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海水淡水化技術の現状

外山茂樹

まえがき

筆者は海水淡水化の技術開発のプロジェクト に参画しているものであり，

これが将来において予測される水不足の対策技術として発展することを前提

として計画を進めている。このことについて解説を依頼されると， ふつうは

まず水問題全般における海水淡水化の位置づけをまえがきで論ずるのである

が，本誌はこの問題が専門であるから立場をかえなければならない。すなわ

ち，読者自身に海水淡水化が水利科学においてどのように位置づけされるか

を判断していただくために，ここでは海水淡水化が現実にどこまで来ている

か，そして技術はどんな方向に進んでいるかという ことを，ご く一般的に紹

介する。

1. 海水淡水化の現状

海水を淡水にして使うということは，一般にどの程度， 現在なじまれてい

るか，このことを仕事にしている者にはかえってよくわからないが，海水か

ら淡水を得なければならない必然性が生じたのはまず海上からで，歴史的に

みれば西洋の中世以降で、ある。

文化の発達に伴って交通が発達し，船による交通がひんぱんに行なわれ，
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長い航海ができるようになると， 7.Kの保存が問題になった。そこでいっそ海

水を淡水にして間に合わせようと，そのころごく原始的な蒸留装置が船に積

み込まれたといわれる。19世紀になると，イギリ スで蒸留法による本格的な

船用造水プラントが製作されるようになった。さらに今日では，小さな漁船

にまで積載されるほど普及している。

海水淡水化が陸に上り始めたのは1950年代の後半からで，中近東や西イン

ド諸島・カリブ海沿岸などである。砂ばくや島岬地帯で，水がなくて本来な

らば人を寄せつけない地域に，資源開発や観光，あるいは戦略的な目的で，

人為的に人を送り込まねばならない地帯に，まず海水淡水化プラントは上陸

し，根を下ろし始めたのである。そして現在では，全世界で約130万rrrI日の

海水淡水化フ。ラント が稼働中であり，そのうち，半分は中近東に，残りの半

分は西インド諸島 ・カリプ海沿岸に分布している。また香港では；1日当り 18

万rrrI日の海水淡水化プラントが建設中であり ， この4月にその一部が竣工

した。

最近，中近東では流入するオイルダラーを当てこ んで，壮大な開発計画が

流布されているが，砂ばく 地帯だけに海水淡水化にも強い関心が寄せられて

いる。たとえばイランでは 200万kWの原子力発電所の設置計画があり，こ

れに海水淡水化プラントの付設も考えられている。クエートでは現在約20万

rrr I日の海水淡水化プラントをもっているが， 1981～1982年までには 2倍の

40万rrrI日とする予定である。サウジアラピヤでは現在約5万rrrI日の海水淡

水化プラントが稼働中であるが， 1980年までの造水発電関係の5ヵ年計画に

3.6兆円を計上しているといわれる。

さて，わが国で初めて海水淡水化プラントが住民の生活用水を供給する目

的で陸上に設置されたのは，長崎県の池島である。松島炭鉱で2,650rrr／日の

多段フラ ッシュ蒸発装置が1967年に納入された。このほか，姫路火力発電所

のポイラ給水用に 1日当り LOOOrrrの多段フラッシュ蒸発装置，瀬戸内海の

因島には 1日当り 5oorrrの液膜降下式多重効用蒸発躍が運転中である。

また，福井県大飯町にある原子力発電所建設地にL300rrr／日のVT E式蒸

発装置が1973年8月に完成した。これは工事用水として活用したのち， 1977

年以降原子力発電の補給水として使用される予定である。さらに兵庫県家島

では本年5月LOOOrrr I日の多段フラッシュ蒸発装置が竣工し， 島民の生活用
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水を供給している。人間と海洋の未来を象徴する沖縄海洋博のアク アポリス

