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原子力による海水の淡水化

鈴木 笠

1. はじめに

海水淡水化の問題は最近世界的に大きく 取り上げられるようにな り，わが

国でも各所で研究や実用化が進み，次第に新聞雑誌等にたびたひ．取り上げら

れて，多くの話題を提供するよう になってきた。とくに一昨年夏には神奈川

県をはじめ，関東各地の水不足があ り，つづいて九州にも干舷が起こり， ち

ょうどこうした中で，それよりわずか先に稼働していた長崎県池島炭坑 の

2.650 m3／日の淡水化プラン トが活躍してその成果をたたえられたことなど

は，大いにこの問題に対して世人の関心を集めたことと思われる。また本年

度には，海水淡水化の大型プロジェク ト予算が初年度分として， 2億円が通

産省に付け られたのであるが，これも この問題に対して世間の関心が高 くな

った結果であるといえよう 。

そもそも，われわれが水と称して各種の用途に利用 してし、るいわゆる淡水

の量は，海水中の水を含めた全地球上の水量のわずかに 004%に過ぎないこ

とを聞き，また海水の 96.5%は水であるこ とを知れば，水不足の場合，なぜ
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これほど大量にある海水中の水が利用できないのか，どうしたら利用できる

ようになるのかなどという ことは，もっ と早くから考えられ研究されなけれ

ばならない問題であった。遅ればせながら，この問題が上述のように，盛ん

に取り上げられるようになってきたことは喜ばしいことである。

海水を淡水化するには各種の方法が考えられている。これら諸方法の概要

については後述するつもりであるが，そのうちで，多段フラッシュ蒸留法と

いう方法が目下のところでは最も実用的で将来も有望であるとされている。

この方法は蒸留法であるため，多くの熱源を要する。しかし，これが比較的

低温の蒸気でよい という特徴がある。そこで，この方法を火力発電あるいは

原子力発電と組合せたら有利であろうという ことが考えられてきた。一方に

おいて原子力発電は世界的に相当な進歩を示し，やがて火力発電より有利と

なり，とくに大型のものについては，重油その他化石燃料による発電より有

利になってこようとしている。したがってこれからの蒸気を利用して，海水

淡水化を行なえば，発電並びに海水淡水化両者にとって有利であるとい う考

え方が出てくる。 これがここにこれから述べようとする，原子力による海水

の淡水化の考え方である。

2. 海水淡水化の諸方法

海水を淡水化するには，その中に含まれている約 3.5% の塩分をなんらか

の方法で除去すればよいわけである。これを行なうには 2つの考え方があ

る。すなわち，水の部分を蒸発あるいは氷結その他の方法により ，分取する

やり方と，塩分の方をなんらかの方法で動かして除去し，あとに水の部分を

残す方法との 2つがあるが，一般の分類方法にしたがって，よく知られる方

法を分類列挙すれば次のようである。

これら諸方法のうち，l）蒸留法，2）冷凍法， 4）その他の方法，のうち

の2方法などは始めの水の方を分けてとる方法であり ，3）膜法は塩分の方

を分けとり，後に水を残す方法で、ある。

海水淡水化の諸方法

l) 蒸留法



a. 多重効用真空蒸留法

b目 多段フラッンュ蒸留法

c. 蒸気圧縮法

d. 太陽熱利用法

2) 冷凍法

。真空冷凍法

b. 媒体直接接触冷凍法

3）膜法

a. イオン交換樹脂膜法

b. 逆浸透圧法

4) その他の方法

a. ガスハイドレート法

b. 溶媒抽出法
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上記のように各種の方法が知られているが，すでに多くの解説があるの

