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Ⅰ. はじめに 

近時、海洋におけるエネルギー・資源開発において大きな進展がみられる。第 3 期海

洋基本計画1において、洋上風力発電に関する海域利用ルール等の制度整備の加速や、メ

タンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアース泥等の海洋由来のエネルギー・資源の開

発推進等が謳われた後も、実際に、日本国内で初の商業ベースでの大型洋上風力発電事

業へのプロジェクトファイナンスの供与例や、世界初のコバルトリッチクラストの掘削

試験の成功例2などが出てきている。 

本稿では、これらの近時の展開を踏まえつつ、海洋におけるエネルギー・資源開発に

関する法的諸問題について概説する。これらの開発事業においては、プロジェクト及び

ファイナンスという 2 つの観点が不可分一体のものとして検討が行われるが、本稿で

は、便宜、それぞれの視角から 2 回に分けて述べる。本号ではファイナンス（特にプロ

ジェクトファイナンス）の観点から諸問題に触れる。 

一般に、プロジェクトファイナンスにおけるレンダーは、唯一の返済原資となる借入

人（プロジェクト SPC）のキャッシュフローを確保すべく、将来に亘るプロジェクト全

体のリスクを十分に分析し、借入人が負担するリスクの顕在化によりキャッシュフロー

が悪化し、ひいてはプロジェクトそのものの継続可能性が危ぶまれないかを精査するこ

ととなる。また、レンダーは、借入人となるプロジェクト SPC が保有する、原則とし

てすべての資産や権利並びに契約上の地位について、担保権の設定や担保目的での譲渡

予約を行い、債権の保全を図ることになる（全資産担保）。 

そこで、以下では海洋におけるエネルギー・資源開発を念頭に、ストラクチャリング

上の留意点と、洋上設備・船舶への担保設定について述べる。 

 

 
1 「海洋基本計画」（2018 年 5 月 15 日）

（https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/plan/plan03/pdf/plan03.pdf）。 
2 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構の 2020 年 8 月 21 日付ニュースリリース

（http://www.jogmec.go.jp/news/release/content/300368319.pdf）。 
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Ⅱ. ストラクチャリング上の留意点 

 

1. 洋上風力の場合 

 

洋上風力に係るプロジェクトファイナンスは欧州において実務が先行しているが、

本邦においても、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（以下「FIT 制度」という。）

に基づく港湾区域内における洋上風力発電プロジェクトに対するファイナンスの供

与例が出てきている3。 

一般論としては、洋上風力発電であったとしても、他の電源である太陽光発電や

陸上風力発電へのプロジェクトファイナンスと本質的に異なるストラクチャーを直

ちに要するものではない。すなわち、再生可能エネルギーである以上、埋蔵量リス

クはなく、FIT 制度を利用する場合にはオフテイカーリスクも限定的であること、ま

た、許認可リスクの点でも、海域の占用については港湾及び一般海域における最長

30 年の占用許可の仕組みが既に制度化されていることから、既に本邦で多数実績が

ある他の電源へのプロジェクトファイナンスでのノウハウを相当程度用いることが

可能である。 

もっとも、太陽光発電などにおいて、建設工事・運転開始後のオペレーションが

比較的シンプルであるのと異なり、洋上風力発電においては、洋上での建設工事・

オペレーションといった複雑かつ難易度の高い対応を要し、発電所の規模・総事業

費も一般により大きくなることから、複数株主がコンソーシアムを組んで取り組む

場合が多く、また、国内での先例に乏しくインフラも形成途上であることから、ス

ポンサーのみならず、コントラクターの顔ぶれやサプライチェーンを含め、プロジェ

クトの実現可能性・継続性が定量面・定性面の両面から厳しく審査されることにな

る。 

 

2. 海洋資源開発の場合 

 

本格的な資源開発案件では、洋上風力よりさらに長期かつ巨大なプロジェクトと

なることが見込まれる。ここでは、将来的に予想されるプロジェクトファイナンス

のストラクチャリング上の主要な留意点 5 点を先行する海外案件を踏まえ考察する。 

 

