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原子力による海水淡水化

外 山 茂樹

まえがき

世界第2次大戦後，科学技術の発展が， 人類の生活を豊かにする方向へと

きりかえられ，技術革新としづ言葉のも とに，大量の物質や情報が大衆の聞

にいき渡り始めた。これは同時に，大量の資源とエネルギーの消耗をもたら

したので‘ある。このよ うな消費の増大はどこ まで続くのか，限界がどのへん

にあるのか，最近このような予測がしばしば話題にのぼり， 社会システムの

シミュレーションモテルによる試算例も報告されるなど，悲観説と楽観説が

交錯している。

ここでとりあげる原子力にしても，水資源にしても，いずれも大量消費型

経済社会機構を前提とした対策技術の課題で、ある。したがって，原子力によ

る海水淡水化が何時の時点、で、実現するかについては，明確な解答を示すこと

はむずかしし、。ただこ こでは，アメ リカをはじめヨーロ ッパ， 日本などの工

業国においては，原子力脱塩が，エネルギーと水需要の対策技術として，き

わめて近い将来を想定して具体的な検討が進められているので，その趨勢と

意義と，技術的問題点などを紹介し参考に供したい。
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1. 水とエネJI.-ギーの需要予測

本誌は水利関係の専門誌であるから，わが国における水需給の予測につい

ては多言を要さないと思 うが，原子力による海水淡水化とい うことが，どの

ような位置づけにおいて論ぜられているか，前提を明らかにするために簡単

に記述してみよ う。

建設省は全国を多くのブロックに分け，それぞれの地区内での水の需給予

測を行なった。それによると，昭和60年には，京浜 ・京葉，鹿島地区を含む

首都圏地域では，年間31億m3, 京阪神地区では19億m3の水不足を生ずると

されている。この他，仙台湾，常：磐 ・郡山，備後・高松，東予・松山の地区で

も河川水のみでは足りない。このような主として大都市，工業地帯で予測さ

れる水不足を解決する方法として，技術的な面から拾いあげると，（1）新しい

水源の開発，（2）河川水利用率の向上，（3）使用した水の浄化再使用， （4）海水を

淡水化して使うなどがあげられる。このうち，（1）と（2）については，経済的な

面から，また送水絶対量からみても悲観的な見通しが多い。（3）については，

汚染の形態が多様であるため，一貫した処理システムを確立するにはなお時

聞を要する。これに対し，海水から淡水を生成する方式は，原料の海水がほ

ぼ単一組成であるから，技術開発が集中的に行ないやすいこと，また水不足

が予測される大都市や工業地帯が臨海地域に多いため，大型の装置を需要地

に近接させて大量生産を行ない，大型化による経済メ リッ トが期待できる。

すなわち，海水淡水化は水不足への対策技術としては最も明確な解答が期待

できる ものとされており，大型海水淡水化プラントの研究開発は通産省の大

型プロジェクトとして推進されている。

ところで，海水淡水化にはいろいろな方法があるが，いずれにしてもエネ

ルギーの消費を伴う。原子力による海水の淡水化を論ずるには，エネルギー

の需給の見通しについてもふれておく必要がある。

エネルギーの需要は昭和40年までの過去10年間の実績をみると， 2.8倍の

増加をみており，石油換算で年間 1億4,600万 kl増にも達 している。この趨

勢が当分続くものとすれば，昭和60年には石油換算で5億 5,000万 klとな

り，国民一人当りのエネルギー消費は今日のアメ リカの水準に達する。

エネルギー需要のなかでは，特に電力の増加率が高く，電力の占める比重ー
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第1表 発電容量の対比

