
0

海洋エネルギー産業拠点に
向けた長崎の取り組み

平成２８年５月２４日

長崎県産業労働部海洋・環境産業創造課

笹川平和財団海洋政策研究所 海洋フォーラム
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背景１ 海洋国家日本をリードする海洋県・長崎

・ 世界第６位の広大な排他的経済水域は様々な海洋資源を有する我が国

のフロンティア

・ 長崎は、海洋国家日本の最前線に位置する海洋県

長崎県

日本の排他的経済水域面積：447万km2

世界の排他的経済水域面積ランキング
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※北方領土を除く

人口 １，４２７千人
県域：東西２１３km南北３０７km

★九州本土に匹敵
海岸線延長：４，２０３ｋｍ（全国１位）
離島数：５９４島（全国１位）
港湾数：１０４ 漁港数２８６

取組の背景
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・ 五島をはじめとした国境離島は、我が国の領域や排他的経済水域の保全

という国家的役割を担っている。

・ 本県の全部離島３市２町の人口は、ピーク時（昭和３５年）の２７万４千人か

ら、１２万９千人（平成２２年）と５３％減少。平成５２年には７万人と推計。

国家権益確保の点からも、
国境離島の人口減少に歯止
めをかけることが不可欠。

海洋の更なる活用で

国境離島の定住促進と

経済活性化を！
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背景２ 長崎県の高いエネルギー・ポテンシャル

発電設備容量

（万Kw）

全国 138,341

九州 36,592

（割合%） 26.5

＜参考＞

日本の総発電能力（2010）

24,360万Kw

■潮流発電導入ポテンシャル
【潮流データ】（資料：NEDO）

洋上風力発電導入ポテンシャル
【風速データ】（資料：環境省）

本県は風速、
潮流ともポ
テンシャル
がある

・ 長崎県は、洋上風力発電や潮流発電の導入ポテンシャルが高い。



日本の造船業は３兆円超の産業。長崎県は、約3,615億円で12%を占め、全国３位。

■長崎県 業種別製造品出荷額等（H26工業統計）

（単位：千総トン）

全国計：3兆1,022億円

（単位：億円）
世界計：6,757万総トン

県計：1兆5,625億円 （単位：億円）

輸送用機械器具製造業

3,672 （23%）

はん用機械器具製造業

2,192 （14%）
電子部品・デバイス・電子回路

製造業 2,961 （19%）

食料品製造業

2,495 （16%）

その他

4,305 （28%）

①愛媛, 

4,675 , 15%
②広島, 

3,792 , 12%

③長崎, 

3,615 , 12%

④兵庫, 

2,491 , 8%⑤香川, 

2,294 , 7%

⑥岡山, 

2,092 , 7%

⑦熊本, 

1,399 , 5%

⑧神奈川, 

1,302 , 4%

⑨佐賀, 

1,246 , 4%

⑩静岡, 

1,122 , 4%

⑪山口, 

1,001 , 3%

⑫大分, 

630 , 2%
その他, 

5,363 , 17%

■国内 船舶製造・修理・舶用機関製造業
製造品出荷額等（H26工業統計）

■世界 新造船建造量【2015年】

■世界 新造船建造量の推移

背景３ 日本の造船業 長崎は全国３位の造船県
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【平成２５年２月１５日】

内閣総理大臣決定

内閣総理大臣が、「ながさき海洋・

環境産業拠点特区」を共に推進する

との意思決定を行なった。

「ながさき海洋・環境産業拠点特区」に認定背景４ 国指定・地域活性化総合特区「ながさき海洋・環境産業拠点特区」



6

背景４ 国指定・地域活性化総合特区「ながさき海洋・環境産業拠点特区」

バラスト水処理装置
平成25年2月
ながさき海洋・環境産業拠点特区に指定

⇒造船・海洋の特区は本県のみ
高付加価値・省エネ船建造促進、造船関連
技術の海洋・環境分野活用

平成25年7月
ながさき海洋・環境産業雇用創造プロ
ジェクト ⇒人材育成・雇用対策を強化
造船振興・海洋クラスター研究開発・事業化
促進、海洋環境エネ振興

平成26年7月
海洋再生可能エネルギー実証フィールド
に選定 ⇒７海域のうち３海域が本県
実証実験海域提供、浮体式洋上風力・潮流
発電の実用化促進

これまでの取組

①ＬＮＧ船や客船等の高付加価値船や省エネ船の建

造促進

②バラスト水処理装置等の環境配慮型技術の船舶へ

の活用

③造船関連技術を活用した海洋エネルギー

産業の拠点形成（ｸﾗｽﾀｰ形成）

新型ＬＮＧ船

海洋における地球温暖化対策

海洋エネルギーの実用化

課 題
（特区のテーマ）

海洋環境の保全対策

海洋エネルギーファーム

～本県のポテンシャル～
●造船は本県の基幹産業であり、

関連企業が集積している。

●広大な海域を有するなど、海洋
エネルギー産業の導入ポテンシャル
が高い。

今後の取組

世界初ﾊｲﾌﾞﾘｯ
ﾄﾞ･ｽﾊﾟｰ型浮
体式洋上風車

環境省実証事業

④造船業及び関連産業の競争力強化

・今後の事業戦略の構築や受注機会拡大への支援

実証から商用化

平成２５年２月１５日
内閣総理大臣決定
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第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
１．海洋資源の開発及び利用の推進