で，方法そのものについては多くを省略し，簡単にその特徴と進歩の程度だ

けを述べることにする。

これら諸方法のうち，最も大きく実用化しているものは蒸留法で，その次

はイオン交換樹脂膜法である。また逆浸透圧法，冷凍法も次第に実用化 しつ

つある。とくに逆浸透圧法は非常に進展 しつつあり，大いに期待されて い

る。 4）のその他の方法はまだ試験段階を出ていないと見るべきで，始めに

期待されたほどの進展がない。

蒸留法のうちでも最も多く実用化され，またその将来も大いに期待されて

いる方法は，多段フラッシュ蒸留法であり，これは最近とくに大規模な研究

や実用化が進められている方法である。この方法は低温の蒸気が活用できる

ことと，装置はやや大きくなるが構造が単純で運転上に有利さがあることが

利点であり，またこれらのことがらが，電力と水とのこ重目的プラントを考

えるときに一層有利になるということが期待されるため，とくに有望の方法

とされているのである。

多重効用真空蒸留法は淡水化の始めには相当に期待され，その方式による
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多くのプラン卜が建設され，ある程度の実効をあげてきたが，現時点では多

段フラッ シュ法：こその地位と期待とを取られたという 形である。蒸気圧縮法

も始めには相当期待され，ニ ューメキシコ州 Roswell にはアメリカ塩水局の

3,800 m3／日のモデノレプラン トが建てられたほどであるが，その後はそれほど

の進展を見せていない模様である。太陽熱利用法は上記の諸方法とは7ごL、ぶ

性格の違う方法で，蒸発熱源を太陽エネルギーによるものである。 これは砂

漠地方や半島，島などで，雨の少ない太陽熱の得やすい，また土地の安い地

方に有利な方法で，たとえ：工ギリ シャなどでは相当に活用されている方法で

ある。

イオ ン交換樹脂膜法：土，逆浸透圧法とともに，塩分の含有量の少ない水の

脱塩に適する方法で，たとえ（王 内陸の地下かん水で，塩分含有量 5,000ppm 

以下のものに適する方法である。 すで、に各地に小規模のものが建設され， 実

効をあげている。アメ リカの南ダコタ州 Websterlこ， わが国の旭化成（株）が

1961年にこの方式のプ ラントを，アメ リカ政府から請負って建設し，運転し

たことは，もう幾度か紹介されて有名になっている。

冷凍法の うち，真空冷凍法は， アメリカ，イス ラエルなどで研究され，相

当に実用化に近づいてL、る。媒体直接接触冷凍法は，わが国で研究され，ア

メリカで、パイロットプラントの運転が行なわれてし、るが，まだ実用化には至

っていない。

逆浸透圧法は最近急激に進歩した方法で，これは酢酸繊維素の撲を使い，

これを金網や穴のあいた板円筒な どで支え，膜の一方の側から100～150気圧

の高い圧力で押して，他方；こ水の部分だけを通過させて，塩分はそのままも

との部分に残すという方法で，両者を分けようとする方法である。一昨年ア

メリカのワ シント ンて、聞かれた平和のための水の国際会議；こは，この方法に

関するものが非常に多く取り上げられていた。とく にその展示会には，原子

力による海水淡水化プラントの模型とともに，数多くのプラン卜またはその

模型が展示されていて，非常な盛会を呈していた。この展示会だけからいえ

ば，イ オン交換樹脂膜法は，その座を逆浸透圧法に譲ったかの感を呈するほ

どであった。この方法はイオン交換樹脂膜法と同様に，海水よりも塩分の少

ない地下かん水などを処理するに適し，また小型のものにも有利で－あると さ
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れている。いずれにしても将来非常に有望な方法とされていて，小型のも の

