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【再生可能エネルギー特集】  

欧州および米国における潮力・波力発電に関する研究開発 

 

 代替エネルギー源の探求は多種多様な自然エネルギー源と革新的技術を必要

とする。世界中の海洋・海域で行う発電技術は長年に渡り議論され、研究され

ている分野である。しかし、海洋エネルギーを利用した発電が技術の進歩によ

り実現可能になりつつあると思われるようになったのは、ここ数年のことであ

る（注 1）。  
 
潮力発電  

潮力発電とは海域あるいは海洋の潮流（海流を含む）エネルギーを利用して、

電力に変換することであり、水力発電ダムのコンセプトと似たものである。し

かし、潮力の場合は更に大きなダム―バラージ（堰）―が河口を横断するよう

に設置される。潮が出入りする時に、水がバラージのトンネルを通って流れ込

み、タービンを廻す、あるいはパイプの空気を押し出してタービンを廻して発

電する。その他の潮力活用方法として、沖合に設置されたタービン（水中ウィ

ンド・ファーム）や、垂直軸タービンを使用することもある。海流エネルギー 

の概念、技術の現況、将来的な構想は、  
www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/marine/marine.asp で、 
潮力エネルギー概念、技術の現況、経済・環境問題、国別の活動状況は、

www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/tide/tide.asp で説明

されている。また、ストラスクライド大学 ESRU（Energy Systems research 
Unit）のウェブサイトには、同分野に関する優れた総説が掲載されている。同

サイトには現在開発中の様々な潮流エネルギー吸収装置についてまとめてある

ページもあり、関連サイトへのリンクも掲載されている（注 2）。同ページにまと

められている技術は次の通りである。  
 
・ SeaGen（Marine Current Turbines 社：www.marineturbines.com）  
・ Stingray と AWCG（Engineering Business 社：www.engb.com）  
・ Sea Snail（ロバート・ゴードン大学と AREG（Aberdeen Renewable 

Energy Group）の www.rgu.ac.uk/cree/general/page.cfm?pge=10645）  
・ Tidal Fence（Blue Energy 社：www.bluenergy.com）  
・ Polo（エディンバラ大学：www.mech.ed.ac.uk/research）  

                                               
（注 1）海洋エネルギーについての総説は www.eere.energy.gov/consumerinfo/factsheets/nb1.html を参照。 
（注 2） www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/marine/index2.htm を参照。 
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・ Rochester／Gentec Venturi（Rvco 社）  
・ Underwater kite（Abacus Controls 社）  
・ Exim（Seapower、Delta、Stormturbiner 各社：www.seapower.se）  
・ Gorlov Turbine（GCK Technology 社：www.gcktechnology.com）  

 
更に、同ページには 2 つの新しいコンセプトとして Lunar Energy、Rotek 両社

の Lunar System、Hydrovision 社の TidEl generator（www.smdhydrovision.com） 
についての解説もある。  

 
一般的に、潮力発電の利点として、システムを一度構築すれば潮力は無尽蔵

の資源であり、温室効果ガス等の廃棄物は排出されず、燃料が不必要、確実に

電力が生産でき、潮流は予測可能、沖合タービンや垂直軸タービンは環境への

影響が最小限となる点等が列挙できる。しかし、河口を堰き止めるバラージの

建設には費用がかかり、上流下流数マイルに及ぶ広域に環境的な影響を与える

可能性がある。また、どのような潮力技術が使用されても、電力供給が可能と

なる時間は 1 日の内で潮位が変化する 10 時間程度に限られる。  
 

波力発電  
波力発電は、海域あるいは海洋上の風の効果から得るエネルギーを活用する

ものである。多種多様な波力活用方法が研究されているが、振動水柱発生装置

が最も効果的な方法の一つである。この装置は、スイミング・プールの人工波

発生装置と同じ原理で機能するが、作用は逆である。人工波発生装置はプール

側面の空気室に空気を給排することで波を発生する。一方、波力発電装置は、

波によって水室内の水位が上下することで、水室上部の穴から空気が出入りす

る。この空気の給排気流が穴の内側に取り付けたタービンを回転し、発電機を

動かす仕組みである。その他に、浮遊式装置等の沖合／海上に設置された波力

発電装置や、波動・集波装置等の沿岸発電装置も研究されている（注 3）。1970 年

代にスコットランドのエディンバラ大学が開発した波の上下運動で発電する浮

遊式物体運動型装置 Salter Duck はその一例である。  
 
総じて、システムを一度構築してしまえば波力は費用がかからず、温室効果

ガス等の廃棄物が排出されないことが波力発電の利点である。燃料も必要なく、

運用維持の費用が低く、多量のエネルギーを生産できる。しかし、波力発電は

波への依存度が高く、波の状態によってエネルギーの生産量が大きく変動する。

更に、高い波が十分にある適切な立地を決める必要がある。設計的に騒音が激

                                               
（注 3） www.eere.energy.gov/RE/ocean_wave.html を参照。 
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しい場合もあるし、荒天候にも耐えられるシステムも必要である。研究開発ロ

