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我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始
まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあ
げるまでになってきております。
しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近
隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国
の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が
進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸
念が台頭してきております。
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今
後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますま
す技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており
ます。
これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力
をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果
を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企
業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらい
を定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。
こうした背景に鑑み、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテーマの一つと
して財団法人海洋生物環境研究所に「高効率発電のための発電設備利用技術及び諸制約の
調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に
寄与すれば幸甚です。

平成２１年３月

社団法人 日本機械工業連合会
会 長

金 井

務

はしがき

わが国の殆どの火力発電所と全ての原子力発電所が海岸に立地し、タービン蒸気の冷却
に海水を使用している。発電所の復水器における海水温上昇幅(ΔＴ)は、わが国では環境
保全に配慮し概ね７℃以下となっているが、発電所の熱効率は設計海水温と実際に取水す
る海水温により変化する。地点によりまた季節により取水する海水温（環境水温）は異な
るため、
ΔＴを一定にすることにより最大効率が得られていない可能性が提起されている。
発電効率の向上は、今後進めていくべき省エネルギーの観点からも、また、地球温暖化
防止（CO2 削減）のためにも重要な課題である。そこで、本事業では、既設火力発電所仕様
相当のモデル火力発電所を対象に、取水する海水温の季節変化に応じて、発電効率が最大
となるΔＴについて検討する。また、発電効率が最大となるΔＴ運用が周辺に生息する海
生生物や水産資源に与える影響、および、このΔＴ運用に伴う冷却水路系生物付着量の変
化など、発電所運用上の制約条件を解明することとした。
３０年の歴史を持つ発電所復水器水温の運用の取扱いについては関連する産･官･学によ
る様々な検討が必要となろうが、本事業はその検討のための基礎情報整備を行うものと位
置付けられる。高効率発電のための復水器や関連機器運用条件、それらを運用する際の海
域環境影響を始めとする制約条件に関する情報が整備されれば、発電所の熱効率向上策、
ひいては地球温暖化対策としてのΔＴ運用を総合的に評価することが可能となる。また、
既設プラントにおけるΔＴ運用による効率向上の主要因は、海水取水ポンプの動力変動効
果に由来すると予想されるため、より効率的に動力変動を行える可変翼形ポンプの採用が
推進され省エネルギー化が進むことも期待される。本事業は、これらにより、発電所にお
けるエネルギーの有効利用、また海域環境と調和のとれた発電所運用に貢献することを期
待し、社団法人日本機械工業連合会より委託を受け実施したものである。
本調査研究を実施するにあたり、機械工学、水理学、水産学、海洋環境学、海洋生物学
などの専門家の皆さまから貴重なご意見、ご指導を賜った。深謝申しあげる。

平成２１年３月
財団法人 海洋生物環境研究所
理事長 弓削 志郎

目 次
序（会長 金井 務）
はしがき（理事長 弓削 志郎）
調査研究成果の要約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
Ⅰ. 調査研究の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅱ．調査研究の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

Ⅲ. 調査研究の成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
１．発電効率が最大となる復水器水温上昇幅の検討・・・・・・・・・・・・・・ 13
1.1 検討方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

1.1.1 モデル火力発電ユニットの仕様検討・・・・・・・・・・・・・・・・

13

1.1.2 解析方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

1.2 検討結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

２．発電効率が最大となる設備と運転条件の調査・・・・・・・・・・・・・・・・

24

2.1 可変翼型ポンプのメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24

2.2 可変翼ポンプの普及状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24

３. 発電効率が最大となるΔＴ運転の制約事項に関する検討・・・・・・・・・・ 26
3.1 制約事項に関する既存知見の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26

3.1.1 発電所取放水（温排水）とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26

3.1.2 発電所取放水による沿岸環境変化・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

3.1.3 取放水の海生生物影響・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
3.1.4 発電所生物付着対策の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
3.2 ΔＴ上昇に伴う発電所取放水の特性変化・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
3.2.1 冷却水路系通過中の水温上昇巾の上昇・・・・・・・・・・・・・・・ 68
3.2.2 取放水量の減少・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
3.2.3 取放水範囲の変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

69

3,2.4 冷却水路系の流速低下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73
3.3 ΔＴ上昇に伴い想定される制約事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・

74

3.3.1 ΔＴ上昇の影響予測（概略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
3.3.2 ΔＴ上昇の影響予測（詳細）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
Ⅳ．まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90

調査研究成果の要約

既設火力発電所仕様相当のモデル発電所を対象に発電効率が最大となる復水器水温上昇
幅(ΔＴ)や設備運用条件、環境影響など運用制約条件について検討し、取水海水温が設計
海水温以下となると送電端出力が増加することなどを確認した。ただ、最大効率となるΔ
Ｔ値や出力増分は発電所により異なるので検討事例を増やすことが望ましい。出力増加は
主に循環ポンプ動力の低減によるものであり可変翼形ポンプを採用することが望ましい。

１．調査研究の目的
エネルギーの有効利用、また地球温暖化防止(CO2 削減)の観点から、既設コンベンショナ
ル火力ユニット仕様相当のモデル火力発電ユニット(仮想発電ユニット)を対象に、発電効
率が最大となるΔＴや設備運用条件について検討する。また、このΔＴ運用による海生生
物影響や冷却水路系生物付着量の変化など運用上の制約条件を解明し、ΔＴ運用の取扱に
ついて検討する基礎情報を整備する。

２．調査研究の実施体制
(社)日本機械工業連合会の委託により(財)海洋生物環境研究所が実施した。発電効率
が最大となるΔＴの試算は(株)三菱重工に再委託し実施した。また、調査研究の実施、
とりまとめに当たり、関連諸分野の専門家の助言を受けた。

３．調査研究の成果
3.1 発電効率が最大となる復水器水温上昇幅の検討
モデル発電ユニットの仕様や立地点の検討にあたっては、以下の諸点を考慮した。
・一般的な出力規模のユニットである
・電力需要の大きな本州に立地する
・効率向上が望まれるコンベンショナル火力発電ユニット
また、環境水温や海生生物出現種の地域差を考慮し、寒流の影響を受ける本州東日本と
暖流の影響を受ける本州西日本に各１ユニットずつモデル発電ユニットを設け検討するこ
ととした。モデルユニットの設計取水温は、それぞれ事例が多い、東日本 21℃、西日本 23℃
程度とした。選定したモデル発電ユニットの基本仕様を以下に示す。
・東日本のユニット(以下､東ユニットとする)：600MW 級の既存コンベンショナル
火力ユニットの仕様相当。立地点は東北地方南部太平洋岸とする。
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・西日本のユニット(以下､西ユニットとする)：900MW 級の既存コンベンショナル
火力ユニットの仕様相当。立地点は近畿地方南部太平洋岸とする。
計算は三菱重工（株）に委託し、同社が開発した熱交換器設計システム（略称 HELP）を
用いて、送電端出力＝発電端出力－所内動力（取水ポンプ動力など）が最大となるΔＴを、
海水温の季節変化に応じて求めた。
下表にモデルユニットの仕様などを示す。
項目

東ユニット

西ユニット

型式

コンベンショナル火力発電所

コンベンショナル火力発電所

設計海水温

21.1 ℃

23.0 ℃

設計送電端電気出力

564 MW

846 MW

定格出力

600 MW

900 MW

ボイラー形式

貫流変圧形再熱式

放射再熱変圧貫流式

タービン形式

一軸二流排気式再熱水型

二軸形衝動反動四流排気式再
熱再生復水形

復水器真空度

722 mmHg

722 mmHg

海水循環ポンプ動力

3,650 kW

6,320 kW

設計復水器水温上昇

6.6 ℃

6.6 ℃

冷却水量

23 m3/秒

34 m3/秒

設計循環水管内流速

3.0 m/秒

2.8 m/秒

取水方式

深層取水

深層取水

放水方式

表層放水

表層放水

水温条件としては、各ユニットについて、取水海水の最低水温、最低水温と設計(取水)
海水温の中間値（以下、中間水温）、設計海水温、最高水温の４ケースについて検討する
こととした。また、深層取水を想定したため、解析には、東ユニットは東北地方南部太平
洋岸（福島県）の地点を、西ユニットは近畿地方南部太平洋岸（和歌山県）の地点を対象
に作成された火力発電所環境影響評価準備書に記載された水深５ｍ層観測値を用いた。検
討に用いた水温を以下に示す。
最低水温

中間水温 設計海水温

最高水温

東ユニット

8.5

14.8

21.1

23.5

℃

西ユニット

16.5

19.8

23.0

26.9

℃

2

その他の解析条件としては以下を考慮した。
・ボイラー発熱量は一定とする。
・循環ポンプには可変翼形ポンプを採用する。
・タービン性能の補正可能範囲で検討する。
・火力発電所の所内率を６％と仮定し(脱硝、脱硫、灰処理、燃料運送など含めた概
略値）ポンプ以外の補機については動力の変更がないものとする。
計算結果をまとめると以下のようになる。
①取水海水温が設計海水温以下となると、復水器真空度が上昇するため、設計ΔＴ
(6.6℃)条件下でも送電端出力が定格出力の 0.5～1.0％程度増加した。
②最低水温時にはΔＴを設計値(6.6℃)より変化(上昇)させることにより、
送電端出力
がさらに増加した。最低水温時に最大出力が得られるΔＴは、東ユニット：7.9℃、
西ユニット：8.5℃、設計ΔＴ条件からの出力増加分は東ユニット：0.7MW、西ユニ
ット：1.0MW であり各々定格出力の 0.1％相当の電気量であった。
③0.1%の出力増に伴う CO2 削減量は、冬季の３ヶ月のみ出力増が図れるとして、東ユ
ニットで 880 t-CO2/年、西ユニットで 1300 t-CO2/年と、また、1000MW 当たりに
換算すると 1400 t-CO2/年、我が国の全事業用火力発電所に敷衍すると 10 数万
t-CO2/年に相当すると試算された。
④取水温度が設計海水温を超える場合は、復水器真空度が低下するため、送電端出力
が定格時に比べ 0.8～1.0％低下した(最高水温時)。

以上のように取水温度が設計海水温以下となると、送電端出力が増加すること、ΔＴ上
昇によりさらに 0.1％程度の出力増が図れること、一方、取水温度が設計海水温を超える
場合は送電端出力が低下することが確認された。ただ、復水器やタービンの仕様、設計海
水温、循環水ポンプ動力が補機動力に占める割合はユニット毎に異なるため、取水温度の
変化に伴い最大効率が得られるΔＴと出力増分、CO2 削減量もユニットにより異なる可能
性がある。既設ユニットで最大効率が得られるΔＴに関する検討事例は少なく、今後事例
を増やすことが望ましい。

3.2 発電効率が最大となる設備と運転条件の調査
循環ポンプに固定翼形ポンプを使用すると、以下により取水流量減に伴う動力低減効果
は可変翼形ポンプに比べ小さくなる。
①固定翼形ポンプでは、流量が減少しても軸動力は流量減に応じて低減しない｡
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②固定翼ポンプでは、流量調整は系統システム抵抗を弁の絞りなどにより調整するた
め動力ロスが増加する。
ΔＴ上昇により生じる発電端出力の向上は主として海水循環ポンプ（海水取水ポンプ）の
動力削減によるため、ポンプ動力を随時変動させるには固定翼形ポンプより可変翼形ポンプ
を採用する方が望ましい。なお、循環水ポンプに可変翼形ポンプを採用していても、最低翼
開度制限、過流量制限など発電所個別の条件により効果が小さくなる可能性がある。
循環水ポンプの型式について、我が国の事業用火力発電所 103 地点 328 ユニットを対象
に調査･整理したところ、328 ユニットの内、247 ユニットで固定翼形ポンプが、77 ユニッ
トで可変翼形ポンプが採用されていた。また、４ユニットで双方のポンプが併用されてい
た。
可変翼形ポンプ採用の目的は、上記のように発電所運用上の負荷変動が大きい地点で循
環水ポンプ動力を低減することにある。現状、固定翼形ポンプを設置している地点の方が
多いが、近年、可変翼形ポンプを採用するプラントが増加する傾向にある。なお、ポンプ
型式の決定にあたっては、地点の運用目的の他、初期投資やメンテナンス費用、運用の行
い易さなども重要な判断要因となる。

3.3 発電効率が最大となるΔＴ運転の制約事項に関する検討
これまでのところ７℃の水温上昇による大きな海生生物影響や漁業資源影響は報告され
ていないが、発電所の効率的運用のため復水器におけるΔＴをさらに上昇させる場合は新
たな生物影響、資源影響が生じる可能性がある。また、ΔＴ上昇に伴い水路系における流
速が低下し生物付着量が増加する可能性がある。
そこで、先ず、制約事項検討の基礎資料とするため、発電所取放水設備、取水範囲、放
水拡散範囲、取放水流動による水塊の移動など沿岸環境の変化、取放水の海生生物影響、
発電所生物付着対策の実施状況について、
文献･既存情報調査を行い現状の知見を取りまと
めた。
わが国の殆どの火力発電所と全ての原子力発電所が海岸に立地し、タービン蒸気の冷却
に海水を使用している。冷却に使われ海に戻される海水は、その水温が取水温度より上昇
しているため、
「温排水」と呼ばれる。
タービン蒸気の冷却は発電所の中の復水器と云う装置で行われる。タービンの効率を高
めるため、復水器の蒸気は真空に近い低圧であり、その温度は 30～40℃である。この蒸気
を水に戻すための冷却に海水が用いられる。復水器における海水温上昇幅は、欧米諸国で
は 10～10 数℃程度に設定している地点が多いが、わが国では概ね７℃以下となっている。
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冷却用海水が復水器通過後、海に戻されるまでにかかる時間は放水路の長さにより異なる
が 10～15 分程度の地点が多い。
温排水の量は、出力 100 万 kW 当たり、原子力発電所で 70ｍ3/秒程度、コンベンショナ
ル火力発電所で 40～45ｍ3/秒程度である。原子力発電の熱効率は 35％程度であり、電気に
変換されなかったエネルギーの殆どが温排水として排出される。火力発電の熱効率は原子
力発電より高く、また、排熱の一部はボイラーから直接大気に放出されることもあり、原
子力発電に比べて温排水の量は少ない。近年増加しているコンパインドサイクル火力発電
所の熱効率は一層良く、100 万 kW あたりの温排水量は 20 数ｍ3/秒程度となっている。
冷却水の取水方法には、海岸線に取水口を設けて取水する方式、港湾を構築し港湾内か
ら取水する方式、沖合に取水口を設けて海底トンネルあるいはパイプによって取水する沖
合取水方式がある。また、いずれにも表層から取水する方式と、夏季の成層期に温度躍層
以深となるやや深い水深から取水する方式（深層取水と呼ばれる）とがあるが、深層取水
方式を採用している地点が多い。放水方法は、直接護岸等から放水する沿岸放水と、海底
放水管や海底トンネルによる沖合放水とに分けられる。また、それぞれ表層放水と水中放
水に分けられる。どの方式を採用するかは、取放水規模、立地点の海象、地形、漁業活動
の状況などを考慮し決められる。
影響要因として、当初は主に水温が高い海水が放水されることによる海生生物影響、漁
業影響（放水の温度影響）が問題視されたが、その後、海水とともに発電所内に取り込ま
れたプランクトン・卵・仔稚などが発電所内の冷却水路系を通過する時に受ける影響（取
水影響）についても懸念されるようになった。これらの懸念を解明するため、これまでに、
数多くの調査研究が行われてきた。
先ず、取水影響について述べる。遊泳力がある大きな魚類などが取水とともに発電所に
取り込まれることはないが、取水口付近に分布する動植物プランクトン、浮遊性の魚卵や
無脊椎動物の幼生、遊泳力が小さな仔稚魚・幼魚などは、海水とともに発電所内に取り込
まれることがある。取り込まれた幼魚などは発電所内への漂流物流入を防ぐ除塵スクリー
ン（メッシュサイズ約１cm）などに捕捉（impingement スクリーン衝突と呼ぶ)される可
能性があり、プランクトンや卵・仔稚・幼生は発電所内の配管を海水とともに通過
（entrainment 連行と呼ぶ）するうちに、水温上昇、流れの乱れ、ポンプ羽や配管壁面へ
の接触、生物付着防止剤などの影響を受ける。また，取水口前面域に入ってきた遊泳動物
（魚類，イカ類等）の一部が取水路などの取水構造物内に入り込み外へ出られなくなるこ
と（entrapment 迷入と呼ぶ）もある。
発電所冷却水路系通過に伴う影響を考える場合には､通過生物が接触する温度だけでは
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なく、その温度に接触している時間もまた重要な要因となる。これまでに、動・植物プラ
ンクトン類、海藻の遊走子、魚類の卵･仔稚などを対象として、水温上昇幅と接触時間を変
えた多くの室内実験が行われ、正常生残率、正常孵化率が 50％となる温度(50％正常生残
温度、50％正常孵化温度)と接触時間の関係などが明らかにされている。検討対象となった
プランクトン類は、概ねΔＴ７℃・15 分接触の範囲で影響は受けないが、無影響温度を推
定する許容温度の「50％正常生残水温－２℃」を考慮すると、種と発育段階によっては影
響を受ける可能性があることが指摘されている。
また、発電所通過時に動植物プランクトンや魚卵・仔稚魚が受ける影響を解明するため日
本各地の火力･原子力発電所において現地調査が行われてきた。これらの調査では、発電所
の取水口、放水口や周辺海域においてプランクトンや卵・仔稚を採集し、それらの生残率や
活性、密度などが調査されてきた。これらの調査から以下のようなことが分かってきた。
水路系通過中の植物プランクトン死亡率は生物付着防止剤の塩素が注入されている時に
やや高くなるが、動物プランクトンの死亡率はいずれの場合も小さい。また、動植物プラン
クトンの密度は取水口から放水口にかけて低下する場合が多いが、発電所周辺海域の動植物
プランクトン現存量には影響は認められない。冷却水路系通過中の密度低下の主要因として
は、冷却水路系に付着している生物による捕食が考えられる。
魚卵･仔稚魚についても発電所の取放水口や発電所周辺海域において採集調査が実施され
て密度や生存率が調査されている。取り込まれる卵・仔稚の大部分は取水口の極く近傍域や
取水路内、専用港湾内などで産出されたものと推定されている。また、卵･仔稚は体構造が
脆弱なため、従来取水連行されたものはすべて死亡して放出されると考えられがちであった
が、採集方法の改良とともに、少なくとも卵の一部は生きたまま放水とともに発電所外へ放
出されることが確認されている。
取水影響の内、特に、有用魚種の卵･仔稚や幼魚の連行やスクリーン衝突が発電所周辺海
域の水産資源に与える影響が懸念され、資源影響の検討・評価が行われている。評価に際
しては、影響に対する過小評価を避けるため、「連行またはスクリーン衝突した生物は
100％死亡する」とみなした評価が行われてきたが、これまでの検討例ではいずれも、周辺
資源に対する取り込み影響は発電所周辺で行われている漁業活動の影響や自然死亡量に比
べると小さいと評価されている。
放水影響については、特に、魚類と海草藻類への影響が懸念されている。
魚類には種特有の適水温があるため、温排水放水による魚類の逃避また生息範囲や回遊
経路の変化が起こるのではないかと懸念された。そのため、多くの魚種について、選好温
度や高温側の忌避温度が実験的に求められ、魚類は不適当な水温に遭遇した場合、遊泳層
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を変えるなどの反応により対処できる能力を持っていることなどが明らかにされた。
また、
従来、魚類の温度反応に関する実験は、扱いやすい稚魚・幼魚を用いて実施されてきたが、
近年、
既設発電所の温排水拡散域に設置した大型生け簀を用いた野外実験によって、
ブリ、
スズキ、サケなどの漁獲サイズ魚の温度上昇に対する忌避行動が解明されつつある。
一方では、放水口には様々な魚類が集まっていることも知られており、放水口近傍に釣
公園が設置されている発電所もある。これらの魚群を調べた結果、周辺に分布するが放水
口に特に集まらない魚種と放水口に集まる魚種があり、集まる魚種の中にも暖海性のギン
ガメアジのように年間を通じ放水口周辺に出現する種と、メジナやアイゴのように周辺水
温が低い時期に一時的に放水口付近に出現する種があることなどがわかってきた。
海藻類にも種特有の生育適水温があり、また、岩礁などに固着して生活するため、特に
浅海に生息する種について温排水放水の影響が懸念され、アラメ・カジメ類、ホンダワラ
類、コンブ類、ノリ類、ワカメなど藻場構成種や水産有用種について室内実験による発育
段階別の生育適水温や限界水温の解明、また、温排水拡散域における現地調査による実態
把握などが行われてきた。
実際の発電所の温排水を使って行われたスサビノリの培養実験によると、同種の適水温
は 10～17℃であり、この範囲であれば水温上昇に起因する成長速度や品質への影響は認め
られず、また、適水温の上限付近でも適度な海水流動があれば水温影響を軽減できる可能
性があるという。現地調査からは、温排水に常に覆われる放水口極近傍でのみ大型海藻の
生育や種組成に変化があることが報告されている。若狭湾に立地する発電所の放水域で行
われた潜水調査によると、温排水と常時接触する水温上昇幅３～５℃（放水口から概ね 300
ｍ以内）の浅海域では、特に夏季に、海藻群落の構成種が変化し、一年生の海藻が優占す
る傾向があったという。
海水とともに冷却水路に流入･付着する海生生物への対策は、
冷却用水として海水を使用
するわが国の火力・原子力発電所の歴史的課題のひとつとなっている。発電所の冷却水路
系に付着し障害を発生させる大型海生生物には、ムラサキイガイ･ミドリイガイ･カキ類な
どの二枚貝類、フジツボ類、ヒドロ虫、管棲多毛虫類などがいるが、中でも殻の固い二枚
貝類やフジツボ類が水路内に多量に付着すると海水流量の低下他の大きな問題を引き起こ
す。また、復水器細管に微生物皮膜（スライム）が発達すると復水器伝熱性能が低下し発
電効率が低下する。これらの付着生物の生理・生態や防除対策については、多くの研究実
績があり知見が蓄積されつつある。しかしながら、現状では、まだ、充分な効果があり、
環境保全性に優れ、コストも適切である対策技術は実用化されていない。発電所において
は防除対象とする設備構造とその運用状況を考慮して、開発されている多数の技術の中か
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ら利用可能な技術を選択・利用することによる対応がなされており、より的確な対策技術
の開発が望まれている。
これら取放水方式や生物影響、生物付着に関する既存情報を基に、ΔＴ上昇に伴う発電
所取放水の特性変化（水温、取放水量、取水範囲、放水拡散範囲など）について整理する
とともに、特性変化の影響について先ず概略予測した。その結果、６項目の特性変化が予
測され、それらの内、｢取水量の減少｣と、｢取水範囲の変化(縮小）｣は生物影響の軽減に結
びつくと、一方、｢冷却水路系通過中の水温上昇幅の上昇｣、｢放水温の上昇」、｢放水拡散
範囲の変化（拡大）｣、｢冷却水路系の流速低下｣の各項目は、ΔＴ上昇時の発電所運用上の
制約事項になる可能性があると予測された。
次に制約事項となる可能性がある４項目について、東ユニット、西ユニットを対象に海
生生物影響予測と生物付着量予測のケーススタディを行った。海生生物影響予測は、水温
上昇や通過時間の増加が冷却水路系通過中のプランクトン、
特に有用魚種の卵･仔稚に与え
る温度影響と、放水温の上昇と放水拡散範囲の拡大が周辺に生息する魚類や海藻類に与え
る温度影響について行った。付着生物については冷却水路系通過中の流速変化の影響予測
を行った。
海生生物影響予測の対象生物種は、検討地域における海生生物の生息･出現状況、沿岸水
産業の状況と、影響予測に必要な既存情報の有無を考慮し、東ユニット（東北地方南部太
平洋沿岸域）については、卵･仔稚：ヒラメ、魚類：ブリ、スズキ、海藻類：アラメを、西
ユニット（近畿地方南部太平洋岸域）については、卵･仔稚：ヒラメ、マダイ、魚類：ブリ、
スズキ、海藻類：アラメを選定した。また、影響予測は、ΔＴ上昇が予想された中間水温
以下となる時期について、放水温と各対象生物の生活史に対応した温度特性を対比し行っ
た。
その結果、最高効率とするためのΔＴ上昇に伴い以下の温度影響が予測された。
①卵･仔稚：ヒラメおよびマダイの産卵期の復水器出口水温上昇は、両ユニットとも両
種の無影響温度範囲内での上昇に留まるため、
水温影響は発現しないと予測される。
②魚類：両ユニットの放水域（ΔＴ１℃域）の表層水温は、放水口付近を除き、ほぼ
ブリ、スズキ成魚の選好水温となる。なお、西ユニット放水域内ではあるが、ブリ
成魚が選好できる範囲が設計ΔＴ時に比べ縮小する可能性が示唆された。
③海藻類：中間水温期(12 月頃*）の西ユニット放水口付近を除き、アラメの生育、成
熟を阻害する水温とはならないと予測された。