は既に実用化している。わが国でもここ 2, 3年の聞に，この方法を研究す

る機闘がふえてきている。

ガスハイドレー ト法は結晶水の多い炭化水素化合物の含水結晶を海水中で

生成させて，その結晶を分離し， さらにその結合水を分解分離して，淡水と

して取得する方法であり ，溶媒抽出法は海水中の水を溶媒で抽出し，これか

ら水を分離して取得しようとする方法である。両者と も興味ある方法である

が，海水淡水化方法としては欠点も多く，始めに期待されたほどの進展は見

ぜていないようである。

3. 多段フラ ッシュ蒸留法

前述のように多段フラッシュ蒸留法は，現在最も多く試みられ，すでに大

型のプラン卜が相当多数建設されている。そして将来もまずこの方法が最も

有望であろうと考えられている。そしてとくにこの方法が火力あるいは原子

力発電と水との二重目的を持っと き，さ らに有利であるとい う性格から，今

後一層多く用いられるようになり， したがってさらに改良されて発展して行

くものと考えられる。そこで，この方法についてさらにやや詳しく説明する

第 1図 多段フラッシュ法説明図
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こととする。

第 1図はこの方法の説明図で，その主要部分は熱放出部，脱気器，熱回収

部，フライン（海水の濃くなったもの） 加熱器からなり， 熱放出部と熱回収部

は多数のフラッシ ュ室に区分されてL、る。 海水は熱放出部の伝熱管を通った

後，酸を加えられ，その重炭酸および炭酸を分解し，脱気器で炭酸カ。スおよ

び酸素を除去しさらにアノレカ リで pHを中性にされて，ポンプにより循環

プライ ンとともに，熱回収部の伝熱管に送入される。各フラッシュ室の温度

は管内のブライン温度より高く ， しかも図の左方の室ほど高温になっている

ので，フラッシュ室の水蒸気は管の外面に凝縮し， 管内のブラインは液化の

潜熱を奪って加熱される。n段から l段に向かつて次第に高温になったブラ

インは，熱回収部の伝熱管を出てブラ イン加熱器にはいり ，発電所のタ ービ

ン排気などで加熱されたのち（淡水化単独の場合は別にボイラーを設；f，その広

気を使う〕，フラッ シュ室に入 り，フラッシュ蒸発する。 lj設から n段までの

フラッシュ室は温度，圧力が順次低く保ってあ り，ブライン各室のせきを通

って隣の室へ移る。 この際それぞれフラッシュが行なわれ，水の一部は蒸発

して前述のように管の外面に凝縮する。このよ うに伝熱管外面：こ凝縮した淡

水は，各室の受け皿に集められて製品の淡11えと なる。n段まで来たブライン

の一部は放出され，残りは循環ポ ンプにより ，前処理された海水とー絡に，

再び熱回収部の伝熱管内：こ送られる。 このような多段フラッシュ蒸留法の運

転条件を例示すれ：f次のようである。なおフラッシ ュ室の材料としては多く

は鋼板が用いられ，伝熱管には銅系統の合金が用いられるのが普通である

が，なお多くの研究が行なわれている。

多段フラッシュ蒸留i法運転条件の例

（熱放出部）

伝熱管入口温度

l:JJ口温度

流速

pH 

（熱回収部）

1 〔〕~25。C

30~40 °C 

1.5～2.0 m/sec 

5～9 
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入口温度 15～30。c

出口温度 100～1 l0°C 

流 速 1.5～2.0 m/sec 

pH 7～8 

（ブヨ イン加熱器）

入口温度 100～l 10°C 

出口温度 110～125°C 

アメリカ組水局は196l{f::, 3つの淡水化の公開試験工場 （Demon幻rationPlant) 

