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Balmoral’s renewable energy sector expertise – including a dedicated R&D team, hydrodynamic engineering design and project 

management, supported by comprehensive test facilities – provides a truly unique product offering to the industry. Our portfolio 

includes the following: Cable protection systems (CPS); Surface and subsurface buoyancy; Bend stiffeners and restrictors; Flexible 

and retrofit J-tubes; Hold back/tether clamps; PU bellmouths; Crossover solutions; In-house testing. 

Balmoral 社は、様々な試験設備を有す再生可能エネルギー分野の専門家です。流体工学設計・プロジェクト管理など、

この業界に独自の製品を提供しています。当社の提供製品、サービスとして、ケーブルプロテクションシステム

（CPS）、サーフェス・サブサーフェスブイ、ベンドスティフナー及びリストリクター、フレキシブル・レトロフィッ

トＪチューブ、ホールドバック/テザークランプ、PU ベルマウス、クロスオーバーソリューション、自社試験装置、等

があります。 

Ian Milne 

Sales Manager, Renewables 

+44 1224 859000 

surety@balmoral.co.uk 

Cargostore is a leading supplier of DNV and ISO containers for on and offshore projects. With offices in London, Abu Dhabi, a local 

representative in Holland and depots across the globe we pride ourselves on providing a seamless and fast service with the 

flexibility to meet any client requirement.  We support the renewable energy, oil and gas and offshore catering industries with our 

wide range of DNV  2.7-1 certified offshore containers.  As the world’s largest supplier of DNV offshore reefer containers we have 

built a reputation for having the right stock, in the right place at the right time. 

カーゴストアは、陸上・洋上プロジェクト用 DNV・ISO コンテナのリーディングサプライヤーです。ロン

ドンとアブダビにオフィスを持ち、オランダに代理店、世界中にデポを置き、お客様のあらゆる要望に

応える柔軟性を備えた、シームレスで迅速なサービスを提供しています。DNV2.7-1 認証取得の海上コン

テナを幅広く取り揃え、再生可能エネルギー、石油・ガス、オフショアケータリングの各業界をサポー

トしており、DNV オフショアリーファーコンテナの世界最大のサプライヤーとして、場所と時期に応じ

た適切な在庫サービスを提供できることで定評があります。 

Sans Unkles 

Offshore Director 

+442088791900 

offshore@cargostore.com 

 

Apollo is a well-established and experienced engineering consultancy focused on the energy transition. Our multi-disciplinary 

engineering capabilities support all types of offshore asset and operations, including offshore renewables (wind, wave and tidal), 

hydrogen and carbon energy assets in the drive towards net zero. Independent services include design and consultancy, digital 

solutions and technical placements. Also, as members of the Global Energy Group of companies, we offer an EPC service. Our first 

offshore wind project was in 2011, since when we have acquired a track record with wind farm developers, installation contractors 

and investors. Our experience spans the project lifecycle, from development and consenting support through to operations and 

maintenance. Through Apollo, clients gain access to over 120 multidisciplinary personnel which make up a wide and talented pool 

of some of the best engineers in industry. This group are as often working on carbon energy assets as on renewables projects, which 

allows us to build a ‘best of both worlds’ approach, actively promoting the transfer of learning between sectors. Hence, we facilitate 

the use of subsea and platform engineering knowledge into offshore wind, wave and tidal projects; we also promote the cost-

reduction, scaling and fit-for-purpose philosophies of renewables within oil and gas. 

Lucy Green 

Energy transition manager 

+44 1224 531777 

lucy.green@apollo-oe.com 

 

