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海水淡水化に関する諸問題

黒沢俊 一

1 

人口の都市への集中，工業の局地への集中は，世界共通の現象であるが，

それに伴って水の需要量も増大の一途を辿 りつつあり，場所によっては，そ

の需要を充足するだけの水量が得られぬと ころが多くなって来ている。そこ

で，地球上に最も多量に存在する水，すなわち海水から，淡水をっくり 出す

方法が，各国において熱心に研究されつつある。それはとくに，海外に多く

の軍事基地を持ち，また圏内にも広い半砂漠地帯をかかえるアメリカと，国

土の大部分が砂漠で，水といってはわずかのオアシスしかないグウェイト，

アラビア等の国々においていちじるしし、。

わが日本においても，最近の急激な経済規模の拡大によって，水の需要は

急増し， 今日までのと ころではどうやら賄って来てはいるものの，将来につ

いては多少の心配がないわけではなし、。そこで，日本でも，海水の淡水化の

必要性が，各方面でとなえられる ようになって来た。
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海水中の塩分は，バルト海のような流入河川の多いところでは薄く ，紅海

のように流入河川がなくて蒸発の盛んなところでは濃い，といった差はある

が，世界の平均的な値は，大体，固形分量 3.5%，その うち NaCl分は 2.7 

%くらいのところである。すなわち，水としては96.5%ということになる。

純度96.5%の原料というと，ずい分高品位のものだ，と考える人が多い。

しかし，実際に海水を口に入れて見ればすぐわかるように，この純度96.5

%というのは，実は決して高品位ではないのである。高品位どころか，大変

な悪質な原料といわねばならない。

固形分量3.5%とい うのは， ppmでいえば 3万5,OOOppmである。とこ

ろが，われわれが淡水と称するのは，固形分量：で・いえば数十 ppmから，せ

いぜい200ppmまでであって， 300～500ppmは，すでに 2級， 3級の水質な

のである。 3万5,000ppmを 1/100の350ppmにするのではまだ不十分で，

1/200の 175ppmまでに落としてようやく及第， というむずかしさである。

しかも，海水中の塩分 （主として NaCl，それに MgS04,MgCl2, CaS04, KC！な

りというものは，地球上に海というものが出来てからこの方，何十億年と

いう聞に溜り溜った廃物の集積て、あって，それだけにきわめて安定したもの

である。これを理論的にいうならば，エント ロピーの非常に大きい状態であ

って，これをエントロピーの小さい淡水にすることは，非常な努力を要する

仕事である（本誌前号菅原正巳氏の記事を参照のこと）。それだけに，海水の淡水

化を， いかに経済的に実施するかは，工学的に重大な問題なので‘ある。

塩分3万5,000ppmの海水を分けて，固形塩分と淡水とに仕上げるための

必要エネノレギーは，理論的には水 1m3当りO.SkWh程度，すなわち700Cal/

m3見当である。しかし，装置の効率は100%というわけにはいかないので，

実際にははるかに大量のエネルギーを使わねばならない。そこで， 装置の熱

効率をし、かほどまで良化させるこ とが出来るか，ということが，消費エネル

ギー量を少なくするための大限目である。

装置の熱効率を良くするためには， 出来る｜浪り可逆変化に近い状態におく

ことが要求されるO ということは，階段の段数をなるべく多くして，一段あ

たりの変化量をなるべく 小幅にする，ということである。と ころが段数を多

くとることは，必然、的に装置を複雑化し， 建設費を高騰させる。建設費が高

いことは， 当然，金幸IJ，償却，修繕等の経費を高くすることになる。
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こういった次第であるから，熱効率を良化してエネルギー消費を節減する

