
久米島 深層水複合利用調査 報告書 

 

 30 

第4章 各種複合利用技術の動向調査 

 

4.1 各種複合利用システムの概要 

海洋深層水は、①低温性、②清浄性、③富栄養性という多面的な特長を持つ。 

この特長を生かし、海洋温度差発電の他、海水淡水化、農業・漁業・空調への冷熱利用、食料・医療

品・化粧品、海水からのレアメタル回収などへの利用が進められている。 しかし、いずれの利用技術も、

海洋深層水の３つの特長全てを使いきるわけでは無い。たとえば、海洋温度発電は、海洋深層水の低温

性のみを利用し、清浄性や富栄養性は損なわない。このため、海洋温度差発電で利用した後に、別技術

で清浄性や富栄養性を利用することが出来る。さらに海洋温度差発電は利用する海洋深層水の温度を

5℃前後上昇させるだけであるため、10℃程度の冷熱需要があれば、海洋温度差発電の後段でカスケー

ド的に利用できる。 

このように、海洋深層水の複合利用の計画を行なう場合、対象が海洋深層水のどういった特性を、どの

レベルで必要とするかを把握する必要がある。また、利用を行なうことにより、海洋深層水の持つ特長のう

ちどの性質がどの程度务化するのかについても考慮に入れることで、より有効な複合利用が可能となる。 

そこで、本章では、上記のような視点に基づき、それぞれの利用技術を俯瞰する。 
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4.2 海洋温度差発電の概要 

 

4.2.1 技術の概要 

(1)海洋に蓄えられた熱エネルギー 

海洋温度差発電は、表層の温海水と深層の冷海水＇海洋深層水（との温度差エネルギーを電気エネ

ルギーに変換する発電技術である。 

海表面における太陽光の反射率＇アルベド（は、太陽の高度が大きいときには非常に小さく、その値

は 0.1以下である。このため、海洋の表層には、太陽光の持つエネルギーの大部分が吸収され、表層混

合層に熱エネルギーとして蓄えられる。低緯度地域では、表層混合層の温度はほぼ年間を通じて 26～

30℃程度に保たれている。 

海洋温度差エネルギーは、海洋に蓄えられた熱エネルギーであるため、他の自然エネルギーと比較

して供給量が安定しているという大きな特長を有する。 また、季節変動＇表層水温度の変動（が予測可

能であるため、計画的な発電が可能となる。 

図 4-1 に熱帯および亜熱帯地域の海水の垂直温度分布を、図 4-2 に世界の海の表層と深層

1,000m との温度差分布を示す。 

 

図 4-1 代表的な南洋嶼国の温度差分布 

出典：佐賀大学海洋エネルギー研究センターホームページ 

（http://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/about_otec.html） 

 

図 4-2 南洋の表層と深層（水深 1000m）の温度差分布 

出典：佐賀大学海洋エネルギー研究センターホームページ 

（http://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/about_otec.html） 
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(2)発電原理 

比較的小さい温度差から電力を取り出す技術としては、低沸点媒体を用いたタービン発電、スターリ

ングエンジンを用いた発電、ゼーベック効果を用いた熱電素子による発電が挙げられる。このうち、20℃

程度という非常に小さい温度差を扱う海洋温度差発電では、タービン発電が最も現実的であるとされ、

研究開発が進められている。そこで、以降はタービン発電方式による海洋温度差発電について述べる 

タービン発電方式は、図 4-3の通りオープンサイクルおよびクローズドサイクルに大別される。 

 

図 4-3 海洋温度差発電 タービン発電方式の分類 

 

オープンサイクル 

図 4-4にオープンサイクルのフローを示す。 

表層水は、真空に近い低圧に保たれた蒸発器内に導かれる。低圧下で表層水の沸点は、水温より低

くなり、表層水は自己蒸発＇フラッシュ蒸発（する。この水蒸気を作動流体としてタービンを駆動して発電

する。タービンを出た水蒸気は、海洋深層水によりさらに低温低圧に保たれた凝縮器内で凝縮する。 

凝縮器は、低温の海洋深層水を直接水蒸気に混合する接触式と、熱交換器を介して冷却する非接

触式とに分類される。非接触式の場合、凝縮した水蒸気は蒸留水となるため、飲料水等に転用できるメ

リットがある。 

オープンサイクル 

クローズドサイクル 

アンモニア系媒体 

HFC 系媒体 

炭化水素系媒体 

ランキンサイクル 

ランキンサイクル 

ランキンサイクル 

カリーナサイクル 

ウエハラサイクル 
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図 4-4オープンサイクル（非接触型凝縮器）の概略フロー 

 

クローズドサイクル 

図 4-5にクローズドサイクルのフローを示す。 

系内に封入された低沸点媒体は、作動流体ポンプにより蒸発器に送られる。蒸発器内で表層水によ

り熱せられた作動媒体は蒸発し、タービン発電機を駆動する。タービン駆動後の作動媒体蒸気は、凝縮

器内で海洋深層水により冷却され、凝縮する。 

クローズドサイクルに用いる低沸点作動媒体としては、アンモニア系媒体、HFC＇ハイドロフルオロカ

ーボン（系媒体、炭化水素系媒体の 3 つが提案され、比較・検討されてきた。現在では、プラントに用い

られる材料との適合性、環境性＇ODP(オゾン破壊係数)および GWP(地球温暖化係数)（、熱力学的特性、

輸送物性等の総合的評価により、アンモニア系媒体での研究開発が進んでいる。 

 

図 4-5 クローズドサイクルの概略フロー（ランキンサイクル） 

 

 

オープンサイクルでは、比体積の大きい低圧蒸気でタービンを駆動するため、タービンの直径が巨大
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になる欠点がある。このため、出力の大型化を見据えた現在の研究開発は、クローズドサイクルが主流と

なっている。 

また、前述の通り、クローズドサイクルではアンモニア系媒体を用いたシステムが現在の主流である。 

そこで、6.1 項における発電システムの検討は、アンモニア系媒体を用いたクローズドサイクルをベー

スとして実施した。 

 

 (3)環境性 

海洋温度差発電は、燃料を使用せずに発電するため、運転時に化石燃料を消費せず、二酸化炭素

を排出しない環境配慮型の発電方式である。また、設備建設時から廃棄まで考慮したライフサイクル評

価においても、1995 年時点でエネルギーペイバックタイム7はプラント寿命に比べ遥かに短い 6 年以下

＇図 4-6（、二酸化炭素排出量原卖位8は火力発電に比べて小さい 0.132kg-CO2/kWh＇図 4-7（と、高

い環境性が示されており、技術開発によりさらなる向上が見込まれる。 

 

 

図 4-6 発電方式別 エネルギーペイバックタイム 

出典：独立行政法人産業技術総合研究所ホームページ 

(http://unit.aist.go.jp/rcpv/ci/about_pv/e_source/RE-energypayback.html) 

 

                                                   
7 エネルギーペイバックタイム：ライフサイクル中に投入されるのと同じだけのエネルギーを、発電によって節約できるまでに必

要な稼働期間を表す。 

8 ＇ライフサイクル評価における（二酸化炭素排出量原卖位：ライフサイクル中の CO2排出量を、同総発電量で除した数値。 
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図 4-7 発電方式別 二酸化炭素排出量原単位（ライフタイム） 

出典：独立行政法人産業技術総合研究所ホームページ 

(http://unit.aist.go.jp/rcpv/ci/about_pv/e_source/RE-energypayback.html) 

 

(4)利用する海洋深層水の特性および使用後の質の低下 

前項で検討したフローから、利用する海洋深層水の特性および使用後の質の低下に関しては、表 

4-1の通り評価できる。 

 

表 4-1海洋深層水の特性および使用後の質の低下 

 低温性 清浄性 富栄養性 

利用する特性と 

そのレベル (*1) 

◎ 

なるべく低温の方が効

率がよい。 

○ 

熱交換器にほとんど汚

れが付かないためレス

メンテナンス 

－71 

利用後、务化 

する特性 (*2) 

↓ 

使用により温度は上昇

する。 

→ 

非接触型熱交換器を

通過するだけのため、

全く変化なし 

→ 

非接触型熱交換器を

通過するだけのため、

全く変化なし 

(*1) ◎：深層水利用の主目的、 ○：積極的に利用しないがメリットがある、－：利用しない、×：逆にデメリットとなる 

(*2) ↓：务化する、→：変化しない 

 

4.2.2 発電ポテンシャル 

海洋温度差発電は、海洋表層の温海水と、深層の冷海水を駆動源として利用する発電方式である。 

温海水側の温熱の供給源は太陽光であり、冷海水の供給源は海洋全体の熱塩大循環において極

地で低温となり深層に沈み込む海水である。したがって、海洋温度差発電の発電ポテンシャル算定は、
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海水温の鉛直分布から算出したもの、太陽光からの入射エネルギーと海水の蒸発熱とのバランスから表

層混合層の熱エネルギー利用限界を基に算出したもの、深層海流の流量から海洋深層水の利用限界

を基に算出したものとなどに大別される。これまで様々な算定がされており、使用するモデルにより結果

に幅があるものの、全世界の発電ポテンシャルは 20億 kW～600億 kWのオーダーと算定されている。

今後は、海象条件や気象条件を反映した詳細な調査を基にした算定が課題である。 

 

表 4-2にポテンシャルの算出例を比較のための参考値とともに示す。 

 

表 4-2海洋温度差発電の発電ポテンシャル算出例 

[Zener,1977] Zener,C., “The OTEC Answer to OPEC: Solar Sea Power”, Mechanical Engineering (ASME) 

99(12), pp26-29, 1977 

[Avery ら,1994] William H. Avery, Cih Wu, “Renewable Energy from the Ocean”, Oxford University Press, 

1994 

[Nihous,2005] Gerard C. Nihous, “An Order-of-Magnitude of Ocean Thermal Energy Conversion 

Resources”, Journal of Energy Resources Technology Vol.127, ASME, 2005 

[上原,1985] 上原春男, 「海洋温度差発電読本」, オーム社, 1982 

 

項目 数値 

海洋温度差発電の発電ポテンシャル試算例＇全世界（  

 表層水温が現状より 1℃下がる定常状態での発電量 [Zener,1977] 600億 kW 

 海洋大循環に影響を及ぼさない利用限界 [高野,1985]から推定 20億 kW 

 海洋の鉛直温度分布への影響が無視できる発電量 [Avery ら,1994] 100億 kW 

 鉛直方向一次元モデルによる定常状態 [Nihous,2005] 最大 30億 kW 

海洋温度差発電の発電ポテンシャル＇日本（  

 日本の経済水域内に蓄えられた温度差エネルギーの 1% [上原,1985] 1億 2,000万 kW 

参考値  

 我が国の総発電設備容量＇2010年 8月（ 2億 2,800万 kW 

 全世界の風力発電設備累積導入量＇～2009年（ 1億 5,850万 kW 

 全世界の太陽光発電設備導入量＇～2009年（ 2,250万 kW 
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4.2.3 発電コスト 

