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【再生可能エネルギー特集】海洋温度差発電 塩分濃度差発電 

 
海洋温度差発電、塩分濃度差発電（世界） 

 
本稿では、表題に関して、米国ストラテジック・ビジネス・インサイト社（SBI：Strategic 
Business Insights, Inc.）のレポートを編集・翻訳して紹介する。 
 
アプローチ 

 

米国ストラテジック・ビジネス・インサイト社（SBI：Strategic Business Insights）
のエクスプローラ・プログラム（Explorer programs）は海洋エネルギー技術の発展につ
いて詳述しているが、これは同社のデータベースを出発点として使用している。この海洋

エネルギー技術分野においてさらなる活動が進行中であることを確認するために、二次的

検索ツールを利用した調査を行った。ウェブサイトの検索および追加検索により、最近の

知的財産（IP）、研究出版物および自由に入手可能な企業情報全体から研究開発活動を調
査した。調査では研究グループおよび技術開発者に関わる最近の活動に注目した。下記に

調査方法を列挙する。 
 

• エクスプローラ・スキャン（Explorer and Scan）：出発点。SBIエクスプローラ・ス
キャン・プログラムに関する情報の要約 

 
• ウェブサイト：特定の海洋エネルギー技術を取り上げた企業や組織のウェブサイト 
 
• 研究出版物：過去 10年間に出版された興味深い研究論文を特定するため、Google 

Scholarを利用しターゲット検索 
 
• 特許活動：esp@cenetと Google Scholarを利用し、過去 10年間に申請された特許の
検索 

 
はじめに 

 
波力エネルギーと潮汐エネルギーシステムの研究開発は、過去数十年間で急速に進展

した。さらに研究者やプレーヤー達は、下記のように海洋エネルギーを利用するための別

の方法を模索している： 
 

o 海洋温度差発電 海は温水という形で太陽からのエネルギーを貯蓄する世界最大の太

陽熱収集器である。海洋温度差発電（Ocean thermal-energy-conversion：OTEC）シ
ステムは発電タービンを駆動させるために、海洋表面の温水と深海の冷水の温度差を
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利用する。OTEC技術は、表層の温水と深海の冷水の温度差が約 20℃（華氏 36度）
の場所で最も効果的である。ハワイや他の熱帯地域がこの条件を満たしている。3種
類の OTEC技術がある。クローズドサイクル OTECでは、熱交換器が表面の温水か
らアンモニアなどの低沸点の液体へ熱エネルギーを伝導する。アンモニアは蒸発する

と膨張し、これによりタービン発電機が回り、電力が作り出される。冷たい深層水が

蒸気を液化しサイクルが完了する。オープンサイクル OTECでは温かい海水を低圧室
に入れ、蒸発・気化させる。膨張した蒸気が発電機に取り付けられたタービンを駆動

させる。冷たい深層水が蒸気を液化すると純水を得ることができる。ハイブリッドシ

ステムは上記アプローチを組み合わせたものである。温かい海水を真空室に入れ、フ

ラッシュ蒸発により蒸気に変換する。蒸気が低沸点の液体を気化させ発電タービンを

駆動する[1]。過去数十年間にわたり、複数のプレーヤーが OTECシステムを開発し
ている：東芝（日本）と米国の Sea Solar Power社は試作システムを開発した[2]。重
要な技術開発には、佐賀大学（日本）の上原春男氏と池上康之氏により開発されたウ

エハラサイクルが含まれる。上原氏は 2005年 4月、OTEC促進のため、独立研究組
織である NPO法人海洋温度差発電推進機構（Organization for Promotion of Ocean 
Thermal Energy Conversion：OPOTEC）を設立した[3]。 

 
o 海洋濃度差発電（塩分勾配発電、浸透膜発電とも呼ばれる）。 浸透膜発電は海水と
淡水の塩分濃度の差を利用し電気を作り出す。2種類の水が近接する場所では浸透圧を
利用して電気を作り出せる可能性がある。こうした場所、河口は世界各地に存在する。

