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研究委員会の活動 
 活動概要  

海洋には持続的生産可能な未利用資源が多く、その利用により人類の発展に多大な恩恵がもた

らされることが期待されている。海洋再生可能エネルギーについては、コンセプト段階から実

証段階まで様々な段階のプロジェクトが進行しているが、商用機として運用例は実質的に無

い。また、水槽実験という視点では再生可能エネルギー関連装置は、従来の海洋構造物と違

い、発電量が重要な評価基準である。そのために水槽実験では、パワーテイクオフ装置の模型

化が重要である。現在、ITTC なども含め、海洋再生可能エネルギー（洋上風力発電、波力発

電、潮流・海流発電）に関する水槽実験についてのガイドラインなどが最近新たに示され、そ

こでも機器の大型化による縮尺模型の問題、水槽の機能スペックなどが色々な面で制約となり

うることが指摘されている。しかし、その課題への対策は具体的に明示されていない。IEC 基

準においても、発電量評価できる“合理的な実験をすべきである”と記されているに過ぎず、具

体的な手順については未整備な部分が多い。本委員会では特に波力発電と潮流・海流発電に関

する水槽実験にターゲットを絞り動向調査を行った。 

委員会の開催  

開催日    場所     出席者数  

第 1 回 平成 27 年 9 月 1 日 日本船舶海洋工学会・本部・会議室  7 名 

第 2 回 平成 27 年 11 月 18 日 日本船舶海洋工学会・本部・会議室  9 名 

第 3 回 平成 28 年 3 月 23 日 長崎商工会議所    7 名 

第 4 回 平成 28 年 5 月 26 日 福岡県中小企業振興センター  7 名 

第 5 回 平成 28 年 9 月 21 日   九州大学有楽町サテライトキャンパス 11 名 

  



海洋再生可能エネルギー水槽実験方法検討委員会 報告書  

１．緒言  

海洋には持続的生産可能な未利用資源が多く、その利用により人類の発展に多大な恩恵
がもたらされることが期待されている。海洋再生可能エネルギーについては、コンセプト
段階から実証段階まで様々な段階のプロジェクトが進行しているが、商用機として運用例
は実質的に無い。 

発展途上段階で有りまたまだまだ様々なコンセプトが出てきている海洋再生可能エネル
ギーの開発を進める上で、水槽実験の果たす役割は大きい。国内の試験水槽を用いた関連
の実験では既存の実験水槽でのスペックに応じ、従来の海洋構造物の水槽実験の手法に則
ることで対応している。しかし、再生可能エネルギー関連装置は、従来の海洋構造物と違
い、発電量が重要な評価基準である。発電量推定における水槽実験には、設置海域環境の
再現・モデル化と、発電装置の模型化・モデル化の双方が重要である。環境の再現という
観点では、実機で喫水も水面上も 100m を超えるような浮体式洋上風車に対応する波・風
の再現、海流・潮流発電であれば縮尺を想定するとわずか数 cm/s での空間的な流速分布
の再現などが水槽の性能として要求され、発電装置のモデル化という観点であれば、例え
ば波浪発電では性能に直結する波浪中での多自由度の運動の模型化などが課題である。ま
た、水槽実験という視点では再生可能エネルギー関連装置は、従来の海洋構造物と違い、
発電量が重要な評価基準である。そのために水槽実験では、パワーテイクオフ装置の模型
化が重要である。 

現在、ITTC なども含め、海洋再生可能エネルギー（洋上風力発電、波力発電、潮流・海
流発電）に関する水槽実験についてのガイドラインなどが最近新たに示され、そこでも機
器の大型化による縮尺模型の問題、水槽の機能スペックなどが色々な面で制約となりうる
ことが指摘されている。しかし、既に触れたように現状では海洋再生可能エネルギーに関
しては発電コンセプトからスケールまで千差万別であることから、詳細な基準を設ける段
階とは言えず、総論的な記述に留めざるを得ない。また、IEC 基準においても発電量評価
が強く求められているが、その具体的な手順については未整備な部分が多い。 

そうした背景の下、（公社）日本船舶海洋工学会の海洋再生可能エネルギー水槽実験方
法研究委員会（S-13 委員会）では波力発電、潮流・海流発電に関する水槽実験について模
型の縮尺、発電機構を含む可動部の模型化などの文献調査を行った。 

調査対象は 2013 年度以降の OMAE・ISOPE・AWTEC、国内会議（海洋工学シンポジウ
ム、日本船舶海洋工学会）に掲載されている文献とした。海洋再生可能エネルギーに関連
する投稿は非常に多いが、実際に実施した水槽実験の報告になっている論文となると、そ



の件数は意外と少なく、調査対象件数は 54 件であった。年度別の件数の内訳を Fig.1 に、
発電タイプ別の内訳を Fig.2 に示す。各年度で大きな変動はなく、また、対象件数の中で
は約 7 割の 39 件が波浪発電、3 割の 15 件が潮流発電であった。 

 

Fig.1：年度別件数 

 

Fig.2：調査対象件数の内訳 

発電機構の略称とその意味については、次の通りである 

 OWSC：Oscillating Wave Surge Converter 
 FP：Floating Pendulum 
 PA：Point Absorber 
 OWC：Oscillating Water Column 
 Otp：Overtopping 
 Axial：潮流の流れに沿った方向に回転軸を置くタイプ 
 Cross：潮流の流れに垂直方向に回転軸を置くタイプ 
 VIV/VIM：潮流による VIV または VIM による往復運動を起振力とするタ

イプ 
 
 



2 波浪発電に関する水槽実験の傾向  

まずは、波浪発電に関してその傾向を調べてみる。波浪発電については、様々な形態が
実験されているが、複数の異なる研究者による比較的まとまった件数の報告があったの
は、OWSC、FP、PA、OWC である。 

既に ITTC や IEC などで水槽実験に関するガイドラインなどが存在しているが、そこで
は実験の目的に応じて、TRL（Technology Readiness Level）あるいは Stage といった言葉
よく用いられている。現状でのガイドラインでは、縮尺 1/100 であれば TRL1~3 相当、
1/20 であれば TRL4~5 相当などのように、ガイドラインで示されている TRL や Stage は
想定実機に対しての縮尺に関連づけて分類されることが多い。 

 そこで、対象論文について、実験に用いられた模型の縮尺の件数を示したのが、Fig.8 で
ある。 

 

Fig.3：実験模型の縮尺の分布 

これを見ると、縮尺 1/50 よりも小さい実験模型による実験は少ないことがうかがえる。
これについては、同様の調査をした風力発電の傾向（1/100 前後に一つの塊がある）とは
異なっている事が判る。これは浮体式・洋上風車に関する水槽実験をする場合、水面上の
ある程度の高さの安定した風エネルギーを如何に取得するかという観点から、実機が従来
の海洋構造物に比して垂直方向に長く巨大になり、風車の大きさに応じた水槽実験のモデ
ル化についてどうしても、大縮尺化が要求されがちであるのに対し、波浪発電の場合は、
自由表面付近での波浪場や浮体運動が重要であることから、実機が鉛直方向にあまり巨大
化しないことも一因とみられる。 

次に少し発電タイプ別にその傾向を調べてみる。海底にヒンジ型の構造物を設置し、そ
れを揺らす（巨大なフラップ型造波機のような形式）OWSC については、Oyster を実機の
モデルとした 1/40 前後の縮尺で実験している例が多かった。 



 

Fig.4：OWSC：Oscillating Wave Surge Converter タイプの例 

実験の目的としては、サバイバルコンディションでの稼働など非線形性の強い現象の検討
をしていることが多かった。これらの報告の中では、実験模型に PTO 機構を搭載し、実際
に出力値を示している例はなかった。これらの報告では、強い非線形性に対応した数値解
析の検証データを提供する実験という意味合いが強く感じられる報告が多かったことか
ら、研究の興味が発電よりも寧ろフラップ周りの流体現象にあるという印象を受けた。水
槽実験におけるモデルの縮尺については、実験水槽における造波性能と実験可能な水深に
より、範囲が限定されることも多いと推察される。 

浮体構造物の波を受ける側面にヒンジ型のフラップを取り付け、そのフラップ運動を発
電力とするタイプの Floating Pendulum （FP）タイプについては 1/20 前後の縮尺模型あ
るいは長さが 1～2m 程度の模型による実験が実施されていた。 

 

Fig.5：Floating Pendulum タイプの例 

この形式は、浮体式で形状の長さ・喫水比にも船舶に近いことから、水槽での造波性能
を勘案すると模型サイズ・縮尺共に無理がないと感じられる。調査した文献の全てで PTO
となる可動部は模型に取り付けられているが、必ずしも得られた出力を掲載してはいなか
った。このタイプの場合、まず浮体内での流れや波とフラップ部の挙動の連成が重要で有



り現状でもその連成効果の検証の意味合いが強い実験が多いとの印象を受けた。また、そ
の検証についても浮体内でのスロッシング的な流体挙動と可動部との連成ということで、
非線形性の強い現象に焦点を当てていることもあり、発電メカニズムとしての全体システ
ムとしての最適化の検証という印象は受けなかった。 

ポイントアブソーバー(PA)タイプについては、linear type とも呼ばれる浮体内に発電軸
を有し、浮体の上下運動から直接発電するタイプや、浮体や堤防の前方などに取り付け、
浮体の運動をヒンジなどの発電機構の運動に変換して発電することを想定しているタイプ
も含めている。それを含めて、1/30 前後の縮尺の模型と、1/10 前後の縮尺の模型に分か
れている傾向がある。 

 

Fig.6：PA：Point Absorber タイプの例 

1/30 前後の模型の場合、TRL1～3 に相当するようなコンセプトや機構の検証を目的とす
る実験が主体となる。この縮尺によるでは、実験によっては可動部が無い場合もある。一
方で PTO 機構を搭載し、何らかの出力を計測している実験もあるが、効率性の検討をする
というよりは、発電機構全体、エネルギーフローおよび同調性の傾向の検証あるいは数値
実験の検証のためのデータ取得の意味合いが大きくなると考えられる。一方、1/10 前後ま
たはそれ以上の大きさのモデルを模型として用いている場合は、PTO 機構における制御シ
ステムの検証を含めた実験を行っていることが多い。出力は得られている場合でも、あく
までも制御による依存が大きいという印象がある。また、想定実機の大きさの違いから実
験模型の実寸でも縮尺が倍半分以上異なることもあった。この辺りも縮尺で精度を議論す
ることの難しさを含んでいると思われる。 

また、近年では複数の PA を想定した解析も出てきていることから、この観点の水槽実験
が増えてくることが予想される。浮体や構造体の内部に波を取り込み、波面の運動による
ピストンで生じる空気流による発電を行う OWC 型については、模型サイズの記述はある
が、縮尺については明記されていないものが多い印象がある。 



 

Fig.7：OWC：Oscillating Water Column タイプの例 

これは、実験で得られた性能評価を下に、想定海域に応じてスケールアップして実機とす
ることを想定していることが多いのではないかと推察される。 

また OWC とするものには、想定実機としても固定式（防波堤などに取り付ける）もの
から浮体として単独のもの、あるいは浮体に取り付ける付加的なものまで様々で有ること
も特徴である。また、実験の目的としても、OWC 型内の空気流によるタービンの性能に焦
点を当てているものと、内部水面変動に焦点を当てているものでは、スケール感が同じで
もかなり実験の目的が異なる印象があった。発電機構のメカニズムからも形状設計に自由
度があり、他の機構との組み合わせによる複合的なコンセプトが出てくる可能性があるこ
とと、空気流と波との密度の大きく異なる物性間の挙動の干渉が大きなテーマであること
から、性能評価としての水槽実験については洋上風車と同様の難しさが内包していると思
われる。 

また、多数の OWC を列配置した実験例も出てきているが、多数の配置に関する実験で
はどうしても縮尺が大きく（一つ当たりの実験装置が小さく）なることから、その実験結
果の持つ意味合いについての検討には注意を要すると思われる。Fig.8 にその他に分類した
中の実験例を示す。 

 
（A）:屈曲型 



 

(B) 回転型 

Fig.8：その他の波力発電の例(A):屈曲型、(B)：回転型 

一つは Pelamis のような屈曲型で複数浮体の運動位相差を起振力とし、一つは波のオービ
タルモーションを回転運動として起振力とさせるタイプである。前者については従来の海
洋構造物に関する水槽実験としての手順がかなり通用すると思われ、縮尺（上図の例では
縮尺は 1/60）に応じた性能評価の議論がしやすいと思われる。一方、後者については、喫
水・水深・波長比などの影響が大きいと考えられ、写真の例では縮尺が 1/10 としている
が、TRL に照らすと TRL1～3 のコンセプトの検証に近い印象を受けた。 

 

3 潮流・海流発電に関する水槽実験の傾向  

潮流・海流発電は船舶等のプロペラの技術を適用したコンセプトが多く、技術的にはあ
る程度成熟していると見られている。 

そこでまず、一般的な船舶のプロペラと同じく、流れに沿った回転軸を設けるタイプ
（Axial Type）のについては傾向を述べる。プロペラの技術あるいはその性能評価としては
成熟していると言われており、水槽実験でも翼の性能向上に焦点を当てているものが多
い。ただし、通常の船舶などのプロペラの推力によって得られる速度と、潮流・海流の速
度には大きな差がある。したがって、発電性能評価という観点では、プロペラに関する水
槽実験で培われたノウハウを直接的に反映させることには、留意が必要と思われる。 

実験を行っている水槽も平面、2 次元、回流水槽と多岐に渡っているのも特徴で、縮尺
でその実験目的を整理することは難しい。また、論文の件数からは潮流・海流発電を想定
した Axial Type に関する実験は数年についてはあまり多くない雰囲気もうかがえたが、こ
れは、ある程度技術的に成熟しているとみられていることから、この数年のプロジェクト
では実海域での性能評価に進んでいるものが多くなっていることも要因と思われる。一方
で、実海域性能の評価の状況によっては、今後しばらくすると、その要素原理の確認と、
更なる性能向上のために実験が増加していく可能性があるとも考えられる。 



 

(A)：浮体取り付け型の動揺性能実験 

 

(B)：2 重プロペラとしての性能評価の実験 

 
(C)：デヒューザーをつけた実験 

Fig.9：Axial Type の実験の例 

 次に、潮流・海流発電に関する実験の例としては、流れに対して垂直方向に軸を持つタ
イプ（Cross Type）について述べる。このタイプは、潮流・海流の流れの方向変化に対し
て柔軟に対応することを想定したコンセプトで有り、一般には最大効率よりは期間トータ



ルとして発電絶対量や稼働率の向上をコンセプトの主眼としていることが多い。一般論と
して、起動トルクが大きく、模型サイズで見積もられる起動トルクからの実機へのスケー
ルアップや、低速流体中での 1 回転での翼間の流れの干渉影響の見積もりなどが課題とし
て挙げられる。水槽実験を通した推力の性能評価については、通常のプロペラの性能評価
を準用できると考えて良いと思われるが、やはり低速運動での各種のエネルギーロスと発
電量の評価を如何に分けるかが大事なポイントになる。 

 

