自治体を
中心に進
める策 

⑧響難地区への風力発電関連産業
の誘致/地元港湾施設の設備 

・地域内事業者 

⑨観光ルートへの組み込み（観光
船、磯釣り、遊覧飛行、探検ツ
アーetc） 

・地元企業（観光業界と周
辺業界） 

出典：洋上風力発電の阻害要因の排除・地域貢献策の検討 

平成 26 年 2 月 26 日洋上風力発電立地検討部会（北九州市） 
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2.2.3 海外の洋上風力発電の事例

 欧州における洋上風力発電は、各国ひいては EU 全体的視点からのエネルギー戦略の中に

位置づけられるものである。従って、沿岸から極めて近距離に位置する洋上（沿岸）風力

発電などを除けば、それぞれの国家のさらには欧州全体の温暖化問題への対処、エネルギ

ー安全保障、環境保全、技術開発促進、雇用創出、輸出市場創造などに結びつくという視

点で事業が促進されている。そして、大規模洋上風力発電ファームなどの場合には、EU や

各国の法制度や財政・金融面でのサポート下での国家プロジェクトとしての性格が強い。 

 また、英国やデンマークのように沿岸から近い距離に適地が比較的存在する場合と異な

り、ドイツのように数十キロ離れた排他的経済水域での事業が中心となると、当該ファー

ムに最も近い地域との関係よりも風力発電の建設に関わる工場や出荷港の位置する地域と

の関係が重要となる。欧州で進められている大型洋上風力発電ファームと距離的に隣接し

ている地域活性化との関係が見られる事例は英国やデンマークなどでもかなり限られたも

のとなる。 

本調査での海外における洋上風力発電と地域（貢献）開発の関係は、実際に当該地域に

洋上風力発電が設置（計画）されているケースを想定している。したがってドイツのブレ

ーマー・ハーフェン、クックス・ハーフェン、英国のブライス、ハル、デンマークのエス

ビアノなど洋上風力発電との関係が深いものの、出荷港、実証試験場や製造組立施設とし

て地域開発が進められた事例は除外して検討し、代表的な洋上ウィンドファームの事例を

5 事例挙げ、成功事例、失敗事例として整理した。 
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●成功事例（地域住民と良好な関係構築） 

項目 内容 

発電事業名 ミデルグルンデン洋上風力発電所 デンマーク コペンハーゲン

発電事業の

概要

・コペンハーゲンの沖合約 3km のエーレ海峡に位置し、2001 年 3 月に運転

開始したデンマーク国内 3 番目の本格的な沖合洋上風力発電である。 

・風車発電機は、出力 2MW のもの 20 基で構成され、コペンハーゲンの都市

景観に調和するように円弧状に配置されている。北側10 基をDONG Energy

が、残り 10 基を共同組合が所有している。 

実施主体 Middelgrunden Wind Turbine Cooperative(共同組合)と 

DONG Energy(電力会社) 