塩分勾配発電には、風力や太陽エネルギーなどの再生可能なエネルギー源に優る一つ

の利点がある。それは、予測不可能な風力や日中のみ運用可能な太陽光とは異なり、

河川は常に流れており、いつでも発電可能だという点である。また、この発電方法で

はダムは必要ない。さらにインフラは堤防下に設置することができ、景観を損なった

り、野生生物に悪影響を及ぼす可能性がある潮力や波力のインフラとも異なっている

[4]。欧州では 2企業が競争技術を開発している：Statkraft社（スウェーデン、オスロ）
は浸透膜発電（pressure-retarded osmosis:PRO）を、Redstack社（オランダ、スネ
ーク）は逆電気透析（reverse electrodialysis:RED）を開発している。研究者達は約
50年前に上述の技術を理論化しているが、より良い費用対効果の方法で、膜技術によ
りある程度の発電が可能になったのは比較的最近になってからである[4]。主力プレー
ヤーである Statkraft社は「浸透膜発電はクリーンで、再生可能なエネルギーである。
世界的に 1600-1700 TWh（テラワット時）のポテンシャルがあり、これは中国の 2002
年の消費電力量に相当する」としている。 
同社のウェブサイトから、浸透膜発電について詳述した多数の資料をダウンロードで

きる[5]。 
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SBI のエクスプローラおよびスキャンプログラム注1より 

 
SBIエクスプローラ研究プログラムはすでに様々な形式で海洋エネルギーの詳細を取

り上げている。最近の活動の要約は以下の通りである：  
 

o 2009年 11月 24日、Statkraft社はノルウェーのトフテに 500万ドルを投じ、世界初
となる浸透膜発電所、PRO実証プラントを開設した。同プラントはテニスコート程の
ビル内に 2,000平方メートルの表面積を持つ浸透膜を格納、使用している。発電電力
は 4キロワットと微々たるもので、その 5分の 1の電力は同プラントへの揚水のため
使用される。可能であれば、この揚水用のエネルギーを削減するため重力が利用され

るかもしれない。約 3キロワットの電力とは家電製品を 2，3台動かせる程度であるが、
同社は2015年までに25メガワットを発電可能な大規模な工場の建設を計画している。
フットボールスタジアムの規模となるこのプロジェクトは、500万平方メートルの浸
透膜から成る。同社はいずれ PRO発電がノルウェー全体の電力需要の 10%を供給す
るだろうと構想している。世界各地の多くの河川とは違い、ノルウェーの通常の河川

には泥やシルト（沈泥）がない。PRO発電前に水を浄化するには莫大な費用がかかる
可能性があり、これが多くの国で PRO発電を実現不可能にしている要因かもしれない
[4,5]。 

 
o REDが他の再生可能エネルギーに対抗するためには、浸透膜価格を現在の 1平方メー
トル辺り 100ドル超から 1ドルほどにまで、低減させる必要がある。しかしWetsus
社（Dutch center for sustainable water technology）は 20Wの電力を作り出す RED
装置の試作品を開発し、この技術を商業化するため RED stack社を設立するに至った。
Redstack社とWetsus社は共同でハーリンゲン（オランダ）の岩塩坑に、数 kWの電
力を作り出すパイロットプラント（試験施設）を開発した[4]。 

 
ウェブサイト 

 
o 国立再生エネルギー研究所（NREL：米国）の研究者らは幾つかの重要な分野におい
て OTEC技術の改善に取り組んでいる。NRELのウェブサイトによると、目標は「①
適切な規模の実証プラントにおける OTECプラント稼働についてのデータ取得 ②冷
水パイプ技術を開発・特徴付けし、材料・デザイン・展開・設置についての情報デー