ードマップと最新技術情報、商業化問題、国別の活動状況等の波力発電技術に

関しては POEMS 社、WEC 等のサイトがよくまとめてある（注 4）。  
 

潮力・波力発電技術の最新動向  
欧州、特に英国では、潮力・波力発電技術開発にかなり力を入れている（注 5）。

近年、英国政府は再生可能エネルギー推進の一環として、潮力・波力技術の更

なる発展・実施を目指した財政支援計画を発表した。以下がその例である：  
 

・2004 年 8 月、英国政府は 5 千万ポンド（約 9 千万ドル）の海洋研究展開基

金（Marine Research Deployment Fund：MRDF）を設立すると発表した。

2004 年 9 月には、エディンバラ大学（スコットランド）、ロバート・ゴードン

大学（スコットランド、アバディーン；Sea Snail を開発）、ヨーロッパ海洋

エネルギーセンター（オークニー州）および、新・再生可能エネルギーセンタ

ー（ノーサンバーランド州）が英国海洋再生可能エネルギーセンターを創設し

た。2005 年 1 月には、英国政府マイク・オブライアン  エネルギー相が 4,200
万ポンド（約 7,600 万ドル）の新しい支援スキーム（Wave and Tidal Stream 
Energy Demonstration Scheme）を発表。同スキームは、今後 3 年以内に配

電網への接続を目指した実証ファームを英国国内に建設するために、英国の波

力・潮力産業を支援するものである（ 注 6）。英国政府は、2025 年までに最大 5
千 MW を発電できるようになると概算している。英国通商産業省（DTI）は過

去 5 年間で約 1,500 万ポンド（約 2,700 万ドル）を波力・潮力エネルギー技術

研究・開発に投じている。波力・潮力エネルギー技術各種のワークショップと

実証結果は、DTI のアーカイブで参照できる（ 注 7）。  
 
・2005 年 5 月、ロバート・ゴードン大学は、Sea Snail をオークニー州バラ・サウン

ドに設置することに成功したと発表した。Sea Snail はダウンフォース（注：車体の形

状やウィングなどによって発生する下向きの力で、高速走行中の車体を路面に押し付

け安定させる力）を発生するリバーシブルな水中翼を使用して、従来の方法では固定

                                               
（注 4） www.poemsinc.org/FAQwave.html、

www.machinedesign.com/ASP/strArticleID/57260/strSite/MDSite/viewSelectedArticle.asp、
www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/wave/wave.asp を参照。 

（注 5） 一例として、www.energybulletin.net/3881.html を参照。 
（注 6） 詳細は、 

www.gnn.gov.uk/environment/detail.asp?ReleaseID=143807&NewsAreaID=2&NavigatedFrom
Department=False を参照。 

（注 7） DTI アーカイブへは www.dti.gov.uk/renewables/renew_6.1i.htm からアクセスできる。 
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が困難な場所の強い潮流の中にエネルギー吸収装置を導入するために開発された（注 8）。 
 

・英国デボン沖合の潮力エネルギー・プロジェクトは、2 千万ポンド（3,600 万

ドル）の潮流タービン・ファームの建設で更に拡大する。2003 年 6 月、同プロ

ジェクトは第一号タービン（Seaflow）（注 9）をノース・デボンのリンマス沖に設

置した。Seaflow は 200 世帯に十分供給できる 300kW の発電容量を有すると報

告された。このタービンは 2 年間以上も稼動し続けて、この規模の海洋再生可

能エネルギー技術としては、海洋環境で実際に機能した期間が最長の世界記録

となった、と Marine Current Turbines 社は述べている。同プロジェクトは更

に拡大し、2008 年までに 10 基のタービンを追加する。これは数千世帯の電力

を賄える規模である。さらに、2005 年 3 月、Marine Current Turbines 社は 8
百万ポンド（1,450 万ドル）の『SeaGen』潮力エネルギー・タービン（海流か

ら 1MW の電力を発電可能な新型装置）プロジェクトに対して、DTI から約 385
万ポンド（7 百万ドル）の資金支援を受けている。SeaGen は Seaflow タービン