では蒸気圧縮式蒸発法による66m'／日の海水淡水化プラントが稼働している。

小さな島では，地下水にも海水が浸透して塩分を含み，そのままでは飲料

水として使用できないものが多い。このような塩水を淡水にする装置まで含

めると東京都の式根島と大島に，それぞれ200m'／日およびLOOOm'／日の電気

透析法の淡水化装置が設置されている。また塩水を含む湖水の淡水化で、は，

鹿島地区において逆浸透法のプラントが活躍している。

このよ うにみてくると，わが国における海水淡水化プラントの生態分布

は，世界の傾向がそうであるように， まず炭鉱とし、う資源基地に根を下ろ

し，さらに離島へと広がって行き，並行して発電所や工業地帯にも受け入れ

られ始めている。この傾向はさらに増大する方向にあり，やがて大都市や水

不足地帯の住民に海水から得た淡水を供給する時代へと移行することが予測

され，このための調査が各所で実施されている。

2. 海水淡水化の方法

(1) 海水淡水化の原理

まず，海水淡水化の方法として，容易に考えつくのは蒸発法であろう。酒

類は蒸発すると蒸気のほうにアルコ ーJレ分が多く，残った液にはアルコ ール

分が少なくなる。しかし，海水を蒸発すると蒸気には塩分はまったく含まれ

ず，残った液にはその分だけ塩分が濃縮される。この塩分を含まない蒸気を

冷して凝縮したものは蒸留水で，いわゆる淡水が得られる。化学装置の分野

では，前者を蒸留，後者を蒸発といって区別する。木来，蒸発は液体が気化

する現象をいい，蒸留というのは蒸発したものをふたたび、凝縮させて，「し

たたらす」操作をしづ。海水淡水化では，蒸発したものをふたたびしたたら

せて淡水にするわけであるから，このような方法によるものを蒸発法とも蒸

留法ともよんでいる。

海水は蒸発しても淡水を分離できるが，冷却して固化するとやはり氷のな

かには塩分は含まれないので，この氷を分離して融かせば淡水が得られる。

これが冷凍法とよばれるものである。冷凍法は，終戦直後わが国の産業が壊

滅して発電設備に余裕があった時代に，電気製塩法のーっとして東京工業試

験所において研究された。しかしその後，海水淡水化の技術のーっとしてア
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メリカやヨーロッパでも研究が開始され，しだいに成果が蓄積されつつある。