（２）海洋再生可能エネルギーの利用促進

ア 海洋再生可能エネルギー実用化に向けた技術開発の加速
○海洋再生可能エネルギーを利用した発電技術の開発コスト低減、安全性の確保、民間の参入意欲の向上、

海洋産業の国際競争力強化及び関連産業の集積による地域経済活性化を図るため、実証試験のための海
域である実証フィールドの整備に取り組む。

○海洋再生可能エネルギーの利用促進に向けた技術開発を支援するため、実証フィールドの活用
と他の関連施策の有機的な連携を図る。

○実海域での実証を安全かつ確実に進めるため、実証試験等の実施に当たり、第三者が技術的な課題をクリ
アしているかどうかを評価する仕組みについて、検討を行う。

イ 海洋再生可能エネルギーの実用化・事業化の促進
○海洋再生可能エネルギーを利用した発電事業を目的とした海域利用の調整に当たっては、地方公共団体の

役割が重要との認識の下、他の海域利用者等との共存共栄を図るとともに、地域ごとの状況に応じて総合
的な観点から調整を行う。また、円滑な調整のための環境整備の観点から、地域協調型・漁業協調型の海
洋再生可能エネルギー利用メニューを作成・公表するなど、関係者間の認識の共有を図る。

○海域利用に係るルールを明確にするため、必要となる法制度の整備も含めて検討する。
○海洋再生可能エネルギーの利用促進のため、必要となる各種海洋情報を充実するとともに、これらの情報を

容易に閲覧できるよう海洋台帳の充実・機能強化に取り組む。

ウ 海洋再生可能エネルギー普及のための基盤・環境整備
○海洋再生可能エネルギーの買取価格については、実用化の見通しが立ち、費用の検証が可能になった段階

において、国民負担にも配慮しつつ検討・決定する。
○我が国における海洋再生可能エネルギー利用の重要性に関し、国民への普及・啓発活動を実施する。

海洋基本法に基づく「海洋基本計画」（平成２５年４月２６日閣議決定）

海洋基本計画 抜粋



88総合海洋政策本部事務局資料より

海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組方針



H27.10.13 総合海洋政策本部（海洋基本計画進捗状況 抜粋）
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《主な所管業務》
１ ナガサキ・グリーンイノベーション戦略の推進に関すること。
２ 海洋エネルギー産業の拠点形成の推進に関すること。
３ ながさき海洋・環境産業拠点特区に関すること。
４ 海洋再生可能エネルギー実証フィールド、関連事業の誘致促進に

関すること
５ 再生可能エネルギー・水素の導入促進及び関連産業の振興に関

すること。 など

１．長崎県「海洋産業創造室」の新設（H26.4.1～）
海洋産業に係る業務推進を一括して担う「海洋産業創造室」を新設

10

２．長崎県「海洋・環境産業創造課」に改組（H28.4.1～）
「海洋産業創造室」と「ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ推進室」が合併し、「海洋・環境産業創造

課」に改組
海洋産業に係る業務を含む、県の総合計画の政策横断プロジェクトである「ナガ

サキ・グリーンイノベーション戦略」を一体的に推進



11

「地方創生」

• ある分野では、そこ（地方）が一番になる。

• この分野なら、そこ（地方）に行かなければ話が
始まらない。

• 当然 この分野を目指す若者は、そこ（地方）に残
り、そこ（地方）に集まる。

• この分野では、そこ（地方）が、「中心」になる。

• 長崎は、「海洋」であれば、このようなことが

起こせるのではないか。

Ｐ
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国の地方創生戦略の前から

長崎県海洋エネルギー産業の拠点
形成に向けた有識者会議の概要

本県の海洋資源を活用したアジアの拠点として
「海洋エネルギー産業集積形成」や「研究

開発・人材育成の拠点形成」に向けた長崎県の
構想策定に必要な助言及び有識者会議委

員からの可能な支援等を想定

（構 成）
○座 長 ：長崎県副知事
○委 員 ：県内外の有識者、県内産業界等
○事務局長：長崎県産業労働部長

（スケジュール）
①第１回 平成２６年 ９月 ８日
②第２回 平成２６年１２月２４日
③第３回 平成２７年 ３月２６日

※平成２５年度に事前意見検討会を２回実施
○平成２５年１２月１３日
○平成２６年 ３月２４日
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ハイテク産業クラスターの形成メカニズム
の仮説

（出典：「ハイテク型産業クラスターの形成メカニズム-フィンランド・オウルICTクラスターにおけ
る歴史的実証-」経済経営研究, 27(2), 日本政策投資銀行設備投資研究所, 2006年10月, 122頁の図を元
に笹野尚氏（「長崎県海洋エネルギー産業の拠点形成に向けた有識者会議」委員）作成）
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2015