地域貢献策

メニュー

地域共生 雇用創出 連携事業 地域活性化 その他 

○ ○ ○

地域貢献のた

めの施策およ

び（期待され

る）効果

・国内法により、風力発電設置の場合には地元住民の 20%の出資が必要とし

ている（Promotion of Renewable Energy Act ,Act no.1392 of December 

2008）。 

・一般的には共同組合を設立し、発電事業および経営のための出資者を募る。

出資者は全量買い取り制度のもと、銀行預金よりも高利回り配当を受給で

きる。さらにその配当に対して税制優遇が備えられている。 

上記条件により、多くの場合、地元住民は競って出資者となる。それは洋

上風力発電に対する地元住民の「自分たちの風車」という考えを強めると

ともに、協力意識の醸成につながっている。 

課題・問題点 ・運転開始から数年を経た頃、風車タワー内に設置されている開閉器が鈍い

音を生じる不具合が生じた。 

・監視システムにおいて、系統連系に関する原因不明の誤警報が、月に一度

程度の確率で生じている。 

・落雷による被害は、年に数度発生している。これが最も深刻な問題とのこ

と。 

・バードストライクは今まで一度も確認されていない。 

キーポイント ・計画段階からの地元住民参加による PJ 実施に対する理解と合意形成の容

易化 

出典： 
http://www.jepoc.or.jp/upload/pdf/111206220855.pdf 
http://www.4coffshore.com/windfarms/middelgrunden-denmark-dk08.html 
http://www.ontario-sea.org/Storage/29/2118_doc1.pdf 
http://www.oceanrenewable.com/wp-content/uploads/2007/03/middlegrundendenwindles
sonsspok02.pdf 
http://www.renewable-technology.com/projects/middelgrunden-wind-farm-denmark/ 
その他ヒアリング結果 
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写真 2.2.3-1 ミドルグルンデン洋上風力発電所（デンマーク） 

                        国際航業撮影 2015/3 
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●失敗事例（地域住民から反対） 

項目 内容 

発電事業名 「100 Wind Turbine Project」 デンマーク コペンハーゲン

発電事業の

概要

・2009 年 4 月に「EU 再生可能エネルギー利用促進指令」が制定され、コ

ペンハーゲン市は、2025 年までに市内の全電力需要に占める再生可能エ

ネルギーの比率を 100％（カーボンニュートラル）にするという目標を立

てた。その一環として 100 Wind Turbine Project を立ち上げ、洋上風力

発電についてスウェーデンとの国境に位置するオーレスン地域でスウェ

ーデン側の都市マルメ市との協力により建設計画をたてた。 

・HOFOR(コペンハーゲン市 100％出資公社)は市から信用保証を得て、金融

機関から資金調達し、風力発電投資によって得る利益は全て次の風力発電

への投資に仕様することとしているが、本案件については（下記理由によ

り）PJ 自体が資金難に陥っている。 

実施主体 コペンハーゲン市公社 HOFOR 

地域貢献策

メニュー

地域共生 雇用創出 連携事業 地域活性化 その他 

○ ○ ○ ○

地域貢献のた

めの施策およ

び(期待され

る)効果

・国内法により、風力発電設置の場合には地元住民の 20%の出資が必要とし

ている（Promotion of Renewable Energy Act ,Act no.1392 of December 

2008）。 

・一般的には共同組合を設立し、発電事業および経営のための出資者を募る。

出資者は全量買い取り制度のもと、銀行預金よりも高利回り配当を受給で

きる。さらにその配当に対して税制優遇が備えられている。 

・CO2 削減（68,000t/年）とコペンハーゲン市の再生可能エネルギーの導入

目標、同時に EU 指令によるデンマークの再生可能エネルギー率向上への

貢献。 

・風力発電の需要増加により、国内で関連 350 社以上の企業、数十億ユーロ

規模の市場形成。 

・雇用創出や、風車への投資に対する高配当（5～10％）による地域貢献（ 風

力発電への投資は、立地場所周辺の住民による出資比率が最低 20％であ

る必要がある<Promotion of Renewable Energy Act ,Act no.1392 of 

December 2008>）。HOFOR では住民の出資比率が 20％以上となるように考

慮。 

課題、問題点 ・計画段階でスウェーデンマルメ市住民から景観問題による反対を受け、資

金難から事業を停止しており、他の地域の計画を先に進めている。 

キーポイント ・風車設置場所の地元住民 20%の出資が必要という条件 

出典： 
http://stopthesethings.com/2014/07/23/bjorn-lomborg-wind-is-a-vanity-project/ 
https://stateofgreen.com/en/profiles/city-of-copenhagen/solutions/wind-turbines-
in-copenhagen 
http://e360.yale.edu/feature/copenhagens_ambitious_push_to_be_carbon_neutral_by_
2025/2638/ 
その他、ヒアリング結果 
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写真 2.2.3-2 100 Wind Turbine Project（コペンハーゲン） 
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●課題点（雇用対策、環境影響調査の不足） 