このほかに，膜法と呼ばれる一連の海水淡水化法がある。その一つに逆浸

透法がある。これは，水だけを通して塩分を通さない半透膜を使うわけであ

る。半透膜を隔てで濃淡2種類の塩水を入れておくと，濃い塩水のほうの水

面が少し高くなる。この現象が浸透圧である と説明されたのは， 1748年ノレ

ーによる とされている。と ころで，濃度の高い液をピストンで人工的に圧力

を加えてやれば，膜を通して水が絞り出されるはずである。これが逆浸透法

による海水淡水化の原理である。この原理について実用的な研究が開始され

たのは20年程ほど前である。 そしてアメリカのフロ リダ大学において， リー

ド教授が，海水から水を分離しうる半透膜として，酢酸センイ素系の化合物

が有望である ことを見出した。さらにアメリカのカルフォルニヤ大学で，ロ

プ，サリラジャン両氏は含水性酢酸センイ系によって， 実用できそうな程度

まで，水の透過量を上げるこ とに成功した。それによって企業による開発が

競って始められた。

もう一つの膜を利用する方法は，電気透析法というものである。海水に溶

けている塩分，たとえば食塩はナトリウムと塩素の化合物であるが，水中で

はナトリウムはプラス，塩素はマイナスの電気をもって，それぞれバ ラバラ

に分散している。そこで，プラ スの電気をもった元素だけを通す膜と，マイ

ナスの電気をもった元素だけを通す膜を交互に重ね，両端に電極をおき，膜

の聞に塩水を通せば，塩分は電極のほうに引き付けられ，通過する聞に塩分

を除くことができる。このようなイオ ン交換膜は1950年， ユダによって発見

されて以来，広く工業的に利用されるようになり，海水に対しては製塩に適

用して実用化されている。

このほか，圧透析法というのがある。これは膜のなかに正に荷電した部分

と， 負に荷電した部分を細かく入りまぜたモザイク膜とよばれるものを使用

する。 この膜に逆浸透法と同じように海水側に圧力を加える と淡水を絞り出

すことができるが， 実用的な目途はまだついていなし、。さらに海水淡水化の

方法としては溶媒抽出法，水和物法などいろいろ考えられているが，現在の

とこ ろ，実用的な方法として活発な研究が行なわれているのは，蒸発法と逆

浸透法である。
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第 1図 各種蒸発操作
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(2) 蒸発法による海水淡水化

蒸発操作の方式にはつぎのようなものがある。

a) 多段フラッシュ方式

b) 多重効用方式

c) 多重効用多段フラッシュ方式

d) その他

蒸気圧縮式

直接接触式

このうち，海水淡水化装置として開発に力を入れているのは， a), b ), 

c）の3つの方式である。

それぞれの方式はすでによく紹介されているが，第 1図によって簡単に説

明する。

第 1図a）は多段フラッシュ蒸発方式で，海水はこの図では右から熱放出

部の熱交換器に入札大部分は熱を奪って海に戻る。一部は前処理を受けた

のち，熱回収部の熱交換器に導入され，水蒸気を凝縮しつつ自らの温度は上

昇し， Ts(l）に達したところで外に出て加熱器に導入される。加熱器でさら

に TBMAXまで加熱され，多段フ ラッシュ室に入る。その室の圧力は温度Ts

(1）のプライン飽和圧力となっており，液が TsMAXから TH(1）になる分だけ

沸騰して水蒸気が発生する。これをフラッシュ蒸発と呼んでいる。 1回のフ

ラッシュではわずかしか蒸発しないので，逐次低温段へとブラ インを流して

沸騰を繰り返したのち，外部へ放出する。しかし，海水の前処理にはコスト

がかかるので，多量に捨てるのは不経済であるから，大部分は熱回収部に環

流させる。この方式をブライン循環方式と呼んでいる。この装置の特長は，

加熱面でまったく沸騰が起こらないので，スケール防止に有利である。ま

た，肉の薄い細いパイプを用いることができ，液体の流路も単純であるか

ら，プラントコストが比較的安価となる。

フラッシュ蒸発装置によると，加熱蒸気 1tにたし、し，淡水を12～15t程

度造るように設計するのが経済的であるとされている。一方，蒸発法で熱を

経済的に使う方法として多重効用方式がある。第1図b）がそれで，蒸発に

よって発生した蒸気で、逐次温度の低い段の加熱を行な う。このようにすれ

ば， 1 tの蒸気で加熱を繰り返した回数，すなわち段数倍だけの淡水が得ら
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第 1表 蒸発法海水淡水化プラントへの進出企業