よりもおよそ 3 倍強力であると、同社は報告している（注 10）。  
 

・2005 年 5 月、スコットランド・エディンバラの Ocean Power Delivery 社

（www.oceanpd.com）は、世界初の商業用波力発電ファームを建設する 1 千

万ドルの契約を締結したと発表した。このファームは、2004 年にヨーロッパ

海洋エネルギーセンター（オークニー州ストロムネス）で試験された Pelamis
技術に基づいている。第一段階として、ポルトガルのポボア・デ・バリム近郊

沿岸から沖に 5km 地点に 3 基の Pelamis P-750 が設置される。同プロジェク

トは 2.25MW の設備容量を有し、ポルトガルの 1,500 世帯以上の平均電力需

要を満たすと予測されている。第一段階で十分な性能を確認できれば、更に

Pelamis 機 30 基（計 20MW）が発注されることになっている。Pelamis 装置

は、蝶番のある接合部で連結した半潜水型円筒形部が連なった形をしている。

波によって動く円筒形部が水圧ラムに力を加えることで、水圧モーターが発電

機を駆動し発電する。全接合部で発電される電力は 1 本のアンビリカル・ケー

ブルを通じて、海底接地部に送られる。数基の装置を 1 本の海底ケーブルで相

互接続し、沿岸部に繋ぐことができる。  
 

・インペリアルカレッジ・ロンドン校のスピンアウトである Hydroventuri 社

                                               
（注 8） www.rgu.ac.uk/rgunews/headlines/page.cfm?pge=24911 を参照。  
（注 9）Seaflow プロジェクトについては、http://events.sut.org.uk/past_events/031125/seaflow.pdf を参照。 
（注 10）詳細は、

www.marineturbines.com/mct_text_files/Grant%20Award%20Press%20Release%202%20Mar%2
005%20%20v2.pdf を参照。 
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（イングランド、ロンドン）は潮力発電技術を開発するために、250 万ポンド

（450 万ドル）の資金を調達した。同社製装置の設計上の重要なポイントは水

中の可動部分をなくすことである。これにより、腐食作用、付着物、メンテナ

ンスの問題を軽減できるため、競合する潮力発電装置よりも格段に安く稼動で

きると同社は考えている（ 注 11）。  
 

・Hi-Spec Research and Developments 社（イングランド、フォイ）は、  沖
合潮力発電装置の開発を助成する DTI グラントを申請した。同装置はタービ

ンが何列にも配置された構成となっており、200MW の電力を発電することが

できる（ 注 12）。  
 

・米国もまた、潮力・波力発電技術の開発・導入に積極的である。例えば、2004
年、電力技術革新研究所（E2I、カリフォルニア州パロアルト）と電力研究所

（EPRI、カリフォルニア州パロアルト）は、沿岸波力エネルギーを電力に変

換する実証プラント建設の予定地として、オレゴン州、ワシントン州、ハワイ

州、メイン州の候補地を特定した。さらに、E2I、EPRI 両機関は米国エネル

ギー省の再生可能エネルギー研究所（NREL、コロラド州）と共に、2010 年

の米国沿岸における波力エネルギーの経済的実現可能性を判定するために、シ

ステムレベルでの概念設計を作成している（ 注 13）。EPRI は波力エネルギー実

証試験設備用地として、オレゴン州リーズポート沖の立地が全米の中でも最適

であると結論付けた。EPRI は「この場所は、優良な波動活動、適した海底地

形、そして試験センター創設を円滑に行うための条件である既設海上交通手段

と陸上送電線を兼ね備えている。」と評している（ 注 14）。さらに、 1 万～2 万

MW の累積発電量に到達する波力技術の開発に対して投資が行われるならば、

米国領海内での波力発電は経済的に実現可能である、と報告されている。  
 
・2005 年 5 月、Verdant Power LLC 社（バージニア州、アーリントン）は、

1,500 万ドルの潮力発電技術をニューヨーク州で検証する許可を米連邦エネル

ギー規制委員会から得ている。このプロジェクトは、ルーズベルト島近くのイ

ースト川に水中タービンを 496 基設置することを目的として、3 段階で実施さ

れる。現在は第 2 段階にあり、水中タービン 6 基を試験稼動して、性能と環境

への潜在的影響を調べている。同社は 2007 年までにプロジェクトを完了する

                                               
（注 11）同社の技術については、www.hydroventuri.com/gpage.html を参照。 
（注 12）www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=23303 を参照。 
（注 13）この分野の EPRI レポートは、

www.epri.com/targetWhitePaperContent.asp?program=267825&value=04T084.0&objid=297213 。 
（注 14）http://oregonstate.edu/dept/ncs/newsarch/2005/Feb05/waveenergy.htm を参照。 
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予定で、496 基のタービンが稼動すれば、計 10.4MW の発電量が見込まれる（ 注

15）。  
 

以上 
編集：NEDO 情報･システム部 

（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program）   

                                               
（注 15）  www.verdantpower.com/tech/lowimpact.html、

http://renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=25114 を参照。 


