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　近年欧米諸外国では地球温暖化・環境問題の観点と，国家安全保障の観点からエネルギー源の多様化を急速に進めており，国によって多少異なる
ものの2020年までには使用電力の10～49%を再生可能エネルギーで賄うことを目標値として掲げている。欧州では陸上の適地が限界に達したことから
洋上に大型のWind Farmが多数稼動しており，今後は領海外の各国の排他的経済水域を覆う広大な海域での計画がたてられている。我が国でも，い
ささか遅れ気味ではあるものの洋上風力の実証実験の準備が始められ，その他の海洋再生エネルギー利用も，新たなエネルギー革新技術の一つに
取り上げられようとしている。
　このような時期に，本書は内外の海洋再生エネルギー利用開発の現状を見渡し，我が国の効果的な開発戦略立案に資することを目指している。各
章，各節の著者には実際に該当プロジェクトを担当された先生方，または我が国でその課題について最も詳しい先生方にお願いした。海洋再生エネ
ルギー利用の現状についての百科事典としてご利用頂ければ幸いである。（「はじめに」より） 
　

東京大学　木下　健

再生可能エネルギー最大のポテンシャルを持つ「海洋再生エネルギー」初出版！
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第1章　海外における海洋再生エネルギーの支援政策と日本の課題
　1.　EU の支援政策 
　2.　欧州各国における支援政策
　3.　海洋再生エネルギーの利用を推進していく上での日本の課題
第2章　海外の海洋再生エネルギープロジェクト、実証実験と企業動向
第1節　海外における波力発電の動向
　1.　主要国の産業政策
　2.　波力発電技術
　3.　主要国・地域別動向
　4.　波力発電のコスト
第2節　海外における海流・潮流・潮汐発電のプロジェクトと発電装置
　1.　潮汐発電
　2.　潮流・海流発電
　3.　潮流発電装置
　4.　実証実験サイト
第3節　海外における洋上風力発電のプロジェクト、実証実験と企業動向
　1.　世界の風力発電導入に向けた目標
　2.　風力発電の動向
　3.　洋上風力発電のプロジェクト
　4.　実証実験
　5.　企業動向
第4節　海外における海洋温度差発電の実証実験と企業動向
第3章　日本における海洋再生エネルギーの開発動向・要素技術と経済性評価
第1節　波力発電の化初動向・要素技術と経済性評価
　〔1〕　伊豆大島周辺の波力発電プロジェクト
　　1.　海象・波浪解析　　　2.　海況計測ブイによる現場観測
　　3.　複数波力発電ブイの干渉影響と係留システムと施工法の検討
　　4.　ラウンドテーブル
　〔2〕　多重共振振動水柱型波力発電
　　1.　振動水柱型波力発電の概要　　　2.　振動水柱型波力発電の開発の歴史
　　3.　多重共振振動水柱型波力発電の開発
　〔3〕　後ろ曲げダクトブイ（BBDB）による波力発電
　　1.　水槽実験によるBBDB の基本性能の把握
　　2.　BBDB の性能予測のための数値計算
　〔4〕　浮体型振り子式波力発電
　　1.　水槽実験による浮体型振り子式波力発電装置の基本特性の把握
　〔5〕　ジャイロ式波力発電
　　1.　波力発電の特徴とジャイロ式波力発電に至る経緯
　　2.　ジャイロ式波力発電の原理と理論
　　3.　開発状況　　　4.　現状の経済性評価と実用化構想
　〔6〕　人工筋肉アクチュエータを用いた波力発電システムの現状と未来
　　1.　人工筋肉（EPAM）の概要　　2.　発電への応用　　　3.　今後の展望
第2節　海流・潮流・潮汐発電の開発動向・要素技術と経済性評価
　〔1〕　来島海峡における潮流発電
　　1.　来島海峡における潮流　　2.　潮流発電に適用する水車
　　3.　ダリウス形水車　　4.　小型モデル水車による水路実験
　　5.　第1 回海洋実験（1983.8.24 ～ 29）　　6.　第2 回海洋実験（1984.7 ～ 8）
　　7.　第3 回海洋実験（1986.8 ～ 1988.3）
　〔2〕　生月大橋における潮流発電