国 内 入= 業 提 携 」人よ二 業 蒸 発 型 式

欄笹倉機械製作所 ア ク ア ケ ム（米） 多段フラッシュ多重効用

日 立 造 船（掬 エンパイロジェニツグス（米） 多重効用

住 友 重 機（掬 ウェアウエストガ ース（英） 多段フラッシュ

東洋エンジニヤリング l掬 ノ、 ツ ミノ ヤ 一（米） 多重効用

日 本 揮 発油（掬 ア ノレ ス ト ム（仏） 多段フラッシュ

欄日 立 製 ｛乍 所 ニ工：ー イ ト ン（笑） 多重効用

三菱 重 工 業側 多段フラッシュ

石川 島播磨重工業開 ｜多段フラッシュ

れる。この方式は循環ポンプや熱交換器の数が増し，構造が複雑になるとさ

れていたが，液膜降下式を採用し，また全体の構造を工夫することによっ

て，多段フラッシュ方式と競合しうるものとなりつつある。

第 l図c）は多重効用方式と多段フラッシュ方式を組み合わせ，それぞれ

の長所を生かそうとするものである。構造は複雑であるが， 1 tの蒸気で20

t前後の淡水が得られる。

このような多様な蒸発方式にたいして，それぞれの特長を生かして各社が

続々進出し始めている。主な企業と，営業品目にかかげられる蒸発方式，お

よび外国との技術提携関係などを第 1表に示す。

多段フラッシュ蒸発法については，わが国では通産省工業技術院が大型プ

ロジェクトとして取り上げ，組織的な研究を行ない，大型化と合理的な設計

法の確立を目指している。一方，アメリカでは塩水局が中心と なって，多重

効用多段フラッシュ方式の開発に力を入れてきた。塩水局による蒸発法の研

究活動は終局を迎えており， ファンテンバレーのテス トモジュ ーノレが唯一の

ものとなっている。これからは国の助成ではなく，民間ベースで開発が進め

られて行く段階にある。わが国では， 1974年 3月まで，茅ヶ崎の臨海研究施

設において高流速長管式テストプラントによる研究〈笹倉機械，石川島播磨

重工〕，コンクリ ート確体の開発（鹿島建設，笹倉機械〉，海水前処理技術〈日

立製作所〉，伝熱管材料テストなどの研究（日本揮発油，三菱重工〉を実施し

た。また東京工業試験所においてもこれらを支援する実験室的研究，動特性

および最適化設計研究，データ処理，テクノロジーアセスメント関連技術の
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第2図 大分に建設中の多段蒸発装置テストモジュール

研究を実施するとともに，プロジェグトを推進した。これらの成果を集約し

て，現在，大分県鶴崎市の昭和電工石油コンビナート内にテストモジュール

の建設が進められており，本年9月から運転テストが開始された。この研究

では笹倉機械製作所が工業技術院からの主委託を受け，鹿島建設がコンクリ

ート臨体を，日立製作所が前処理技術の一部を担当して研究を実施している。

また，東京工業試験所はデータ収録を管理するとともに，最適化設計研究，

テク ノロジーアセスメント関連技術の研究を実施するとともに，システム全

体についての情報を収集，分析を行なって，プロジェクトを推進している。

プロジェクトは昭和51年度に終了し， その時点では 10万rrPI日という大型の

多段フラッシュ蒸発装置の設計が可能となる。第2図は建設中のテストモジ

ュールプラント である。

(3) 逆浸透法による海水淡水化

逆浸透法に適用できる ものとして注目されている酢酸セルロース膜は，不

均質膜といわれ，膜表面に0.2～lミクロン程度の薄い密な層があって，ここ

で塩分の分離が行なわれ，残りの層はスポンジ状、の支持層となっている。こ

れに20～5Qkg/cm2の圧力を加えて操作するので，長時間使用すると，スポン

ジ層がつぶれて圧密化し，透水性が悪くなり処理能力が低下する。これとと

もに塩分の除去率も低下するので膜の寿命が問題で，半年はなかなかもたな

いといわれている。
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このようなわけで，逆浸透そのものの応用は，塩分が薄いものへの適用が