Apollo 社はエネルギー転換に特化した、経験豊富な技術コンサルティング会社です。海洋再生可能エネルギー（風力、

波力、潮流）、水素、炭素エネルギー資源などのネットゼロ化に向け、様々な海洋資源とオペレーションをサポートす

る複合的なエンジニアリング能力を備えています。当社サービスとして、設計、コンサルタンティング、デジタルソリ

ューション、技術者紹介などがあり、またグローバル・エナジー・グループの一員として、EPC サービスも提供してい

ます。2011年に最初の洋上風力発電プロジェクトを手掛けて以来、風力発電事業者、据付工事業者、投資家との間で実

績を積んできました。開発・許可のサポートから運用・保守に至るまで、プロジェクトのライフサイクル全般にわたる

経験を有します。お客様は Apollo を通じて業界トップクラスのエンジニアなど 120 名以上の優秀な幅広い分野の人材に

アクセスできます。彼らの再生可能エネルギープロジェクト、炭素エネルギー資源関連にも従事しているため、当社は

両分野のベストアプローチを構築することが可能で、各分野で得た知見の相互移転を積極的に進めています。このよう

に、私たちは洋上風力、波力、潮流のプロジェクトに、海底やプラットフォームのエンジニアリングの知識を活用する

ことを促進し、また石油・ガス業界においても再生可能エネルギーのコスト削減、規模拡大、最適化を推進します。 

Caley Ocean Systems engineers, designs, assembles and commissions bespoke marine handling systems for the offshore industry. 

Its main product lines include carousels, cable reels, tensioners, vessel handling systems, launch and recovery systems and davits. 

Most recently, it has developed innovative tooling and foundation gripper systems for the offshore wind sector and is currently 

supporting a major global operator and Tier 1 Installation EPCI with several Offshore Wind Projects. Caley provides full project 

management services and flexible on-site support for lifecycle maintenance and asset management, as well as equipment and 

personnel deployment. We have now delivered tooling solutions to support both monopile and jacketed Wind Turbines, with main 

driver being to aid in minimising movement of foundation prior to grouting process. 

Ray McGlynn 

Renewables Business 

Development Manager 

+44 7425 683504 

RayM@caley.co.uk 

 

Caley Ocean Systems 社は、オフショア業界向けのカスタムメイドの海洋ハンドリングシステムのエンジニアリング、設

計、組み立て、試運転を行っています。主な製品は、カルーセル、ケーブルリール、テンショナー、船舶ハンドリング

システム、着揚水システム（LARS）、ダビットクレーンなどです。最近では、洋上風力発電向けの革新的なツールや基

礎用グリッパーシステムを開発し、大手グローバルオペレーターやティア 1 の据付用 EPCI の複数の洋上風力発電プロジ

ェクトを支援しています。Caley 社は、全プロジェクト管理サービスや、ライフサイクルメンテナンス及び資産管理に

関する柔軟な現地サポートに加え、機器の配備や人員派遣などを行っています。現在モノパイル式とジャケット式の両

方の風力発電機をサポートするツールソリューションを提供しており、主にグラウト注入前の基礎の動きを最小限にす

る役割を果たしています。 

mailto:surety@balmoral.co.uk
file:///C:/Users/miyaky/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UQJBKPNS/offshore@cargostore.com
mailto:lucy.green@apollo-oe.com
mailto:RayM@caley.co.uk
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Donut International Ltd manufactures Emergency Escape & Casualty Rescue Systems for the Offshore Wind Industry.   Major OSW 

developers have been trusting in Donut for over 12 years – on the world’s largest projects including Floating Offshore Wind Turbines. 

Donut Devices allow personnel to escape immediately when evacuation methods are unavailable.  They guarantee access to the 

safety of a throw over liferaft (if available); a casualty can be quickly lowered – not possible with ladders or chute systems.   The 

Units are a low cost one time purchase solution to meet safety requirements. Partners worldwide provide local support for sales, 

training & servicing. 

Donut International 社は、洋上風力発電業界向けの緊急脱出及び負傷者救助システムを製造しています。主な洋上風力

開発事業者各社は、浮体式洋上風力発電所を含む世界最大級の各プロジェクトにおいて、12 年以上にわたりドーナツ

に信頼を寄せています。避難手段がない場合でも、当社製品があれば迅速に脱出することができます。投下式救命いか

だの場合、はしごやシュートシステムではできない負傷者の迅速な下降が可能で、その安全性が確保されます。このユ

ニットは安全要件を満たすため、その都度、低価格で購入するタイプのソリューションです。世界中のパートナー企業

が、販売・トレーニング・サービスのための現地サポートを提供しています。 

Peter Waite 

Business Development 

Manager 

+44 1224 729277 

peter.waite@donutsafetysy

stems.com 

 

Nobuyasu Suzuki 

General Manager 

+818088078216 

nobusuzuki@flotationenergy.

com 

Our skill is to look at the world’s oceans and to find places where we can build new offshore wind projects. Our greatest expertise 

is our team’s ability to find and develop sites for floating projects in deeper waters. 

