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2.2.5 アクセス船としての漁船活用

 洋上風力発電の定期的な運転・保守のためには、洋上風車にアクセスできることが必要

である。通常の漁船の場合は、有義波高で 1m 以下程度でないとアクセスが難しい。このた

め年間の保守でアクセスできるのが年の半分以下になり、故障して発電出来ない場合は稼

働率が低下することが考えられる。このため、福島浮体式洋上風力発電実証事業では、効

率よく洋上風力発電の点検を行うために、JCAT ONE（ジェーキャットワン）」を運用してい

る。実証事業の海域が基地港となる小名浜港から 2 時間半かかることも理由のひとつにな

る。 

 また、今後、洋上風力発電事業が、数十基以上設置され、複数の事業者がそれぞれの作

業船を持つことは、効率が悪く、メンテナンス企業へのヒアリングからも可能性は低いと

の意見を得ている。今後、北九州港で地域貢献ということであれば、地元の漁協の船を使

うことは、沿岸から数 km 程度の海域では考えられる。現在、次頁に示すように漁船を使っ

たアクセス船の開発が進められており、漁業振興にもつながっていくことが考えられる。 

なお、アクセス船「JCAT ONE（ジェーキャットワン）」の主な諸元は次の通りである。 

表 2.2.5-1 アクセス船 JCAT ONE の諸元（東京汽船株式会社） 

項目 諸元 
船名 JCAT ONE（ジェーキャットワン） 
総 ton 数 54 総 ton （アルミ合金製の双胴船） 
船の長さ（LOA） 21.3 メートル 
喫水 1.0 メートル 
船速 最大速力 27.2 ノット（ウォータージェット推進） 
運用最大波高 2.0 メートル 
定員 乗客 12 名＋船員 3 名の合計 15 名 
建造国 オランダ国 Veka Shipbuilding 造船所 

出典：ソフトエネルギー、2014 年 3 月 12 日 
greenpost.way-nifty.com/softenergy/2014/03/jcat-one-b0ca.html） 

出典：銚子沖洋上風力発電実証研究（東京電力）H26.7.31 

写真 2.2.5-1 漁船を使った作業状況 
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2.2.6 電動漁船、電化支援