研究されて来たが，最近，海水を 1段で 300ppm以下の塩分の水にできる膜

が開発され始めた。

その一つの系統は酢酸セルロース系の複合膜で，前に述べた圧密化の原因

となるスポンジ層を，もっと強い硫酸セルロースと酢酸セルロ ースの混合物

のようなものとし，その上に 400A程度の三酢セルロース膜をつけたもので

ある。

もう一つはナイロン系のもので，デュポン社が開発した中空センイ状のも

のである。

このほかにもまだ実用化されていないが，研究段階でかなり優秀な膜が発

表されつつあり，国産のものも有望である。

膜そのものについてはこのように目覚しい進歩をとげているが，もう一つ

の問題は海水の前処理である。これを十分行なわないと，膜の性能が維持で

きない。直接海水を取り込んだ場合には，塩素処理，凝集剤による凝集と砂

炉過， 残留塩素除去，酸添加， ミクロボァフィルターによる鴻過などの処理

が適宜必要とされるが，まだ十分研究が進められていなし、。また，鉄分やス

ケール成分にたいし，これをあらかじめ除去すべきか，それとも薬品洗浄に

よって性能を回復すべきかについても，十分検討すべき課題となっている。

第 3図 。t）造水促進センターが茅ヶ崎臨海研究所でテストしてい
る逆浸透海水淡水化装置主要部と概略仕様

際支持付

機t帥 伺 ~ ＇~《 ~＇λ 
日一←~.：：？ y ・- ...al櫨~ －－－設問

’ ；占「~、〆’Wポ 喝事富田E直直島占五
O/'- ~弘 網状 P廼曹司’唖!l'I¥

帥F＇~』附注 目ザ一戸間111 ''
純水引の封印J、~全通過出 場開 .＼＂・－－－..閉会制

｛両副tミキ＂＂＇ ＇ . … 
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このように逆浸透法による海水淡水化は実用化にはまだ多くの問題をかか

えているが，将来性のあるプロセスとして期待され，通産省の委託をうけて

（財）造水促進セ ンターが実験を開始した。実験装置の諸元は第3図にまとめた

ような 2種類で，多段フラッシュ装置の実験を行なった茅ヶ崎の臨海研究施

設の跡地において，本年の 6月から運転テストを行なっており，その成果が

期待されている。

3. 蒸発法における技術進歩の動向

2.の（ 2）で説明したような蒸発方式において，性能を向上させるための

装置各部におけ設計や運転保守に関する技術的進歩には多彩なものがある。

詳細は専門誌に逐次発表されつつあるが，ここでは簡単にその動向を説明す

る。

(1) 絞り機構

多段フラッシュ蒸発装置では，一般にフラッシュ段数は40段とか50段とい

う数にのぼる。そして，段と段との聞に絞り機構があって，それによって各

段でバランスよくフラッシュ蒸発するように調節している。この絞り機構に

よって，多段フラッシュ蒸発装置の性能を向上させるには，各段のバランス

の問題と，フラッシュ蒸発を短期間に達成させることである。フラッシュ蒸

発が短期間に達成されることの目安として，蒸発管単位幅当たりのブライン

流量をとっている。ブライン流量が大きければ装置はコンパクト になるわけ

で，コ ストの低減をもたらす。わが国の技術はこの分野でも世界をリ ードし

ている。

多重効用方式では，第 1図b）のように，垂直管液膜降下式となってお

り，絞り機構は管の上端に取付けられている。絞りから流出するブラインに

旋回流を与えたり，液面の自己調節機構を設けるなどいろいろな考案が あ

り，米国で進められているプロジ ェクトによって，完成の域に近づいている。

(2) 伝熱管

伝熱の性能向上をはかるには，各伝熱管の伝熱係数を大きくする問題と，

伝熱管の配列に関する問題がある。伝熱係数を大きくするには，管流速を大
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各種伝熱促進管の総括伝熱係数第 4図
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きくするとか，管外での蒸気の凝縮伝熱では，滴状凝縮するよ うに表面処理

をするなどの技術について研究が進められている。また，液膜降下式の伝熱

管では，管の形状に関心が集められている。すなわち，垂直管では溝やヒダ

をつけると，降下液が集中的に流れて伝熱係数がいちじるしく向上する。第

4図に比較データと管の諸元を示す。同一管径の平滑管に対し，伝熱面積は

1. 03～2.2倍程度であるにもかかわらず，伝熱係数は 2.5～6倍も大きくな

っている。 コストは平滑管よりも多少材料費が多くなり，加工費も増加する

li"l )ff. 
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が，伝熱係数の増加により十分打ち消すことができるとされており，垂直管

