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  日本における波力発電開発の歴史は，30 年前にさかのぼるが，他の再生可能エネルギーを活

用した発電方法に比べて発電効率が劣るため，バブル期に停滞した．昨今，地球環境問題への

関心の高まりや東日本大震災での災害を契機とし，原子力を主体としたエネルギー政策の見直

しが急務となり，再生可能エネルギーの研究開発が重要課題となってきている．このような状況を

踏まえ，30年以上の研究実績がある振動水柱型発電装置（OWC発電装置）に着目し発案した従

来比 1.5 倍以上の高効率が期待できるプロジェクティングウォール付ユニット型多重共振波力発

電装置（PW-OWC 発電装置）の開発について報告する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

日本における波力発電の開発の歴史は，30 年以上さかのぼり，世界に先駆けて様々な型式の

装置が提案され，大掛かりな実証試験が実施されてきた．(1),(2),(3),(4),(5) 

しかしながら，発電コスト，電力の安定供給の問題，原子力シフトの社会情勢など，平成になっ

てから，我が国においては海洋をはじめとする再生可能エネルギーに対する関心が薄れ，その

後の開発は縮小されたため，当時から積極的に技術開発を継続推進した欧州諸国に比べ，日本

における波力発電の実用化技術は，10 年遅れているといわれている． 

昨今，地球環境問題への関心の高まりや東日本大震災での災害を契機とし，原子力を主体とし

たエネルギー政策の見直しが急務となり，再生可能エネルギーの研究開発が重要になってきた．

これらの社会情勢を背景として，(独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は，波力

発電の発電単価を 2015 年までに 40 円/kWh とする装置の開発を目標とし，これを実証することに

より，我が国における波力発電技術の復活と国内外に向けた装置の普及・展開を推進している． 

このような状況を踏まえ，30 年以上の研究実績がある振動水柱（OWC 発電装置）型発電装置

に着目し，従来比 1.5 倍以上の高効率の発電装置として，図１に示すプロジェクティングウォール

付ユニット型多重共振型波力発電装置（以下 PW-OWC 発電装置）の開発を行っている．この発

電装置は，防波堤前面に鉛直に張り出したプロジェクティングウォール（以下 PW）と OWC 発電装

置により構成されており，既存の防波堤などに後付けが可能なシステムとし，建造・設置コストの

低減化に寄与している．本報では，装置の基本システムと防波堤設置時の安全性検証結果につ

いて紹介する． 
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図１ 多重共振型波力発電装置 

|2. 発電装置の原理 

PW-OWC 発電装置の基本コンセプトを図２に示す． 

本方式は，空気室内の波の上下動によるエネルギーを空気エネルギーに変換し（１次変換），

変換された空気エネルギーからタービン・発電機により電力を得る（２次変換）発電システムであ

る．簡単に言えば，空気室内の OWC 発電装置の水面は，波のエネルギーで上下運動をし，ピス

トンとなり，空気室の上部の絞られた空気穴を通して圧縮空気を排出，吸引し（図３），その往復す

る圧縮空気でタービンを回転させて発電する． 

図３ 空気タービンの原理 

 

図２ ユニット型多重共振波力発電装置コンセプト  

2.1 波エネルギー１次変換の原理 

OWC 発電装置の１次エネルギー変換原理は，空気室内の水塊の振動水柱の周期が波の周

期と共振することで，波エネルギーを吸収して空気エネルギーに変換するシステムである．そのた

め，空気エネルギー変換効率，すなわち波エネルギー吸収効率が，波周期が OWC 発電装置の

共振周期からはずれると発電効率が急減する．このことが OWC 発電装置の課題であった． 

著者らは，この課題解決のために図２に示すような PW を空気室の前面に取付けた

PW-OWC 発電装置を提案した．この多重共振機構は，空気室の前面に新たな空気室を形成さ

せる目的で波を誘導するための PW を取付け，この空間を開放型の空気室とした．その効果で，

前面の多振動水柱部の水塊の振動レンジが広がり，エネルギー取得の周波数レンジが拡大でき

る．（図４） 

また，PW を取付けることにより共振周期が増え，設計次第で波の長周期域までの波周期全体

にわたり変換効率が向上し，従来の単一の OWC 発電装置に比べ，発電出力の向上が期待でき

る． 
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図４ 単一 OWC&PW-OWC の一次変換効率特性 