タベースの作成 ③伝熱性能改善とコスト削減のため熱交換器システムについてのさ

らなる研究の実施 ④オープンサイクル・システム用大型機械のための革新的なター

ビン構想を研究 ⑤海洋温度差エネルギー抽出の先進概念の確認・評価」である。研

究者らは「ある経済分析では、今後 5~10年で、海洋温度差発電（OTEC）プラントが

                                                 
注1 非公開（有料）データベース。 
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競争力を持つかもしれない。しかし、これはハワイや南太平洋など孤立した地域に限

ってだ」と述べている[6]。 
 
o 海洋エネルギー協議会（Ocean Energy Council：フロリダ、ウェストパームビーチ）
は「1929年にようやくフランス人技術者の George Claude氏がキューバ沿岸に 22kW
の機械を建設した。OTECの新しいデザインはまだほとんどが実験的なもので、小規
模なもののみが建設された。最大の容量は、100kWの電気を作り出す日本近辺に建設
されたものである。他の小規模な OTECはハワイ沿岸にあり、50kWの電気を作り出
している。うまくいけば、OTECは 2MWの電力を作り出すとされている。しかし本
格的な OTECの建設には何百万ドルというコストがかかり、建設自体が非常に難しい
だろう」としている[7]。 

 
o Lockheed Martin Corporation社（米国）は OTEC開発において中心的プレーヤーで
ある。ニューヨークタイムズ紙の 2009年 4月の記事は「この技術はまだ研究段階にあ
るものだが、大規模化に成功すれば、最終的には重要な手段となるだろう。同社と

Makai Ocean Engineering社との共同アプローチでは、海の表層水を使用し加圧液体
（通常はアンモニア）を温かい海水よりも少し低い温度で温め沸騰させる。ここで得

られたガスにより、タービン発電機を駆動させる。そして大きなパイプを通して深海

から冷水をくみ上げ、ガスを液化する。このサイクルが繰り返される」としている[8]。 
 
o ハワイに 10MWの海洋温度差発電（OTEC）パイロットプラントを開発するため、2008
年に Lockheed Martin社と台湾工業技術研究院（Taiwan Industrial Technology 
Research Institute：ITRI）が新規提携を結んだ。Lockheed Martin社は 30年以上に
わたり OTEC技術を開発・研究している。このプロジェクトは 600,000ドルという多
大な額の資金援助を、米国エネルギー省（DOE）から受けた[9,10]。 

 
o さらに 2009年 9月、Lockheed Martin社は重要な OTECシステムコンポーネントの
開発およびパイロットプラントのデザイン向上のため、米海軍と契約を交わした。こ

れは大規模なユーティリティプラント開発における段階的ステップの一つである。プ

ラントデザイン向上の中核には、システムの冷水パイプとプラットフォーム間のイン

ターフェースの開発が含まれる。本契約は 800万ドルを少し上回る。インド国立海洋
技術研究所（National Institute of Ocean Technology：NIOT；インド、チェンナイ）
はすでに冷水をくみ上げるためのパイプを設計している。Lockheed Martin社はここ
数年、このパイプ技術活用のため NIOTと協議を行っている[11]。 

 
o Energy Recovery社（米国）は淡水化アプリケーション用に PX圧力交換器を開発し
たが、同社の技術は浸透膜発電アプリケーション用としても注目を浴びている[12]。 
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o デルフト工科大学（Delft University of Technology：オランダ）電気化学分野の教授
である Hans de Wit氏は REDエネルギーに対して批判的である。Royal Dutch 
Academy of Scienceに持続可能なエネルギーについてのレポートを作成した同氏は
「REDエネルギーを効率的に稼働するには多大な努力が必要である。しかし貢献度の
少ない技術に対して、大きな努力を払うことは全く意味を成さない」と述べる[33]。 