* アラメ配偶体が出現する時期

以上、ΔＴ上昇に伴い取水影響は軽減すると予測された。一方、放水影響（温度影響）
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については、環境水温が高い西ユニットでΔT 上昇に伴う若干の変化が予測されたが、設
計ΔＴ時と比べ特に影響が増大するものではないと判断された。
また、生物付着については、今回検討した東ユニット、西ユニットでの流速低下の程度
は小さく、流速低下後も主要な付着生物であるムラサキイガイやフジツボ類の付着限界流
速（0.8～1.4m/秒）以上が維持されるため、新たな生物付着が生じる可能性は小さいと判
断された。

４．まとめ
既設コンベンショナル火力発電所仕様相当のモデル火力発電所（発電ユニット）を対象
に発電効率が最大となるΔＴや設備運用条件、運用上の制約事項について検討した。
その結果、取水温が設計海水温以下となると送電端出力が増加すること、ΔＴを上昇さ
せるとさらに出力が増加することが確認された。検討した範囲で最大効率は最低水温時に
得られ、その時のΔＴは東ユニット 8.5℃、西ユニット 7.9℃であり、出力増加分はと各々
定格出力の 0.1％相当の電気量と試算された。冬季の３ヶ月のみ出力増が図れるとすると、
0.1%の出力増に伴う CO2 削減量は、1000MW 火力に換算して 1400 t-CO2/年に相当すると試
算された。本検討におけるΔＴ上昇に伴う出力増加や CO2 削減量の試算値は必ずしも大き
くはないが、復水器のシステム構成はユニット毎に異なるため、最大効率が得られるΔＴ
と出力増分、CO2 削減量もユニットにより異なる可能性がある。
取水量変化に伴う循環水ポンプ動力の低減を効果的に行うには、循環水ポンプに可変翼
形ポンプを使用することが望ましい。ただ、その採用にあたっては、地点の運用目的の他、
設備コストやメンテナンスコストなども重要な判断要因となる。
ΔＴ上昇に伴う制約事項とその影響予測については以下のようにまとめられた。
ΔＴ上昇に伴う、取水量の減少と取水範囲の変化(減少）は生物影響の軽減につながる可
能性が大きいと予測された。一方、冷却水路系通過中の水温上昇幅の上昇、放水温の上昇、
放水拡散範囲の変化および冷却水路系の流速低下は、ΔＴ上昇時の発電所運用上の制約事
項になる可能性があると予測された。
制約事項となると予想された項目について、東ユニット、西ユニットを対象に温度影響
予測のケーススタディを行った。その結果、検討した範囲では、大きな影響増大は予測さ
れなかったが、ΔＴ上昇に伴いΔＴ３℃以上の放水拡散範囲はわずかに拡大し、ΔＴ１～
２℃の範囲は地点の流動特性によって増加･減少する場合があると考えられたため、
ΔＴ運
用変更による効率向上を検討する際には地点毎の影響予測評価が必要となると判断され
る。また、付着生物対策についても、冷却水路系の構成や流速は地点により異なるため、
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地点毎に事前検討を行う必要がある。
以上より、ΔＴ運用の変更が、発電所の効率向上や地球温暖化対策、また、熱の有効
利用に貢献できるかどうか解明するためには、今後、さらに効果と影響に関する基礎情
報を整備する必要があると考えられる。
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Ⅰ．調査研究の目的
わが国の殆どの火力発電所と全ての原子力発電所が海岸に立地し、タービン蒸気の冷却
に海水を使用している。復水器における海水温上昇幅(ΔＴ)は、わが国では環境保全に配
慮し概ね７℃以下となっているが、発電所の熱効率は設計海水温と実際に取水する海水の
水温などにより変化する。地点によりまた季節により取水する海水温（環境水温）は異な
るため、ΔＴを一定にすることにより最大の発電効率が得られていない可能性が提起され
ている。
発電効率の向上は、エネルギーの有効利用、また、地球温暖化防止(CO2 削減)の観点から
も重要な課題である。そこで、本事業では、既設コンベンショナル火力ユニット仕様相当
のモデル火力発電ユニット（仮想発電ユニット）を対象に発電効率が最大となるΔＴや設
備運用条件について検討する。また、発電効率が最大となるΔＴ運用が、周辺に生息する
海生生物や水産資源に与える影響、および、このΔＴ運用に伴う冷却水路系生物付着量の
変化など発電ユニット運用上の制約条件をケーススタディにより解明し、発電所復水器水

温運用の取扱いについて検討するための基礎情報整備を行うこととした。
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Ⅱ．調査研究の実施体制
(社)日本機械工業連合会の委託により、(財)海洋生物環境研究所が調査研究を実施し
た。発電効率が最大となるΔＴの試算は、(株)三菱重工に再委託し実施した。また、調
査研究の実施、取りまとめにあたり、機械工学、水理学、海洋環境学、海洋生物学、水
産学などに関する専門家の助言を受けた。
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Ⅲ．調査研究の成果
１. 発電効率が最大となる復水器水温上昇幅の検討
1.1 検討方法
既設コンベンショナル火力発電所仕様相当のモデル火力発電所（ユニット）を対象に発
電効率が最大となる復水器水温上昇幅（以下、ΔＴ）について既存計算ソフトを用いて試
算する。

1.1.1 モデル火力発電ユニットの仕様検討
(1)モデル発電ユニットの仕様や立地点の検討にあたっては、以下の諸点を考慮した。
・一般的な出力規模のユニットである
・電力需要の大きな本州に立地する
・効率向上が望まれるコンベンショナル火力発電ユニット
(2)また、環境水温や海生生物出現種の地域差を考慮し、寒流が影響する本州東日本と、
暖流が影響する本州西日本に各１ユニットずつモデル発電ユニットを設定することとした
（図 1-1 参照）。設計海水温は立地点の年間海水温とその温度における運転時間から決め
られるが、モデルユニットの設計海水温は、それぞれ事例が多い、東日本 21℃、西日本 23℃
程度とした（表 1-1 参照）。
(3)選定したモデル発電ユニットの基本仕様を以下に示す。
・東日本のユニット（以下東ユニットとする)：600MW 級の既存コンベンショナル
火力ユニットの仕様相当。立地点は東北南部太平洋岸とする。
・西日本のユニット（以下西ユニットとする)：900MW 級の既存コンベンショナル
火力ユニットの仕様相当。立地点は近畿南部太平洋岸とする。
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。

図 1-1 我が国周辺海域における表層海水温の水平分布
８月(上)と２月(下)の月平均水温分布を示す。
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表 1-1 我が国の火力プラントにおけるの設計海水温の例
電力会社名

発電所名

発電容量 MW/基

設計海水温 ℃

設計真空度 mmHg

北海道電力

苫小牧１号

250

13

735

東北電力

新仙台１号

350

15

722

東京電力

広野５号

600

21.1

722

鹿島４号

600

21.1

722

東扇島２号

1,000

21.1

722

鹿島共同火力

鹿島３号

350

21.1

722

中部電力

碧南３号

700

21

722

北陸電力

福井１号

350

20

722

七尾太田１号

500

21

722

舞鶴１号

900

23

722

宮津１号

375

23

722

南港１号

600

23

722

御坊１号

600

22

722

相生１号

375

23

722

赤穂１号

600

23

722

神戸製鋼

神戸１号

700

24

722

中国電力

三隅１号

1,00

22

722

九州電力

川内１号

500

22

722

川内２号

500

22

722

橘湾２号

1,050

21

722

松浦１号

1,000

22

722

松浦２号

1,000

22

722

具志川２号

156

28

710

関西電力

電源開発

沖縄電力

1.1.2 解析方法
1) 解析ソフト
三菱重工（株）に委託し、同社が開発した熱交換器設計システム（略称HELP）を用いて、
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送電端出力＝発電端出力－所内動力（取水ポンプ動力など）が最大となるΔＴを、海水温の
季節変化に応じて求めることとした。

2) 解析条件
(1) モデルユニットの仕様
表1-2にモデルユニットの仕様などを示す。

表 1-2 モデルユニットの概要
項目

東ユニット

西ユニット

型式

コンベンショナル火力発電所

コンベンショナル火力発電所

設計海水温

21.1 ℃

23.0 ℃

設計送電端電気出力

564 MW

846 MW

定格出力

600 MW

900 MW

ボイラー形式

貫流変圧形再熱式

放射再熱変圧貫流式

タービン形式

一軸二流排気式再熱水型

二軸形衝動反動四流排気式再
熱再生復水形

復水器真空度

722 mmHg

722 mmHg

海水循環ポンプ動力

3,650 kW

6,320 kW

設計復水器水温上昇

6.6 ℃

6.6 ℃

冷却水量

23 m3/秒

34 m3/秒

設計循環水管内流速

3.0 m/秒

2.8 m/秒

取水方式

深層取水

深層取水

放水方式

表層放水

表層放水

(2) 水温条件
各ユニットについて取水海水の①最低水温、
②最低水温と設計(取水)海水温の中間値
（以
下、中間水温）、③設計海水温、④最高水温の４ケースについて検討することとした。
解析には、深層取水を想定したため、東ユニットは東北地方南部太平洋岸（福島県）の
地点を、西ユニットは近畿地方南部太平洋岸（和歌山県）の地点を対象に作成された火力
発電所環境影響評価準備書に記載された水深５ｍ層観測値を取水温として用いた。
検討に用いた水温を以下に示す。（図 1-2、1-3 参照）
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最低水温

中間水温 設計海水温

最高水温

東ユニット

8.5

14.8

21.1

23.5

℃

西ユニット

16.5

19.8

23.0

26.9

℃

(3) その他の解析条件
ⅰ ボイラー発熱量は一定とする。
ⅱ 循環ポンプには可変翼形ポンプを採用する。
ⅲ タービン性能の補正可能範囲で検討する。
ⅳ 火力発電所の所内率を６％と仮定（脱硝、脱硫、灰処理、石炭運送など含めた概略
値）し、 循環水ポンプ以外の補機については動力の変更がないものとする。

30.0

海面下
0.5ｍ
海面下
5.0ｍ
海面下
10.0ｍ

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
年

月
月最高(℃)
海面下 月平均(℃)
0 .5 ｍ 月最低(℃)
月最高(℃)
海面下 月平均(℃)
5 .0 ｍ 月最低(℃)
月最高(℃)
海面下 月平均(℃)
10.
10.0 ｍ 月最低(℃)

昭和54年
6月
7月
21.5
21.5
17.1
20.9
11.6
15.7
20.9
22.9
16.1
19.9
13.4
13.7
19.8
21.6
15.2
19.1
13.1
13.1

図 1-2

8月
28.9
24.4
20.6
27.9
23.5
18.9
27.8
22.4
17.1

9月
25.3
23.4
21.0
24.9
22.9
20.3
21.9
22.3
19.3

10月
10 月
22.4
21.0
19.1
22.3
21.0
19.2
22.3
21.0
20.1

11月
11 月
18.0
16.0
14.0
17.7
16.1
11.8
17.7
16.2
14.9

12月
12 月
17.3
14.8
12.4
17.3
15.4
12.8
17.2
15.2
12.9

昭和55年
1月
2月
16.3
11.1
13.2
9.4
10.0
7.4
16.2
11.1
13.3
9.6
10.7
7.4
16.2
11.2
13.3
9.5
10.5
7.3

3月
10.4
8.5
7.4
9.7
8.5
7.8
9.7
8.4
7.5

東北南部太平洋岸（福島県）における月平均海水温
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4月
12.3
9.9
8.3
10.9
9.7
8.3
10.6
9.5
8.3

5月
15.3
12.2
10.4
14.4
11.6
9.7
13.9
11.2
9.2

30.0
25.0
海面下
0.5ｍ

20.0

海面下
3ｍ

15.0

海面下
5.0ｍ
10.0

海面下
6.5ｍ

5.0

年
海面下
0.5ｍ
海面下
3ｍ
海面下
5.0ｍ
海面下
6.5ｍ

月
月最高(℃)
月平均(℃)
月最低(℃)
月最高(℃)
月平均(℃)
月最低(℃)
月最高(℃)
月平均(℃)
月最低(℃)
月最高(℃)
月平均(℃)
月最低(℃)

平成6年平成7年
12月
1月
22.2
18.6
19.5
16.6
16.9
14.6
22.2
19.1
19.7
17.1
17.3
15.1
22.1
19.1
19.7
17.2
17.2
15.3
22.1
19.1
19.6
17.2
16.7
15.2

2月
17.7
16.2
14.0
18.0
16.5
14.7
17.8
16.5
15.3
17.8
16.4
15.1

3月
18.5
16.6
14.5
18.6
16.8
15.6
18.4
16.8
15.7
18.3
16.8
15.7

4月
18.9
17.1
15.9
19.0
17.2
16.0
19.0
17.1
15.9
19.0
17.1
16.0

5月
23.0
20.8
18.5
22.3
21.0
18.8
22.2
20.9
18.7
22.2
20.9
18.7

6月
24.9
22.1
20.5
24.5
22.1
20.6
24.3
22.0
20.6
24.1
22.0
20.7

7月
28.0
24.5
20.5
27.6
23.9
18.6
27.3
23.5
18.5
27.2
23.2
18.4

8月
29.6
27.6
23.7
29.4
27.2
21.7
29.3
26.9
21.1
29.2
26.7
21.1

9月
27.9
26.0
21.1
27.8
26.0
21.1
27.8
25.9
21.1
27.6
25.8
20.7

10月
26.2
24.2
21.9
25.8
24.3
21.9
25.7
24.3
21.9
25.7
24.3
21.9

11月
22.8
20.5
18.3
22.8
20.7
18.9
22.9
20.7
18.9
22.9
20.7
18.8

図 1-3 近畿南部太平洋岸（和歌山県）における月平均海水温

1.2 検討結果
出力が最大となるΔＴをまとめて

表 1-3、1-4 に示す。また、計算結果を図 1-4～-7

に示す。これら計算結果をまとめると以下のようになる。
(1)取水海水温が設計海水温以下となると、復水器真空度が上昇するため、設計ΔＴ
(6.6℃)条件下でも送電端出力が定格出力の 0.5～1.0％程度増加した。
(2)最低水温時にはΔＴを設計値(6.6℃)より上昇させることにより、送電端出力がさら
に増加した。最低水温時に最大出力が得られるΔＴは、東ユニット：7.9℃、西ユニット：
8.5℃で、設計ΔＴ条件からの出力増加分は東ユニット：0.7MW、西ユニット：1.0MW であ
り、各々定格出力の 0.1％相当の電気量であった。
(3)取水温度が設計海水温を超える場合は、復水器真空度が低下するため、送電端出力が
定格時に比べ 0.8～1.0％低下(最高水温時)した。
(4)東ユニット、西ユニットで、最大出力が得られるΔＴ値、出力増分が異なるのは、参
考とした既存ユニットにおける復水器細管洗浄度計数、循環ポンプ動力特性の違いなどに
よると考えられる。
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表 1-3

取水海水温度*

最大効率となるΔＴと設計条件からの出力偏差（東ユニット）
設 計 ΔＴ 時 (A)

最大効率ΔＴ時（B）

設計時と最大時
の出力偏差 MW

℃
ΔＴ ℃

設計値からの送電
端出力偏差 MW

ΔＴ ℃

設計値からの送電

（A）－（B）

端出力偏差 MW

8.5

6.6

5.9

8.5

6.6

0.7

14.8

6.6

4.4

6.6

4.4

0

21.1

6.6

0

6.6

0

－

23.5

6.6

-4.5

－

－

－

(注) 1.