　　1.　潮流発電の現場と潮流観測結果　　2.　水車の開発　　　3.　実海域実験
　〔3〕　津軽海峡における海流発電
　　1.　津軽海流・潮流測定結果　　2.　海流発電実証試験
　　3.　海流発電における課題
　〔4〕海流発電システムの現状と課題～メガワット級海流発電システムへの挑戦～
　　1.　海流エネルギーと黒潮海流　　2.　海流発電の諸方式
　　3.　世界の海流発電への取り組み　　　4.　日本の海流発電への取り組み
　　5.　メガワット級海流発電のコンセプト　　6.　課題と展望
　〔5〕　日本沿岸域に適した低コスト潮流発電システムの開発
　　1.　低コスト潮流発電システムのコンセプト　　2.　弾性固定ピッチタービンの開発
　　3.　コスト評価システムの開発　　　　4.　試設計
第3節　洋上風力発電の開発動向・要素技術と経済性評価
　〔1〕　洋上風力発電（着床式・浮体式）の開発動向・要素技術と経済性
　　1.　洋上風車の課題　　2.　着床式の開発動向・要素技術と経済性
　　3.　浮体式の開発動向・要素技術と経済性
　〔2〕　せたな町洋上風力発電事業～日本初の洋上風力発電施設「風海鳥」～
　　1.　洋上風車建設の経緯　　　2.　洋上風車「風海鳥」の概要
　〔3〕　ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所
　　1.　ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所の立地
　　2.　ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所事業概要
　　3.　洋上風力への取り組み　　4.　前例の無い取り組み
　　5.　「ウィンド・パワーかみす」洋上風力発電所の意義
　〔4〕　佐世保での浮体式洋上風力発電実証実験
　　1.　ハイブリッドスパーの基本コンセプト
　　2.　実験概要　　　3.　実験結果　　　4.　結論および今後の展望
　〔5〕　洋上風力発電（セイリング式）の開発動向・要素技術と経済性評価
　　1.　セイリング式洋上風力発電の開発動向
　　2.　セイリング式洋上風力発電の設計技術
　　3.　セイリング式洋上風力発電のエネルギー輸送技術と運航技術
　　4.　セイリング式洋上風力発電の経済性
第4節　海洋温度差発電の開発動向・要素技術と経済性評価
　〔1〕　相模湾での「拓海」プロジェクト
　　1.　海洋深層水　　　2.　海洋肥沃化実験装置「拓海」
　〔2〕　深層水冷熱利用空調システム（SWAC）とその他の冷熱利用
　　1.　自然界の冷水（冷熱エネルギー）の分布
　　2.　“深層水”の冷熱を利用した空調
　　3.　“海洋深層水”の冷熱と清浄性を利用した火力発電所の復水器の冷却
　　4.　“海洋深層水”の冷熱と清浄性を利用した水産物の安全処理
　　5.　“海洋深層水”の冷熱と清浄性を利用した冷水性水産生物の畜養と飼育
　　6.　“深層水”の冷熱の農業利用
　　7.　“深層水”の冷熱を利用した冷蔵庫・冷凍庫
　　8.　“海洋深層水”の塩分と清浄性を利用したシャーベット氷の生産と利用
第5節　塩分濃度差発電の開発動向・要素技術～海外の動向を中心として～
　1.　逆電気透析（RED）発電
　2.　浸透圧（PRO）発電

　3.　濃度差発電のコスト
　4.　RED（逆電気透析）発電か，PRO（浸透圧）発電か？
第4章　日本における海洋再生エネルギーの賦存量と適地選定
第1節　波パワーの賦存量と波力発電の適地選定
　1.　波の持つエネルギーとパワー
　　2.　日本における波力発電の有望な海域と賦存量
第2節　海流・潮流・潮汐発電の賦存量と適地選定
第3節　洋上風力発電の賦存量とポテンシャル
　1.　算定の前提条件
　2.　洋上風力合計の賦存量
　3.　洋上風力合計のポテンシャル
　4.　着床式洋上風力のポテンシャル
　5.　浮体式洋上風力のポテンシャル
　6.　風力発電の発電コスト（発電原価）
　7.　陸上風力と洋上風力との合計ポテンシャル
　8.　洋上風力発電の適地
　9.　長期導入目標
第4節　海洋温度差発電の賦存量と適地選定
　1.　賦存量　2.　適地選定
第5章　実現にむけての技術課題