次に PW-OWC 発電装置システムの寸法諸元の設計方法について述べる．まず，多重共振型

波力発電システムの固有周期を検討する必要があるが，幾何学的形状から決まる空気室内

OWC 発電装置の固有周期（TOWC）は既往の研究成果より(2)以下のように求められる． 
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ここでｇは重力加速度，La は空気室の長さである． 

また，PW を取付けたことによる PW 付装置全体の OWC 発電装置の固有周期（TPW-OWC）は(1)

式に PW の長さ（Lp）による質量項を付加することにより以下のように表現できる(3)． 
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装置の構成諸元を図５に示す． 

 

図５ PW-OWC 構造諸元 
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2.2 エネルギー２次変換の原理 

エネルギー２次変換とは，１次変換後の圧縮空気（往復流）を利用したタービンの発電効率で

ある．この効率を向上させるため，従来の波力発電用タービン（ウエルズタービン）装置に比べ静

音・高効率な衝動タービン (6),(7)を採用する．図６にタービンの形状及び両タービンの特性比較を

示す．図に示すように，衝動タービンは，流入する空気量（流量計数）に対して適用範囲がウエル

ズタービンに比べて大きく，幅広い範囲でエネルギー効率が良い．変動する来襲波に対する 1

次･２次効率の向上効果により，エネルギー変換効率（全体効率）を向上させる． 

図６ 二次変換効率向上 衝動タービンの特性 

|3. ユニット型多重共振型発電装置の諸元設計 

3.1 装置の諸元決定 

PW-OWC 発電装置の諸元を設定するための手順を図７に示す設計フローで整理した． 

図７ PW-OWC 発電装置設計諸元決定フロー 
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3.2 試設計 

1９87～1999 年代運輸省 （現 国土交通省）が世界に先駆けて固定式 OWC 発電装置の実証

実験を行った酒田港をケーススタディとして試設計を行った． 

酒田港の 1992 年から 2007 年までの 16 ヶ年に渡る波浪出現頻度分布データ (7)より，入射波パ

ワーの周期ベース，各月別の期待値を計算した結果を図８に示す．図８より波力発電装置のエネ

ルギー取得可能な周期帯として，波周期 4.0 秒から 12.5 秒であることが分かる．「通年」の入射波

パワー期待値のピークとなる波周期は 8.5 秒であり，この時の単位幅当たりの入射波パワー期待

値を波浪頻度分布より計算すると 11.7kW/m の波パワーが存在する． 

2.1 項に示す(1)式により，共振によるエネルギー吸収効率を最大にするため，OWC 単体の固

有周期 TOWC をピーク周期 8.5 秒付近に合わせるように，空気室長さ La，装置深さ d，開口高さ d1

を検討した．その結果，La＝7.0m，B＝7.0m，ｄ＝14.5m，d1＝9.5m で固有周期 TOWC は 8.6 秒とな

ることがわかった．さらに，この空気室長さ 7.0ｍ×幅 7.0m をベースに Lp＝7.0ｍとすると

PW-OWC 固有周期 TPW-OWC は 10.6 秒となり，入射波パワーが存在する周期帯を概ねカバーして

いることが分かる．表１に上記フローにより計算された PW-OWC 発電装置の代表的な諸元の一

覧を示す． 

図８ 酒田港における月別波パワー 

表１ ユニット装置の諸元 

La×Lp×B (m) d (m) d1 (m) TOWC (s) TPW-OWC (s) 