項目 内容 

発電事業名 ロンドンアレイ洋上風力発電 英国 ケント州

発電事業の

概要

・Dong Energy 社、E.ON 社（ドイツ）ならびに Masdar 社（アラブ首長国

連邦）とのコンソーシアムによって建設されたもので、合計出力 630MW（メ

ガワット）、面積は 100m2 で世界最大。 

・ケント州とエセックス州の沿岸、テムズ河の沖合 20km に位置する。 

・175 基の風力発電機ならびに系統連系機器はシーメンスが扱い、Dong 

Energy とともに長期保守サービスも提供する。 

・運営ならびにメンテナンスについては、ケント州ラムズゲート港にある専

用基地で行われる。 

・2009 年 7 月に着工、2011 年 3 月に最初の基礎を海中に設置、順次発電を

開始し、2012 年 12 月に最後のタービン据付完了。 

・総事業費は 18 億ポンド（152 円換算で 2736 億円）。 

実施主体 DONG Energy, E.ON UK Renewables, Masdar 

地域貢献策

メニュー

地域共生 雇用創出 連携事業 地域活性化 その他 

○ ○ ○

地域貢献のた

めの施策およ

び（期待され

る）効果

・ケント州の雇用と観光への貢献。 

・建設には 75 以上の企業や組織が参加し、延べ 6700 人が携わっている。 

・現在 3600 名が働いており、うち 30%が英国人。 

・英国の 50 万世帯(ケント州における全世帯数の 2/3 に相当)への電力供給

量。 

・年間 90 万トンの CO2 削減効果 

・第２フェーズ完成時では出力 870MW で約 75 万世帯への電力供給が可能と

なる。これは大ロンドン市における全世帯の 4 分の１、もしくはケント州

と東エセックス州の全世帯分を賄える量に相当。 

課題・問題点 ・英国にタービン工場がないため、本プロジェクトのタービンもシーメンス

社のデンマーク工場で製作されている。 

・地域貢献という観点から雇用効果を見ると、英国人の被雇用者が全体の

30%にすぎず、ケント州住民はさらに少数である。 

・現在、海鳥（アビ）への悪影響が要因となりフェーズ２に入っていない。

第二フェーズ開始は海鳥への保護は条件となっている。 

キーポイント ・徹底した環境影響調査 

出典： 
http://www.londonarray.com/the-project-3/ 
http://eneken.ieej.or.jp/data/5081.pdf 
http://www.bbc.com/news/uk-england-26258271 
http://www.4coffshore.com/windfarms/london-array-phase-1-gb-uk14.html 
http://www.power-technology.com/projects/london-array/ 
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写真 2.2.3-3 ロンドンアレイ洋上風力発電（英国ケント州） 
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●失敗事例（事前調査不足） 

項目 内容 

発電事業名 アーガイルアレイ洋上風力発電
英国 

ス コ ッ ト ラ ン

ド、ハイランド

発電事業の

概要

・沿岸から 5～10km、水深約 25m、約 361m2 の水域に 3.6MW～10MW のタービ

ンを 180～500 基設置する計画。 

・Scottish Power Renewables 社は 2009 年から計画を進めていた 1.8GW の

洋上風力発電ファーム建設から 10 年間は棚上げにすると発表（2013 年 12

月）。  

実施主体 Scottish Power Renewables 社 

地域貢献策

メニュー

地域共生 雇用創出 連携事業 地域活性化 その他 

○ ○ ○

地域貢献のた

めの施策およ

び（期待され

る）効果

・年間 500MWh～1,800MWh の電力供給（約 120 万世帯への電力供給量） 

・年間 約 250 万トンの CO2削減 

・年間 約 6 万トンの SO2削減 

課題・問題点 ・2012 年、建設中に以下の問題が発覚。1 年間保留の末、自然状況の困難打

開のためには技術開発等更なる出費も必要となることから、採算性を考慮

し事業棚上げとなった。 

・スコットランド西海岸特有の問題である海底の地盤に硬い岩が存在するや

波の状況が困難であること。 

・法律で保護されているウバザメ、及び海鳥（アビ）が生息する海域である

こと。 

キーポイント ・確固とした事前調査 

出典： 
http://www.4coffshore.com/windfarms/argyll-array-united-kingdom-uk52.html 
http://www.theguardian.com/business/2013/dec/13/scottish-power-cancels-argyll-ar
ray-offshore-wind-farm 
http://www.scottishpowerrenewables.com/ 