効果と，そのために生ずる金利 ・償却 ・維持 ・修繕等の経費増との合計が，

どの程度のところで最低債になるか，その OptimumConditionを見出すこ

とが，海水淡水化を経済的に実行するための最大の課題になるわけである。

2 

海水から淡水をっくり出す方法を，その性格から分類して見る と，つぎの

ようである。

A 海水の中から塩分を抜いて淡水を得る方法。

1) 電気透析法一一イオン交換樹脂膜を利用するo

B 海水の中から水分をとり出して淡水を得る方法。

2) 機械的に水を押し出す方法。一一逆浸透圧法。水は液体として分離

される。

3) 水を他の溶媒に溶かして取り出す方法一一溶媒抽出法。今のところ

実用になるような溶媒がなし、。

4) 水を適当な物質と化合させ，包摂結晶体として分離する方法一一包

摂化合物法。水は包摂結晶，すなわち固体の形で分離される。海水から

分離した包摂結晶は，温度を高めれば分解して，水と，元の包摂物質と

に分かれる。包摂物質としてはプロパンガスなどが利用される。

5) 水を氷結させて氷とし，それを海水から瀦別し， あとで融かして水

にする方法一一凍結法。水は氷の結品，すなわち固体として分離され

る。

6) 水を蒸発させて海水から飛び出させ，その水蒸気を冷却して水に戻

す方法。 一一蒸発法。水は水蒸気となって分離して来る。

以上のような各種の方法が考えられる が， 化学工学上の便利さから見る

と，製品，すなわち淡水が，水，もしくは蒸気と して分離される方式の方が

有利性が多し、。すなわち，水が氷の結晶，もしくは包f妥結晶のような固体の

形で分離される方式は，機械的分隊を行なうことが必要となり， 化学工学的

に問題が多いと思われる。

そこで，上記した各方式のうちで，おのずから実用性の高い方法として指

摘されるのは，6）の蒸発法，1)の電気透析法，2）の逆浸透圧法などであろう
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第1表 世界の大型海水淡水化施設の種類別容量

(1968年現在，950m3／日以上のもの）

容量 基 数
種別

m3／日 % 基 % 

多段フラッシュ法 428,500 82 

フラッシュ蒸発法 34,700 11 

463,200 93 77.5 

多重効用真空蒸発法 22,600 17 14.2 

蒸 気圧 縮式 3,800 0.7 1 0.8 

電解 透析 法 10,500 2.0 5 4.2 

不 明 11, 400 2.2 4 3.3 
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と考えるのが至当であろう。 そして，現在の技術発展の段階では，その中の

蒸発法が最も進んでいる。

蒸発法の実施形態は，

a) 多重効用蒸発纏

b) 蒸気圧縮式蒸発健

c) 多段フラッシュ式蒸発耀

の3形式がある。そのうち，海水の淡水化に最適なのは， c）の多段フラッ

シュ式であるとされている。

ひるがえって世界の現状を見るに， 1968年末現在で，世界の各国に設置さ

れている海水淡水化装置のうち， 1日当たり造水能力950m3以上のものをリ

ストアップすると，つぎのごとくである（第 l表）。

これでみると，大型設備の大部分が多段フラッシュ方式で，しかも比較的

大能力のものが多いことが伺われる。しかし，大型といっても， 平均能力

5, 000m3／日見当であり， 単基の最大能力で 1万8,200m3／日で、あって， まだ

まだ発達の余地が多し、。

なお現在の全能力は，950m3／日以下の小形まで含めて， 総能力85万m3／日
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第2表 主要製作者の実績

業者 名 国 ｜間m3／容iヨ量 ｜｜ 基 数

Weir-Westing house イギリス 118, 000 33 

2 Aqua Chem. Inc. アメリカ 93,800 16 

3 Westing house アメリカ 75,400 18 

4 石播 ・笹倉 日 本 59,600 7 

5 Werks poor-Amsterdam オランダ 49, 100 6 

6 Baldwin-Lima-Hamilton アメリカ 19,500 8 

第3表 わが国の製作にかかる主要大型設備

名称設開 ｜ 方式 l雪霊~m3/

アメリカ塩水 局｜ 電解透析 Il, oo川 一I1961 I旭 化成

アラビア石油（カフジ） 8-F 2,300×l 3.4 1965 石播 ・笹倉

松島炭鉱（長崎〕 8-F 2,650×1 3.0 1966 • 
クウェイト政府 25-F 9, 100×4 8.0 1968 • 
関西電力（姫路） 多段p(2) 1,200×1 2.72 1969 笹 倉

