
株式会社
e-ウェーブR&D

設立記者説明会

2021年9月1日（水）

13：00～14：00

平塚市役所 3階 302
会議室＋オンライン



時 間 次 第 担 当（敬称略）

13:00～ 代表挨拶 代表取締役 小川 敦

13:05～ 市長挨拶 平塚市長 落合克宏

13:10～ 事業説明 代表取締役 竹下 彰

13:30～ 祝電紹介

13:35～ 報道質疑

他参加者 株式会社 東京久栄 高月邦夫
株式会社 山川機械製作所 岩元清英

式 次 第



【業務内容】
✓ 波力発電所の建設に関わる企画・調査・設計

✓ 発電事業者の高い障壁となる各種の許認可手続き代行

✓ 波力発電所の設置による地球環境保全、地域振興に
関わるコンサルティング

【所在地】
神奈川県平塚市

【株主（発起人）】
✓ 法人は民間企業3社※と平塚市
※(株)ワイテック、(株)東京久栄、(株)サンユウシビルエンジニアリング

✓ 個人株主7名

株式会社 e-ウェーブ R&D

海洋立国の日本でグリーン電力を波で創る
自治体と民間企業が協力して会社を立ち上げ



株式会社 e-ウェーブ R&D 

2021/09/01
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新コンサルタント会社： e-ウェーブ R&D

設立の背景とねらい

実証試験中の平塚波力発電所（2018〜2021年度）

記者説明会資料



✓深刻化する地球温暖化

✓改正地球温暖化対策推進法の成立
（2021年5月26日成立）
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設立の背景



 

 

世界の 気 報（ 時）

 

世界の 常気象や気象 害のうち、 な事例について、その状 を 報としてまとめた情報です。
 発表年⽉⽇と 常気象︓ 【最近発表された世界の 常気象 報（ 時）】

 

過 に発表した情報は、以下のページからご になれます。

過 に発表した情報（発表 ）

過 に発表した情報（地域別）

 

北半 の な⾼ について

発表⽇ 和3年7⽉1⽇

要

ヨーロッパ東部〜ロシア⻄部、東シベリア、 び、カナダ⻄部〜⽶国北⻄部では、6⽉下 から な⾼ が続いていま

す。
 カナダ⻄部のリットン（Lytton）では、6⽉29⽇に⽇最⾼気 49.6℃を記録して、カナダにおける最⾼気 の記録を 新

しました（カナダ気象局）。 ほか、ロシアのモスクワでは6⽉23⽇に34.8℃、ロシア東部のビリュイスクでは6⽉22⽇に

36.5℃、⽶国のオレゴン州ポートランドでは6⽉28⽇に46.7℃の⽇最⾼気 が されました（ロシア⽔⽂気象センタ46.

ー、⽶国海 ⼤気庁）。
 これらの⼀連の な⾼ は、北半球全体で ⻄ の ⾏が⼤きくなったためと考えられ、その 景には地球 化に う

全球的な気 の上 向も影 したと考えられます。
 （なお、 ⻄ は⽇本上空では南に ⾏しており、6⽉下 の 前線の南下や上空の 気に う不安定な天 に 与した

可能性があります。）

気象実
 （分 ）

 

2021年6⽉20⽇〜29⽇における10⽇間で平 した⽇最⾼気 （ 位℃）
 各国気象局の通報に基づき、気象庁で作成。

 ロシアのモスクワでは6⽉23⽇に34.8℃、ロシア東部のビリュイスクでは6⽉22⽇に36.5℃、カナダ⻄部のリットンでは6

⽉29⽇に49.6℃、⽶国のオレゴン州ポートランドでは6⽉28⽇に46.7℃の⽇最⾼気 が されるなど、ヨーロッパ東部46.

〜ロシア⻄部、東シベリア、カナダ⻄部〜⽶国北⻄部では記録的な⾼ となりました。
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2021年の異常高温：カナダで49.6℃を観測（6月29日）
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49.6℃

46.7℃

34.8℃

36.5℃

深刻化する地球温暖化

最高気温[℃]（2021年6月20日～6月29日）



（出典）環境省HP: https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20210604-topic-03.html

自治体、企業の役割が重要

改正地球温暖化対策推進法（2021年5月26日成立）



太陽光・風力発電、波力発電の動向

✓太陽光・風力発電は50年以上の開発でコストが低下
(資料1参照)

✓厳しい許認可手続き:（例）合格までに約6年間
(資料2参照)

✓温暖化対策のため、海外では波力発電の開発が拡大
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（出典） 国際エネルギー機関：https://www.ocean-energy-systems.org/

中国 １MWクラス（ヒンジ・ダブルフラップ）

米国（ハワイ） 500kW（OWC)

2021年段階の世界の波力発電の紹介

世界的に波力発電の実用化競争が拡大
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2021年段階の世界の波力発電の紹介

国内の波力のポテンシャル

出典：波力発電適地選定のための日本沿岸における波パワーの評価
片山，土木学会論文集B3（海洋開発）, 2014.