(A)：翼型 

 
(B)：カップ型 

Fig.10：Cross Type の実験例 

水槽実験の論文中においても、Cross Type で発電機を実際に搭載し、その出力を評価して
いる例はなく、発電量に関するものとしては、翼のスラスト力評価あるいは回転トルク・
回転速度の評価をしていることが多い。実験の目的としても、前述した翼間の干渉影響に
関する CFD 等の数値計算結果の検証データを取得することを目的としているものも多い。
コンセプトとしての新規性よりも、コンセプト内での性能の向上（翼形状や翼数の検討な
ども含む）が主題となっている傾向が強いことから、このタイプについては他の発電機構



に比べて当面は水槽実験よりも数値計算が開発を牽引しながら、水槽実験はその数値解析
の検証実験という形で開発が主導されていくのではないかと思われる。 

潮流・海流発電に分類されるものの中で、新規コンセプトがまだ出てきそうなのが、
VIV/VIM を起振力とするタイプの発電である。Fig.11 にその実験例を掲載するが、翼や海
洋構造物ではあまり歓迎されていない VIV/VIM を積極的に利用することを前提としている
ことから、水槽実験の観点では、当面の規格化が難しい部分であると思われる。これらの
実験レポートでは、PTO 機構を搭載し、水槽実験で出力を評価しているモノが多いが、一
方で想定実機に対する縮尺に関しての言及をしていることは多くない。縮尺が記載されて
いないことが多いのは、模型での性能を踏まえて、想定海域で潮流・海流の流速に合わせ
たスケールアップを考えている為と思われることと、現段階としてコンセプトの検証の意
味合いが強く、発電できることを示すことが目的の主となっていることも考えられる。今
後はより性能の向上を評価できるような実験プロセスの開発が求められてくると思われ
る。 

 

 

Fig.11：VIV/VIM による振動による発電の実験例 

 



4．結論  

本研究委員会では、この数年の海洋再生可能エネルギーの中でも波浪発電と潮流・海流
発電にターゲットを絞って文献調査を実施し、その調査に基づく傾向の報告を行った。そ
の結果、２１世紀に入り活発化してきた海洋再生可能エネルギー利用に関して、幾つかの
大型プロジェクトが２０１０年前後以降に実証実験段階に進んだことの影響もあるのか、
ここ数年に関しては、水槽実験に関する論文数は必ずしも多いとは言えなかった。また、
実験で用いられている実験模型は年を追う毎に大型化しているわけではなく、どちらかと
言えば縮尺比の大きい模型としては小さい実験が比較的多い印象を受けた。これは、ここ
数年の水槽実験の役割として、発電機構の動的挙動や制御システムの有効性の評価など評
価項目を絞った実験や、進展著しい数値計算を検証するための実験など、システム全体と
しての発電量評価するようなチャレンジングな実験よりは、既存の水槽実験での実験ノウ
ハウが通用する範囲で実験を実施する傾向が出ている可能性がある。 

しかし、長い目で見た場合には、最終的な開発コストを金銭的も時間的にも抑制するに
は、海洋再生可能エネルギー発電システム全体を精度良く評価できるような水槽実験を実
施出来るようにすることが重要であると考えられる。 

参考資料  

以下のページ以降に、本委員会としての OS を実施した第 26 回海洋工学シンポジウムの講

演用スライド及び調査対象となった論文の 1 枚概要を掲載する。 
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海洋再生可能エネルギーの
水槽実験の動向調査報告

第26回海洋工学シンポジウム 平成29年3月6, 7日 The 23rd Ocean Engineering Symposium, March 6-7, 2017

村井 基彦 横浜国立大学大学院
居駒 知樹 日本大学理工学部
今井 康貴 佐賀大学
平林紳一郎 東京大学大学院
安澤 幸隆 九州大学大学院
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現在、ITTCなども含め、海洋再生可能エネルギー（洋上風力発電、波力発
電、潮流・海流発電）に関する水槽実験についてのガイドラインなどが最近新
たに示され、機器の大型化による縮尺模型の問題、水槽の機能スペックなどが
色々な面で制約となりうることが指摘されている。

現状では海洋再生可能エネルギーに関しては発電コンセプトからスケールま
で千差万別であることから、詳細な基準を設ける段階とは言えず、総論的な記
述に留めざるを得ない。また、IEC基準においても発電量評価が強く求められ
ているが、その具体的な手順については未整備な部分が多い。

そうした背景の下、（公社）日本船舶海洋工学会の海洋再生可能エネルギー
水槽実験方法研究委員会（S-13委員会）では波力発電、潮流・海流発電に関
する水槽実験についての文献調査を行った。

調査対象は2013年度以降の
OMAE・ISOPE・AWTEC、国内会
議（海洋工学シンポジウム、日本船舶
海洋工学会）に掲載されている文献
→ 調査対象件数は54件
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各年度で大きな変動はなく、また、対象件数の中では約7割の39件が波浪発電、
3割の15件が潮流発電であった。

OWSC：Oscillating Wave Surge Converter
FP：Floating Pendulum
PA：Point Absorber
OWC：Oscillating Water Column
Otp：Overtopping
Axial：潮流の流れに沿った方向に回転軸を置くタイプ
Cross：潮流の流れに垂直方向に回転軸を置くタイプ
VIV/VIM：潮流によるVIVまたはVIMによる往復運動を起振力とするタイプ

2017/3 3

複数の異なる研究者による比較的まとまった件数の報告があったのは、
OWSC、FP、PA、OWCである。
既にITTCやIECなどで水槽実験に関するガイドラインなどが存在しているが、

そこでは実験の目的に応じて、TRL（Technology Readiness Level）ある
いはStageといった言葉よく用いられている。
現状でのガイドラインでは、縮尺1/100であればTRL1～3相当、1/20で

あればTRL４～5相当などのように、ガイドラインで示されているTRLや
Stageは想定実機に対しての縮尺に関連づけて分類されることが多い。
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着底物体のピッチ運動
フラップ式・振り子型

発電対象 模型スケール 模型サイズ
模型の 模型の発電機構 計測項⽬

⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

OWSC 1/40 ○ 1 × ○ ○ ○/× ○/○ × 平⾯⽔槽

OWSC 1/40

646 x 310 x 
87.5 mm 
(width x 
height x 

thickness)

1 ○ ○ × ○/× ○/○ ○ 3次元

OWSC 1/40 ○ 1 × ○ × ○/× ○/× ○ 3次元

OWSC 1/25
h:48[cm], 

w:104[cm], 
t:12[cm]

1 × ○ ○ ○/× ○/○ × 3次元

Oscillating Wave Surge Converter 

2017/3 5

発電対象 模型スケール 模型サイズ
模型の 模型の発電機構 計測項⽬

⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

Floating 
Pendulum × 2.65m*0.775

m*0.625m 1 × ○ ○ ○/× ○ ○ 2次元

Floating 
Pendulum × 1.34m*0.775

m*0.310m 6 ○ × ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

Floating 
Pendulum 1/20

実機：L56m 
W30m 
D4.5m

6 ○ ○ ○ ○ × 3次元

Floating 
Pendulum 1/33 ○ 6 ☓ ○ ○ ○/× ○/○ ○ 3次元

Floating Pendulum 

浮体の回転・並進運動
浮体内の振り子運動
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

P A
①予備試験 約

1/20
②本試験 1/16

円筒フロート
直径0.5m,喫⽔

0.2m
①1 ②3 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元、潮流

P A 1/80 直径0.25m,喫
⽔0.25m 1 ○ × × ×/× ○/○ ○ 平⾯

P A × Model scale 6 (heave?) × ○ ○ ○/× ○/○ ○ -

P A 1/40 φ0.3/0.1*D0.
1/1.1[m] 6 × ○ × ○/× ○/○ × 動揺試験⽔槽

P A 1/20 ☓ 1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 3次元
P A 1/50 ○ 1 3 ○ ○PMLG ○/× ○/× × 3次元

P A
①性能確認試験

1/5 ②荒天時対
策確認試験

1/40

②円筒フロー
ト: 幅0.06m, 

⻑さ0.08m, ⾼
さ0.075m

1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元潮流

P A
+Floating 1/12 1.13m*0.5m*0

.166m 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

P A
＋Breakwater 1/20

length: 1m, 
FB width 

0.4m  
1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

Point Absorber

浮体の上下運動
ポイントアブソーバー

2017/3 7

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

波⼒・可動物体 ×
L160m 
W30m 
D3.2m

浮体・1 ○ × ○ ○ 3次元

OWC(FX)+PW × 0.58 m ,44 
m ,0.3 m 3 × × × ○/× ○/○ × 平⾯⽔槽

OWC(FB) 1/50 × 6 × ○ × ○/× ○/× × 3次元
OWC(FB)・

BBDB × 2.5 m x 2.3 
m x 1.1 m 6 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 深海機器⼒学

実験
OWC(FB) × φ0.543m*0

.45(0.35)m 1？ × × × ○/× ×/○（波パ
ワー吸収量） ○ 2次元⽔槽

OWC(FX) × ○ ？ × ○ × ○/× ×/× ○ 2次元⽔槽

OWC(FX) 1/20 ○ 1？ × × × ○/× ×/× ○（⼀次変
換効率） 2次元⽔槽

OWC 1/50.0 4.9m 浮体 ○ × ○

OWC(複数) 1/50.0 × 6 ○ × × ○/× ○/○ × ×(恐らく平⾯)

稼働チューブ ○ ○ 6 × ○ ○ ○/× ×/× ○ 2次元

OWC・BBDB

波力→空気振動
ＯＷＣ・箱型浮体（ＢＢＤＢ）
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

Overtopping 1/10~1/25 - 0 ○ × ○ × × ○ 2次元

Overtopping 1/10.0
L22m 
W23m 
D1.2m

0 固定 ○ × × ○ ○ ○ 2次元

Overtopping 1/10.0 ○ 0(固定式) × × × ○/× ×/× ○ 2次元

Floating 
Breakwater 1/37.5

L53m 
W1.0m 
D1.25m

浮体 ○ ×

Floating 
Breakwater 1/10.0

L 0.78m, W 
0.80m, D 
0.60m, draft 
0.25m

1 × × × ○/× ○/○ × ⾵洞

波⼒・
Cross(V)・FX × D0.09m 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

Overtopping and …

波の位置エネルギー
オーバートッピング
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

波⼒・可動物体 1/40.0 1.0m+1.0m
+1.0m 6 × ○ × ○/× ○/○ × 動揺試験⽔槽

波⼒・可動物体 1/60 0.2m*0.3m*
0.02m×2 6 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

圧電素⼦ × 0.2*0.3*0.1
5(0.1)m 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

圧電素⼦ × × 0 × × ○ ○ × ○

波⼒・可動浮体 ×
20cm*30cm
*14.0(5.7cm

)
1 × ○ × ○/× ○/× × 2次元

波⼒・回転型 1/10.0 × 1 ○ ○ ○ ○/× ○/○ × 3次元

浮体の変形・多自由度浮体運動
（ペラミス・圧電素子）
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

潮流・Axial(H) 1/10.0 × − × ○ × ○/○ ○/○ × Tow tank

潮流・Axial(H) ×
L4.0m 
W1.8m 
D1.2m

× ○ × ○ × circular tank

潮流・Axial(H) 1/19.0 ○ 3(heave, 
pitch, roll) × ○ × ×/× ○/○ × 3次元

潮流・Axial(H) 1/8.5 ○ 0? × × × ○/○ ×/× × 2次元

潮流発電
Axial Flow

2017/3 11

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

Cross(V) × × − × ○ × ×/○ ○/× ○ 回流⽔槽

Cross(V) ○ ○ 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × ⾵洞付造波回
流⽔槽

Cross(V) × 直径76.2, 
6.4, 12.7mm 1 × × × ○/× ○/× × 2次元

Cross(V) × 0.3m*0.6m 1 × × × ○ × ○ 2次元

Cross(V) ×
•ダリウス
翼 (L x C) 
0.6 m x 
0.118 m

0(固定) × × × ×/○ ×/○ × 回流

Cross(V) ○ ○ 1 × ○ × ○/○ ○/○ × 回流⽔槽

潮流発電
Cross Flow
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

潮流・VIM × ○ 1 × × ○ ○/○ ×/○ ○ 2次元

潮流・VIM × ○ 2 × ○ ○ ○/○ ×/× ○ 回流⽔槽

潮流・VIM × ○ 6 ○ × × ○/× ○/○ × 2次元

潮流・はためき × ○（⼀部の
み） 1 (yaw) × × ○ ○/○ ×/○ ○ 2次元

潮流・はためき × ○ 1(yaw) ○ × × ○/× ○/○ × 2次元

潮流発電
その他
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この数年の海洋再生可能エネルギーの中でも波浪発電と潮流・海流発電にター
ゲットを絞って文献調査を実施し、その調査に基づく傾向の報告を行った。

• ２１世紀に入り活発化してきた海洋再生可能エネルギー利用に関して、
幾つかの大型プロジェクトが２０１０年前後以降に実証実験段階に進ん
だことの影響もあるのか、ここ数年に関しては、水槽実験に関する論文
数は必ずしも多くはない。

• また、実験で用いられている実験模型は年を追う毎に大型化しているわ
けではなく、どちらかと言えば縮尺比の大きい、模型としては小さい実
験が比較的多い印象を受けた。

• これは、ここ数年の水槽実験の役割として、発電機構の動的挙動や制御
システムの有効性の評価など評価項目を絞った実験や、進展著しい数値
計算を検証するための実験など、システム全体としての発電量評価する
ようなチャレンジングな実験よりは、既存の水槽実験での実験ノウハウ
が通用する範囲で実験を実施する傾向が出ている可能性がある。

• しかし、長い目で見た場合には、最終的な開発コストを金銭的も時間的
にも抑制するには、海洋再生可能エネルギー発電システム全体を精度良
く評価できるような水槽実験を実施出来るようにすることが重要である
と考えられる。

謝辞
本論文をまとめるにあたっては、（公社）日本船舶海洋工学会のS-13研究委員会のメンバーだけでなく、文献調査として、東京大
学の小坂君、木下さん、横浜国立大学の桒田君、井上君、池増君、望月君、佐賀大学の坂中さん、九州大学の瀬戸口君に多大な協
力をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。2017/3 14
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波力発電

着底物体のピッチ運動
フラップ式・振り子型

2017/3 15

Dripta Sarkar 
University College Dublin Belfield, 

Dublin, Ireland

Emiliano Renzi
University College Dublin Belfield, 

Dublin, Ireland

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

OWSC × ○ 1 × ○ × ○/× ○/× × 2次元

発電対象
• サージ振り⼦振動型波⼒発電

模型サイズ
• Table.1参照

模型の運動⾃由度
• 1⾃由度
• Hinge部分を中⼼にフラップが回転する

計測項⽬
• 波の群速度
• 波⾼（模型の⼿前で計測）
• フラップの⾓速度

⽬的
• 不規則波中での⼆種類の装置の性能を⽐較す

る。

振り⼦振動型波⼒発電装置の不規則波中における発電効率に関する研究
OMAE2013-10188

Fig.1 Geometry of the System(a) plan view, (b) section

Table.1 Configuration of the flaps

Table.2 Power capture comparison

WAVE POWER EXTRACTION BY AN OSCILLATING WAVE SURGE CONVERTER IN RANDOM SEAS 
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

OWSC ○ ○ 1 × ○ ○ ○/× ○/○ × 平面水槽

発電対象
• Oyster型波⼒発電装置

模型の運動⾃由度
• 1⾃由度（pitch)

模型の発電機構
• 油圧システム

計測項⽬
• 油圧システムの作動状況
• 画像解析によるOysterのpitch⾓の変化

模型スケール
• 1/40
• 実機サイズ

フラップ：幅26m ⻑さ12m 厚さ6m 

⽬的
• Oyster型波⼒発電装置の⽣物付着による、性能への影響評価を⾏う。

AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE HYDRODYNAMIC EFFECTS 
OF MARINE GROWTH ON WAVE ENERGY CONVERTERS

Roxana Tiron

University College Dublin
Belfield, Dublin, Ireland

Kenneth Doherty

Aquamarine Power Ltd
Edinburgh, U.K.