 
文献調査 

 
ウェブサイトの調査と同様に、Google Scholarを利用して、過去 2年間（2010年 2月

5日まで）に発行された研究論文を対象に、タイトル[TI] や概要[AB]に関連検索用語が含
まれる記事の検索を行った。 
表 1は、研究機関が海洋熱技術に関し発行した代表的なもの 5件を示しており、“OTEC 

ocean” “ocean thermal energy” というフレーズを含む記事から選択したものである。表 2
は、浸透圧発電を取り上げ最近発行されたもの 5件を示しており、“osmotic power” 
“salinity gradient power” というフレーズを含む記事から選択したものである。 
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表 1：最近の研究出版物（OTEC） 
大学/研究機関 文献名 

[参考文献] 
概要からの抜粋 

Lockheed 
Martin 
（米国） 

「海洋温度差発

電：再生可能な高

信頼性エネルギ

ー」[13] 

“Using its globally renowned expertise in 
engineering and systems integration, Lockheed 
Martin is successfully pioneering new ways to 
utilize solar, wind, and wave energy as an 
alternative to fossil fuels. One project, Ocean 
Thermal Energy Conversion, or OTEC 
leverages the temperature difference between 
surface water and deeper ocean troughs in 
tropical and sub-tropical oceans. Though the 
fundamental technology behind OTEC is 
proven, the use of OTEC on a large, utility scale, 
as an economically viable option, must still be 
demonstrated. Lockheed Martin hopes to prove 
the viability of the system in the next few 
years.” [13] 

Cheju 
National 
University 
（韓国） 

「海洋温度差発電

（OTEC）：原子
力発電所の冷却器

排水の利用」[14]

“This paper evaluated the thermodynamic 
performance of the OTEC power system. 
Computer simulation programs were developed 
under the same conditions but with various 
working fluids for a closed system, a 
regeneration system, an open system, a Kalina 
system, and a hybrid system. The results 
showed that the regeneration system using 
R125 showed a 0.17 to 1.56% increase in system 
efficiency. Moreover, the system can generate 
electricity when the difference in temperature 
between the warm and cold seawater inlet 
temperatures is greater than 15 °C. In addition, 
the system efficiency of OTEC power plants 
using the condenser effluent from a nuclear 
power plant instead of surface water was 
increased by approximately 2%.” [14] 
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大学/研究機関 文献名 
[参考文献] 

概要からの抜粋 

Offshore 
Infrastructure 
Associates 
（米国） 

「海洋温度差発電

（OTEC）：技術
上の実現性、コス

ト予測、開発戦略」

[15] 

“Due to the recent progress in systems design, 
heat exchangers efficiency, the high costs of 
fossil fuels experienced in 2008, combined with 
the fluctuations in the oil world market, several 
companies have re-evaluated the use of 
OTEC…. One of OTEC’s greatest advantages is 
that it allows the co-production of potable water, 
in addition to electric power through 
desalination.” [15] 
 

Makai Ocean 
Engineering, 
Inc.  
（米国、ハワイ

州） 

「海洋温度差発

電：コスト低減へ

の挑戦」[16] 

“The OTEC process is straightforward, is 
technically feasible, and has been demonstrated 
several times. However, OTEC has not been 
commercialized due to high capital costs and 
competition from cheap fossil fuel… For 
validation of this model, a conceptual design 
and cost estimate of a 100MW plant was 
completed and costs were included based on 
similar offshore structures built today. The 
study concluded that OTEC is attractive; the 
background on this study and conclusions are 
provided in this paper.” [16] 

長岡技術科学

大学 
（日本） 

「太陽熱利用

（Solar-boosted）
海洋温度差発電所

の性能シミュレー

ション[17] 

“This paper describes the performance 
simulation results of an OTEC plant that 
utilizes not only ocean thermal energy but also 
solar thermal energy as a heat source. This 
power generation system was termed SOTEC 
(solar-boosted ocean thermal energy 
conversion). In SOTEC, the temperature of 
warm sea water was boosted by using a typical 
low-cost solar thermal collector.” [17] 

出典：SBI  
 
 

表 2：最近の研究出版物（浸透圧発電） 
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大学/研究機関 文献名 
[参考文献] 

概要からの抜粋 

University of 
Nevada Reno 
（米国） 

「浸透膜発電：実

験的研究および理

論的研究」 [18] 

