
洋上風力に関する人材育成と
地元産業の創出

統括コーディネーター 松浦正己

1令和３年度洋上風力産業競争力強化セミナーin九州

令和３年度洋上風力産業競争力強化セミナーin九州

2021年9月27日

2令和３年度洋上風力産業競争力強化セミナーin九州

【設 立】2014年３月19日（任意団体）
【法人登記】2014年10月10日（NPO法人）
【事務所】 本部：〒850-0862 ⻑崎市出島町１−４３ D−FLAG105

⻑崎海洋アカデミー：⻑崎⼤学⽂教キャンパス 研究開発推進機構棟2階
【理事⻑】 協和機電ホールディングス㈱ 代表取締役会⻑ 坂井 俊之
【副理事⻑】東京⼤学 名誉教授 木下 健
【役 員】 理事14名 監事 2名（2020年7月1日〜）
【会 員】（2021年9月1日現在）

○正会員96法人
⻑崎県内79（⻑崎市47・佐世保市15・五島市7・諫早市6・⻄彼杵郡時津町3・平⼾市1）営業所等含む
東京都9・福岡県3・神奈川県2・ 佐賀県1・⼤阪府1・宮城県1

○賛助会員 28法人 （会費なし ）
三菱重⼯⻑崎造船所・三菱電機⻑崎⽀店・EMEC（欧州海洋エネルギーセンター）・日本海事協会・
九電みらいエナジー・⼾⽥建設・ジェトロ⻑崎・CARBON TRUST・日立製作所九州⽀社・
日立パワーソリューションズほか

⻑崎海洋産業クラスター形成推進協議会

事務局
事務部門：2名
プロジェクト部門：6名（事務系：2，技術系：4）

沿革、構成
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再エネ分野で国内企業のシェアが縮小
大手企業のグローバル化対応や再編が進んでいる
（企業城下町の危機）
基幹産業の造船・造機分野が厳しい経営環境にあり技
術人材が流出

長崎海域で浮体式洋上風力・潮流発電の実証事業進展
海洋再エネの先進地スコットランド等との産業交流進展
五島市沖が促進区域、西海市江島沖が有望な区域に
指定

造船等の海事産業が集積している
（産業インフラの充実、高度な技術力や人材など）
県内海域での風力・潮力のエネルギーポテンシャルが高い
海洋関連の学部（造船・水産等）や研究機関が立地
海洋再エネへの地元漁業者等の理解が進んでいる

地元に海洋再エネのアンカー企業が無く中小企業の研
究開発等の人材や資金力が不足
離島への海底ケーブル等の系統連系が脆弱
一般海域の利用に関する促進の遅れ
海洋産業分野での人材の不足

Opportunity hreat

WeaknessStrength

海洋再生可能エネルギーを軸とする新たな海洋産業分野への県内企業の参入を促進
産学官の連携のもと海洋エネルギー関連産業の拠点形成

⻑崎県の産業界の状況

Phase 1 Phase 2 Phase 3
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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ネットワークの形成
JETRO地域間交流(RIT)事業：スコットランドとの交流
⻑崎県・⻑崎⼤学・⻑崎総合科学⼤学との連携協定
新分野進出⽀援事業ネットワーク型（経産省委託事業）

学びの場の提供
戦略産雇用創造プロジェクト
（厚労省補助事業）
セミナー開催

（59テーマ，参加者数:延べ1,027人）

新事業の創出
 開発技術の事業化
 O&Mなどへの取り組み

人材育成（日本財団助成事業）
海洋開発人材育成・フィールドセンター

（⻑崎海洋アカデミーNOA）の創設，運営

海洋再エネの啓発・導入促進
海と日本PROJECT（日本財団助成事業）

⼩中学生向けワークショップ普及，⾼校生海洋伝習所事業，「⻑崎海洋⼤使」海外先進地派遣事業

調査、研究・開発
 潮流発電技術実用化推進事業（環境省委託事業）
 海洋統合環境無人観測プラットフォームMIAの開発（環境省補助事業）
 洋上風⾞メンテナンス関連技術開発事業（⻑崎県補助事業、NEDO委託事業など）