クウ ェ イト政府 多段p<2> 18,200×1 8.0 1970 石播 ・笹倉

（注〕（1）造水比とは，製造淡水／使用蒸気の比率である。

(2) フラッシュ法であるが段数がはっきりしない。

（資料出所） 資源調査会報告第41号 （昭42.7月）および， 今井達太郎，エネノレギ

一，昭45.4月号による。

(1968年末現在）とし、うことである。

さらに，世界の主な製作者の実績は，第2表のごとくである。

この表に見られるように， 日本の業者も相当な地位を占めていることは喜

ばしし、。第3表には，日本の製作にかかる主要装置を示す。

3 

以上のように，今日世界中で稼働している海水淡水化装置の 9割近くが多
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段フラッシュ方式であり， 日本で製作されたものでもやはり同じである。そ

こで，つぎに，この多段フラッシュ方式について説明する。

第 1図は多段フラッシュ蒸発装置のフローシートである。 主要部分は蒸発

室で，数多くの蒸発室 （段数n=8～55）が，直列に相隣り合って連続してい

る。各室は，下部が蒸発部で原料水から水だけが蒸発して上に昇る。室の上

部は熱交換部で，上に熱交換用コイルもしくはカラント月リアがあり，下から

上って来た水蒸気は此処でー凝縮して水になり ，凝縮受皿に集まる。熱交換コ

イ／レには原水が通っていて，水蒸気を凝縮させて水にすると同時に自分自身

は温められて温度が高まる。

フラッシュ室の数が n段とすると， 加熱された原料水は左 （高温部）から

右（低温部）へと流れ， 新しい海水は右から左へと，原料水と逆方向に流れ

るのである。

各フラ ッシュ室の温度は， 左→右の方向に低くなり， 真空度はその方向に

高くなる。

各フラ ッシ ュ室の能率を高めるためには， 1段当た りの温度差を大きく

し蒸発を盛んにしてやればよいが，反面，それだけ非可逆性が大きくな

り，造水比が小さくなる。造水比を高めようとすれば，各段の温度差を小さ

くして，なるべく可逆変化に近づければよいのだが，装置能率は劣化する こ

とになる。

装置の温度は，低温側では取入海水の温度で制限され，高温側では海水を

加熱した時， スケ ーノレが発生する限界温度で制限される。スケールの発生温

度は海水の予備処理技術の良否によって多少異なるが， －般には120°c見当

である。取入海水の平均温度を20°cと見ると，使用温度範囲は120。－20°二
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100°Cということになる。この100。Cを，何段かに分割するのだから，段数

を多くするほど 1段当 りの温度差は小さ くなって，可逆変化に近づいてエネ

ルギー効率が良く なる反面，装置能率は落ちること，上述したとおりであ

る。

大体のところ，段数と造水比との関係は 3: 1見当といわれる。すなわち，

フラ ッシュ段数 ｜ 造 水 比

25 I 8内外

35 I 10 • 

55 I 14 • 

といったところである。

いうまでもなく ，建設コストはほぼフラッシュの段数に比例し，蒸気消費

量は造水比に逆比例する。建設コス トが高く，蒸気代の安い地域では段数を

少なくして固定費の節約をはかり，その逆の場合には段数を多くして蒸気代

の節減をはかるべきである。

4 

そこで，多段フラッシュ

法による造水工場の建設 コ

ストについて述べる。 建

建設コストについては， き 100 

各方面でいろいろ推計が行 ~ 

なわれているが， 実際の設 億

備は上記したように最大の 問

もので 1万 8,200m3／日の

程度で，大能力の設備の建

設コスト については，多分

に希望的なところがある。

その数例を第2図に示した

が，大体のところ， 1万

m3／日の設備で10万円／m3,

億円
1,000 

第2図 多段フラッシュ法による造水工場の

建設コス ト
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骨 資源調査会報竹第41号I昭和421f7H）所載，
⑧ ＊綱 J 郎 エネルギー，1970年4月号，P.13の数字c

& ORNLの設計（資源調査会エネル￥一部会資料より ），
x 試算基準li~ .
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100万m3／日の設備で 5万円／m3と見る ことにする。総額では， 1万m3／自の