我々のスキルは、すべての海域において、洋上風力発電事業の可能性を秘めている場所を発見することです。そして

最大の強みは、浮体式に適した深い水域でプロジェクト開発を手がけることができるチームの専門的能力です。 

Ting Sie Chui 

Director for Asia Pacific 

+44 (0)7554606977 

tchui@gdgeo.com 

GDG is a specialist geotechnical and foundation engineering company. We have offices in Edinburgh and Glasgow (to be set up end 

of October). Our headquarter is in Dublin, Ireland. We provide the following services to our clients: Owner Engineering, Survey 

Consultancy, Geophysical Data Interpretation, 3D Ground Model Development, Environmental, Site selection and Costing, 

Port/Harbour Logistic Selection, Conceptual/FEED Foundation Design, Suction Pile Design, Detailed Foundation Design, Pile Testing, 

Pile installation Analysis, Jack up assessment, cable procurement & engineering support, research project. 

GDG 社は、地盤工学および基礎工学を専門とする会社です。エディンバラとグラスゴー（2022 年 10 月末設置予定）に

オフィスを構え、本社はアイルランドのダブリンにあります。当社は、お客様に以下のサービスを提供しています。 

オーナーズ・エンジニアリング、測量コンサルティング、地球物理データ解釈、3D地盤モデル開発、環境、用地選定・

コスト計算、港湾・物流選定、概念/FEED 基礎設計、サクションパイル設計、詳細基礎設計、パイルテスト、パイル設

置解析、ジャッキアップ評価、ケーブル調達とエンジニアリングサポート、調査プロジェクト。 

British Embassy Tokyo, Trade & Investment Section Department for International Trade (DIT) helps UK-based companies succeed 

in the global economy. We also help overseas companies bring their high-quality investment to the UK’s dynamic economy. DIT 

offers expertise and contacts through its extensive network of specialists in the UK, and in British embassies and other diplomatic 

offices around the world. We provide companies with the tools they require to be competitive on the world stage. DIT in Japan 

helps companies in Britain increase their competitiveness through overseas trade in Japan. We also offer professional, authoritative 

and personalised assistance to help companies in Japan locate and expand in the UK. 

Joseph Sheldon 

Asia Pacific Projects Lead - 

Trade 

+81 (0)3 5211 1326 

AETradeJapan@mobile.trade.

gov.uk 

駐日英国大使館 国際通商部 駐日英国大使館・総領事館の国際通商部  (DIT Japan) は、通商戦略を担う英国政府の

Department for International Trade (DIT：国際通商省）の日本オフィスで す。DIT Japan は英国製品・サービスをお探しの

日本企業へ情報提供を行っていま す。また、日本企業の英国進出および英国での既存事業の拡大の際に必要なサポー 

トを秘密厳守・無償にて提供しています。 

Natalia Bawolska 

Project and Events Manager 

+44 (0) 7775 793 047 

internationaltrade@the-eic.com   

The EIC hosts the UK Pavilion. The EIC is the leading Trade Association providing dedicated services to help members understand, 

identify and pursue business opportunities globally. The EIC has a membership of over 650 companies who deliver goods and 

services to the energy industries worldwide. Our goal is to put our members first and serve them well, providing one of the most 

comprehensive sources of energy and business intelligence in the energy sector. 