Sarah Gallagher

University College Dublin
Belfield, Dublin, Ireland

OMAE2013-10698

Fig.1 The 40th scale model of Oyster 800 used in experime

Fig.2 Marine growth attachments long stripes
long stripes on the seabed in front of the device
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NUMERICAL STUDY OF WAVE SLAMMING ON AN OSCILLATING FLAP

Yanji Wei
School of Mathematical 
Sciences 
University College Dublin 
Alan Henry 
Engineering Research 
Aquamarine Power Ltd. 
Edinburgh, Scotland, UK 

Olivier Kimmoun
Structure Atmosphere Ocean 
department 
Ecole Centrale Marseille 
Marseille, France  
Frederic Dias 
School of Mathematical Sciences 
University College Dublin Belfield, 
Dublin, Ireland

scale 1/40

length 16.7m

width 0.65m

water depth 0.255, 0.305, 0.355m

distance from the wave 
maker 12.2m

wave height 0.08, 0.10, 0.12m

Periods T 1.9sec

sample rate 2000fps

number of wave probes 7

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

OWSC × ○

OMAE2014-23171, pp. V08AT06A016; 9 pages

It is now well known that bottom hinged Oscillating Wave Surge 
Converters (OWSCs) are efficient devices
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A Two Dimensional Experimental Investigation of Slamming of an Oscillating Wave Surge Converter

ISOPE2014, 14TPC‐0969Henry

Water tank   :   L 16.77 m × W 0.65 m× D 1.5 m
(at Ecole Centrale Marseille (ECM), Marseille, France)

Wave height :  0.114~0.165m
Wave period : 1.26~2.00sec
Regular wave

Alan Henry1, Olivier Kimmoun2, Jonathan Nicholson1, Guillaume Dupont2, Yanji Wei3, Frederic Dias3
1 Engineering Research, Aquamarine Power Ltd., Edinburgh, Scotland
2 Structure Atmosphere Ocean department, Ecole Centrale Marseille, Marseille, France
3 School of Mathematical Sciences, University College Dublin, Dublin, Republic of Ireland.

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Oscillating 
Wave Surge 
Converter 
(OWSC) 

1/40 646 x 310 x 
87.5 mm 
(width x 
height x 
thickness)

１

○ ○ ×

○/× ○/○ ○ 3次元

The numerical simulation of wave slamming on the oscillating flap is 
performed using the commercial CFD package, ANSYS FLUENT.

The initial two dimensional experiments have given further insights into the slamming of an OWSC. The general behaviour of the 2D 
representation of Oyster was found to be reasonably comparable with that of the 3D model reported by Henry et al (2013).

However it should be noted that there are still significant differences between 2D and 3D experiments in terms of the fluid‐body interaction. The 
over‐damped nature of the 2D experiment meant that the water level had to be dropped considerably to enthuse the slamming event to occur.

2017/3 19

Designing Short Term Wave Traces to Assess Wave Power Devices

16TPC-1300

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

OWSC 1/40 ○ 1 × ○ × ○/× ○/× ○ 3次元

⽬的
• 特定のWECの平均的なpower captureに必要な統計的に有

意なsea stateの検討

P´al Schmitt1, Lucas Danisch2, Paul Lamont-Kane1, Bj¨orn Els¨aßer1
1Queenʼs University Belfast Portaferry Northern Ireland, 2TU Hamburg-Harburg Hamburg 
Germany

発電対称
• OWSC(Oscillating Wave Surge 

Converter)模型サイズ
• Table.1参照
模型の運動⾃由度
• 1⾃由度（pitch)

模型の発電機構
• 海⾯のSurge motionを増幅し海底に連結さ

れたhingeのpitch motion を⽣みだし発電す
る。

• 固定式

Table.1

計測項⽬
• Damping levelとflap rotation, surface 

elevationの測定を⾏った。Power outputが
最⼤となるdamping levelの計測を異なる
flap shapesとsea stateで⾏った。

⽔槽サイズ
• L:20m, W:4.58m

今後の課題
• WECの設計のCFDによる評価
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Yanji Wei 
School of Mathematical Sciences, University 

College Dublin Belfield, Dublin, Ireland 

Bjoern Elsaesser
School of Planning, Architecture and Civil Engineering, 

Queenʼs University Belfast Belfast, UK 

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

OWSC 1/25 h:48[cm], 
w:104[cm], 
t:12[cm]

1 × ○ ○ ○/× ○/○ × 3次元

発電対象
• OWSC サージ振動型波⼒発電

模型サイズ
• h:48[cm], w:104[cm], 

t:12[cm]
模型の運動⾃由度
• 1⾃由度
• ヒンジを中⼼にフラップが回転す

る
模型の発電機構
• なし
計測項⽬
• フラップ⾯の圧⼒（Fig.2参照）
• 各位置の波⾼（Fig.3参照）

模型スケール
• 1/25

⽬的
• OWSCの応答について数値計算と模型実験の⽐較を⾏う

振り⼦振動型波⼒発電装置の数値シミュレーション
OMAE2013-10189

Fig.1 SCHEMATIC REPRESENTATION OF THE TANK BATHYMETRY. 
THE DIMENSIONS ARE IN METERS (NOT TO SCALE).

Fig.2 POSITIONS AND NUMBERING OF 
THE PRESSURE SENSORS

Fig.3 POSITIONS AND NUMBERING OF THE WAVE
PROBES IN THE TANK

NUMERICAL SIMULATION OF AN OSCILLATING WAVE SURGE 
CONVERTER

2017/3 21

NUMERICAL STUDY OF WAVE SLAMMING ON AN OSCILLATING FLAP

Yanji Wei
School of Mathematical 
Sciences 
University College Dublin 
Alan Henry 
Engineering Research 
Aquamarine Power Ltd. 
Edinburgh, Scotland, UK 

Olivier Kimmoun
Structure Atmosphere Ocean 
department 
Ecole Centrale Marseille 
Marseille, France  
Frederic Dias 
School of Mathematical Sciences 
University College Dublin Belfield, 
Dublin, Ireland

scale 1/40

length 16.7m

width 0.65m

water depth 0.255, 0.305, 0.355m

distance from the wave maker 12.2m

wave height 0.08, 0.10, 0.12m

Periods T 1.9sec

sample rate 2000fps

number of wave probes 7

発電対象 模型スケー
ル

模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

OWSC × ○ 1(Pitch) × ○ ○ なし ○/○ × 2次元
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波力発電

浮体の回転・並進運動
浮体内の振り子運動

2017/3 23

発電対象 模型スケール 模型サイズ
模型の 模型の発電機構 計測項⽬

⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

Floating 
Pendulum × 2.65m*0.775

m*0.625m 1 × ○ ○ ○/× ○ ○ 2次元

Floating 
Pendulum × 1.34m*0.775

m*0.310m 6 ○ × ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

Floating 
Pendulum 1/20

実機：L56m 
W30m 
D4.5m

6 ○ ○ ○ ○ × 3次元

Floating 
Pendulum 1/33 ○ 6 ☓ ○ ○ ○/× ○/○ ○ 3次元

Floating Pendulum 

浮体の回転・並進運動
浮体内の振り子運動
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Experiments and Numerical Analysis on Conversion Efficiency of Floating Pendulum 
Wave Energy Converter in Regular Waves

Kazutaka Toyata, Shuichi Nagata, Yasutaka Imai and Toshiaki Setoguchi
Saga University

〇目的

・実験による規則波中の浮体型振り子発電装置のエネルギー変換性
能を調査し、実験値と数値解析との比較を行い、解析方法の有効性
を調べることを目的とする。

〇発電対象
・浮体型振り子発電装置

〇模型サイズ
・Fig.1 参照

〇模型の発電機構
・ブーリー，ベルト，発電機からなるPTOシステムを搭載したFPEC模型を
使用した(Fig.2 参照)。

・発電機はSKY電子製企業のSKY‐HR125を用いた。

〇計測項目
・入射波，反射波，透過波の振幅を波高計で計測。
・光学式運動記録システムHALCOMによって浮体の運動を計測。

発電
対象
・方式/
形式

スケール 模型
サイズ

実験目的 模型の運動自由度

（剛体・可動部付き
剛体）

PTOの発電機構 実験・計測項目
発電機として
の可動部

発電（を模した）機
構

発 電 の 有
無

実験
条件

設計
荷重
（単位）

運動
応答
（単位）

発電
出力

Floating 
Pendulu

m 
×

2.65m*0.
775m*0.6

25m

設計
要件 3自由度

+1(振り子)

〇 有り ﾀﾞﾝﾊﾟ機構

有り 規則波 × 〇 〇
〇

発電
性能

無し 〇 発電機

その他 不明 その他

Fig. 2 Power Take‐off System

Fig. 3 Experimental equipment configuration in wave tank

Fig. 1 Schematic diagram of experimental model

ISOPE‐I‐13‐196
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Floating 
Pendulum 

× ○ 6 ○ × ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

発電対象
• 浮体型振子式発電装置

模型サイズ
• Fig.1参照

模型の運動自由度
• 6自由度

模型の発電機構
• サーボモーター

計測項目

• MVTec社製画像解析プログラムHALCONにより浮体動揺を計測
• 検力計で係留力を計測
• サーボモーターによる一次変換効率
• 水室内波高

目的

• 浮体型振り子式波力発電装置の発電効率をさらに高めるために，
装置のエネルギー吸収特性の可能性を明らかにする

浮体型振り子式波力発電装置の負荷特性に関する研究

OES24‐14
永田修一 佐賀大学村上天元 佐賀大学 今井康貴 佐賀大学辻本光淳 佐賀大学

Fig.1 Experimental model 

Fig.3  Experimental equipment configuration in wave tank

Fig.2  Board for motion capture 
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ISOPE2014, 14SYH‐17Park

Water tank   :   L 56 m × W 30 m× D 4.5 m
(at KRISO)

Scale size      :       1/20
Wave height :   0.075m
Wave period : 0.783~3.578 sec
Regular and irregular wave

Comparative Study of Wave‐induced Motion for Two Types of Floating Pendulum Wave Energy 
Converters

J. Y. Park, B.W. Nam, S.H. Shin and S.Y. Hong
Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering, Daejeon, Korea

The motion responses were compared through model tests under operational and survival wave 
conditions and were numerically analyzed through a higher‐order boundary element method 
(HOBEM) using the wave Green function.
From experimental and numerical data, 6‐DOF motion responses were compared under survival 
conditions.

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Floating 
Pendulum 

1/20 実機：L56m 
W30m D4.5m

浮体
6

○ ○ ○ ○ ×
3次元

In the future, energy conversion systems will be required to analyze the power generation performance of WECs. 
Furthermore, we will design a mooring system for a floating pendulum WEC and conduct numerical and experimental 
studies.

Under operating wave conditions, both models showed the same power 
generation performance with increasing incident wave period up to 7 s. Beyond this 
period, the wave energy moved the main device, and the relative angular motion 
amplitude of the pendulum decreased.

Additionally, we evaluated the survivability of each model under irregular wave conditions. The pitch and roll motions 
of model A, which has a motion damping plate, were 30%–40% lesser than those of model B, making model A more 
suitable for WECs in terms of survivability under extreme wave condition.

2017/3 27

WEC-SIM PHASE 1 VALIDATION TESTING
- EXPERIMENTAL SETUP AND INITIAL RESULTS

OMAE2016‐54984

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Floating 
Pendulum 

○ ○ 6 ☓ ○ ○ ○/× ○/○ ○ 3次元

発電対称
• 浮体式サージ振動型発電装置

(Floating Oscillating Surge Wave Energy Converter)

計測項目

• モーションセンサー、発電出力、波高、フラップ回転角、
圧力センサー（フラップ部）、回転トルク（フラップ部）

模型スケール
• 1/33

目的
• WEC‐Simにおける数値シュミレーションの検証と妥当性をとる。
• 生存性を良くするために、新たな機器と負荷を特徴づけるプロセスの評価を行う。
• 関連するデザインと仕様に合わせた高品質のデータを一般公開すること。

水槽概要
• Wide：26.5m，Long：48.8m，Depth(max)：1.37m
• Wave paddles：29 wave paddles

模型の運動自由度
• 6自由度

模型サイズ
• Platform length:1.40m，width:0.96m，draft:0.52m，

freeboard:0.24m
• Flap width:0.76m，draft:0.46m，freeboard:0.12m，

thicknss:0.12m(top),0.05m(bottom)

FOSWEC 1:33 scale design for wave 
basin testing atHWRL

Underwater view of the FOSWEC 
during the heave decay test PTO installation in 1:33 scale 

FOSWEC
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浮体式波浪発電を想定した
波浪中ロル運動による浮体応答性能の向上に関する研究

OES25‐015

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・可動浮体 × 20cm*30cm*1
4 0(5 7 )

1 × ○ × ○/× ○/× × 2次元

目的

• ロル状態浮体に単一周期の規則波を当てることでその波浪中運動を計測し、
波浪発電に適した浮体となりうる可能性について検討する

西澤 峻也 JMU（研究当時：横浜国立大学大学院 環境情報学府）
村井 基彦 横浜国立大学大学院 環境情報研究院

発電対称
• ロル状態を利用した波浪発電

模型サイズ
• Table.1参照

模型の運動自由度
• 1自由度（Roll)

模型の発電機構

• 記載なし？（波の力を浮体の運動エネルギーとして取り
出し電気エネルギーに変換するタイプ、と記載）

計測項目
• 規則波をあて、その波浪中運動（Roll）を計測（その後、

数値計算結果と照らし合わせ）
• 入射波は周期が06～1.4 [s]の範囲で与えられ、最大波

傾斜が4°となるように波振幅の調整を行う

2017/3 29

波力発電

浮体の上下運動
ポイントアブソーバー
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

P A
①予備試験 約

1/20
②本試験 1/16

円筒フロート
直径0.5m,喫⽔

0.2m
①1 ②3 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元、潮流

P A 1/80 直径0.25m,喫
⽔0.25m 1 ○ × × ×/× ○/○ ○ 平⾯

P A × Model scale 6 (heave?) × ○ ○ ○/× ○/○ ○ -

P A 1/40 φ0.3/0.1*D0.
1/1.1[m] 6 × ○ × ○/× ○/○ × 動揺試験⽔槽

P A 1/20 ☓ 1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 3次元
P A 1/50 ○ 1 3 ○ ○PMLG ○/× ○/× × 3次元

P A
①性能確認試験

1/5 ②荒天時対
策確認試験

1/40

②円筒フロー
ト: 幅0.06m, 

⻑さ0.08m, ⾼
さ0.075m

1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元潮流

P A
+Floating 1/12 1.13m*0.5m*0

.166m 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

P A
＋Breakwater 1/20

length: 1m, 
FB width 

0.4m  
1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

Point Absorber

浮体の上下運動
ポイントアブソーバー
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日本近海に適したフロート式波力発電装置の開発

