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１．なぜ再生可能エネルギー 

 

背景と現状 

風力・水力エネルギー 

太陽光エネルギー 

         の統合利用を目指して 



近未来の電力社会は？ 

• エイモリ―・ロビンス・・・省エネの天才科学者 

  「Small is profitable」  

   「新しい火の創造」(2012） 

   ー 分散型エネルギーが生む新しい世界 
 

• トーマス・フリードマン・・・「フラット化する世界」
の著者、ジャーナリストで著書「グリーン革命」 

  雇用と繁栄はグリーン新産業 

  から生まれる 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg


風力エネルギー・風力産業の特徴 

長所 

 ・クリーンで無限の自然エネルギー 

 ・最も大きなポテンシャルで安価 

 ・日本は先進技術を持っている。 

 ・産業のすそ野が広い。雇用創出。 
 

短所 

 ・エネルギ密度が小、広大な面積が必要 

 ・不規則性、不安定な供給 



水力エネルギーの特徴 

長所 

 ・クリーンで無限の自然エネルギー 

 ・高密度(空気の840倍）、ポテンシャル大 

 ・年間を通し安定。設備利用率が大きい。 

 ・産業のすそ野が広い。雇用創出。 
 

短所 

 ・建設、設置が困難 

 ・高コスト 



背景：  エネルギー自給率 

しかし、再生可能エネルギーを活かせば、
日本はエネルギー自給国、その技術輸出
国になる可能性がある！！ 

毎年30兆円
の輸入 



風力？ 

種々の制約要因による設置の可否
を考慮したエネルギー資源量 

地熱   中小水力  太陽光 
０．１４   ０．１４    １．５  [ 億kW ] 

Science News(JST) 

平成22年度環境省再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査より作成 

電力10社の設備容量 

（東日本大震災以前） 
→ ２億ｋW 



風力 

種々の制約要因による設置の可否
を考慮したエネルギー資源量 

平成22年度環境省再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査より作成 

NEDO (2014) 風況マップ 

電力買い取り制度・技術革新・助
成制度を考慮した導入シナリオ 
 

いろいろな制約を考慮しても 

1.9億kWは得られるだろう。 

風力エネルギーのポテンシャル 

電力10社の設備容量

（東日本大震災以前）
→ ２億ｋW 

環境省： クリーンエネルギー源の９割は
風力エネルギーと推算(2014) 

太陽光
1.5億kW 



Water 1.1TW 

Wind 5.8TW 

Solar 4.6TW 

Californiaでの実験 

2030年 化石燃料から
WWSエネルギーへの転換 

 2030年時の世界の全電力
需要を風力、太陽光、水力
でまかなう。 

     その賦存量（資源）は  

       十分に存在する。 

 

• Wind ５１％ 

• Water ９％ 

• Solar ４０％ 

 

日経サイエンス： 
2010年1月号 
（Stanford Univ.の研究者らの予測） 

昼間 夜間 夜間 

日々の安定供給テスト 



将来の目標 

• 欧州エネルギー技術戦略計画： Wind Force 20、
2020年までにEUの電力需要の20％を風力発電 

 

• 日本： 2020年代  新エネルギーは全体の電力需
要の20％以上。風力発電の寄与は？？？？ 

 

• 中国： 2020年, 風力2億kW、新エネルギー全電力
需要の１２％、2050年に風力10億kW、全電力需要
の17％、新エネルギーで50% 
 

• アメリカ： 2030年に全電力需要の20％を風力発電 
 

• IPCC試算： 2050年 自然エネルギーは世界の需
要電力の７７％を供給可能 



２．高効率レンズ風車の開発 



風力発電と風レンズ効果 

V 

発電量 P は風車に流入する 

風速 V の３乗に比例 P∝V3 

単位体積あたりの運動エネルギー 
× 流入速度 

局所的に風速を上げる。構造体や地形効果をうまく利
用できれば風エネルギーの集中により、発電能力は大
きく向上する。 

風レンズ効果 



レンズ風車とは 
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風エネルギーを集中させ 

発電効率を高めた風車 

２ – ３倍の高出力を達成 

動画 

windlensNHK2.wmv
最新の風レンズPPT


風の流れ 

風車 

集風加速装置 

（風レンズ体） 

風速増加のメカニズム 

渦による圧力低下 

流れを引き込む 

つば 



フィールドでの性能試験（５００Wレンズ風車） 

W 

m/s 

５倍 

ロータ直径0.7ｍのマイクロ風車 
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Part２:  コンパクトタイプの 