（1） 開発方式・技術 

石油・ガス開発の場合、開発する資源の賦存位置や技術的・経済的要因により、

（1）沖合の井戸元から陸上までパイプラインを引き、生産物を陸上で貯蔵・出荷す

 
3 2020 年 2 月 3 日に、秋田洋上風力発電株式会社が、秋田県秋田港及び能代港において、日本国内で初

の商業ベースでの大型洋上風力発電事業となる着床式洋上風力発電所及び陸上送変電設備の建設・保守・

運 転を行 うプロジ ェクト にか かわる 融資契約 を締結 して い る 。（ 丸紅ウェ ブサイト

（https://www.marubeni.com/jp/news/2020/release/20200203J.pdf））。当事務所は秋田洋上風力発電株式

会社のメイン・カウンセルとして、同プロジェクトに関与した。 

https://www.marubeni.com/jp/news/2020/release/20200203J.pdf
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る陸上方式と（2）沖合の井戸元の近くに生産・出荷能力を伴う浮体式生産・貯蔵船

を手配し、洋上から直接出荷する洋上方式 に大別される。海底鉱物の場合は、大

量の鉱物を含む岩石を洋上に引き上げ、さらに陸上の精錬・加工設備に輸送する必

要があり、今後効率的な採取・開発技術の発展が待たれる。 

浮体式生産・貯蔵船としては、FSO (Floating Storage and Offloading system)や

FPSO（Floating Production Storage and Offloading system）が挙げられる。これら

は、油田開発で、陸上までの距離が長くパイプラインでの輸送が経済的でない場合

や、水深が深く海底生産設備の設置が難しい場合などに採用される。中でも、FPSO

は 1977 年の初案件以来、既に 40 年以上の実績があり、浮体式の生産設備の 6 割以

上を占め、現在世界で約 170 基が稼働している4。一方、天然ガス開発の場合、洋上

で天然ガスを液化し出荷する FLNG（Floating LNG）という浮体式生産船を用いる方

式がある。これは、シェル社が世界で初めて 2011 年に投資を決定し 2010 年代から

実績の出始めた比較的新しい開発技術である。FLNG は建造費用が巨額で技術的に

もまだ発展段階のため、これまでのところスポンサーのコーポレート・ファイナン

スで建造資金を調達する例が多いようである5。 

プロジェクトファイナンスには、実証済み（tried and tested）の技術を用いる必要

があるが、FPSO のように数百件の実績のある開発技術でも、レンダーは未だに保

守的な姿勢を崩していない。レンダーが FPSO の建設リスクを完全に取る案件は皆

無で、スポンサーがエクイティやローンで当初の建設・運転資金調達をし、完工後

の安定生産に入った段階でリファイナンスを行う形でプロジェクトファイナンスを

組成するケースが一般的である。それでも、近年はスポンサーが建設リスクをカバー

する完工保証を発行することで、建設段階からファイナンスをつけるケースが散見

されるなど、潮目は少しずつ変わりつつあるようである6。一方、FLNG が本格的に

プロジェクトファイナンスを受けるためには、スポンサーが提供する保証を厚くし

レンダーのリスクを限定しつつ、小型化や FSU(Floating Storage Unit)と組み合わせ

た開発も含めて案件を増やし、開発実績を積み上げていくことが必要となるだろう。 

 

（2） 開発主体 

海洋資源開発の代表的な事業モデルには下記のものがある。 

 

一体型：鉱区権益保有者（スポンサーまたはスポンサー・コンソーシアム）が、探

鉱・開発・生産を一貫して行うモデル。海底生産施設に加えて、FPSO や

FLNG など浮体式生産船も鉱区権益保有者が所有する。 

リース型：同じく鉱区権益保有者が、探鉱・開発・生産を一貫して行うが、FPSO

 
4 Offshore Magazine 調べによる 
5 加藤望・一丸義和「FLNG の可能性について」（2018 年）石油・天然ガスレビュー Vol 52 No 2 17

頁 
6 例えば、SBM 社による FPSO Liza Destiny にかかる 2017 年のプロジェクトファイナンス

（https://www.sbmoffshore.com/?press-release=sbm-offshore-completes-us720-million-financing-liza） 

https://www.sbmoffshore.com/?press-release=sbm-offshore-completes-us720-million-financing-liza
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や FLNG など浮体式生産船は所有せず、第三者が提供する浮体式生産船

や生産物の処理・液化作業に対して対価（傭船料やタリフ）を支払う。 

 