国内沿岸域には10ｋW/mを超える波力発電適地が多数存在
kW/m

発電
適地



【背景】
世界的に波力発電の実用化競争が拡大している。
日本では、風力発電より厳しい許認可手続きが存在し、
今後の開発・普及の障壁となっている。

【ねらい】
国産技術で波力発電（Wave Rudder方式）を実用化し、
普及拡大を目指す。
これにより、温暖化対策、地方創生に貢献する。

【業務内容】
①波力発電所の建設に関わる企画・調査・設計を行う。
②発電事業者の高い障壁となる各種の許認可手続き

を代行する。 （資料3参照）

③波力発電所の設置による地球環境保全、地域振興に
関わるコンサルティングを行う。
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新会社 e-ウェーブ R&Dの概要



e-ウェーブ R&Dの役割

✓企画・調査（適地検討、FS実施）

✓設計（波力発電所・装置の基本設計、詳細設計）

✓プロジェクト管理（協働実施企業間の調整等）

✓協議対応（工認書等許認可申請や使用前検査・系統連系協議対応）



第4段階：全国展開
コマーシャル 1MW以上/地点
発電コスト36円〜20円/kWh
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第１段階：久慈
プロトタイプ
久慈波力発電所
43kW

第2段階：平塚
実証（ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ）
平塚波力発電所
45kW

文科省プロジェクト
2012年～2016年
（5年間）

2012年 2015年

環境省プロジェクト
2018年～2021年（4年間）

2020年 2025年

FIT設定
2025年頃
を想定

2030年

波力発電（Wave Rudder型）開発ロードマップ

第３段階：浪江波力
プレコマーシャル
200kW×3基（構想）



30年間（1984年→2014年）
70円/kWh→10円/kWhへ低下
低下率（年間）：２円/kWh

8年間（2009年→2017年）
35円/kWh→10円/kWhへ低下
低下率（年間）：3.1円/kWh

資料1：太陽光発電、風力発電は50年以上の開発でコスト低下
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風力発電は、第一次オイルショック（1973年）から
現在まで、約50年の長い開発期間がある。

太陽光発電は、1954年に米国のベル研究所により
現在の結晶型シリコンを原料とする太陽電池が開発
され、現在まで約70年の長い開発期間がある

海外では、波力発電の開発は2000年頃から開始され、
まだ20年程度の開発実績である



（出典）SIEMENS GAMESA https://www.youtube.com/watch?v=mDvS7tizetg

専用の自走式SEPでmonopile(10層)を継ぎ足しながら打設 接続部（transition pieces)をmonopileに被せる

8MWの風車部品４セットを一度に運搬 風速12m/sまで組立作業が可能。通常、風力発電
１基を1日で組立可能

（独）SIEMENSの洋上風力（着床式）の自走式専用SEP船
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資料1： EUの洋上風力大幅コスト低下：専用作業船の利用



洋上風力では設計3.5年
許認可手続き2.5年
合計6年間必要

（出典）九電未来エナジー

寺 崎 正 勝
常務取締役
事業企画本部長

2 0 2 0 年 1 2 月 3 日

Offshore Wind Farm Amrumbank West

響 洋上風力事業から見えてきた
洋上風力事業の課題・ 留意点

第15回再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム 演資料
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資料2：国内の洋上風力の設計と許認可手続きで約6年必要
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資料3：風力発電よりも厳しい許認可手続き

（出典） 日本電気技術者協会の講座より：https://jeea.or.jp/course/contents/11205/



平塚波力発電（45kW）の例：
電気事業法により工事着工前に経産大臣の認可が必要

平塚波力発電（45kW）の例：
工事竣工後、厳しい検査に合格する必要がある
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資料3：各種許認可手続きの代行



株式会社e-ウェーブR&D 祝電のご披露

国務大臣 衆議院議員 河野太郎 様



株式会社e-ウェーブR&D 祝電のご披露

祝電リスト：順不同
• 国務大臣 衆議院議員 河野 太郎様

• 中部電力株式会社 技術開発本部 電力技術研究所長 佐田 幸司様

• 株式会社ワイテック 代表取締役社長 小川 稔様

• 株式会社東京久栄 代表取締役社長 高月 邦夫様

• 株式会社サンユウシビルエンジニアリング 代表取締役社長 津田 真二様

• 株式会社山川機械製作所 代表取締役社長 小川 敦様

• 川田工業株式会社 代表取締役社長 川田 忠裕様

• 青葉電子株式会社 代表取締役 藤原 滋様

• 株式会社渋谷潜水工業 代表取締役 渋谷 正信様

• 平塚市漁業協同組合 代表理事組合長 田中 邦男様

• 株式会社吉田組 本社東京事業部 取締役本社東京事業部長 枝光 桂資

• 曙綜合法律事務所 弁護士 千葉 理様

• 税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員 公認会計士 髙野 角司様

• 司法書士法人大野事務所様



オンラインで質問のある方
① ZOOMの挙手ボタンを押してください。
② 司会から指名させていただきますので、画面の右下のミュート解除をし
てください

③ ご所属とお名前を表明いただきましてから、質問をお願いいたします。

会場にいらっしゃる報道機関の方
① 挙手をお願いします。
② 指名されましたらパソコンの前に着席いただきます。
③ ご所属とお名前を表明いただきましてから、質問をお願いいたします。

株式会社e-ウェーブR&D 報道機関質疑

＜質問に際してのお願い＞