設計取水海水温は 21.1℃。

2.

ΔＴが設計値以上となると循環ポンプの定格容量を超えるため、出力が最大
となるのは設計ΔＴ（6.6℃）の場合となる。

表 1-4
取水海水温度*
℃

最大効率となるΔＴと設計条件からの出力偏差（西ユニット）
設 計 ΔＴ 時 (A)

ΔＴ ℃

設計値からの送電

最大効率ΔＴ時（B）

ΔＴ ℃

端出力偏差 MW

設計値からの送電

設計時と最大時
の出力偏差 MW
（A）－（B）

端出力偏差 MW

16.5

6.6

7.0

7.9

8.0

1.0

19.8

6.6

4.8

6.6

4.8

0

23

6.6

0

6.6

0

－

26.9

6.6

-8.6

－

－

－

(注) 1. 設計取水海水温は 23.0℃。
2. ΔＴが設計値以上となると循環ポンプの定格容量を超えるため、出力が最大
となるのは設計ΔＴ（6.6℃）の場合となる。

ここで 0.1％の出力増加による CO2 削減効果について概略試算する。
内山･山本(1992）
は、
30 年稼働を前提とした LCA 分析から火力発電所の CO2 排出量を算出し、1000MW(発電端)当
たりの CO2 排出量として、
石炭火力 1592kt-C/年、
石油火力 1235kt-C/年、
LNG 火力 1044kt-C/
年を報告している。これらの値より、冬季、取水温が最低水温とほぼ同レベルとなる２～
４月の３ヶ月に 0.1％発電効率がアップするとして石炭火力ユニットである東ユニット
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の CO2 削減量を試算すると、
1592kt-C/年×600MW/1000MW×3 月/12 月×44/12×0.1%=875.6t- CO2
約 880t-CO2/年となる。同様に西ユニットの最低水温期３ヶ月（１～３月）の削減量は、
約 1300t- CO2/年となる。この値を 1000MW 当たりに換算すると 1400t-CO2/年と試算され
る。また、我が国の全事業用火力発電所で年間３ヶ月間、効率が 0.1％上昇するとして、
火力発電容量 119424MW(2007 年)、CO2 排出量を火力発電所の主燃料である石炭と LNG の
平均値 1318kt-C/年として、CO2 削減量を試算すると
1318kt-C×3/12×44/12×0.1%×119424/1000=14.4 万 t- CO2
14 万 t-CO2/年程度となり、この値は我が国の発電所からの総 CO2 排出量 4.17 億 t（2007
年実績）の 0.03％に相当する。
なお、我が国の全火力・原子力発電所で、冬季(３ヶ月)の間 0.1％効率アップすると
して、これに伴う CO2 削減量を 200７年度の実績 CO2 排出量（4.17 億 t- CO2）から求める
と、4.17 億 t-CO2×0.1%×3 月/12 月＝10.42 万 t- CO2/年 隣、この場合は、10 万 t- CO2/
年程度の削減に相当する試算された。
３ヶ月間の 0.1％の出力増加による CO2 削減効果を他の削減技術と比較する。
西岡(2001)
は様々な温室効果ガス削減技術のポテンシャルを推定しているが、年間 10 数万 t- CO2 は、
西岡(2001)に示された諸技術の内、風力発電(削減ポテンシャル 613 万 t- CO2、以下同）
や家庭部門での太陽光発電(84～161 万 t- CO2)には及ばないが、業務部門での太陽光発電
の導入(24～45 万 t- CO2)、食品廃棄物のリサイクル率向上(26 万 t- CO2)、屋上緑化によ
る冷房電力の削減（同１～15 万 t -CO2) などと同レベルの削減量となる。
以上、取水温度が設計海水温以下の場合、ΔＴ上昇により送電端出力が増加すること、
一方、取水温度が設計海水温を超える場合は送電端出力が低下することが確認された。
今回検討した範囲ではΔＴ上昇に伴う出力増分は東ユニット、西ユニットともに定格出力
の 0.1％であり、また CO2 削減量も我が国発電所の総 CO2 排出量の 0.03%程度となった。た
だ、復水器やタービンの仕様、設計海水温、循環水ポンプ動力が発電所補機動力に占める
割合はユニット毎に異なるため、取水温度の変化に伴い最大効率が得られるΔT と出力増
分もユニットにより異なる可能性がある。今回検討した西ユニットについて、仮に取水温
10℃とすると、設計⊿T 時の出力増加分は 9.0MW、最高出力が得られるΔＴは 10～11℃で、
その際、設計ΔＴ時より２MW 増加すると試算されている（三菱重工計算）
。最高効率が得
られるΔＴに関する報告例は少ないが、竹田･江口(2001)は、STEAM-Master コード（米
Thermoflow 社製）を用い、600MW 級既設火力発電所を対象に、海洋深層水を冷却用水に利
用する場合に最高効率が得られるΔＴを計算し、深層水の水温・設計海水温が各々３℃･
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13.0℃の場合はΔＴ12.9℃、５℃･18.7℃の場合はΔＴ15.6℃、９℃･28.0℃の場合はΔＴ
19.6℃との値を得ている。東ユニット、西ユニットでの計算結果も併せ考えると、ユニッ
トと立地点の特性により各々特有の最大効率が得られるΔＴ条件があると考えられるが、
これまでのところ、
既設ユニットにおける発電効率とΔＴに関する検討事例は少ないため、
今後、さらに事例を増やすことが望ましい。
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図 1-4

図 1-5

復水器温度上昇幅と定格条件からの出力偏差（東ユニット．海水温度 8.5℃）

復水器温度上昇幅と定格条件からの出力偏差（東ユニット．海水温度 14.8℃）
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図 1-6

復水器温度上昇幅と定格条件からの出力偏差（西ユニット．海水温度 16.5℃）

図 1-7

復水器温度上昇幅と定格条件からの出力偏差（西ユニット．海水温度 19.8℃）
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２. 発電効率が最大となる設備と運転条件の調査
ΔＴ上昇により生じる発電端出力の向上は主として海水循環ポンプ（海水取水ポンプ）
の動力削減による。ポンプ動力を随時変動させるには固定翼形ポンプより可変翼形ポンプ
を採用する方が望ましいと考えられるため、可変翼形ポンプのメリットと発電所冷却水路
系における普及状況に関する調査を行った。以下、結果を示す。
2.1 可変翼型ポンプのメリット
循環ポンプに固定翼形ポンプを使用すると、以下により取水流量減に伴う動力低減効果
は可変翼形ポンプに比べ小さくなる。（図 2-1 参照）
(1)固定翼形ポンプでは、流量が減少しても軸動力は流量減に応じて低減しない｡
(2)固定翼ポンプでは、流量調整は系統システム抵抗を弁の絞りなどにより調整するた
め動力ロスが増加する。

図 2-1

循環水ポンプ性能曲線とシステム抵抗曲線の関係

ΔＴ上昇により生じる発電端出力の向上は主として海水循環ポンプ（海水取水ポンプ）の
動力削減によるため、ポンプ動力を随時変動させるには固定翼形ポンプより可変翼形ポンプ
を採用する方が望ましい。なお、循環水ポンプに可変翼形ポンプを採用していても、最低翼
開度制限、過流量制限など発電所個別の条件により効果が小さくなる可能性がある。

2.2 可変翼ポンプの普及状況
我が国の事業用火力発電所 103 地点 328 ユニットの循環水ポンプの型式について調査し
整理した。103 地点 328 ユニットの内、247 ユニットで固定翼形ポンプが、77 ユニットで
可変翼形ポンプが採用されている。また、４ユニットで双方のポンプが併用されていた。
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可変翼形ポンプ採用の目的は、発電所運用上の負荷変動が大きい地点で循環水ポンプ動
力を低減することにある。
可変翼形ポンプを採用するプラントが増加する傾向にあるが
（表
2-1 参照）
、その採用にあたっては、地点の運用目的の他、初期投資やメンテナンス費用、
運用の行い易さなども重要な判断要因となり、小規模ユニットでは固定翼形ポンプが採用
されている例が多い。
（表 2-2 参照）

表 2-1 設置年と、固定翼形ポンプ･可変翼形ポンプの採用状況
ユニット数

設置年

～1969

1970～

1980～

1990～

固定翼形ポンプ採用

90

105

17

35

可変翼形ポンプ採用

5

10

31

31

併用

0

0

3

1

表 2-2 ユニット出力と、固定翼形ポンプ･可変翼形ポンプの採用状況
ユニット数

ユニット出力

～299MW

300MW～

600MW～

900MW～

固定翼形ポンプ採用

124

84

25

14

可変翼形ポンプ採用

7

24

36

10

併用

2

0

2

0
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３. 発電効率が最大となるΔＴ運転の制約事項に関する検討
先に述べたように、わが国の発電所復水器における海水温上昇幅(ΔＴ)は、環境保全に
配慮し概ね７℃以下となっている。これまでのところ７℃の水温上昇による大きな海生生
物影響や漁業資源影響は報告されていないが、発電所の効率的運用のため復水器における
ΔＴを上昇させる場合は新たな生物影響、資源影響が生じる可能性がある。また、ΔＴ上
昇に伴い冷却水路系における流速が低下し管路などへの生物付着量が増加する可能性があ
る。
3.1 制約事項に関する既存知見の概要
制約事項検討の基礎資料とするため、発電所取水範囲、放水拡散範囲、取放水流動によ
る水塊の移動、また、取放水の海生生物影響、発電所生物付着対策の実施状況について、
文献･既存情報調査を行い現状の知見を取りまとめた。
3.1.1 発電所取放水(温排水)とは
わが国の殆どの火力発電所と全ての原子力発電所が海岸に立地し、タービン蒸気の冷却
に海水を使用している。冷却に使われ海に戻される海水は、その水温が取水温度より上昇
しているため、
「温排水」と呼ばれる。
タービン蒸気の冷却は発電所の中の復水器と云う装置で行われる（図 3-1-1 参照）
。ター
ビンの効率を高めるため、復水器の蒸気は真空に近い低圧であり、その温度は 30～40℃で
ある。この蒸気を水に戻すための冷却に海水が用いられる。復水器における海水温上昇幅
は、欧米諸国では 10～10 数℃程度に設定している地点が多いが、わが国では概ね７℃以下
となっている。冷却用海水が復水器通過後、海に戻されるまでにかかる時間は放水路の長
さにより異なるが 10～15 分程度の地点が多い。
温排水の量は、出力 100 万 kW 当たり、原子力発電所で 70ｍ3/秒程度、コンベンショナ
ル火力発電所で 40～45ｍ3/秒程度である。原子力発電の熱効率は 35％程度であり、電気に
変換されなかったエネルギーの殆どが温排水として排出される。火力発電の熱効率は原子
力発電より高く、また、排熱の一部はボイラーから直接大気に放出されることもあり、原
子力発電に比べて温排水の量は少ない。近年増加しているコンパインドサイクル火力発電
所の熱効率は一層良く、100 万 kW あたりの温排水量は 20 数ｍ3/秒程度となっている。
火力･原子力発電所の大容量化･集中立地に伴い､温排水(発電所冷却用水の取放水)が周
辺の海域環境や海生生物の再生産、漁業へ与える影響が懸念され､欧米各国､また日本でも
様々な研究調査活動が実施されてきた。わが国で温排水影響に関する調査研究が本格的に
行われるようになったのは昭和 40 年半ばからであり、昭和 50 年には温排水生物影響を科
学的立場から調査研究する(財)海洋生物環境研究所（以下、海生研）が設立された。
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図 3-1-1

発電所冷却水路系の概念図
（日本立地センター2003 より引用）

1) 取水設備の概要
冷却水の取水方法は、
海岸線に取水口を設けて取水する方式(内湾域などの静穏な海域)、
港湾を構築し港湾内から取水する方式(外海域など）
、沖合に取水口を設けて海底トンネル
あるいはパイプによって取水する沖合取水方式がある。代表的な取水設備の構造は概ね以
下のように分類され、表層から取水する方式と、夏季の成層期に温度躍層以深となるやや
深い水深から取水する方式（深層取水と呼ばれる）とがある（図３-１-２参照）
。いずれを
採用するかは、取水規模、立地点の海象、地形、漁業活動状況などを考慮し決められるが、
深層取水方式を採用している地点が多い。
ａ．表層取水方式
温排水の再循環の可能性が小さい場合や、周辺域の地形的制約から深層取水に必要
な水深が確保できない場合に採用される。
ｂ．深層取水方式
熱効率の向上（水温の低い海水を取水する）
、温排水の拡散面積の縮小（放水域の環
境水温と放水温の差を小さくする)、
取水路内への波浪の侵入阻止などという観点か
ら、取水口設置地点の下層から取水する方式である。また、表層に比べ深層（下層）
はプランクトンなどの量が少ないため、深層取水により発電所へ取り込まれるプラ
ンクトン量の減少を図ることもできる。構造は以下のように細区分される。
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b-1 カーテンウォール式
波浪の影響が比較的少なく、前面水深が十分とれる場合や比較的多量の取水量を
必要とする場合の深層取水に適している。カーテンウォールの下端は水深５～７
ｍ程度、開口部の高さは約３～５ｍの場合が多い。
b-2 海底取水管式
波浪の影響が比較的大きい、海底地形が遠浅で漂砂が激しい、構造物設置により
海岸線に及ぼす影響が大きい、取水量が比較的少ないなどの場合に採用される。
多くの場合、取水口の深さは水深７～12ｍ程度となっている。
b-3 海底取水沈設函式
漂砂および波浪の影響が比較的大きく、取水口前面が急峻な場合に採用される。
b-4 海底取水トンネル式
遠浅地形の地点で、海底地質がトンネル掘削に適している場合に採用される。

また、冷却水の取水に際しては、ａ．温排水の再循環防止、b．異常時（台風・洪水、塵
芥・漂流物の集中、クラゲの大量発生など）の運転確保、c．低温で清浄な冷却水を確保す
る、ｄ．用水の季節的変化･日変化が小さい、などの諸点が考慮される。
取水流速（取水口開口部における平均流速）は、船舶航行の安全性や深層取水における
表層温水の混入率低減、生物の取込み軽減等の理由から、多くの発電所で 0.2～0.3ｍ/秒
とされている。
発電所の取水口には、塵芥や大型クラゲ類、流れ藻等を取り除き冷却水系路を保護する
こと、特に復水器細管を閉塞するような浮遊物の流入を防ぐことを目的に、いくつかの除
塵装置が設けられている。その型式・配置等は発電所や取水方式によって多少異なるが、
通常、循環ポンプの前にトラベリング・スクリーンやロータリー・スクリーンと呼ばれる
回転式の除塵装置（目合１cm 程度の格子構造）が設置されている。

2) 放水設備の概要
直接護岸等から放水する沿岸放水と、海底放水管や海底トンネルによる沖合放水とに分
けられる。また、それぞれ表層放水と水中放水に分けられる。いずれの方式を採用するか
は取水設備と同様、
立地地点の地形や港湾・漁業等の利用条件などを考慮して決定される。
表層放水は従来から多くの地点で採用されている方式で、
表層の１～３ｍ層に１ｍ/秒以
下の低速で放水する。一方、水中放水は水中に設置した放水口から２～５ｍ/秒程度の流速
で放水する方式であり、放水口近傍で周囲の海水を多量に巻き込むことにより放水温を急
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速に低下させることができる。近年は水中放水方式を採用する地点が増えつつある。
放水設備の構造は、取水規模、水温等海象、発電所前面海域の水深・海底地形・地質等
が考慮されるため、発電所ごとに異なる。我が国の発電所における代表的な放水口の構造
様式は図３-１-３に示すとおりであり、概ね以下のように分類される。
ａ．表層放水方式
一般的な放水方式であり、表層での拡散面積が大きくなるが、大気への放熱が大き
い。
ｂ．水中放水方式
下層から放水する方式で、放水流速を速くすることで海面下での希釈混合が促進さ
れ、表層での温排水の拡散面積の縮小を図ることができる。構造様式は以下のよう
に細区分される。なお、遠浅海岸には不向きである。
b-1 海底放水管式
波浪の影響が比較的大きい、海底地形が遠浅で漂砂が激しい、構造物設置により
海岸線に及ぼす影響が大きい、取水量が比較的少ないなどの条件で適している。
多くの場合、取水口の深さは水深７～12ｍ程度となっている。
b-2 有孔堤式
護岸等に設けられた孔から温排水を放水する方式である。

放水設備の設置にあたっては、a. 温排水の再循環の防止、b. 船舶に対する流動影響の
軽減、c. 環境影響の軽減などが留意されている。放水流速は、前面海域の航路などの利用
状況により制約があり、表層放水の場合、外海では 0.5～1.0m/秒程度、内湾内海では 0.5m/
秒未満が多い。水中放水の場合は、希釈混合を促進するため、２～５m/秒と早い流速で放
水している。この場合も、浮上点近くでは 0.5m/秒未満になるよう配慮する場合が多い。
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図 3-1-2 我が国の火力・原子力発電所における代表的な取水口構造
（電力土木技術協会 1977 より引用）
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図 3-1-3

我が国の火力・原子力発電所における代表的な放水口構造
(電力土木技術協会 1977 より引用）
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3.1.2 発電所取放水による沿岸環境変化
温排水(取放水)による沿岸環境変化としては、先ず、温排水放水に伴う水温上昇域形成
と､取放水流動に伴う海水移動が挙げられる。
以下、
それぞれの実態と予測事例を紹介する｡
1) 水温上昇域の形成
水温が高いため密度が小さい温排水は、表層放水されると海の表層を薄く拡散する。こ
れにより水温上昇域が形成されるが、放水口から遠ざかるに従い、周辺海水との混合や大
気への熱拡散により水温が低下し周辺の海水温と同じ水温になる。水中放水の場合は、先
に述べたように、表層に浮上するまでの間に周辺海水を巻き込み温度が低下するため、表
層放水に比べ温排水が拡散する範囲（水温が上昇する範囲）が小さくなる。表層放水と水
中放水における温排水拡散の状況を図 3-1-4 に示す。
実際の海での拡散状況は、
温排水量、
放水方式、海象条件、気象条件、潮汐や沿岸流などの影響を受け時空間的に変化する。

図 3-1-4 表層放水（上）と水中放水（下）における温排水拡散の模式図
（日本立地センター2003 より引用）

発電所の環境影響評価に際しては温排水の拡散予測が行われる。
拡散予測方法は､現場海
域の海象観測結果に基づき、立地条件や温排水放水方式を考慮して適切な方法を選択する
ことになっている。予測方法は、数理モデルによるシミュレーション計算と、水理模型実
験による方法とに大別される。表層放水方式の場合は主にシミュレーション計算が用いら
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れる。水中方式の場合は水理模型実験が有効とされるが、拡散範囲が広域になる場合は数
理モデル計算を併用する。近年は３次元数理モデルによる水中拡散予測モデルの開発も進
んでいる。
拡散予測では、一般に拡散範囲が最も広くなる海象・気象条件下で周辺の海水温よりも
１℃以上上昇する範囲が予測される。 図 3-1-5 に例を示すが、発電所運転開始後のモニタ
リング調査その他による水温観測値は､殆どの場合､数理モデルによる予測値の範囲内に収
まっている。