１．イノベーション環境の改善

３．起業環境の改善

２．企業の集積→アンカー企業の出現

４．評判の確立

2018 2020 2025 2030

1-1．海洋エネルギー産業拠点形成構想を策定し産学官で共有・推進（2015～）

1-2．海洋エネルギー実証フィールドを本県海域に整備（2016～）

1-3．実証フィールドのファーストユーザーの獲得（2015～）

1-4．実証フィールド運用機構（仮称）の設計・設立（2016-2017）

1-5．実証フィールドを核とした研究開発拠点形成等（2016～）

（海洋研究センター（仮称）、海洋研究所（仮称）の設置）

2-1．実証フィールドを核とした技術・人材等の蓄積を地場企業の成長に活用（2018-2025）

（長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 → 研究開発・事業化促進の活動センターへと展開）

2-2．商用フィールドの提供により、アンカー企業が出現（2020-2030）

3-1．更なるイノベーションにより、地場企業の受注機会を拡大

（新規創業支援策、インキュベーション施策、イノベーションファンドの追加投入）

4-1．アンカー企業の本拠地として評判が高まる

4-2．企業集積が進み、集積拠点として評判確立

4-3．集積によって、更なるイノベーションを喚起

長崎海洋産業拠点形成のロードマップ（構想）

・海域利用ルール
・開発・製造拠点港
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長崎県海洋エネルギー産業の進むべき方向性

１．実証フィールドの姿を長崎から示す
２．海洋エネルギーのポテンシャルを地域で最大限活用
３．ポテンシャルや蓄積した技術を活かし国内外へ展開

理念・理想

１．海洋エネルギーを活用した複合的価値の創出。
２．世界最先端の技術や人が世界中から集い育つ海洋エネルギーの拠点。(かつての「出島」再来を「海洋エネルギー」で)
３．海洋県としての特性をいかしたクラスター形成を実現し、国の目指す新たな海洋産業の創出に貢献。
４．「課題先進地」から「課題解決先進地」、「エネルギーの需要地」から「エネルギーの供給基地」へとパラダイムシフ

トを実現。
５．地域活力の源泉と捉え、長崎らしい「地方創生」を果たす。

港湾労働者

漁業関係者

ダイバー

関連産業・団体【研究海域空間を目指す】
・海象データの揃った
・安全対策が整った
・社会実装研究所

海洋エネルギー関連技術の
ノウハウの蓄積

【地元産業界の目指す姿】
・コネクターハブ企業、アン
カー企業としての役割
・地元企業による研究開発

・地場企業のビジネスチャンスの拡がり

大学・研究機関

地元産業界

離島

実証フィールド

県

国

・研究施設の提供
・研究成果の共有
・共同研究
・人材交流
・情報提供、助言
・技術・製品ｻｰﾋﾞｽの提供 等

・実証サイト運営、運営対応
・利用者へのONE STOPｻｰﾋﾞｽ
・地元関係者対応
・商用サイト対応 等

・日本に適した海域利用ルール
の検討

・実証ﾌｨｰﾙﾄﾞを中心とした環境
面、安全面に係る日本に適し
たﾙｰﾙの構築・導入 等

検討すべき項目

必要な支援策

必要な支援策
の提言、予算
要求

係わり方

係わり方

長崎で実証

・海外における評判確立

欧米諸国

・研究施設の提供
・研究成果の共有
・共同研究
・人材交流
・専門的なｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 等

【行政の目指す姿】
・県の重要施策として位
置づけ、推進。
・「イノベーション環境
の改善」から

産学官が連携した
クラスターの形成

船舶運行管理者
実証ﾌｨｰﾙﾄﾞ利用者

海上作業

見学・視察

【大学研究機関の目指す姿】
・県内外、国外大学との連携
による研究開発拠点、人材育
成拠点の構築

■４つのステップ
①イノベーション環境の改善
②企業の集積・アンカー企業の出現
③起業環境の改善
④評判の確立

産

官

学
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地元産業界の取組みとして、クラスター協議会が設立され、
活発な活動が始まっている。

クラスター協議会プレゼン資料より



海洋エネルギークラスター形成に向けた支援
「長崎海洋産業クラスター拠点形成推進協議会」への支援・連携

長崎県海洋・環境産業創造課

海洋クラスター構築班

海洋プロジェクト推進班

さらに Ｈ２７年２月より ＰＪ誘致を強化

プロジェクト誘致（海外等）
チーム設置 ３名（非常勤）

支
援

・
連
携

クラスター協議会ＨＰより

クラスター協議会ＨＰより
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長崎海洋産業クラスター拠点形成推進協議会の賛助会員に見るク
ラスターの広がり
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長崎県海洋産業クラスター形成推進協議会