つば付きディフューザの開発 

プロトタイプ機第１号 

 

風車に大きな構造物を
取り付ける 

 

大きな風車への適用に
向かない 

 

ディフューザ長さを短くし
たコンパクトタイプへ 



検討したディフューザの形状 

<プロトタイプ> ①プロトタイプのディフューザを切断 

②曲面ディフューザ ③さらにコンパクトな曲面ディフューザ 

※それぞれのモデルに対して，つばの大きさをケーススタディ 
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通常風車に比べ、
２－３倍の出力増
加が期待される。 
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野外発電性能試験、 （定格風速10m/s、ロータ直径2.5m） 

 ３ｋWレンズ風車 野外試験 

Cw*=0.5４ 
(レンズ径面積を基準） 

同時にとても静かな
風車になった。 

40-57dB(10m/s内) 



レンズ風車のメリット 

• 簡単な構造の集風体をつけるだけで２－
５倍の発電出力の増加 

• つばによるヨー制御（必ず風向に正対） 

• 風車騒音の低減化（翼端渦の抑制） 

• 安全性（接触・翼飛散の防御） 

• コンパクト化 → 中型・大型風車への適用 



赤い部分が騒音が大きい領域 

翼先端渦： 
     騒音源 

     誘導抵抗 風車の騒音源 翼先端渦 

レンズ風車： なぜとても静かな風車なのか？  

（通常風車の数分の１の静音性） 



普通の風車（ロータのみ） 

• ブレード先端からの翼端渦が自由流出して下方へ流れ去る。 
 

• この翼端渦は、たて渦でなかなか壊れない。    風切音という騒音源 
 

• 風車のWake（後流）に円筒の壁を作り、外部流の混合を阻み、なかな
か風車後流の回復が得られない。 

CFD: 流体計算 野外実験： 可視化 



静かな風車の証明 
・風車騒音の野外実測値（左図） 
・低騒音のメカニズム（下図） 
（翼先端渦(青）が筒内部壁に反対向き
の渦(赤）を誘導し、お互いに打ち消し
合う。空力騒音の源が消える⇒静か） 

弱風時でも強風時でも、運転中と 

停止中はほぼ同じ騒音レベル 

バードストライクなし 



  
100kW 

レンズ風車 

100kW 

通常風車 

ロータ径 13 m 22 m 

ハブ高 25 m 24 m 

出力 １00 kW 100 kW 

100kW 

レンズ風車 

100kW 

通常風車22/100 

静かな風車の証明  （翼端渦が輪で消える） 

レンズ風車100kW 

20dBの差は1/10

の騒音、事実、こ
の風車は風切音
が全くしない！ 

動画 

伊都動画２.mp4


優れた景観性 

富士通提供番組「世界の車窓から」のCMに登場          

     自然の風景に溶け込む 



レンズ風車の外部評価 

• 外国誌など・・・TIME誌、Recharge誌など、CNNニュース、   
       スミソニアン、Nature、National Geographic, Singapore TV 
• 新聞・TV報道 多数 
• 各種研究助成金の獲得(科研費、NEDO、環境省など） 
• 日本風工学会賞受賞（２００７） 
• 文部科学大臣賞科学技術賞受賞（２００８） 
• 日本流体力学会技術賞（２００９） 
• 科学技術基本計画第１-２期(2001-2008）の大学・公的機関の研究
業績ベスト３９事例集へ選出 

• 中国甘粛省敦煌賞(２０１０) 
• 米国 WEST SUMMIT 2013 (Sustainable Silicon Valley) ４位 
• 産学官功労表彰環境大臣賞（２０１３） 
• JST(日本科学技術振興機構）HP、サイエンスニュース   
• NHK国際番組で海外へ(日本語、英語、中国語で放映中） 
• 国内外で特許取得  

 



社会への貢献と広報 

IMF世銀総会
政府展示 

CNNニュース 

スミソニアン 

池上彰のエネルギー特番（TV) 