膜降下式多重効用蒸発装置に適用され，その効果が期待されている。

(3) 躍体構造

絞り機構や，伝熱管を収容する蒸発鰹体はつぎのような構造のものが検討

されている。

長管式（多段フラッシュ〉

立型構造〈多重効用〉

同心円構造（多重効用〉

多重効用多段フラッシュ組合せ構造

長管式というのは，多段フラッシュ蒸発装置において伝熱管をブラインの

流れ方向に貫通させる構造のものである。これに対してブラインの流れと直

角に伝熱管を設置するものをクロスチューブ方式というが，この型式では多

段ごとに伝熱管内の流れが 180°方向転換するので圧力損失が増大する。 ま

た，蒸発装置の容量が大きくなると，プラインの流量幅が大きくなる。たと

えば10万rrrI日の海水淡水化プラントであると，その幅は 20～30mくらいに

なるから，クロスチュ ープ方式であると，一段で伝熱管が相当長くなってし

まう。したがって，大型化するためにはどうしても長管式の構造を開発せざ

るを得ない。技術的には各段の隔壁のシールの問題と，長尺管の製造の問題

である。工業技術院の大型プロジェクトでは，長管式の技術は実証の段階に

ある。

また，躍体をコンクリ ートにする研究が進められ，これによって鋼鉄に比

ベ20%程度のコストダウンに成功している。さらにこのコンクリート耀体の

利点は海水による腐食に対して強いことである。前に述べた鶴崎のモジュ ー

ルテストプラントでは，多段フラッシュ方式における熱放出部をコンクリ ー

トで健体を製作し，さらに万全のテストを重ねようとしている。多段フラッ

シュ装置では長い使用実績をもっ中近東においては，健体を始めとする装置

の腐蝕については悩みの種となっており ，そういった意味においても，コン

クリー ト躍体にたいする期待は大きい。

(4) 運転保守における問題点
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蒸発法による海水淡水化装置における運転保守の問題点としては，つぎの

ような項目があげられる。

a) 海水の取排水

深層取水

生物除去対策

排水の拡散

b) スケール防止

脱炭酸方式

操作条件

c) 防蝕技術

海水の脱気処理

伝熱管材料の選定

内面塗装

腐蝕悪条件部の材料選定

d) 化学物質の挙動

汚染海水の気液平衡

スライムの発生

海水の後処理

硬度付加

有害物質除去

多段フラッシュ蒸発装置については，これまで多くのテストプラントや実

用プラン トが稼働しているので，運転保守に関する技術情報はしだいに蓄積

されつつある。

(5) 動特性 ・制御

蒸発法による大型の海水淡水化装置では，加熱蒸気を発電プラントの背圧

タービンから供給を受けるシステムが適用される。このため両者の負荷変動

をどのように調整するかということが重要な検討課題となる。第5図は発電

プラントからの蒸気負荷変動に対する多段フラッシュ蒸発装置の制御系であ

る。ここで蒸気の供給量を増加すると，最高プライン温度が上昇し，過渡的

に高温段の液面が下がり，段聞の絞り機構における液封を蒸気がノくイパスし
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第 5図