EIC は、当 UK パビリオンを主催し、会員がグローバルなビジネスチャンスを捉えるための専門サービスを提供する、

業界をリードする団体です。EIC は世界中のエネルギー産業に商品やサービスを提供する 650 社超の企業を会員として

います。私たちは会員を第一に考えてサービスを提供し、エネルギー分野におけるエネルギーとビジネスインテリジ

ェンスの最も包括的な情報源を提供することを目標としています。 

mailto:peter.waite@donutsafetysystems.com
mailto:peter.waite@donutsafetysystems.com
mailto:nobusuzuki@flotationenergy.com
mailto:nobusuzuki@flotationenergy.com
mailto:tchui@gdgeo.com
mailto:AETradeJapan@mobile.trade.gov.uk
mailto:AETradeJapan@mobile.trade.gov.uk
mailto:internationaltrade@the-eic.com
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Phil Jones 

General Manager 

+44 7717 486130 

phil.jones@gmcltd.net 

 

Green Marine (hereafter GM) provides marine services to international companies in the Offshore Wind sector. 

• FliDar & Buoy Installation/Recovery: GM has been responsible for the installation and recovery of FliDar and environmental 

monitoring devices offshore, along with the installation of the required demarcation buoys on the wind farm sites. 

• Crew/Technician Transfer Services: GM has carried out crew transfer operations over the past 3 years in the Offshore Wind 

sector, with a long term contract with Equinor. 

• Vessel & Barge hire: GM has provided vessels and barges for numerous clients, moving jacket foundations & piles. 

• Surveying Services: The most recent surveys being carried out is on East Anglia 1 wind farm in 2021 surveying all the offshore 

and inter-array cables. 

• Naval Architects & Engineers: GM has an in-house engineering team, regularly providing solutions to bespoke operations 

and designing mooring systems, including drilled anchor solutions which will have a place in the Floating Offshore Wind 

sector. 

• Green Marine 社は、洋上風力発電分野のグローバル企業各社に海洋関連サービスを提供しています。 

• FliDar 及びブイの設置・回収： 洋上での FliDar や環境モニタリング機器の設置・回収、風力発電所内に必要な

デマケーションブイの設置を行っています。 

• 作業員/技術者移送サービス： Equinor 社と長期契約し、洋上風力発電分野で過去 3 年間にわたり、作業員の移

送業務を行っています。 

• 船・はしけのレンタル： 多数のクライアントに、ジャケットの基礎やパイルの輸送用の船・はしけを提供して

います。 

• 測量サービス： 直近では、2021 年にイースト・アングリア（East Anglia）第１風力発電所で、全てのオフショ

アケーブルとインターアレイケーブルの測量調査を実施しました。 

• ネイバルアーキテクトとエンジニア： Green Marine 社には社内エンジニアリングチームがあり、特注のオペレ

ーション向けに定期的にソリューションを提供しています。また、浮体式洋上風力発電向けのドリルドアンカー

ソリューションを含む係留システムの設計も行っています。 

Karan Lin 

Office Manager 

+886 2 21752253 

karan.lin@james-fisher.co.uk 

 

JF Renewables is a leading provider of specialist services to support construction and O&M for offshore wind farms, offering marine 

coordination & management, noise attenuation (bubble curtains), termination & testing, HV service, SAP & services, UXO and 

boulder clearance and support for the installation and commissioning. 

James Fisher Renewables 社は、洋上風力発電所の建設及び O&M のサポート専門サービスを提供するリーディングカン

パニーです。海域の調整・管理、騒音減衰（バブルカーテン）、終端処理・試験、高電圧業務、SAP（上級認定者）

及びサービス、不発弾・巨石除去、設置・試運転のサポートを行っています。 

Eddie Moore 

Regional Director, APAC 

+886 96 350 4440 

eddie.moore@motive-

offshore.com 

 

With over a decade in business, our Motive is always to exceed expectations. Specialising in the design, manufacture, rental and 

inspection of marine and lifting equipment, we offer a complete range of services: equipment rental and personnel, engineering 

and vessel services, and inspection and testing. With a team of over 200 employees across five global bases, we are active in 48 

countries, working within the renewables, oil and gas, and decommissioning sectors. Our organisation and culture is grounded in 3 

core values: People. Planet. Product. 