“Pressure retarded osmosis (PRO) was 
investigated as a viable source of renewable 
energy. In PRO, water from a low salinity feed 
solution permeates through a membrane into a 
pressurized, high salinity draw solution; power 
is obtained by depressurizing the permeate 
through a hydroturbine…. Maximum power 
densities of 2.7 and 5.1 W/m2 were observed for 
35 and 60 g/L NaCl draw solutions, respectively, 
at 970 kPa of hydraulic pressure.” [18] 

VITO 
（Flemish 
Institute for 
Technological 
Research； 
ベルギー） 

「逆電気透析によ

る塩分勾配発電：

電気出力に関する

モデルパラメータ

の影響」 [19] 

“Salinity gradient power (SGP) is based on the 
chemical potential difference between 
concentrated and dilute salt solutions. Reverse 
electrodialysis (RED) can thus be used to 
produce electricity by a SGP-RED unit. In 
principle,a highly concentrated solution can be 
recovered from a seawater desalination unit 
(SWDU) and its concentration further increased 
using solar energy.” [19] 

The 
Foundation 
for Scientific 
and Industrial 
Research at 
the 
Norwegian 
Institute of 
Technology 
（SINTEF; ノ
ルウェー）  

「浸透膜による塩

分勾配からの発電

可能性」[20] 

“A large amount of potential renewable energy 
can be extracted from the mixing of freshwater 
and seawater. Two membrane processes can be 
used to extract this energy, namely pressure 
retarded osmosis (PRO) and reverse 
electrodialysis…. It appears that PRO exhibits a 
significant potential for power production and 
future developments may further improve this. 
A specific power in the order of 5 W/m2 of 
membrane seems possible and approximately 40 
per cent of the potential mixing energy of 
freshwater with infinite amount of seawater can 
be converted to mechanical energy.” [20] 
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大学/研究機関 文献名 
[参考文献] 

概要からの抜粋 

Wetsus, 
Centre of 
Excellence for 
Sustainable 
Water 
Technology 
（オランダ） 

「逆電気透析：50
セルスタックの、

海水および河川水

混合の性能」[21]

“With a stack of 50 cells (of 10 cm × 10 cm), a 
power density of 0.93 W/m2 was obtained with 
artificial river water (1 g NaCl/L) and artificial 
sea water (30 g NaCl/L), which is the highest 
practical value reported for RED. This value is 
achieved due to an optimized cell design using a 
systematic measurement protocol... With 3 
stages a cumulative energy efficiency of 18% is 
achieved. A fourth stage did not increase this 
value.” [21] 

University of 
Twente, 
Institute of 
Mechanics, 
Processes and 
Control 
Twente 
（IMPACT; 
オランダ） 

「逆電気透析：発

電電力増加用イオ

ン伝導スペーサ」

[22] 

“Reverse electrodialysis (RED) is a sustainable 
energy source that converts the free energy of 
mixing of two solutions with different salinity 
directly into electrical energy. High power 
outputs are predicted theoretically, but the 
practical power output and the efficiency of the 
process are still relatively low. Next to 
concentration polarization phenomena, 
especially the spacer shadow effect, which 
occurs due to the use of non-conductive spacers, 
has a high impact on the net power output…. In 
this work we developed and applied ion 
conductive spacers for RED, which eliminates 
the spacer shadow effect and obviously 
improves the overall process performance” [22] 

出典：SBI 
 
特許活動 

 
特許活動を見ると、技術進化に関する情報が明らかになる。表 3は、過去 5年間にお

いて公開された、タイトル[TI]や概要[AB]欄のいずれかに“OTEC” というフレーズを含む
特許を示している。表 4は、2010年 2月までに公開された、浸透圧発電に関する特許を
記載している。 
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表 3：最近の特許活動（OTEC） 
企業/研究機関 文献名 