2020

• 英スコットランド国際
開発庁が長崎市内
に事務所「スコットラ
ンドハウス」を新設。

• 海洋再エネ分野や
文化交流の連携拠
点として機能する。

海洋再エネ分野でのスコットランドとの連携による広がり
H27.7.3長崎新聞記事

20



海洋エネルギー関連分野における連携協力に関する協定

21

平成28年3月23日に長崎大学、長崎総合科学大学、NPO法人長崎海洋産業クラスター
形成推進協議会、長崎県の４者は、海洋エネルギー関連分野において、実証フィール
ドを核として、実証から商用化までを見据え、相互に連携・協力し、海洋エネルギー
関連産業の拠点形成に寄与することを目的とする連携協力に関する協定を締結



実証フィールド

【県外企業】

海洋エネルギー関連産業拠点形成推進のための産学官連携協定

◆実証フィールドを“核”とした産学官の連携

・国立佐世保高専
・国内外の大学
・研究機関等

【長崎大学】

○国内外の大学・研究機関との連携による総合研

究プラットホームの構築

【海洋未来イノベーション機構】

○国内外の大学や産業界との連携に

よる研究開発や人材育成

○研究開発拠点の形成

連 携

【長崎県】

○県の重要施策として位置づけ、推進

○実証フィールド運営主体設立準備支援

○産、各大学等の各々の取組みへの支援

○産学連携の取組みへの支援

【長崎県海洋産業クラスター
形成推進協議会】

○知見習得のための各種研修

○実証フィールドを利用した関連事業の参画、

参画に向けた研究開発や人材育成

○蓄積したノウハウを活用し、新規事業を創

出するとともに、中核となる企業を育成

【長崎総合科学大学】

○国内外の大学との連携、大学内や県内大学間

の連携体制構築

【海洋エネルギー研究センター】（仮称）

○国内外の大学や産業界との連携による研究開

発や人材育成

○研究開発拠点の形成

【地場企業】

○海洋エネルギーに係る知見習得
○海洋エネルギー関連産業への参画

連 携

連 携

連 携

○実証フィールドの早期構築
運営主体（H29～）

○研究開発拠点の形成
○事業化の促進と県内企業の参画
及び集積

【実証案件】

【海外企業】

☆海洋エネルギー産業の拠点形成

関連企業の集積

●設計 ●製造 ●設置

●運用 ●メンテナンス ●研究開発

参 画

【特徴、役割等】
・工学研究科と水産・環境科学総合研究科を融合活用
・環境保護・再生型の海洋エネルギー開発、生物資源

の保護・再生・利用への海洋エネルギーの活用等（エ
ネルギー変換・伝送、海洋モニタリング、海洋構造物
設計、海洋ロボット、制御、海洋エネルギーを利用した
地域社会の活性化）を予定

【特徴、役割等】
・７０年の教育研究実績のある造船工

学、海洋工学分野を活用
・経済性向上による実用化促進に関す

る総合システム工学の研究（ケーブ
ル敷設、オペレーション、メンテナン
スを含むシステム設計）を予定

浮体・海中構造
物、流体技術に
強み

生物資源保護・再生，海象調査、
海洋ロボット、水産業への利用に
強み

20
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海洋エネルギー産業拠点形成を
「長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び

「長崎県総合戦略チャレンジ２０２０」に位置づけ推進
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長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要

総合戦略
（2015～2019）

【社会減対策】 ５年間の転出超過数を３割程度減少※

【自然減対策】 ５年後の合計特殊出生率を１．８ ※ ※直近の値は1.66（2014年）

※約8,500人分に相当

【人口100万人確保に向けた３つの基本目標】

【5年間の具体的目標】

●転出超過数を３割程度
減少させる

（直近5年:▲約26千人）

●企業誘致、県内製造業へ
の支援、交流人口の拡大
等により約4,000人の雇
用を創出

【5年後の具体的目標】

●大学新卒者県内就職率を
10％アップ（現状:44.9％）

●高校新卒者県内就職率を
８％アップ（現状:57.7%）

●県内移住者（単年度）を
660人に増やす（現状:120人）

【5年後の具体的目標】

●合計特殊出生率を1.8まで
引き上げる（現状:1.66）

●各地域において県と地域が
連携し実施する地域づくりの
プロジェクトを推進する

１ しごとを創り、育てる ２ ひとを創り、活かす

３ まちを創り、支えあう

「しごと」
「ひと」の
好循環

好循環を支える「まち」

【総合戦略の基本姿勢】

 多彩で魅力ある県土
や特色ある地域資
源、既存ストック な
ど、「本県が持つ強み
や資源のフル活用」

 「人財立県」を推進
し、「人財と産業のイノ
ベーション 」、「ひと」と
「しごと」の好循環を生
み出す

 「支えあい」と「連携」
の推進による「共創の
まちづくり」

豊かな海洋資源

●本県の3海域が、海洋再生可能エネルギー実証フィールドとして国から選定。

多様な歴史・文化

●2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」

アジアとの近接性

●近年中国発着クルーズが増加傾向。H26のクルーズ船の入港数は県全体で92回

で過去最高（H27は、H26を大幅に上回る190回程度の見込み）。

変化に富んだ美しく豊かな自然

●日本初の国立公園「雲仙」や世界ジオパーク「島原半島」をはじめ、豊かな自然がもたらす

食・文化・温泉など、多くの資源を有している。

個性あふれる離島
●五島列島、壱岐及び対馬のほか、数多くの小さな島々が存在。しまの数は594で全国1位。

全国有数の暮らしやすさ
●全国的にみて地震災害や犯罪件数が少ないなど安全安心に暮らせる。

●「学びやすい」、「健康に暮らせる」などお金では測れない豊かな生活が過ごせる。

【本県の強み】
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長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要①