前者は、典型的には石油メジャーや国営石油会社が主体となり進める案件で見ら

れる。基本的にすべて自前で開発を行うため、鉱区権益保有者が石油メジャーのよ

うに資金的、技術的にも世界的に優れている場合に限られる。一方、後者では、鉱区

権益保有者は、船会社や中古船を FPSO や FLNG に転用して提供する専業会社（コ

ントラクター）に浮体式生産船の調達とファイナンスを担わせることができ、その

分のリスクを分担することができるという利点がある。もちろん、浮体式生産船の

調達資金の返済原資は、鉱区から算出される生産物の販売代金を原資とした傭船料

やタリフである。また、鉱区権益保有者は生産や販売状況に関わらず、一定の傭船

料を支払い続ける義務を負ったり、傭船契約の早期解約ができなくなっていたりす

ることが一般的で、開発に伴う経済上のリスクを完全に切り離せるわけではない。 

 

（3） 生産物販売契約（オフテイク） 

プロジェクトファイナンスにおいては、産出された資源の販売代金が金融機関に

対する返済原資となるため、ファイナンスの手配のためには買主との長期・安定的

な販売契約が必須である。資源は市況品であり、世界経済の影響による価格のボラ

ティリティを完全に免れることはできないが、いかに安定的な価格で長期的な引取

に合意する買主を確保するかは、どのプロジェクトにとっても重要な課題となる。 

陸上か FLNG かに関わらず液化設備の建設費が巨額となる天然ガス開発案件では、

建設費用を賄う原資として 10～15 年の長期天然ガス（LNG）販売契約が求められ

る。一方で、近年は、市場で LNG が余剰気味であることや、販売契約上の仕向け地

制限の撤廃の動き7を背景として、取引の柔軟性が向上し、LNG のカーゴ単位でのス

ポット販売契約も増えてきた。長期契約では契約締結時の価格や条件に縛られるた

め、買主の立場では必要な数量を市場価格で機動的に調達できるスポット契約が好

まれる傾向が見られる。現在、買主は、スポット契約や 5 年程度の中期契約で LNG

を手配し、従来のプロジェクトファイナンスで見られた 10 年以上の長期契約の締結

には慎重といわれており8、プロジェクトが競争力のある価格を出せるかどうかは買

主確保の重要な要因となるだろう。 

 

（4） 資源埋蔵量 

オフテイクの前提として、経済性が十分にある資源の埋蔵量が確認される必要が

ある。同時に、さまざまな想定の違いにより当初予定していたほど資源が採掘でき

 
7 日本向け LNG 販売契約の見直しに関しては、2017 年の公正取引委員会の調査結果

（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170628_1.html）が大きな後押しとなった。 
8 例えば、JERA 社は 10 年以上の長期契約の割合を 2030 年までに 4 割程度に減らすという報道もあ

る。（ http://www.gasprocessingnews.com/news/japans-jera-plans-42-cut-in-long-term-lng-contracts-by-

2030.aspx） 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170628_1.html
http://www.gasprocessingnews.com/news/japans-jera-plans-42-cut-in-long-term-lng-contracts-by-2030.aspx
http://www.gasprocessingnews.com/news/japans-jera-plans-42-cut-in-long-term-lng-contracts-by-2030.aspx
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ないリスクへの手当ても必要である。ファイナンスの手配にあたっては、実績のあ

るエンジニアリング・評価会社が、可採埋蔵量（現在の市場の条件で技術的・経済的

に掘り出すことのできる埋蔵量）を算出し、融資条件を満たすことが求められる。

レンダーは、通常の従来型案件では、経済性のある採掘の確率が 90％以上の確認埋

蔵量のみを融資対象とするとされる9。また、確認埋蔵量にテールを設定し、例えば

推定埋蔵量の 70～75％を採掘するまでしか融資を行わないことでリスクを回避す

ることもある10。鉱区権益保有者としては、資源の賦存量（原始埋蔵量）の正確な把

握はもちろん、可採埋蔵量の（保守的な）算出も必要であろう。 

 

（5） 保険 

浮体式生産設備については、基本的に通常の船舶の建造や改修に係る保険を手配

することになる。すなわち、建造から傭船修了までの建造保険（Construction All-Risks 

(CAR)）、遅延保険（Delay in Start-up (DSU)）、船体の損害及び第三者損害賠償責任

（Hull & Machinery、Protection & Indemnity、Workers Compensation、Business 

Interruption など）である。また、浮体式生産設備は、海外では通常船舶の一種とみ

なされ、船籍（flag）や船級（class）を取得し、上記のような船舶保険適用を受けら

れることから、金融資産としての価値が評価されているという特徴もある。その意

味で、適切な船級の取得は資産価値確保のため重要となる。また、新造船の場合は、

大型オフショア構造物に建設に対する保険のキャパシティにも目を配っておく必要

があるだろう11。 

一方、海底構造物において、地震、津波、風災、火山活動などの自然災害のリスク

については、特に日本近海ではある程度既知の危険性でもあり、保険の付保の見通

しが難しく、費用も不透明であるといった課題は解決していく必要があると思われ

る。 

 