宮島 省吾 (株)三井造船昭島研究所
大森 英行 (株)三井造船昭島研究所

前村 敏彦 三井造船株式会社 OES24‐072

発電対象
• 可動物体型波力発電装置(ポイントアブソーバー)

模型サイズ
• ①円筒フロート 直径0.5m,喫水0.2m
• ②円筒フロート 直径0.5m,喫水0.2m＋浮力体

模型の運動自由度
• ①Heave (着定式) ②Heave,Pitch,Roll (TLP) 

模型の発電機構
• 模型フロートの制御／回生機構としてサーボモータとボールねじの組み合わせを採用。

• 同調制御は，フロート横の波高データを使用する速度制御方式と，入射波周期に応じ
てモータで発生させる付加ばねを調整するトルク指令同調制御方式の両方式の試験
を行った。

計測項目

• フロートの速度，変位は内蔵サーボモータのエンコーダ信号から得られ，フロートを
駆動するシャフトに作用する推力は，検力計で計測。

• モータパワーはサーボモータ制御ツールのモニタ機能で与えられる。正側の数値は
モータがフロートを上下させるために消費したパワーで，負側の数値が回生したパ
ワーが与えられる。

模型スケール
• ①予備試験 約1/20 ②本試験 1/16

目的
• 同調制御ソフトの開発および同調制御による1 次

変換効率向上の確認。

Fig.3 Arrangement of the model

Fig.1 Arrangement of the ① model in the test tank Fig.2 Arrangement of the ② model in the test tank

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Point Absorber ①○ ②○ ①○ ②○ ①1 ②3 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元、潮流
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PRELIMINARY CROSS-VALIDATION OF WAVE ENERGY 
CONVERTER ARRAY INTERACTIONS

Matt Folley
Queen’s University, Belfast Belfast, Northern 

Ireland

Trevor Whittaker
Queen’s University, Belfast Belfast, 

Northern Ireland

OMAE2013‐10837

発電対象
• 可動物体型波⼒発電装置(ポイントアブソー

バー)

模型サイズ
• 直径0.25m,喫⽔0.25m

模型の運動⾃由度
• Heave
• a pressurized rectilinear air bearing によって運動を

Heaveに強制。

計測項⽬
• ポテンショメータでHeaveを測定。
• Coulomb friction brakeを⽤いて、パワーを抽出。
• braking forceはカンチレバーロードセルによって測定。

模型スケール
• 1/80

⽬的
• 多数アレイ配置された波⼒発電装置の相互⼲渉影響⾒積も

りを⽔槽実験と数値計算で予備検証すること。

Fig.1 Wave tank layout Fig.2 Physical WEC model

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Point Absorber ○ ○ 1 ○ × × ×/× ○/○ ○ 平面
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EMPIRICAL DEMONSTRATION OF ACAUSAL CONTROL STRATEGIES FOR 
WAVE ENERGY CONVERTERS 

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Point Absorber ○ ○ 6 (heave?) × ○ ○ ○/× ○/○ ○ ×

発電対象
可動物体型波⼒発電装置

模型の発電機構
• 波⾼計はWEC設置位置と造波板の間に設置す

る。また、波上側に設置する。
• active PTO capable of reactive powerを搭載
• PTOは円筒形のスパー内部に配置。
計測項⽬
• Bretschneider spectrumに基づいて波を起こす。
• 評価に⽤いる出⼒はロードセルで計測したPTOforce

とエンコーダで計測した速度を⽤いる。

⽬的
• complex conjugate controlに基づいた acausal control strategyを⽤い

てモデルスケールのWECの実験結果を⽰す。

OMAE2013-10020James Eder
Ocean Power Technologies Pennington, NJ, USA

Ｈｓ[mm]（波高） Ｔａ[s]（周期）

50 1.12

50 1.57

50 2.01

100 1.57

100 2.01

150 2.01

150 2.24

Table 1 wave height ＆wave 
period

The focus here is WECs that move vertically (heave) in response to 
waves in order to generate power.

The results were obtained under irregular wave conditions in real 
time; necessary requirements for any WEC control scheme.
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並進動揺型波⼒発電装置の安全性評価に関する⽔槽試験

OES25-061

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Point Absorber 1/40 φ0.3/0.1*D0.1
/1.1[m]

6 × ○ × ○/× ○/○ × 動揺試験水槽

⽬的
• 並進動揺型波⼒発電装置の安全性評価を⾏う

発電対称
• 可動物体型波⼒発電

模型の運動⾃由度
• 6⾃由度を計測

計測項⽬
• Table.3 参照
• 設定条件についてはTable.2 参照

• 「制御なし」：制御機構及びブレーキ機構が故障した状態を想定
• 「無負荷制御」：波に対して同調の制御を⾏っているが、発電していない

状況を想定
• 「発電時制御」：同調制御を⾏い、発電を⾏っている状況を想定
• 「フロート固定」：通常の停⽌状態（荒天時やメンテナンス時）を想定

平尾 仲達 国⽴研究開発法⼈ 海上技術安全j研究所
國分 健太郎 国⽴研究開発法⼈ 海上技術安全j研究所

模型サイズ
• Table.1 参照

⼆村 正 国⽴研究開発法⼈ 海上技術安全j研究所
松井 亨介 国⽴研究開発法⼈ 海上技術安全j研究所

模型の発電機構
• 発電及び制御機構は、位置と速度に⽐例した⼒

を定トルクモーターで制御することにより実現
した。

2017/3 35

EXPERIMENTAL VALIDATION OF A NONLINEAR MPC STRATEGY 
FOR A WAVE ENERGY CONVERTER PROTOTYPE

Hoai-Nam Nguyen Guillaume 
Sabiron Pailino Tona

IFP Energies nouvelles Rond-point de 
l’´echangeur de Solaize BP 369360 

Solaize,France

Morten Mejlhede Kramer Aalborg 
University Department of Civil 

Engineering Wave Energy Research 
Group Sofiendalsvej 11 DK-9200 

Aalborg,Denmark

OMAE2016‐54455

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Point Absorber 1/20 ☓ 1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 3次元

発電対称
• 稼働物体型波⼒発電装置（Point Absorber）

計測項⽬
• ポジションセンサー及び加速度センサー、出⼒

模型スケール
• 1/20

⽬的
• スケールダウンされたWavestarのプロトタイプ模型を⽤いた⾮

線形MPC(Model Predictive Control) システムの確認

Enrique Vidal Sanchez 
Wave Star A/S Park All 350E DK-

2605 Brndby, Denmark

⽔槽概要
• Wide：8.5m，Long：15.7m，
• Wave paddles：15 hydraulic pistons

Laboratory WEC layout

模型の運動⾃由度
• Heave⽅向

point absorbers of the heaving-buoy type,

2017/3 36



2017/3

19

Comparative Study of Dual-Cylinder System with Permanent Magnet Linear Generator for Wave Energy Conversion

16TPC-1245

発電対象 模型スケー
ル

模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Point Absorber 1/50 ○ 1 3 ○ ○PMLG ○/× ○/× × 3次元

⽬的
• WECシステムの動揺応答と出⼒の検討と実験結果との⽐較。two body 

dynamicsにおける発電装置の影響を発電装置がオフの条件で検討した。

H.Y. Kang, C.K. Jin, and M.H. Kim, J.R. Kim and I.H. Cho
Department of Ocean Engineering, Texas A&M University
College Station, TX, USA, Department of Ocean System Engineering, Jeju National University Jeju, Korea

発電対称
• Two-body wave energy converter(WEC) system with 

PMLG(permanent magent linear generator)

模型サイズ
• Table.1参照
模型の運動⾃由度
• 1⾃由度（heave)
• Axial motionのみに限定と記載
• 漂流を防ぐために固定されてるが、浮体式
模型の発電機構
• Two-body systemがもつ固有周波数が主要なwave energyの

範囲に設定されていて発電を拡⼤する。
• Linear 発電機

計測項⽬
• 詳しい記載なし。
• 波を流すことにより、heave motionのinner buoy 

outer buoyそれぞれのRAOと出⼒を求めた。

模型スケール
• 1/50

⽔槽のサイズ
• Water depth 3.5m

今後の課題
• 記載なし
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沿岸着底式波⼒発電装置の開発

OES25-058

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Point Absorber

①性能確認
試験 1/5 ②

荒天時対策
確認試験
1/40

②円筒フロー
ト: 幅0.06m, 

長さ0.08m, 高
さ0.075m

1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元潮流水槽

⽬的
• ①実証試験装置の性能と⼊射波を⽤いたフロート制御⽅法の確認
• ②荒天時対策の有効性の確認と装置設計荷重の基礎データ（荒天時波

荷重）の取得
発電対称
• 可動物体型波⼒発電装置

模型の運動⾃由度
• 1⾃由度

模型の発電機構
• フロート上下とモータ回転の伝達機構はラック＆ピニオン⽅式
計測項⽬
• ①Table1（規則波）とTable2（不規則波）のように条件を変え、Fig.9のような1次変換効率を算出している
• ①波とフロート変位、フロート速度を計測している。1次変換パワーはフロートに発⽣する負荷⼒を検⼒計等で直接計測するこ

とで算出
• ②模型に作⽤する波荷重は、計測⽤治具を製作して容量100N の張⼒計 を組み合わせ、フロートを固定した⽀柱に作⽤する⽔

平⼒、上下⼒を計測

宮島 省吾 （株）三井造船昭島研究所
中野 訓雄 三井造船株式会社

川⼝ 隆 三井造船株式会社

模型サイズ
• ①実証試験装置フロートスケール：⼊射幅2.5m, ⻑さ3.2m, ⾼さ3m, 喫⽔1.5m
• ②円筒フロート: 幅0.06m, ⻑さ0.08m, ⾼さ0.075m, 模型⽀柱直径0.18m

模型スケール
• ①性能確認試験 1/5 ②荒天時対策確認試験 1/40

①

②
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PRELIMINARY VERIFICATION AND VALIDATION OF WEC‐SIM, AN OPEN‐SOURCE 
WAVE ENERGY CONVERTER DESIGN TOOL

Kelley Ruehl and Carlos 
Michelen
Sandia National Laboratories 
Albuquerque, New Mexico 
USA

Samuel Kanner
University of California 
Berkeley 
Berkeley, California USA

Michael Lawson and Yi‐Hsiang Yu 
National Renewable Energy 
Laboratory 
Golden, Colorado USA

scale 1/33

length 44.5m

width 2.39m

depth 2.44m

water depth  1.5m

wave periods 8‐18s

time‐step 0.01s

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・可動物体 ○ ○ 3(heave, pitch, 
surge)

○ ○ ○ ×/× ○/× ×/× 2次元

※シミュレーションがメインの論文なので、実験についての詳細はHPにと記載(記載のurlアクセスできず)
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MODEL TEST OF THE AKER WAVE ENERGY CONVERTER CONCEPT
Svein Ersdal

Aker Solutions Oslo, Norway
Anders M Moe

Aker Solutions Oslo, Norway

About 
1500mm

OMAE2013-10537

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Point 
Absorber+Floatin
g body

1/12 1.13m*0.5m*
0.166m

6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

発電対象
• 可動物体型波⼒発電装置(ポイントアブソー

バー)
模型サイズ
• Fig.1,3,Table.1参照

模型の運動⾃由度
• 6⾃由度

模型の発電機構
• 実験の柔軟性と再現性を得るために、サーボ

モータとBosch Rexroth社の駆動系によって
PTOを表現。

• サーボモータはシャフトに繋がっており、駆
動系は変換器とモータコントローラー、PLCシ
ステムで構成されている。

計測項⽬
• バージの前と⽔槽との間に波⾼計を設置し、波⾼を測定。
• Qualisysを⽤いて、バージの６⾃由度運動を測定。
• シャフトにトルクセンサーを設置し、トルクを測定。
• モータエンコーダによって、ヒンジの速度と位置を測定。

模型スケール
• 1/12

⽬的
• AKER社の波⼒発電装置コンセプトのパワー出

⼒を実験と数値計算両⽅で予想できるように
する。

Fig.1 Arrangement of the model

Fig.2 Principal of power take off 
system

Fig.3 WEC for model test

Table.1 Model main dimensions
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計測項⽬
① FBのheave と roll, tension波の反射と伝達
② 波の反射、伝達特性の変化による発電量

浮体式堤防と波浪発電機を組み合わせたハイブリッド構造物に関する研究

16TPC‐0804

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力Heave energy ○ ○ 1 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

⽬的
• 浮体式堤防(FB)の前に実装した

波浪発電機(“ShoWED”)の実⽤性の評価

Luca Martinelli, Piero Ruol, Chiara Favaretto
Padova University (Padova, Italy)

発電対称
• FBに実装したWECs
模型スケール・サイズ
① 1:20スケール (発電機無しでの、波のパターンによるFB性能評価)

Water depth :50cm, FB length: 1m, FB width 0.4m (Fig.2,2)
② 1:1スケール (堤防との距離、波のパターンによるSho WEDへの影響評価）

⇒単純な壁を浮体式堤防と想定して使用）
ShoWED: 1m long, 楕円 75cm×45cm, 喫水 11cm (Fig.8)

模型の運動⾃由度
• 1 (heave)
• 浮体式堤防

模型の発電機構
• Heave式の“Sho WED”を実際に使⽤。

2kW peak, Limitation Hs:0.3~2.0m Tp: 1.5~5sec
実験パターン
①②Hs: 0.5 ~ 2m, Tp: 1.5s ~ 5s
② 仮想堤防壁との距離:no rear wall, 110cm, 220cm  PTOの抵抗: 0Ω~1000Ω

⽔槽サイズ

Hybrid Structure Combining a Wave Energy Converter and a Floating Breakwater

2017/3 41

Evaluation of Energy Gain of Float Type Wave Energy Converters

ISOPE2014, 14SN‐01Hadano
Water tank   :   L 160 m × W 30 m× D 3.2 m

(at the Research and Development Center 
of Mitsubishi Heavy Industries LTD, Nagasaki)

Wave height :   0.10~0.32m
Wave period : 1.8~5.0sec
Regular wave 

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・可動物体 × L160m W30m 
D3.2m

浮体・1
○ × ○ ○

3次元

Fig. 8 Time series of the mechanical work rate 
(H=0.27m, T=4s)

Based on the float‐counterweight device, a new system was proposed which can solve the 
problem of the slackening of the wire. The major conclusions drawn from the calculation of the 
developed dynamics model are enumerated as follows:
(1) both upward and downward motions of water surface can be utilized without problem
(2) slackening of the wire is almost completely avoided
(3) temporal variations of energy gain and wire tension are effectively suppressed
(4) for the same time averaged energy gain, the maximum wire tension is fairly lowered.
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波力発電

波力→空気振動
ＯＷＣ
箱型浮体（ＢＢＤＢ）

2017/3 43

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

波⼒・可動物体 ×
L160m 
W30m 
D3.2m

浮体・1 ○ × ○ ○ 3次元

OWC(FX)+PW × 0.58 m ,44 
m ,0.3 m 3 × × × ○/× ○/○ × 平⾯⽔槽

OWC(FB) 1/50 × 6 × ○ × ○/× ○/× × 3次元
OWC(FB)・

BBDB × 2.5 m x 2.3 
m x 1.1 m 6 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 深海機器⼒学

実験
OWC(FB) × φ0.543m*0

.45(0.35)m 1？ × × × ○/× ×/○（波パ
ワー吸収量） ○ 2次元⽔槽

OWC(FX) × ○ ？ × ○ × ○/× ×/× ○ 2次元⽔槽

OWC(FX) 1/20 ○ 1？ × × × ○/× ×/× ○（⼀次変
換効率） 2次元⽔槽

OWC 1/50.0 4.9m 浮体 ○ × ○

OWC(複数) 1/50.0 × 6 ○ × × ○/× ○/○ × ×(恐らく平⾯)

稼働チューブ ○ ○ 6 × ○ ○ ○/× ×/× ○ 2次元

OWC・BBDB

波力→空気振動
ＯＷＣ・箱型浮体（ＢＢＤＢ）
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

OWC PW
× 0.58 m ,44 

0 3
3 × × × ○/× ○/○ × 平面水槽

発電対象
• OWC型発電装置

模型サイズ
• (L ,B, d)  0.58 m ,44 m ,0.3 m

詳細はTable.1参照

模型の運動自由度
• ３自由度(Surge,Pitch,Heave)

計測項目
• OWC内の水面変動を容量式波高計で計測
• OWC上部のオルフィスから吹きだす空気流を圧力計で計測

目的
• OWC型装置にプロジェクティングウォール（PW）を取り付けることによって

共振周波数を増やし広範囲で 高効率になる装置の研究が行われている．
そこで本研 究は PW が OWC 装置の一次変換係数に与える効果に つい
て考察することを目的とする．

IMPROVEMENT OF WAVE POWER TAKE-OFF PERFORMANCEDUE TO  
THE PROJECTING WALLS FOR OWC TYPE WEC

居駒知樹 日本大学 増田光一 日本大学 大森光 日本大学

Figure.1 Experimental model plan and setup system

Table.1 principal particulars of model for validation

Figure.3 Conceptual illustration of OWC type WEC with projecting walls

Figure.2 Coordinate system

OMAE2013‐10384
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Rachel Nicholls-Lee 
Mojo Maritime Ltd. Falmouth, 

Cornwall, U.K.