(a)電動漁船、観光船 

 平成 22、23 年度に電動漁船への電力供給を行う実証実験が長崎県豆酘
つ つ

漁港（長崎県対馬）

で実施された。太陽光発電で発電した電気を電動船舶（リチウム蓄電池）へ電動漁船急速

充電器を用いて給電する実証実験が行なわれている。電動漁船は、東京海洋大学が所有す

る電動漁船（らいちょう S）で、現在 50 分弱の充電時間で、通常の走行で 2 時間程度の走

行が可能となっているが、まだ実証段階である。今後、漁業では、養殖場までのアクセス

船として利用は考えられるが走行時間、蓄電池等のコストの課題が残されており、すぐの

実用化は難しい状況である。ただし将来的には有望な技術であり、漁船のみならず観光船

としての利用も今後考えられる。 

(b)漁港の電化支援 

 電動化により、燃料代の削減、CO2 の削減以外に衛生管理上でもメリットがある一方で、

現状では充電量により走行可能時間が制限されるため、操業範囲が限られる（遠距離の漁

業に対応する為には大量の蓄電池を搭載する必要がある）。また、充電・給電設備といった

インフラの整備を合わせて進める必要がある。その他の電動化が考えられる事例を示す。 

表 2.2.6-1 その他の事例 

内容 効果 特長 課題 

フォークリフト
の電動化 

・フォークリフトによる
燃料（ガソリン、軽油）
消費量を減らし、CO2
排出量を削減する。 

・排ガスが出ないため、
衛生管理にも寄与す
る。 

・定期的なバッテリーの
交換が必要 

・充電・給電設備といっ
たインフラの整備を合
わせて進める必要があ
る 

加工設備の電化

・乾燥工程等の熱源を化
石燃料から電力に変更
し CO2 排出量を削減す
る。 

・電化により、ボイラー
での火器の使用がなく
なるため、安全面が向
上する。 

・ヒートポンプを利用す
ることでさらに CO2 削
減効果が上がる。 

・加工設備ごと買い替え
る必要があり、初期費
用が高価となる。 

写真 2.1.6-1 豆酘漁港（長崎県）での電
動船の利用例（実証試験）

図 2.1.6-1 長崎県豆酘漁港での実証実験

出典：http://www.jfa.maff.go.jp/j/keikaku/chokei/pdf/05shiryo21019.pdf 



34 

2.2.7 風力を活用した海産物のブランド化

 再生可能エネルギーを使って環境へ配慮することをアピールすることで水産加工物の付

加価値を創出する。 

波崎漁港で水揚げした海産物をブランド化し、風車をパッケージのイラストとして利用

している事例が有名である。 

図 2.2.7-1 風力発電設備を利用している波崎漁港におけるブランド化の例 

出典：H23 漁港のエコ化方針（水産庁） 

写真 2.2.7-1 波崎漁港の陸上風車（1MW）   写真 2.2.7-2 タワーのイラスト

国際航業株式会社撮影 
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2.2.8 海外事例

 海外の洋上風力発電事例から地域貢献策について整理した。

①市民出資 20%の条件 

・風力発電の規模感や環境影響の大きさを考慮するならば、設置に際し地元の同意は重要

である。そこでエネルギー民主主義を掲げるデンマークでは、風車設置の場合には周辺

住民の 20%の出資がなければならないという法的義務を課している。 

・この出資については利回りがかなり高いため（5%～10%）、募集すると即完売というほど

人気がある。 

・北九州市の事例のように洋上風車が沿岸から近くにあり、地元感がある場合には、同様

の施策（一般の銀行定期預金に比べてよい利回りにするなど）の導入により、地元の賛

同が得られやすく市民も地域開発への貢献意識が高まるものと思われる。 

・ファームの場合にはそのうちの 1 基から数基については、北九州市民に一部高利回り（銀

行定期預金金利の 5 倍～10 倍程度）で出資を募る。高利回りであることから出資率は大

きくなることが期待される。このことにより自分たちの風車感を持っていただく。また、

場合によっては下関市民など風車が見える地域住民に出資資格を与えるということも考

えられる。これは反対派を抑えるための手段ともなり得る。因みにドイツやデンマーク

などでは、市の公社などが事業主体になるケースが多く見られる。 

・メンテナンス関連企業をはじめ、事業参画企業などにも高利回り出資を募ることも考え

られる。こうして北九州市地元の洋上風力感が強まるとともに洋上風力発電と共生して

発展していこうという気運が高まる。 

②沿岸からの距離と地元意識（欧州諸国） 

・ヨーロッパでは、洋上ウィンドファームが沿岸からかなり離れている場合が多いが、そ

の場合には最も近い沿岸地域住民にとって地元意識はない。したがって、洋上風力によ

る地域開発ということを考える場合には、この距離感が重要になってくる。地元意識を

保ちつつ反対意見が起きないレベル感について、アンケート調査などの実施により検証

すべきである。このことは地域住民の協力といった観点から重要であり、それは地域開

発にも大きく影響することである。

③電力自由化と再生可能エネルギー発電源証明（EU 諸国） 

・ヨーロッパでは、EU 指令に基づき、各国ともに最終エネルギー消費に占める再生可能エ

ネルギー割合について目標値を持たされている。そのため、各国は自助努力で不可能な

場合にみなしの再生可能エネルギー電力により目標を満たすことが可能となっている

（コペンハーゲン市のように市レベルで目標値を掲げている場合もある）。そのため、GoO

（Guarantee of Origin：発電源証明）を基にした再生可能由来の電力が売買されている。

また FIT（Feed in Tariff）や FIP（Feed in Premium）といった買取制度があり、国に

よって発電事業者は選択することができる。日本においても 2016 年以降、電力の自由化

が進むこととなる。再生可能エネルギー事業者にとってはビジネスチャンスが増えるこ

ととなるため、再生可能エネルギー導入促進が図られ、すでに総合的な再生可能エネル
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ギーの導入が進んでいる北九州市にとってはスマートコミュニティの活性化や再生可能

エネルギー由来の水素生成など地域活性化に向けてのシーズが多様化することとなる。

洋上風力導入に際してこのような機会に対し時宜を逸することなく、電力自由化に伴う

地域エネルギー会社の創出により①安い電力を用いた水素の生成、②エネルギーの地産

地消の促進、③災害時における非常時の電力供給源、④安い電力による響灘地区への産

業誘致策などで利用することが考えられる。
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2.3 観光資源としての活用