NHK室山哲也解説委員（TV） 

日経エコロジー 

毎日新聞（全国版） 

Recharge（再生可能エネル
ギー関係の有名な雑誌） 

学会賞、文部科学大臣賞、環境大臣賞 

CONGRATULATIONS on becoming one of 

the 10 Featured Solutions from the Call for 

Solutions Competition!   Ranked 4th in SSV 

Summit 2013 supported by Google, IBM, MS, 

NASA etc. at Silicon Valley  （シリコンバレーで
の発明コンテスト４位） 

2001-2008における公的機関
研究成果のベスト39に選出（文
科省科学技術政策研究所） 

特許取得、実用化へ 

Natureでも紹介 



３．最近のプロジェクト 
 



中国甘粛省武威の砂漠域へ(2007-2008) 

レンズ風車（５ｋW)による灌漑プラント建設 

５kW Wind-Lens Turbines for 

Irrigation in a Desert Area in 

China  

10,000m2（１ｈａ)の砂漠に３ｋW機
で1日20m3の水を自動的に点滴灌
漑するシステム 



レンズ風車の開発（１ｋW小型機） 2012  

NHKロボットカメラを風力と
太陽光の独立電源で動かす。 

2012.8.1 

1kWレンズ風車 

太陽光パネル（約1.1kW） 

仙台 亘理町 鳥の海（津波で唯一生き残ったビル） 

NHKロボットカメラのシステムへ 

2か所目：伊方原発(2013）、３か
所目：福島第１と第２の間(2014） 
原発23か所設置検討中 



建物群まわりの風況シミュレーションの結果2 

建物の屋上に設置する場合は注意。風況解析を十分に 



博多湾 風況
ポール 

福岡市との共同実証試験 

2009-2010 

数値風況予
測と同時に 

風況ポール
で風観測 

風況予測計算モデル（GIS) 

３ｋWレンズ風車
４台設置 



地上１５ｍ高さでの風況パターン 

(数値風況予測ソフト：九大リアム・コンパクト、分解能２ｍ） 

百道浜海浜公園、福岡市 

Wind 博多湾 

北 
u/Uref 

0.9 

-0.2 

Uref=1 

at z=h 

○赤い部分： 風速が速い 

○河口に風が収束している 

風の通り道を探す 



３ｋWレンズ風車４台設置 

百道浜海浜公園 

百道浜海浜公園3台設置（年平均風速4m/s弱） 

みなと100年公園 

みなと100年公園1台
(年平均風速4m/s） 

福岡市沿岸部 



新型レンズ風車 ３ｋW定格 at 10m/s 

環境省プロジェクト 地球温暖化対策事業（H22-24） 

日本のものつくり支援 

中小企業雇用拡大 

風車の構造検討 

・軽量化＆強度増加 

・耐久性増加 

 

強風時の安全運転 

・電気的ストール 

・非常時ファーリング 

・可倒式ポール 

 

認証試験    FIT 



レンズ風車の大型化（100kW級）2011 
伊都キャンパス次世代エネルギー実証施設プロジェクト 

年平均風速4m/s程度を
期待 

建設地 

100kW級 

ロータ径
13m 

3kW級 

ロータ
径2.5m 

通常風車の2/3サイズのロータ径 

高静粛性 



100KWレンズ風車(中型風車） 
長所:  

•静かな風車 

•従来風車ブレードの2/3

のサイズでOK 

•避雷針で雷害を防ぐ 

•景観性がよい 

Movie 

より美しくするデザインは？ 

伊都動画２.mp4


４．将来への課題と展望 



再生エネルギー導入の二つの方向性 

① 発電量確保タイプ（大型風車＆大規模ファーム） 
 

② スマートコミュニティ融合タイプ 

Small is Profitable  

(エイモリー・B・ロビンス） 
 

分散型エネルギー社会の到来 

本研究のコンセプト 

小は大を兼ねる 



風環境の予測 

 リアム・コンパクトを用いた市街地周辺/複雑地形の風況解析 

市街地 

風車のマイクロサイティング 

良い立地 

悪い立地 

数値風況予測 

（RIAM-COMPACT) 

複雑地形 



わが国技術によるレンズ風車開発 
小型（1kW-3kW機）⇒中型(100kW機）規模のレンズ風車へ 

１kW－3ｋW レンズ風車 

１００ｋW レンズ風車 

長所:  
•高出力発電が可能 
 

•従来型風車ブレードの 

     サイズダウン（2/3）が可能 
 

•静かな風車（騒音問題解消） 
•バードストライク回避 

    （自然保護問題解消） 
•景観性がよい 
 

•避雷針で雷害を防ぐ 

 