を建設しこれらの運転を開始した。すなわち，まずテキサス州 Freeportに

100万カA ロン／日（3,800m3／日）の多重効用真空蒸留法のプラン 卜を建てて運転

し，次に前にも述べたように，南ダコタ州 Websterにイオン交換樹脂膜法の

25万ガロン／日のプラン卜を建て， 続いてカリフォノレニア州 SonDiegoに多

段 フラッシュ蒸留法の100万カ’ロン／日 のプラン トを建てて運転を開始 した。

筆者はこれらの公開試験工場の運転開始聞もない頃，すなわち1961年11～12

月，それぞれこれらを訪問し，詳細な見聞をすることができた。それらの模

様については，すでに多く の機会に報告しているので，詳細は省略するが，

筆者はこの時すでに，多段フラッシュ蒸留法のすぐれていることを予見 し，

その旨を報告した次第であった。写真 1は筆者が1961年に見学したSonDiego 

の100万ガロン／日の多段フ

ラッシュ蒸留法のプラ ント

である。このプラン卜は成

績がよいので，その後キュ

ーノ〈事件に際し，キュ ーノイ

に移設され，その給水に貢

献しているため，いまはこ

こにはない。 しかしこのよ

うな次第で，このプラ ント

は海水淡水化分野において

も，筆者としても，いさ さ

写真 1 San D陪go多段フ ラッンュ蒸留法

3,800 m3／日プラ ント（1961年スタ ート〉
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写真2 San Diego多重効用，多段フラッシュ

プラント 3,800m3／日

にまたこの地を訪問してこれを見学した。

か記念すべきプラントであ

る。写真の左側の部分が36

段のフラッシュ蒸留室であ

る。

なおアメリカ塩水局で

は， 1967年再び，SanDiego 

の別の地域；こ，多段フラッ

シュ多重効用蒸留法の 100 

万カA ロン／日のプラント を

建設して運転 している。筆

者は同年 6月その完成直前

写真2はそのプラ ント で，先方円筒形の部分が圧力の高い部分，手前箱形

の部分が圧力の低い部分のフラッシ ュ室である。

これら 2つの写真のプラン卜は，いずれも重油ボイ ラーによる蒸気を使う

もので，原子力とは直接の関係はないが，原子力と組合せると最も有効であ

る多段フラッシュ蒸留法であるという点と，筆者が両度にわたって訪問した

San Diegoのプラ ントであると いう 点で，筆者としては関係深く 思うので，

写真 2も併せて載せていただくことにした。

4. 海水淡水化の内外の状況

以上の各説明においても，海水淡水化の現状については一部ふれてい る

が，次にきわめて簡略に，海水淡水化の進展の状況を述べる。

海水淡水化の問題は第2次大戦中から関心を持たれていたのであるが，何

といっても大きな関心を呼ぶようになったのは， 1952年アメリカで塩水法が

制定され，この方面の研究や実用化の促進をはかるようになってから以後で

ある。一方イギリスにおいては，アメリカ のように政府の推 進（よなかった

が， l' 2の会社が熱心に研究していて， これがやがて役立つようになっ て

きたものである。 これらの成果は次第に普及し， 1966年末における世界の淡

水化プラントは，380m3／日以上のものだけでも，第 1表のよう：こ：こ176：こ達
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第1表世界における陸上造水装置
(1966年末までに建造された380m3／日以上のもの〉