海洋温度差発電の発電コストは、得られる温度差や海底地形、設置形式等によって大きく変わるため、

一概には算出できない。これを踏まえて、海洋エネルギー資源利用推進機構＇OEA-J（は、図 4-8 の発

電コストを算出している。 

数百 kW 以下の規模では、発電のみで経済性を成立させることが困難であるため、他の海洋深層水

利用と複合させることが推奨されている。一方、スケールメリットが大きい発電設備であることから、

100MW以上の規模では 10円/kWh程度の競争力のある発電コストが見込まれている。 

 

 

プラント規模 コスト 備考 

数100kW 以下 未試算 

 

複合利用＇海水淡水化、リチウム回収等（が望まし

い。海洋温度差発電量のみの評価。 

1MW プラント 50 円/kWh 程度 

＇40～60 円/kWh（ 

量産によって、40 円/kWh 以下になる可能性あり。 

5MW プラント 30.4～45.7 円/kWh 

 

海洋温度差発電量のみの評価。 

10MW プラント 20 円/kWh 程度 

＇15～25 円/kWh（ 

量産によって、更に経済性が向上する可能性あり。 

100MW プラント 10 円/kWh 程度 

 

量産によって、更に経済性が向上する可能性あり。 

5MW プラント＋

地域冷房＇7MW（ 

10.3～15.3 円/kWh 海洋温度差発電量＋冷熱を電力換算して合わせた

評価。 

※ 試算値の幅は金利の設定条件＇3, 5, 8%（による。 

 

図 4-8 海洋温度差発電の発電コスト試算例 

出典：NEDO，「再生可能エネルギー白書」, OEAJ 海洋温度差発電分科会資料 
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4.2.4 近年の動向 

海洋温度差発電は、1970～80 年代のオイルショックの時期に、日本、米国、フランス等を中心に盛ん

に検討が行われた。しかしその後、化石燃料価格の下落により、日本以外ではほとんど研究開発が行

われなくなった。 

しかし、近年の化石燃料需給環境の不安定化、および二酸化炭素排出量削減の要求の高まりを受

け、各国で検討が再開されている。主な取り組み状況を以下に示す。 

 

(1)米国 

2008 年、米国エネルギー省の海洋エネルギー推進プロジェクト中に、海洋温度差発電が盛り込まれ

た。また、米国防衛省も参加の NAVFAC(Naval Facilities Engineering Command)が海洋温度差

発電のセミナーを開く等、情報の収集を始めている。 

民間では、1970 年代に浮体式の海洋温度差発電実証設備「mini-OTEC」を建設したロッキード・マ

ーチン社が取り組みを再開した。2008年にはエネルギー省から120万ドル、2009年には防衛省から812

万ドル、さらに 2010年にもエネルギー省からの助成金を得て、海洋温度差発電の要素技術開発や市場

調査を実施している。 

 

(2)フランス 

フランスでは、フランス政府造船局＇Direction des Constructions Navales, DCN（を前身とする

DCNS社が 2015年までに実証機を建設する計画を発表した。2009年 4月にインド洋の仏領レ・ユニオ

ン島地方政府と R&Dに関する合意を締結し検討を開始するとともに、2010年からはタヒチ島における実

施可能性調査も行っている。 

 

(3)日本 

日本では、佐賀大学海洋エネルギー研究センターが研究開発の先導的役割を担っている。同センタ

ーでは、海洋温度差発電に用いる高効率な熱サイクルおよび熱交換器の研究、さらに温度差を利用し

た海水淡水化、発生した電力と淡水を用いた水素製造・貯蔵、海水からのリチウム回収などの実証を行

なっている。図 4-9に、同センター内に設置された 30kW海洋温度差発電実験設備の写真を示す。 
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図 4-9 佐賀大学海洋エネルギー研究センター内 30kW 海洋温度差発電実験設備  

写真提供：佐賀大学海洋エネルギー研究センター 

 

2010 年、経済産業省は海洋温度差発電や波力発電に代表される海洋エネルギー発電技術につい

て、事業化を見据えた研究開発に着手することを発表した。2011 年度の資源・エネルギー関連概算要

求には、「海洋エネルギー＇波力、海洋温度差、潮流等（を活用した発電技術やその市場で世界をリー

ドするため、革新的技術研究開発により技術シーズの発掘・育成を行うとともに、発電システムとしての

迅速な実用化や海外進出を目指すための実証研究を実施」するための予算として、10 億円が折り込ま

れている。また、これを基に、2015 年までに各海洋エネルギーの実証設備を建設し、実証実験を行なう

方針としている。 

 

また、2009 年 11 月の日米首脳会談において、日米エネルギー協力アクションプランが合意され、そ

の中で同じ島嶼環境を持つ沖縄－ハワイ間でスマートグリッドをはじめとしたクリーンエネルギー技術協

力を実施していくことが合意された。また、2010年 6月には、日本、米国、ハワイおよび沖縄県の 4者で

沖縄ハワイ協力に係る覚書が調印された。本協力に基づく日米専門家の相互訪問において、再生可能

エネルギー分野では海洋エネルギー、とりわけ海洋温度差発電が関心を集めた。これを受け、2010 年

11 月、沖縄－ハワイ間での海洋エネルギーに関するワークショップが沖縄県久米島にて開催され、実

用化に向けての取り組みが協議されている。 
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4.2.5 我が国における推進施策とロードマップ 

前項で述べた通り、経済産業省は 2015 年までに海洋エネルギーの実用化を目指す方針を打ち出し

た。 

経済産業省傘下である独立行政法人 NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が 2010 年 7

月に刊行した「再生可能エネルギー白書」では、海洋温度差発電の目指す姿が掲げられている。 

 

図 4-10 海洋温度差発電の目指す姿 

出典：NEDO,「再生可能エネルギー白書」, 2010年 7月 

 

これを受け、同白書では技術開発のロードマップを表 4-3および図 4-11の通り設定している。 

 

表 4-3 海洋温度差発電の技術開発目標 

項目 2015 年 2020 年 2030 年 

国内企業の育成、

国際競争力の強化 

・1MW プラントの実証

試験 

・商用プラントの運用 

開始 

・国内導入の促進 

・プラント出力の大型化 

・ 世界市場シェアの 

 拡大 

プラント規模 ～1MW ～10MW ～50MW 

発電コスト 40～60 円/kWh程度 15～25 円/kWh 程度 8～13 円/kWh 程度 

出典：NEDO,「再生可能エネルギー白書」, 2010年 7月

○海洋温度差発電の商用化に向けた技術開発を加速し、海外市場を創出するとともに世界

最先端の技術的地位を維持し、国内企業の育成、国際競争力の強化を図る。 

○国内産業の育成、低炭素社会の実現、エネルギーセキュリティ等の観点から、国内での

導入促進、新規産業の創出を実現する。 
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図 4-11 海洋温度差発電の技術ロードマップ 

出典：NEDO, 「再生可能エネルギー白書」, 2010年 7月 
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4.3 海水淡水化システム 

(1)技術の概要 

一般的に海水淡水化技術は、蒸発法と膜法とに分類される＇図 4-12（。 

現在、世界で設備されている海水淡水化設備のうち、造水量ベースで約半分が蒸発法＇主に多段フラ

ッシュ法（、残り半分が膜法＇ほぼ逆浸透法（を採用している。 

蒸発法は、海水を蒸発させ、その蒸気を冷却・凝縮することにより淡水を得る方式である。 この方式を

用いた淡水化設備は、その多くが中東産油国に集中している。これは、特に海水の汚染度が高いアラビア

湾の海水でも淡水化が可能なタフなシステムであるためとされる。その一方、蒸発のために大量の熱エネ

ルギーを投入するため、この意味でも、エネルギーコストの低い中東に適したシステムである。また、生成さ

れる淡水は蒸留水であるため純度が高く、容易に工業用に用いることが容易できる。 

一方、膜法＇逆浸透法（は、高圧にした海水を逆浸透膜と呼ばれる濾過膜の一種に通して塩分を除去

する方式である。この方式は中東産油国以外の国々で主流を占めている。 その理由は主に、造水量あた

りの投入エネルギー量が蒸発法に比べて小さく、また初期投資も比較的小さいためである。反面、逆浸透

膜が海水中の微生物やスケール等で目詰まりしないように前処理をする必要があり、このためのメンテナン

スに費用がかかる難点がある。 

 

図 4-12 海水淡水化方式の分類 

 

海洋深層水を利用した海水淡水化技術としては、蒸発法、逆浸透法の両方が提案されている＇表 

4-4（。 

蒸発法では、表層水と深層水との温度差を蒸発のための熱エネルギーとして用いることで、従来の蒸発

法の欠点であった投入エネルギーの多さを克服するコンセプトとしている。 

一方、逆浸透法では、海洋深層水の清浄性を利用し、課題である前処理を簡易化、低リスク化できるメ

リットがある。また、逆浸透法は回収効率が高いため、排海水の塩分濃度が原海水の 2 倍以上となる場合

があり、沿岸環境への影響が懸念されているが、海洋深層水複合利用と組み合わせる場合、排海水に比

べて大量の海洋深層水をくみ上げるため、これにより希釈することが可能である。 

海水淡水化 

相変化なし 

相変化あり 蒸発法 

膜法 

多段ﾌﾗｯｼｭ法 

逆浸透法 

多重効用法 

蒸気圧縮法 

電気透析法 
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表 4-4 海洋深層水を利用した海水淡水化のメリット 

 従来設備の問題点 深層水利用によるメリット 

蒸発法 ・蒸発のために大量の熱エネルギ

ーを投入。 

・表層水と深層水との温度差を蒸

発のためのエネルギーとして用

いるため、熱エネルギーの投入

が不要 

膜法（逆浸透法） ・膜の目詰まりを防ぐための前処

理が煩雑。 

・海洋深層水の清浄性を利用し、

前処理を大幅に簡易化 

・排海水の塩分濃度が高く、環境

負荷の懸念 

・大量の海洋深層水で希釈して排

水可能。 
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(2)技術の動向 

(a)蒸発法 

海洋深層水を利用した蒸発法による海水淡水化は、インド国立海洋技術研究所＇NIOT: National 

Institute of Ocean Technology（主導の下、2005年から100m3/日、2007年から1000m3/日の実証プラ

ントが稼働している。 

両設備は、離島への飲料水供給の目的で建設された。2005 年当時、当該プラントが置かれた

Lakhsadweep Islands地域では、12基設備された逆浸透法の海水プラントのうち、実に 11基が膜の目

詰まり等のために運転を停止していた背景があり、より運用が簡便な蒸発法プラントの導入が求められて

いたことが報告されている9。 

図 4-13に 100m3/日プラントの概要図、図 4-14に 1000m3/日プラントの写真をそれぞれ示す。 

 

図 4-13 NIOT 100m3/日 海水淡水化プラントの概要図 

出典：NIOT ホームページ 

 

図 4-14 NIOT 1000m3/日 海水淡水化プラント写真 

写真提供：佐賀大学海洋エネルギー研究センター 

                                                   

9 Raju Abraham, NIOT, “Experimental studies on a desalination plant using ocean temperature difference”, 

National Institute of Ocean Technology, International Journal of Nuclear Desalination 2007 - Vol. 2, No.4  pp. 