第1節　施工・メンテナンスに関わる検討事項
　1.　施工に関わる検討事項　　　2.　メンテナンスに関わる検討事項
第2節　耐久性，耐塩害性と対策
　1.　海洋環境における材料の劣化
　2.　防食工法　　　3.　海洋構造物の塩害対策
第3節　送電方式
　1.　洋上風力からの送電の特徴
　2.　洋上風力からの送電方式
　3.　洋上風力の電力系統への影響
第4節　変動する電力の水素化・メタン化による供給
　1.　キーシステムと材料　　　2.　実証プラントとパイロットプランと
第5節　浮体
　1.　浮体式風車のための浮体形式　　　2.　浮体の設計
第6節　係留システム
　1.　位置保持方法　　　2.　注目される係留技術
第7節　風車
　1.　洋上風車の歩み　　2.　風車の大型化　　3.　信頼性向上
　4.　塩害対策　　5.　メンテナンス性向上　　6.　発電機
第8節　軸受
　1.　洋上風力発電装置の大型化　2.　風力発電装置用軸受
　3.　大型軸受の解析取り組み
第6章　海洋エネルギー変換器の標準化・規格化
　1.　IECにおける標準化・規格化活動
　2.　IEAにおける標準化・規格化活動
　3.　EMECにおける標準化・規格化活動
第7章　海洋再生エネルギー開発に関わる法規制
　1.　海洋エネルギー開発に関する基本法制と政策
　2.　発電事業の推進に関する法規制　　3.　海域利用に関する法規制
第8章　環境への影響と安全性
第1節　海洋利用の環境影響評価
　1.　海洋開発の環境影響評価の考え方　　2.　海洋利用の環境影響評価事例
第2節　洋上風力発電浮体の安全性評価
　1.　発電機能喪失を評価関数とする風力発電浮体のリスクベース安全性評価
　2.　ウィンドファームにおける風力発電浮体の連鎖漂流事故リスク評価
第3節　海洋深層水利用と環境　
　1.　海洋深層水とは
　2.　海洋深層水の冷熱利用による環境影響の可能性
　3.　海洋深層水の富栄養性利用による環境影響の可能性
第9章　実用化･社会化していくための新たな取り組み
第1節　海洋の利用権・実証実験フィールドの実現と社会的コンセンサス
　1.　奇跡の日本列島とその海　2.　海洋空間利用計画
　3.　海洋エネルギーの実証実験フィールド
　4.　日本という地域性
　5.　海洋エネルギー普及の要件と社会的コンセンサス
　6.　ブームから国家戦略に
第2節　東京都の波力発電への取り組みと課題
　1.　東京都の気候変動対策と波力発電
　2.　波力発電検討会設置までの経緯
　3.　波力発電検討会の取り組み内容と成果
　4.　波力発電の実用化に向けた社会的課題～海洋エネルギーと海洋コモンズ
第3節　酒田港における海洋再生エネルギー実海域実証実験場構想
　1.　自然エネルギー拠点としての酒田
　2.　新たな実証実験場構想への動き
　3.　酒田港における実海域実証実験場構想の概要
　4.　関係者との協調や連携、将来に向けた拡張性
第4節　沿岸域の利用と地域振興
　1.　沿岸漁業の現状　2.　沿岸域の利用制度　3.　漁村とエネルギー問題
　4.　海洋エネルギー開発と水産業維持発展の調和に向けて
第5節　水産分野におけるエネルギー問題への取り組みと期待
　1.　水産資源とエネルギー問題　2.　水産分野におけるエネルギー需要
　3.　水産分野における再生可能エネルギーへの取り組み
　4.　海洋エネルギーが期待される水産分野
第6節　漁業組合の風力発電取組み実証と持続可能なエネルギー開発の参画
　1.　はさき漁港風力発電導入プロジェクトの経緯
　2.　はさき漁港における風環境
　3.　委員会の検討事項　4.　風力発電機の運用結果
　5.　将来導入への有望サイト
第7節　鳥取県泊漁港沖における洋上風力発電団地建設プロジェクト
　1.　湯梨浜町沖における洋上風力発電団地プロジェクトの概要
　2.　泊漁港での風況観測結果と隣接風力発電団地との相関について
　3.　洋上発電プロジェクト事業会社と水産業者、住民との関係
第8節　青森県における海洋エネルギー発電システムの実証実現に向けて
　1.　津軽海峡における潮流発電の意義
　2.　これまでの取組経過
　3.　大間崎潮流発電実用化委員会の調査研究結果
　4.　津軽海峡海流発電の地元への還元