【９つの基本的方向】

(1)将来を展望し成長する

新産業を生み出す

(2)地域に根ざした製造業を育てる

(3)本県の強みを活かした戦略的、

効果的な企業誘致を推進する

(4)農林業でしっかり稼ぐ仕組みを

構築し、農山村に人を呼び込む

(5)地域の柱となる水産業を

育成し、後継者を確保する

(6)魅力ある観光地を創り

国内外から人を呼び込む

(7)地域ならではの産品に

磨きをかけブランド化する

(8)付加価値の高い

サービス産業を育てる

(9)分野横断的施策を推進する

【主なKPI（重要業績評価指標）】

１

し

ご

と

を

創

り

、
育

て

る

海外とも連携したアジアの拠点となる
実証フィールドの創設（H31）

長崎金融バックオフィスセンター構想2020による
雇用計画数 5年間で1,600人

農業・林業産出額
1,505億円（H25）→1,636億円（H31）

サービス産業の県内総生産額
18,150億円（H24）→18,330億円（H31）

宿泊者の観光消費額
1,905億円（H26）→2,441億円（H31）

設備投資などに対する県の支援を受けた
企業の新規雇用計画数 5年間で500人

雇用拡大、雇用条件等処遇改善を実施した経営体
数（累計） 0（H26）→28経営体（H31）

アンテナショップ来館者数
０（H26）→25.5万人（H31）

創業件数 ５年間で3,000件

■海洋エネルギー関連産業の拠点形成、集積化
・国に選定された本県海域（五島市久賀島沖、椛島
沖、西海市江島・平島沖）において、海洋再生可能エネ
ルギーに係る実証フィールド創設を推進

■長崎金融バックオフィスセンター構想2020
・長崎港ウォーターフロントに良質なオフィスを確保し、金融
機関のバックオフィス機能等の誘致・集積を推進
・平成28年4月開設の長崎県立大学情報セキュリティ
学科等と連携した高度専門人材の育成

■収益性向上に向けた生産・流通・販売対策強化
・地域の特性を活かした生産対策や基盤整備の推進、
フードクラスターの構築による６次産業化や販路開拓、
輸出の強化など、生産・流通・販売対策を強化

■雇用型漁業の育成による雇用促進
・定置網漁業等の生産設備改善と加工・流通・観光等
を一体的に取り組む優良な経営モデル構築支援を強化

■観光産業の充実・強化
・付加価値の高いサービス提供等により、更なる観光消
費額拡大と良質な雇用環境創出に繋がる取組を推進

■首都圏アンテナショップの開設と魅力発信
・本県の歴史・文化、食などの魅力を総合的に発信する
とともに、県内市町及び関係企業・団体との連携強化に
より、県産品のブランド化・販路拡大等に取り組む

■創業・起業と事業承継の推進
・クラウドファンディングの活用や上場ベンチャー企業等との
交流促進など、創業時の課題解決を支援
・市町が取り組む創業者発掘事業への支援

■実利を見据えた新たな国際展開
・交流の歴史やゆかりを活かした人的、経済的交流の
強化を図ることで、本県企業の海外展開を促進

海外への進出や販路拡大を行う企業・団体の数
5年間で30社

【主な施策】

基本目標①しごとを創り、育てる
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海洋エネルギー関連産業の拠点形成、集積化

 

浮体式洋上風力 

凡例 

潮流 

 

五島市椛島沖
浮体式
洋上風力

五島市久賀島沖
（潮流）
奈留瀬戸
田ノ浦瀬戸

西海市江島平島沖
（潮流）

江島東側、江島北側、
平島東側

長崎県の３海域が
「実証フィールド」に選定

（平成２６年７月１５日）
全国７海域中３海域が長崎

海底送電ケーブル

変電施設
出力変動対策（蓄電池）

観測装置等浮体式
洋上風力
発電装置

潮流発電装置

☆海洋エネルギー産業の拠点形成

関連企業の集積

●設計 ●製造 ●設置
●運用 ●メンテナンス ●研究開発

実証フィールド

ファーム

実証

実用・商用化

しごとを創り
育てる

重要業績評価指標（KPI）

●海外とも連携したアジアの拠点となる実証フィールドの創設
0（H26） → 1式（H31）

●県内実証フィールドでの海洋再生可能エネルギー実証プロジェクト実施件数（累計）
0（H26） → 5件（H31） 25
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■（新）海洋エネルギー関連産業集積促進事業費