設備が10億円， 100万m3／日の設備が500億円ということになる。もちろん，

100万m3／日 というような大能力の設備はまだどこにも出来ていなし、から，

この数値はほんの見当だけのものであるが，この両数値の聞を直線で、つない

で見る と， その直線の傾斜は tanO=O.84となる。

周知のように，多くの化学工業施設については，この種の直線の傾斜は，

tanOが0.6乃至0.8の聞に来る。今度の場合， tanO二 0.84というのは，幾分傾

斜が強すぎるよ うにも考えられるが，元来，この多段フラッシュ方式の能力

なるものが，装置の熱交換面積によって影響されるものであるから，tanOの

値が大きくなるのも，ある程度は致し方ないとも考えられる。

第4表 多段フラッシュ法造水工場の建設コス ト

建設コスト
造水能力（m3／日）

総額（億円） m3／日当り円

10.000 10 100,000 

40,000 32 80,000 

100,000 68 68,000 

400,000 220 55,000 

1,000,000 500 50,000 

第 5衰 運転コスト算出基準

項 目 想定条件

円
電 力料金 3. 50/kwh 

蒸 ヌ－ー¥ 代 700円／t

償却 (15年均等残価10%) l年につき資本費の 6%

金 利 7% 

諸 税公課 q 1% 

一般経費 1% 

以上合計（固定費） q 15% 
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そこて守，今はこの直線を基準にとることにして，一応の建設費を読み取っ

て見ると，第 4表のごとくになる。

つぎに，装置の運転コス トについては，第5表のよ うな条件を仮定するこ

とにしよう。

第 5表の基準を用いて，造水 コストを計算すると，第6表のようになる。

ただし，年間稼働日数は 330日（稼働率90%）；同じく 240日 （稼働率66%）お

/1) m3 

第3図 造水コストの変化
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よび 180日（稼働率50%）とする。

この表を図化すれば第3図および第4図のごとくになる。

5 

以上，第6表および第3,4図から結論されることは，

1〕 海水の淡水化は，大能力でなければ到底河川水とは競争できそうにな

U、。

2) 大能力の工場でも，稼働日数が少なくてはやはり競争できそうでな

し、。

ということである。そして， 1日の造水能力が40万～100万dというような

大きな工場でも，700円／ tというような蒸気を使用し，また， 7%というよ

うな金利を払うのでは，近い将来ではやはり河川水と競争し得るような値段

では造水できなL、。

そこで，造水コスト引下けをのためには，（1）建設費を引下げ，（2）蒸気消費量

を減ずる一ーすなわち造水比を大きくする，という努力が必要であるが，も

っと手取り早くやるには，金利を引き下げ，蒸気単価を安くしてもらうこと

である。

金利についていえば，造水工場について特別の助成措置を講じて，低金利

の恩典を与えてやればよし、。上記第6表の数字から推算すると，金利 1%の

引下げは，造水コストで 1. 2円Inlの低減になるであろう。 しかし，これ

はたしかに有難いことではあるが，金利が 2%下がっても 3,4円Inlで、は，

いささかもの足らない感じである。

そこで，一番有効なのは，蒸気単価を安くしてやることである。 しかし

およそ物には正当な価格とい うものがあって，金利のように，特別な恩典を

期待するわけにはいかなし、。

そこで考えられるのが，火力発電所もしくは原子力発電所と，海水淡水化

工場とを組み合わせて，発電所の背圧蒸気を，安価に利用することである。

その場合， 発電に使用する高圧高温蒸気と， 造水用の低圧飽和蒸気との間

で，蒸気代をどのよ うに分担するかが問題になる。

火力発電にしても原子力発電にしても，自分のボイ ラーで発生した高圧高

温の蒸気は，コンデンサーの冷却用水の温度が許す｜浪りの低圧低温まで発電
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第7表 蒸気条ft！：・－覧