Motive 社は 10 年を超える事業を通じ、常にお客様の期待を超えることを目指しています。海洋関連やリフティング機

器の設計・製造・レンタル・検査を専門とし、機器のレンタルや人材の派遣、エンジニアリングや船舶サービス、検

査・試験など、あらゆるサービスを提供しています。世界 5 拠点で 200 人以上の従業員が、再生可能エネルギー、石

油・ガス、施設廃止の分野において 48 カ国で活動しています。当社の組織と文化は、人・地球・製品の 3 つのコア・

バリューを基礎としています。 

Kathryn Watts 

Marketing Manager 

+44 (0)1305861109 

info@mreltd.co.uk 

Manor Renewable Energy (MRE) was founded in 2013 and is rapidly gaining recognition for its knowledge and expertise in 

providing temporary power and engineering solutions abroad. Today, as a leading UK provider, we can address the many different 

challenges faced in offshore wind projects around the world. We bring together the expertise and experience of our team of 

marine and engineering experts to help the industry grow in demand for efficient and reliable offshore solutions. 

マナー・リニューアブル・エナジー（MRE）は 2013 年に設立され、海外にて仮設電源・エンジニアリングソリュー

ションを提供し、その知識と専門性で急速に認知度を高めています。現在、英国発の第一人者として、世界中の洋上

風力発電プロジェクトで直面するさまざまな課題に対応しています。効率的で信頼性の高いオフショアソリューショ

ンへの需要に向け、海洋・エンジニアリングの専門家チームの専門知識と経験を結集しています。 

mailto:phil.jones@gmcltd.net
mailto:karan.lin@james-fisher.co.uk
mailto:eddie.moore@motive-offshore.com
mailto:eddie.moore@motive-offshore.com
mailto:info@mreltd.co.uk
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Takao Sato 

Japan Country Manager 

+44 2084811190 

info@ode-ltd.co.uk 

ODE is an international engineering provider to the offshore wind and oil and gas industries. With over 20 years of experience in 

offshore wind, ODE provides its international clients with expertise across the project lifecycle, from development and consent to 

operations and maintenance. ODE supports projects from its headquarters in the UK with local expertise delivered from offices in 

Taiwan, Japan, Vietnam, Korea, Germany and the US. 

ODE は、洋上風力発電及び石油・ガス業界向けの国際的なエンジニアリングプロバイダーです。洋上風力発電において

20 年以上の実績を有し、開発・許可から運用・保守に至るまで、プロジェクトのライフサイクル全般にわたって専門

知識をグローバル企業に提供しています。英国本社からプロジェクトをサポートするとともに、台湾、日本、ベトナ

ム、韓国、ドイツ、米国の各拠点から現地の専門知識を届けています。 

Matthew Hadley 

Marketing Officer 

+447825112202 

matthew.hadley@onyxinsig

ht.com 

ONYX InSight provides analytics software, advanced sensor solutions and engineering services to the wind energy industry. ONYX's 

advanced technologies enable wind farm owners and operators to perform 'predictive maintenance' on their wind turbines - 

detecting machinery faults many months before a catastrophic failure, therefore saving huge amounts of money in repair costs, 

replacement parts, consequential damage and lost revenue due to downtime. 

ONYX InSightは、分析ソフトウェア、高度なセンサーソリューション、エンジニアリングサービスを風力発電業界向けに

提供しています。同社の高度なテクノロジーによって、風力発電所のオーナーやオペレーターは風力タービンの「予知

保全」を行うことが可能になり、致命的な故障が起きる数か月前に機械の故障を探知できるため、修理費、交換部品、

派生的な損害、ダウンタイムによる収入減など、莫大な費用を節約することができます。 

OPITO is the global skills organisation for the energy industry. Up to 375,000 people are trained to OPITO Standards every year, 

across 50 countries, through more than 230 accredited training Centres. OPITO works to develop a safe, skilled, and mobile 

workforce by driving global standards and qualifications, creating workforce development solutions and leading dialogue with 

industries and governments. OPITO is driving safety and competency improvements to benefit the industry and providing career 

pathways and training opportunities for the current workforce and the next generation. 