国から選定を受けた海洋再生可能エネルギーに係る実証フィールド創設に取り組むととも

に、海洋再生可能エネルギーの拠点形成を推進

○実証フィールドへの誘致活動

・新たな実証事業誘致のための補助金等

○産学官連携による実証フィールド運営組織の設置準備等
・実証フィールドを運営する主体の設立支援、産学連携の研究開発への支援

○商用化を見据えた取り組み
・実証実験段階から商用化段階に進むにあたって、洋上風力発電機等の
メンテナンス技術の研究、風車を建造するにあたっての作業港湾等を検討

平成28年度 事業の概要

関連企業の集積
海洋エネルギー産業の拠点形成

■（新）燃料電池船建造プロジェクト事業費
○浮体式洋上風力発電による水素ステーションを整備し、再エネ由来水素を動力源とする

燃料電池船を活用して、地元企業等とともに新たな燃料電池船の研究開発を実施

雇用拡大
県民所得向上

選定海域
五島市椛島沖（浮体式洋上風力発電）
五島市久賀島沖（潮流発電）
西海市江島・平島沖（潮流発電）

ナガサキ・グリーンイノベーション戦略
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本県で進行中のプロジェクト



2929総合海洋政策本部事務局資料より

本県で進行中のプロジェクト①「実証フィールド」
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※５県７海域が選定された。７海域のうち３海域が長崎県。



31

実証フィールドとして提案し、選定された海域

・長崎県内市町へ公募。
・４市１町の提案の中から、長崎県
としての提案海域を選定。提案書作成。

・平成26年2月26日国へ提案書提出
・平成26年7月15日国から選定

 

浮体式洋上風力 

凡例 

潮流 

 