数と能力

法 l
蒸 留 法 ｜電解透析法冷凍 j法 不 計

一一）、一一、～～ 方

プラント数 157 7 2 10 176 

造 水 能力 （m＇／「i; I 311,949 I 17.259 1.670 I 16,540 I 347,417 

している。その後も続々と建設され，そのプラン卜数は増加 し，しかも大型

のものになりつつある。おそらし現時点での海水淡水化プラン 卜の世界の

全能力は80万 川／日以上に達していると考えられる。

以上のような海水淡水化の環境と，原子力発電事業の進歩とは，世界的に

両者の結び付きによる一層の発展も考えさせるに至ったことは前述のとおり

である。

わが国においても，アメリカの研究成果に刺激されて，次第にこの方面に

関心が持たれるようになってきたことはもちろんで，科学技術庁資源調査会

においても数年間にわたり ，この問題の調査を行ない，一昨年 7月，科学技

術庁長官に対し報告書を提出し，その重要性を強調した。他方において， 各

研究機関並びに各会社は，この問題を熱心に研究 し，試験プラン トや実用的

プラン トの建設を行な うようになった。第2表にはわが国におけるl00 m3／日

以上のプラン トの一覧表を掲げた。 これによってわが国での，こ の問題への

関心の程度をおよそ知る ことができる。

このよ うな気運は政府の認めると ころとなり ，前述のように昭和44年度2

億円の研究費が通産省工業技術院につけられ，大型プロジェ ク卜として認め

られるよ うになったものと考える。これからさらに引続いて大きな研究費が

認められ，大型プラン トの運転も行なわれることであろう。 大型化がさらに

進む段階においては，わが国の原子力発電事業も相当な進歩を見るであろう

から，当然原子力と海水淡水化との組合わせが考えられて くるはずである。

現にその研究や計画を始めていると ころもある。

このよう な環境下において，わが国の各フ。ラントメ ーカーは，クェー卜な

ど海外の水不足の地域に対し，海水淡水化プラントの建設に応札 し，そのい
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わが国の製作になる主要陸上造水装置 （100m3／日以上）第2表

式 I~3／配製作 者麿吋
笹倉機械 』
Ti川 島村喜磨 ！

同上

シッ－フフ

方

一
時

削｜
「
削
i地基，ゾフカ

｜場称、名

昭422,650 池坑tit 島松

2,300 

市 ，12段フラッシュ！ 200 ：符倉機 械

市 10段フ ラッシュ1 100 三 菱重工

I I l石 川島矯磨
ト.25段フラツゾユ！36,400 I笹倉機械 ｜

Webster市電解透 析 950 旭化 成 ｜

Wriqhtsvill . I 1アメリプJ I 
B；~ch e ｜｜直接接触冷凍｜ 760 j Struthers社 i

（注） アメリカ塩水局の2つのプラントはわが国の人々の労力が大きいのでとくに

掲げた。

昭41

昭40

昭43

昭36

昭41

上同

阪

崎

コL

大

Jll 

ク

アラ ビア石油

笹倉 機械

東電モテツレプラ
ン卜

タェ ート政府

上

アメリカ塩水局

同

くつかをすでに完成してL、る。これらの事実から考えて．海水淡水化の問題

（土，圏内の水不足対策より以前に，プラント輸出として重視されなければな

らないと も考えられる。

原子力による海水の淡水化

原子力発電は次第に発達して，世界各地に多くの発電所が建設され，実用

になっている。わが国においても昨今ようやく試験段階を過ぎ実用化にはい

ろう としており ，昭和50年にはその発電量400万キロ， 同60年には 4,000万キ

ロとなり ，その発電量は全発電量の約30%に達するだろうといわれている。

そのような原子力発電の発達の予想と海水淡水化の必要性とを考え，またそ

の組合わせに最も有望とされてL、る多段フラッシュ蒸発法の進歩を考えてい

くならば，将来どうしても原子力との組合わせによって，大型化を行ない，一

層低コス トで淡水化を行なうべきである ことが考え られる。この問題は世界

的に関心が持たれているところで，昨年11月スペインのマトリドで，この問

題の国際シンポジウムがあり，それぞれ各国代表によ ってその国の状況が報

告され，盛んに討論されたそうである（石坂，原子力了ー業 15,

5 

4号， 12(1969)

やや詳しく

参照）。

いま原子力と海水淡水化プラン トとの組合わせ方式について，
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考えて見ると，次の 3つの方式が考えられる。