42年度末発電容量 52年度末発電容量

万kw % 万kw F百
水 力 1,600 37.4 2,600 25.5 

火 力 2,653 62.2 6,500 62.8 

原子力 17 0.4 1,200 11. 7 

全発電容量 4,270 100.。 10,300 100.0 

がますます増大していく傾向がある。中央電力協議会が昭和44年に策定し

た， 43年度から52年度までの長期計画によれば，第 1表のような数字が示さ

れている。

第 1表で内訳をみると，この10年間に水力 1,000万kw，火力3,800万kw,

原子力1,200万kwを新規電源として開発しなければならない。電源開発の傾

向を歴史的にみるならば，昭和20年代は水力と石炭火力時代， 30年代は重油

火力時代， 50年代には原子力時代ということができる。すなわち，原子力が

電力の主流を占める時代がすぐそこまで来ているのである。

原子力発電についていうならば，さらに昭和45年7月，総合エネルギー調

査会では，昭和60年度までの原子力発電の開発目標を42年2月の第 1次答申

の2倍にあたる6,000万kwと設定した。 58基の原子炉からなり，女川，福島，

浜岡，美浜，高浜，大飯，島根，伊方，玄海，東海，敦賀などの建設地点が

定められている。さ らに長期目標としては，昭和46年 3月日本原子力産業会

議の“2000年にいたる原子力構想”において，昭和65年度で1億1,000万kw,

75年度（2000年）では 2億2,000万kwと，将来の原子力発電の開発目標を大

きく前進させている。

火力発電の大気汚染による環境問題を契機として，原子力発電はさらに重

視されてきており，一方化石燃料を始めとするエネルギー資源の将来におけ

る枯渇化の傾向に加えて，最近のOPECの問題にもみられるように，原油輸

入量の確保が不安定の度を加えるに及んで，ますます原子力開発への期待は

大き くクロ ースアップされている。

2. 海水淡水化装置の原理

海水淡水化の方法にはいろいろあるが，このうちかなりまとまった研究が
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第 1図 電気透析法の原理
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なされているのは，電気透析法，逆浸透圧法，多段フラ ッシュ蒸発法，多重

効用重直管式蒸発プロ七ス，冷凍法である。

電気透析法の原理は第 1図の ように，陽イオンと陰イオンを含む海水に電

極をおき，その聞にカチオン透過膜と，アニオン透過膜をおくと， Na＋のよ

うな陽イオンはカチオン透過膜を通って陰極側に移動し， c1－のような陰イ

オンはアユオン透過膜を通って陽極へと移行する。したがって，両端の液は

境分が濃厚となり， 中心部が淡水となる。 実際には何段かこれを行なって転

化率を上げて純度の高い淡水を精製する。この方法は海水のように塩分の濃

いものよりも，むしろ塩分のう すい内陸地の地下かん水に適用性があり，

1968年 1月アメリカ塩水局の集計によると，建設中も含め36基，計2万トン

／日のプラ ントがあるといわれている。

逆反透圧法は，塩水を第 2図のよう に容器の中に圧入する。容器の中は半

透膜で仕切られていて，その膜は塩分よりも水のほうをよく通す性 質があ

る。 つまり塩水槽の圧力が浸透圧より大きくなると，水が膜を通過して淡水

機ーへ移行する。この方法もやはり塩分の薄いものに適するが， 蒸発や冷凍に

比べて所要の転化理論エネルギーも少なく， 有望なプロセスの一つである。
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第2図 逆浸透圧法の原理
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第3図 多段フラッシュ蒸発装置の原理
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多段フラッシュ法の原理は第3図に示すように，前処理された海水をコン

デンサーに通して逐次予熱し，最後に加熱器で蒸発缶内より高い温度にして

フラッシュ室に送り込むと，逐次フラ ッシュ蒸発が行なわれて濃厚液となっ

て放出される。この間蒸気はコンデンサ管表面で凝縮して淡水がえられる。

熱源は加熱器に与えられる蒸気であるが，水あかの発生を防ぐために， 最高

加熱温度は120°c程度でよい。したがって，発電所でタ ービンを回した後の

背圧蒸気の供給をうけることができ，いわゆる発電と造水の二重目的プラン

トとすることができる。

冷凍法は海水を冷却して氷を作り，その氷を溶かして淡水をえようという

ものである。蒸発の潜熱に比べて，液化の潜熱は 1/7で，循環熱量が少ない
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ことによる効果を期待したものである。