五島列島

対馬

壱岐

20

③西海市江島平島沖
（潮流ナーサリーサイト）
江島東側、江島北側、平島東側

②五島市久賀島沖
（潮流）
奈留瀬戸
田ノ浦瀬戸

①五島市椛島沖
浮体式
洋上風力

長崎市・池島

平戸市

31
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6.5km

1.9km

2.3km

5.6km

②
田ノ浦瀬
戸

【潮流】

2.2km 1.4km

0.6km

1.8km

0.8km

1.3km

3.4km0.8km

①五島市椛島沖
浮体式
洋上風力

②五島市久賀島沖
（潮流）

奈留瀬戸、田ノ浦瀬戸

③西海市江島平島沖
（潮流ナーサリーサイト）

江島東側、江島北側、平島東側

平均風速7.0m/s以上が
年間９ヶ月（基準３ヶ月以上）

最大流速3.0m/s

（基準1.5m/s以上）

最大流速2.0m/s

（基準1.5m/s以上）

②奈留
瀬戸
【潮流】

32



長崎海洋再生可能エネルギー
実証フィールド

長崎海洋再生可能エネルギー
実証フィールド

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

ビジネスモデル確立

国家プロジェクト
の誘致推進

経産省、環境省、
ＮＥＤＯ、等

国家プロジェクト
の誘致推進

経産省、環境省、
ＮＥＤＯ、等

ア
ジ
ア
海
洋
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
ン
タ
ー

(
仮
称
）

ア
ジ
ア
海
洋
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
ン
タ
ー

(
仮
称
）

商用フィールド商用フィールド

アジア海洋エネルギーセンター
(仮称）準備室

アジア海洋エネルギーセンター
(仮称）準備室

会員企業への実践、ノウハ
ウ・技術習熟の機会提供

会員企業への実践、ノウハ
ウ・技術習熟の機会提供

関連業務の取り込み
と会員企業への斡旋・

割振り

関連業務の取り込み
と会員企業への斡旋・

割振り

 プロジェクトに企
画段階から食い
込む

 長崎の産学官の
研究・人材・支援
サービス等の受
入態勢、関連地
場企業群をアピー
ル

 プロジェクトに企
画段階から食い
込む

 長崎の産学官の
研究・人材・支援
サービス等の受
入態勢、関連地
場企業群をアピー
ル

コネクターハブ機能コネクターハブ機能

産学官連携に
よる誘致活動

ケーブル・
受変電設備

ケーブル・
受変電設備

管理・保管施設管理・保管施設

海象測定機器海象測定機器

実証プロジェクト組成実証プロジェクト組成

データプラットフォーム運用データプラットフォーム運用

人材養成・
トレーニング

人材養成・
トレーニング

研究開発支援研究開発支援

会員企業群のノウ
ハウ・技術習熟

会員企業群のノウ
ハウ・技術習熟

事業者事業者

誘
致

実証フィールド事業モデル構築
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長崎県・地元自治体

ユーザー

漁業関係者 地域関係者

クラスター協議会

支援

運営主体（内部組織）

漁業共生 地域協調

サービス提供

海外
実証フィールド

大学・研究機関

水槽試験場（大学等）

連携・協力

連携・協力

学習の場

（一財）日本海事協会

日本適合性認定協会

電力会社

連携

審査・認定

系統連系協議

系統連系協議支援

地元サプライチェーン

連携

O&Mサービス

上流開発支援

社会人・学生
金融機関等

ユーザーの拡大 地元サプライチェーン発展

資金調達

海洋人材育成

（ 事業モデル ） （ 運営主体 ）

実証フィールド事業モデルの基本理念

①直ぐに、安心して使用できる実証フィールド

②アジアへのゲートウェイとなる実証フィールド

③基礎研究・海洋人材育成に資する実証フィールド

④新たな地域共生モデルを創る実証フィールド
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環境省洋上風力発電実証事業
浮体式洋上風力発電実証機
（２ＭＷ）
（長崎県五島市椛島沖）

Ｈ２２～Ｈ２３ 海域の選定
Ｈ２４～Ｈ２７ 実証事業

本県で進行中のプロジェクト②「浮体式洋上風力」

34
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※長崎県五島市椛島沖を選定 （陸から約1km、水深約100m）

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

環境調査

小規模試験機（１００ｋＷ）の
実海域設置・運転

実証機（２ＭＷ）の実海域設
置・運転

事業性等の評価

実証スケジュール

（平成22～23年度）・実証海域の選定（周辺漁協・住民の同意等）
・基本設計の決定

【洋上風力発電実証事業（五島市椛島沖）】

・事業受託者グループの代表法人（戸田建設株式会社）を中心に、地元と丁寧に調整をいただき、順調に実
証事業が進んでいる。

・地元関係者も、地域のポテンシャルを生かす取組として、また、地域の振興にもつながる事業として、五島
市・漁協を中心に、協力体制が構築されている。

環境省洋上風力発電実証事業（浮体式洋上風力発電実証）

平成２６年度事業からは、２ＭＷの実証機を用いた本格的な運転データ、環境影響や信頼性、安全に
関する情報を収集し、早期の実用化に向けた知見を得ている。また、余剰電力を水素として貯蔵し、
離島のカーボンフリーのエネルギーとして活用する技術・システム実証を実施。

（環境省資料より）



3636環境省「洋上風力発電実証事業」

浮漁礁（H26年設置）

浮漁礁（H25年9月設置）

五島市提供資料より 36



崎山沖2MW浮体式洋上風力発電所

設置時

浮体式洋上風力発電所

風車設置地点

崎山沖合約5ｋｍ

○設備概要

所在地：五島市下崎山町崎山漁港の沖合

所有者：五島市及び戸田建設㈱

発電所出力：１，９９０ｋｗ

名称：はえんかぜ

風力発電機：ダウンウインド型

浮体施設 構造形式：ハイブリッドスパー型

係留：3点係留カテナリー方式

その他：海底ケーブル（延長5ｋｍ）

37
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環境省平成２６年度から実施 潮流発電の実用化！

国予算（百万円）
H26:550 H27:1000

平成２６年７月１５日採択

38

本
県
で
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
③

「
潮
流
発
電
技
術
実
用
化
」
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6.5km

1.9km

2.3km

5.6km

田ノ浦瀬
戸

【潮流】

五島市久賀島沖（潮流）
奈留瀬戸、田ノ浦瀬戸

最大流速3.0m/s

（基準1.5m/s以上）

奈留
瀬戸

【潮流】

潮流発電実用化実証事業実施海域
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出典：環境省本県で進行中のプロジェクト④「戦略的適地抽出」
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選定結果

出典：環境省HP風力発電等に係る地域主導型の
戦略的適地抽出手法の構築事業

環境省事業 選定結果

長崎県五島市（戸田建設）
洋上（浮体式）：五島市崎山沖、黄島沖
２.２万KW（２M×１１基）
５０万KW (５M×１００基）
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CO2排出削減対策強
化誘導型技術開発・

実証事業
環境省事業 採択

出典：環境省HP

「浮体式洋上風力発電浮体式洋上風力発電施
設における係留コスト の低減に関する開
発・実証」

代表法人：九州大学
共同実施者：東海大学、戸田建設、

日本海事協会

概要：サクションアンカーと合成繊維索から
なる係留システムの開発・実証

本県で進行中のプロジェクト⑤
「浮体式洋上風力 係留コスト削減実証」
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 平成２５年度まで椛島沖に設置されていた浮体式洋上風力発電
の小規模実証機を使った係留実証試験。

• 環境省事業で平成２７年度～２９年度の３ヶ年で実施。

• ３本の係留のうち、１本をサクション方式（※）にする。

• 鉄の鎖のチェーンからから合成繊維での係留にする。

• 係留コストの削減とメンテナンスフリー化を目指す。

※海底に沈み込ませるタイプの係留。

小規模実証機

→現在
洋上観測タワー
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本県で進行中のプロジェクト⑥
NEDO事業「海洋エネルギー技術研究開発」