2.3.1 事例調査

観光に関する事例では、洋上風力発電の導入によって観光収益に繋がる地域貢献策につ

いて調査を行った。

(1)国内事例 

 北九州市響灘地区には、陸上ウィンドファームが建設されており、環境学習ツアーの中

で、修学旅行生や一般客の見学スポットとして人気スポットとなっている。今後、洋上風

力発電施設が建設された場合、観光スポットとなる可能性があると考えられる。

今後、さらなる観光客の集客に向け、観光資源となりうる。今後の北九州市がもつ海外

とのネットワークを活用して、国内外へ発信していくことで、洋上風力発電による観光促

進が図れると考えられる。 

①観光船、漁船を用いた洋上見学ツアー 

洋上風力発電による観光、視察に関して他県で取り組まれている具体例を示す。

北九州市次世代エネルギーパークと同様に、茨城県でも同様に次世代エネルギーパーク

構想（経産省）に認定され、新エネルギーの普及、環境教育活動を行っている。 

具体的には、関連企業、研究所の紹介、見学、体験ツアーの支援が行っており、その中

で鹿島港沿岸に設置されている洋上風力発電の見学ツアーが開催されている。協力参加企

業であるウィンドパワーエナジーへのヒアリングから、以下のとおり回答を得ている。年

間、3,600 名以上の見学者がおり、茨城県次世代エネルギーパークからの見学の申し込み

が 3,000 名程度、直接の見学申し込みが 600 名程度となっており、次世代エネルギーパー

ク事務局を通して、見学者を増やしている状況である。また、見学会の中で、地元のバス

会社、漁船を利用し、昼食、お土産についてもツアーの中で組まれている。今後、鹿島港

の沖合に設置している風力発電所の PR 施設の設置、模型展示や PR ビデオによる紹介を行

っていくことを考えている。 

表 2.3.1-1(1)「茨城県次世代エネルギーパーク」見学者受入数（H25 年度） 

学生団体 16 校（931 名） 

一般団体 88 件（2200 名） 

表 2.3.1-1(2) 見学者受入数（H25 年度） 

官公庁対応 約 200 名 

一般企業関連 約 400 名 

           ※直接申し込み 
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 鹿島港では、鹿島港内の漁船を利用した海上見学ツアーが組まれている。ヒアリングで

も鹿島港へ洋上風車の見学に訪れる観光客は年間 3,000 人以上に及ぶ。地域貢献の一環で

漁業関係者との共生していくためにも必要な取組と考えられる。響灘地区周辺の漁協の漁

船の活用していくことが必要である。 

写真 2.3.1-1 陸上から見た風車見学      写真 2.3.1-2 漁船から見た風車 

写真 2.3.1-3 漁船の見学の様子       写真 2.3.1-4 見学に使用した漁船 
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②鹿島港のウィンドパワーかみす洋上風力発電所の見学会の事例 

ツアー 茨城県鹿島港に設定している洋上風力発電施設（ウィンドパワーかみす洋上
風力発電所）の見学ツアー（開催回数は不明） 

洋 上 風 力
発 電 見 学
ツアー 

バス 東京駅鍛冶橋駐車場：集合――＞鹿島近辺にて昼食――＞鹿島港――＞
（船から）発電所見学――＞鹿島港――＞神栖市南浜：（陸から）発電所見学
――＞東京駅：解散 

参加費用 10,000 円（船代、バス代、昼食代込み） 

参加者 60 名程度（ツアー参加者） 

主催 風力エネルギー学会 

概要 ・年間 3～4000 人程度の洋上風力発電の見学者の対応を行っている。 
・ツアーが組まれた場合、洋上風力発電所付近の旅館、食事施設を利用され

ている。 
・海上からの発電所の見学では、鹿島港内の漁港の船を使用して見学が行わ

れている。 

陸上、海上

か ら の 見

学 

 陸上からの洋上風力発電見学     海上からの洋上風力発電見学 

現 地 説 明

会の開始 

 洋上風力発電の現地説明           バスガイド 

鹿島灘漁業協同組合
地元漁協と協力して、

見学ツアーが行われ

ている。
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③福島沖浮体式洋上風力実証事業の視察見学会の事例 