Adam Walker
Mojo Maritime Ltd. Falmouth, 

Cornwall, U.K. 

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・空気振動 ○ × 6 × ○ × ○/× ○/× × 3次元

発電対象
• 空気振動型波⼒発電

模型の運動⾃由度
• 6⾃由度
• 係留索によって運動に制限がある。

模型の発電機構
• 空気が抜ける筒があるように⾒える。
• 特に記載なし。

計測項⽬
• 各位置の波⾼（Fig.3 参照）
• ヒーブとピッチの運動

模型スケール
• 縮尺1/50

⽬的
• OWELの係留系の荷重を得るためにRANS CFDで

計算し、模型実験の結果と⽐較する

浮体式波力発電装置ＯＷＥＬのマルチフェイズＣＦＤと過渡係留解析に関する研究

OMAE2013‐10667

Fig.1 OWEL operating principle Fig.2 1/50 scale model of a single 
OWEL duct in the tank

Fig.3 Set up of the scale OWEL device illustrating the location 
of the wave and mooring spread

COUPLED MULTI‐PHASE CFD AND TRANSIENT MOORING ANALYSIS OF THE FLOATING WAVE ENERGY CONVERTER OWEL
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後ろ曲げダクトブイ型波力発電装置の規則波中発電性能に関する研究

今井 康貴 佐賀大学
永田 修一 佐賀大学

豊田 和隆 佐賀大学
瀬戸口俊明 佐賀大学

OES23‐062高尾 学 松江高専

発電対象
• 後ろ曲げダクトブイ型OWC(Fig.1参照)

模型サイズ
• (L x W x D)2.5 m x 2.3 m x 1.1 m
• アルミ製のフレームと外殻、バラスト、

タービンおよび発電機部、計測機器から構
成。模型の運動⾃由度

• 6⾃由度
• BBDB船⾸部の左右２ヶ所をワイヤーで係

留。模型の発電機構
• 発電機はスカイ電⼦社製SKY-HR160を使⽤。
• 外部抵抗は事前の予備試験でタービン回転

あたりの出⼒が最⼤になるように設定。
計測項⽬
• ⼊射波波⾼をBBDB波上側と波下側に波⾼計を

設置して計測。
• 運動をビデオトラッキングにより計測。10Hz

でマーカー画像を撮影し、MVTec社製
HALCONを使⽤。

• 空気質内部の⽔位変動及び圧⼒を計測。

⽬的
• 規則波中における「後ろ曲げダクトブイ

(BBDB)」の発電性能と運動特性を調べる。

Fig.2 Impulse turbineFig.1 BBDB model

Fig.3 Experimental Arrangement

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

OWC・BBDB × 2.5 m x 2.3 m x 
1 1

6 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 深海機器力学実験
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・OWC ○ × 0 × × ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

発電対象
• OWC型発電装置

模型の運動⾃由度
• ⼆次元⽔槽に着底のため、運動⾃由度は0

模型の発電機構
• ウェルズ型タービンエネルギー抽出装置

計測項⽬
• OWC内の波⾼
• タービンの稼動状況
• 空気圧

模型スケール
• 1/30、1/15

⽬的
• OWC発電装置に設置されたウェルズ型タービンエネルギー抽出装置の性能調査および、

OWC型発電装置のシステム数値モデルの数値モデルの提⽰を⾏う。

MODELING  AND  EXPERIMENTS  ON  AN  OSILLATING  WATER  
COLUMN USING  A  SELF-ADAPTIVE  AIR  TURBINE  AND  SHUTTER

OMAE2013‐10965Patrick Lorenz

Maine Maritime Academy
Castine, Maine, U.S.A.

Richard W. Kimball

Maine Maritime Academy
Castine, Maine, U.S.A

Frank DiBella

Concepts NREC
Boston, Massachusetts, U.S.A.

Figure.2 1/30th scale OWC

Figure.3 Schematic of OWC system
showing reflector plate

Figure.1  OWC air shuttering
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OWC型津波観測ブイの一次変換効率に関する実験的研究

OES25‐107

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・空気振動 × φ0.543m*0.45
(0 35)

1？ × × × ○/× ×/○（波パワー吸収量） ○ 2次元水槽

⽬的
• 無指向性のOWC 型津波観測ブイにおける浮体全体の⼀次変換効率の推定

を⾏うための固定実験
• 固定状態における全空気室内部の⽔⾯変動および圧⼒を計測することで浮

体全体における基本的性能を確認するとともに、 各空気室における応答
の位相 差を考慮した浮体全体の⼀次変換効率を算出し、実海域 での発電
量の推定を⾏うことを⽬的とする

発電対称
• 振動⽔中（OWC）型波⼒発電装置

模型の運動⾃由度
• 1？

計測項⽬
• 計測項⽬は、浮体への⼊射波および透過波をサーボ式波⾼計、各空気室

内部⽔⾯変動および圧⼒変動を容量式⽔位計、圧⼒センサを⽤いて計測
する

• 浮体全体の⼊射波の仕事率と浮体全体の単位時間当たりの波パワー吸収
量の⽐から浮体全体の⼀次変換効率を求める

久安 隆仁 東京海洋大学大学院
増田 光弘 東京海洋大学大学院
南 清和 東京海洋大学大学院

模型サイズ
• 右図 参照

笹原 祐太郎 東京海洋大学大学院
大澤 弘敬 海洋技術開発機構
宮崎 剛 海洋技術開発機構
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衝動タービンを有する固定式振水柱型波力発電装置のエネルギ変換効率

OES25‐059

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・空気振動 × ○ ？ × ○ × ○/× ×/× ○ 2次元水槽

⽬的
• 衝動タービンを有する固定OWCの⾼効率化が⽬的
• 規則波中における発電効率に及ぼす⽔深の影響、
• ⼊射波の波⻑、タービンの回転数を変更して、空気

室⻑さが⼀次/⼆次変換効率に及ぼす影響を明らかに
する

発電対称
• 固定式振動⽔柱（OWC）型

模型の運動⾃由度
• ？

模型の発電機構
• 特に記載なし
計測項⽬
• タービン出⼒トルク、⾓速度からタービン効率を算出

 ⽔深を変化させたときのタービン効率を算出
 空気室⻑さを変化させたときの⼀次変換効率、⼆次変換

効率を算出（空気室上部に圧⼒計と波⾼計を設置）

村上 天元 佐賀大学 海洋エネルギー研究センター
今井 康貴 佐賀大学 海洋エネルギー研究センター
永田 修一 佐賀大学 海洋エネルギー研究センター

模型サイズ
• 右図参照（空気室⻑さと⽔深を変化させ

る）

空気室長さ

水深

高尾 学 松江工業高等専門学校 機械工学科
瀬戸口 俊明 佐賀大学 海洋エネルギー研究センター

圧⼒計と波⾼計の位置（上から）
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有孔ケーソンを利用したPW-OWC型波力発電装置の
基本性能に関する基礎的研究

OES25‐108

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・空気振動 ○ ○ 1？ × × × ○/× ×/× ○（一次変換効率） 2次元水槽

⽬的
• PW-OWC型波⼒発電装置としての消波ケーソンの利⽤可能性を⽔槽実験で

検討（⼀次変換効率の確認）
• 数値計算により複数基ケーソンを設置した際の傾向を確認
発電対称
• 振動⽔中（OWC）型波⼒発電装置

模型の運動⾃由度
• 1？

計測項⽬
• 波⾼は0.02[m]と実験周期は実海域の平均波

周期の約5[sec]から9.0[sec]をターゲットと
して実験周期を算出し、1.0[sec]から
2.0[sec]とした

• 横軸は全て、波⻑λを模型の全⻑
L=0.501[m]で無次元化した値であり、ノズ
ル係数ごとの⽐較をしている

居駒 知樹 ⽇本⼤学海洋建築⼯学科
増⽥ 光⼀ ⽇本⼤学海洋建築⼯学科
惠藤 浩朗 ⽇本⼤学海洋建築⼯学科

模型サイズ
• 右図 参照
• 3種類のオリフィス
（空気室内⽔線⾯積との⽐で1/100, 1/200, 1/300）

⽊原 ⼀禎 ⽇本⼤学⼤学院海洋建築⼯学専攻
前⽥ 久明 ⽇本⼤学海洋建築⼯学科
⾼畠 まどか ⽇本⼤学⼤学院海洋建築⼯学専攻

模型スケール
• 1/20
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Modelling and Results for an Array of 32Oscillating Water Columns

EWTEC2013, 615‐Thomas Kelly

Water tank   : 
(at the Ocean Basin in the HMRC, 
University College Cork, Ireland)

Scale size      :       1/50

Wave height :  0.6 m

Wave period :  0.71~1.98 sec

regular wave

発電対象 スケール 模型サイズ

模型の 模型の発電機構 計測目的

運動自由度 ダンパ機構 可動部 ＰＴＯ搭載 波/流速 運動/力 出力

OWC 1/50.0 4.9m 浮体 ○ × ○
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POWER OUTPUT PERFORMANCE AND SMOOTHING ABILITY OF AN
OSCILLATING WATER COLUMN ARRAY WAVE ENERGY CONVERTER

Keith O’ Sullivan
University College Cork,

Hydraulics and Maritime Research Centre Cork, 
Ireland

Dr. Jimmy Murphy
University College Cork,

Hydraulics and Maritime Research Centre Cork, 
Ireland http://ing.dk/artikel/dansk‐bolgeanlaeg‐

ensretter‐overtryk‐og‐undertryk‐99387

OMAE2013‐11375

発電対象
• OWC型波⼒発電装置

模型の運動⾃由度
• 6⾃由度

計測項⽬
• Honeywell S&C transducers社の圧⼒計でチェンバー内の圧⼒を

測定。
• 波⾼計でチェンバー内の波⾼を測定。
• プラットフォーム全体の運動を計測。

模型スケール
• 1/50

⽬的
• V字型に計32のowc型波⼒発電装置のチェンバーが連結したプラッ

トフォームのパワー吸収と運動の評価。加えて、⾵⼒発電装置追
加への可能性の検討。

模型の発電機構
• オリフィスの開⼝⽐（オリフィスの絞り⾯積⽐）を1:59 から1:2714

まで計7点変化させた。(Table.1参照)

Table.1 Testing Programme Outline (Prototype Scale)

Fig.1 Image of Platform

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・OWC ○ × 6 ○ × × ○/× ○/○ × ×(恐らく平面)
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SMALL‐SCALE MODEL TESTS OF A RUBBER‐TUBE WAVE ENERGY CONVERTER WITH 
PNEUMATIC POWER TAKE‐OFF

scale 1/100

length 8m

width 0.3m

water depth 0.334m

wave condition regular waves

wave speed 1.35‐1.41m/s

wave frequency 0.55‐1.94Hz

periods T 0.52‐1.82s

wave lengths 0.42‐3.06m

A.C. Mendes, L. M. A. Paredes, F. A. S. Gil 
Laboratory of Fluid Mechanics and Turbomachinery, 
Universidade da Beira Interior, 6201‐001 Covilhã, Portugal. 
J. R. Chaplin 
Energy & Climate Change Research Group, 
Faculty of Engineering and The Environment, 
University of Southampton, Southampton 
SO17 1BJ, UK.