以上いろいろな方法があるが，安く大量に水を供給することを条件にする

ならば，現在では発電所と結合方式による蒸発法が最も有利であるとされて

いる。これはエネルギーの全体的利用効率からみても，今まで発電所の無駄

に捨てていた蒸気の凝縮潜熱が活用されることになるわけであるから，飛躍

的な増大をみる ことができるわけである。この蒸気発生源を原子炉としたも

のが，いわゆる原子力脱塩の原理である。

3. 原子炉開発の動向

原子力に関する技術は，わが国においても開発途上にあり，現在運転中ま

たは建設中の発電用原子炉は，日本原子力発電（株）東海発電所のコ ールダー

ホール改良型カAス冷却炉 1基を除き，他はすべて軽水炉である。

軽水炉はアメリカで発電炉として完成されたもので，燃料としては2～ 3

Zの濃縮ウランを用いる。高速中性子を減速して連鎖反応を行なうのに必要

な熱中性子にするための減速材と，炉内の熱を外部に取り出す媒体としての

冷却材に普通の水，すなわち重水で、はなく軽水を用いるため，軽水炉とよば

れている。軽水炉は，熱を取り出す方法として，原子炉本体内で沸騰させた

蒸気を直接タ ービンに導く沸騰水型 （BWR）と，炉内の圧力を大き くして蒸

気温度を上げ，いったん蒸気発生器を通して，そこに生じた蒸気をタービン

に使用して発電する加圧水型がある。

現在， 最も多くの実績をもっており， 1,200 MWe程度が商業ベースとし

て設計されている。この程度であると， 原子炉容器の内径は BWRで300イ

ンチ， PWRで 200インチ程度になっており，製作上とくに問題となる点は

生じていない。 さらに， 1, 500 MWe, 2, 000 MWeの設計も進められてお

り，技術的には 3,000MWeまでも不可能ではないとされている。ただ，こ

の型式は安全上より高温高圧の蒸気を発生することができず，たかだか275。

C, 60kg/cm2程度である。熱のサイクル効率が低L、から， 淡水化プラント

のような蒸気の凝縮潜熱を利用してくれるものと結合することの意義は大き

L、。

ギス冷却炉はイギリスで完成されたもので，燃料は天然ウランを用い，減

速剤として黒鉛，冷却材として炭酸ガスを用いる。このタイプは開発されて



から改良が進められ，今日 では燃料に高度

の濃縮ウランを用い， 高温をめざして冷却

剤をヘリウムとしたもの へ と発展してい

る。発生蒸気も， 540°C, 250kg/cm2と火

力発電所の水準に接近している。この型式

は高温を利用 して製鉄プロ セスで使用する

ような計画がある。

4. 原子炉と造水プラントの結合

原子炉と造水プラントとの結合方式にお

いて，最も単純なのは造水専用の原子炉を

使用した場合で，第4図のような構造にな

っている。原子炉の燃料棒はo.17インチの

天然、ウラン板を0.02インチのアルミニウム
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第4図 発電プラントから造水
プラントへの蒸気供給方式
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で被覆したもので，冷却剤は重水を用い ID 

る。冷却剤は蒸気発生器に導かれる。ここ

で発生した蒸気が，フラ ッシュ蒸発型の造

水器におけるブラインヒ ーターを加熱する。

フラッシュ蒸発装置の部分は第3図と同様になっている。

二重目的の場合は，加熱蒸気の供給を原子炉から直接うけるのではなく，

発電機のタ ービンを通過したあとの背圧蒸気として供給される。ただ単一目

的ではないので，造水プラントと発電プラントの両方の運転計画や，制御特

性をマ ッチさせて，支障のないような組合せにしておかねばならない。

原子力発電所から造水プラントへ蒸気を供給する方式は，第5図のような

四つの組合せが考えられる。図において， Aは復水タービンの途中の段から蒸

発装置の加熱に適した 2.7 ata程度の蒸気を抽気する。あまり大量の蒸気を

抽気するわけにはいかないので，発電量に対する造水量の比率は小さいが，

発電量や造水量の変動には応じうる。

Bは背圧タ ービンとの組合せで，発電に利用した蒸気を全部蒸発プラント

に送る方式である。 2段目のタービンから出た蒸気は前述の抽気と同じよ う

に 2.7 ataほどの背圧を有する。この結合方式では，発電量に対する造水量
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第 5図 造水プラント用単一目的原子炉
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の比率は大きいが， 互いに勝手な負荷で運転しようとい うこ とに対しては全