OPITO は、エネルギー産業向けの国際的な技術訓練組織です。世界 50 カ国、230 以上の認定トレーニングセンターで、

毎年最大 37 万 5 千人が OPITO 標準に基づくトレーニングを受けています。世界的な標準と資格を推進し、労働力を開

発するソリューションを作り、産業界や政府との対話を進めることで、安全かつ熟練した機動力のある労働力の開発に

取り組んでいます。OPITO は、業界のために安全性と能力の向上を推進し、現役と次世代の労働者にキャリアパスとト

レーニングの機会を提供しています。 

Andy Williamson 

Head of Energy Transition 

+44 7771 026550 

Andy.williamson@opito.com 

 

Ben Webster 

Sales Director 

+44 1434682505 

sales@osbit.com 

Osbit is a UK based offshore wind technology developer with a decade of experience in the supply of back-deck and subsea 

operational equipment. Osbit’s experienced engineers design and build a range of offshore mission equipment to enable operations 

including foundation installation, subsea trenching, access, and cable lay. Osbit delivers equipment including upending hinges, 

monopile grippers, monopile cleaners, access systems, cable lay systems, subsea trenching vehicles, and is developing technology 

to support floating wind. The company is committed to supporting offshore vessel owners and developers across the globe, with a 

quality service delivered On Spec, Budget and In Time – OSBIT. 

オズビットは、英国の洋上風力発電技術開発企業として、バックデッキや海中作業用機器の供給において 10 年の実績

があります。当社の経験豊富なエンジニアが、基礎工事、海中トレンチ掘削、アクセス、ケーブル敷設などの作業を可

能にする様々なオフショアミッション用機器を設計・製造しています。アップエンディング・ヒンジ、モノパイル・グ

リッパー、モノパイル・クリーナー、アクセス・システム、ケーブル敷設システム、海中トレンチング・ビークルなど

の機器を提供しており、浮体式風力発電所をサポートする技術も開発しています。仕様通り・予算通り・時間通りに提

供される質の高いサービスで、世界中のオフショア船船主や開発者をサポートすることにコミットしています。 

mailto:info@ode-ltd.co.uk
mailto:matthew.hadley@onyxinsight.com
mailto:matthew.hadley@onyxinsight.com
mailto:Andy.williamson@opito.com
mailto:sales@osbit.com
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Yukiyo Miyakita 

Senior Energy Trade Specialist 

Yukiyo.Miyakita@scotent.co.uk 

Scottish Development International (SDI) is part of Scotland’s main enterprise, innovation and investment agency and works to 

attract investment and knowledge to Scotland to help the economy grow. SDI also works to help Scottish companies develop their 

business overseas while promoting Scotland as a good place to live, work and do business. SDI has a network of offices around the 

world and provides a wide range of support services covering each phase of international activity, including business mentoring, 

market intelligence, business location information and investor aftercare. 

スコットランド国際開発庁（SDI）は、スコットランド政府が管轄する複数の経済開発機関により設立された直接投資

の誘致およびスコットランド企業の貿易促進をサポートする組織です。世界各地に拠点があり、ビジネスメンタリン

グ、市場戦略情報、投資環境の情報、投資家のアフターケア、ビジネスマッチングなど、国際的な活動の各段階をカ

バーする幅広いサポートサービスを提供しています。 

James Hope 

APAC Regional Manager 

+65 85117490 

james.hope@sulmara.com 

 

Sulmara is an independent and international survey company established in 2019 providing solutions to the offshore energy sector. 

Sulmara provides all disciplines of survey services required to support the entire life-cycle of the Offshore Wind Farm including 

Geotechnical, Geophysical, UXO, Construction, Trenching, and Inspection/O&M. Sulmara Subsea are headquartered in Glasgow, 

Scotland, and we currently have a presence in Houston, Mexico, Canada, Aberdeen, Glasgow, Singapore, and Guyana with additiona 

locations in Mozambique, Norway and Taiwan. Collaboration is our mantra at Sulmara, we are convinced, from many years’ 

experience, that working as partners with our clients, our technology providers and local partners by listening, being responsive and 

reactive, and by working together towards a solution builds lasting, successful relationships that endure and ultimately deliver. 