図 3-1-5

水温１℃上昇範囲

左はモニタリング調査における実測値、右は計算結果とその包絡線を示す。
（坪野他 2000 より引用）

2) 取放水流動による水塊の移動
取放水に伴い取水域の海水が放水域に移送される。成層期に低溶存酸素量になりがちな
底層海水の取放水については現況を把握し影響の予測評価を行う必要はあろうが、取放水
流動により発電所周辺海域の海水交換を促進できる可能性がある。
九州北西部の小湾に立地する発電所(発電ユニット：55.9 万 kW×２基。冷却水量は各
37m3/秒。湾口に近い湾内より取水し湾外に放水している)における検討事例によると、湾
内の海水(1.0×10７m３)の半分が入れ替わるのに､自然状態では約８日かかるが､発電ユニ
ット２基稼働時には約２日間となるという。立地点の地形や発電所取放水施設の構造によ
っても効果は異なろうが、取放水により富栄養化の進んだ内湾域の海水交換を促進できる
可能性がある｡実際、日本原子力発電(株)敦賀発電所が立地する浦底湾や、関西電力(株)
美浜発電所が立地する丹生湾などでは、発電所の稼働に伴って湾内外の海水交換が促進さ
れ良好な環境下で網いけす養殖が行われている。
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3.1.3 温排水（取放水）の海生生物影響
当初は主に水温が高い海水の放水が海生生物や漁業に与える影響（放水影響）が問題視
されたが、その後、海水とともに発電所内に取り込まれたプランクトン・卵・仔稚などが
発電所内の冷却水路系を通過する時に受ける影響（取水影響）についても懸念されるよう
になった。これらの懸念を解明するため、これまでに、数多くの調査研究が行われてきた。
以下、それらの調査研究の検討結果の概要を紹介する

1) 取水影響
遊泳力がある大きな魚類が取水とともに発電所に取り込まれることはないが、取水口付
近に分布する浮遊性の魚卵や無脊椎動物の幼生、遊泳力が小さな仔稚魚・幼魚などは、海
水とともに発電所内に取り込まれることがある（図 3-1-6 参照）
。取り込まれた幼魚などは
発電所内への漂流物流入を防ぐ除塵スクリーン（メッシュサイズ約１cm）などに捕捉
（impingement スクリーン衝突と呼ぶ)される可能性があり、魚卵・仔稚魚や幼生は発電
所内の配管を海水とともに通過（entrainment 連行と呼ぶ）するうちに、水温上昇、流れ
の乱れ、ポンプ羽や配管壁面への接触、生物付着防止剤などの影響を受ける。また，取水
口前面域に入ってきた遊泳動物（魚類，イカ類等）の一部が取水ピットや取水口前庭（カ
ーテンウォールより内側のプール構造）
、
取水路などの取水構造物内に入り込み外へ出られ
なくなること（entrapment 迷入と呼ぶ）もある。

図 3-1-6 取水影響の模式図
(1) 水温上昇の影響
発電所通過に伴う高温死亡を考える場合には､通過生物が接触する温度だけではなく、
そ
の温度が接触している時間もまた重要な要因となる。発電所通過の際の高温持続時間は、
冷却水が復水器を通過してから放水口または放水設備の開口部に達するまでの所要時間に
相当するが、わが国の場合では通常この所要時間は 10～15 分程度である。
海生生物の温度に関する報告には膨大なものがあるが、致死などの影響温度を接触時間
との関連において把握したものは、ごく限られている。
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海生研では、平成４～10 年度にかけて資源エネルギー庁の委託調査の一環として、微小
生物が発電所内の復水器を通過する際に受ける昇温影響を把握することを目的とした一連
の試験を実施した。そこでは、動・植物プランクトン類、海藻の遊走子、魚類の卵･仔稚等
を対象として、数段階の温度条件を試験管あるいは小型ビーカー内に設定し、時間経過に
伴うそれらの生死数、孵化率等を測定して正常生残数、正常孵化率が 50％となる温度(50％
正常生残温度、50％正常孵化温度)と接触時間の関係を明らかにしている。
以下、室内実験結果を中心に、動・植物プランクトン類、海藻の遊走子、魚類の卵、仔
稚への昇温影響に関する主な既往知見と海生研による上記高温耐性試験結果の概要につい
て述べる。

ⅰ．植物プランクトン
① 主な既往知見
安楽ら(1978)は、採水試料を 30、40℃に昇温後 10 分間通気撹拌し､ｸﾛﾛﾌｨﾙ a と ATP を測
定している。その結果、40℃でｸﾛﾛﾌｨﾙ a が約 70％に、ATP 量は約 25％に減少した。このこ
とから植物プランクトンが復水器通過とその前後に受ける複合的な作用によって何らかの
影響を受けることは間違いないと推察され、特に含有される ATP はｸﾛﾛﾌｨﾙ a より反応が敏
感であるとしている。
後藤ら(1980)は、Chaetoceros spp.、Skeletnema costatum の混合種を用い、昇温幅９℃
で 15、90、 360、1,440 分の昇温接触実験を行い、接触直後とその後の光合成活性を比較
検討した。光合成活性は昇温接触直後に著しい低下がみられる場合でも､24 時間後には回
復することが認められた。
色素組成と光合成活性、
増殖活性の間に高い相関が認められた。
温度耐性は種によって異なり、 Skeletnema costatum、Eucampia cornuta、Chaetoceros

didymus v. anglica の順に高いように思われるとしている。
安楽ら(1981)は、単種培養した植物プランクトン３種の増殖の減速期と定常期について
昇温処理を行っている。
Dunaliella sp.では 35、40、42.5、45℃に 1、3、5 分間、Olisthodiscus
sp.では 30℃で 5、10、15 分間、35、37.5、40℃では 3、5 分間、Thalassiosira sp.では
30、35、37.5、40℃に 1、3、5 分間それぞれ接触させてから元の温度に戻し増殖曲線を求
めている。熱衝撃の影響が認められた温度は、Dunaliella sp.で 42℃以上、Olisthodiscus
sp.で 37.5℃以上、Thalassiosira sp.で 35℃以上であり、熱衝撃への耐性は珪藻類が最も
低く、鞭藻類、緑藻類の順に強くなると推察している。
② 高温耐性試験結果の概要(海生研 1998 による)
珪藻類８種 Skeletnema costatum、Astrionella glacialis、 Chaetoceros didymum v.
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protuberans、Cylindrotheca closterium、 Ditylum brightwellii、 Ch. Lorenzianum、
Thalassiosira rotula、 Ch. sociale および渦鞭毛藻類１種 Prorocentrum minimum を対
象に高温接触実験を行い、前培養温度３段階(15℃、20℃、25℃)、接触温度６段階および
高温接触時間４段階(7.5 分、15 分、30 分、60 分)を設定し、細胞数測定法により対照区試
料に比較して増加率(高温接触後８～12 日間の培養結果に基づく)が 50％となる温度を求
めた。また、昇温影響の判定法として FDA 染色法、クロロフィル測定法、ＡＴＰ量測定法
についても実施している。
図 3-1-7 に植物プランクトン９種の細胞数測定法による影響温度(50％増加温度)の比較
および差温(ΔＴ50：50％増加温度－前培養温度)の比較を示した。各種類とも前培養温度
(順化温度)が上昇するにしたがって影響温度もわずかに上昇する場合もあるが、その上昇
幅はきわめて小さく、従っていずれの影響温度も前培養温度にかかわらず、ほぼ一定の温
度範囲内にあると推定された。このことから、前培養温度 15℃における Ch. lorenzianum
の結果を除き、細胞数測定法で得られたΔT は Ch. sociale が最も低く、7.5 分接触で
19.5℃、60 分接触で 16.5℃であり、S. costatuｍ最も高く、7.5 分接触で 25.4℃、60 分
接触で 22.4℃であった。
前培養温度 20℃では、
Ch. sociale が最も低く、15 分接触で 15.0℃、
60 分接触で 11.7℃であり、A. glacialis が最も高く、7.5 分接触で 21.3℃、60 分接触で
17.6℃であった。前培養温度 25℃では、Ch. sociale が最も低く、15 分接触で 9.5℃、60
分接触で 6.6℃であり、A. glacialis が最も高く、7.5 分接触で 18.5℃、60 分接触で 15.0℃
であった。
温度影響の検討にあたっては何ら影響をおよぼさない上限温度が重要である。Schubel
ら(1982)は、50％正常生残温度から２℃低い温度を｢許容温度｣と考えることを提案してい
る。冷却水路系通過時における昇温影響を接触時間 15 分間昇温７℃と仮定し、Schubel ら
(1982)にならって許容温度を２℃考慮すると、検討した８種の内、Ch. sociale (前培養温
度 25℃)においてのみ増殖への影響を受ける可能性があると判断された。
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第１図

植物プランクトン９種の 50％増加温度(℃)および差温(Δｔ）の比較

■：Skeletnema costatum ，□：Astrionella glacialis，◆：Chaetoceros didymum，
◇：Cylindrotheca closterium，＊：Ditylum brightwellii，●：Chaetoceros lorenzianum，
▲：Thalassiosira rotula，△：Prorocentrum minimum ，○：Chaetoceros sociale

ⅱ. 海藻の遊走子
① 主な既往知見
梅林(1974)は、ノリ果胞子液を 12℃から 20、30、35℃にそれぞれ 10、20、40 分間昇温
した後、カキ殻上に注ぎ 20 日後穿入糸状体形成数を比較した。その結果、20、30℃昇温区
では 40 分処理でも糸状体形成に差はみられないが、35℃では 25～20％に減少し、また長
時間処理ほど減少した。また、梅林(1976)はスサビノリ果胞子液を 15℃から 20、30、35℃
にそれぞれ 10、25 分間昇温した後、カキ殻上に注ぎ２週間後の糸状体形成数を比較した。
その結果、30℃では 25 分処理で活性の低下がみられ、35℃では５分間でも明らかな低下が
みられ、時間の延長と共に低下した。
② 高温耐性試験結果の概要(海生研 1998 による)
褐藻類ワカメ、アラメ、ホソメコンブ、カジメの遊走子を対象に高温接触実験を行い、
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接触温度６段階および高温接触時間４段階(7.5 分、15 分、30 分、60 分)を設定し、着生数
試験法により高温接触後 24、48、72、96、120 時間後の着生胞子数が対照区試料に比較し
て 50％となる温度(50％増加温度)を、また、FDA 染色法により 50％生存温度を求めた。
図 3-1-8 に褐藻類４種の遊走子の着生数試験法によって得られた差温(ΔＴ50：50％増加
温度－基準温度)を示した。なお、試験を実施した水温である基準水温は、ワカメが 15℃、
ホソメコンブが 18℃、アラメが 21℃、カジメが 22℃である。
着生試験法によるΔＴ50 についてみると、
接触時間 5 分の場合、
ワカメが最も高く 15.6℃、
次いでホソメコンブが 11.3℃、カジメが 10.8℃、アラメが 9.5℃であった。遊走子の放出
時期は、ワカメでは４～６月頃、養殖のコンブでは９～11 月頃、アラメ、カジメでは秋か
ら冬にかけてである。つまり、ワカメでは水温が上昇傾向にある時期に遊走子を放出して
おり、ホソメコンブ、アラメ、カジメでは水温が下降する時期に放出している。このため、
ワカメでは 50％増加の昇温幅が最も高く、アラメ、カジメとホソメコンブが同程度に低い
結果になったものと思われる。また、４種の地理的分布の違いも影響温度に関係するもの
と思われる。
冷却水路系通過時における昇温影響を接触時間 15 分間昇温７℃と仮定すると、
許容温度
を２℃考慮しても、調査を行った４種については遊走子着生が影響を受ける可能性はほと
んどないと判断された。
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図 3-1-8

海藻４種の着生胞子の差温(ΔＴ50)影響温度

■：ワカメ，□：アラメ：▲：ホソメコンブ，△：カジメ

ⅲ. 動物プランクトン
① 主な既往知見
Dressel(1971)は、実験室に復水器をセッティングして 20℃に保ち、ここを通過した橈
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脚類 Acartia tosna の物理的損傷、及び通過時にΔＴ８℃の昇温接触を受けた時の生存率
は 98％以上であったとしている。
② 高温耐性試験結果の概要(海生研 1998 による)

Oitona davisae, Acartia omorii 、 Pseudodiaptomus marinus 、 A. sinjiensis 、
Tigriopus japonicus の全５種の個体群を対象に高温接触実験を行った。それぞれの種に
ついて、６～９段階の接触温度および 7.5 分～1440 分の接触時間を設定し、温接触から２
日後の 50％正常生残温度とその時の昇温幅(ΔＴ50：＝50％正常孵化温度－接触直前飼育
水温)を求めた。
図 3-1-9 に動物プランクトン５種の 50％正常生残温度および差温(ΔＴ50)を示した。
50％正常生残温度およびΔＴ50 は接触時間の増大とともに低下した。接触時間 7.5～60 分
に お け る 50 ％ 正 常 生 残 温 度 を 高 い 順 に 並 べ る と 、 T. japonicus ＞ O. davisae ＞ A.

sinjiensis＞P. marinus＞A. omorii となる。この順位は、それぞれの種の生息域や出現
時期を良く表しており、海岸満潮線より上の潮だまりに棲息する T. japonicus や夏季に大
量繁殖する O. davisae は上位であり、冷水種である A. omorii は下位であった。

図 3-1-9
動物プランクトン５種における 50％正常生残温度およびΔＴ50
■：Oitona davisae， □：Acartia omorii，▲：Pseudodiaptomus marinus，
△：Acartia sinjiensis，○：Tigriopus japoonicus
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冷却水路系通過時における昇温影響を接触時間 15 分間昇温７℃と仮定すると、
許容温度
を２℃考慮しても、調査を行った４種については、冷却水路系通過時の昇温による致死的
影響は極めて少ないと考えられた。

ⅳ．魚卵
① 主な既往知見
木下・道津(1989a)は、マダイ卵の３発生段階において 50％正常孵化温度(LT50)と接触
時間の関係を検討した。それによると、16 細胞期では 7.5 分の接触で 30.6℃、３～24 時
間では 27.3～26.4℃、胚体出現期では 7.5、15 分で 28.8℃、60 分で 27.6℃、心拍開始期
では 7.5 分で 36.7℃、60 分で 32.6℃と、LT50 は接触時間の延長とともに低くなった。ま
た、12～19 発生段階について 15 分の高温接触を行った結果によれば、LT50 は受精後経過
時間に伴って大きく変化し、LT50 が低い時期、すなわち高温感受性が高い時期は２～４細
胞期および胚体出現期から原口閉鎖までであった。
木下・道津(1989b)は、スズキ卵の発生に伴う高温耐性の変化について検討した。19～25
発生段階について 15 分の高温接触を行った結果によれば、
50％正常孵化温度(LT50)は２～
８細胞期で 22～27℃、胞胚期～嚢胚期では 35℃、原口閉鎖期～尾閉分離期では 29～31℃、
孵化直前では 35℃と原口閉鎖期～尾閉分離期に低くなっている。
柏木ら(1992)は、ヒラメ卵の発生に伴う高温耐性の変化を明らかにするために、受精卵
の２細胞期から孵化直前までの 29 ステージについて 24.0～40.0℃(昇温幅 10.0～26.0℃)
の短期高温処理実験を行い、総孵化率と正常孵化率を観察した。ヒラメの孵化限界処理温
度は 15 分の接触で、２細胞～桑実後期で 26～29℃と低く、胚胞後期で 32～35℃と高くな
り、胚体出現期から原口閉鎖期でまた 27℃と低くなり、その後 29～30℃と高くなるとして
いる。また、文献情報を含め９魚種の胚期における高温耐性の変化を５つのタイプに類型
した。それによると、各タイプに共通して卵割期と原口閉鎖期付近で高温に対する感受性
が強くなる現象が見られている。
② 高温耐性試験結果の概要(海生研 1998 による)
シロギス、クロダイ、ヒラメ、イシダイ、マダイ、イサキ、ニベ、スズキ、キチヌ、ア
オギスの全 10 種の魚卵を対象に高温接触実験を行った。それぞれの種について、10～12
段階の接触温度および 7.5 分～1440 分の接触時間を設定し、50％正常孵化温度とその時の
昇温幅(ΔＴ50：＝50％正常孵化温度－接触直前飼育水温)を求めた。
図 3-1-10 に魚類 10 種の受精卵における接触時間に対する 50％正常孵化温度とΔＴ50
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を示した。50％正常孵化温度は接触時間の増大とともに低下し、卵割期が最も低い値を示
す傾向があった。試験を実施した 10 種の受精卵の発生段階を卵割期､胞胚期、嚢胚期、胚
体期Ⅰ(胚体出現期)、胚体期Ⅱ(眼胞形成期以降)の５つに分類し、それぞれのステージで
平均をとると、15 分間接触に対するΔＴ50 は卵割期が 9.4±1.4(SD)℃、胞胚期が 12.9±
1.4℃、嚢胚期が 12.9±2.3℃、胚体期Ⅰが 11.7±0.8℃、胚体期Ⅱが 13.4±2.0℃であっ
た。
冷却水路系通過時における昇温影響を接触時間 15 分間昇温７℃と仮定し、許容温度を
２℃考慮すると、検討した範囲ではクロダイ，キチヌ，アオギスの３種の卵割期にのみ、
生残率が低下する可能性があると考えられた。
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図 3-1-10 魚類 10 種の受精卵の接触時間に対する 50％正常孵化温度およびΔＴ50
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ⅴ. 仔稚魚
① 主な既往知見
Yin and Blaxter(1987)は、ニシン科の Clupea Harengus、タラ科の Gahus morhua およ
びカレイ科の Platichthys flesus において、高温に移してから 24 時間後の生存状況を調
べ、ふ化から卵黄仔魚期の終わりにかけて高温に対する感受性が増大することを示してい
る。
石橋ら(2003)は、マダイ仔稚魚について、高温に移してから 24 時間後の生存状況を調べ
ている。半数致死温度はふ化直後および２日目に 30℃前後の高い値を示したが、発育とと
もに低くなり、ふ化後 14 日目で 26.6℃の最低値を示した。半数致死温度はその後顕著に
上昇し、ふ化後 42 日目には再び 30℃前後に達した。
② 高温耐性試験結果の概要(海生研 1998 による)
シロギス、クロダイ、ヒラメ、イシダイ、マダイ、イサキ、ニベ、スズキ、トラフグ、
キチヌ、アオギスの全 11 種の仔稚魚を対象に高温接触試験を行った。それぞれの種につい
て 10～12 段階の接触温度および 7.5～1440 分の接触時間を設定し、
50％正常生残温度とそ
の時の昇温幅(ΔＴ50：＝50％正常生残温度－接触直前飼育水温)を求めた。
図 3-1-11 に魚類 11 種の仔稚魚における 15 分接触での孵化後経過日数に対するΔＴ
50(℃)を示した。各接触温度より算出した 50％正常生残温度は接触時間の増大とともに低
下し、仔漁期についてみると、全種において卵黄仔魚期にΔＴ50 が最も高い傾向にあった。
また，
、索屈曲期付近でΔＴ50 が最低値を示す傾向があった。
これらの結果から、
冷却水路系通過時における昇温影響を接触時間 15 分間昇温７℃と仮
定し、許容温度を２℃考慮すると、検討した範囲では、一部の種の温度感受性が高い発育
段階、シロギスふ化後 24 日目(後脊索屈曲期)、ニベ孵化後３日目および５日目(前脊索屈
曲期)、
アオギス孵化後８日目(脊索屈曲期)において生残率が低下する可能性があると考え
られたが、いずれも影響を受ける期間はごく短期間であると判断された。
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図 3-1-11 魚類 11 種の仔稚魚の 15 分接触における孵化後経過日数に対するΔＴ50(℃)
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(2)実機発電所における調査
ⅰ. 連行される動植物プランクトン
発電所通過時に動植物プランクトンが受ける影響を解明するため日本各地の火力･原子力
発電所において現地調査が行われてきた。これらの調査では、取水口、放水口や発電所の周
辺海域においてプランクトンを採集し、それらの生残率や活性、密度などの比較が行われて
きた。これらの結果は以下のようにまとめられる。
a．冷却水路系通過中の植物プランクトン死亡率は塩素注入時にやや大きい(図3-1-12)
b．動物プランクトンの死亡率はいずれの地点でも小さい。(図3-1-13)
c．動植物プランクトンの密度は取水口から放水口にかけて減少する。海域，発電所
の構造などによって減耗量の程度は異なるが、減少量は水路長が長い方が、水温
が高い時期の方が大きく、減耗の主要因は付着生物による捕食と考えられた。(図
3-1-14、-15)
d．発電所周辺海域の植物プランクトン現存量には影響は認められない。
e. 動物プランクトンの内、魚類仔稚魚の餌として特に重要なカイアシ類の冷却水路
系通過後の生残日数、産卵数，次世代の孵化率には取水口で採集された群に比べ
て若干の低下が認められたが周辺海域現存量への影響は認められなかった。