く弾力性がない。 へース負荷運転を常時行なう場合に適する。

Cは低圧側のター ビンを復水タ ービンと背圧タ ービンを高圧タービンとと

もに一軸で発電機を駆動するが，高圧タ ービンからの蒸気は並列とした結合

方式である。発電，造水双方の運転に柔軟性を与えることができる。

Dは復水タービンと背圧タ ービンを独立の発電機と結合させた2軸式で，

Cよりさらに運転の柔軟性があり，大容量のものに適用される。

5. 原子力脱塩の計画

さて，以上のような原理による原子力脱塩が，どこまで具体的な検討が進

められ，どのような計画があるか，次にその代表的なものを紹介する。

a. ボルサ島計画

アメリカでは1963年大統領府の科学技術室によ って，原子力脱塩に関する

特別作業班が組織された。

その活動のーっとして，ボノレサ島計画が作成された。これは南カルフォルニ

アのハンチントン ・シール ・ピーチの沖合に人工島（ボルサ島）を建設して，

そこで南カリフォルニア電力，サンデェゴ電力， ロスアンジェルス水道電気

局が共同で原子力発電と海水の淡水化を行なおうというものである。

設備のあらましは第6図のように， PWR型原子炉2基によって，二つの復

水タービン系の発電機（各700MW）と， 一つの背庄タービン系の発電機（375

MW）からなり，背圧タ ービンからの蒸気を多段フ ラッシュ蒸発による造水

プラントのブラインヒーターに供給し， 57万ト ン／日の造水を行なおうとい

うものである。

設計はベク テル社によって行なわれ， 1965年の時価で 444百万 ドルと見積

られた。ところがさ らに検討の段階で， 1968年には 743百万ドルとなり，造

水コストは20.9円／maから35.2円／maと大幅に増大するこ とになった。さら

にその後のアメリカの経済および社会情勢の変化により， 当初1973年に完成

予定であったものが，延期されまだ待機の状態にある。

b. BN350計画
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第 6図 ボノレサ島計画基本図

百三
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ソ連のカスピ海東岸のシェフチェンコに建設中の B)J350計画というのが

ある。 BN350型といわれる高速増殖炉により， 15万kwの発電と，多重効用

缶による12万トン／日の海水淡水化を行な うことになっているが，現状がど

うなっているか報告されていない。基本l~I を第 7 図に示す。

c. 原子力の多目的利用

原子力発電の技術が発達し，将来安価な電気がえられるとすると，ナフサ

を分解して水素を生成するより，水電解のほうが安くなるであろう。そうす

ると，空気中の窒素と反応させてアンモニヤを安く作ることができるはずで

ある。あるいはリン鉱石を運んでくれば安い電気で乾式のリ ン酸を作ること

ができるはずである。海水淡水化の副産物である濃縮海水からは，その電気

で．塩素工業を起こすことができる。あるいはカ リを回収できるかもしれな
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第7図 BN350高速増勉炉による二重目的プラントの基本図