たり， 最終段は液面調節しているから，中央部の段の液面が盛り上がって，

生成した淡水に塩分が混入する。一方，プラインの循環量が増加すると，高

温段の液面が上昇する傾向を示す。負荷変動に対しては，両者をうまく調節

して支障のないように運転しなければならない。

多段フラッシュ蒸発装置では，ランプ状の入力に対し， 5～15%／分程度

の負荷変動に順応できるとされている。しかし，多段フラ ッシュ蒸発装置は

定容量運転を基準に設計されているので，安定に運転できるのは，その60～

70%が限度である とされている。

このよ うな系を研究するには，数式モデルによる動特性の予測と，動特性

の測定結果から逆にシステムの特長をとらえる方法がある。これらの研究は

着々と進んでおり，しだいにその特性が明らかになっている。また，わが国

の大型プロジュクトでは，テストプラントのデータ収録に電算機を導入した

きめ細かし、自動処理装置を導入しており，実用プラン トにおける省力化の基

礎を築いている。

(6) 最適化計算

蒸発装置では，たとえば熱の利用率を上げようとすると装置の建設費が高

くなり，逆に装置を安上がりに製作すれば熱の消費は増大する。 したがっ

て，造水コストを最適にするように設計する。第6.7図は燃料費と最高プ

ライン温度を大幅に変動させた場合の最適設計の計算結果である。この計算



16 

第6図 最適化計算における非平衡温度差の影響
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では，ブライン排出温度を34°C（海水温度25°Cより9cc高い〉としている

が，最高ブライン温度を低く したと きは，ブライン排出温度も低いほう にシ

ストして温度スパンを広げれば，また別の結果が得られよう。エネルギー資

源の節約という観点からはこのような計算の裏付けとなる技術資料の作成に

ついて，筆者らは活動を始めている。

4. トータルシステム

蒸発法による海水淡水化は大型技術であるために，これが社会に及ぼす影

響というものも十分議論しておかなければならない。第8図は，原子力発電

と海水淡水化プラントとの二重目的プラントに関するテクノロジーアセスメ
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第7図 最適化計算における燃料コストの影響
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ントのための因果関係ループである。

このような議論はこれから本格的に進めなければならなし、。海水淡水化は

もともと将来予測される水不足への対策技術とい う，社会的ニーズによって

研究を始めたものであるが，蒸発法による技術の開発は終盤を迎えている。

これからの課題は，この技術を水供給源として都市や産業のなかへどのよう

に適合させていくか，その方策に衆知を集め， トータ Jレシステムとして検討

を進めることである。

トータルシステムの領域を規定するには，いくつもの視点が考えられる。

第 9図は7つのセクターによってその構成を考えたものである。すなわち，

問題の必然、性は生活を豊かにするための経済成長にあるとする。経済成長は
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第8図 原子力発電一一海水淡水化二重目的プラントのテクノロジー
アセスメント因果関係ループ

関連産業を活発にし，地域開発を必要とさせる。さらにこれが水需要の増大

をもたらし，海水淡水化や再生水の技術開発を促す。技術は環境や資源問題

への配慮が必要であり，これが経済成長を抑圧する方向に作用する。

このようなシステム領域から海水淡水化の問題をとらえ，今後どのような

方向にあるべきか，提言を模索するために，筆者らはシステム解析を進めて

いる。目下，経済変動が激しく，見通しは困難な時期であるが，海水淡水化

が正しく理解され，水資源対策と して有効に受け入れられるために，つぎの

ような項目について検討を進めている。

①発電プラントの密集地には，各プラ ントに数万rrrI日程度のユニ ット

を付置い それをエネルギー消費が増加しないような低温エネルギ一利

用の海水淡水化プラントとするシステム。

② 各種海水淡水化法に対するト ータルシステムとしての評価。

①広域利水を前提とし，大容量発電プラントとの二重目的の海水淡水化

プラントにおいて，発電所の運転計画（償却期間全体にわたる長期的な

ものも含めた〉や，渇水期に造水プラントの稼働率を上げることを考慮

した資本配分によるシステム。

④ たとえば レクリ エー ションセンターを兼ねた多目的海水淡水化プラン

トや，農工業コンピナートと海水淡水化などの構想、の試設計。
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第 9図 海水淡水化トータルシステムの領域と構成セクターの相関

⑤上記構想を世界的視野にまで拡大し，国際的活動の中におけるわが国

造水産業の位置づけ。

すなわち，これが本稿のむすびにもあたるものであり，水利問題において

海水淡水化を理解していただく一助となれば幸いである。

（東京工業試験所，第三部第四課長）
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