図3-1-12

発電所運転条件が異なる場合の植物プランクトン活性度の比較例
ａ：循環ポンプのみ運転（塩素無注入） ｂ：発電中（塩素無注入）
c：循環ポンプのみ運転（塩素注入）
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d：発電中（塩素注入）。

図3-1-13 発電所取水口，取水ピット，放水口における動物プランクトン生残率の比較例
南日本に立地する発電所における調査例。ａ：循環ポンプのみ運転（塩素無注入）、
ｂ：発電中（塩素無注入）、c：循環ポンプのみ運転（塩素注入）、d：発電中（塩素注入）

図3-1-14 発電所の取水口，取水ピットと放水口で連続測定した細胞数密度の比較例
本州中部域に立地する発電所における調査例
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図3-1-15 発電所冷却水路通過に伴う動物プランクトン個体数の減耗
棒グラフの左から､取水口､取水ピット､放水口。縦軸は個体数（個体数/100L)。

ⅱ. 連行される魚卵･仔稚魚
連行される魚卵･仔稚の実態についても発電所の取放水口や発電所周辺海域において採
集調査が実施されており、種組成、出現量、鉛直分布、日周変化、季節的変化、経年変化、
連行死亡率などが把握されている。それらの調査結果をまとめると以下のように整理でき
る。
ａ．取り込まれる卵・仔稚の大部分は浅海性の種類（カタクチイワシなど）のもので
あり、種組成は概ね発電所周辺海域で産卵する魚類相を反映している。数値シミ
ュレーションによる検討からも取水流動に伴う浮遊物の取り込み範囲は、取水口
の近傍に限られるとされている。
ｂ．連行密度の日周変化パターンや発生・発育段階等から、連行される卵･仔稚の大部
分は取水口の極く近傍域や取水路内、専用港湾内などで産出されたものと推定さ
れる。
ｃ．立地環境が類似していて、かつ、地理的に近接する発電所間では、種組成出現状
況の季節的変化傾向が類似している。
ｄ．優占種の連行密度には、大きな日周変化が認められる。
ｅ．優占種の連行密度や種組成には、大きな季節的変化が認められる。
ｆ．
取水連行された魚卵･仔稚は従来すべてが死亡して放出されると考えられることが
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多かったが、少なくとも一部は生存している可能性が大きい。
（図 3-1-16）

図3-1-16 取・放水口における魚卵生残率の比較
夏季，本州中部域に立地する発電所の取・放水口において魚卵、仔魚を採集した
結果を示す。採集時のダメージが少ない稚魚輸送ポンプを用いたことにより､
採集された魚卵･仔稚魚が生残していることが分かった。

ⅲ. スクリーン衝突する遊泳動物
除塵スクリーンへの生物衝突は、取水流速と密接に関わっていると考えられる。即ち、
スクリーン衝突生物のサイズをみると、全長５cm 程度以下の個体の占める割合が高く、こ
れらのサイズの個体は取水流速（0.2～0.3ｍ/秒）に対して持続遊泳できないものが多い。
スクリーン衝突生物の種類や発育段階、数量には季節による違いが認められるが、それ
は各生物種の生活史や生理・生態の年周期を反映したものと考えられる。例えば、回遊魚
については､成育回遊等として発電所周辺海域に来遊した一時期にのみスクリーン衝突が
みられ、大きな移動・回遊をしない定住種については、周辺海域における幼魚の出現期に
のみスクリーン衝突がみられる。また、スクリーン衝突には日周変動や数日間内での短期
変動も認められるが、それは周辺海域における魚群の移動様式、除塵スクリーン付近にお
ける集群性や遊泳層、構造物に対する走触性、擬餌、走光性などの行動様式や､環境要因（水
温、塩分、潮汐等）
、大型捕食者の存在、共存生物との競合関係などが複雑に絡んだ結果と
考えられる。

(3) 連行･衝突の水産資源影響評価
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発電所取水による魚卵･仔稚の連行や遊泳動物の衝突が発電所周辺海域の資源に与える
影響が懸念され、これらの資源影響について検討・評価が行われている。評価に際しては、
影響に対する過小評価を極力さけることが望ましいという視点から、
これまでのところ
「連
行またはスクリーン衝突した生物は 100％死亡する」とみなした評価が行われてきている。
以下に評価事例を示すが、いずれも周辺資源に対する取り込み影響は発電所周辺で行われ
ている漁業活動や自然死亡率に比べると小さいと判断されている。

ⅰ スケトウダラへの影響
外海立地発電所周辺海域のスケトウダラ卵･仔稚の現存量に対する連行量の割合につい
て予測・推定が行われた（深滝，1983）
。その結果、スケトウダラ卵については、日問連行
量/現存量が約 1/2,000～1/84,000､調査実施期間内の総連行量/総産卵量は約 1/2,000 とな
ると推定された。また、スケトウダラの仔稚魚については、日間連行量/現存量が約 1/2,700
～1/32,000 となった。これらから、発電所内へ連行された卵・稚仔魚のすべてが死亡する
としても、この海域のスケトウダラ加入量水準に及ぼす影響は無視し得る範囲内であり、
資源状態の悪化という事態は起り得ないものと判断された。

ⅱ シロザケ・イシカワシラウオ・カサゴへの影響
水産庁研究部（1991）では、発電所周辺海域において取り込みによる資源影響が懸念さ
れている代表的な漁業資源として、シロザケ（幼魚）
、イシカワシラウオ（稚仔魚及び未成
魚・成魚）
、カサゴ（稚仔魚）を選定して影響評価を実施した。結果は表 3-1-1 にまとめて
示すように、周辺資源量に対する取り込み量の割合は数％以下と推定され、周辺資源への
影響は極めて小さいと判断された。

ⅲ 集中立地域における影響
福島県沿岸、福井県沿岸、東京湾、伊勢・三河湾、大阪湾などでは複数の大規模発電所
が隣接して立地している。このような海域では、複数発電所の総取水量が資源に与える影
響が懸念されていた。
横田（2005）は福島県沿岸域に隣接する東京電力（株）の３発電所（福島第一原子力発
電所、福島第二原子力発電所、広野火力発電所）の取水連行などによる取り込みが周辺漁
業資源に与える影響について、漁獲量、取り込み量ともに漁獲開始年齢相当量に換算し検
討・評価を行った。その結果、代表的な漁業対象種であるイカナゴ、イシガレイ、マガレ
イ、マコガレイの仔魚や、アイナメ稚魚、シロザケ幼魚の３発電所の総取り込み量の漁獲
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量（福島県沿岸域）に対する割合は 0.03～1.02％となった。漁獲量は資源量より小さいた
め、周辺資源量に対する取り込み量の割合はこの値よりもさらに小さいとみなされる。ま
た、これらの仔稚魚や幼魚が捕食などの影響で自然死亡する割合は 20％程度と推定されて
いるので、取り込み量は自然死亡量と比べて十分に小さいとみなすことができ、この点か
らも取り込みによる資源量への影響は小さいと判断された。

表 3-1-1 シロザケ・イシカワシラウオ・カサゴの取り込み影響評価
（水産庁研究部 1991 より）
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ⅲ 集中立地域における影響
福島県沿岸、福井県沿岸、東京湾、伊勢・三河湾、大阪湾などでは複数の大規模発電所
が隣接して立地している。このような海域では、複数発電所の総取水量が資源に与える影
響が懸念されていた。
横田（2005）は福島県沿岸域に隣接する東京電力（株）の３発電所（福島第一原子力発
電所、福島第二原子力発電所、広野火力発電所）の取水連行などによる取り込みが周辺漁
業資源に与える影響について、漁獲量、取り込み量ともに漁獲開始年齢相当量に換算し検
討・評価を行った。その結果、代表的な漁業対象種であるイカナゴ、イシガレイ、マガレ
イ、マコガレイの仔魚や、アイナメ稚魚、シロザケ幼魚の３発電所の総取り込み量の漁獲
量（福島県沿岸域）に対する割合は 0.03～1.02％となった。漁獲量は資源量より小さいた
め、周辺資源量に対する取り込み量の割合はこの値よりもさらに小さいとみなされる。ま
た、これらの仔稚魚や幼魚が捕食などの影響で自然死亡する割合は 20％程度と推定されて
いるので、取り込み量は自然死亡量と比べて十分に小さいとみなすことができ、この点か
らも取り込みによる資源量への影響は小さいと判断された。

2) 放水影響
(1)魚類への影響
魚類には種特有の適水温があるため、温排水放水による魚類の逃避また生息範囲や回遊
経路の変化が起こるのではないかと懸念された。そのため、多くの魚種について、選好温
度や高温側の忌避温度が実験的に求められ、魚類は不適当な水温に遭遇した場合、遊泳層
を変えるなどの反応により対処できる能力を持っていることなどが明らかにされた。
また、
従来、魚類の温度反応に関する実験は、扱いやすい稚魚・幼魚を用いて実施されてきたが、
近年、
既設発電所の温排水拡散域に設置した大型生け簀を用いた野外実験によって、
ブリ、
スズキ、サケなどの漁獲サイズの成魚の温度上昇に対する忌避行動が解明されつつある。
一方、放水口には様々な魚類が集まっていることも知られており、放水口近傍に釣公園
が設置されている発電所もある。これらの魚群を調べた結果、周辺に分布するが放水口に
特に集まらない魚種と放水口に集まる魚種があり、集まる魚種の中にも暖海性のギンガメ
アジのように年間を通じ放水口周辺に出現する種と、メジナやアイゴのように周辺水温が
低い時期に一時的に放水口付近に出現する種があることなどがわかってきた（図 3-1-17）
。
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図 3-1-17 九州に立地する火力発電所の放水口に蝟集するギンガメアジ

また、漁業資源として関心の高いサケについては、超音波発信器をサケに装着させた行
動調査が福島県沿岸域で実施され、サケは表層に拡散した温排水の下を泳いで母川に到達
していること、漁獲統計上、温排水の影響と考えられる変化は認められないことなどが確
認されている。
（図 3-1-18）

図 3-1-18 サケの行動追跡調査

魚類の行動は水温のみで決まるわけではないが、選好温度は魚が現在の環境より高い水
温域を好むのか、低い水温域を好むのか（温排水への反応）を判断する内的基準として用
いうると考えられる。以下、魚類の選好温度に関する既存知見を海生研における検討結果
を中心に紹介する。

ⅰ 選好温度
鉛直的あるいは水平的な温度勾配を形成した試験水槽の中に魚類を収容すると、魚類は
ある一定の温度帯を選択的に遊泳する場合が多い。このようにして選択された温度を選好
温度と呼ぶ。
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水槽内に温度の異なる 11 の層を鉛直的に形成することができる垂直温度勾配試験装置
（図 3-1-19）を用いて、ニシン（宮城県万石浦産，平均体長 7cm，5 個体）について選好
温度を測定した例を図 3-1-20 に示した。

図 3-1-19

垂直温度勾配試験装置の外観

水深 165 ㎝，奥行き 60 ㎝，幅 150 ㎝

図 3-1-20 垂直温度勾配下における選好温度測定試験結果の一例
（対象魚種：宮城県万石浦産ニシン，平均体長 7cm，5 個体）

図 3-1-20 の上段〔A〕は，試験期間中における１～11 の水深帯の温度推移を示し，下
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段〔B〕は供試魚の遊泳位置の頻度組成を示す。試験水槽内全体の温度を、試験前の飼育水
温と同じ 14℃とした温度無勾配状態下（0 期）では、供試魚は下層部に分布していたが、9
～19℃の温度範囲の勾配が形成されると（Ⅰ期）中層付近の広い範囲を遊泳するようにな
り、同じ温度勾配下で 24 時間経過すると（Ⅲ期）
，14～16℃の温度域に集中する傾向を示
した。水槽内の温度を全体に１℃上昇させて 10～20℃の範囲の温度勾配を形成すると（Ⅴ
期）
、供試魚は底層方向に移動して温度条件変更前とほぼ同様の温度域を選択した。
このようにして、表・中層を遊泳する魚類の多くについては、選好温度を測定すること
ができる。一方、底生性の魚種については、水平的な温度勾配を形成する試験装置を用い
ることによって、選好温度を測定することができるが、極めて走触性の強い魚種（ヒラメ、
マコガレイ等）については、明瞭な温度反応行動が見られず、選好温度の測定が難しい場
合がある。

ⅱ 馴致温度と選好温度の関係
魚類の選好温度は、前歴の温度（例えば，選好温度測定試験を実施する前の飼育期間に
おける飼育水温）である馴致温度の影響を受けることが知られている。図 3-1-21 に、イシ
ダイ１年魚の馴致温度と選好温度の関係を示した。選好温度は馴致温度によって変化し、
馴致温度が高いほど選好温度も高くなる傾向が見られる。
ただし、短期選好温度（温度勾配形成後 2 時間以内に測定した選好温度）と長期選好温
度（温度勾配形成から 24 時間以上経過後に測定した選好温度）を比較した場合、短期選好
温度の方がより馴致温度の影響を大きく受ける傾向がある。同様の結果は、他の魚種でも
認められ、魚類は馴致温度の影響を受けながら､特定の温度を選好するが、時間の経過に伴
って初期の馴致温度の効果が徐々に薄れるものと考えられる。
30
長期選好温度
（24時間以上）

25
選
好
温
度 20

（

短期選好温度
（２時間以内）

）

℃

15

10
10

15

20
馴 致 温 度
（℃）

25

30

図 3-1-21 イシダイの馴致温度と選好温度の関係
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ⅲ 最終選好温度
馴致温度の影響が薄れて行くのに伴って、選好温度は，図 3-1-22 に示すように、徐々に
特定の温度に収斂すると考えられる。一般に、この収斂した温度を最終選好温度と呼び、

好

温

度

各魚種に固有の値とされている。

（
）

℃

度
＝
温
致
馴

選
好
温
度

選

馴致温度に
影響されない値
③ 最終選好温度
②
①

時間の経過に伴って
①→②→③ と移行
馴致温度（℃）

図 3-1-22 馴致温度と選好温度の関係モデル

このように、長時間のうちに魚類は当初の温度よりも低い温度域、あるいは高い温度域
に徐々に移動して、最終選好温度に向かって行くことから、最終選好温度は馴致温度より
も低い温度を好む行動を示すのか､あるいは高い温度を好む行動を示すのかと言う、
温度に
対する行動の方向を決める基準と考えることができる。
表 3-1-2 に、選好温度の測定結果から推定した 30 魚種の最終選好温度を示した。最終選
好温度は、約 8～32℃の範囲で、おおよそ各魚種の地理的分布を反映しており、冷帯種で
は低く、亜熱帯種では高い傾向を示す。温帯種は、主にこれらの中間の値を取るが､クロダ
イ、スズキ、コトヒキ等、温排水放水口近傍に蝟集することが多い魚種では、30℃前後の
高い値を示す。

55

表 3-1-2 魚類 30 種の最終選好温度
魚 種 名
マ

ダ

体長

最終選好温度

（㎝）

（℃）

魚 種 名

体長

最終選好温度

（㎝）

（℃）

ラ

7.7

7.6

ク ロ メ ジ ナ

6.3

26.1

ケ

10.3

13.5

ヘ

ダ

イ

6.2

26.4

ン

7.0

14.4

イ

サ

キ

10.3

26.7

ユ

5.7

18.6

ブ

リ

19.0

26.9

カタクチイワシ

9.8

18.8

ボ

ラ

3.6

27.0

サ
ニ

シ

ア
マ

イ

ワ

シ

14.6

20.0

ト

ラ

フ

グ

6.9

27.2

ク

ロ

ソ

イ

5.2

20.5

カ

ワ

ハ

ギ

6.0

27.6
28.0

カ

サ

ゴ

6.0

20.7

ハマフエフキ

5.2

メ

バ

ル

5.0

21.2

ア

オ

ギ

ス

9.7

28.5

14.0

22.6

ク

ロ

ダ

イ

5.6

29.8

11.5

28.8

シ

ギ

ス

5.2

29.4

キ

5.3

29.7

11.4

30.0

シ

ジ

10.2

22.5

マ

マ
ア

ア

ジ

16.8

24.0

ホ

チ

ダ

イ

10.0

24.2

ス

マ

ダ

イ

11.7

25.3

ズ

シ

ロ

ギ

ス

12.1

25.5

キ

ヌ

4.5

30.2

イ

シ

ダ

イ

6.7

27.5

コ

キ

5.8

31.5

14.0

26.0

ミナ ミク ロダイ

5.9

31.6

チ
ト

ヒ

ⅳ 大型魚の忌避選択行動
室内実験では、供試魚の大きさが試験装置に収容できるサイズに限定され、前述の選好
温度測定試験においても最大で体長 20cm ほどである。しかし､発育・成長に伴って選好温
度が変化する例は多く､このことが室内実験で得られた選好温度に基づいて、
実際の海域で
漁獲対象となっているサイズの個体の行動を予測・評価する上での問題点となっている。
そこで､海生研では、発電所温排水放水域内外に設置した大型生け簀を用いて、漁獲サイ
ズの大型個体を対象とした温度反応試験を実施した。

① 大型生け簀を用いた野外試験
日本原電株式会社敦賀発電所１号機放水口前面の温排水拡散域内
（福井県敦賀市浦底湾）
および温排水拡散域外（福井県三方郡美浜町丹生湾）のそれぞれに設置した円形生け簀（直
径 12ｍ、深さ 9ｍ）内に、水深・水温記録計を装着した供試魚を 10 個体程度収容し、供試
魚の遊泳水深・水温および生け簀内の水温の鉛直部分布が連続測定された（図 3-1-23）
。
両生け簀における供試魚の遊泳水深と水温を比較する（図 3-1-24）ことによって、温排水
による昇温に対する供試魚の反応行動（選好・忌避）が検討された。試験には漁獲サイズ
のブリ、スズキ、トラフグが用いられた。
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図 3-1-23 大型生け簀を用いた野外試験

図 3-1-24 生け簀内における供試魚の行動比較の概念図

② 生け簀内における大型魚類の温度反応行動
各魚種について、温排水拡散域内（浦底湾）と拡散域外（丹生湾）のそれぞれの試験生
け簀内における供試魚の行動には差が見られた。丹生湾では特に水温に対する選択的行動
は見られなかったが、浦底湾では温排水によって生じた鉛直的な温度勾配の中の特定の水
温領域を選択的に遊泳する傾向が見られた。観測結果の一例を図 3-1-25 に示す。
これらの観測結果から試験魚が選好する上限（高温側）
・下限（低温側）水温を求めた（以
下、高温側選好限界温度、低温側選好限界温度と呼ぶ）
。選好限界温度は季節（自然水温）
によって変化する。図 3-1-26、-27 にブリとスズキの選好限界温度と自然水温（丹生湾の
水温とする）との関係を示した。
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図 3-1-25 試験生け簀内における水温の鉛直分布と供試魚の遊泳水深の測定例
遊泳水深については各個体の平均値を示した。