383 – 392, 2007 
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(3)海水淡水化のフロー 

(a)蒸発法 

図 4-15に蒸発法のフロー例を示す。 

 ①温海水（表層水）を真空に近い低圧の蒸発室でフラッシュ蒸発させる。これにより蒸発熱を奪

われて温度の下がった温海水（表層水）は、ポンプで排出される。 

 ②発生した蒸気は、凝縮器内にて冷海水（深層水）で冷やされ、凝縮して淡水となる。 

 ③蒸発と伴に海水から放出される非凝縮性の気体（主に窒素と酸素）は、真空装置を用いて系外

に排出される。 

 

蒸発法による海水淡水化では、深層水ポンプ、表層水排出ポンプ、真空装置、蒸留水ポンプで電力を

消費する。消費電力は、淡水 1m3あたり 2.5kWh～4.5kWh程度と算定される。 

また、使用温度が低く、また海洋深層水は清浄であることから、一般的な蒸発法で用いられるスケール

抑制剤などの薬品の海水へのの投入は不要である。 

 

 

図 4-15 蒸発法のフロー（例）： 淡水 100m3/hを生産するケース 

(b)逆浸透法 

逆浸透法のフロー例として、平成 9 年に沖縄県北谷町に完成した沖縄県海水淡水化センターのフロー

を図 4-16に示す。 

一次、二次濾過器で前処理された原海水は、高圧ポンプにより加圧され、逆浸透膜により淡水化される。

濃縮された排海水はまだ高い圧力を持っているため、動力回収タービンによって原海水の予圧に使用さ

れた後、希釈して海中に排出される。回収率＇原海水に対する淡水生産量（は、40%である。 

海洋深層水を利用する場合、前処理工程および希釈工程の大幅な簡易化が期待される。なお、一般

的な逆浸透法の消費電力は、淡水 1m3あたり 4～6kWh 程度であり、今後の技術開発により一層の低減

が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

表層水 

(25.5℃) 

深層水 

(6.5℃) 

 

 

 

深層水ポンプ 

表層水排出ポンプ 

(16.0℃) 

(16.0℃) 

６,２00 m3/h 

 

淡水（蒸留水） 

蒸留水ポンプ 

蒸発チャンバー 

凝縮器 

真空装置 

6,200 m3/h 
1００ m3/h 
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図 4-16逆浸透法のフロー（例） 

出典：沖縄県企業局 海水淡水化センターホームページ 

(http://www.eb.pref.okinawa.jp/sisetu/suigen/kaisui/flow.html) 

 

(4)利用する海洋深層水の特性および使用後の質の低下 

前項で検討したフローから、利用する海洋深層水の特性および使用後の質の低下に関しては、表 4-5、

表 4-6の通り評価できる。 

 

表 4-5 フラッシュ蒸発方式 

 低温性 清浄性 富栄養性 

利用する特性と 

そのレベル (*1) 

◎ 

表層水－5℃以下。た

だし低温の方が効率が

よい。 

○ 

熱交換器にほとんど汚

れが付かないためレス

メンテナンス 

○ 

飲料水とする場合、海

洋深層水ミネラルとして

後で添加可能 

利用後、务化 

する特性 (*2) 

↓ 

表層水温度との平均値

に近づく 

→ 

非接触型熱交換器を

通過するだけのため、

全く変化なし 

→ 

非接触型熱交換器を

通過するだけのため、

全く変化なし 
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表 4-6逆浸透方式 

 低温性 清浄性 富栄養性 

利用する特性 

そのレベル (*1) 

× 

水温が低いと膜通過時

の圧力損失が大きくな

る 

◎ 

膜方式でトラブルが起

こりやすい前処理がほ

ぼ不要となる 

○ 

飲料水とする場合、海

洋深層水ミネラルとして

後で添加可能 

利用後、务化 

する特性 (*2) 

→ 

高圧ポンプを通るた

め、若干は昇温する。 

↓＇若干（ 

プロセス内で回収され

るものの、凝集剤の添

加が一般的 

→ 

ただし、約 2倍に濃縮

される。 

(*1) ◎：深層水利用の主目的、 ○：積極的に利用しないがメリットがある、－：利用しない、×：逆にデメリットとなる 

(*2) ↓：务化する、→：変化しない 

 

(5)経済性 

設備規模や電力価格、原海水の水質によるものの、蒸発法、逆浸透法とも、淡水 1m3あたりの生産コス

トは、大型のプラントでおよそ 100円～150円とされている。 

参考例として、一般的な逆浸透法の淡水生産コストの試算例＇三菱重工＇株（による（を表 4-7に示す。
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表 4-7逆浸透法による淡水生産コストの試算例 

 

出典： 永井正彦,岩橋英夫,田中賢次,「逆浸透（RO）法海水淡水化技術の上水道分野への適用」 

三菱重工技報 Vol.39 No.5（2002_9）, 2002 

 

同条件にて、蒸発法による淡水生産コストを試算すると、表 4-8の通りとなる。 

 

表 4-8蒸発法による淡水生産コストの試算結果 

項目 
コスト 

（円/m3） 

割合 

(%) 
備考 

運

転

費 

電気代 40.0 29 3.5kWh/m3（標準値） 

定期交換品代 0.0 0 対象品無し 

薬品代 0.0 0 薬品は不使用 

補修費 4.5 3 ポンプ、真空装置、電気計装 

労務費 9.8 7 逆浸透法と同額とする 

小計 54.3 39  

設備償却費 83.4 61 逆浸透法と同じ 15 年で計算

（実際の耐用年数は、15 年を

大きく超えると考えられる） 

合計 137.7 100  

 

現状、日本における一般的な上水価格は、上記の海水淡水化設備の淡水生産コストより低い。 

したがって、経済性を成立させる条件としては、次のような項目が挙げられる。 
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1) 離島あるいは世界の島嶼国では、陸上の淡水資源だけでは需要がまかなえないため、海水淡水化

設備を導入する例が多い。沖縄本島の海水淡水化設備においても、陸水の水資源開発だけでは需要

のバランスを維持することが困難であると予想の下、建設を決定した経緯がある。 

こういった、充分な淡水資源を持たない地域では、本設備が競争力を持ちうる。 

 

2) 淡水生産コストが 1m3あたり 100～150円であるのに対し、清涼飲料水としてボトル詰めされて販売さ

れる淡水は、1 リットルで数十～100 円程度という大きな付加価値をつけて販売される。したがって、海

洋深層水由来の飲料水として特色をアピールして清涼飲料水として市場で評価されれば、海水淡水化

の経済性は大きく向上する。 
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4.4 冷熱としての利用 

4.4.1 農業・植物工場分野 

(1)技術の概要 

3.3 節で述べた通り、海洋深層水の取水は COP170～500に匹敵する超高効率の冷熱供給装置とい

う一面を持つ。 

一方、わが国の野菜や花き類の栽培において、夏場の高温対策技術の多くは、商用電力を利用した

ハウス内の冷房や、地中に埋設したパイプで土壌を冷却し作物を栽培する方法が取られている。 しか

しこういった既存の冷房方式は栽培費用に対する負担が大きく、採算をとるのが困難であるのが現状で

ある。 

これを反映して、例えば 10～20℃の冷涼な気候を好むホウレンソウの夏季栽培は、北海道、岩手県、

群馬県などの高冷地が中心となっており、全国的に見るとこの時期は高値で取引される＇図 4-17（。 

同様に、育苗に適した地温が 12～22℃であるトルコギキョウや、花芽分化に昼温 23～25℃、夜温 15

～18℃の比較的低温を要求するコチョウラン等も、季節により需給バランスと取引卖価が大きく変動する

＇図 4-18、図 4-19（10。 

 

 

図 4-17 ホウレンソウ月別取扱量と単価（平成 13～17年平均）（東京都中央卸売市場年報より） 

 

 

                                                   
10 藤田大介，高橋 正征 編著，「海洋深層水利用学」，成山堂書店，2006 ＇図表も（ 
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図 4-18 トルコギキョウの月別取扱量と単価（平成 14～17年平均） 

（東京都中央卸売市場年報より） 

 

 

図 4-19 コチョウラン月別取扱量と単価（平成 14～17年平均） 

（東京都中央卸売市場年報より） 

出典：「海洋深層水利用学」（図 4-17～4-19） 

 

 

こうした背景の下、エネルギー消費の非常に小さい冷熱供給装置である海洋深層水の冷熱を利用す

る研究が実施されている。特に冷熱利用農業分野では、沖縄県海洋深層水研究所が積極的な研究を

行なっている。 
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(2)技術動向 

沖縄県海洋深層水研究所が実施した研究の中で、最も進展しているのが、海洋深層水の冷熱を利

用した夏場のホウレンソウの栽培である。 

ホウレンソウは、10～20℃の冷涼な機構を好む野菜で、低温には比較的強いものの高温には弱く、

25℃になると生育が抑制され、30℃以上になると障害が発生する。このため夏場の生産は、北海道、岩

手県、群馬県などの高冷地が中心となっており、全国的に見るとこの時期は高値での取引となっている。

一方、沖縄県では、11～5 月までの比較的気温の低い時期での栽培は可能であるが、平均気温が

25℃を上回る 6～10 月の栽培は極めて困難であり、この時期は消費のほとんどを本土からの移入に依

存している。図 4-20 に沖縄県中央卸売市場におけるホウレンソウの取扱量と価格の推移を示す。県内

での生産がほとんどない 6～10月は品薄になり、この時期の平均卖価は 738円で、その他の時期の 276

円に比べると 2.7 倍の高値で取り扱われている。したがって、海洋深層水の低水温性を利用して夏場ホ

ウレンソウの生産技術が確立できれば、沖縄県の懸案事項である自給率向上の一つの施策となり、生

産農家の技術向上にも寄与できると思われる。沖縄県海洋深層水研究所では、12℃の熱交換水を用い

て水耕培養液や土壌の根域のみを冷却する方法＇図 4-21（で、夏場のホウレンソウ生産が可能である

ことを実証している＇図 4-22（。さらに、2010年の海洋深層水利用学会全国大会では、卸売市場での競

売実績を基に経済性評価も実施し、採算性が成立することを立証している。 
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図 4-20 沖縄県中央卸売市場におけるホウレンソウの取扱量と単価 

提供：沖縄県海洋深層水研究所 
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図 4-21地中に埋設されている塩ビ管 

（12℃の冷水が流れている） 

提供：沖縄県海洋深層水研究所 

 

 

図 4-22送水管からの距離とホウレンソウの生育状況 

（右側ほど地温が高くなっている） 

提供：沖縄県海洋深層水研究所 

 

(3)植物工場への応用 

植物工場は、施設内で植物の生育環境＇光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等（を制御し

て栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御と生育予測

を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設である。 

植物工場には、 

＇1（閉鎖環境で太陽光を使わずに環境を制御して周年・計画生産を行う「完全人工光型」 

＇2（温室等の半閉鎖環境で太陽光の利用を基本として、雤天・曇天時の補光や夏季の高温 

抑制技術等により周年・計画生産を行う「太陽光利用型」＇太陽光利用型のうち、特に人工光を利用
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するものについては「太陽光・人工光併用型」という（の２つがある11。 