※2014年9月16日 NEDO 成果報告会資料より引用

http://www.nedo.go.jp/content/100575915.pdf

⑥油圧式潮流発電システム

• 事業期間：H24年度～H27年度



Hawaii National Marine 

Renewable Energy Center 

(HINMREC)

Singapore Tropical Marine 

Centre

Nagasaki-Asia Marine 
Energy Centre

カナダ 日本

アメリカ（ハワイ）

スペイン（カナリア諸島）

フランス
シンガポール

イギリス（スコットランド） イギリス

イギリス

アイルランド

* “International WaTERS Workshop” に招待を受けた主な実証センター 45

世界の実証センター
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・The European Marine Energy Centre

・イギリス スコットランド、オークニー

・2003年設立

・潮流発電（7バース）、波力発電（5バース）

・Offshore Renewable Energy CATAPULT

・イギリス ノーサンバーランド、ブライス

・洋上風力、波力、潮流発電

・Wave Hub

・イギリス コーンウォール

・2003年設立

・波力、潮流、洋上風力発電

・Fundy Ocean Research Centre for Energy

・カナダ ノヴァ・スコシア

・潮流発電

・Plataforma Oceanica de Canarias

・スペイン カナリア諸島

・波力、洋上風力発電

・2015年開業

・フランス ル・クロワジック

・波力、海洋計測
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International WaTERS Workshop 2015  EMEC 資料



・2016年2月26日（金）

・スコットランド、エディンバラ

・世界9か国（カナダ、フランス、アイルランド、日本、シンガポール、韓国、スペイン、イギリス、アメリカ

目的：
①世界中の実証センターのネットワーク形成
②共通課題に関する意見・情報交換
③世界共通のR&D課題の抽出

48

International WaTERS Workshop 

（世界の実証センターのワークショップ）に参加



MeyGenプロジェクト概要

・世界最大の承認済み潮流発電プロジェクト

・2020年代初めまでに、最大398MWの潮流発電タービン
を設置し、イギリスの国営送電網に接続して電力を供給
する予定。

・現在、フェーズ1a（6MW）の建設が進行中

・2016年第2四半期にタービンを設置予定
• プロジェクトの実施期間： 25年

• 設備利用率： 30～42%

• タービン毎の平均発電量： 3.8GWh／年間

• イギリスの潮流発電電力価格： 約300ポンド／
MWh

水深：35m

タービンの高さ：25m

MayGenプロジェクトの実施海域は、
3.5k㎡

タービン総数： 265基

ＮＰＯ法人長崎県海洋産業クラスター形成推進協議会 提供資料

オークニー島

ｶｰｸｳｫｰﾙ

49

潮流発電も商用化に向かっている「ＭｅｙＧｅｎプロジェクト」



50

group

各社ＨＰより

海外からの関心

→Atlantis Resources Ltd.

Atlantis Resources Limited

50
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OpenHydro – Project Example

© OpenHydro Group Limited 2015 | Confidential | Author: Brendan Corr
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課題 → １０年後（イメージ）

１．取り出せなかった価値を→取り出し活用する社会へ
２．見出せなかった価値を→発見し、把握できる社会へ
３．予測や制御ができなかった社会から→予測し、制御し、活用する

社会へ
４．住み分けや協業ができなかった社会から→協調し、高めあう社会

へ
５．言葉が通じなかった社会から→理解しあう社会へ

潜在的な
海のポテンシャル

具体的な
社会の価値に

イノベーションで

Copyright © 2014- Nagasaki Prefectural Government All Rights Reserved.

～海洋のポテンシャルが、
当たり前に社会の価値になる日を目指して～
（漁業と共生する 海の恵みのさらなる活用）



53長崎では、地域との対話を重ね、
使える海洋空間を創出しました。
実海域実証フィールド

五島列島

対馬

壱岐

 

浮体式洋上風力 

凡例 

潮流 

 

②五島市久賀島沖
（潮流）
奈留瀬戸
田ノ浦瀬戸

③西海市江島平島沖
（潮流ナーサリーサイト）

江島東側、江島北側、平島東側

①五島市椛島沖
浮体式
洋上風力

関係漁協を含め、
関係者と合意が完了

（ H26.2.26 国へ提案書提出 ）
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例えば、「漁業との共生」

 

マダイ（スズキ目タイ科）35-40cm 

※海底部の係留チェーン 
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Copyright © 2016 Marine Renewable Energy Fisheries INC. All Rights Reserved.
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・これまで触れてきた取り組みを通じて、実証フィールドの誘致や海洋エネルギー
発電ファームの導入促進など、実証実験から実用化、商品化までを見据える。

・海洋国家の新たなビジネスモデルとして、本県は海洋エネルギー産業の拠点形成
を図っていきたい。

海洋エネルギー産業の集積を目指して

☆海洋エネルギー産業の拠点形成

資料:NEDO HP

実用・商用化
ファーム

関連企業の集積

●設計 ●製造 ●設置

●運用 ●メンテナンス ●研究開発

資料：オープンハイドロ

実証
実証フィールド

57

漁業共生