ーーー第tJレープ冷却材（ソヂウム） ーー一－ ~眠 気
＝ 第2）レープ冷却材（ソヂウム） 一一一 沼化水
一一 給水

1.第 1ループ関係のポンプ，2.中間熱交換器， 3.分離ドラム， 4.~ ービン発

電機，5.脱温装置への加熱蒸気の出口， 6.低圧予熱器， 7脱気器， 8.給水ポ

ンプ， 9.ボイラ補給水，10.脱塩装置からもどる液化水の流れ， 11.蒸気過熱

器， 12.蒸発器，13.第2ループ関係のポンプ， 14.造水装置

い。このよ うに考えると，原子炉を中心とする工業コンビナー トの周辺に一

大農場ができるはずである。このような考え方がアメリカのオークリ ッジ国

立研究所のハモンドらによ って提案され， ArgoIndustrial Complex とよん

でし、る。この構想にはまだ多くの解決すべき問題を含んでいるが，オークリ

ッジ国立研究所では，実現する可能性のあるところとして，南カルフ ォルニ

ヤ，シナイ半島，カッチ（印度）， ペルー，西部オース トラ リヤなどをあげ

ている。

もう少し手近な計画としては，原子炉を中心に配したコンビナート である。

最も具体的な動きをみせているのが， ドイトのBASF社の自家用多目的原

子炉建設計画である。 場所はライン河の本流と支流ネッカ ー河の合流する点

にある古都マインハイ ム市と ライン河をはさんで西側に位置しているルドビ

ッシャ ーフェン工場である。この地帯では多量のエネルギーを消費している

ので，こ こに熱出力 2,000MWのPWR型原子炉2基を設置し，その熱によっ

て900MWの発電と， 2,OOOt/hr (18 ata, 265°C) の蒸気を供給しようとい

うものである。一部発注も進み， 1975年に運転が予定されていたが，許認可

が順調に進まず，いまのとこ ろ停滞している。 海水の淡水化は含まれていな

いが，最も具体的な計画のーっとして注目 されている。
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第 2表 原子力エネノレギ一利用研究会

原子力発電多目的利用研究会 ｜原子力コンビナート研究会｜原子力多目的利用懇談会

通産省公益事業局 I 通産省大臣官房 ｜ 原子力産業会議

原子力発電所を海水淡水化と｜昭和60年代に笑現が予想さ ｜高瓶ガス炉，高速増殖炉

工業用プロセス蒸気に多目的｜れる原子力発電所2基をェ IATRと各種ユーティリ

利用する形態を採用する。こ｜不ノレギー源として，電力，プ｜ティ多消費産業を組合せ

れらのモデルを設定し，そこ ｜ロセス蒸気，海水淡水化に｜た多目的利用形能のもの

から摘出される技術的問題点｜よる水等のユーティリテ ィ｜を考え，大規模工業基地，

を，主として電力サイドから ｜を発生させる中心核と，こ｜沖縄等の具体的地点を設

検討し，その実現可能性， 実｜れらを多量消費す る産業｜定 （予定）してモデノレを

現に対して技術上，経済上， ｜で，昭和60年代に実現が予｜作成する。また原子炉と

制度上の問題点の解明，経済｜想される最大規模の工場の IMHD発電の併用も考え

性の試算を行なう。 ｜結合したコンビナートを形｜ている。

｜成し，原子力製鉄，原子力［

・目標年次を昭和55年頃とす ｜化学，原子力精鋭について ｜・2000年頃を想定

る ｜モデノレを設定する。 I ・FBR,HTGR, ATR 

・大型軽水炉を採用 I ! .具体的地点を設定しそ

・主として多目的利用によるい昭和50年代を:tl;l定 ｜ デノレ作成

技術上の問題点，たとえばい 大型車王水炉と高温ガス炉

プラントの設備上，運転保｜ （製鉄のケー久）

守上， 11;1］御］上の問題点につい具体的地点は設定せず，

いて検討 モデノレ｛乍成

わが国では，政府機関や産業会議などで原子力多目的利用に関する研究会

を設け，検討が加えられている段階である。第2表に研究会の名称と内容を

示 しているよう に，いずれの検討においても，原子力多目的利用 という構想

の中には，蒸発法による造水プラント が姿をみせている。 これは前にも述べ

たよ うに，現在の発電システムでは蒸気の潜熱が利用できないのに対し，蒸

発法による造水プラン トを結びつければ，今まで無駄に棄てられていた系内

の潜熱が利用でき，かつ大量の需要があるからである。

むすび

本誌のロ絵は，軽水炉による原子力発電 と，多重効用多段フラ ッシ ュ蒸発

による海水淡水化装置との二重目的工場の完成想定図で，オークリッジ国立
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研究所で設計されたものである。熱出力 3,300MWの重水有機冷却剤型原子

炉によって 675MWの発電と， 95万mB／日の造水を行なう。 蒸気は発電プラ

ントから65円／tonで造水プラントに供給すると， 13.6円／mBで水ができると

見積られている。図の立方体が造水プラントのフラ ッシュ蒸発装置で，長さ

360フィート，幅260フィート，フラッシュ蒸発室は8階建となっており，高

さは51フィ ー トのコンクリ ー ト缶体となっている。このような設計が実証さ

れているわけではないが， 実現のための研究が各国であらゆる角度から行な

われている。

（東京工業試験所，第3部第4課長，工博）
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