図 3-1-26 ブリの選好限界温度と自然水温（丹生湾の水温）の関係
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ブリは、1～2 月の低水温期には、試験生け簀内の水温範囲（10.6～19.2℃）のうち、温
排水によって昇温している範囲（14℃以上）を選好したが、水温の上昇に伴って次第に昇
温域を忌避する傾向が強くなり、 5～7 月には約 24℃以上、8～9 月には約 28℃以上の水温
を忌避した。

図 3-1-27 スズキの選好限界温度と自然水温（丹生湾の水温）の関係

スズキは 1 月、12 月、6～7 月に試験を行ったが、いずれの時期においても温排水によ
る昇温域を選好し、1 月には約 14℃以上、12 月には約 19℃以上、6～7 月には約 26℃以
上の水温を選好した。
以上のように、低水温期には､両種ともに温排水による昇温を選好したが、水温が上昇す
るにつれて、魚種によって異なる反応行動が現れた。

ⅴ 選好水温に関する知見の比較
ブリ、スズキ、トラフグについて、小型個体（幼若個体）を供試魚として室内実験によ
って求めた最終選好温度と、前述の生け簀試験において供試魚が選択した水温範囲、およ
び野外における生息水温等に関する既往知見とを比較した。なお、生け簀試験における選
択水温範囲は、低水温期における低温側選好限界温度と、高水温期における高温側選好限
界温度の範囲とした。
図 3-1-28 に示すように、ブリの最終選好温度は、生け簀試験の選択温度範囲や既往知見
の生息水温範囲等の上限に近い値となっている。他の２種についても同様な傾向が認めら
れており、室内実験によって小型個体を対象に求めた最終選好温度は、これよりも高い水
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温に対しては大型個体（成魚）が忌避反応を示す可能性がある温度と見なした方が妥当で
あると思われる。

図 3-1-28 ブリの生息水温範囲と最終選好温度の比較
①日水資（1983）
，②③日水資（1981）
，④⑤日水資（1980，1983）
，⑥⑦日水資（1981）
，
⑧全国沿岸漁業振興開発協会（1993）
，⑨野外生け簀試験結果（海生研 2006）

(2) 大型海藻類への影響
海藻類にも種特有の生育適水温があり、また、岩礁などに固着して生活するため、特に
浅海に生息する種について温排水放水の影響が懸念され、アラメ・カジメ類、ホンダワラ
類、コンブ類、ノリ、ワカメなど藻場構成種や水産有用種について室内実験による発育段
階別の生育適水温や限界水温の解明、また、温排水拡散域における現地調査による実態把
握などが行われてきた。
実際の発電所の温排水を使って行われたスサビノリの培養実験によると、同種の適水温
は 10～17℃であり、この範囲であれば水温上昇に起因する成長速度や品質への影響は認め
られず、また、適水温の上限付近でも適度な海水流動があれば水温影響を軽減できる可能
性があるという。
現地調査からは、温排水に常に覆われる放水口極近傍でのみ大型海藻の生育や種組成に
変化があることが報告されている。若狭湾に立地する発電所の放水域で行われた潜水調査
によると、温排水と常時接触する水温上昇幅３～５℃（放水口から概ね 300ｍ以内）の浅
海域では、特に夏季に、海藻群落の構成種が変化し、一年生の海藻が優占する傾向があっ
たという。
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以下、
本州～四国の太平洋側に広く分布し概ね 20m 以浅に大規模な藻場を形成しアワビ、
サザエなどの餌料となるアラメと、日本海沿岸から本州北部太平洋沿岸の浅海域に広く分
布している食用藻類イワノリ（ウップルイノリ）の 2 海藻類について、温度影響に関する
既存知見を紹介する。
ⅰ アラメ
図 3-1-29 にアラメの生活史を示した。
アラメの子嚢斑は周年みられるが、主に秋から冬にかけて多くみられ、この時期に子嚢
斑から遊走子が放出される。放出された遊走子は物に接触すればすぐに着生し、その後、
配偶体へと成長する。配偶体は雌性、雄性があり、雌性配偶体からは卵、雄性配偶体から
は精子が形成され、受精後に胞子体となり､特に冬季に初期胞子体が多くみられる（寺脇，
1999）
。初期胞子体は伸長して幼体となり、この時期は笹の葉状であるが､その後側葉がで
き、２年目から二叉にわかれる。寿命は約４～６年である。アラメの遊走子、配偶体、初
期胞子体は非常に小さく、生活史のうち海域で目視観察できるのは胞子体の幼体と成体の
段階である。

卵

雌性配偶体
雄性配偶体

精子
初期胞子体
冬からみられる

遊走子
子嚢斑 盛期秋～冬

幼体
（胞子体）
１年後に２叉

成体
（胞子体）

に分かれる

海域で観察

図 3-1-29 アラメの生活史（赤字は海域でみられる時期や状態等を示す）

上記で区分したアラメの生活史段階と温度との関係についての文献情報を表 3-1-2 に示
し、これらの情報から図 3-1-3 に各生活史段階と水温との関係を、生息に制限が見られな
い水温を●で、成長等が低下する等の影響が見られる水温を▲で、枯死してしまう水温を
×で示した。
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表 3-1-2 アラメの各生活史段階と水温との関係
生活史段階
遊走子

配偶体

初期胞子体
胞子体幼体

胞子体

温度との関係
影響の現れない温度27℃（15～30分）
完全に死亡33℃（15～30分）
成長に適した温度雌25℃，雄20℃
25℃では成熟しない
８～24℃で成長，28℃で死滅
成熟適温は16～20℃
生育上限温度30℃
成熟上限温度24℃
全長３～５mm，28℃で枯死
全長１cm程度，25℃１週間以内枯死
葉長４cm，生育上限温度29℃以上
枯死温度28～30℃
成長に適した温度15～20℃
成長の遅れ10，25℃，枯死28℃以上
アラメ分布域の水温８月平均水温22～27℃
２月平均水温７～14℃

文献
海生研（1999）
太田（1988）
谷口・秋山（1982）
海生研（2007）
谷口・秋山（1982）
太田（1988）
海生研（2007）
海生研（1999）
西川ら（1981）
須藤（1992）

表 3-1-3 アラメの各生活史段階における水温影響(まとめ)
生活史段階＼水温（℃）

・・19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34・・

遊走子

・・● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ×

配偶体生存

・・● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ × × ×

配偶体成熟

・・● ● ▲ ▲ ▲ ×

初期胞子体

・・● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ×

幼胞子体

・・● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ×

胞子体

・・● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ×

（●：影響は見られない｡▲：成長が低下等の影響が見られる｡×
×：枯死等生息できない）

ⅱ アマノリ
図 3-1-30 にアマノリ属の生活史を示した。
アマノリは春に接合胞子を放出し､カキ殻などに付着してその中で糸状体となり夏を越
す。秋になると殻胞子嚢が形成されて殻胞子が放出される。その後、発芽して殻胞子発芽
体から葉芽・幼葉をへて冬に葉体へと育つ。また、単胞子による無性生殖的に形成された
胞子によっても葉状体を形成することもできる。
なお、
多くの種類が糸状体で夏を越すが、
マルバアマノリやシマアマノリは葉体で夏を越すなど、アマノリ類で完全に生活史は確認
されていない。
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葉体
接合胞子

精子嚢
受精

春

造卵器
糸状体

単胞子
幼芽・幼葉

殻胞子嚢

冬

秋

殻胞子発芽体

殻胞子

図 3-1-30 アマノリの生活史（赤字は海域でみられる時期を示す）

アマノリの内、馬場ら（2001）が示したウップルイノリについて、生活史段階と温度と
の関係に関する文献情報を表 3-1-4 に示し、これらの情報から表 3-1-5 に各生活史段階と
水温との関係を、生息に制限が見られない水温を●で、成長等が低下する等の影響が見ら
れる水温を▲で、枯死してしまう水温を×
×で示した。

表 3-1-4 ウップルイノリの各生活史段階と水温との関係
生活史段階
接合胞子
糸状体
殻胞子嚢形成

殻胞子

葉芽・幼葉

温度との関係
付着：10，15，20℃で高い，５，25℃で低い。
成長：15，20，25℃で良い，５，10℃で低い。
29℃以下で10日間以上生存，31℃で10日目に枯死。
10，15，20，25℃で良い，30℃で成長低下。
20～25℃で形成，10，15，30℃で形成せず。
10，15，20℃で形成，25，30℃で形成せず。
10，15，20℃で放出，25℃ではわずかに放出，
30℃では放出せず。
付着：10，15，20，25℃で高い，５℃で低い。
ただし25℃では藻体の外形異常等。
成長：15，20，25℃で良い，５，10℃で低い。

63

表 4-1-5 ウップルイノリの各生活史段階における水温の影響(まとめ)
生活史段階＼水温（℃）

・・５

・・ 10 ・・ 15 ・・ 20 ・・ 25 26 27 28 29 30 31 ・33・・

接合胞子 付着

・・▲

●

●

●

▲

接合胞子 成長

・・▲

▲

●

●

●
●

糸状体 生存
●

糸状体 成長

●

殻胞子嚢 形成

●

●

●

●

●

●

×
▲

殻胞子 形成

●

●

●

×

×

殻胞子 放出

●

●

●

▲

×

殻胞子 付着

・・▲

●

●

●

▲

葉芽・幼葉 成長

・・▲

▲

●

●

●

（●：影響は見られない｡▲：成長が低下等の影響が見られる｡×
×：枯死等生息できない）

3.1.4 発電所生物付着対策の概要
わが国の火力・原子力発電所は殆どの地点で冷却用水として海水を使用する。そのため
海水とともに冷却水路に流入・付着する海生生物への対策は、発電所の円滑な運用を図る
ための歴史的課題のひとつとなっている。
発電所の冷却水路系に付着し障害を発生させる大型海生生物には、
ムラサキイガイ･ミド
リイガイ･カキ類などの二枚貝類、フジツボ類、ヒドロ虫、管棲多毛虫類などがあるが、中
でも殻の固い二枚貝類やフジツボ類が水路内に多量に付着すると海水流量の低下他の大き
な問題を引き起こす。また、復水器細管に微生物皮膜（スライム）が発達すると復水器伝
熱性能が低下し発電効率が低下する。これらの付着生物の生理・生態や防除対策について
は、多くの研究実績があり知見が蓄積されつつある。しかしながら、現状では、まだ、充
分な効果があり、
環境保全性に優れ、
コストも適切である対策技術は実用化されていない。
発電所においては防除対象とする設備構造とその運用状況を考慮して、開発されている多
数の技術の中から利用可能な技術を選択・利用することによる対応がなされている。

1) 発電所における付着生物対策の現状
社団法人火力原子力発電技術協会（以下､火原協会）の環境対策技術調査委員会では、平
成 11 年までに運開したわが国の事業用火力発電所（108 地点、計 305 ユニット）を対象に
アンケート調査を実施した。この調査データに若干補足しながら、発電所における付着生
物対策の概要について簡単に触れる。
同アンケート調査によると、発電所当たりの付着生物回収量は年間数トン～数 100 トン
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となる地点が多く 1,000 トンを超す地点もある。ほぼ半数の地点で過去に付着生物による
何らかのトラブルを経験しており、年間の付着生物回収量が 100 トンを超えるとトラブル
が増加する傾向がある。また、回収量の多い地点では、いずれの地点も回収した付着生物
の処理・処分に苦慮している。
発電所で採用されている主な防除対策には以下のようなものがある。なお、
（ ）内に、
事業用火力における各対策の採用状況(採用ユニットの割合。
防汚塗装は採用発電所の割合。
補機系のみに利用しているユニット／発電所を含む)を示す。
・薬液注入（海水電解液 37％･次亜塩素酸ソーダ３％･液体塩素 0.7％など）
・防汚塗料（シリコン樹脂系 44%･亜酸化銅系 32％･その他 9％）
・除貝装置（連続除貝装置 32％･復水器逆洗装置 63％）
・連続(復水器)細管洗浄装置（62％）
塩素は環境影響を最小限にする観点から放水口で検出限界以下となるよう低濃度で注入
されている。なお、上記アンケート調査時には、305 火力ユニット中、40％強のユニット
で何らかの塩素処理が行われていたが、平成３年までに運開した発電所（100 発電所･296
ユニット）を対象に行われた火原協会による同様の調査時には 50％以上のユニットで塩素
処理（殆どが海水電解液注入）が採用されており、海域によって状況は異なるものの、こ
の間、塩素利用は控えられる傾向にあったと判断される。一方、シリコン系塗装など防汚
塗料を使う発電所は増加傾向にある。塗装の耐久性は向上しており、塗装頻度は２年に一
回から４年に一回程度へと減少してきている。
この他、生物が付着しても十分な水量を確保できるよう取水路断面積を大きめにする対
策(貝代という)、流速が早い方が生物が付着しにくいため循環水管の流速を高流速に保つ
対策なども実施されている。流速の決定には管の材質も考慮される。例えば銅合金の場合
は設計流速として２ｍ/秒程度が採用される。
これは管内流速が早いと管内に浸食を受ける
ためである。耐食性に優れるチタン管の場合は高流速でも差し支えないが、循環水ポンプ
の運転コスト、ポンプコスト、復水器コストを総合的に評価し流速が選定されるが、２～
2.5m/秒を選ぶ事例が多いという。火原協会調査（2003）でも、定格出力時の循環水管の流
速を 2～３m/秒に保つユニットが多い（64％）
。また、運用最低流速は１～２m/秒とする地
点が多い（65％）が、定格負荷時とほぼ同じ 2m/秒以上に保つユニットもある（23％）
。な
お、流速を早くしても曲管部では部分的に流速が遅くなるため防汚塗装を施すなど別途対
策が必要となる。
前述のように、完璧な対策は未だ開発されていないため、発電所ではこれらの対策を施
した上で、定期点検時や夏季のピーク時前に付着生物の除去を行っている。復水器ではブ
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ラシ洗浄、ジェット洗浄、人力による掻き落とし（主に復水器水室）が、取水路や循環水
管においては人力による掻き落としが行われ、ロボットによる掻き落としも試みられてい
る。回収した付着生物の処理･処分、需要に応じた頻繁な稼働・減負荷・停止を繰り返し行
っている発電所への対策、外洋航海の船舶に付着して新たに移入してくる外来付着生物へ
の対策なども大きな課題であり、付着生物対策が定検間隔の延長、定検期間の短縮など発
電所利用率向上のネックとなる可能性がある。

2) 付着生物の付着時期
先に述べたように発電所冷却水路系には様々な生物が付着するが、付着時期は年により
海域により異なる。多くの地点で最も付着量が多い種となっているムラサキイガイは、三
河湾では３～６月に、東京湾では５～８月頃に付着する。また、東京湾や伊勢湾では近年
我が国に侵入した暖海性のミドリイガイがムラサキイガイ付着後の夏季を中心に多量に付
着する。フジツボ類の内、大型になるため障害を引き起こすことが多いアカフジツボの付
着期は神奈川県では８～11 月頃という。内湾域ではほぼ周年を通じ何らかの種が付着する
場合が多い。

3) 管内流速と生物付着
冷却水路系管路内の流速が遅いほど、管路壁面が粗いほど生物は付着しやすくなる。生
物付着に関与する流速は平均流速ではなく壁面流速である。平均流速が同一でも管径によ
り壁面流速の値は異なる。壁面から１mm の壁面流速に着目した模擬実験管路実験と実機発
電所における観察が、関西電力（株）と（財）電力中央研究所（以下､電中研）により行わ
れている。以下、その結果概要を紹介する。
a．実験時には主にフジツボ類、ムラサキイガイ、ヨコエビ類が付着した。付着生物の個
体数と付着重量は、壁面流速（実験開始時の流速、以下同）が速いほど少なかった（図
3-1-31）
。
b．通水期間が長くなると流速が早い管にも付着するようになった。
c．素材（壁面素材）により付着を防げる流速は変化した。管路素材に、アクリルを
用いた場合、フジツボ類は 1.3～1.4m/秒以下、ムラサキイガイは 0.8m/秒以下の
流速で付着した。一方、ワックス塗装した場合は、フジツボ類は 1.1m/秒以下、ムラ
サキイガイは 0.5m/秒以下で付着した。
d．循環水管内径が 2.2m の実機発電所(循環水管の材質：普通鋼 SS41、内面タールエポ
キシ塗装)で、昼間（循環ポンプ２台運転）2.8m/秒、夜間（循環ポンプ１台運転）1.4m/
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秒の平均流速の場合、壁面 1mm 流速は昼間 1.3m/秒、夜間 0.7m/秒と推定された。

図 3-1-31 壁面流速と生物付着量の関係
坂口 勇 他(1985)より
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3.2 ΔＴ上昇に伴う発電所取放水の特性変化
先に述べたように取水温が設計水温より低い場合は復水器におけるΔＴを上昇させるこ
とにより、発電効率を向上させることが可能と推定されたが、このΔＴ上昇に伴い a. 冷
却水路系通過中の水温上昇巾の上昇、b. 取放水量の減少、c. 取水範囲の変化、d. 放水温
の上昇、e.放水拡散範囲の変化、f.冷却水路系の流速低下などの発電所冷却水取放水の特
性変化が予想される。以下、東ユニットと西ユニットにおけるこれら各項の具体的内容を
予測する。
3.2.1 冷却水路系通過中の水温上昇巾の上昇
表 1-3、1-4 から、最低水温時に最高出力が得られる復水器出口水温は、設計値と比べ、
東ユニットでは 1.9℃、西ユニットでは 1.3℃上昇する。上昇幅は大きくないが、これによ
り冷却水路を通過する卵･仔稚など動植物プランクトン個体への新たな水温影響が発現す
る可能性がある。なお、復水器出口から放水口までの間にも放熱による水温低下はあり得
るが、
通常極めて小さいため本報告書では復水器出口水温＝放水温として扱うこととする。

3.2.2 取放水量の減少
本報告書では、ボイラー発熱量を一定に固定した条件でΔＴの変化に伴う発電量の変化
を試算している。ボイラ発熱量が一定であっても排熱量は若干変化するが、ここでは仮に
｢海水の体積循環流量 m3/秒)とΔＴの積が一定｣として最大効率が得られる時の取放水量を
推定した。表 3-2-1 に示すように最低水温時に最高出力が得られる条件下で、取放水量は、
東ユニット、西ユニットそれぞれ、設計時と比べ、22％、16％減少すると推定された。な
お、中間水温時はΔＴが変化しないので、取放水量は設計値と同値となる。

表 3-2-1
プラント

東ユニット

西ユニット

ΔＴと取放水量の推定

水温条件

取放水量推定値
ΔＴ6.6℃時

出力最大時（相対値*）

最低水温時

23 m3

17.9 m3 (78）

中間水温時

23 m3

23.0 m3 (100)

設定水温時

23 m3

23.0 m3

(100)

最低水温時

34 m3

28.4 m3

(84)

中間水温時

34 m3

34.0 m3 (100)

設定水温時

34 m3

34.0 m3 (100)

(注) ＊

ΔＴ6.6℃時を 100 した相対値
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3.2.3 取放水範囲の変化
本報告書では、既存発電ユニットを対象にボイラー発熱量は変わらない条件で検討を
行っているが、ΔＴと取放水量が変化するため取放水範囲が変化する可能性がある。そ
こで、取水範囲および放水拡散範囲の変化について、既存事例（電中研報告書）を参考
に検討することとした。