 

2009年に農林水産省および経済産業省が50ヵ所の植物工場を対象に実施した調査によれば、栽培

品目は、リーフレタスやサラダ菜、フリルレタスなどのレタス類が中心で、その他ではハーブ等や野菜苗

等がみられる＇図 4-23（。 

 

図 4-23植物工場の栽培品目 

出典：農林水産省，経済産業省，「植物工場の事例集」，2009年 

 

完全人工光型の植物工場では、太陽光からの入熱を防ぐために外面が断熱構造となっており、外気

からの熱負荷は小さい。 一方、生育に必要な光は人工光＇蛍光灯や高圧ナトリウムランプ（で供給され

る上、病虫害防止や二酸化炭素濃度維持のために外気取り入れは制限されることから、この人工光が

発する熱量はほぼ全て冷房負荷となる。 完全人工光型の植物工場では、一般的に商用電力の電力需

要が落ちる夜間を、人工光を点灯させる「明期」とするため、冷房負荷は夜間に大きくなる特徴がある。 

また、外気の影響が小さいことから、夏冬を問わず冷房需要が発生する。 

一方、太陽光利用型の植物工場の冷房負荷は主に太陽光から受けるエネルギーとなる。 このため、

夏季の昼間がピーク負荷となる。 

                                                   
11 農林水産省, 経済産業省, 「植物工場の事例集」, 2009年 
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(4)海洋深層水冷熱利用フロー 

(a)空調装置への利用 

植物工場や施設園芸で一般的に使用されるパッケージ空調の代わりに、深層水冷熱を利用する際

のフローを図 4-24に示す。 

通常の電気式空調では、HFC 系の冷媒の蒸発熱により空気を冷却するのに対し、深層水冷熱利用

の場合は、深層水＇あるいは深層水により冷却された清水等の冷媒（の顕熱で冷却を行なう。 

 

図 4-24深層水利用空調のフロー 

 

(b)土壌冷却への利用 

土壌の根域のみを冷却する方式では、土中に敶設する冷却管に深層水冷熱が利用できる。 

この際、深層水を直接冷却管に流す直接利用方式、および、熱交換器を介して清水＇冷媒（を冷却し

て清水＇冷媒（を冷却管に流す間接利用方式が考えられる。 

図 4-25に、それぞれの方式のフローを示す。 また、表 4-9にその得失を述べる。 

 

 

図 4-25深層水利用土壌冷却のフロー 

熱交換器 

 

冷海水ブースター 

ポンプ 

 

直接利用方式 間接利用方式 

冷海水配管 

農地 

 

土壌冷却管 

 

清水循環配管 

農地 

 

冷海水ブースター 

ポンプ 

 

清水循環 

ポンプ 

 

冷海水配管 

土壌冷却管 

 

送風ファン 

屋外機 

コンプレッサー 

 

冷媒配管 

送風ファン 

熱交換器 

 

冷海水ブースターポンプ 

 

冷海水配管 

屋内 屋外 屋内 屋外 

一般的な電気式空調 

（空冷式パッケージエアコン） 

深層水利用空調 

（冷海水＋エアハンドリングユニット） 

エアハンドリングユニット 
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表 4-9 直接利用方式と間接利用方式との比較 

直接利用方式のメリット 間接利用方式のメリット 

・ 機器数が少なく初期投資が小さい 

・ 熱交換器での温度損失が無い（間接方式

より低い温度で冷却が可能） 

・ ポンプの電力消費量が小さい 

・ 万が一、土壌冷却管が破損して水が漏れ

たときに、農作物および土壌への被害が

ほとんど無い。 

 

(5)利用する海洋深層水の特性および使用後の質の低下 

前項で検討したフローから、利用する海洋深層水の特性および使用後の質の低下に関しては、表

4-10の通り評価できる。 

 

表 4-10海洋深層水の特性および使用後の質の低下 

 低温性 清浄性 富栄養性 

利用する特性と 

そのレベル (*1) 

◎ 

品目により異なるが、～

16℃程度 

○ 

熱交換器にほとんど汚

れが付かないためレス

メンテナンス 

－ 

＇本節では冷熱利用に

ついて述べる（ 

利用後、务化 

する特性 (*2) 

↓ 

外気温度に近づく 

→ 

非接触型熱交換器を

通過するだけのため、

全く変化なし 

→ 

非接触型熱交換器を

通過するだけのため、

全く変化なし 

(*1) ◎：深層水利用の主目的、 ○：積極的に利用しないがメリットがある、－：利用しない、×：逆にデメリットとなる 

(*2) ↓：务化する、→：変化しない 
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(6)冷熱需要の算定 

(a)完全人工光型植物工場（空調利用） 

本調査にて専門メーカーより情報提供を受けた 200 坪型の栽培装置を検討用のモデルとして、冷熱

負荷の算定を行なう。 

本栽培装置は、サラダ菜やリーフレタス等の葉野菜類を、年間 1,327 千株、重量にして年間 132 トン

が収穫できる、棚段式の栽培装置である。以下にその仕様を示す。 

 

・生産方式 ： 棚段式栽培装置、水耕栽培 

・室構成 ： 栽培室×1、育苗室×1 

・栽培面積 ： 2,851m2＇延べ（ 

・棚段数 ： 12段＇栽培室（×1 ＋ 6段＇育苗室（×1 

・照明  ： 110W蛍光灯×3,360本＇栽培室（ 

110W蛍光灯×336本＇育苗室（ 

・室温温度 ： 明期 25℃＇夜間（、暗期 18℃＇昼間（ 

    相対湿度 成り行き 

 

建屋は外部からの入熱対策のために断熱構造とされるため、冷熱負荷のピークはすべての蛍光灯が

点灯する明期の夜間となる。  

この場合、蛍光灯の消費電力が最終的にほぼ全て熱負荷となるため、冷熱の負荷は次の通り計算さ

れる。 

110W × 3,360本＇栽培室（＋ 110W × 360本＇育苗室（ ＝ 407kW 

また、明期は全蛍光灯が点灯し続け、暗期にはほぼ全て消灯されていることから、日間の冷熱の負荷

変動は図 4-26のようになる。 

これに 10％の余裕分を見込み、海洋深層水の所要量を算定すると、次の通りとなる。 ただし、冷房

に用いる深層水の出入り口温度差は 5℃とする。 

407kW×1.1(余裕率)×3600／5℃／4.0kJ/kg℃(海水比熱)／1025(海水比重)＝79m3/h 

また、上記計算にて深層水の出入り口温度差を変化させた場合の所要量の変化を、図 4-27 に示

す。 
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検討用モデル（200坪型植物工場）の一日の熱負荷パターン例
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図 4-26冷熱需要のパターン例（完全人工光型植物工場） 

 

検討用モデル（200坪型植物工場）の深層水所要量
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図 4-27利用温度差と所要水量の関係（ピーク時） 

 

なお、暗期の室内温度を 18℃にキープするため、深層水出口温度はアプローチ温度 2℃を考慮した

16℃を最大値として設計する。 
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(b)太陽光利用型植物工場（空調利用） 

本調査にて専門メーカーより情報提供を受けた 20アール型栽培装置の冷熱負荷の算定例を示す。 

本設備は、ミニトマト＇もしくは大玉トマト（を、年間 36 トンを収穫できる平置き型栽培装置である。 

最も日差しの厳しい正午前後は遮光カーテンを用いて入熱量の減尐を図るものの、最大の負荷は直

接日光によるものである。 

ピーク時の冷熱負荷は、次の通り算定される。 

 

(i)温室形状 

合計床面積  As = 2,208 m2 

合計表面積  Aw = 3,115m2 

天面積   Aw1 = 2,423m2 

妻・側面積   Aw2 ＝ 692m2  

 

(ii)計算条件  

温度条件 

  外気温度 θou = 30℃ 

  設定温度θin = 18℃ 

  地中温度θg ＝ 27℃ 

伝熱係数  

  換気伝熱率   hv = 2.9 W/m2-℃ 

  被覆の熱貫流率  ht = 1.9 W/m2-℃ 

  地中伝熱率   hg = 2.9 W/m2-℃ 

 

(iii)日射・遮光条件  

直達日射量  q(sun) = 880W/m2 

遮光率   C(sun) = 64% 

カーテン枚数 N = 1枚 

 

(iv)冷房負荷計算 

被覆表面損失 Q1 = Aw×(ht + hv)×(θou – θin) 

  = 3115×4.8×12 / 1000 =179.4 kW 

室内床面損失 Q2 = As×hg×(θg – θin) 

  = 2208×2.9×9 / 1000 = 57.6 kW 

直達日光損失 Q3 = As×q(sun)×(1-C/100)×0.8(1+N) / 1000 

  = 2208×880×0.23 / 1000 = 447.7 kW 

合計損失熱量 

 Qtotal = Q1 + Q2 + Q3 = 684.7 kW 
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また、同式に太陽高度と外気温を考慮して得られる夏季の快晴の一日の冷熱負荷パターンを、図 

4-28に示す。 

得られたピーク時の損失熱量に 10％の余裕分を見込み、深層水の所要量を算定すると、次の通りと

なる。 ただし、冷房に用いる深層水の出入り口温度差は 5℃とする。 

685kW×1.1(余裕率)×3600／5℃／4.0kJ/kg℃(海水比熱)／1025(海水比重)＝132m3/h 

ここで、深層水の出入り口温度差を変化させた場合の所要量の変化を、図 4-29に示す。 

 

 

 

検討用モデル（20a型植物工場）の一日の熱負荷パターン例

0

0 6 12 18 24

時刻

熱
負

荷

 

図 4-28冷熱需要のパターン例（太陽光利用型） 

 

検討用モデル（20アール型植物工場）の深層水所要量
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図 4-29利用温度差と所要水量の関係（ピーク時） 
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(c)施設園芸（土壌冷却） 

土壌冷却によるホウレンソウの通年栽培は、沖縄県海洋深層水研究所により実証研究が実施され、

冷却に必要な温度や流量が明らかとなっている。 

この研究結果に基づいた次のデータを用いて、次項以降の検討を実施する。 

- 施設面積： 1,000m2 

- うち、実栽培面積 540m2 

- 収量 2.5kg/m2 

 6月～10月＇5 ヵ月（で 5作、11月～翌 5月＇７ヶ月（で 5作 

 年間収量 13.5 トン 

- 冷水入口温度 12℃ 

- 冷水所要流量 14.4m3/h ＇6月～10月に一定流量で使用（ 

- 栽培棚レイアウト： 図 4-30に示す。 

 

 

図 4-30夏季ホウレンソウ栽培における、土壌冷却配管のレイアウト例 

出典：沖縄県海洋深層水研究所 



久米島 深層水複合利用調査 報告書 

 