用 度 庄 ヵ ｜エンタノレピ ［蒸発 熱 ｜伽i 格

発 電 500。C 16 仙 m 1789. 2kc同刷〈ω制＜Cai伺cal叫刷lν／ 227. 6 kcal/kg 750円／t

1、~ オ℃ 125°C 2.4Atm 647.9 522.2 700円／ t

最 終 40°C -705mm 614.5 574.5 

に利用する。ところが，これを途中から造水工場に売るとなると，まだ十分

発電に利用できるところで外に出すわけだから，至当なる値段を要求するの

は当然である。そこで，つぎのような数種の振分方法が考えられる。

まず，造水工場が，自分専用のボイラ ーを持って， 125°Cの飽和蒸気をつ

くるとする。この蒸気の価格を，一応700円Itとしよ う。

つぎに，発電用の高圧蒸気は，圧力 160気圧，温度 500。Cの過熱蒸気とし

よう。 この蒸気は高圧高温だから，当然高価である。今はこれを750円Itと

しよ う。

造水工場も発電所も， 最終的には真空度 705m/m温度 40°Cまで，この蒸

気を利用するとする。

これらの蒸気の条件は，第7表に示すごとくである。

費用配分方式は，

(A) エンタルピの比率で分ける。

但） 蒸発熱の分を折半し，あとを利用熱量の比率で分けるo

(C) 利用熱量の比率で分ける。

の3種を考える。

似）の場合，

発電の分担

789. 2-647. 9 
750円× ＝135円It

789.2 

，，， 門
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d
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(B）の場合，



エンタノレピの分

574.5 
750円×一 一一一 ＝545円It

789.2 

これを発電と造水で折半するから，

各自，545--:--2=273円Itを分担

残りは

750円－545円二2C5円It

これを利用熱量の比率で分担する。

発電分

(789.2 674.9) 
205円×一一一一一 二135円It

(789. 2-614. 5) 

造水分

205円一135円＝70円It

故に，これを合計して，

発電の分担

273円＋135円＝408円It

造水の分担

272円十70円＝342円It

(C）の場合

発電の分担

(789. 2-674. 9) 
750円×一一一 =490円It(78θ. 2-614. 5) 

造水の分担

750円－490円二260円It

以上をまとめると第8表になる。

黒沢海ホ淡水化に関する諸問題 i3 

このように，発電用のボイラーを共用することは，双方にとって，かなり

の有利性が発揮できる計算になる （もっとも，実際問題となると，発電側では大

分面倒になるので， よほどメリットがない限り ，簡単に造水工場に蒸気を送ることに

賛成するとは考えられない）。

とにかく，発電所から蒸気の供給を受けるとする。この場合，もっとも公

平と考えられるのは，上記のうち CaseBであるから，その数値を採用する
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第 8表 蒸気代の分担

発電のボイラーより受給

A B c 

)c 電 750円It 135円／t 408円It 490円It

1、~ュ 水 700円／t 615円／t 342円It 260円／ t

750円／ t 750円It 750門／ t

と，蒸気単価は専用ボイラ ーの場合のほぼ半額となる。か くして，造水コス

トは25-23円／rrfという大きな引下げが期待できる （40万～100万rrl／日の場合）。

これだけの引下げが可能とすると，年間 330日稼働の場合の造水コスト

は，上記した金利優遇措置とあわせて，40円Irrf台となり ， 今後河川水の価

格が昂騰することを考えに入れれば，あるいは競争可能の状態になるかも知

れない。

6 

以上は，発電用ボイラーから蒸気の供給を受けて，しかも充電側に不利益

第 9表 発電造Jj(f)j:HJボイラーの蒸気単価

1. 火力発電 （負荷率80%，燃料単価62銭／103kcal)

~＼ 力 (1仙＼＼＇） I 600 I i,ooo 

~ 分 －~斗_!____J~i_j_土~~~~_JIJ一
発電所建設コス ト 円／kW 34. 000 35, 700 31, 500 33, 000 

発 電 原 価円／kWh

金利償却 ~ o. 517 o. 546 I 0. 482 0. 507 

維持 ・運転 ・税金 『 0. 204 0. 211 0. 192 0. 198 

燃 料費 1,333 1,610 ], 326 ], 605 

計ー 2, 054 2, 367 2, 000 2, 300 

所 内 m : 3% 2.s5% 2. 7% 2. 55% 

送電原価円／kWh I 2, 115 2, 443 2, 054 2, 359 

電気単価Iiの上昇 円／kWh I 0.318 0.305 

背圧蒸気コス ト 門It ' 120円／t

造水可能量 （ 3飢 OOOrrl／日

115円／ t

635, ooo rrl I日
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2. 原子力発電（負荷率80%)