1) 電中研報告書の概要
片野ら（1987）は、既設火力プラントを対象に、冷却水量 100m3/秒、ΔＴ７℃を基準に
して、
ΔＴを 10℃または 13℃とした場合の取水取り込み範囲と温排水拡散範囲について数
理モデルによるシミュレーション計算を実施した。以下、先ず、片野ら（1987）の結果を
紹介する。ここで用いられた数値シミュレーションモデルは電中研が開発したモデルで、
運動方程式、連続式および温排水の拡散影響を考慮した方程式系で構成されている。モデ
ルの詳細は、片野ら（1987）
、和田（2007）を参照されたい。

(1) 計算条件
片野ら（1987）の計算では、以下の４つの海域が想定されている。
a. 流れの周期性が微弱で恒流が無い海域（ケース１）
b. 流れの周期性が微弱で恒流が 10cm/s の海域（ケース２）
c. 流れの周期性が微弱で恒流が 20cm/s の海域（ケース３）
d. 流れの周期性が顕著で潮流振幅が 20cm/s の海域（ケース４）
また、取放水範囲の計算時には以下を考慮している。
取水範囲
a. 海岸地形条件：汎用的な取り扱いを目的にしているため、直線状の海岸線とし、水
深は海岸線で５m、沖合１km で 10m とし､それ以遠は 10m 一定とした。
b. 取水層および取水流速：取水層は全水深とし、取水流速は 20cm/s とした。
c. 予測時間：外海域では 3 日間､内海域では 5 日間とした。
拡散範囲
a. 復水器通過時の上昇温度ΔＴは、放水流量とΔＴの積が一定と定める。
b. 気象条件：日本沿岸部での冬季の平均的気象要素を用いる。
c. 温排水の含まれる厚さ：一般に外海域で認められている値の 3m とする。
d. 放流速、水温鉛直分布形状：指数型の分布形状で近似する。
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(2) 計算結果
ⅰ 取水範囲
シミュレーション計算より以下の知見が得られた。
a. 取水量の減少に伴い、取水範囲はほぼ比例的に減少する。
b. 恒流の有無で比較すると、恒流のない場合は沖合、恒流のある場合は汀線沿い
の卵稚仔を多く取り込む傾向が認められる。
c. 取水量低減効果が顕著に表される条件は、周期性が微弱で大きな恒流が存在す
る場合と認められる。
取水範囲の予測結果例を図 3-2-1 示す。図中の曲線群は 10％､30％および 50％の取水等
確率範囲を示したものである。

Uc=0

沖 合 距 離

Kx=105cm2/s

Q=54m3/s,ΔT=13℃

)
m
k
(

Q=70m3/s,ΔT=10℃
Q=100m3/s,ΔT=7℃

取水口

図 3-2-1

汀 線 距 離 (km)

取水量の変化に伴う取水範囲の変化

（流れの周期性が微弱で恒流が無い海域）

ⅱ 放水範囲
シミュレーション計算による取水範囲の予測結果例を図 3-2-2 、-3 に示した。図中の曲
線群は 1℃、2℃、3℃および 5℃の等温線を示したものである。
これらの結果より以下の知見が得られた。
a. ΔＴの上昇に伴って高温領域（℃）の拡散範囲は若干増加する。
b. 周期性の明瞭な海域および周期性が微弱で恒流のない海域では、ΔＴの上昇に伴っ
て低温域（1～2℃）の拡散範囲は若干小さくなる。
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c. 周期性が微弱で恒流がある海域では、ΔＴの上昇に伴って低温域の拡散範囲は若干
大きくなる。

Uc=0
Kx=105cm2/s
Ky=5×104cm2/s

沖 合 距 離
)
m
k
(
放水口

汀 線 距 離 (km)
Q=54m3/s,ΔT=13℃
Q=70m3/s,ΔT=10℃
Q=100m3/s,ΔT=7℃

図 3-2-2 放水量の変化に伴う放水範囲の変化の計算例
（流れの周期性が微弱で恒流が無い海域）
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)
m
k
(

沖 合 距 離

図 3-2-3 放水量の変化に伴う放水範囲の変化の計算例

（流れの周期性が微弱で恒流が 20cm/s の海域）
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放水口

Uc

汀 線 距 離 (km)

Q=100m3/s,ΔT=7℃

Q=70m3/s,ΔT=10℃

Q=54m3/s,ΔT=13℃

Kx=Ky=105cm2/s

Uc=20cm/s

（3) まとめ
片野ら(1987)の報告書をまとめると以下のようになる。
放熱量一定条件下で、放水温の上昇に伴い
a. いずれのケースでも 3℃以上の水温上昇範囲は増加する。
b. 流れの周期性が微弱で恒流のない海域（ケース１）および周期性が顕著な海域（ケ
ース２）では、１℃水温上昇範囲は小さくなりΔＴ７℃時に比べやや減少する。
c. 流れの周期性が微弱で恒流が強いほど拡散面積は小さくなるが、１℃水温上昇範
囲はΔＴ７℃時に比べ増加する。

3) ΔＴ上昇時の取放水範囲の変化予測
片野ら(1987)の計算結果から見て、東ユニット、西ユッニトにおいても、復水器ΔＴ（放
水温）上昇に伴い取水範囲は減少するが、放水拡散範囲は、ΔＴ３～５℃範囲はわずかに
拡大し、１～２℃の範囲は地点の流動特性によって拡大・縮小する場合があると予測され
た。

3.2.4 冷却水路系の流速低下
東ユニット、西ユニットの定格運転時の循環水管平均流速は、各々3.0 m/秒、2.8 m/秒
である。先に示したの表 3-2-1（取放水量推定値）より、流量（取放水量）と流速は反比
例するとして、流速と通過時間を計算すると以下の表 3-2-2 のようになる。

表 3-2-2
プラント

東ユニット

西ユニット

最大効率が得られる時の冷却水路系の流速と通過時間の推定
水温条件

設計ΔＴ(6.6℃)時

最大効率ΔＴ時

流速 m/秒

通過時間*

流速 m/秒

通過時間*

最低水温時 8.5 ℃

3.0

100

2.34

128

中間水温時 14.8℃

3.0

100

3.0

100

設定水温時 21.1℃

3.0

100

3.0

100

最低水温時 16.5 ℃

2.8

100

2.35

119

中間水温時 19.8℃

2.8

100

2.8

100

設定水温時 23.0℃

2.8

100

2.8

100

(注) * 通過時間はΔＴ6.6℃時を 100 とする相対値。
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3.3 ΔＴ上昇に伴い想定される制約事項
3.3.1 ΔＴ上昇の影響予測（概略）
東ユニット、西ユニットにおいて発電効率向上に伴い発生すると予想された取放水の特
性変化の概略影響について先ず予測した。
1) 冷却水路系通過中の水温上昇巾の上昇
取水温が最低水温となる時期、最大出力が得られるΔＴは設計値と比べ、東ユニットで
は 1.9℃、西ユニットでは 1.3℃上昇する計算された。上昇幅は大きくないが、これにより
冷却水路を通過する卵仔稚など動植物プランクトンへの水温影響が発現する可能性があ
る。
先に述べたように、これまでのところ連行される魚卵･仔稚魚の全てが死亡するとして
も、その影響は周辺で行われている漁業活動の影響や自然死亡率と比べて小さいと評価さ
れており、冷却水路系通過中の水温が上昇し連行に伴う水温影響が増加しても周辺の漁業
資源への影響が増大する可能性は小さいと考えられる。ただ、沿岸性の分布範囲の小さい
生物に関する連行影響検討例は乏しく、また、現状で少なくとも 30％程度の魚卵が冷却水
路系通過後も生残しているとの観測例があるため、
生物保護･保全の観点からは水温上昇影
響を予測評価する必要がある。

2) 取水量の減少
最大出力が得られるΔＴ時（最低水温時）、取放水量は、東ユニット、西ユニットそれ
ぞれ、設計時と比べ、22％、16％程度減少すると推定された。これによって、取水ととも
に冷却水路系に連行される卵･仔稚などプランクトンの量は減少すると考えられる。
また、
取水量減少に伴い取水口における取水流速も低下する可能性がある。
この場合､ こ
れまで遊泳力が小さくてスクリーン衝突していた稚魚、幼魚などの量も減少すると予想さ
れる。なお、内湾奥に立地する地点などでは取水量の減少により、取水域の海水交換率が
低下する可能性も考えられる。

3) 取水範囲の変化
先に述べた既存シミュレーション計算例で示されたようにΔＴ上昇（取水量の減少）に
伴い取水範囲は縮小する。このため、取水連行される生物種類数と量は減少すると考えら
れる。

4) 放水温の上昇
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ΔＴ上昇に伴い放水口付近の水温が上昇する。
放水口周辺に生息･出現する生物への新た
な水温影響が発現する可能性がある。

5) 放水拡散範囲の変化
既存シミュレーション計算事例ではΔＴ３℃以上の放水拡散範囲はわずかに拡大し、
ΔＴ１～２℃の範囲は地点の流動特性によって拡大・縮小すると報告されている。拡大す
る面積は放水拡散域(ΔＴ１℃域)全体に比べ大きくはないが、放水口または放水域周辺に
魚など遊泳動物の生息域や漁場、有用な藻場、流入河川などがある場合、それらへの水温
影響が新たに発生する可能性がある。また、南方性種の生息範囲拡大（北上）を促進する
可能性がある。

6) 冷却水路系の流速低下
取水量の減少に伴い循環水管内での流速が低下する。東ユニット、西ユニットそれぞれ、
設計時と比べ、22％、16％程度流速が低下し冷却水路系通過時間が増加する。このため、
取水とともに連行された卵仔稚などが水温上昇や流れなどの影響を受ける時間が増加する
と考えられる。また、中間水温期は大型付着生物の付着期であり、流速低下に伴い付着生
物量は指数関数的に増加するため、
冷却水路内に新たな生物付着が発生する可能性がある。

以上、ΔＴ上昇に伴う、｢取水量の減少｣と｢取水範囲の変化(減少）｣は生物影響の軽減に
結びつく可能性が大きいと予測された。
一方、
｢冷却水路系通過中の水温上昇幅の上昇｣、
｢放
水温の上昇」、「放水拡散範囲の変化（拡大）｣、｢冷却水路系の流速低下｣の各項目は、
ΔＴ上昇時の発電所運用上の制約事項になる可能性があると予測された。

3.3.2 ΔＴ上昇の影響予測（詳細）
ΔＴ上昇時の発電所運用上の制約事項になる可能性があると予測された上記の各項目に
ついて、東ユニット、西ユニットを対象に温度影響予測のケーススタディを行った。なお、
発電所取放水影響要因は水温のみではなく、また、各影響要因の複合影響も考えられるが、
ここではΔＴ上昇が主題のため水温影響について予測することとする。

1) 海生生物への影響
水温上昇や通過時間の増加が冷却水路系通過中のプランクトン、
特に魚卵･仔稚魚に与え
る温度影響と、放水温の上昇と放水拡散範囲の拡大が周辺に生息する魚類や海藻類に与え
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る温度影響について予測を行った。
(1) 対象生物種の選定
生物影響の検討対象とする魚卵･仔稚魚、魚類、海藻類は、対象地域における海生生物の
分布・出現状況、沿岸水産業の状況と、影響予測に必要な既存情報の有無などを考慮し選
定することとした。
ⅰ 対象海域の生物特性
①東北地方南部太平洋沿岸域の生物相
福島県を中心に東北地方南部太平洋沿岸域の生物相について簡単に述べる。
a.魚類と漁業活動
この海域は親潮と黒潮が交錯する潮目の海域に相当するため､季節により北方性、
南方性
の双方の魚種が出現し双方が漁獲される。沿岸や沖合域では､底引き網、刺し網、船曳網、
敷き網、棒受網､定置網、延縄などが行われている。沿岸の曳き網ではイカナゴ（コウナゴ・
メロウド）､イワシ類など、刺し網ではカレイ類、ヒラメ、メバルなど、定置網ではシロザ
ケ､シロザケ､イワシ類、ブリ類など、延縄ではアイナメ、スズキ、メバルなどの漁獲高が
多い。また、福島県ではヒラメ、アワビ、ウニ、アユなどが種苗放流されている。
b.海藻類
福島県では主に南部域に海藻の生育に適した岩礁が発達しており、小規模ながらアラメ
を主体とした藻場が発達している。なお、黒潮と寒流の親潮が混じり合う区域なので、ア
ラメ、ホンダワラ類、ワカメなどの温帯性海藻のほか、量的には少ないがマツモ、ホソメ
コンブなどの亜寒帯性海藻も混生している。また、小規模ながら松川浦でノリなどが養殖
されている。
②近畿地方南部太平洋沿岸域の生物相
和歌山県を中心に近畿地方南部太平洋沿岸域の生物相について記載する。
a.魚類と漁業活動
和歌山県の海域は内海性、外洋性に二分され、それぞれ海域の特性に応じて各種漁業が営
まれている。内海性の海域では、一本釣り漁業のほかにタチウオやエビ類などを対象とした
小型底びき網漁業、シラス、イカ類を対象とした機船船びき網漁業などが行われ、一方、外
洋性の海域では、沖合海域を流れる黒潮本流の離接岸に強い影響を受け、カツオやマグロ類
を対象としたひき縄漁業、はえ縄漁業、一本釣り漁業のほかアジ類やサバ類を対象としたま
き網漁業、ブリ、アジ類、サバ類、サワラを対象とした定置網漁業、イワシ類、アジ類、サ
バ類の棒受網漁業、イセエビや磯魚を主体とした刺網漁業等種々の漁業が行われている。ま
た、主要水産資源の増殖を図るため、マダイ、ヒラメ、イサキ、オニオコゼ、クルマエビ、
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アワビ類が種苗放流され、ブリ類、マダイ、ワカメ、ノリなどの養殖も行われている。
b.海藻類
熊野灘沿岸域にはアラメ、カジメ、アントクメなど のアラメ場、アカモク、ノコギリモ
ク、マメダワラ、ヤツマタモクなどのガラモ場、ワカメ場（ヒロメ）、テングサ場（マク
サ）、ヒジキ場などが広範囲に分布している。紀伊水道日の御崎の南岸沿いはカジメとア
ラメが混生しているが、５m 以浅の比較的浅い部分にはアラメが優占し、それより深い部
分にはカジメが生育する。日の御崎以北ではカジメが優占する。

ⅱ 影響予測検討対象生物種の選定
先にも述べたように対象地域における分布・出現状況、沿岸水産業の実施状況と既存情
報の有無を考慮し、東北地方南部太平洋沿岸域（東ユニット）については、卵稚仔：ヒラ
メ、魚類：スズキ、ブリ、海藻類：アラメを、近畿地方南部太平洋岸域（西ユニット）に
ついては、卵稚仔：マダイ、ヒラメ、魚類：スズキ、ブリ、海藻類：アラメを影響予測の
検討対象種として選定した。なお、通常、発電所の前に重要な産卵場、漁場、藻場などは
ないが、本検討はケーススタディなので東北地方南部太平洋沿岸域または近畿地方南部太
平洋岸域に生息･出現する種の中から、
温度生理に関する既存情報が多いこれらの種を検討
対象として選定した。検討対象種の特性を以下に示す。
①ヒラメ
千島列島から九州の日本各地、および南シナ海に分布する。福島県沿岸域の主要漁獲対
象種の一つであり資源維持･増殖のため年間 100 万尾程度の種苗放流が行われている。
成魚
は主として水深 50m 以浅の砂礫底に棲息する。産卵は水深 20～50m の砂礫、砂泥、または
岩礁域で行われる。卵は海水に浮く浮性卵であり、孵化した仔魚は表～中層域で浮遊生活
を送り､沿岸域に来遊する。稚魚期になると着底し底生生活になる。取水連行される可能性
があるのは主に受精卵から仔魚期にかけてである。産卵期は表 3-2-3 に示すよう春から夏
季である。この時期の水温は、山形県で 11～17℃（底層）、仙台湾では 17℃（表層）と報
告されている。
以上から、東ユニット周辺海域にヒラメの卵･仔魚が出現する時期は５～６月頃（表層水
温 12.2～17.1℃、５m 層水温（取水温）11.6～16.1℃、底層水温 11.2～15.2℃）、西ユニ
ット周辺海域にヒラメの卵･仔魚が出現する時期は２～４月（表層水温 17.7～18.9℃、５m
層水温（取水温）16.5～17.1℃）と推定される。
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表 3-2-3

ヒラメの海域別産卵期 (海生研 1991 他より作成)

海域

産卵期

出典

青森県日本海側

５～７月

青森県水産試験場(1972)

富山湾

４月下旬～６月上旬

富山県水産試験場(1974)

鳥取県

３～５月

野沢(1974)

東北太平洋岸

５～６月

遊佐(1979)

千葉県

２～６月

石田ら(1978)

紀伊水道

２～４月

徳島県水産研究所ホームページ

②マダイ
北海道以南の日本各地、および朝鮮半島南部、東シナ海、南シナ海、台湾に分布する。 我
が国の代表的な海産魚の一つであり古くから資源の保護･増殖が図られている。
和歌山県で
も数十万尾程度の種苗放流が行われている。成魚は、秋季の接岸（索餌）、秋季の離岸（越
冬）という季節的な深浅移動を行う。産卵は水深 30～100ｍの岩礁域で春季に行われる。
卵は海水に浮く浮性卵であり、孵化した仔魚は浮遊生活を送り､沿岸域に広く分布する。稚
魚期になると着底し底生生活になる。取水連行される可能性があるのは主に受精卵から仔
魚期にかけてである。
産卵期は表 3-2-4 に示すよう春季である。
産卵盛期の水温は 14～17℃
である場合が多いという。
西ユニット周辺海域にマダイの卵･仔魚が出現する時期は、これらの例から見て、水温が
17℃前後となる４月頃（表層水温 17.1℃、５m 層水温（取水温）17.1℃）と推定される。

表 3-2-4

マダイの海域別産卵期 (海生研 1991 他より作成)

海域

産卵期（盛期）

出典

山形県

４月中旬～５月上旬

山洞ら (1974)

千葉県内房

５月中旬～７月下旬（６月）

田中･石田(1977)

静岡県

４～８月（５～６月）

川尻･松原(1974)

紀伊水道

４月上旬～５月上旬

島本(2006)

白浜(和歌山)

４～６月

阪本(1984)

壱岐沖

３月末～５月末（４月中旬～５月上旬）

小嶋(1981)

③ブリ
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沿岸性の回遊魚であり、沖縄を除く全国の沿岸域で漁獲されている。成魚は夏季には索
餌のため北上回遊し、秋季に南下し始め冬から春には東シナ海の陸棚縁辺部を中心とする
産卵場に到達し産卵する。 太平洋岸の若年ブリは、東北地方の群は三陸から房総沖の間を
北上南下するが、相模湾以西の群は大きな移動を示さず、両群は３才になるまで交流しな
いという。
1950 年代までは定置網による漁獲が殆どであったが、
1960 年代以降巻き網による漁獲が
増加し近年は定置網漁獲量を超す水準となっている。九州では巻き網や釣り、日本海中北
部と太平洋中南部では定置網、山陰と外房では巻き網による漁獲が多いという。太平洋に
おける定置網の主漁期は７月～翌年５月であり、紀伊串本ではほほ周年、熊野灘では８月､
９月を除く時期に３月をピークに漁獲されている。また、茨城では４～８月に水温 14～
20℃の頃、沿岸を北上する群が大型定置網で漁獲されるという。
④スズキ
北海道南部以南の我が国各地、および朝鮮半島、台湾、中国沿岸の外海域から淡水域に
かけ分布する。発育段階に応じ季節的な移動、回遊を行う。未成魚は春～夏に接岸移動し、
秋～冬にかけ離岸移動する。仙台湾では１～３月に水深 90～100ｍの深所で越冬し、４～
６月に接岸し７～９月には水深 20ｍ以浅域や汽水域、河口域で棲息し、10～12 月に深所に
移動する。成魚は春から夏にかけては接岸するが、離岸期には比較的浅場を南下移動する。
この時期、仙台湾から福島県沿岸まで南下移動することも確認されている。
福島県沿岸域では、スズキは刺し網（40ｍ以浅）や延縄（20ｍ以浅）でほぼ周年漁獲さ
れるが、盛期は 11～12 月頃という。この時期の東ユニット周辺の水温は表層 16～14.8℃、
5m 層 16.1～15.4℃、10ｍ層 16.2～15.2℃程度である。和歌山ではスズキの単価は夏季に
高く、加太地先における一本釣りは６～８月が最盛期という。この時期の西ユニット周辺
の水温は表層 22.1～27.8、５ｍ層は 22～6.9℃である。
⑤アラメ
太平洋岸岩手以南、日本海岸山陰以南、鹿児島以北の九州までに分布する。カジメとと
もに海中林を構成するが、一般に浅いところにはアラメが、深い波あたりがあるところに
カジメが分布する。アワビ、サザエ、ウニ類など有用種の餌料となるが、近年様々な要因
による藻場衰退が発生している。アラメの生活史と温度耐性は既に述べた。