写真 2.2.3-4 アーガイルアレイ洋上風力発電（スコットランド、ハイランド） 
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●失敗事例（事前調査不足） 

項目 内容 

発電事業名 Thanet 洋上風力発電 英国 ケント

発電事業の

概要

・現在、英国では全エネルギー量の約 3％が再生可能エネルギーにより供給

されているが、2020 年までにその割合を 15%に引き上げるという目標を掲

げている。当該発電所はこの英国政府の目標達成に向けたものである。 

・沖合11.3-11.5km、水深20m-25mの海域に3MWの発電機100基を擁する35km2

（サッカー場 4000 ピッチ相当）という広大なウィンドファームである。 

実施主体 Thanet Offshore Wind Ltd →  Vattennfall 

地域貢献策

メニュー

地域共生 雇用創造 連携事業 地域活性化 その他 

○ ○ ○

地域貢献のた

めの施策およ

び（期待され

る）効果

・CO2 年間約 40 万トン削減。 

・世界最大級の洋上風力発電ファームとして、ケント州の雇用と観光に貢献

・直接雇用 90 名、間接雇用 200 名。3,600 名が働いており、うち 30%が英国

人 

・プロジェクトの大部分を占めるタービン建設において、英国内に向かった

全投資 900M ポンドのうちケント州への投資（部品の調達、建設）は 20％

のみであった。このため風力発電産業をより活発化する必要があるとの声

が上がっている。 

・年間 960GWh の発電により、24 万世帯への電力供給（Ave.4229kWh)が可能

となる。 

課題・問題点 ・当初期待されたほどの雇用は発生せず、また英国人の雇用が少ない。 

・景観という観点からは、非常に巨大で目障りであるという意見もある。 

キーポイント ・プロジェクトが沿岸から遠距離・大規模化するほど地元への還元が薄れる

(地元感の喪失も含む)可能性が大きくなる。 

出典： 
http://corporate.vattenfall.co.uk/projects/operational-wind-farms/thanet/ 
http://corporate.vattenfall.co.uk/globalassets/uk/projects/thanet_publication_as
-built.pdf 
http://corporate.vattenfall.co.uk/globalassets/uk/projects/thanet-decommissionin
g-summary.pdf 
http://corporate.vattenfall.co.uk/globalassets/uk/projects/decommissioning-plan-
2008.pdf 
http://www.4coffshore.com/windfarms/thanet-gb-uk29.html 
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写真 2.2.3-5 Thanet 洋上風力発電所（英国ケント州） 
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参考：海外事例（沿岸部に設置された洋上風力発電の事例） 