出力 (l03kW) 600 1,000 

区 分 単一目的 併 用 ｜単一目的 併 用

建設単 価円／kW 61, 500 53,000 56,700 

発電原 価円／kWh

金利償却 0.936 1.002 0.807 0.864 

維持 ・運転 ・税 0.369 0.394 0.318 0.340 

燃料費 0.800 1. 006 0.800 1. 020 

2,105 2,402 1, 925 2,224 

所 内用 3.2% 2.9% 3.0% 2.7% 

送電原 価ー 円／kWh 2, 172 2,472 l, 982 2,284 

電気単価の上昇 円／kWh 0.308 0.302 

背圧蒸気コスト 円／t 88.2円／ t 85.0円／t

造水可 能 量 500, OOOnf ／日 850, ooo nf I日

第10表 原子力発電を利用する海水淡水化 （末綱一郎の数値）

発電 出力 1,500,000kW，年間7,008hrs稼働

区 分 単一目的 T
 

H
V
 

用

建設単 価（円／kW)

悶定費比率（%）

44,500 

附 ｜凶 ｜日 10%戸引M

発電原 価（送電端） 円／kWh 1. 601 l. 736 1. 932 1. 780 1. 922 2.128 

年間蒸気量（106t ) 26.6 26.6 26.6 

蒸気単 価 （円It> 67 71 75 

造水コスト（円Inf) 造水量100万nf／日（2)

蒸気 費 6.08 6.45 6.82 

電力費 3.00 3.00 3.00 

固定 費 17.80 21. 36 26.70 

その他経費(I) 4.20 4.20 4.20 

35.08 35.01 40.72 

（注）（1）その他経費の内訳は薬品，備品，補修，労務，管理および一般経費であ

る。

(2) 造水工場は能力l,000, OOOnl ／日，建設単価50.000円／ηf／日，造水比ll，年

間稼働日数300日とする。



16 

を与えなし、。むしろ発電用の蒸気も安くできるので，手数はかけてもかえっ

て有利になるだろう と考えられるケ ースであるが，今日一般に考えられてい

る共用方式は，造水工場向けの蒸気単価をできるだけ安くするために，発電

側に多少の負担を強いるやり方が多いようである。著者はその考えには賛成

し難いのではあるが，一応その例をつぎに紹介しておこう。

第9表ーは，資源調査会勧告第23号，火力発電の多目的利用推進に関する勧

告（昭和45年2月24日）所載の数字の抜率である。

さらに，最近の計算例として「エネノレギー」昭和45年4月号（p.13）の，

末綱一郎の数字を抜奉しておく。

これらのように，発電単価を10～15%ほど高くしてよければ，造水工場向

けの蒸気単価は，100円Itもしくはそれ以下にまで下げることができる。 し

かし，このやり方は，水の価格は下げられても，電気料金を高くする ことに

なるので，公平な措置とはいし、難いのである。

7 

つぎに，日本で海水の淡水化を行なう際に心配になることを挙げる。

まず第ーに，日本の場合，原料となる海水が，あまり良質でないことが憂

慮される。水需要がとくに窮屈なのは，京浜地区のような人口密集地帯であ

るが，そのような地帯は，ほとんど例外なく ，海水の汚染がひどし、。汚い海

水を原料としては，淡水化装置の運転はおそらく 非常な困難に遭遇するだろ

う。

そして，もしこの困難を克服しようとする と，造水工場は，人口密集地帯

を離れて，はるか遠くの人口希薄地帯にし、かねばならないことになる。また

発電所から背圧蒸気の供給を受けるとすると，原子力発電は都市から遠い所

にあるし，重油火力発電所も，最近は公害問題がウルサクて，やはり都市か

ら遠いところに立地する傾向がある。いずれにしても，造水工場は僻遠の地

に立地せざるを得なくなり，折角造り 出した水を， 遠くまで送水しなければ

ならなくなる。

造水工場でつくった水はきれいな水だから，途中で汚れないように，全部

パイプで送らなければならなし、。また，元来が海岸に立地しているのだか

ら，ダムの水のように自然流下というわけにはいかなし、。パイプ送水は相当
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の経費がかかる。送水コストは，もちろん容量と距離によって異なるが，大