(2) 影響予測の方法
表 1-3、
1-4 に示したように、
最高効率となるΔＴ上昇は最低水温期のみに計算されたが、
中間水温以下の場合も最高効率時にはΔＴが上昇する可能性が考えられたため、最低水温
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～中間水温の時期について、放水温と各対象生物の発育段階、出現状況、温度特性とを対
比（表 3-2-5 参照）し影響予測を行った。

表 3-2-5 対象生物と東ユニット･西ユニットとの係わり
－発育段階、出現状況とユニットのΔＴ運用－
東

設定条件

最低水温

中間水温

設計水温

最高水温

設計水温

中間水温

ユ

環境水温

8.5℃

14.8℃

21.1℃

23.5℃

21.1℃

14.8℃

ニ

効率最大時ΔＴ

8.5℃

6.6℃

〔6.6℃〕

〔6.6℃〕

〔6.6℃〕

6.6℃

ッ

相当時期（月）

３月

５～６月

７月

８月

10 月

12 月

ト

環境水温月平均 (表層)

8.5℃

12.2～17.1℃

20.9℃

24.4℃

21.0℃

14.8℃

同

8.5℃

11.6～16.1℃

19.9℃

23.5℃

21.0℃

15.4℃

→→→→→

→→→→→

→→→→→

→→→→→

(5m 層)=取水層
ヒラメ産卵期

５～６月

ブリ定置網漁期

→→→→→

スズキ刺し網･延縄漁期

→→→→→

→→→→→

→→→→→

→→→→→

→→→→→

→→→→→

アラメ発育段階

初期胞子体

胞子体

胞子体

胞子体

遊走子

配偶体

西

設定条件

最低水温

中間水温

設計水温

最高水温

設計水温

中間水温

ユ

環境水温

16.5℃

19.8℃

23.0℃

26.9℃

23℃

19.8℃

ニ

効率最大時ΔＴ

7.9℃

6.6℃

〔6.6℃〕

〔6.6℃〕

〔6.6℃〕

6.6℃

ッ

相当時期（月）

２月

５月

７月

８月

10 月

12 月

ト

環境水温実測(表層)

16.2℃

20.8℃

23.5℃

27.6℃

24.2℃

19.7℃

(5m 層)=取水層

16.5℃

20.9℃

23.0℃

26.9℃

23.0℃

19.8℃

ヒラメ産卵期

２～４月

→→→→→

→→→→→

→→→→→

→→→→→

→一本釣→

→一本釣→

胞子体

胞子体

マダイ産卵期
ブリ定置網漁期

４月
→→→→→

→→→→→

スズキ一本釣･底引漁期
アラメ発育段階

初期胞子体

胞子体

（注） 最低水温～中間水温の時期について影響予測を行った。

(3) 影響予測の結果
ⅰ 魚卵･仔稚魚
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→底引き→
遊走子

配偶体

制約事項に関する既存知見の概要の項で述べたように魚卵･仔稚魚について高温耐性が
最も低い発育段階は、受精卵では卵割期、仔稚魚では後期仔魚期であった。そこで、ヒラ
メとマダイを対象にこの２発育段階を対象にΔＴ上昇､および接触時間増加の影響を予測
することとした。図 43-1-10、-11 に示したデータの内、ヒラメ、マダイの卵割期、後期仔
魚期におけるヒ 50％生残温度を表 3-2-6 にまとめて示す。

表 3-2-6 ヒラメとマダイの卵･仔魚の 50％生残温度

種

昇温への感受性が
高い時期

環境水温

高水温への接触時間
7.5 分

ヒラメ

15 分

30 分

60 分

卵割期卵

17.5℃

30.2℃

28.6℃

26.6℃

26.6℃

後期仔魚（孵化後１７日）

17.3

29.8

28.6

28.6

28.3

卵割期卵

20.0

28.4

28.1

26.6

25.5

後期仔魚（孵化後１５日）

20.0

27.6

29.2

28.2

－

マダイ

①東ユニット
影響予測は以下のように行った。
東ユニット周辺におけるヒラメ産卵期は先に述べたように５～６月頃と推定され、ΔＴ
検討の水温条件としてはほぼ中間水温の時期に相当する。５月および６月の取水温（水深
5m 層の月平均水温）について出力が最大となるΔＴを表 1-3、1-4 のデータから外挿して
求め、このΔＴ値に取水温を加えた水温を放水温として表 3-2-7 に示した。５月のΔＴは
設計値 7.6℃となり設計ΔＴ時より通過時間が長くなるので安全側の影響予測とするため
冷却水路系通過時間は 30 分と仮定した。一方、循環ポンプは設計容量を超えないので６月
に最大効率が得られるΔＴは設計値 6.6℃となるため接触時間 15 分と仮定し、それぞれ
50％生残水温と放水温を比較した（表 3-2-7）。その結果、50％生残水温＞放水温となり、
無影響水温を求めるための許容水温２℃を考慮しても、東ユニットの水温上昇がヒラメの
受精卵・孵化仔魚の生残に与える温度影響はないと判断された。
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表 3-2-7 魚卵・仔魚への影響予測（東ユニット）
設定条件

中間水温期

推定ヒラメ産卵期

５月

６月

産卵期の環境水温月平均（5m 層）＝取水温

11.6℃

16.1℃

効率最大時ΔＴ（外挿値）

7.6℃

6.6℃

19.2℃

22.7℃

冷却水路通過時間

設計値以上

設計値

比較する 50%生残水温

接触時間 30 分のデータ

同、15 分のデータ

卵割期卵

26.6℃

28.6℃

後期仔魚期

28.6℃

28.6℃

同

放水温

（注）影響予測方法：効率最大時の放水温と 50％生残水温とを比較する。
なお、「50％生残水温－２℃」が無影響水温と推定される。表 3-2-8、3-2-9 も同様。

②西ユニット
西ユニットについても同様の手順でヒラメとマダイの受精卵･後期仔魚に与える温度影
響について検討した。結果は表 3-2-8、-9 に示すように、50％生残水温＞放水温となった。
なお、許容水温２℃を考慮すると、放水温はヒラメおよびマダイの卵割期卵の無影響温度
内におさまったが、無影響域の上限に近い値となった。なお、表 3-2-8、-9 に示したよう
に、西ユニット周辺ではヒラメ、マダイの産卵時期に効率が最大となるΔＴ時、冷却水路
系通過時間が設計値を上回ると予測されたので、安全側の影響予測を行うため、接触時間
30 分時の 50％生残水温を採用した。
表 3-2-8 ヒラメ卵・仔魚への影響予測（西ユニット）
設定条件

最低水温期

推定ヒラメ産卵期

２月

～

４月

産卵期の環境水温月平均（5m 層）＝取水温

16.5℃

17.1℃

効率最大時ΔＴ（外挿値）

7.9℃

7.7℃

同 放水温

24.4℃

24.8℃

同 冷却水路通過時間

設計値以上

比較する 50%生残水温

接触時間 30 分のデータ

卵割期卵

26.6℃

後期仔魚期

28.6℃
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表 3-2-9 マダイ卵・仔魚への影響予測（西ユニット）
設定条件

最低水温期

推定マダイ産卵期

４月

産卵期の環境水温月平均（5m 層）＝取水温

17.1℃

効率最大時ΔＴ（外挿値）

7.7℃

同 放水温

24.8℃

同 冷却水路通過時間

設計値以上

比較する 50%生残水温

接触時間 30 分のデータ

卵割期卵

26.6℃

後期仔魚期

28.2℃

ⅱ 魚類
ブリ、スズキともに、東ユニット、西ユニットの周辺沿岸域での漁期を対象に検討する。
影響予測は、表 3-2-10 に示す最高効率時の放水温とスズキの選好水温（図 3-1-26、-27 よ
り推定）とを比較することによって行った。
①東ユニット
最低水温期のブリ、スズキの選好温度に関する既存データは無いため、中間水温期（５
月および 12 月）についてのみ検討する。
ブリ成魚の選好水温は、表 3-2-10 に示すように放水温よりは低いが、環境水温よりはや
や高い値であった。この時期、東ユニットの放水域は、放水口付近を除き、ほぼブリ成魚
が選好する水温範囲となると予測された。
スズキ成魚は高水温域を好む傾向があるため高温側の忌避温度が明確ではないが、表
3-2-10 からは、中間水温期、放水域は概ねスズキの選好水温範囲内にあると予測された。
②西ユニット
最低水温期～中間水温期、ブリ成魚、スズキ成魚とも、選好水温は、表 3-2-11 に示す
ように放水温よりは低いが、環境水温とほぼ同等もしくは環境水温以上の値であった。こ
の時期、西ユニットの放水域は、放水口付近を除き、ほぼブリ･スズキがが選好する水温範
囲となると予測された。また、最低水温期、ΔＴが上昇した場合、放水口付近の水温が上
昇するため、西ユニット放水域内でブリ成魚が選好できる範囲は設計ΔＴ時に比べやや縮
小する可能性があることが示唆された。
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表 3-2-10 東ユニットにおける魚類影響予測
設定条件

最低水温

中間水温

中間水温

相当時期（月）

３月

５月

12 月

環境水温月平均(表層)

8.5℃

12.2℃

14.8℃

同 (5m 層)=取水層

8.5℃

11.6℃

15.4℃

効率最大時のΔＴ

8.5℃

7.6℃

6.6℃

同 放水温

17.0℃

19.2℃

22.0℃

漁期 ブリ定置網

→→→

スズキ一本釣･底引

→→→

→→→

→盛期→

ブリ成魚選好水温

既存ﾃﾞｰﾀなし

16-19℃

16-20℃

スズキ成魚選好水温

既存ﾃﾞｰﾀなし

18-22+℃

18-21+℃

→→→→

(注) 影響予測方法：効率最大時の環境水温、放水温と、
成魚の選好水温を比較する。なお、網掛け部位は参考値。

表 3-2-11

西ユニットにおける魚類影響予測

設定条件

最低水温

中間水温

中間水温

相当時期（月）

２月

５月

12 月

環境水温月平均(表層)

16.2℃

20.8℃

19.7℃

同 (5m 層)=取水層

16.5℃

20.9℃

19.8℃

効率最大時のΔＴ

7.9℃

6.6℃

6.6℃

同 放水温

24.4℃

27.5℃

26.4℃

漁期 ブリ定置網

→→→

→→→

→→→→

スズキ一本釣･底引

→底引→

ブリ成魚選好水温

16-20℃

19-23℃

19-23℃

スズキ成魚選好水温

18-22+℃

22-26+℃

22-25+℃

(注) 影響予測方法：効率最大時の環境水温、放水温と、
成魚の選好水温とを比較する。なお、網掛け部位は参考値。

ⅲ 海藻類
海藻類は一時期を除き固着生活するため温排水の影響を最も受けやすい海生生物のひと
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つである。アラメは干潮線以深～水深 20m 程度の海底に分布するため。放水水深以深に分
布するアラメが放水を直接受ける可能性は小さいが、
ここでは表 3-2-12 に示す中間水温期
～最低水温期の放水温と、アラメの発育段階別の温度耐性とを比較することとした。

表 3-2-12 海藻類への影響予測
東ユニット

設定条件

最低水温

中間水温

中間水温

相当時期（月）

３月

５月

12 月

環境水温月平均値(表層)

8.5℃

12.2℃

14.8℃

8.5℃

11.6℃

15.4℃

効率最大時のΔＴ

8.5℃

7.6℃

6.6℃

同 放水温

17.0℃

19.2℃

22.0℃

設定条件

最低水温

中間水温

中間水温

環境水温月平均値(表層)

16.2℃

20.8℃

19.7℃

16.5℃

20.9℃

19.8℃

効率最大時のΔＴ

7.9℃

6.6℃

6.6℃

同 放水温

24.4℃

27.5℃

26.4℃

初期胞子体

胞子体

配偶体

28℃-

29℃-

同

西ユニット

同

(5m 層)=取水層

(5m 層)=取水層

アラメの発育発育段階と
生育阻害水温

28℃-(生存)
24℃-(成熟)

①東ユニット
中間水温期～最低水温期を通じて、放水温はアラメの生育を阻害する水温にはならない
と予測された。
②西ユニット
中間水温期(12 月)の放水口付近を除くと、中間水温期～最低水温期を通じて放水域は、
アラメの生育･成熟を阻害する水温とはならないと予測された。

(4)まとめ
効率最高とするためのΔＴ上昇に伴い以下の温度影響が予測された。
①卵･仔稚：ヒラメおよびマダイの産卵期の復水器出口水温上昇は、両種の無影響温度
範囲内での上昇に留まり、水温影響は発現しないと予測される。

85

②魚類：両ユニットの放水域（ΔＴ１℃域）の表層水温は、放水口付近を除き、ほぼブ
リ、スズキ成魚の選好水温範囲となる。なお、西ユニットでは、放水域内ではあるが、
最低水温時、ブリが選好できる範囲が設計ΔT 時に比べ縮小する可能性が示唆された。
③海藻類：中間水温期（12 月頃*）の西ユニット放水口付近を除き、アラメの生育、成
熟を阻害する水温とはならないと予測された。 * 配偶体が出現する時期．

以上、ΔＴ上昇に伴い取水影響は軽減すると予測された。一方、放水影響（温度影響）
については、環境水温が高い西ユニットでΔＴ上昇に伴う若干の変化が予測されたが、設
計ΔＴ時と比べ特に影響が増大するものではないと判断された。

2) 生物付着への影響
今回検討した東ユニット、西ユニットでの流速低下の程度は小さく、表 3-2-2 に示し
たように流速低下後も主要な付着生物であるムラサキイガイやフジツボ類の付着限界流速
（0.8～1.4m/秒）以上が維持されるため、新たな生物付着が生じる可能性は小さいと判断
された。
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Ⅵ. まとめ
既設コンベンショナル火力発電ユニット仕様相当のモデル火力発電ユニット（仮想発電
ユニット）を対象に発電効率が最大となるΔＴや設備運用条件、運用の制約事項について
検討した。モデル発電ユニットは、環境水温や海生生物出現種の地域差を考慮し、寒流の
影響を受ける本州東日本（東ユニット）と、暖流の影響を受ける本州西日本（西ユニット）
に各１ユニットずつを設けた。
１．ΔT 上昇による効率向上
(1)取水温が設計海水温以下となると送電端出力が増加すること、また、ΔＴを上昇させ
るとさらに出力が増加すること、一方、取水海水温が設計海水温を超える場合は送電
端出力が低下することが確認された。
(2)検討した範囲で最大効率は最低水温時に得られ、その時のΔＴは東ユニット 8.5℃、
西ユニット 7.9℃であり、出力増加分は東ユニット 0.7MW、西ユニット 1.0MW と各々定
格出力の 0.1％相当の電気量と試算された。
(3)0.1％ の効率増に伴う CO2 削減量は、1000MW 級石炭火力換算で 1400t-CO2/年、我が
国の全事業用火力発電所では 10 数万 t-CO2/年に相当すると試算された。
(4)本検討におけるΔＴ上昇に伴う出力増加や CO2 削減量は大きくはなかったが、復水器
のシステム構成はユニット毎に異なり、最大効率が得られるΔＴと出力増分もユニッ
トにより異なる可能性があるため、さらに検討事例を増やすことが望ましいと考えら
れる。

２．設備運転条件
取水量変化に伴う循環水ポンプ動力の低減を効果的に行うには、循環水ポンプに可変翼
形ポンプを使用することが望ましい。ただ、その採用にあたっては、地点の運用目的の他、
設備コストやメンテナンスコストなども重要な判断要因となる。

３．ΔＴ上昇の制約事項とその影響予測
(1) ΔＴ上昇に伴う、取水量の減少と取水範囲の変化(減少）は生物影響の軽減につなが
ると予測された。一方、復水器におけるΔＴの上昇、放水温の上昇、放水拡散範囲の
変化および冷却水路系の流速低下は、ΔＴ上昇時の発電所運用上の制約事項になる可
能性があると予測された。
(2)制約事項となると予測された項目について、東ユニット、西ユニットを対象に温度影
響予測のケーススタディを行った。その結果、検討した範囲では、最大効率が得られ
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る時期が海水温の低い時期であること、ΔＴ上昇幅が小さいことなどにより、海生生
物影響、生物付着量ともに、設計ΔＴ時と比べ特に増大することはないと予測された。
(3)今回検討した範囲では大きな影響増大は予測されなかったが、ΔＴ上昇に伴いΔＴ
３℃以上の放水拡散範囲はわずかに拡大し、ΔＴ１～２℃の範囲は地点の流動特性に
よって増加･減少する場合があると考えられたため、
ΔＴ運用の取扱について検討する
際には地点毎の影響予測評価が必要となると判断される。また、付着生物対策につい
ても、冷却水路系の構成や流速は地点により異なるため、地点毎に事前検討を行う必
要があると考えられる。
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おわりに
以上、既設コンベンショナル火力ユニット仕様相当のモデル火力発電ユニット（仮想発
電ユニット）を対象に発電効率が最大となる復水器水温上昇幅(ΔＴ)やユニット運用上の
制約条件について検討した。その結果、取水温度が設計海水温以下となるとΔＴ上昇によ
り送電端出力が増加することが確認されたが、今回検討した範囲では設計ΔT 時と比べ出
力増分や CO2 削減予測量は大きくはなかった。また、ΔＴ上昇により効率向上が図れるの
は海水温が低い時期でその上昇幅も２℃未満であったことなどにより、海生生物影響、生
物付着量ともに、設計ΔＴ時と比べ大きく増大する可能性はないと予測された。ただ、先
に述べたように最大効率が得られるΔＴと出力増分はユニットにより異なる可能性があ
る。また、影響予測も今回はケーススタディであり対象種も限定されているため、さらに
事例を増やし検討する必要があると考えられる。
本事業の推進に当たり、多くの所外の専門家の皆さま方にご指導を得た。機械工学や水
理学のご専門の方からは、ΔＴ試算や拡散計算の留意事項、結果解釈、海水の物性などさ
らに検討が必要な事項についてご助言をいただいた。また、海洋環境学、海洋生物学、水
産学の専門の方々からは､今回の影響予測は概ね妥当ではあるが、
予測結果を一般化するに
は効果と影響を総合的に評価するための情報をより整備する必要があること､効果的な温
水利用を行うにはより大きな水温上昇が必要であろうことなどのご意見をいただいた。こ
れら専門家のご意見からも、ΔＴ運用の変更が、発電所の効率向上や地球温暖化対策、ま
た、熱の有効利用に貢献できるかどうか解明するためには、今後、さらに効果と影響に
関する基礎情報を整備する必要があると考えられる。
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