 安岡洋上風力発電と同様に海岸から 1.5km 沖合に設置された海外の洋上風力発電事例と

して、ティーズサイド洋上風力発電がある。2008 年に承認され、2011 年からプロジェクト

が開始された。2012 年 2 月に工事が開始され、2013 年 7 月に完成した。本プロジェクトに

は、地元から多くの雇用者が関与し、1000 人弱の直接、間接的な雇用者が生まれている。

地元のハートルプール港は洋上風力発電の建設港として約 7 か月間かけて整備された。洋

上風車の建設に関わった人は、100 人以上になり、地元の雇用に繋がっている。 

 このように地元への雇用効果として、１回だけの風車の建設だけではなく、港湾整備と

セットで地元に需要をもたらすことにより、周辺海域の洋上風力発電の建設港、メンテナ

ンス港として利用され継続的な雇用に繋がっている。北九州市の洋上風力発電の拠点港化

に向けた取り組みと洋上風力発電の導入計画も並行して行い、地元で雇用を促進させてい

くことが重要であると考えられる。

図 2.2.3-1 英国ティーズサイド 

写真 2.2.3-7 ティーズサイド洋上風力 
出典：EDF ENERGY 

洋上風力発電の建設港と

して整備された

ティーズサイド洋上風力発電 

海岸から 1.5km 沖合 

2MW 級風車 

写真 2.2.3-6 ハートルプール港 
出典：offshoreWind.Biz
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2.2.4 漁業振興策につながる工法の選択

漁業振興策につながる工法としては、一般社団法人海洋産業研究会による「洋上風力発

電等の漁業協調の在り方に関する提言」において漁業協調メニュー案が紹介されている。

上記の提言の基本的な考え方として、漁業補償から漁業協調に移行し、発電事業者、漁

業者ともに潤うメリットを共有方式として、地域社会全体の活性化に貢献、透明性を確保

した合意形成を行うことを目的としている。

表に岩手県洋野町の漁場をモデルとして、漁業振興につながる提案について整理されて

いる。漁業協調方策については、さまざまなメニューが提案されているが、最終的には、

地元の漁業者が望むメニューの提示を行っていく必要があるが、岩手県洋野町では、漁業

関係者へのアンケートを行った結果、リアルタイム情報と、電力の供給源としてのニーズ

が高い。次頁以降においてその他の漁業協調メニューにおける期待される効果と地域貢献

策の内容と課題を整理した。

表 2.2.4-1 漁業振興策につながる工法の選択（岩手県洋野町をモデルとして） 

メニュー案 漁業者からの反応 

(a)リアルタイム情報 
・波高にデータに対する要望あり
・漁業者から密漁監視カメラの提案あり

(b)魚礁（資源保護） ・ナマコの幼生がたまるような魚礁が有用

(c)魚礁（漁業操業） ・ホヤが付きやすいような基質（天然石等）が有用

(d)養殖施設の併設 ・ウニの餌用の藻類養殖

(e)定置網等の併設 ・定置網漁業者は風車設置を望んでいない。

(f)海釣り公園 ―

(g)ダイビングスポット 
・当該地域は、アワビ・海の生産地であり、漁業者以

外のダイバーは敬遠される。

(h)陸電力供給 ・安い電力を使えるならメリットを感じる。

(i)電動漁船 ―

(j)メンテナンス用の漁船利用 ・どのような頻度でどのような装備が必要か

(k)出資・参画 ―

図 2.2.4-1 一般社団法人海洋産業研究会による洋上風力発電等の 

漁業協調の在り方に関する提言 
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表 2.2.4-2(1) 漁業振興策に関する内容と課題(1/5)