発電対象 模型スケー
ル

模型サイズ 模型の
運動⾃由度

模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

波⼒・可動物
体

○ ○ 6 × ○ ○ ○/× ×/× ○ 2次元2017/3 54
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波力発電

波の位置エネルギー
オーバートッピング

2017/3 55

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

Overtopping 1/10~1/25 - 0 ○ × ○ × × ○ 2次元

Overtopping 1/10.0
L22m 
W23m 
D1.2m

0 固定 ○ × × ○ ○ ○ 2次元

Overtopping 1/10.0 ○ 0(固定式) × × × ○/× ×/× ○ 2次元

Floating 
Breakwater 1/37.5

L53m 
W1.0m 
D1.25m

浮体 ○ ×

Floating 
Breakwater 1/10.0

L 0.78m, W 
0.80m, D 
0.60m, draft 
0.25m

1 × × × ○/× ○/○ × ⾵洞

波⼒・
Cross(V)・FX × D0.09m 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

Overtopping and …

波の位置エネルギー
オーバートッピング
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Development of Wave Overtopping Type Wave Power Generation Devices

Hiromichi Tanaka, Minosuke Yodokawa, Nobuhito Nikawadori and On Yamanashi
Tokai University

〇目的

・さまざまな波条件（波高や周期）に応じて、越波量を効率的に得るた
めに傾斜角と越波揚程を最適化する。

〇発電対象
・固着式越波型波力発電装置

〇模型サイズ，スケール
実験1） (λ=1/25)
実験2）Fig.1参照 ，(λ=1/10)
実験3）Fig.2参照， (λ=1/25)

〇模型の発電機構

・不規則波を発生させ、波が傾斜板を越えてくる力を用いて、プロペラ
を回転させ発電する。

〇計測項目
実験1）波の打ち上げ高を容量型波高計で計測。
実験2）越波量を波高計で計測。
実験3）流水パワー（波高）の計測。

発電
対象
・方式/
形式

スケー
ル

模型
サイズ

実験目的 模型の運動自
由度

（剛体・可動部
付き剛体）

PTOの発電機構 実験・計測項目
発電機と
しての可
動部

発 電 （ を 模 し
た）機構

発 電 の
有無

実験
条件

設計
荷重
（単位）

運動
応答
（単位）

発電
出力

波力
・越波

〇 〇

設計
要件

固定(0)

〇 有り ﾀﾞﾝﾊﾟ機構

有り 不規則波 × × 〇
〇

発電
性能

無し 〇 発電機

その他 不明 その他

Fig. 1 Experiment overview of the of overtopping wave quantity

Fig. 2 Experiment overview of the electric power generation by
the wave overtopping type wave power generation

ISOPE‐I‐13‐001
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Characteristics of Volume of Overtopping and Water Supply Quantity 
for Developing Wave Overtopping Type Wave Power Generation Equipment

ISOPE2015, 15TPC‐0987Tanaka

Water tank   :   L 22 m × W 23 m× D 1.2 m
(at the Tokai University School 
of Marine Science and Technology)

Scale size      :       1/10

Water depth :  0.7m

irregular wave

発電対象 スケール 模型サイズ
模型の 模型の発電機構 計測目的

運動自由度 ダンパ機構 可動部 ＰＴＯ搭載 波/流速 運動/力 出力

波力 OWC 1/10.0 L22m W23m D1.2m 0 固定 ○ × × ○ ○ ○
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Researches and Developments of Wave Overtopping Type Wave Power Generation

16TPC‐1183

発電対象 模型スケー
ル

模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力(越波) 1/10.0 ○ 0(固定式) × × × ○/× ×/× ○ 2次元

⽬的
• ⽇本近海でのOvertopping typeの波⼒発電装置の設計に必要な、波⼒、波

の打ち上げ⾼、越⽔量、発電源 に関する情報を得る。

Hiromichi Tanaka1, Masato Minami2, Tomoya Inami1 and Tetsuo Sakurada1
1 School of Marine Science and Technology, Tokai University, Shizuoka, Shizuoka, Japan
2 National Institute of Technology Hachinohe College, Hachinohe, Aomori, Japan

発電対称
• Overtopping typeの波⼒発電装置

模型サイズ
• Single tank(2.0×1.0×0.8m), Fig.5参照
• Multistage tank(2.0×0.1×1.0m),  Fig.9参照

模型の発電機構
• 波をスロープの上に上らせて波⼒を位置エネル

ギーに変換することで、⽔槽と周囲の⽔位が変化
し、エネルギーが発⽣し発電する。

計測項⽬
• lifting range of overtopping waves(Fig.5, Fig.6上のR)を変化させ、不規則波を送る。Single 

tankでは、その際の波⾼、experimental tankとwater storage tank内の⽔位を計測。
Multistage tankでは、それぞれのtank内のwave height gaugeを使⽤し、それぞれの⽔位
を計測した。

模型スケール
• 1/10

⽔槽サイズ
• Water tank (22.0×23.0×1.2m)

今後の課題
• 記載なし
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Viscous Damping of Wave Power Extracting System with a Resonant Channel 
Attached to an Existing Vertical Breakwater

ISOPE2015, 15TPC‐0995Seo

Water tank   :   L 53 m × W 1.0 m× D 1.25 m
(at Korea Institute 

of Ocean Science and Technology (KIOST))

Scale size      :       1/37.5

Water depth :  0.3m

Wave height :  0.02~0.10m

Wave period : 1.127 ~ 2.029 sec

regular wave

発電対象 スケール 模型サイズ
模型の 模型の発電機構 計測目的

運動自由度 ダンパ機構 可動部 ＰＴＯ搭載 波/流速 運動/力 出力

波力 1/37.5
L53m W1.0m 
D1.25m

浮体 ○ ×

JiHye Seo
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WEC-typeの浮体式堤防の運動によるPTOの影響

16TPC‐1084

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力(Heave energy) 1/10.0 L 0.78m, W 
0.80m, D 
0.60m, draft 
0.25m

1 × × × ○/× ○/○ × 風洞

⽬的
• 浮体式堤防の特定位置にかかる波圧とPTO dampingの

関係の調査
発電対称
• WECsを実装した浮体式堤防

模型の運動⾃由度
• 1⾃由度(heave)

模型の発電機構
• IntroductionではHeave-type wave energy deviceとしている。
• 実験では浮体の運動のみが対象

計測項⽬
• Damping Force (with Power-torque sensor + 2 gauges)
• Capture width ratio (Absorbed Power/ Power of incident wave)
• Wave Pressure (with at 7 posisions)

Xuanlie Zhao, Dezhi Ningm, Haigui Kang
Dalian University (Dalian, China)
Malin Goteman
Uppsala University (Uppsala, Sweden)

模型スケール・サイズ
浮体: 1:10 スケール, L 0.78m, W 0.80m, D 0.60m, draft 0.25m

d: draft =0.25m, h: water depth =1.0m, H: wave height =0.2m
I: excitation current (corresponding the value of PTO damping force)
B: width of FB, L: wave length, s: wave steepness

実験パターン
• Table.1 参照

⽔槽サイズ
⽔槽：L 69m,W 2m, D 1.8m

Effect of PTO on the Dynamics of a WEC‐type Floating Breakwater

2017/3 61

重松 孝昌 大阪市立大学大学院工学研究科 高田 浩太郎 大阪市立大学大学院前期博士課程工学研究科
森本 真司 大阪市立大学工学部都市工学科

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・Cross(V)・
FX

× ○ 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

発電対象
• 回転型・波⼒

模型サイズ
• (L ,W, D) 20 m , 0.5 m ,0.6 m

模型の運動⾃由度
• 1⾃由度

模型の発電機構
• なし。
• 発電効率ではなく消波効率を調べている。

計測項⽬
• 波⾼（消波効果）
• 消波⼯から約 3.5m 沖側に2台設置
• 容量 式波⾼計-株KENEK 製CHT6-100

⽬的
• 遊⽔室内の⽔⾞が消波⼯の反射特性に及ぼす

影響を調べる。

縦スリット直立消波工の遊水室内に設置した水車が
反射特性に及ぼす影響に関する研究

OES24‐039

Fig.1 Schematic illustration of a vertical-slit type
breakwater．

Fig.2 Slittype breakwater with a circular cylinder 
array in a chamber

Fig.3 Savonius-type watermill
Fig.4 Experimental apparatus

直径0.09m
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波力発電

浮体の変形・多自由度浮体運動
（ペラミス・圧電素子）

2017/3 63

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

波⼒・可動物体 1/40.0 1.0m+1.0m
+1.0m 6 × ○ × ○/× ○/○ × 動揺試験⽔槽

波⼒・可動物体 1/60 0.2m*0.3m*
0.02m×2 6 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

圧電素⼦ × 0.2*0.3*0.1
5(0.1)m 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

圧電素⼦ × × 0 × × ○ ○ × ○

波⼒・可動浮体 ×
20cm*30cm
*14.0(5.7cm

)
1 × ○ × ○/× ○/× × 2次元

波⼒・回転型 1/10.0 × 1 ○ ○ ○ ○/× ○/○ × 3次元

浮体の変形・多自由度浮体運動
（ペラミス・圧電素子）
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屈曲動揺型波力発電装置の安全性評価に関する水槽試験

OES25‐070

発電対象 模型スケー
ル

模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・可動物
体

1/40.0 1.0+1.0+1.0 6 × ○ × ○/× ○/○ × 動揺試験水
槽

⽬的
• 屈曲動揺型波⼒発電装置の安全性評価を⾏う

発電対称
• 可動物体型波⼒発電

模型の運動⾃由度
• 6⾃由度

計測項⽬
• 安全性評価の観点で、接合部荷重、浮体中央の縦曲げモーメント及び係

留張⼒を主要計測項⽬としたが、現象の理解のために上記荷重の基本と
なる浮体運動についても計測した

• 荷重は検⼒計で、浮体運動は光学式変位計測システムでそれぞれ計測し
た

下里 耕平 国立研究開発法人 海上技術安全j研究所
松井 亨介 国立研究開発法人 海上技術安全j研究所

模型サイズ
• Table.1 参照

二村 正 国立研究開発法人 海上技術安全j研究所
藤原 敏文 国立研究開発法人 海上技術安全j研究所

模型の発電機構
• 発電機構はバネと減衰の⼒学的素⼦として模擬できると

した（実機は、例えば複数浮体をヒンジ接合してヒンジ
部の回転運動から油圧モータ等を介して発電機を駆動し
て発電する）

2017/3 65

PHYSICAL AND NUMERICAL MODELLING OF MOORING FORCES AND DISPLACEMENTS 
OF A WAVE ACTIVATED BODY ENERGY CONVERTER 

Elisa Angelelli
DICAM, University of Bologna 
Bologna, Italy
Barbara Zanuttigh
DICAM, University of Bologna
Bologna, Italy

Luca Martinelli
DICAM, University of Padova
Padova, Italy 
Francesco Ferri
Department of Civil Engineering, 
Aalborg University 
Aalborg, Denmark

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・可動物体 1/60 0.2m*0.3m*0.0
2m

6 × ○ ○ ○/× ○/○ ○ 2次元

scale 1/60

length 12m

width 17.8m

depth 1m

water depth 0.45m

significant wave 
height 0.033‐0.167m

peak wave period 0.72‐1.87s

sample frequency 100Hz

irregular wave states

short‐crested waves (spreading 
factor equal to 30)

Jonswap spectrum (peak 
enhancement factor 3.3)

storm duration of 30 minutes
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発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・可動物体 × ○ 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 2次元

発電対象
• 圧電素⼦と振⼦と浮体を組み合わせた波⼒発

電
模型サイズ
• Fig.2参照

模型の運動⾃由度
• 6⾃由度

模型の発電機構
• 圧電素⼦と振り⼦を取り付けた浮体を波⼒に

より動揺させ、発電した。

計測項⽬
• 浮体の動揺(Heave,Pitch,Surge)
• 圧電素⼦から発⽣する電圧

⽬的
• 浮体の動揺を利⽤した、浮体式波⼒発電装置の研究。
• 2010年に考案された、浮体動揺により運動する振り⼦

を圧電素に衝突させる発電装置に改良を加え、実験を
⾏った。

圧電素子と振子と浮体を組み合わせた波力発電に関する基礎的研究

OES23-028 ⾕部 祥⼀朗
横浜国⽴⼤学⼤学院
環境情報学府

岡⽥ 尚樹
横浜国⽴⼤学⼤学院
環境情報学府

藤本 ⼤道
新⽇鉄エンジニアリング

村井 基彦
横浜国⽴⼤学⼤学院
環境情報研究院

Fig.1 Image of water tank experiment 

Fig.2 Overview of water tank experiment 
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The Theoretical and Experimental Investigation to an Ocean Wave 
powered piezoelectric Vibration Generator

Yan Li, Lu Wang, Huan Lin, Xueyong Yan, Lina Song and Ning Mei
Ocean University of China

〇⽬的
・波エネルギーによって発電する圧電振動発電機を開発した。

その性能をシミュレーションするための理論モデルを確⽴し、
試験模型を実験に⽤いて性能を調査することを⽬的とする。

〇発電対象
・波エネルギーによる圧電発電装置(Fig.1,2)

〇模型サイズ
・圧電チップとステンレス鋼ワッシャ―の詳細はTable.1参照

〇模型の発電機構
・波の正弦波運動を再現するステッピングモーターに円筒カムを

取り付けており、それが上下運動を⾏うことにより、梁に変位を
与える。変位が与えられると、圧電素⼦によって電気エネルギー
に変換される。(Qingdao Guolin 圧電セラミック技術株式会社 の
圧電チップを使⽤。)

〇計測項⽬
・振動数の違いによる電⼒を計億。
・⾃由端にかかる外⼒の違いによる電⼒を計測。
・外部負荷の違いによる電⼒を計測。

発電
対象
・方式/
形式

スケール 模型
サイズ

実験目的 模型の運動自由度

（剛体・可動部付き剛
体）

PTOの発電機構 実験・計測項目
発 電 機 と し て
の可動部

発電（を模した）機構 発電の有無 実験
条件

設計
荷重
（単位）

運動
応答
（単位）

発電
出力

波力
・圧電チッ

プ
× 〇

設計
要件

固定(0)

〇 有り ﾀﾞﾝﾊﾟ機構

有り
モーターの上

下
運動

〇 × 〇
〇

発電
性能

無し 〇 発電機

その他 不明 その他

Fig.2 The schematic diagram of experimental set

Fig.1 The schematic 
diagram of 

piezoelectric Bimorphs
cantilever with 

electrodes in series

Table 1 The parameters of piezoelectric 
chips and stainless steel shim

ISOPE‐I‐13‐097
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波力発電

その他

2017/3 69

Casey Fagley
Atargis Energy Corporation 3185 Janitell Road Ste. 101

Colorado Springs, Colorado, 80906, USA

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・回転型 1/10.0 × 1 ○ ○ ○ ○/× ○/○ × 3次元

発電対象
• CycWEC(回転型波力発電装置)

模型の運動自由度
• 1自由度

• 波の進行方向に対して垂直な軸を中心に翼
が回転する（斜め波時は垂直ではない）

模型の発電機構
• 3 Phase 230V AC 3.7kW asynchronous motorsに80:1

のギアで取り付けた。

計測項目
• 各位置の波高（Fig.2参照）

模型スケール
• 1/10

目的
• CycWEC(回転型波力発電装置)の翼スパンと入射波

長の比が発電効率に与える影響を調べる。

斜め波中における回転型波力発電機の効率に関する研究

OMAE2013‐10876

Fig.1 CYCWEC 1:10 scale model installed in OTRC wave tunnel.
The WEC is lifted above the water line during installation.

Fig.2 WEC model is shown to scale as a rectangle, 
and the wave gauge location are shown.

3D EFFICIENCY ANALYSIS OF CYCLOIDAL WAVE ENERGY CONVERTERS IN OBLIQUE WAVE FIELDS
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潮流発電

Axial Flow

2017/3 71

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

潮流・Axial(H) 1/10.0 × − × ○ × ○/○ ○/○ × Tow tank

潮流・Axial(H) ×
L4.0m 
W1.8m 
D1.2m

× ○ × ○ × circular tank

潮流・Axial(H) 1/19.0 ○ 3(heave, 
pitch, roll) × ○ × ×/× ○/○ × 3次元

潮流・Axial(H) 1/8.5 ○ 0? × × × ○/○ ×/× × 2次元

潮流発電
Axial Flow
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DEVELOPMENT OF 3MW TIDAL ENERGY PLATFORM

Fig.3 Aerial view of Triton-3

模型スケール
• 1/10scale
• [full scale]タービンローター直径 20m 

タービン重さ60 and 75 tons.
• タービンは1MWを3つ搭載

計算項⽬
• 波条件
• モデルテストでは流速1 m/s まで波⾼0.4m までで計

測

計測値
• Pitch ,Roll , Mooring force

⽬的
• ⼤スケールモデルによる実験結果とOrcaFlexによる

数値モデルを⽐較する。

OMAE2013‐10299Erik ter Brake Houlder Ltd London, United Kingdom

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流/Axial 1/10 × － × ○ × ○/○ ○/○ × Tow tank

⽔槽
• Prototype→テムズ川
• 本実験→long tow tank at Haslar, Gosport, UK

Fig.1 Scaled prototype in river Themes

Fig.2 Two Modes of Operation

2017/3 73

Performance Investigation of a Counter‐rotating Tidal Current Turbine 
by Front and Rear Blade Angle by CFD and Model Experimentation 

ISOPE2014, 14TPC‐0843Lee

Water tank   :   L 4.0 m × W 1.8 m× D 1.2 m
(at Korea Maritime and Ocean University)

Water depth : 0.9m

Circumfluence : 0.6~1.3m/s

発電対象 スケール 模型サイズ
模型の 模型の発電機構 計測目的

運動自由度 ダンパ機構 可動部 ＰＴＯ搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流 × L4.0m W1.8m D1.2m × ○ × ○ ×

Nak Joong Lee1, In Chul Kim1, Beom Soo Hyun2 and Young Ho Lee3 
1Department of Mechanical Engineering, Graduate School, Korea 

Maritime and Ocean University(KMOU), Busan, Korea. 
2Division of Naval Architecture and Ocean System Engineering, KMOU, 

Busan, Korea. 
3Division of Mechanical and Energy System Engineering, KMOU, Busan, 

Korea. 
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TRITON – DEVELOPMENT OF A NOVEL, FLOATING, TIDAL ENERGY PLATFORM

scale 1/19

water depth 1.58m

length 35m

width 15.5m

Hs significant wave height

Tm mean wave period

Rachel Nicholls‐Lee 
Mojo Maritime Ltd. Falmouth, Cornwall, U.K. 
Mike Todman
TidalStream Ltd. Southam, Warwickshire, U.K. 
Russell Henman 
Mojo Maritime Ltd. Falmouth, Cornwall, U.K. 
John Armstrong 
TidalStream Ltd. Southam, Warwickshire, U.K. 