 62 

(6)経済性の検討 

(a)完全人工光型植物工場（空調利用） 

完全人工光型の植物工場においては、通常の空調機の代わりに海洋深層水を利用した空調機＇エ

アハンドリングユニット（を設備することとなり、両者の設備投資額はほぼ変わらない。 そこで、専門メー

カーにより試算された生産品コスト内訳のうち、冷房費用を深層水空調で代替した際のコスト低減効果

を算定した。なお、深層水流量は前項で検討した 79m3/h を用い、深層水利用コストとして沖縄県海洋

深層水研究所の現在の頒布価格の 6 円/m3を仮定する。 試算結果を図 4-31 に示す。 また、深層水

利用コストを変化させたときの生産品コストへの影響を図 4-32 に示す。深層水利用コスト 6 円/m3では

ほとんど生産品コストには影響せず、約 70円/m3で電気式空調とほぼ同じとなることが分かる。 

 

完全人工光型植物工場の生産品コスト内訳
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図 4-31生産品のコスト内訳に関する通常型空調と深層水空調との差異（サラダ菜、レタス類） 

（深層水利用費用を 6 円/m3とした場合） 
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深層水使用料と生産品価格との関係
（完全人工光型植物工場）
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図 4-32 深層水利用費用の生産品コストに対する感度（完全人工光型植物工場） 

 

(b)太陽光利用型植物工場（空調利用） 

前項で検討した生産量年間 36 トンの 20アール型ミニトマト栽培設備の深層水利用量は、ピーク時に

132m3/h＇出入口温度差 5℃時（であった。深層水の年間平均利用率を 20％とすれば、生産品に対する

深層水のコストは次の通り算定される。 ただし、深層水ポンプおよび送風ファンの動力として 9kW(ピー

ク時)を見込み、深層水の利用料金を沖縄県海洋深層水研究所の現在の頒布価格 6 円/m3、電気代を

20円/kWh と仮定する。 

＇132m3/h×6.0円/m3 + 9kW×20円/kWh（×24h×365日×0.2／36,000kg/年＝47円/kg 

また、深層水利用コストを変化させたときの生産品コストへの影響を図 4-33に示す。 

深層水使用料と生産品価格との関係
(太陽光利用型植物工場)
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図 4-33深層水利用費用の生産品コストに対する感度（太陽光利用型植物工場） 

（参考）現在の沖縄県海洋深

層水研究所における深層水頒

布価格: 6 円/m3 

（参考）現在の沖縄県海洋深

層水研究所における深層水頒

布価格: 6 円/m3 
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(c)施設園芸（土壌冷却） 

前項で検討した生産量年間 13.5 トンの 1,000m2ホウレンソウ栽培設備の深層水利用量は、ピーク時

に 14.4m3/h であった。深層水の年間平均利用率を 42％＇夏場５ヵ月のみ一定流量で使用（とすれば、

生産品に対する深層水のコストは次の通り算定される。 ただし、深層水ポンプの動力として 1.2kW(ピー

ク時)を見込み、深層水の利用料金を沖縄県海洋深層水研究所の現在の頒布価格 6 円/m3、電気代を

20円/kWh と仮定する。 

＇14.4m3/h×6.0円/m3 + 1.2kW×20円/kWh（×24h×365日×0.42／13,500kg/年＝30円/kg 

一方、図 4-17や図 4-21に示した、季節によるホウレンソウの販売卖価の変動は、数百円/kgに及ぶ

ため、これと比較すると深層水利用費の 36円/kgは非常に小さいと言える。 

深層水利用コストを変化させたときの生産品コストへの影響を図 4-34に示す。 

 

深層水使用料と生産品価格との関係
(ホウレンソウの土壌冷却栽培)
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図 4-34深層水利用費用の生産品コストに対する感度（ホウレンソウ／土壌冷却） 

 

 

（参考）現在の沖縄県海洋深

層水研究所における深層水頒

布価格: 6 円/m3 
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4.4.2 水産養殖分野 

(1)技術の概要 

深層水の低温性は、その清浄性や富栄養性とともに、養殖漁業、水産業にとって非常に重要な特性

となっている。 我が国における取水地のうち、とりわけ夏季の海水温が 30℃弱まで上昇する沖縄県海

洋深層水研究所においては、深層水の冷熱を利用したクルマエビ、アワビ、トラフグ、ヒラメ、クビレヅタ

＇海ぶどう（、オゴノリ、アサクサノリ等の養殖研究が盛んに行われている。このうちクルマエビと海ぶどう,

オゴノリの養殖は民間に技術移転され、現在では久米島の主要産業へと成長している。 

クルマエビの生育適温は 20～25℃と言われ、これ以上の水温では病気の発生と蔓延のリスクが高く

なる。 このため、現在、夏場にクルマエビの成体の養殖は行われていない。 また、海ぶどうは水温

25℃が生育適温であるが、これを超えると奇形の発生率が高くなり品質が低下する。 

また、深層水を利用する際の留意点として、クルマエビはある程度濁った海水を好む性質があるため、

養殖池内の海水の置換率を上げて海水が清みすぎるとストレスの原因となることが挙げられる。また海

ぶどうでは、水温が低すぎると生育スピードが遅くなるため、あまりに温度の低い海水は使用できない。

さらに、海洋深層水を用いた場合に雑藻である藍藻類の繁殖と海ぶどうへの付着被害が報告されてお

り12、冷熱利用としては深層水よりも冷却された表層水を好む。 

 

(2)深層水冷熱利用フロー 

冷熱利用の方式としては、混合＇ワンスルー（方式、冷却コイル方式、循環熱交換方式＇図 4-35（が

考えられる。現在、久米島のクルマエビおよび海ぶどうの養殖においては、混合方式が用いられている。

水面に太陽の直射を受ける養殖池においては、冷熱負荷が農業や建物空調より大きくなることが予想さ

れる。このため、ポンプの消費電力や、冷却コイルまたは熱交換器の初期費用およびメンテナンスの煩

雑さを考慮すると混合方式が最適である。そこで、以降は混合方式での利用について述べる。 

                                                   

12 鈴木秀和 他，「沖縄県久米島のクビレズタ＇海ぶどう（養殖水槽に出現した付着珪藻」， 第 14 回海洋深層水利用学会全

国大会講演要旨集， 2010 
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図 4-35冷熱需要のパターン 

 

(3)利用する深層水の特性および使用後の質の低下 

前項で検討したフローから、利用する深層水の特性および使用後の質の低下に関しては、表 4-11

の通り評価できる。 

 

表 4-11 利用する深層水の特性および使用後の質の低下(水産養殖) 

 低温性 清浄性 富栄養性 

利用する特性と 

そのレベル (*1) 

◎ 

20℃程度 

低温すぎても問題が

ある点に注意。 

○ 

病気の発生率の低減

が図れる。 

○～× 

雑藻の繁殖というデ

メリットの可能性も

ある。 

利用後、劣化 

する特性 (*2) 

↓ 

外気温度に近づく 

↓（混合方式） 

養殖池の海水と混合

される。 

↓（混合方式） 

養殖池の海水と混合

される。 

 

冷海水配管 

養殖池 

 

冷海水ブースター 

ポンプ 

 

冷海水配管 

熱交換器 

 

海水循環配管 

冷海水ブースター 

ポンプ 

 

冷海水配管 

排水 

養殖池 

 

冷却コイル 

 

養殖池 

 

混合（ワンスルー）方式 

 

冷却コイル方式 

 

循環熱交換方式 
 

海水循環ポンプ 
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(4)冷熱需要の算定 

(a)クルマエビ養殖池 

広さ 10,000m2の養殖池の熱負荷について推定する。 

 

(i)温室形状  

  水面面積     As = 10,000 m2 

  壁面・底面面積    Aw = 10,200 m2 

 

(ii)計算条件 

  温度条件 外気温度  θou = 30℃ 

     設定温度 θin = 25℃ 

     地中温度 θg ＝ 27℃ 

  伝熱係数  

  水面の総括熱伝達係数  ht = 10 W/m2-℃ 

  地中伝熱率     hg = 2.9 W/m2-℃ 

 

(iii)日射・遮光条件  

  直達日射量    q(sun) = 880W/m2 

 

(iv)冷房負荷計算 

  海水表面損失 Q1 = As×ht×(θou – θin) 

      = 10,000×10×5 / 1000 = 500 kW 

  土中への損失 Q2 = Aw×hg×(θg – θin) 

      = 10,000×2.9×2 / 1000 = 58 kW 

  直達日光損失 Q3 = As×q(sun) / 1000 

      = 10,000×880 / 1000 = 8,800 kW 

  合計損失熱量 Qtotal = Q1 + Q2 + Q3 = 9,360 kW 

 

また、同式に太陽高度と外気温を考慮して得られる夏季の快晴の一日の冷熱負荷パターンを、図 

4-36に示す。 

得られたピーク時の損失熱量に 10％の余裕分を見込み、深層水の所要量を算定すると、次の通りと

なる。 ただし、冷房に用いる深層水の出入り口温度差は 5℃とする。 

 

9,360kW×1.1(余裕率)×3600／5℃／4.0kJ/kg℃(海水比熱)／1,025(海水比重)＝1,810m3/h 

 

ここで、深層水の出入り口温度差を変化させた場合の所要量の変化を、図 4-37に示す。 
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検討用モデル（10,000m2屋外養殖池）の
一日の熱負荷パターン例
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図 4-36冷熱需要のパターン 

検討用モデル（200坪型植物工場）の深層水所要量
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図 4-37利用温度差と所要水量の関係（ピーク時） 

 

(b)海ぶどう 

海ぶどうは、既存の養殖設備のピーク時の水量および生産量のデータから、年間 100トンの生産量に

対しピーク時所要流量は 233m3/h と推定される＇出入口温度差＝5℃時（ 

半遮光した屋内設備での養殖であるため、負荷のパターンは太陽光利用型植物工場＇図 4-28（と類

似すると思われる。 
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(5)経済性の検討 

(a)クルマエビ 

前項で検討した 10,000m2 屋外養殖施設の深層水利用量は、ピーク時に 1,810m3/h＇出入口温度差

5℃時（であった。深層水の年間平均利用率を 10％とすれば、生産品に対する深層水のコストは次の通

り算定される。 ただし、深層水の利用料金を沖縄県海洋深層水研究所の現在の頒布価格 6 円/m3、

10,000m2クルマエビ養殖施設の年間収量を 12,000kg と仮定する。 

 

＇1,810m3/h×6.0円/m3（×24h×365日×0.1／12,000kg/年＝793円/kg 

 

また、深層水利用コストを変化させたときの生産品コストへの影響を図 4-38に示す。 

 

深層水使用料と生産品価格との関係
(クルマエビ養殖)
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図 4-38深層水利用価格の生産品コストに対する感度（屋外養殖施設（クルマエビ）） 

 

一方、クルマエビの販売卖価は年間平均で 4～5 千円／kg であるが、品薄となる時期には 1 万円／

kgを超えるまでに高騰する。 このため、深層水利用費用として約 800円/kgのコストがかかったとしても、

経済性面では十分成立性があると考えられる。さらに、クルマエビの生育適温は 20～25℃程度と深層

水の水温に比べて高いため、深層水の出入り口温度差を大きくとることで水量を減らして利用コストを下

げることも可能である。 

 