 福島沖浮体式洋上風力実証事業の視察見学会 

洋 上 風 力
発 電 見 学
ツアー 

JR 泉駅（現地集合）――＞地元バス会社――＞小名浜港――＞地元建設会社

の交通船で移動（2 時間半）――＞見学―――＞小名浜港に帰港⇒駅解散 

参加費用 10,000 円（船代、バス代込み） 

参加者 20 名程度（ツアー参加者） 

主催 一般社団法人海洋産業研究会 

概要 ・国内で 2 例目となる浮体式洋上風力発電施設となり、福島復興のシンボル
的な存在としも注目度は高い。 

・地元のバス、船を利用した見学ツアーが組まれた。 
・小名浜港は、洋上風力発電の拠点港として、耐荷重岸壁の整備がなされて

いる。 

船 上 か ら

の見学 

船上からの見学 

 地元バス会社         建設会社の警戒船 

地元建設会社の警戒船
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(2)海外事例 

海外の洋上風力発電の観光、視察等を目的としたサービスとして以下に示すサービスが

観光と結び付けて行なわれており、沿岸から 20km 圏内の洋上風力発電所と洋上風力発電の

拠点港となっているブレーマーハーフェン（Bremerhaven）、クックスハーフェン港

（Cuxhaven）、ヘルゴランド島（Heligoland）においてみられる。 

表 2.3.1-2 北欧の洋上風力発電に関する観光サービス 

観光客向けサービス 事例 備考 
洋上風力発電のインフォメ
ーションセンター 

Lillgrund、CuxhavenPort、
Heligoland（ヘルゴランド島） 

特別展 

Rostock、Nysted、Scroby Sands、
Bremerhaven、Cuxhaven 

展示場 

Middelgrunden 講義 
Guldborgsund 他観光と組合せ 
Norderney 

展望台 Scroby Sands、Nysted 陸上展望台 
掲示版による紹介 Blekinge、Hvidovre 
乗船による見学 Lillgrund、Middelgrunden、Nysted、

Scroby Sands、Riffgat 
沿岸の洋上風力 

alpha ventus 沖合の洋上風力 
遊覧飛行 alpha ventus、Riffgat 
陸上、洋上を組み合わせた港
湾内の風力発電ツアー 

Bremerhaven、Cuxhaven 

モータボート、帆船の航路 Nysted、Riffgat 
洋上レストラン、商業施設 Middelgrunden 

写真 2.3.1-5 北欧の洋上風力発電に関する観光サービス 

出典：Offshore_Stiftung-2013_04SBO_SOW_tourism_study
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2.3.2 観光に関する考察 

(1)工場夜景ツアーについて 

洋上風力発電をライトアップするなど工場夜景とあわせたツアーを企画できるか検討

した。

①洋上風力発電の航路標識許可基準（航路標識法） 

航路標識許可基準（航路標識法）に基づいて、洋上風車の塗色や灯火について以下の基

準が設定されている。

表 2.3.2-1 洋上風車の航路標識 

上部 2MW アップウィンド式 

下部 着床式 

水面上高さ 約 80m（ナセル高さ） 

ブレード 約 40m 

柱直径 最大 4m 

赤
色
灯

中光度赤色 
航空障害灯 

全発電施設に設置 
全周から視認可能な明滅光
（40 回/分) 

低光度赤色 
航空障害灯 

全発電施設に設置 
設置高さ：支柱中間部(40m) 
全周から視認可能な不動光 

黄色灯 
端部の発電施設に設置 
設置高さ：海面から 6m 
全周から視認可能な点滅光 

塗色 水面上 15m を黄色に塗色 

②洋上風力発電の視界 

 ビジュアルシミュレータにより、船から洋上風力発電施設を見た場合の昼間と夜間にお

ける見え方を比較した。この結果からも夜間に洋上風力発電を見学することは、難しいと

考えられる。航行安全上も難しいと考えられるため、夜間のナイトクルージングとしては

難しいと思われる。このため昼間の見学に限られる。

図 2.3.2-1 ビジュアルシミュレーター 

(株)エム・オー・エル・マリンコンサルティングシミュレータ室 
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図 2.3.2-2 日中時に洋上ウィンドファームを船上から見た場合の視界 

図 2.3.2-3 夜間に洋上ウィンドファームを船上から見た場合の視界 
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(2)ヤード、工場、洋上ウィンドファームの見学