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

Tidal Axial 1/19.0 ○ 3(heave, pitch,
roll)

× ○ × ×/× ○/○ × 3次元
2017/3 75

PERFORMANCE AND MOORING ANALYSIS OF 10 KW FLOATING
DUCT‐TYPE TIDAL CURRENT POWER SYSTEM

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・水平軸回転 1/8.5 ○ 0? × × × ○/○ ×/× × 2次元

OMAE2015‐41780Chul‐hee Jo, Yu‐ho Rho, Chan‐hoe Goo, Do‐youb Kim
Inha University Incheon, Republic of Korea

発電対称
• Floating Duct Type TCP 
• 潮⼒・⽔平軸回転

模型の運動⾃由度
• 0？（模型は固定されているように⾒える）

計測項⽬
• Nozzle-diffuser-type ductの模型のみを使⽤した実験が⾏われ、acoustic 

doppler velocimeter (ADV)で各点について流速を測定している
• 上流の流速は0.2〜1.2 [m/s]で、各点での結果は右図

⽬的
• 浅い海域で使⽤するFloating Duct Type TCP (Tidal 

Current Power) Systemのために、ダクトの影響と係留
システムの最適化についてシミュレーションと実験か
ら調べる

• ダクトの影響はシミュと実験の⽐較、係留はシミュ
レーションのみ

模型サイズ
• 右図 参照

模型スケール
• 1/8.5

2017/3 76



2017/3

39

潮流発電

Cross Flow

2017/3 77

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

Cross(V) × × − × ○ × ×/○ ○/× ○ 回流⽔槽

Cross(V) ○ ○ 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × ⾵洞付造波回
流⽔槽

Cross(V) × 直径76.2, 
6.4, 12.7mm 1 × × × ○/× ○/× × 2次元

Cross(V) × 0.3m*0.6m 1 × × × ○ × ○ 2次元

Cross(V) ×
•ダリウス
翼 (L x C) 
0.6 m x 
0.118 m

0(固定) × × × ×/○ ×/○ × 回流

Cross(V) ○ ○ 1 × ○ × ○/○ ○/○ × 回流⽔槽

潮流発電
Cross Flow
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PERFORMANCE AND CHARACTERISTICS OF TAKE‐OFF POWER OF A VERTICAL AXIS
MARINE TURBINE WITH VARIABLE‐PITCH BLADES

模型サイズ
• pitch type model 5.1 kg 
• variable-pitch type model 5.6 kg.

計算項⽬
• 計測条件は各項⽬に流速U=0.0 m/s から1.2 m/s まで0.2 m/s

間隔
• 負荷試験では各初期取り付け⾓度（-30°≦ 	≦-10°，

	=10°間隔）に設定した⽔⾞の回転軸に負荷（機械的摩
擦）を与え，停⽌するまでのトルクQ N·m と回転数n rpm を
計測した。

• 強制回転試験では各流速の中，モーター（最⼤出⼒60 W）に
より⽔⾞の回転数n rpmを周速⽐λ を0 から6 までの範囲で調
整しながら上げていき，トルクを計測した。

⽬的
• ⽔⾞模型の実質的な性能と，可変ピッチ翼⽔⾞の翼とダリウス形⽔⾞が

持つ固定ピッチ翼の翼そのものの性能を明らかにし，可変ピッチ翼の有
⽤性について考察を加えることを⽬的として本研究を実施した。

OMAE2013‐10392Tomoki Ikoma Dept. of Oceanic Architecture and Engineering,CST, Nihon University

計測項⽬
• 電磁流速計を⽔⾞模型前⽅に設置し，⽔深0.5 m で計測。

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・垂直軸回転 × × － × ○ × ×/○ ○/× ○ 回流水槽

Fig 1 images of variable‐pitch turbine model

Fig 2 Fig 3 Experimental models of water turbine
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居駒 知樹 日本大学理工学部海洋建築工学科
増田 光一 日本大学理工学部海洋建築工学科

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・垂直軸回転 ○ ○ 6 × ○ ○ ○/× ○/○ × 風洞付造波回流水槽

発電対象
• 潮流発電・垂直軸

模型サイズ
• ⽔⾞直径: 0.5 m, ブレード⻑: 0.6 m, 
• 翼弦⻑: 0.076 m (翼断⾯形状NACA0018)

模型の運動⾃由度
• 1⾃由度

模型の発電機構
• 回転軸に機械的摩擦を与え、⽔⾞が停⽌するまでの

トルクを計測して⽔⾞のトルク性能と発電効率を評
価する。

計測項⽬
• 電磁流速計(模型前⽅ 2.6 [m]⽔深 0.25 [m]の位置で計

測)
• 回転数
• トルク
• 流れ⽅向荷重

⽬的
• 垂直軸⽔⾞のソリディティ(⽔⾞直径, 翼枚数, 翼弦⻑から

決まるパラメータ)とピッチ制御⾓度が性能に与える影響
を調べる。

垂直軸可変ピッチ翼水車のソリディティとピッチ制御角度が
水車パワー係数に与える影響

OES24‐055中澤 那世留 日本大学大学院理工学研究科海洋建築工学専攻
林 昌奎 東京大学生産技術研究所

Fig.1 Experimental model of water turbine

Fig.2 Tracks of pitch angles both setting angles

a) 3 number of blades b) 6 number of blades

b) Setting angle =-30°a) Setting angle =0°
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A VERTICAL AXIS WAVE TURBINE WITH CUP BADES

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・Cross(V) × 直径76.2, 6.4, 
12 7

1 × × × ○/× ○/× × 2次元

OMAE2015‐41140Yingchen Yang, Isaiah Diaz, Misael Morales, Pablo Obregon
University of Texas at Brownsville Brownsville, Texas,  USA

発電対称
• New Wave Energy Converter (WEC)
• 波⼒・可動物体？

模型の運動⾃由度
• 1⾃由度

計測項⽬
• 模型の条件を変えることで⾓速度ω [rad/s]の変化を

調べ、最適な条件を探している

⽬的
• 新しいタイプ（垂直軸型）の波⼒発電について、

そのコンセプトの妥当性を検討する
• 具体的には、規則波や不規則波をあてたときに⼀

定⽅向にシャフトが回転するか確かめる

模型サイズ
• Fig.1参照
• 半球, スポーク, シャフトの直径76.2, 6.4, 

12.7mm
• D: 203.2, 228.6, 254, 279.4, 304.8mm
• S: 25.4, 50.8, 101.6, 152.4mm
• α: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90°
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PLATE SHAPE EFFECT ON THE PERFORMANCE OF THE VERTICAL AXIS AUTO ROTATION 
CURRENT TURBINE (VAACT)

Velosity range 0.07‐0.335m/s

FlowReynolds Number 21000‐100000

Curent depth  0.5m

length 22m

width 1.4m

depth 0.75m

Ali Bakhshandeh Rostami
LOC‐COPPE‐UFRJ 
Brazil,Rio de Janeiro, RJ, 
21941‐909 

Antonio Carlos Fernandes
LOC‐COPPE‐UFRJ 
Brazil, Rio de Janeiro, RJ, 
21941‐909 

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流‐Cross(V) × 0.3m*0.6m 1 × × × ○ × ○ 2次元2017/3 82
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潮流発電装置に及ぼす生物汚損影響に関する研究

経塚 雄策 九州大学大学院総合理工学研究院
伊田 匡志 九州大学大学院総合理工学府
勝山 一朗 日本エヌ・ユー・エス株式会社

小林 聖治 日本エヌ・ユース・エス株式会社
井川 周三 日本エヌ・ユース・エス株式会社

OES24‐035

発電対象
• ダリウス型⽔⾞を⽤いた潮流発電(Fig.3参照)

模型サイズ
• ダリウス翼 (L x C) 0.6 m x 0.118 m
• アカフジツボ模型(実物の1/3のサイズのも

のを使⽤、Fig.1参照)

計測項⽬
• ⼀様流中で，1枚ブレードのダリウス形⽔⾞

を強制回転。
• 計測項⽬は流速，⽔⾞回転数，トルクおよ

びブレード位置検出⽤のパルス信号。
• これらの測器からの出⼒信号は，A/D変換

の後，PCに記録され，解析される。

⽬的
• アカフジツボ模型をダリウス型潮流発電装置の

ブレードに接着して実験を⾏い、模型個数と⽔
⾞効率の関係について調査。

Fig.1 Photo of the red barnacle and the scale 
model made from the plaster

mm

Fig.2 Experimental setup of measuring system

Fig.3 Circulating water channel, test section is (L*B*d=6m*1.5m*1.2m) and Darrieus Turbine test apparatus)

mm

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・ダリウス × ダリウス翼 (L 
x C) 0.6 m x 
0.118 m

0(固定) × × × ×/○ ×/○ × 回流

Circulating Water Channel Darreus Turbine Apparatus
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平戸瀬戸・田平港岸壁における生物汚損調査と
付着生物による潮流発電性能への影響

OES25‐026

発電対象 模型ス
ケール

模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・垂直軸回転 ○ ○ 1 × ○ × ○/○ ○/○ × 回流水槽

⽬的
• 付着⽣物（アカフジツボ）が潮流発電装置の⽔⾞効

率にどの程度影響を与えるか
発電対称
• ダリウス・サボニウス直⾓軸⽔⾞

模型スケール
• 1/3

模型の運動⾃由度
• 1⾃由度

模型の発電機構
• 記載なし（モータで⽔⾞を回転させたときのトルク

変化を計測している）

計測項⽬
• ⽔⾞の回転数をモータで制御し、⽔⾞の回転速度（周速⽐）を変化させ、

⽔⾞の回転トルクを計測 （トルク変動を計測し、1回転中の平均トルク
からトルク係数と⽔⾞効率を求める）

• 回流⽔槽の流速は1.0 m/s に固定
• タービンは1翼のみで実験
• 被覆率をTable.1 のように変化させたときのトルクを計測

経塚 雄策 九州大学大学院総合理工学研究院
伊田 匡志 トヨタ自動車株式会社
小林 聖治 日本エヌ・ユー・エス株式会社

井川 周三 日本エヌ・ユー・エス株式会社
勝山 一朗 日本エヌ・ユー・エス株式会社

模型サイズ
• ⽔⾞直径:0.6 m, ブレード⻑: 0.6 m, 
• 翼弦⻑: 0.1178 m

Table.1 Coverage ration (%) of the blade by red‐barnacle models
**Numberはアカフジツボ模型の個数

2017/3 84



2017/3

43

潮流発電

その他

2017/3 85

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の 模型の発電機構 計測項⽬ ⽔槽タイプ
運動⾃由度 ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/⼒ 出⼒

潮流・VIM × ○ 1 × × ○ ○/○ ×/○ ○ 2次元

潮流・VIM × ○ 2 × ○ ○ ○/○ ×/× ○ 回流⽔槽

潮流・VIM × ○ 6 ○ × × ○/× ○/○ × 2次元

潮流・はためき × ○（⼀部の
み） 1 (yaw) × × ○ ○/○ ×/○ ○ 2次元

潮流・はためき × ○ 1(yaw) ○ × × ○/× ○/○ × 2次元

潮流発電
その他
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VAN DER POL‐DUFFING MODELING FOR TORSIONAL GALLOPING 

length 22m

width 1.4m

water depth 0.5m

chord length 0.2 or 0.3m

The velocity was increased with an 
average rate of 0.02 m/s

1.919‐2.996

Antonio Carlos Fernandes
LOC-COPPE/UFRJ LabOceano-
COPPE/UFRJ 
Mohammadmehdi Armandei
LOC-COPPE/UFRJ 

発電対象 模型スケー
ル

模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・はためき × ○ 1(yaw) ○ × × ○/× ○/○ × 2次元

2017/3 87

ENVELOPE OF POWER HARVESTED BY A SINGLE-CYLINDER VIVACE
CONVERTER

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・VIM × ○ 1 × × ○ ○/○ ×/○ ○ 2次元

OMAE2015‐42333Jianhui Liu, Michael. M. Bernitsas
Marine Renewable Energy Laboratory
Dept. of Naval Architecture and Marine Engineering, University of Michigan

発電対称
• FIM(Flow Induced Motion) with PTC(Passive Turbulence 

Control)
• 波力・可動物体

模型の運動自由度
• 1

計測項目
• VIVとgallopingを電気に変換するためにrotary electrical 

generatorが使用されている（low‐RPM typeで主に風力発
電のコンバータに使用されている）

目的
• VIVを利用して発電する右図のような装置において、実験を

行うことでシミュレーション精度の向上を目指す

模型サイズ
• 右図 参照
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円柱とフープを用いた潮流発電

OES25‐031

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・VIM × ○ 2 × ○ ○ ○/○ ×/× ○ 回流水槽

⽬的
• 振動円柱型発電システムのための振⼦を⽤い

た新しい提案
• 流れと垂直⽅向に触れ回る円柱の上部に、円

柱軸に発電⽤のフープを取り付けた実験例と
解析結果を⽰す

発電対称
• VIM振り⼦型の発電装置

模型の運動⾃由度
• 2⾃由度（2重振⼦）

模型の発電機構
• 円柱のVIMを⽤いた流れのエネルギーを吸収し発電する⽅式の⼀つ

である振⼦式の発電部分にフープ発電を採⽤している
• センサー部上部には発電効率の良いDCモータ1つと、重⼒センサー

を組み込む

計測項⽬
• 装置は4セット⽤意し、それぞれのユニットには電量（電圧）と傾

斜核を計測するシステムを組み込む
• Table2のように実験条件を変えて得られた結果がTable3である
• （回転中⼼から喫⽔は500mmで錘は⽔⾯上にある）

寺尾 裕 東海大学海洋学部

模型サイズ
• Table2. 参照
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PERFORMANCE IMPROVEMENT AND SIMILARITY ANALYSIS FOR TORSIONAL 
GALLOPING BASED TURBINE