( l ) 復水タ ービンとの組合わせ方式

復水タービンによる方式は原子力プラントの復水ターヒンの中圧，低圧段

から抽気した蒸気を造水フ。ラントの加熱源に利用する方法で，ボイラー補給

水のような比較的小容量のプラン卜の組合わせに有効な方式である。

( 2) 背圧タ ービンと の組合わせ方式

背圧タービンによる組合わせ方式は，造水プラン卜のブライン加熱器が復

水器の役目をするので，プラント全体の効率が最もよく，大容量の造水プラ

ントとの組合わせに適している。しかしこの組合わせば，蒸気タ ービンと造

水プラントとがシリーズに運転されるため，電力と水の需要の不均衡に対

し，融通性が乏しし、。

( 3) 復水タービン，背圧ターヒン併用による組合わせ方式

復水タービンとの組合わせでは大容量造水フ。ラン卜の併設は困難である

し，背圧タ ービンとの組合わせでは電力と水の需要に不均衡が生じた場合，

運転上の融通性が之しL、。そこでこれら両者の特性を生かして考えられたの

が復水タービン，背圧タービン併用による組合わせ方式である。この方式に

よれば，電力と水の需要の不均衡が生じても，遊休部分が少なく，負荷の変

動に対し融通性がある。乙

の方式の系統図を第 2図に

掲げる（伊東，原子力工業

14, 11号，41(1968）参照）。

ジョンソン，アメリカI泊

大統領は，海水淡水化の問

題に非常に熱心で，筆者ーら

が参加した一昨年 5月のワ

シントンでの水問題の国際

会議に，自ら演説して海水

淡水化の重要性を強調 して

いた。これより先，1964＂＋→

には，海水淡水化の重要性

第 2図復水担ーピン，背庄タービン併用に上

る系統図
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第3図原子力による2,500万ガロン／日，海水淡水化プラント想定図

にかんがみ，その原子力との組合わぜによる大容量のプラントの設計を各社

に指示した。 この要請に従って Aqua-chem社はプエルトリコ向けの2,500万カA

ロン／日（95,000m3／日〕プラン卜の設計を行なった。第 3図はその建設想定図

で，その造水プラントの大きさは，500f↑×150 f↑×16 ftである。原子力と淡

水化プラン卜との組合わせ工場の概念を得るに便利であると考え，一昨年の

ワシントンでの国際会議で入手した資料の中から抜き出して掲；ずる次第であ

る。

6. MWDプロジェク卜

原子力による海水淡水化の問題を語るに当たっては， どうしても MWD

(Metropoli↑an Water District〕計画を語らないわけにはいかなL、。これは南カ リフ

ォノレニア水道局が，アメリカ政府や電力会社の協力：こよって計画中の原子力

による海水淡水化の大きな計画である。すなわち，2,865MW の原子炉 2基

を設置し，これによって蒸気を発生し，この蒸気を 3台の蒸気タ ービンに供

給する。このうち 2台は655MW の復水ターヒンで，他の 1台（よ490MW の

背圧タ ービンであり ，これら 3つで計 1,800MW の電力を発生する。一方こ

れと同時に，背圧タ ーヒンの蒸気を造水プラ ン卜に供給して， 567,800 m3／日

の淡水を得ょうとするものである。

このプラン トを建設する場所は，カリフォノレニア州のポノレサ ・チカ ・ステ

ー 卜海岸で，その沖合850m のところに大きさ360×450m の人工島を造成し
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てこれに当てる予定である。この計画は1965年から始められ， 1972年までに