響灘地区の洋上風力発電の拠点港化に向け、長尺重量部材を取り扱うことが可能な耐荷

重岸壁、及びヤードの整備計画の完成イメージを図に示す。洋上風車部材の積み下ろしや

部材の仮置きヤードのほかに、ブレードのテストセンター、認証機関、アセンブリーメー

カ、部品供給企業の誘致を進めている。これらの部材を取り扱う岸壁やヤード等が見学で

きるコースを設定すれば、風車関係者以外にも一般人の見学等による集客効果も考えられ

る。また、響灘地区は、一般、学生向け見学案内を行う、エコタウン（資源循環）、ビオト

ープ（自然共生）、次世代エネルギーパーク（低炭素）の 3 要素が揃う、総合環境学習拠点

であり、見学施設が併設されればその一環としても効果が大きい。またエコツアーや環境

修学旅行への組み込みが考えられる。なお、テストセンターの見学場所としては、新たな

施設を作るのではなく、テストセンター2 階に見学施設を併設することとともにブレード、

ナセル等が並んでいるところを見学しながら食事ができる場所を提供し、お土産売り場を

作ることで、地域経済への活性化にもつながり、風車の説明や組立等ストーリー性を持た

せた説明もすることで非常に有意義な見学になると考えられる。 

図 2.3.2-4 洋上風車部材の組立・積出ゾーン（耐荷重岸壁、ヤードの整備） 

風車部材の仮置ヤード

耐荷重岸壁

テストセンター

風車部材の仮置ヤード

風車設置専用船

風車部品製造メーカ

誘致場所

洋上ウィンドファーム 
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写真 2.3.2-1 ジャケットの出荷と制作風景（図の上下はサイズが異なる） 

出典：Burntisland Fabrication Ltd (BiFab)の HP 

写真 2.3.2-2 エスピエル港（Esbjerg Havn）のタービン積出状況 

出典：Port of Esbjerg HP 

写真 2.3.2-3 ナセルの運搬とブレードの保管 
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図 2.3.2-5 環境修学旅行のススメ 

出典：北九州市産業経済局 観光・コンベンション課 
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(3)海外事例からの考察 

海外の洋上風力発電事例から地域貢献策について整理した。

北九州市の場合、再生可能エネルギーの全般的研究開発をはじめ、環境・エネルギー分

野において広範に力を入れていることから、洋上風力だけでなくその他の環境・エネルギ

ー分野の資源、施設やインフラなども範疇に入れた総合的戦略が必要である。その戦略の

一つとして、また持続可能な地域開発の手段として、たとえば、地元に人を呼び込むため

の（エコ）ツーリズムなどは有用な手段である。すでに様々な商品が開発されているが、

アジア諸国などからもできるだけ広い層の人々をターゲットにできるよう、スポーツ、健

康、リラクゼーション、教育、娯楽など総合的視野の中で洋上ウィンドファームを位置づ

けることが重要と考えられる。その具体策の一つとして、洋上風力設置予定海域における

「洋上風力パーク」といったリラクゼーション、教育、娯楽等を兼ねたパークの整備が望

まれる。北九州市には、次世代エネルギーパークに見られるような、白島国家石油備蓄基

地や多くの再生可能エネルギー関連施設、リサイクルを中心としたエコタウン、響灘ビオ

トープなど様々な環境・エネルギー関連施設が存在し、これまでそうした施設や自然環境

を巡るエコツアーが多く企画されている。特に響灘地区では様々な施設や企業が集積して

きており、それらを核としたエコツアーなどは多く見られるが、陸域を中心としたもので

ある。一方、洋上風力発電設置と海洋資源等との関わりは大多数の人の関心を引くテーマ

であるが、それらを実感できるような体験的ツアーは見られない。そこで、洋上風車の周

囲の海域、特に海中の様子を観察できるようなグラスボートや潜水艦（沖縄県やハワイ、

佐賀県の例：下写真参照）などを利用することにより、風車周辺域の海面下の様子が観察

できるとともに、風車自体が漁礁となっている場合も含めて海中（底）資源の状況や魚類

の様子が観察できるようにする。また環境影響評価をクリアできるような施設の設置が可

能であればそれも考慮に値する（勝浦の事例参照）。このような事例は海外でも未だ実現さ

れておらず、集客力は大きいものと思われる。そして、そのような洋上風力パークが北九

州市全域の活性化につながるよう、その他の環境・エネルギー関連施設と有機的に結びつ

けることが重要である。 

写真 2.3.2-4 ハワイオアフ島の 

アトランティス号（水深 30m を潜行） 

写真 2.3.2-5 沖縄恩納村 ｻﾌﾞﾏﾘﾝ Jr 
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写真 2.3.2-6 佐賀県 マリンパル呼子 くじらのジーラ 

出典：http://www.marinepal-yobuko.co.jp/ 

写真 2.3.2-7 千葉勝浦海中公園海中展望塔 