サプライチェーンの形成
地域中核企業創出・⽀援事業（経産省委託事業）
企業情報データベース構築，洋上風力発電関連産業の見える化

活動の概要
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⻑崎海洋アカデミー（NOA）

教室等のインフラ整備 ⻑崎海洋アカデミーの企画運営
1. ⻑崎海洋アカデミー拠点施設整備

⻑崎⼤学の⼀部を教室として改装、VRやワーク
ショップ等に必要な機器も整備

2.フィールドセンター整備
海洋機器開発のための実証実験フィールドの提案と
各種サービスを提供

1. アカデミーの創設
2020年10月開講に向けた体制、施設、カリキュラム作成
コースの円滑な運営

2. 進化し続けるアカデミーの形成
教育コースやサービスの拡充

教室 VR

「⻑崎海洋アカデミー」を創設し、現場
と最新技術を組み合わせた総合的な海洋
人材育成・技術イノベーションの拠点形
成を推進

ワークショップ

＝運営事務局
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日本財団及び⻑崎の産学官が連携し、⻑崎海洋アカデミーが2020年10月に開講し、
洋上風力発電技術者の育成をスタートしました。

開所式と講義風景
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A-1 総論 2日間 オランダ DOBアカデミーをベースに日本マーケット向けにアレンジ

A-2 事業開発 2日間 オランダ DOBアカデミーをベースに日本マーケット向けにアレンジ

A-5 EPCプロジェクトマネジメント 2日間

A-3 ｳｨﾝﾄﾞﾌｧｰﾑ認証とﾏﾘﾝﾜﾗﾝﾃｨｰｻｰﾍﾞｲ、及び保険・ﾌｧｲﾅﾝｽ 2日間

洋上風力産業の業務遂行に必要な知識を俯瞰的に幅広く、十分な深さで習得するためのコース。
マーケットのトレンド、プレイヤー、事業環境、法律、政策面と、技術の基礎知識である計測、機械、電
気、施⼯等について、講義とワークショップで短期間で集中的に習得。

プロジェクトを管理、業務遂行するための⼀連の知識を学ぶコース。
ファームのライフサイクル、入札、コンソーシアムの組成、ファームの設計、組立、輸送、収益性管理、
HSE等を、講義とワークショップで習得。

A-4 基礎構造の選定と洋上施⼯ 2日間

洋上風力での事業特有の認証や保険、ファイナンスについて短期間で習得できるコース。
日本海事協会、東京海上日動保険㈱、三菱UFJ銀行の協力により、リスクマネジメント、認証制度及び
MWS(Marine Warranty Survey)、リスクと保険、事故事例、プロジェクトファイナンス等について習得。

オランダIHC IQIP社と日本海洋掘削㈱との協力によるコース。
各基礎構造と洋上施⼯の具体的方法と留意点，使用される施⼯船と専用機器や環境影響への緩和策，安
全に関して，具体的事例紹介やケーススタディも交えて習得。

エンジニアリング協会が開発した洋上風力EPCマネジメント研修で、プロマネ経験者が指導するコース。
プロジェクト全体の進め方や不測事態への対応など、想定したプロジェクトによるケーススタディで習得。

⻑崎海洋アカデミーで提供する5つのコース

開催実績

3回

2回

2回

2回

8回

受講者総数
270名
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座学だけでなく、実際に⼿を動かして、講義で学んだことを⾏ってみる
ワークショップを数多く取り入れています。

ミニチュア・ウィンドファームの建設 サイト開発シミュレーション・ゲーム タービン選定と発電量・売電収入の試算
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アクセス船 タワーの内部

ナセルの内部 ナセルの上部

実際には内部を見ることが困難な洋上風⾞をVRで体験できる
システムを構築し活用しています。
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今年度中（2021年度）に新たに開講する２コース

A-6 オペレーション＆メンテナンス コース 2日間

A-7 浮体式洋上風力発電 コース 2日間

•コンテンツ：欧州で発電量予測やメンテ戦略のアドバイスを行うコンサルと共同開発中
•講師 ：NOA講師陣、欧州での実績を持つ企業の日本人講師
•内容 ：洋上風力発電の運転・メンテナンスに係る、戦略、契約、保険、責任、