短所: 
•  風荷重が大きい 

      スマートレンズ構造 

• レンズのコスト 

      ハイブリッド複合材料   

      (CFRP＆GFRP) 

動画 

九大伊都キャンパス 

風車を取り巻く 

環境問題をほぼ解決 

鳥の休憩場所 

動画 

伊都動画２.mp4
伊都動画２.mp4


レンズ径
15.4m 

ロータ径
12.8m 

その２． レンズ風車の大型化：100kWレンズ風車から
300kWレンズ風車へ → 大規模化の１ｓｔステップ 

洋上浮体第２ステージ用の300kW 

レンズ風車 
 

（陸上用は下にトラス支持体を設置） 

レンズ支持構造を強化
（強風時対応） 

レンズ径
27m 

ロータ径
23m 

旋回ベアリングで
パッシブなヨー機構 

中型規模レンズ風車
（数百kW級） 
 

約2倍の大きさへ挑戦 

浮体の長さ70m:  風車間隔2.3D 

３角形浮体総排水量1500トン 

九大伊都キャンパス100ｋWレンズ風車 

2011年3月設置、固定ピッチ、パッシブヨー 

モノポールタワーを援用
予定、ピッチ制御採用 

伊都動画２.mp4


その３．河川・潮流・海流： 風レンズ技術を利用した水力   

     エネルギーの有効利用   レンズ水車 

ロータ直径１ｍ程度で 
３ｋWレンズ水車が可能。 
 
水の密度は空気の８４０倍 
 
大がかりな土木工事は不要 
 
一年中、一日中流れがある 
    設備利用率、稼働率
は圧倒的に大きい。 

日本の多数の河川、海域
の潮流・海流に導入期待 

回流水槽での試験 

風車と全く同様に３倍の
出力達成 
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その４．洋上浮き島式(プラットフォーム） 
複合エネルギーファーム 

EEZ（排他的経
済水域） 

 

日本は世界６位
の面積を有して
いる 



StageⅠ：博多湾に設置された浮き島と３ｋWレンズ風車 

Hakata Bay in Fukuoka  2011.12.4 

１８m直径の六角形浮体と 、３kWレンズ風車２基と 、2kW太陽光
パネル    8kWの小型浮き島エネルギーファームの実現！ 

平成23年12月4日に設置 
Movie 

           洋上浮き島式エネルギーファーム 

プレストレスコン
クリート工学会
賞受賞 2013 

沿岸陸地の２倍の
発電量を達成 

浮体映像.mp4


RKBテレビ
提供 

渋谷潜水工業提供 

博多湾 浮き島エネルギーファームの海中の様子 

漁礁になっている！ 

レンズ風車の音・振動
は大変静かなので魚に
優しいことを実証 

渋谷さん動画.wmv


StageⅡの候補海域： 四国宇和島西方海
域を検討中  

＜StageⅡ：計画＞近海の沖合いへ（系統連系が可能な距
離）70m級浮き島、養殖生け簀付き1MW発電ファーム 

沿岸部陸地より平均風速が1-2m/s程高い    

 ⇒  総発電量が陸地の２倍！ 
 

うわうみサイト： 年間平均風速6.5m/s 、 

  50年確率波高：4.72m（対応周期：7.5秒） 
 

好条件（好風況、小波浪）が揃う候補地 

＜第２ステージ（Stage Ⅱ）＞ 
70m級浮体構造物を三角形に構成 

漁業との共存 

養殖生け簀・海洋牧場 

何故、浮き島？レンズ風車か？ 騒音や振動が小さく、魚に優しい  

候補海域 

300kWレンズ風車 

太陽光パネル 

周辺外部に
養殖生け簀 

70m級セミサブ浮体 



第２ステージの三角形浮体（浮き島）と周辺生け簀 
（天然資源に依存しない持続的な養殖生産技術の開発） 

 係留と係留の間に多数の
浮沈式生け簀設置 

 自動給餌器をブイ式で設
置、ここに電気を送る 

 ぶり、真鯛、クロマグロの
エコな飼育 ブランド化 

拡大 

自給自足の電源を確保した浮き島
式“養殖”エネルギーファーム実現
に向けた取組み 

 