（参考）現在の沖縄県海洋深

層水研究所における深層水頒

布価格: 6 円/m3 
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(b)海ぶどう 

前項で検討した深層水利用量、生産量100トンあたりピーク時233m3/h＇出入口温度差5℃時（を用い

て、生産品に対する深層水のコストを算定する。 なお深層水の年間平均利用率を 20％とする。 ただし、

深層水の利用料金を 6円/m3と仮定する。 

＇233m3/h×6.0円/m3（×24h×365日×0.2／100,000kg/年＝24.5円/kg 

また、深層水利用コストを変化させたときの生産品コストへの影響をに示す。 

 

深層水使用料と生産品価格との関係
(海ぶどう養殖)
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図 4-39深層水利用価格の生産品コストに対する感度（屋内養殖施設（海ぶどう）） 

 

一方、海ぶどうの販売卖価は年間平均で 2～3千円／kgであるため、深層水利用費用が販売卖価に

占める割合は小さく、経済性面では十分成立性があると考えられる。さらに、海ぶどうの生育適温は

25℃程度と深層水の水温に比べて高いため、深層水の出入り口温度差を大きくとることで水量を減らし

て利用コストを下げることも可能である。 

 

（参考）現在の沖縄県海洋深

層水研究所における深層水頒

布価格: 6 円/m3 
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4.4.3 地域冷熱利用分野 

 (1)技術の概要 

深層水の低水温特性を利用した冷房は、自然エネルギー活用の一手段として位置付けられ、1980

年代半ばにハワイ州立自然エネルギー研究所＇現在は NELHA, Natural Energy Laboratory of Hawaii 

Authority（で始められた。 

NELHAの管理室や研究室では水深 600mから取水した 6℃の深層水を冷房に利用しており、従来使

用していた空気熱源圧縮式冷凍機のシステムと比べて電力消費量が 1/10で、非常にコスト効果が高い

利用法であると評価されている。 

深層水による冷房は、我が国でも表 4-12に示すものを代表として既に数例が実用化されている。 

深層水は取水する地域や深度によって利用できる水温が異なるため、一言で冷房利用といっても、

実際には温度レベルによって空調方式を考慮する必要がある。現状の技術開発状況をベースにすると、

表 4-13に示すように、取水温度が 10℃程度以下の場合には深層水を直接冷熱源として利用する直接

利用方式が採用され、取水温度が十数℃以上とやや高い場合にはヒートポンプや冷凍機の熱源水や

冷却水として利用する間接利用方式が採用される13。 

                                                   
13 藤田大介, 高橋正征 編著，「海洋深層水利用学─基礎から応用・実践まで─」, 成山堂書店, 2006 
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表 4-12 日本における海洋深層水による空調の代表的な実施例 

場所 深層水温度 空調面積 冷暖房の区別 冷暖房方式 

富山県水産試験場 

20℃恒温飼育棟 
4℃ 220 ㎡ 

冷房のみ 

設定温度 20℃ 

対流式冷房 

深層水排水からの熱回収 

エアハンドリングユニット方式 

室戸市 

アクアファーム 
11℃ 260 ㎡ 

冷房・暖房 

設定温度 

冷房 26℃ 

暖房 22℃ 

対流式冷暖房 

海水熱源 

マルチヒートポンプ方式 

沖縄県 

海洋深層水研究所 

 

9℃ 

 

960 ㎡ 
冷房のみ 

設定温度 26℃ 

対流式冷房 

深層水との熱交換 

エアハンドリングユニット方式 

 

表 4-13海洋深層水の取水温度と空調方式 

利用形態 深層水の取水温度 空調方式 

直接利用方式 
10℃程度以下 熱交換器  →  対流式冷房 

10 数℃～17℃程度以下 熱交換器  →  放射式冷房 

間接利用方式 15℃～20℃程度 
海水熱源冷凍機 

海水熱源ヒートポンプ 
→ 

対流式冷暖房 

放射式冷暖房 

 

我が国において一般的に冷房空調設備と呼ばれるものは、対流式冷房と考えてよい。冷房では 10℃

前後の冷媒に送風ファンで風を送り、室内を対流させることにより室内温度を下げる。 

一方、放射式＇輻射式（は、天井や壁面を冷却することで、「トンネルに入ったときのような」涼しさを与

える空調方式である。送風が無いため、長時間滞在する場所＇ホテルの客室や、病院の病室、会議室

等（に用いることで快適性を高めることが出来るとされる。また、対流式と比較して温度の高い 15℃程度

の冷媒を用いることが出来るため、省エネルギー性にも優れる。このため欧州では広く普及しているが、

夏に湿度が高く天井や壁に結露の問題が生じる日本ではあまり普及していない。 

 

深層水による大規模な冷房システムとしては、2006 年にタヒチのインターコンチネンタルホテルに設

備された空調システムが挙げられる。同ホテルでは、空調利用の目的で、水深 850m から 5℃の深層水

を毎時 447 トン汲み上げて直接利用方式で冷房に用い、空調費用の 90％を削減、原油換算で年間

2500kLの省エネルギーを達成したとしている14。 

 

                                                   

14 Makai Ocean Engineering社 ホームページ http://www.makai.com/renewable_energy/borabora.htmおよび同ホテルを運営

する Pacific Beachcomber SC (PBSC)社 PRビデオ http://www.youtube.com/watch?v=zTGvPrrkVAA より 
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また、ハワイのホノルルでは、毎時25,000トンの深層水でダウンタウンエリアの大規模地域冷房を行な

う計画も検討されている15。 

 

(2)深層水冷熱利用フロー 

表 4-13 に掲げたそれぞれの利用方式について、図 4-40 にそのフロー例を記す。 ただし、対流式

冷房は図 4-40 に掲げる他、冷水を空調対象区画まで導く方式などいくつかバリエーションがある点に

注意が必要である。 

 

図 4-40 深層水利用空調のフロー 

 

 

                                                   

15 Honolulu Seawater Air Conditioning, LLCホームページ http://honoluluswac.com/より 
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エアハンドリング

ユニット 

冷水ポンプ(*1) 

 
直接利用方式・放射式冷房の例 

 

冷却コイル 

(*) いずれの方式においても、冷水としては、深層水を直接用いる方式、もしくは深層水により冷やされ

た盛衰等を用いる方式がある。 
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(3)利用する深層水の特性および使用後の質の低下 

前項で検討したフローから、利用する深層水の特性および使用後の質の低下に関しては、表 4-14

の通り評価できる。 

 

表 4-14 利用する深層水の特性および使用後の質の低下（空調利用) 

 低温性 清浄性 富栄養性 

利用する特性と 

そのレベル (*1) 

◎ 

使用法により異なる

が、5℃～15℃程度 

○ 

熱交換器にほとんど

汚れが付かないため

レスメンテナンス 

－ 

 

利用後、劣化 

する特性 (*2) 

↓ 

外気温度に近づく 

→ 

非接触型熱交換器を

通過するだけのため、

全く変化なし 

→ 

非接触型熱交換器を

通過するだけのため、

全く変化なし 

 

(4)冷熱需要の算定 

空調設備の冷熱需要は、建物の用途や使用形態などにより異なるが、ここでは表 4-15 に示す一般

的な空調設備容量から、負荷として 100kcal/h-延べ床 m2を用いて算定する。 

 

表 4-15空調設備の用途別熱源容量（冷熱源） 

建物用途 冷熱源容量（kcal/h延床 m2） 

ホテル 85.3 

病院 105 

量販店 100～120 

博物館 104 

出典：社団法人日本冷凍協会「冷凍空調便覧 新版第 5版 III巻空気調和編」より抜粋 

 

仮に延べ床面積 10,000m2の建築物を想定した場合、空調設備容量は次の通り算定される。 

 

100kcal/h-延べ床 m2×(4.186 kJ/kcal )×10,000 m2 = 4,186MJ/h = 1,163kW 

 

これを用いて深層水の所要量を算定すると、次の通りとなる。 ただし、冷房に用いる深層水の出入り

口温度差は 5℃とする。 

 

4,186,000kJ/h／5℃／4.0kJ/kg℃(海水比熱)／1,025(海水比重)＝204m3/h 
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ここで、深層水の出入り口温度差を変化させた場合の所要量の変化を、図 4-41に示す。 

検討用モデル（延べ床面積10,000m
2）の深層水所要量
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図 4-41利用温度差と所要水量の関係（ピーク時） 

 

(5)経済性の検討 

冷房の年間平均負荷率を 20%と仮定して、一般的な電気式空調と深層水空調との熱源機としてのコ

スト比較を行なう。ただし、電力卖価は 20 円/kWh と仮定する。また、深層水の使用費用として、深層水

移送ポンプ代の他に 6円/m3を見込む。 

一般的な電気式空調の熱源機＇COP=4冷凍機を想定（ 

  年間消費電力量 1,163kW／4×24h×365×20%＝509,400kWh 

  年間コスト 509,400kWh×20円/kWh = 年間 1,019万円 

深層水空調の場合＇深層水移送ポンプとして揚程 20mを運転し、空気と直接熱交換するケース（ 

  ポンプ消費電力 204m3/h／3,600×20m×9.8／0.8(ポンプ効率)＝14kW 

  年間消費電力量 14kW×24h×365×20%＝24,500kWh 

  年間深層水使用量 204m3/h×24h×365×20%＝357,400m3 

  年間コスト 24,500kWh×20円/kWh＋357,400m3×6円/ m3= 年間 301万円 

コスト削減は、年間約 700万円＇削減率およそ 70％（となる。 

 

また、深層水利用費用を変化させたときの深層水空調の年間コストの変化を図 4-42に示す。縦軸は、

電気式空調の年間コストを 100 としたときの相対値とする。 
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深層水使用料と冷房用冷熱源コストとの関係
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図 4-42深層水利用費用の空調コストに対する感度 

（参考）現在の沖縄県海洋深

層水研究所における深層水頒

布価格: 6 円/m3 
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4.5 食品・医療品・化粧品分野 

生物のルーツは海であることはよく知られているが、海水には人間が必要とするミネラルが全てバランス

よく含まれている。これを言い換えると人間の体の中の細胞は海水が満たされているということもできる。深

層水と表層水を比べた場合、主要なミネラルの構成比は両者ほぼ同じであるが、決定的に違うのは微量

元素、とりわけ無機栄養塩類の濃さであり、これが深層水の富栄養性といわれる所以である。 

また、表層水に比べ深層水は圧倒的に清浄性が高い。細菌類や環境ホルモンなどの人為的な汚染物

質は検出されていないか、検出されたとしても人体に影響のない極微量というデータがでている。このよう

な特徴から、深層水と人の体に直接触れる分野、例えば医療、食品、化粧品などで、各地で様々な取組

みが進んでいる。 

以下では、久米島での深層水を利用した医療、食品、化粧品の各分野での現状と今後の方向性を概

観する。 

 