発電対象 模型ス
ケール

模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・はためき × ○（一部のみ） 1 (yaw) × × ○ ○/○ ×/○ ○ 2次元

OMAE2015‐42095Mohammadmehdi Armandei, Antonio Carlos Fernandes
COPPE – UFRJ  Rio de Janeiro, Brazil

発電対称
• Torsional galloping turbine

模型の運動⾃由度
• 1 （yawのみ）

計測項⽬
• 流速は、electronic flow meterを使⽤
• Transmission boxが上部に備え付けられている

（torsional oscillationをrotationに変換）
• おもりのlifting rateがpower take offに使⽤されてい

る（その後効率に変換）

⽬的
• Torsional galloping turbineのコンセプトは前回の論⽂で

紹介したので、より深い研究を⾏った
• Axis positionの影響の評価
• Similarity analysisを⾏った

模型サイズ
• Flat plate ⻑さ：0.15, 0.25m
• その他のサイズは記載なし

**ちなみにYouTubeに動画あり
https://www.youtube.com/watch?v=25Vt8rzWu9A
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COMPARISON OF NUMERICAL SIMULATIONS WITH EXPERIMENTAL 
MEASUREMENTS FOR THE RESPONSE OF A MODIFIED SUBMERGED 
HORIZONTAL CYLINDER MOORED IN WAVES 

length 76m

width 4.6m

depth 2.2m

distance from the model to 
the wave maker 37m

peak periods 1.1‐3.3s

number of wave probes 3

positions of wave probes

in line with the 
model

upstream of the 
device

closer to the 
wavemaker

Ronan Costello 
Centre for Ocean Energy Research, 
NUI Maynooth, Ireland 
Davide Padeletti
Centre for Ocean Energy Research, 
NUI Maynooth, Ireland 

発電対象 模型スケー
ル

模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

潮流・VIM × ○ 6 ○ × × ○/× ○/○ × 2次元

Josh Davidson 
Centre for Ocean Energy Research, 
NUI Maynooth, Ireland 
John V. Ringwood 
Centre for Ocean Energy Research, 
NUI Maynooth, Ireland
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ハイブリッド発電

潮流・波力・風力
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NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF A MULTI-USE PLATFORM

OMAE2016‐54427

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・可動物体 ○ ☓ 6 ○ ☓ ☓ ○/○ ○/○ ☓ 3次元

発電対称
• 浮体式洋上⾵⼒発電及びOWC型波⼒発電装置

計測項⽬
• 波⾼、⼊射速度、浮体動揺（モーションキャプ

チャ）、ナセル部のスラスト⼒、係留⼒、
OCW内の⽔位変化及び圧⼒

模型スケール
• 1/35

⽬的
• OWCを搭載したMUP（Multi Use Platforms）に

おける実験結果と数値計算結果を⽐較し波浪中
応答把握。

• OWCの開⼝部をopen, partially open, closedの3つ
で確認

⽔槽概要
• Wide：42m，Long：30m，Hight(ave.)：

3.7m
• Wave paddles：64 independent wave 

paddles 
(w:0.5m,h:4.5m)模型の運動⾃由度

• 6⾃由度

Universidad de Cantabria C/Isabel n 
15,PCTCAN
Santander,Cantabria,Spain

PLATFORM AND MOORING SYSTEM

SQUEME OF THE PROPOSED MUP 
WITH A WIND TURBINE AND THREE 
OWCS AT ITS CORNERS

DETAIL OF THE OWCS TESTED DURING 
THE PHYSICAL EXPERIMETS

IMAGE OF THE EXPERIMETS PERFORMED AT 
THE FACILITIES OF IH CANTABRIA
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A Sensitivity Study of Wave and Wind Induced Responses of the Combined Energy 
Concept SFC Based on Experimental Measurements

16TPC‐0186

目的
• SFC(Semisubmersible wind energy and Flap‐type wave energy Converter)におけるsurvival and operational condtition での波

と風による応答の影響の検討

Constantine Michailides, Zhen Gao and Torgeir Moan
Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS), Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS), Department 
of Marine Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Trondheim, Norway

発電対称
• SFC (Semisubmersible wind energy and Flap-type 

wave energy Converter)
模型サイズ
• Figure.2, Table.2,3参照

模型の運動⾃由度
• 6＋1(WEC部分と⾵⾞部分)
• 浮体式

模型の発電機構
• 記載なし
計測項⽬
• Free surface elevation をwave gaudge(WG1, 

WG2)で測定
• Wind velocityをwind load cellで、wind  thrust  

forceをタワー上部に設置したforce sensor で
測定

• 波による応答と⾵と波両⽅による応答を測定

模型スケール
• 1/50

発電対象 模型スケール 模型サイズ 模型の
運動自由度

模型の発電機構 計測項目 水槽タイプ

ダンパ機構 可動部 PTO搭載 波/流速 運動/力 出力

波力・可動物体 ○ ○ 6＋1 ○ ○ ○ ○/× ○/× × 3次元

⽔槽サイズ
• 30×50m

今後の課題
• Costant uniform wind fieldではなくturbulent 

wind fieldでの実験

2017/3 94



 

謝辞  

本報告書をまとめるにあたっては、（公社）日本船舶海洋工学会の S-13 研究委員会のメ
ンバーだけでなく、文献調査として、東京大学の小坂君、木下君、横浜国立大学の桒田
君、井上君、池増君、望月君、佐賀大学の坂中さん、九州大学の瀬戸口君に多大な協力を
いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。 

参考文献  

1) Roxana Tiron, et al, AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE HYDRODYNAMIC EFFECTS 
OF MARINE GROWTH ON WAVE ENERGY CONVERTERS, OMAE2013-10698, 2013 

2) Alan Henry, et al, A Two Dimensional Experimental Investigation of Slamming of an 
Oscillating Wave Surge Converter, ISOPE2014, 14TPC-0969Henry, 2014 

3) P´al Schmitt, et al, Designing Short Term Wave Traces to Assess Wave Power Devices, 
ISOPE2016-16TPC-1300, 2016 

4) Yanji Wei, et al, NUMERICAL SIMULATION OF AN OSCILLATING WAVE SURGE 
CONVERTER, OMAE2013-10189, 2013 

5) Kazutaka Toyota, Experiments and Numerical Analysis on Conversion Efficiency of 
Floating Pendulum Wave Energy Converter in Regular Waves, ISOPE2013-13TU-
01Toyota, 2013 

6) 村上他，浮体型振り子式波力発電装置の負荷特性に関する研究, OES24-14, 2014 

7) J. Y. Park, et al, Comparative Study of Wave-induced Motion for Two Types of Floating 
Pendulum Wave Energy Converters, ISOPE2014, 14SYH-17Park, 2014 

8) Bret Bosma, et al, WEC-SIM PHASE 1 VALIDATION TESTING  - EXPERIMENTAL 
SETUP AND INITIAL RESULTS, OMAE2016-54984, 2016 

9) 宮島他，日本近海に適したフロート式波力発電装置の開発, OES24-072, 2014 

10) Matt Folley, et al, PRELIMINARY CROSS-VALIDATION OF WAVE ENERGY CONVERTER 
ARRAY INTERACTIONS, OMAE2013-10837, 2013 

11) James Eder, et al, EMPIRICAL DEMONSTRATION OF ACAUSAL CONTROL 
STRATEGIES FOR WAVE ENERGY CONVERTERS , OMAE2013-10020, 2013 

12) 平尾他，並進動揺型波力発電装置の安全性評価に関する水槽試験, OES25-061, 2015 



13) Hoai-Nam Nguyen Guillaume, et al, EXPERIMENTAL VALIDATION OF A NONLINEAR 
MPC STRATEGY  FOR A WAVE ENERGY CONVERTER PROTOTYPE, OMAE2016-
54455, 2016 

14) H.Y. Kang, et al, Comparative Study of Dual-Cylinder System with Permanent Magnet 
Linear Generator for Wave Energy Conversion, ISOPE2016-16TPC-1245, 2016 

15) 宮島他, 沿岸着底式波力発電装置の開発, OES25-058, 2015 

16) Svein Ersdal, et al, MODEL TEST OF THE AKER WAVE ENERGY CONVERTER 
CONCEPT, OMAE2013-10537, 2013 

17) Luca Martinelli, Hybrid Structure Combining a Wave Energy Converter and a Floating 
Breakwater, ISOPE2016-16TPC-0804, 2016 

18) Evaluation of Energy Gain of Float Type Wave Energy Converters, ISOPE2014-14SN-
01Hadano, 2014 

19) Tomoki Ikoma, et al, IMPROVEMENT OF WAVE POWER TAKE-OFF 
PERFORMANCEDUE TO   THE PROJECTING WALLS FOR OWC TYPE WEC, 
OMAE2013-10384, 2013 

20) Rachel Nicholls-Lee, et al, COUPLED MULTI-PHASE CFD AND TRANSIENT MOORING 
ANALYSIS OF THE FLOATING WAVE ENERGY CONVERTER OWEL, OMAE2013-10667, 
2013 

21) 今井他，後ろ曲げダクトブイ型波力発電装置の規則波中発電性能に関する研究, 
OES23-062, 2013 

22) 久安他，OWC 型津波観測ブイの一次変換効率に関する実験的研究, OES25-107, 2015 

23) 村上他，衝動タービンを有する固定式振水柱型波力発電装置のエネルギ変換効率 , 
OES25-059, 2015 

24) 居駒他，有孔ケーソンを利用した PW-OWC 型波力発電装置の 基本性能に関する基礎
的研究, OES25-108, 2015 

25) Modelling and Results for an Array of 32 Oscillating Water Columns, EWTEC2013, 615-
Thomas Kelly, 2013 

26) Keith O’ Sullivan, et al, POWER OUTPUT PERFORMANCE AND SMOOTHING ABILITY 
OF AN OSCILLATING WATER COLUMN ARRAY WAVE ENERGY CONVERTER, 
OMAE2013-11375, 2013 

27) Hiromichi Tanaka, et al, Development of Wave Overtopping Type Wave Power Generation 
Devices, ISOPE2013-I-13-001, 2013 



28) Hiromichi Tanaka, et al, Characteristics of Volume of Overtopping and Water Supply 
Quantity for Developing Wave Overtopping Type Wave Power Generation Equipment, 
ISOPE2015, 15TPC-0987Tanaka, 2015 

29) Hiromichi Tanaka, et al, Researches and Developments of Wave Overtopping Type Wave 
Power Generation, ISOPE2016-16TPC-1183, 2016 

30) JiHye Seo, et al, Viscous Damping of Wave Power Extracting System with a Resonant 
Channel Attached to an Existing Vertical Breakwater, ISOPE2015, 15TPC-0995Seo, 2015 

31) Xuanlie Zhao, Effect of PTO on the Dynamics of a WEC-type Floating Breakwater, 
ISOPE2016-16TPC-1084, 2016 

32) 重松他，縦スリット直立消波工の遊水室内に設置した水車が  反射特性に及ぼす影響
に関する研究 , OES24-039, 2014 

33) 下里他，屈曲動揺型波力発電装置の安全性評価に関する水槽試験, OES25-070, 2015 

34) Elisa Angelelli, et al, PHYSICAL AND NUMERICAL MODELLING OF MOORING FORCES 
AND DISPLACEMENTS OF A WAVE ACTIVATED BODY ENERGY CONVERTER , , 2014 

35) 谷部他，圧電素子と振子と浮体を組み合わせた波力発電に関する基礎的研究 ,  
OES23-028 , 2013 

36) Yan Li, et al, The Theoretical and Experimental Investigation to an Ocean Wave powered 
piezoelectric Vibration Generator, ISOPE2013-I-13-097, 2013 

37) A.C. Mendes, et al, SMALL-SCALE MODEL TESTS OF A RUBBER-TUBE WAVE 
ENERGY CONVERTER WITH PNEUMATIC POWER TAKE-OFF, , 2014 

38) 西澤他，浮体式波浪発電を想定した 波浪中ロル運動による浮体応答性能の向上に関
する研究, OES25-015, 2015 

39) Casey Fagley, 3D EFFICIENCY ANALYSIS OF CYCLOIDAL WAVE ENERGY 
CONVERTERS IN OBLIQUE WAVE FIELDS, "OMAE2013-10876", 2013 

40) Erik ter Brake, et al, DEVELOPMENT OF 3MW TIDAL ENERGY PLATFORM, OMAE2013-
10299, 2013 

41) Nak Joong Lee, et al, Performance Investigation of a Counter-rotating Tidal Current 
Turbine by Front and Rear Blade Angle by CFD and Model Experimentation , ISOPE2014, 
14TPC-0843Lee, 2014 

42) Rachel Nicholls-Lee, et al, TRITON – DEVELOPMENT OF A NOVEL, FLOATING, TIDAL 
ENERGY PLATFORM, , 2014 



43) Chul-hee Jo, et al, PERFORMANCE AND MOORING ANALYSIS OF 10 KW FLOATING 
DUCT-TYPE TIDAL CURRENT POWER SYSTEM, OMAE2015-41780, 2015 

44) Tomoki Ikoma, et al, PERFORMANCE AND CHARACTERISTICS OF TAKE-OFF POWER 
OF A VERTICAL AXIS MARINE TURBINE WITH VARIABLE-PITCH BLADES, 
OMAE2013-10392, 2013 

45) 居駒他，垂直軸可変ピッチ翼水車のソリディティとピッチ制御角度が 水車パワー係
数に与える影響 , OES24-055, 2014 

46) Yingchen Yang, et al, A VERTICAL AXIS WAVE TURBINE WITH CUP BADES, 
OMAE2015-41140, 2015 

47) Ali Bakhshandeh Rostami , PLATE SHAPE EFFECT ON THE PERFORMANCE OF THE 
VERTICAL AXIS AUTO ROTATION CURRENT TURBINE (VAACT), , 2014 

48) 経塚他，潮流発電装置に及ぼす生物汚損影響に関する研究, OES24-035, 2014 

49) 経塚他，平戸瀬戸・田平港岸壁における生物汚損調査と 付着生物による潮流発電性
能への影響, OES25-026, 2015 

50) Jianhui Liu, et al, ENVELOPE OF POWER HARVESTED BY A SINGLE-CYLINDER VIVACE 
CONVERTER, OMAE2015-42333, 2015 

51) 寺尾他，円柱とフープを用いた潮流発電, OES25-031, 2015 

52) Ronan Costello, et al, COMPARISON OF NUMERICAL SIMULATIONS WITH 
EXPERIMENTAL MEASUREMENTS FOR THE RESPONSE OF A MODIFIED 
SUBMERGED HORIZONTAL CYLINDER MOORED IN WAVES , , 2014 

53) Mohammadmehdi Armandei, et al, PERFORMANCE IMPROVEMENT AND SIMILARITY 
ANALYSIS FOR TORSIONAL GALLOPING BASED TURBINE, OMAE2015-42095, 2015 

54) Antonio Carlos Fernandes, et al, VAN DER POL-DUFFING MODELING FOR TORSIONAL 
GALLOPING , , 2014 

 


	活動概要
	委員会の開催
	海洋再生可能エネルギー水槽実験方法検討委員会　報告書
	１．緒言
	2 波浪発電に関する水槽実験の傾向
	3 潮流・海流発電に関する水槽実験の傾向
	4．結論
	参考資料
	謝辞
	参考文献



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