コスト、物流、稼働率、パーツ管理、HSE等について学ぶ。

•コンテンツ：欧州でOil＆Gasプラットフォームの係留や浮体式風⾞の係留技術を持つ
技術コンサル企業と共同開発中

•講師 ：NOA講師陣、開発経験をもつ外部の日本人講師を予定
•内容 ：浮体式洋上風力発電のエリア選定、調査、設計、製造、施⼯、メンテナンス等を学ぶ。
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⻑崎海洋アカデミー フィールドセンター
⻑崎海洋アカデミーが⻑崎県・⻄彼南部漁業協同組合の協力を得て、
海域実験希望者と地元関係機関との調整と海域試験の実施を⽀援いたします。

貸出可能な機器の例
⼩型ROV
ADCP
動揺センサー
データ収録・通信装置 など
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環境省 潮流発電技術実用化推進事業

五島奈留瀬⼾

事業代表者：九電みらいエナジー（株）
共同実施者：⻑崎海洋産業クラスター形成推進協議会



令和３年度洋上風力産業競争力強化セミナーin九州 13

 2021年1⽉中旬に五島市奈留島沖に設置された発電機「なるミライ」
1⽉30⽇には、定格出⼒の500kWを発電開始

環境省 潮流発電技術実用化推進事業
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MIA
Marine environmental data Integrated Acquisition platform

海洋統合環境無人観測プラットフォーム

観測・搭載機器
ドップラーライダー：DIABREZZA

⾼度40〜250mの風況観測
３次元風ベクトル計測（動揺補正機能付き）

独立電源
燃料電池，太陽光パネル，Li-ionバッテリー

その他
風向・風速，気温，湿度，気圧，日射量など

オプション機器
バードレーダー，魚群探知機，水中マイク
ロフォン，カメラ

「海域動物・海底地質等調査促進事業（環境省補助事業）」（2016〜2017）で共同開発

浮体・係留形式
スパー型浮体

全⾼：約26m，浮体径：下部2.15m，上部1.0m
喫水14.5m，質量：約46ton
上部プラットフォーム観測室：2.0m×2.0m，太陽光パネルを含む最⼤幅：5.5m

係留
3点カテナりー係留（チェーン，繊維索の複合ライン）
設置可能水深：30m以深
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MIA
Marine environmental data Integrated Acquisition platform

NEDOの研究委託事業「着床式洋上ウィンドファーム開発⽀援事業 （洋上風況調査手法の確立）」への協力

被検証観測装置として選定された３基のフローティングライダーの⼀つとして，
むつ⼩川原港沖にMIAを設置し、風況データを提供。（2020年10月に設置し、1年間の風況観測中）

令和３年度洋上風力産業競争力強化セミナーin九州 16

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

メンテナンス技術調査、
課題抽出

アクセス船の着桟時の
動揺低減技術の開発

NEDO「新エネルギー等のニーズ発掘・事業化に向け
た技術研究開発事業」：Phase B, Phase C

洋上風⾞のアクセス船の移乗⽀援装置及び
動揺制御フェンダーの技術開発

崎永海運株式会社
風⾞ブレード検査技術、
音響による異常検知技術の開発

⾃主技術開発（⻑崎総合科学⼤学、発電
事業者との共同研究）

音響データに基づく風⾞ブレード
損傷検知技術の開発

不動技研株式会社
波浪中動揺低減技術の応用展開
アクセス船、ブイの動揺低減
⼩型作業台船の動揺低減

技術開発から新事業へ

⻑崎県補助⾦、県内⽀援事業の活用による
新規技術開発のスタートアップ

事業化
取り組み
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ー地元産業の創出に向けてー
⻑崎海洋産業クラスター形成推進協議会の役割

 企業間・産官学連携の支援
 共同研究開発の支援
 県外アンカー企業との窓口
 海外・国内の最新情報の収集，発信
 ⻑崎海洋アカデミーの活動を有効活⽤した⼈材育成
 新規事業参入への支援
 国等への要望のとりまとめ，陳情活動
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⻑崎海洋アカデミー

NPO法人 ⻑崎海洋産業クラスター形成推進協議会