Ⅲ. 洋上設備・船舶への担保設定 

 

1. 洋上設備への担保設定 

 

洋上設備に対する担保設定のアプローチとしては、大きく分けて①陸上部分の土

地や建物及び洋上設備を含んだ形で工場財団を組成の上、その全体に対して工場財

団抵当権を設定する方法と、②洋上設備に対して、当該設備の法的性質に応じた担

保権を設定する方法が考えられる12。 

①・②とも、担保設定手法としての一般的なメリット・デメリットに加えて、個別

 
9 エドワード・イェスコム著『プロジェクトファイナンスの理論と実務』（2014 年）きんざい 369 頁 
10 イェスコム 前掲書 370 頁 
11 加藤・一丸 前掲書 31 頁  
12 なお、現時点で本邦での洋上風力発電プロジェクトは港湾区域又は一般海域という領海内で行われて

いるため、以下では日本法が適用されることを前提とする。 
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案件におけるフィージビリティを精査し、最適な手法を検討する必要がある。留意

を要するのは、担保設定を検討する前提となる対象物の（民法上の）法的性質であ

る。 

まず、着床式の洋上風力設備については、一般的な土地ではなく「海底」に据え付

けられているという特殊性がある。この点、特別な立法政策等がない限り、海は所

有権の客体たる土地にあたらないというのが判例上確立した整理である（最判昭和

61 年 12 月 16 日民集 40 巻 7 号 1236 頁）。民法上は、土地及びその定着物が「不動

産」とされ、不動産以外の物はすべて動産とされているため（民法 86 条 1 項、2 項）、

現行法の下では、海面・海底は「不動産」ではないということになる。したがって、

不動産ではない海底に据え付けられた着床式の洋上設備のみが「不動産」であると

評価される可能性はかなり限定的であると考えられ、日本の民法上は「動産」と整

理される可能性が高いと考えられる。 

他方、浮体式の洋上風力設備についても、そもそも海底面に定着すらしていない

ため、日本の民法上は「動産」と整理される可能性が高いと考えられる。また、設備

の構造等にもよるが、通常は、日本の船舶法上の「船舶」にも当たらないものと考え

られる13。 

 

2. 船舶への担保設定 

 

FPSO や FSO は、船舶とされることが海外では一般的である。プロジェクトファ

イナンスにおいては、レンダーは船舶に対する第一順位の船舶抵当権の設定を受け

ることになる。船舶抵当は、船舶の旗籍国の法律に基づいた担保契約によって設定

される。日本船籍であれば日本法の、リベリア船籍であればリベリア法のモーゲー

ジとなる。 

日本法が適用される場合、船舶抵当権の目的物は、登記した船舶及びその属具で

ある（商法 847 条 1 項）。その性質は民法上の抵当権と本質的に異なるところはな

く、商法は不動産抵当権についての規定を準用している14。 

一方、過去にブラジルの地方裁判所で、ブラジルの排他的経済水域における外国

法（係争案件ではリベリア法）に基づいた FPSO 船舶モーゲージは無効であるとい

う判決が出されたことがある15。既に多数の外国船籍 FPSO が稼働中で、レンダー

も外国法に基づく船舶モーゲージを取っていたことから、この判決はレンダーの立

 
13 船舶法上の船舶は、少なくとも、水を航行する用途及び能力を有する一定の構造物であることが必要

と解されている（一般社団法人日本海事代理士会「船舶法及び関係法令ガイダンス」（2014 年）6、7 頁）。

設備の構造等にもよるが、通常は、浮体式の洋上風力設備は、水を航行する用途及び能力を有するとは

言い難いと考えられる。 
14 総トン数二十トン未満の船舶については、抵当権の目的とはならず、質権の目的になるに過ぎない。

箱井崇史＝白石智則『基本講義 現代海商法[第 3 版]』239 頁以下。 
15  例えば、BTG Pactual Banco S/A – Cayman Branch (BTG Pactual) v Nordic Trustee ASA (Nordic 

Trustee), Sao Paolo Court of Appeal, 2016 年 
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場を著しく不安定にさせた。本事案は、最終的には高等裁判所で覆されたものの16、