7×7×7 14.5 9.5 8.6 10.6 

*発電ユニットは B7m×２連を１セット（14m）とする．

|4. 安全性の検証 

PW-OWC 発電装置は，既存防波堤に後付けで設置する構造であるため，既設防波堤の天端

より高い位置に構造体が取付けられる．このため，暴風時などのサバイバルコンディションにおい

て，既存防波堤より波圧受衝面積が大きくなる．構造体の静的安定性については，港湾施設技

術上の基準・同解説に準拠して計算し，基準を満足していることは確認済みであるが，OWC 部の

影響は未確認である．空気室や PW の構造によっては前面に上揚力が発生し，ケーソンの滑動，

転倒に対して不利になる可能性があり，安全性の検証が重要である．本章では，上記課題を克

服するために行った 1/26 模型，及び 1.5/10 模型による水槽実験の結果について報告する． 

4.1 1/26 模型による水槽実験 

実験水槽は，(独)港湾空港技術研究所の 105m 長水路を使用し，サバイバルコンディションに

おけるケーソン模型の安定性の確認，及びケーソンに作用する波圧強度を測定した（図９）． 
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図９ 水槽実験の風景 

(1) 実験ケース 

実験ケースは，図 10 に示すよう，設計条件（サバイバルコンディション）と発電条件の２つの

ケースを設定し，それぞれ作用波を決めた． 

図 10 水槽実験ケース 

(2) 実験結果 

設計条件による水槽実験の結果，OWC 部を有するケーソン模型の安定性が確保されてい

ることを確認できた．ケーソン前面壁に生じる水槽試験の波圧分布状況結果を図 11 に示す．

図 11 より，測定した壁面に生じる波圧力は，港湾基準に示される照査基準式である合田式で

求めた波圧を下回っており，現設計法の適用で問題が無いことを確認した． 

 

図 11 ケーソン全面に作用する波圧 
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4.2  1.5/10 模型による水槽実験 

水槽実験は，(独)港湾空港技術研究所の大規模波動地盤総合水路（長さ 184m，深さ：12m，

幅:3.5m）にて水理模型実験を行った．模型の縮尺は 1.5/10 とし，実機換算 7.5～12 秒，波高 0.7

～5m の条件で 12 ケースの実験を実施した． 

(1) 実験概要 

実験模型は，コンクリートと鋼板で作成した．図 12 に示す通り高さ 3m 以上長手方向 5m 以

上の巨大模型で，総重量は約 70t となる．これに様々なセンサーを取付けて実験を行った． 

(2) 実験結果 

実験結果の詳細については，別途報告するが，安定性に関しては．4.1 の長水路での結果

と同じく問題ないことが確認できた． 

図 12 1.5/10 模型（重量 70t） 

|5. 発電コストの検討 

波力発電装置の経済性に関して，NEDO が提示している発電単価 40 円/kWh を達成するた

め，波力発電コストについて試算を行った． 

多重共振型波力発電装置の諸元は，酒田港海域で 1990 年代に実施された既往の実証実験

を参照にした。変換効率は，新たに PW-OWC 発電装置の想定変換率を設定した．酒田港にお

ける過去 17 年の波浪統計より導かれた周波数帯別波高分布期待値より，設定エネルギー変換

効率を用いて装置の取得エネルギー量計算を行い，耐用年数期間の発電電力量を合算した． 

発電電力量の試算は以下の仮定，手順に基づき行うものとする． 

① 波力発電装置は固定式とする． 

② 波力発電装置の波エネルギーの一次変換効率は，これまでの水槽実験における基本

性能で得られた値を基に補間して適用する．（長周期側については実験データが得られ

ていないため単調に減少するものと仮定して，補間して用いる．） 

③ タービン・発電機を含む二次変換効率に関しては，「マイティーホエール」での実績等を

参考に，波周期に関わらず一定とし，0.35 と仮定する． 

④ 入射波波高0.5m以下と5.0m以上の範囲については発電を行わないカットオフ域と想定

し，エネルギー取得計算量には含めないものとする． 

⑤ 波力発電装置の想定寿命は 30 年と仮定する． 

発電電力量は，設置海域の波浪出現確率表を基に，設置海域の単位長さ当たりの入射波パ

ワーの期待値を算出した．次いで，一次変換効率と二次変換効率を用いて発電電力量の期待値

を算定した(9)．さらに，年間積算発電電力量，設置期間における総発電電力量の期待値を算出し

た． 
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表２には， PW-OWC 発電装置と従来の OWC 発電装置のそれぞれの発電電力量の期待値

