
国内外の海洋エネ
（洋上風力を除く）の動向
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H23~27



Fixed OWC by MHI Bridge & Steel Str. Eng. and Toa Const.

At Sakata, Yamagata
・well established Oscillating Water Column
・with projecting wall
・very much simplified structure・very much simplified structure
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2012 Addition to NEDO Ocean 
energy R&D

One of them is by MODEC



海洋再生エネルギー発電実証試験地域の特徴

波力発電システムの実証試験サイト：久慈市
岩手県沿岸は波浪エネルギーが豊富
久慈湾は湾口が広く、多方向からの波が侵入
日本の南西部に比べ、台風の影響（高波浪）は少ない

文科省の復興プロジェクト

潮流発電発システムの実証試験サイト：塩竈市
・松島湾の浦戸諸島は海底ケーブルが破断するなど甚大な被害
・島間の水路に潮流エネルギー（流速1m/s程度）が存在
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波力発電設置地点：玉の脇漁港・外防波堤

400V AC三相
発電機出力

40kW波力発
電設置場所

防波堤と消波ブロック

久慈湾

玉の脇漁港
設置海域

既設6.6kV配電線

新設6.6kV配電線

陸上サブステーション
（パワコン、トランス）

漁港施設へ配電
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◎東京大学（課題代表）
（システム創生・全体）
〇北日本造船（久慈市）（製作）
〇第一電気（油圧制御）
〇岩手県、岩手県・久慈市
〇東北ドック鉄工（塩竈市）
（製作・設置）

波力発電実証試験
岩手県久慈市
〇石油天然ガス・金属鉱
物資源機構（JOGMEC）
〇久慈市水族館モグラン

東北大学
（中核研究機関）

研究コ
ンソー
シアム

東北地域の協力／復興文科省

海洋再生可能エネルギー発電の研究協力体制

東京大学が新システムを考案・創生し、全国の部品メーカの協力を得て設計図を
完成させ、久慈市、塩竈市の地元企業で製作・設置し、発電した電気を地元に供
給（地産地消）。クリーンビジネスを育成し、東北復興に貢献

（製作・設置）
〇埼玉富士（電子制御）
〇宮城県・塩竈市
〇ユアテック（配電工事）
〇日立造船（設計・構造解析）

〇久慈市水族館モグラン
ピア（復旧予定）
〇漁港施設

潮流発電実証試験
宮城県塩竈市
〇浦戸諸島寒風沢漁協

（中核研究機関）
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油圧メーカ
・川崎重工精密カンパニー
（KPM）（操舵装置）
・イートン（油圧ポンプ）
・その他

発電機、パワコンメーカ
・SKY電子（5kW発電機）
・東洋電機（40kW発電機、
パワコン）
・その他

全国の部品メーカの協力



波力発電装置40kW（Wave Rudder）の構造

40kW永久磁石発
電機（PMG)

蓄圧器

油圧ラムシリンダ
（2対）

オイルタンク

斜板オイル
モータ

（2対）

ラダー(Rudder)

鋼製ジャケット構造物
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潮流発電設置地点（案）：宮城県塩竈市・浦戸諸島

松島湾

宮城県塩竈市 浦戸諸島：寒風沢水道

文科省の復興プロジェクト

鉛直軸ロータ３台連結
合計出力5kW×１台
約12m×12ｍ程度

水深5m～6m地
点に設置

漁業施設へ
の供給

浦戸諸島・寒風沢水道

約60m

（出典）Googleマップ 12



潮流発電装置の設置場所：塩竈市・寒風沢島

津波で流出した旧浮桟橋の範囲を超えないように設置

22m

23m
12.22m

野々島
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津波で流出
した旧浮き
桟橋跡

設置場所：
宮城県塩竈市浦戸
諸島／寒風沢水道

寒風沢島



文化庁提出資料：潮流発電装置の設置（グレー色に変更）
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研究拠点形成、地域利活用、産業活性化に関する方策の提言
海洋エネルギーの研究及び導入に向けた方策・提言海洋エネルギーの研究及び導入に向けた方策・提言

• 人づくり（英国の事例）
– 実証サイト後に向けた提案：日本版 Industrial Doctoral course of offshore energy
地元大学と東京大学等が協力して横型海洋エネルギー産業大学院コースを設置

英国

ＵＫ政府

国立再生可能
エネルギーセンター

EMEC

European  Marine Energy Center実証試験
商用機R&D

EU Marine Research Network

UKの事例

ＥＵ

英国の学術研究機関

大学 大学 大学

Industrial Doctoral course of offshore energy 人材育成

ＩＤＣＯＥ

企業企業 企業

SuperGen ＣＭＥＲ

ＵＫ政府

地方政府
ＥＵ ＭＡＲＩＮＥＴＮａＲＥＣ

エネルギーセンター

基礎研究

社会実装のための
応用研究

支援

Center of Marine Energy Research 共同研究



ドライブトレイン試験施設

■ 増速ギア、発電装置の性能、耐久性試験
■ 風車（風神）：15MW、海流・潮流発電：3MW



フランスの動き

• France Energy Marines  一昨年に誕生、実証試験の中心
• ナント大学、SEM-REV 

SEM-REV

• 大手原発メーカー AREVA他
• 大手重工メーカー ALSTOM
• 低コスト浮体式洋上風力（IDEOL) moon pool付きコンクリート製

ECN - LMF



ALSTOMの7MW風車

今は海岸沿いの陸上でテスト
とメンテナンスの訓練中

その後、着床式としてサイトに
移動の予定移動の予定

旧造船所に仮工場を作り、品質
管理と工員教育の実施中

100基/年の量産工場を港湾地
区に建設中



海洋エネルギーの実証研究/実証フィールド誘致に力を入れている自治体

青森県(潮流、JMEC誘致)
※H24予算措置あり

岩手県(波力、風力等、JMEC誘致)
※H24予算措置あり

佐賀県

福井県(ｴﾈﾙｷﾞｰ全般の研究)
※H24予算措置あり
(若狭湾エネルギー研究センター運営補助)

新潟県(潮流＋ｽﾏ-ﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ実証)
※H24予算措置あり

東京都神津島(波力)
※東京大学が研究実施中

佐賀県(潮流、風力他、JMEC誘致)
※佐賀大海洋ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰを核、
H24予算措置あり

長崎県(潮流、風力、JMEC
誘致)
※H24予算措置あり

和歌山県（海流）
もJMEC志向

鹿児島県(潮・海流、波力等、JMEC誘致)
※H24補正で予算措置あり

静岡県(波力等、JMEC誘致)



風力エネルギー機構

ブレーマーハーフェン
/ブレーメン協会

秋田県議会議員「北林たけまさ」のブログから



• 風力エネルギー業界のネットワーク組織でド
イツの北西に位置し、ドイツの洋上風力産業
の窓口となっている。300以上の企業や研究
所が現在会員となっており、風力発電産業の
バリューチェーンをすべて網羅している。

• 遠洋漁業等の衰退で、かつては失業率の高
い地域であったドイツの港町ブレーマーハー
フェンが、主要な洋上風力発電のノウハウの
集結地

• 港湾施設と港湾立地