(1)医療分野 

医療分野の中心的な利用方法はタラソテラピー＇海洋療法（である。これは海水や海藻など海がもたら

す恵みによって、身体の内側を活性化させ機能を高めていくという医学的に認められた自然療法である。

フランスを中心に古くからヨーロッパの多くの人々に愛されてきており、美容目的だけでなく、老若男女を

問わず、健康増進や疾病の予防・改善、さらにリハビリテーションにもとても有効で、予防医学の見地から

は、プライマリーケアとしても活用されている。 

久米島では、バーデハウス久米島という 100%深層水を使ったプール＆スパがある。観光客にとっては、

日常から離れた場所での「癒し」を求め、深層水に浸かりながらストレス解消やヒーリング効果を得るためこ

こを訪れる。また、海水浴シーズンや夏場の荒天時でも久米島の海を体験できるというのも大きな魅力であ

る。また、島の人たちにとっては健康増進施設としても広く利用されている。 

今回実施したアンケートにおいて、深層水プールとスパ＇バーデハウス久米島（の認知度としては、島内

においてはほぼ 100%、島外からの観光客の方も 7割以上の人がその存在を認識している。 

一方、あまり利用しない人の意見として、利用料金の高さもあげられている。現時点では深層水を加温

するのにかなりのコストがかかっているようで、これは深層水の冷熱性が逆効果となっている部分でもある。

今後、深層水の複合利用が進めば、施設としては深層水の温度が上がった状態で利用できることから加

温コストも下がるだろう。それによって、利用料金をより頻繁に利用しやすいレベルに設定できれば施設は

更に賑わいを見せ、利用者の健康増進、「癒し」の効果が広がっていくと考えられる。 

他の地域の参考例としては、静岡県伊東市の㈱ディーエイチシーが運営する施設がある。 

ここは、民間企業が取水施設も含めて運営するという新しいスタイルの深層水利用型複合リゾート施設

で、宿泊施設や温泉、エステティックサロン、タイ古式マッサージなど、そこに滞在するだけで一度に色々

なタイプの「癒し」を体験できる施設が整っているのが特徴である。 

久米島では、深層水に加えて、表層水についても「他の地域にはない青さ」という大きな財産もあるため、

これらを PR 面でもうまく活用することで、島外の利用者にとっても更に魅力的な深層水の利用形態となっ

ていくであろう。 
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(2)食品分野 

久米島での深層水の食品利用分野では、深層水を使った飲料水や塩、味噌など多種多様なものが製

品化されており、関連する製品で年間 3億円近い売上げを得ている。 

島民にとって深層水を利用した食品は、日常品としての利用もあれば、久米島の特産ということで贈答

用に利用しているという声も多く聞かれる。一方、観光客にとっては体によさそうという漠然としたイメージは

あるものの、是非利用したいという積極的な人は全体の 1/4程度で、多尐興味はあるという人が全体の 2/3

と多数を占めている。これらは一時期の深層水ブームが落ち着いた後の深層水業界全体の状況を映した

ものでもあるといえるが、これらの人たちに卖純な深層水ブランドレベルのイメージに留まらず、「久米島深

層水ブランド」として認知していってもらう必要がある。 

 

一方、深層水を利用する生産者側の立場としては、うまく活用して商売に生かしている企業やお店もあ

るものの、まだ使用していない企業にとっては、給水施設までの距離が遠いことや、利用料金が高いことな

どが利用のしにくさの原因ともなっているようである。 

また、具体的にどのように利用していいか分かりにくいという声が聞かれるのも事実である。 

現時点で久米島内の企業によって利用されているものとしては、飲料水や清涼飲料水、味噌、パン、沖

縄ソバなどの加工食品、塩などがある。 

また、他の深層水を取水している地域では、適用例では干物やシラス干しなどの塩干品、かまぼこなど

の練り製品、お酒やビールなどの発酵品、また醤油などにも使われている。 

塩干品の場合、通常の製造工程で使用される食塩の代わりに深層水が使われている。 

かまぼこなどの練り製品の場合でも、食塩を数%添加し製造しているが、この食塩添加を深層水で代用

することとなる。深層水を使うことで食塩を添加するよりも塩分の分散が速いため速くすり上がる。一方、深

層水を添加することで加熱前にコンニャクのように固まってしまう現象も起こりやすくなるため製造には注意

が必要である。またそれ以外にも深層水を使うことで弾力が増強されたり、塩味をまろやかにしてくれたりと

いう効果もあるようである。 

高知県工業技術センターでは、深層水を清酒醸造に使った場合の効果について試験を行ってきた。そ

の結果、深層水を仕込み水に使うことで、清酒の吟醸香＇香り（が高くなり、品質的にも優れていることも確

認された。これらの原因を詳細に調べた結果、主要成分である塩化ナトリウムによるものではなく、深層水

固有の微量ミネラルのバランスの働きによるものであるともいわれている。久米島では以前より泡盛の製造

が盛んであるため、この分野でも更なる応用展開 

が期待される。 

 

食品分野全般にいえることであるが、既存利用者の使用方法は各企業のノウハウ的な側面もあり、オー

プンな情報としては存在しにくいため、新たな製造方法の開発については、行政側の支援の充実に加え

各ユーザーの試行錯誤と努力が必要になる。 

一方、マーケティングなどに関する情報は分野を問わず異業種間でも共有できる部分も多い。今後、更

に久米島島内での深層水利用が進めば、各社の努力と工夫が久米島全体の財産になっていくと考えられ

る。 
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深層水から抽出したにがりは、一滴添加するだけで各種飲みものの風味をまろやかにさせるほどの力

＇可能性（を秘めているため、様々な食品分野への更なる応用が期待されている。 

(3)化粧品分野 

久米島では、既に深層水を使用した化粧品の製造が盛んであり、これは久米島の深層水利用において

先頭を走っている分野の一つとなっている。県内外企業からの OEM16製品の製造もあり、島に多くの経済

的利益をもたらしている。 

また昨今の健康志向の高まりからオーガニック化粧品に対する需要は全国的に高まっている。このよう

なオーガニック化粧品の魅力は香料が人工的でないことや、敏感肌や乾燥肌、オイリー肌、アトピーやニ

キビ肌等、様々な肌質に合わせて使用することができることとされている。深層水は、現代の人の多様なニ

ーズにあったベース材料としてのポテンシャルがあることから、化粧品分野は深層水の持つ特性が最大限

に発揮される部分であろう。 

今回実施したアンケートにおいて、深層水を使った化粧品の認知度としては、島内においては9割以上

の人がその存在を認識しており、6割近くの人が実際に使用したことがあると答えている。 

一方、島外からの観光客に対するアンケートでは、一般的な深層水化粧品を含め 8 割近くの認知度が

あるが、それらを実際に利用した経験のある人はそれほど多くない。 

今後、深層水アイランド久米島としての地域ブランド力の高まりとともに、島内、県内のみならず全国的

にもそのファンが増えていく可能性は十分ある。 

今回の調査の中で有望技術の一つとされる深層水から作った海藻培養があるが、海藻類には、ビタミン

C、プロビタミン A＇カロチン（、有効なミネラルが豊富に含まれており、肌なじみや保湿力が高く、肌乾燥を

改善するなどの効果も増大する。このような深層水から作った海藻をエキスとして組み合わせることで、更

に深層水を活かした形で付加価値の高い製品を展開していくことも期待される。 

 

(4)今後に向けて 

観光客へのアンケートからも、深層水を使った製品、施設に対する関心は高く、とくに酒類、化粧品、深

層水プールなどを利用してみたいという意見が多く聞かれた。 

また、現代はインターネット経由でどこにいても、久米島の製品を購入・利用することができる。むしろ島

外の人で久米島に興味を持った人のほとんどは、事前にインターネットや書籍などの媒体を通じて、情報

を得ることとなる。 

製品品質としての魅力も十分備えた深層水製品や施設であるが、一方で多くのユーザーは口コミやイメ

ージだけで手にする商品を決めるという厳しい現実もある。 

このようなイメージ的な部分は、各利用企業で対応可能なものもあれば、島全体で取り組むべきものもあ

り、短期的、長期的な様々な努力が必要であるのは間違いない。 

このようなイメージの部分は意外と見落とされがちな部分ではあるが、深層水の持つ清潔感といったプラ

スイメージを最大限に活用することで、これら利用分野の更なる発展が期待される。 

 

                                                   
16 Original Equipment Manufacturer の略。 他社ブランドの製品を製造することを指す。 
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4.6 海水からのレアメタル回収 

(1)概要 

海水中には様々な鉱物資源が溶存している。中でも食塩＇塩化ナトリウム（やにがり＇塩化マグネシウム（、

臭素などは古くから工業化されて実際の利用が進んでいる。一方で、ウラン、金、リチウムのようなレアメタ

ルは、海水中への溶存濃度が希薄であるため、海水からの抽出という形では実用化に至っていない。但し、

これら海水中のレアメタルの中でもリチウムは、金やウランなどに比べると濃度が高く＇平均濃度 0.18ppm（、

早い段階での実用化が期待されている技術分野でもある。 

このリチウムは、これから急速に普及が進むといわれている電気自動車などの二次電池の材料となるた

め、今後も需要が増大していくと予測されている。一方、2009 年時点での世界のリチウムメタルの生産量

は約 10 万トン＇以下、いずれも炭酸リチウム換算（、確認可採埋蔵量としては世界トータルで約 5300 万ト

ンのうち、現段階で生産量最大のチリが 4000万トン、アルゼンチン 420万トン、ブラジル 100万トンと单米

の3ヶ国だけで8割以上を占めているという、極端な偏在性が指摘されている。またこれ以外にも中国には

285 万トン、現在開発が進められているボリビアにも多くのリチウム資源が存在しているといわれている17。

現時点では、单米を中心とするこれら供給国のカントリーリスクはそれほど高い状況ではないが、広大な海

に囲まれたわが国の沿岸海域からリチウムを効率よく回収できれば、この有用な資源の安定供給を考える

上で有効な手段となる。＇海水中の総含有量は約 2300億トン（ 

ちなみに、リチウム・イオン電池の卖位容量(1kWhあたり)の炭酸リチウム使用量は 1.5kg程度であり、ト

ヨタ自動車のハイブリッド自動車＇HV（『プリウス』の電池容量が 1.3kWh、同じくプリウスのプラグイン・ハイ

ブリッド自動車＇PHEV（では 5.2kWh になり、1 台あたりの炭酸リチウム使用量はそれぞれ 2kg と 8kg と

なる。 

また、次世代自動車として期待が集まっている電気自動車＇EV（である日産自動車の『リーフ』の電池容

量が 24kWhであり、こちらは 1台あたりの炭酸リチウム使用量が 36kg となる。 

世界の年間自動車生産台数 6000万台の 10%である 600万台が電気自動車＇EV（となるだけで、自動

車用のバッテリーだけで年間21.6万トンが必要になり、2009年現在の年間生産量の2倍以上の需要量と

なる。今後、今後次世代型自動車の普及を促進させるためにも、国内産の資源として調達できるようになる

メリットは非常に大きいといえよう。 

 

(2)深層水からのリチウム回収のフロー 

海水中からのリチウム回収においては大きく二つの工程からなる。第 1 段階である吸着工程では、吸着

材を詰めたカラム内に深層水を連続通水し＇約 3 週間（、吸着材にリチウムを吸着させる。続いての回収・

蒸発晶析工程では、深層水を止めた後、塩酸を逆方向に流しリチウムを一旦塩酸に溶解させ、カラムから

蒸発晶析装置に送り込む。その後、蒸発晶析装置にて加熱濃縮し、結晶化させて回収＇所要半日程度（

する形となる。 

 