体のところ0.10～0.20円／rrf/kmといわれる。送水距離がlOOkmC東京一水戸の

距離）ともなれば，それだけで10～20円／rrfになってしまう。大変なことであ

る。

送水距磁をなるべく短くするためには，（1）発電所を都市に近接して立地で

きるよう，公害問題などを解決し，（2）造水工場の使用海水も汚濁度を軽くす

る，といった対策が必要になって来る。

大都市近傍の海水が汚濁している原因は，都市下水の放流もかなりあずか

っている。そこで，当然，都市下水の浄化に力を入れなければならなくな

る。

かくして，都市下水が，放流の前に浄化されることになると，ここにま

た，面白いことが生まれて来る。それは，この浄化放流水が，新しい水資源、

になる見込みが出て来ることである。

都市下水ははなはだ汚し、。しかし， その汚染物資は主と して有機物で，分

解してしまえばC02と水とに還元されてしまう。浄化放流の時には， BOD  

で20～30位には下がっている。これは，もう一段手を加えれば，比較的簡単

に， BODZ～3位までにすることができる。

BODZ～3という水は，上水にはならないが，雑用水，冷却水としてな

ら，何とか使うことが出来る。さ らにもう一度手を加え，塩素殺菌を行なえ

ば，衛生上には無害になるから，味は良くないにしても上水に向けて向けら

れないことはない。

このような，下水の処想水，再処理水の価格については，まだ十分な研究

はなし、。しかし，アメリカのボルチモア市では， 1日30万dを工場の冷却水

に使用しているし，東京都でも，砂町処理場の浄化水を，江東地区の工業用

水に使う設備が出来ている。その水価格は，政策的に調整されているので，

本当のことはわからないが， 1 ni当たり十数円といったところ らしし、。資源

調査会報告第53号，「都市生活環境開発に関する報告」（昭和44年12月19日）に

よれば，還元水を雑用水とした場合， 1万niI日の程度で，金利7.3%, 45年

均等償却という条件なら， 1 d当たり 18円程度でよいという計算になってい

る。 1万rrl／日 という規模は， し、かにも小さなものであるが， それでさえこ

のくらいであるから，もっと規模を大きくすれば，価格はさらに安くなるで
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あろう。大都市の下水処理場は， 1ヵ所で40万～100万rrf／日を処理している

から，その気にさえなれば，原料水には事欠かないはずで、ある。

8 

水資源の状態が窮屈化するにつれて，河川水からの取水は次第にむずかし

くなり，水価格も高くなってし、く。そこで地下水の利用が行なわれる ことに

なるが，それは，一見安いように見えても，取りすぎれば地盤沈下を起こし，

圏全体としてみれば，大変な損失になる。海水から淡水が安くとれれば，こ

れはそのようなマイナスはなし、から，非常に結構なことなのであるが，現在

の状況では，能力的にはせいぜ、い数万rrfI日程度，水の価格も 100円Irrfを上

回っている状態である。ダムを築いて，河川水を溜める方が，はるかに安い

7Jくになる。

しかし，今日の段階でも，クウ ェイト，アラビアのような砂漠地帯でなら

十分実用になっている。これらの国には，競争相手になる河川水もないし地

下水もない反面，多量の天然ガスが廃棄されていて，エネノレギ一価格はほと

んどないにひとしいからである。このような地域の設備を受注して，それに

よって技術的経験を積み重ねていけば，いつかは日本でも海水淡水化は成立

するようになるだろう。

しかし，そうなった暁には，世界の何処の国でも，水の価格は似たりょっ

たりのことになってしまうだろう。水の安い国，それはやはり豊富な河川水

をもっ国であることに変わりはあるまし、。そう考えると，海水淡水化に払う

努力と同程度か，もしくはそれ以上に，水の回収再利用に対して，努力を集

中していかなければならなし、。

（東海大学教授 〈工学部工業化学科〉，工博）
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