の結果を示す． PW-OWC 発電装置と従来の OWC 発電装置を比較すると発電積算電力量（積

算量）の期待値で約２倍の違いがあることが分かる． 

表２ 発電単価試算結果 

 波パワー 発電 年間量 積算量 

PW-OWC 163.8kW 

(11.7kW/m) 

39.2kW 

(11.7kW/m)

345.2MWh 10355MWh 

単一 OWC 163.8kW 

(11.7kW/m) 

18.2kW 

(1.3kW/m) 

161.7MWh 4839MWh 

このことにより，PW-OWC 発電装置は，従来の OWC 発電装置に比べて一次変換効率の低下

が少なく，PW の効果によって，長周期波側で有利になっていることが示された． 

次に建造コストに対する発電単価の変動を試算した．表２の積算電力量（積算量）のそれぞれ

の結果を用い建造コストをパラメータとした時の発電単価として試算した．今回の検討においては

建造コストを１億円から１億円刻みで変化させた．経済性の試検討は，建造コスト＝建造費＋設

置費＋（維持管理費＋その他）とした．発電単価（円/kWh）＝建造コスト（円）/発電電力量（kWh）

の式で計算し，建造コストに対する発電単価の変動シミュレーションを実施した．結果を図 13 に

示す．図 13 より，単価 40 円/kWh の場合，従来型 OWC 発電装置の場合建造コストは２億円程

度にとどめる必要があり極めて厳しいが．PW-OWC 発電装置の場合ほぼ４億円程度と建造可能

な範囲となっていることが分かる． 

図 13 発電単価試算結果 

また，NEDO の長期目標である 2020 年までに発電単価 20 円/kWh を達成するためには，

PW-OWC 発電装置の場合でおおむね設置費用２億円以下に，従来型 OWC 発電装置の場合

でおおむね１億円以下にすることが必要になる． 

ここでの建造コスト（建造費，設置費，維持管理費含む）には，建造費や設置費，維持管理だ

けでなく，現状では想定が難しい様々な要因全てが含まれることになる．このコストを如何にして

少なくするかを検討することが，最終的に発電単価を低減させるために非常に重要である． 

|6. まとめ 

本論では，従来の単一 OWC 発電装置に比して高効率である PW-OWC 発電装置を提案し，

試設計を行い安全性の確認を行った． 
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(1) 得られた成果 

・ PW-OWC 発電装置の発電出力の推定は，装置内で複数存在する共振周期の特性が発

電効率に大きく関わる．そのため，PW-OWC 発電装置の設計フローを整理するとともに酒

田港をケーススタディとして最適なユニットの諸元を決定した． 

・ 諸元を決定した PW-OWC 発電装置の縮尺模型を利用した模型実験を実施し，耐波安全

性に問題が無いことを確認した． 

・ PW-OWC 発電装置設置後の波圧計測の結果，構造体の設計波，現行の設計法を用い

て問題が無いことを確認した． 

(2) 今後の課題 

・ 二次変換効率の要となるタービン装置（タービン＋発電機）の検証を行い，一次，二次変

換の連結による効率の検証が必要である． 

・ 現時点では，２次元での検証が主であるため，斜め入射波の影響の検証が未完である．

今後，３次元水槽による水槽実験により，斜め入射波の影響について検証が必要である．

・ PW 部の最適構造について未完である．設計を進め，構造体の経済性を高める必要があ

る． 

・ 諸元設計の結果に基づいた，数値目標である発電単価 40 円/kWh を達成するための

PW-OWC 発電装置のコスト試算結果により，建造コストは４億程度に抑える必要がある．

・ 発電単価の低減は，従来の発電効率重視の検討だけでなく，FS など初期設計の段階か

ら現場の建造コストの低減策を考慮に入れたシステム系の設計検討が重要である． 

最後に，本報の成果は(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託業務（「風

力等自然エネルギー技術研究開発/海洋エネルギー技術研究/海洋エネルギー発電システム実

証研究（空気タービン式波力発電」）の結果得られたものであることを付記する． 
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