完成する予定で，ジ ョンソン前大統領も一昨年の国際会議に非常な意気込み

で，これについて発言していたのであったが，その後の物価の上昇などによ

り，計画は延期されている模様である。 しかし，世界の大きな話題となった

計画ではあり，それほどのまちがし、はないものと思われ，いずれは実現する

ことであろう。

7. i毎水淡水イヒのコスト

海水淡水化で最も重要な問題は水の コストである。 水はないときは困るも

のであるが，一方天然にも多くは相当大量に得られるものであるから，それ

とのいろいろな意味で競合になるものである。そこでやはりその コスト はな

るべく安くなければ，実際問題としてその利用度は少ない。

従来一般には，淡水化の水は高いもの とされてきたが，試験研究が進むに

つれて次第に安くなってきている。天然水の コストは，ダムや水路の建設費

が次第にかさみ，またその取得地点も次第に遠方になるので，ますます高く

なる傾向にある。 これに反して淡水化の水は研究の進歩，大型化による コス

トの低減，また原子力との組合わせなどによるコスト低下などによ って次第

に安くなりつつある。この 2つの傾向から，やがて天然の水と淡水化の水と

のコストが等しくなる時期が到来するはずである。その時期はもう余り遠く

ないと見られるに至っている。

現時点で知られ，あるいは考えられている淡水化の水のコ ス卜について述

べれば次のよ うである。

すなわち，まず 3,800m3／日の規模の多段フラッシュ蒸留法で 100円／m3前

後，多重効用真空蒸留法で11O円／m3程度で，塩分 2,000ppm程度の地下かん

水を原水とするイオン交換樹脂膜法で 70～80円／m3であると聞 く， また 380

m3／日能力の真空冷凍法で110～120円／m3 などといわれている。アメリカ Key

West市のl0,000 m3／日，多段フラッシュプラントでは 85円／m3ということで

あった。九州池島の2,650m3／日の多段フラッ シュプラン卜は電力と水との 2

重目的のため詳しいことは不明であるが， 80円／m3を目擦として建てられた

が，実際はそれよりやや高いのではなL、かといわれている。
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以上は多くはし、ま実際に動いている

プラ ントによるコス トであるが，次に

計画中のも の，とくに原子力との組合

わせによるもののコストの試算につい

て述べる。前記 Aqua-Chemの計画で

は，原子力 との組合わせの 19万 川／日

の規模で， 34円／mヲ程度であり， MWD

宅 プロジェクトでは原子力による 180万

庄 キロの電力と約 57万 m1／日の造水規模

で21円／m3 と試算している。市j述のよ

うに MWDプロジェク卜は物価等の値

上りのため延期されている状態なの

-c，実現したときはこれより何割か高

いものになっているであろう。工業技

術院がL、ま考えているlO万 m3／日プラ

ン トでは，これは原子力との組合わせ

第4図原子力発電所と組み合わせ

た造水原価
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ではないが，副産物を利用して 40円／m3 になるようにしたいと考えている。

第5凶将来における造水コストのすう勢 なお神奈川県が，専門会社

（アメリカ犠水局） に依託して原子力発電と組合
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わせた場合のコストの試算を

行なった結果は第4図のよう

である（弘山，電気学会誌，89,

219(1969）参照）。

アメリカ塩水局（主，将米の

造水コストを試算し，第 5図

のように，その規模別の佃を

発表している。これは将米（よ

原子力との組合わせにより ，

また淡水化プラントの大型化

により，そのコストも著 しく
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低減するということを示しているもので・;Ji）る。

8 む すび

以上海水淡水化の概要と，その原子力との組合わせについて述べた。 一般

の海水淡水化では既に数万 m3／日のプラン卜もでき実用化 しているが， 原子

力との組合わせのものはまだ計画段階で，実用的のものは動いていない。し

かし原子力発電が軌道に乗ってきたこと，海水淡水化技術が実用的になっ

てきたことは，その多くの計画が示すように，やがて実用化して行く ことで

あろう。しかもそれが大規模に取り上げられるであろ うということは十分考

えられる。この仕事が大きくなって行けば，世界各地の水不足は解消される

ばか りでなく，その傑相は一変するのではないかと4・える。たとえば，これ

による水を用いて，砂漠その他の不毛の地が緑地に変わり，またこの電力（こ

より，各種の工業が出現し，農工業はもちろん，畜産，水産業等にも大きな

変化が起こり，人類の生活が一層楽しいものに変わって行くことが考えられ

る。

終りに，原子力との組合わせを含めて海水淡水化問題をまとめた最近の報

告書を紹介し，これらを参照していただいて この問題への一層のご関心をお

願いすることにする。

( I ) 科学技術庁資源調査会「海水淡水化の技術開発に関する報告」昭和42年 7月。

(2) 日本海水学会「海水淡水化特集号」昭和43年 5月。

(3) 神奈川県企業庁［海水淡水化報告書」 llH不「143年 4月勺

（神奈川県工業試験所長，工学博上〕
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