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 [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ΔT

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。 
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Ⅰ．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。 

 

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。 

 

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 

  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 

    ・火力発電ユニットの内、特に効率向上が望まれる石炭火力発電ユニット 

  また、環境水温や海生生物出現種の地域差を考慮し、寒流の影響が強い本州東日本と暖

流の影響が強い本州西日本に各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℃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)：600 万ＭＷ級の既存コンベンショナル  

   石炭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。 

    ・西日本のユニット(以下､西ユニットとする)：900 万ＭＷ級の既存コンベンショナル 

    石炭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。 
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項目 東ユニット 西ユニット 

型式 石炭火力発電所 石炭火力発電所 

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、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。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    ℃ 

 

  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。 
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    ・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Δ   

      T(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、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。 

 

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｡ 

    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、
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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.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。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
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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・仔稚魚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）、取水路等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

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％正常孵化率)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
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する許容温度の「＋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

やや低くなるが、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。ただ、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。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、魚卵･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、卵･仔稚や幼魚の連行やスクリーン衝突について発電所周辺海域の

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極力さけることが望ましいという視点から、「連行及びスクリ

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。また、一
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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

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
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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、特に有用種の卵仔稚魚に与え

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

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･稚仔：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･稚仔：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 20℃以下の範囲が設計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）

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
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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。 

 

Ⅳ．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、100 万ｋW 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、

地点毎に事前検討を行う必要がある。 

  ΔT 運用の変更が、発電所の効率向上や地球温暖化対策、熱の有効利用に貢献できるか
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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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