[参考文献] 
概要からの抜粋 

Energy Island 
Ltd.  
（英国） 

「海洋温度差発

電」[23] 
“An open cycle ocean thermal energy 
conversion (OTEC) plant generates 
electricity and desalinated water…. 
relatively warm ocean water is pumped into 
the vacuum containing chamber where it is 
evaporated, the vapour passing through a 
turbine , which generates electricity, to the 
other of the chambers where it is condensed 
into desalinated water using relatively cold 
ocean water.” [23] 

Sustainable 
Resources, Inc. 
（米国） 

「海洋温度差発電

における熱伝導」

[24] 

“For OTEC (Ocean Thermal Energy 
Conversion), rather than transfer huge 
quantities of cold water from deep in the 
ocean to the surface to provide a heat sink for 
a heat engine or for desalination, this 
invention provides a method of using small 
masses of low- boiling-point fluids to absorb 
heat in a heat exchanger near the ocean 
surface using the latent heat of evaporation 
and then depositing the latent heat of 
condensation in a deep ocean heat exchanger, 
using the cold seawater as a heat sink. The 
condensed liquid is pumped back to the ocean 
surface. The heat engine (turbine) and 
generator can be at the ocean surface, or it 
can be in deep ocean. By using a fluid that 
transfers heat by evaporation and 
condensation, much larger quantities of heat 
can be moved per kilogram of fluid than can 
be transferred by moving the same mass of 
seawater.” [24] 
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企業/研究機関 文献名 
[参考文献] 

概要からの抜粋 

Hawaii Oceanic 
Technology, Inc. 
（米国） 

「自動位置調整機

能を持つ外洋向け

水中プラットフォ

ーム」[25] 

“An open-ocean fish-growing platform has a 
submersible cage structure for growing fish… 
and an ocean thermal energy conversion 
(OTEC) system for generating electric power 
for thruster units to maintain the cage 
structure in the target geostatic position.” 
[25] 

Lockheed 
Martin  
（米国） 

「石油製品を用い

る熱電エネルギー

変換システム」[26]
「OTEC冷水パイ
プシステム」[27] 

“A system for generating electrical energy 
based on a temperature differential between 
petroleum products extracted from a 
geothermal reservoir and water from a region 
of a body of water is disclosed. Some 
embodiments comprise a submerged pump 
and a submerged OTEC system, wherein the 
OTEC system provides locally generated 
electrical energy to the pump.” [26] 
“A system for relieving the stress on an 
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) 
cold water pipe includes a slidable joint that 
couples the OTEC cold water pipe to a surge 
tank at an opening in the surge tank. The 
system can further include a first flotation 
device that is coupled to the OTEC cold water 
pipe below the surge tank, and a second 
flotation device that is coupled to the OTEC 
cold water pipe within the surge tank.” [27] 

出典：SBI； esp@cenet 
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表 4：最近の特許活動（浸透圧発電） 
企業/研究機関 文献名 

[参考文献] 
概要からの抜粋 

Statkraft 
（ノルウェー） 

「浸透圧発電にお

ける半透膜の利

用」[28] 

“The present invention concerns a 
semi-permeable membrane for use in osmosis 
consisting of one thin layer of a non-porous 
material (the diffusion skin), and one or more 
layers of a porous material (the porous 
layer)... Further a method for providing 
elevated pressure by osmosis as well as a 
device for providing an elevated osmotic 
pressure and electric power is described.” [28]

三菱電機 
（日本） 

「浸透圧発電シス

テム」[29] 
“To provide stable power generation output, 
in an osmotic pressure power generation 
system for generating electric power by 
rotating a hydraulic turbine by a flow 
generated when fresh water permeates into 
seawater via a semipermeable membrane.” 
[29] 

Yale University 
（米国） 

「浸透熱機関」[30] “A method of converting thermal energy into 
mechanical work that uses a semi- permeable 
membrane to convert osmotic pressure into 
electrical power.” [30] 

VITO 
（ベルギー） 

「海水淡水化プラ

ントおよび塩分勾

配逆電気透析発電

プラントの組み合

わせ、及びそれら

の利用」 [31] 