地裁判決段階では、レンダーは、船籍の変更やモーゲージの取り直しといった措置

を採るかどうか、緊急の対応を迫られた。 

日本の海域における外国法に基づいた担保契約の有効性やその執行力については、

これまで係争になった例は存在しないか、あっても稀とみられるが、ストラクチャ

リングで外国籍の資産や担保契約の可能性も浮上する場合に備え、日本法の立場の

整理が必要となるだろう。 

 

Ⅳ. 結び 

 

資源開発の事業化には、技術課題を克服して資源の安定生産を持続させることは必須

である。ブラジル沖合の大水深における石油開発も、ペトロブラス社が複数の企業に技

術紹介をしながら 3～5 年のパイロット生産を比較的小規模の FPSO で実施し、埋蔵量

や生産量の見極めや設備条件の確立を果たしていった経緯がある17。日本沖合の本格的

資源開発においても、同様にさまざまな面で段階を踏んだ発展が求められるだろう。 

海洋におけるエネルギー・資源開発の諸問題は未解明の問題が多く、制度も動いてい

るところである。当事務所は、国内第 1 号の洋上風力発電案件を始め、先駆的案件で実

績を積み重ねてきた。今後も皆様に時代を切り拓く先進的な情報・アドバイスを提供し

ていく所存である。 

 

＜執筆担当＞ 

 

弁護士 岡谷 茂樹 

TEL. 03 5220 1862 
shigeki.okatani@mhm-global.com 
 

弁護士 村上 祐亮 

TEL. 03 6266 8704 
yusuke.murakami@mhm-global.com 
 

外国法事務弁護士 安達 知彦 

TEL. 03 6213 8353 
tomohiko.adachi@mhm-global.com  
 

弁護士 森 勇貴 

TEL. 03 6213 8169 
yuki.mori@mhm-global.com 

 

  

 
16 Special Appeal No. 1705222/SP, the Fourth Panel of the Superior Court of Justice, 2017 年 
17 国土交通省「海洋開発ビジネス概論（改訂第 1 版）」（2018 年）I-109 頁 

mailto:shigeki.okatani@mhm-global.com
mailto:yusuke.murakami@mhm-global.com
mailto:yuki.mori@mhm-global.com
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セミナー情報 

➢ セミナー  『第 4388 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL（債権・動産

担保融資）と再生ファイナンスの実務上の留意点」』 

開催日時  2020 年 11 月 27 日（金）13:30～17:00 

講師    末廣 裕亮、松井 裕介 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4356 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「コンセッション事

業のリスク分担に関する実務上のポイント」』 

開催日時  2020 年 10 月 19 日（月）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

文献情報 

➢ 論文     「Chambers Global Practice Guides Alternative Energy & Power  

  2020 - Japan Trends and Developments」 

掲載誌    Chambers Global Practice Guides Alternative Energy & Power 2020 

著者    【共著】小林 卓泰、岡谷 茂樹、村上 祐亮 

 

➢ 論文     「電気事業とコンプライアンス」 

掲載誌   電気新聞 2020 年 6 月 30 日版、7 月 1 日～3 日版、6 日～7 日版 

著者    木山 二郎 

 

➢ 論文     「電気事業と破産・再生」 

掲載誌    電気新聞 2020 年 5 月 28～29 日版、6 月 1 日版、6 月 3～5 日版、 

      6 月 8 日版 

著者    木山 二郎 

 

NEWS 

➢ asialaw Profiles による"asialaw Leading Lawyers 2021"にて高い評価を得ました 

asialaw Profiles による asialaw Leading Lawyers 2021 にて、当事務所の弁護士

35 名が高い評価を得ました（日本オフィス 29 名、バンコクオフィス 6 名）。

Energy 分野からは小林 卓泰が選出されています。 
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➢ asialaw Profiles による asialaw Profiles 2021 にて高い評価を得ました 

asialaw Profiles による asialaw Profiles 2021 にて、当事務所は Recommended 

firms として紹介され、Tax を含む 13 の分野で高い評価を得ました。また、当事

務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）およびヤンゴンオフィスも

Recommended firms として紹介され、各分野で高い評価を得ております。 

 

➢ asialaw Awards 2020 にて受賞しました 

asialaw 主催の asialaw Awards 2020 の授賞式が 2020 年 8 月 25 日にオンライン

で行われ、当事務所は Japan Firm of the Year と Energy Firm of the Year を受賞

しました。授賞式はこちらからご覧いただけます。（無料の登録・ログインが必要

です） 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言を受け、当事務所ではこちら

の対応を実施しております。 

 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/30.html
https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/30.html
https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
https://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html