具体策 地域貢献の内容 課題 

(a) リ ア ル

タイム情報 

・着床式洋上風車の基礎部に、表層、

中層、低層など所要の水深別の水

温、流向、流速などを測定するセ

ンサーを設置し、通信電話回線や

衛星電話回線などにより、海況デ

ータを送信する。データはリアル

タイムでインターネットに公開

する。

・洋上風車の基礎を活用した事例は今

のところない。（しかし、観測ブイ

を使った海況データの取得、公開は

土佐黒潮牧場、釜石沖等で実績があ

る。

(b)魚礁（資

源保護） 

・（漁業者・漁協）漁業制限区域内

で増殖した水産資源が周辺海域

に湧き出していく「しみだし効

果」により、ウィンドファーム外

縁海域での漁場形成、漁獲量増加

が期待できる。また、増殖目的で

ある魚種の種苗放流を併用する

ことで、一層効果的な資源培養を

図ることが期待できる。

・（地元・地域社会）遊漁、体験漁

業などの海洋観光の拠点として

地域の活性化に貢献できる。

・地域の漁業実態やニーズを把握し、

それらに応じた漁礁の種類選定や

配置の検討が重要であり、地元漁業

者との十分な事前調整が必要。

(c)魚礁（漁

業操業） 

・（漁業者・漁協）これまで漁場と

しては良好と言えなかった海域

にウィンドファームを立地する

ことで、ウィンドファーム海域内

やその周辺海域が新たな漁場と

なる可能性がある。

・洋上風車の基礎構造物に漁礁効果の

ある部材を直接取り付ける場合は、

施設への影響（流体力や安定性、防

蝕など）を検討する必要がある。

・地域の漁業実態やニーズを把握し、

それらに応じた漁礁の種類選定や

配置の検討が重要であり、地元漁業

者との十分な事前調整が必要。
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表 2.2.4-2(2) 漁業振興策に関する内容と課題(2/5)

具体策 地域貢献の内容 課題 

(d) 養 殖 施

設の併設 

・（漁業者・漁協）ウィンドファー

ム周辺海域を新たな沖合養殖場

とすることが可能となり、海域の

有効利用が図れる。

・魚類の生簀養殖だけでなく、海草

や貝類の垂下式養殖も実施が可

能。

・養殖施設で生産した種苗は、ウィ

ンドファーム周辺海域に資源保

護育成目的で設置した魚礁への

放流魚としても利用が可能。

・（地元・地域社会）養殖施設で精

算した魚介類は、海釣り公園（海

洋釣堀）での利用や直販市場で販

売することにより地域振興に貢

献する。

・新たに養殖を行う場合は区画漁業権

が必要となり、都道府県知事の許可

が必要。

・養殖施設は、洋上風車のメンテナン

ス作業等に支障をきたさない配慮

が必要。

・養殖筏の材質は、閉鎖性の静穏海域

では孟宗竹などを利用したものが

多いが、沖合海域では耐久性の観点

から材質の改善が課題。

・養殖対象魚は、地域の海域環境やニ

ーズを把握して選定することが重

要。

・洋上風車の近傍に養殖施設を設置し

た場合、風切り音や影、低周波音等

の影響により生簀内の養殖魚の摂

餌の低下、成長阻害等が懸念される

ため検証が必要。

・日常管理の効率化のため、自動給餌

機の設置、水中カメラや盗難関しカ

メラによる遠隔管理も検討。

(e) 定 置 網

等の併設 

・（漁業者・漁協）洋上風車が発電

する電力ではなく、風車を制御す

るために陸上から送られている

電力の一部を漁業に活用するこ

とが可能。定置網を例とした場

合、沿岸で漁業を行う際で電力が

必要となる場合に、洋上風車を電

力供給プラットフォームとして

活用するという考え方である。

・風車基礎が、垣網や身網を直接支え

る場合には、網が受ける重荷を考慮

して、風車の基礎を設計する必要が

ある。これが風車の建設費の増大に

つながる可能性がある。なお、直接

外力が掛からないように、間接ブイ

を媒介させて繋げる方策もありえ

る。

・小型定置網を想定した場合、新たに

小型定置網の操業を行う場合は共

同漁業権が必要となり、都道府県知

事の免許が必要となる。ただしそう

した共同漁業権の知事免許取得は

困難ではないと考えられる。
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表 2.2.4-2(3) 漁業振興策に関する内容と課題(3/5)