“The plant has a sea water intake, a 
desalination unit comprising a reverse 
osmosis or a thermal desalination unit, a 
fresh water outlet and a brine outlet. A 
salinity gradient power unit has a brine inlet 
that receives brine as a high salinity feed 
from the brine outlet of the desalination unit, 
a seawater inlet, and a mixed water outlet. A 
solar power heater is located between the 
brine outlet and the brine inlet. The power 
unit is used as an energy source for the 
desalination plant. Seawater or a 
combination of seawater and fresh water is 
used as a low salinity feed to the power unit.” 
[31] 
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企業/研究機関 文献名 
[参考文献] 

概要からの抜粋 

ecOcean 
renewable 
（スコットラン

ド） 

「波を利用する発

電、および飲用水

生産システム」[32]

“The invention pertains to a device and 
method for generation of electrical power 
from sea waves, with either simultaneous or 
no desalination of seawater.” [32] 

出典：SBI ； esp@cenet 
 
まとめ 

 
上記の情報および分析内容に加えて、各海洋エネルギー技術の全体的なまとめを以下

に示す。 
 
OTEC： 
o OTEC技術は以前から存在しているものである。しかしこれまで開発された最大の
システムでも約 100kWと、他の海洋エネルギー技術と比較すると低出力である。
この技術はパイロットプラントで検証されてきたが、ここ 10年間の動向を見る限
りでは競争力がないと思われる。 

o しかし現在、研究者やプレーヤー達は OTEC技術の再評価・見直しを行っており、
多くの研究出版物は技術そのものよりも新たな実現可能性を論じている。専門家達

は、特に水不足およびエネルギーコストの高騰を考慮した場合、OTEC技術が商業
的に実現可能になりつつあると確信している。 

o 近年、OTEC技術では重要な技術が開発されていない。プレーヤーらは熱交換器な
どのサブシステムの最適化を行っている。 

o しかし研究者達は、太陽エネルギーを利用して出力を増大させ、効率改善の研究を
行っている。 

o OTECが効果的に機能するためには温水が必要である。プレーヤー達は温水源近く
での OTECシステムの展開を研究している。（例：原子力発電所の排水口） 

o 世界的な水供給問題から、一部のプレーヤーは OTECおよび海水淡水化（脱塩）
システムの組み合わせを開発している。 

o 資金調達は最小限：Lockheed Martin社は 100万ドルをはるかに下回る、限られ
た予算で技術開発を行っている。 

o 一部のプレーヤーは、外洋航行浮体構造(ocean-going floating structure)と共に使
用する OTECシステムの開発を提案している。これは、もっぱら発電に利用する
ため、あるいは水産養殖に利用するためのものである。 

o 上記から、日本および米国は OTECの技術開発において世界のリーダーである。 
 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1062,  2010.4.22 
 

 44

浸透膜発電： 
o 浸透膜発電の概念は基本的には以前から存在しているが、実際には今でも比較的新
しい技術である。 

o そしていまだに多くの技術的および経済的課題が存在する：浸透膜は不純物などで
詰まったり、適合膜の多くが非常に高価である。 

o 試作システムの出力は、わずか数 kW と極端に低い。システムはまだ概念実証段
階にある。 

o すでに一部のプレーヤーは、最終的には世界のエネルギー需要の大部分に相当する
ほどのエネルギー生産が可能な、大規模なシステムを提案している。しかし浸透エ

ネルギーがそこまで成功を収めることができるかどうか、専門家達は異論を唱えて

いる。 
o 研究者達は発電システムの全体的な効率改善のため、発電用浸透膜スタックを開発
し、浸透膜のみでなくスタック内の他のコンポーネントについても研究開発に取り

組んでいる。 
o 浸透膜発電の開発においては欧州がリーダーであることは明らかであり、特にノル
ウェー、オランダおよびベルギーで開発が進んでいる。 
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