湾内や内海より沖合に設置する養
殖生け簀では餌の滞留が起きず、 

生き生きと泳ぎ回る養殖魚が育つ 
⇒ 天然魚に近い品質（ブランド） 

浮体式洋上発電施設備 

餌搬送用チューブ 

海底送電線 
主係留索 主係留索 

餌搬送用チューブ 
作業船 

自動給餌ブイ 

主係留索 

可変深度型生簀係留索システム 

拡大 

可変深度型生簀係留索システム 

自動給餌ブイ 

浮体式洋上発電施設備 

浮沈式生け簀 

浮沈式生け簀 

浮沈式生け簀 



浮き島式“養殖生け簀”エネルギー
ファームの研究開発コンソーシアム 

 
✩大学連合 

・九州大学（浮体＆風車＆潮流＆波力） 
・大阪大学（浮体） 
・広島大学（浮体） 
 

✩官（政府、地方公共団体）＆組合 

 

✩産業界 

・造船会社 

・機械メーカー 

・電機メーカー 

・ケーブルメーカー 

・材料メーカー（炭素繊維材料）、防錆 

・養殖会社、生け簀メーカー 

日経新聞 

2011年11月 

大学グループ
と洋上浮体委
員会＆風車委
員会を発足 



＜オプション案＞浮体（浮き島）の周囲と海面下にて 

海象条件により潮流・海流発電および波力発電も可能  

従来の潮流発電より、はるかに
高効率 

レンズ水車 

（浮体・海底から係留） 波力発電 

振動水柱式：空気ウエルズタービン 

一つの浮体でなるべく大きな
発電容量を実現 ⇒ コスト
パフォーマンスが向上 



厳しい気象・海象条件（含津波）を想定した水槽実験もクリア！ 

RIAM-CMEN Simulation: 2nd Stage On-Sea Experiment Model   

Mesh number: 512×320×200 =32.8 million      Particle number: 1.5 million 

CPU number: 32     Elapse Time: 45918s for 7 wave periods （2 hours per wave period） 

＜技術シーズ＞ 

新しい半没式海洋浮体
構造物の開発 
（３角形浮体総排水量1500-2000トン） 
(70-120m級トラス構造物の合体） 



生け簀付き浮き島エネルギーファーム 

Keyword は 「多目的」 

① 分散型エネルギーファーム 

• 風力、太陽光、潮流、波力の
複合発電ファームが可能 

• 水素（液化、アンモニア変換）、
圧縮空気、バッテリー蓄電な
どへの変換・貯蔵 

• 船で輸送、あるいは海底ケー
ブル 

② 漁業との共存 
• 養殖場生け簀、海洋牧場 
• 植物工場（藻の生成、超高
効率バイオマス） 

③ 交通・輸送、水産加工場、他 
• 洋上都市、漁業の基地 
• 電気船、電気飛行機の充電 
• 離島対策（EEZの保全基地） 

将来、大きな産業へ発展  

④ 防災   海上基地として 



各種の浮体式風力発電 

現在の浮体式風力発電   

     風車と浮体が一対      

「浮き島」方式は左図の浮体式
風力発電とは別の方向性 
 

・キーワード： 
多目的・  分散型・地産地消 
 

・水産業と連携 
 

・大きな付加価値 

  

浮き島 

二つの方向で進むと予測：１）大規模・集中化、２）分散型地産地消 

２）浮き島分散型エネルギー基地 

数百m規模 

１） 大規模・集中化基地 

数10MW－数100MW規模の洋
上風力(数km規模） 



浮体式洋上風力発電（浮体式洋上エネルギーファーム）  
2016年以降の導入目標 １GW/年： 大規模集中と分散型の二つの方向性 

100MW規模 
× 10箇所 ＝ 
1000MW(1GW） 

大規模ファーム 
集中化のコンセプト 

中・小規模ファーム 
分散型のコンセプト 

2-3MW規模×  
100箇所 ＝ 
200-300MW 
(0.3GW） 

c c 

c 

c 

c 

c 

本コンセプト 



世界の産業革命 

• 第1次： 石炭と蒸気機関の発明 英国の繁栄 

• 第2次： 石油の発見 アメリカ発の機械文明 

         

      

  

 

• 第3次： 環境産業、（新エネルギー産業、省エ  

    ネルギー産業、資源リサイクル産業など） 

    ・地球と共生できる産業構造？ 

    ・もっと大きな意味で地球に大変化？ 

地球資源を収奪する産業構造 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg


ご清聴ありがとうございました。 