具体策 地域貢献の内容 課題 

(f) 海 釣 り

公園 

・風車群の設置海域を、遊漁を行う

海域とする。また、同海域の一角

に洋上デッキを併設して海釣り

公園を整備することも考えられ

る。沿岸部にも海釣り公園を設置

することも考えられる。

・同海域における風車群の風景を含

めた海岸景観を楽しむ遊覧船や、

沿岸部に設置した展望台等によ

る観光・レクリエーション利用を

行う。

・沖合設置の場合は漁船による瀬渡し

など、アクセス方法の確保が課題。

・荒天時の使用禁止等、安全対策や事

故防止策が課題。

・風車基礎や魚礁へアクセスする場合

は、係船設備が必要となる。

(g) ダ イ ビ

ングスポッ

ト 

・（地元・地域社会）海洋観光スポ

ットとして地域社会の活性化に

貢献できる。ダイビングショップ

や宿泊施設の管理運営、ダイバー

の案内や管理等の雇用創出も期

待できる。

・沿岸部におけるダイビングは既往事

例と同様と考えられる。岸側の風車

基礎周辺水深 20m 程度であるため、

ダイビングスポットとしては適し

ているが、沖合側の風車基礎付近を

対象とする場合は水深が大きいた

め、海中デッキやダイビング範囲の

規制などの安全対策が必要となる。

・アクセス方法の確保、荒天時の禁止

措置等の安全対策、事故防止策が課

題である。 
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表 2.2.4-2(4) 漁業振興策に関する内容と課題(4/5)

具体策 地域貢献の内容 課題 

(h) 陸 電 力

供給 

・（漁業者・漁協）産地・魚ブラン

ドの PR や漁港のイメージアップ

に風車を活用することが可能。 

・漁港背後地に展開する水産加工業

者と、製品の PR 等の連携が図れ

る。 

・発電した電力は一旦電力会社へ全

量売電し、漁港施設の電力費用と

相殺する形をとることが当面は

基本となる。 

・（地元・地域社会）将来的には独

立系統と蓄電池を併設すること

で、文字通りのエネルギーの地産

地消型として、あるいはその前段

階での地震・津波の際のバックア

ップ電源としての活用も視野に

入れることが可能。

・電力規模の小さい漁協では小規模の

風力発電施設しか設置できない場

合が多く、その場合は採算が合わな

くなる。 

・強風の際に最も多く発電されるが、

その時は出漁できないため電力使

用量は低下する等、需要と供給のア

ンバランスが生じる。 

・電力会社の余剰電力購入単価の低

下。 

・各種補助事業によって施設の規模や

電力の供給範囲等の制約があり、そ

のため補助事業のみでは事業者の

希望する発電施設規模や発電電力

の利用が実現しない場合がある。

(i) 電 動 漁

船 

・（漁業者・漁協）産地・魚ブラン

ドの PR や漁港のイメージアップ

に風車を活用することが可能。 

・漁港背後地に展開する水産加工業

者と、製品の PR 等の連携が図れ

る。 

・発電した電力は一旦電力会社へ善

良売電し、漁港施設の電力費用と

相殺する形をとることが当面は

基本となる。 

・（地元・地域社会）将来的には独

立系統と蓄電池を併設すること

で、文字通りのエネルギーの地産

地消型として、あるいはその前段

階での地震・津波の際のバックア

ップ電源としての活用も視野に

入れることが可能。 

・電力供給スタンドの設置間隔、電力

設置供給スタンドを備えた岸壁整

備、充電時間等の実証実験や環境整

備に検証を要する。

・電池の品質向上による航行時間の延

長

・発電施設の運営、管理（漁協の対応）
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表 2.2.4-2(5) 漁業振興策に関する内容と課題(5/5)

具体策 地域貢献の内容 課題 

(j) メ ン テ

ナンス用の

漁船利用 

・（漁業者・漁協）現有船舶を活用

するため、大きな設備投資は必要

ないため参画しやすい。

・（事業者）専用船を保有、または

専門会社へ外注するより、コスト

を抑えられる可能性がある。漁業

者の地先の海に関する知識と経

験に基づいた海洋環境の変化や

付着生物の異常の把握など、保守

点検上の効果を期待できる。地元

と結びつきを保てる。

・（地元・地域社会）漁業者を中心

とし、保守点検を行う新会社を設

立するなど、地域の雇用が創出さ

れる。

・漁船を作業船として活用するには作

業船登録が必要。また、本来の用途

が異なるため、作業は限定的にな

る。

・風車本体の本格的なメンテナンスま

で行う場合には電気管理士の資格が

必要になる。