Sulmara 社は、2019 年設立の独立系グローバル調査会社で、オフショアのエネルギーセクター向けにソリューションを

提供しています。洋上風力発電事業のライフサイクル全般をサポートするために必要な、地盤工学、物理学、不発弾、

建設、トレンチング、検査/O&M を含むあらゆる分野の調査サービスを提供しています。Sulmara Subsea は、スコット

ランドのグラスゴー本社のほか、ヒューストン、メキシコ、カナダ、アバディーン、シンガポール、ガイアナ、さらに

モザンビーク、ノルウェー、台湾にも拠点があります。コラボレーションは 当社の信条です。長年の経験から、お客

様、テクノロジー・プロバイダー、現地パートナーに耳を傾け、対応し、ソリューションに向けて協働することで、永

続的かつ成功した関係を築き、最終的には成果を出すことができると確信しています。 

Chris Conway 

+44 (0)7826 851689 

chris.conway@synapt.ec 

 

Synaptec is on a mission to reduce the downtime and operations and maintenance (O&M) costs associated with electrical and 

mechanical faults. Synaptec developed a game-changing passive sensing technology that utilises existing optical fibre to measure 

electrical and mechanical parameters at the speed of light, from the onshore substation to each and every offshore wind turbine of 

the installation. Synaptec uniquely provides distributed passive current and volage sensors as its core technology. Synaptec enable 

operators much earlier warning of more cable failure modes by monitoring the critical industry-recognised failure area of cable 

terminations. Synaptec’s zero maintenance sensors are ideally suited to the offshore environment, enabling more cost-effective 

asset maintenance strategies, by enabling intervention before a failure. Synaptec detects the causes of cable insulation degradation 

due to electrical stresses and harmonics across the turbine string, also including the export cables to the onshore substation. 

Synaptec can detect failure modes not seen by other technologies, more cost effectively, in many more locations. 

Synaptec 社は、電気的・機械的故障に伴うダウンタイムや運用・管理（O&M）コストの削減を使命としています。既

存の光ファイバーネットワークを利用して、陸上の変電所から洋上の風力タービンまでの電気的・機械的パラメータを

光速で測定できる、画期的なパッシブ・センシング技術を開発しており、またコア技術として分散型受動電流・電圧セ

ンサを独自に提供しています。業界で認められているケーブル終端部の重要な故障箇所を監視する機能で、オペレータ

ーはケーブル故障の警告を、より早期に行うことができます。当社のゼロ・メンテナンス・センサーは、オフショア環

境に理想的に適合しており、故障前に介入することで、より費用対効果の高い資産保全戦略を可能にします。当社はタ

ービンストリング（陸上変電所への送電ケーブルを含む）の電気的ストレスや高調波によるケーブル絶縁劣化の原因を

検出します。また他社の技術では検出できない故障状態を、より高いコスト効率で、より多くの場所で検出することが

可能です。 

Itsuka Ogawa 

Japan Country Manager 

+81 (0)90 7210 9017 

itsuka.ogawa@xodusgroup.com 

 

Xodus prides itself on taking an integrated approach to energy solutions and works across the energy industry. This includes: 

Offshore Wind, Oil and Gas, Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS), Cables & Interconectors, Hydrogen, Marine Energy. 

Xodus has been established for over 15 years and now has more than 400 experts working across the globe addressing energy 

challenges. We are trusted by the industry to deliver authoritative, in depth advice and analysis. We support across the industry 

from early project development including bid submissions, to advising on how to grow local and sustainable supply chains. 

Xodus 社は、エネルギーソリューションで統合的アプローチを用いていることに誇りを持っており、洋上風力、炭素回

収・利用・貯留（CCUS）、ケーブル/インターコネクタ、水素、海洋エネルギーなど、エネルギー業界のあらゆる分野

で活動しています。Xodus 社は設立されてから 15 年以上になりますが、現在 400 人以上の専門家が世界中でエネルギ

ー転換の様々な課題に取り組んでいます。我が社は的確なアドバイスと詳細な分析を提供し、風力業界での信用を築

き上げてきました。プロジェクトのコンセプト段階からサポートし、実際の入札からその後の FID、及び COD まで継続

してコンサルティングをいたします。また、現地での持続可能なサプライチェーンの構築などのアドバイスも行なっ

ています。 
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