 

                                                   
17 日本貿易振興機構＇JETRO（海外調査部，「リチウムの需給動向とチリのコスト競争力」， 2010年 3月 
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図 4-43 深層水からのリチウム回収フロー 

 

 

図 4-44 リチウム回収設備の一例 

提供：佐賀大学海洋エネルギー研究センター 

 

①吸着工程 
次の利用工程へ送水 

深層水 

塩酸水溶液 

蒸発 

晶析装置 

吸着カラム 

②回収・蒸発晶析工程 

深層水 

塩酸水溶液 

蒸発 

晶析装置 塩化リチウム 

吸着カラム 
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(3)経済性試算および技術的将来性 

リチウム回収プロセスに関する経済性を考える上で、主要な項目として海水ポンプにかかる電力コスト

＇運転コスト（がある。また、炭酸リチウムの市場価格は、現時点では 400 円/kg 程度であるが、これについ

ては今後 700円/kg以上になるとの予測もある。 

本システムは、リチウムの設計回収量に応じて吸着カラムを多数並べるシステムのため、以下ではカラム

1本あたりの経済性として評価を行う。まず 1カラムあたりのリチウム回収量は、海水通水量を 200L/時とし

て回収率を 60%と仮定すると、1年でちょうど 1kgの炭酸リチウムが回収できる。一方、ポンプの消費動力

としては、カラム内の圧力損失水頭を 2mとすると、1年間の消費動力は約 260円/kg＇＝260円/年（となる。

もちろんこれ以外にもカラムに詰める吸着剤のコストなどが必要になるが、現時点では工業製品化されて

いないため、将来的なコストの予測は難しいが、これが工業製品化されて 1カラムあたり 3000円程度の価

格になれば、30年使用したとして炭酸リチウム 1kgを回収するのに 100円のイニシャルコストがかかるとい

うことになる。 

これ以外にも設備設置費やメンテナンスコストなどがかかるが、基本的に運転にかかる要員は殆ど不要

であるため、このあたりのコスト割合は非常に小さいと考えられる。 

 

(4)久米島への適用時の位置づけ 

この分野で先進的な取組みをしているのは北九州市立大学や佐賀大学で、コア技術となる吸着剤にお

いて日本の技術に優位性がある分野でもある。また、このような海水からのレアメタル回収において、深層

水は表層水に比べ不純物が尐ないため効率よく資源回収できるという特徴がある。これまで研究室レベル

での実験は進められているが、今後より大型の実証レベルでの検証を進めていく上でも、大量の深層水を

利用できる久米島で実証施設を建設していく意義は非常に大きいといえる。 

 

 

4.7 水素製造を中心としたエネルギー形態変換 

(1)概要 

1970 年代から 80 年代にかけて我が国および米国で海洋温度差発電の技術開発が盛んに行われた。

とりわけ米国においては出力 100MW 以上の大規模洋上浮体式の試計画が行われ、その一環として発

電した電力を液体燃料＇メタノールやアンモニア（に変換して陸上まで輸送する場合の経済性も検討さ

れている。 当時の検討結果では、海洋温度差発電で発電した電力から作られたメタノールやアンモニ

アは、市場価格に対して十分な競争力を持つ結果が報告されている。18 

近年では、燃料電池への利用のための水素への転換が検討されている。燃料電池技術及び水素技

術＇水素を製造・輸送・貯蔵・供給する技術（は省エネルギー、環境負荷低減、エネルギー多様化、新規

産業創出等に資する水素エネルギー利用社会を構築するための中核となる技術であり、地球温暖化問

題の深刻化等によりその重要性が増している。2008年 3月 5日に策定された「Cool Earth-エネルギー

革新技術計画」において当該技術が重要技術に選定される等、政策的な位置付けも高い。19 経済産

                                                   
18 William H. Avery, Cih Wu, “Renewable Energy from the Ocean”, Oxford University Press, 1994 
19 NEDO新エネルギー部 燃料電池・水素グループ, 「燃料電池・水素技術開発ロードマップ 2010策定について」  
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業省のエネルギーイノベーションプログラムにおいても、水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発は、

実用化研究の課題の一つとして位置付けられている。この認識に基づき、独立行政法人 新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構＇NEDO（では、2005 年燃料電池・水素技術開発ロードマップを策定、2010

年には 3 回目の改訂版が発表されている。この中で、海洋温度差発電による水素製造は、「オフサイト

集中型用水素製造技術」の中の「再生可能エネルギー利用＇プラント（」の一種と見なすことができる。

＇図 4-45参照（。  

海洋温度差発電で発電した電力を用いた水素製造の方式は、他の再生可能エネルギーと同様に水

電解方式となる。このうち、アルカリ水電解方式は、既に実用化されており、現在は高効率化に向けた開

発が行われている。また、固体高分子水電解方式は、将来的にアルカリ水電解方式より高効率となる可

能性があることから、研究が続けられている。 

 

(2)今後の展開の見通し 

前項の通り、水素製造技術のうちアルカリ水電解方式は既に実用化段階である。この技術を太陽光

発電や風力発電に適用した場合の課題として、前述のロードマップでは「電圧急変に対応した高耐久

セルの開発」「電力平滑化技術の開発」「電力変動対応」を挙げているが、これらは安定した発電出力を

特徴とする海洋温度差発電の場合は問題にならない。つまり技術面では、水素製造技術の利用は現在

でも十分可能であると言える。 

一方、水素の需要は、必ずしも 2000年代前半に予想されたほどのスピードでは増加していないことも

事実である。とりわけ、エコカー市場の潮流が、水素の主要な需要先の一つとして考えられていた燃料

電池車から、水素を介さない電気自動車へと移っていることが、その大きな要因である。 

したがって、海洋温度差発電で発電した電力を、水素に変換するか、水素以外の形態に変換するか、

あるいは近年開発が急速に進む蓄電池を利用して直接電力で用いるかは、今後のエネルギー需要側

の動向を反映して決定すべきであると考えられる。 
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図 4-45 燃料電池・水素技術開発ロードマップ（抜粋） 

出典：NEDO, 燃料電池・水素技術開発ロードマップ 2010 ロードマップ詳細版（水素） 
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4.8 次亜塩素酸ナトリウム製造 

次亜塩素酸ナトリウムは、殺菌・消毒用として広く一般的に用いられるアルカリ性の薬品である。特に水

溶液はアンチホルミンと呼ばれ、食品添加物としても使われている。 

工業的には水酸化ナトリウム水溶液に塩素を通じることにより精製されるが、とりわけ海水を利用する工

業プラントや発電プラントにおいては、海水の電気分解によって次亜塩素酸ナトリウムをオンサイトで精製

し、主に海水取水口や配管などの生物付着防止に用いているのが一般的である。 

このように、用途も広く、また海水からの精製も容易であることから、海洋深層水複合利用プラントにおい

ても応用が可能であり、他の複合利用施設によって生産された農作物や海藻類の消毒などに用いること

によって、さらに循環性・自立性を高めることが可能となる。 

 

 

4.9 その他利用技術 

これまであげた利用方法以外にも、久米島、沖縄本島もしくは他の離島において適用可能性のある複

合利用技術である『深層水を利用した冷凍・冷蔵倉庫と食品加工工場』、『深層水冷房を利用した大型デ

ータセンター』、『栄養塩による藻類培養』に関して概説する。 

 

4.9.1 海洋深層水を利用した冷蔵・冷凍倉庫と食品加工工場 

(1)概要 

久米島のような離島に共通する課題の一つに、荒天が続くと生鮮食料品を始めとする供給が不足し

がちであり、一時的ではあってもそれら品物が品薄状態になることが問題となっている。野菜や米を一定

期間、鮮度を保ったまま備蓄できるような冷凍・冷蔵倉庫があれば、そのような懸念が軽減され、より安

定した流通が可能となる。一方で、このような冷凍・冷蔵設備の冷却にかかるコストはとくに温暖な沖縄

地方では大きなコスト要因となるとともに、元々の経済規模がそれほど大きくない離島では、そのような設

備を設置・運営していくことは容易ではない。このような設備の冷熱源に深層水を活用することができれ

ば、消費電力を大幅に抑えた省エネ型の冷蔵倉庫の運用が可能になる。また、冷凍倉庫に関しても、

深層水を冷却源とすることで消費動力を抑えることができる。野菜の生産側の視点からみても生産した

野菜を冷凍食品として加工したり、一定期間保管できるような低温貯蔵設備があれば計画的な経営を

行う上で有効な手段となる。 

また、上記のような冷凍加工の前処理や規格外となってしまった野菜を加工食品とするための食品加

工工場を近くに併設することで、より安定した農業経営が可能となる。 

 

(2)経済性試算 

以下では食料保管等の低温倉庫＇約 12℃（をベースに、必要な冷房能力とその冷房を通常の冷凍装

置で行った場合と深層水冷房を行った場合の経済的メリットの比較を行う。 

低温倉庫の検討仕様 

建設面積    ： 2,560 ㎡（32m×80m）×3 階建て構造 

延べ床面積   ： 7,680 ㎡ 
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必要冷凍能力（熱量） ： 2,304kW =0.3kW/㎡×7,680 ㎡ 

   ① 一般的な冷房システムを利用した場合 

冷房負荷（電力）  ： 768kWe=2,304kW×1/3.0 （COP 3.0 として計算） 

年間冷却電力量  ： 5,382MWh/年=768kWe×24h×365 日×0.8 (稼働率 80%) 

年間冷却コスト   ： 11,841 万円/年=5,382MWh/年×22 円/kWh 

② 深層水地域冷房システムを利用した場合 

深層水利用量   ： 10,000 t/日（⊿T=5℃として計算）（年間 292 万トン） 

年間深層水冷房コスト（年間） ：8,760 万円/年=292 万 t×30 円/t （深層水冷房利用料（仮）） 

上記比較より、一般的な冷房システムに比べ、深層水を利用した冷房システムを使った方が年間約

3100 万円のコスト削減効果が期待される。なお、この場合の深層水利用料は、利用料の中に冷房設備

リース料も含んだ利用形態を仮定したものである。 
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4.9.2 海洋深層水冷房を利用した大型データセンター 

(1)概要 

近年、クラウドコンピューティングシステムの普及拡大に向けた動きに伴い、全国で大型データセンタ

ーの建設に向けた計画が進められている。これは、コンピュータのインフラをユーザーに貸し出すサービ

スのことで、ユーザー側はコンピュータの利用料を払うだけで、大型サーバーシステム用のシステムを各

ユーザーが自らの資産として持たなくて済むため、今後益々普及していく形態であるといわれている。 

このサービスの拠点となる大型データセンターの立地場所を選定に際し、ポイントとなる条件がいくつ

かあるが、その一つは光ファイバー通信網が整っていることが必要になる。また、IT 特区などに代表され

る行政からの支援の有無も大きなポイントの一つである。これらポイントに関して沖縄県の場合いくつか

の IT特区があり、また海底ケーブル網が十分発達しているため十分な適性がある。 

また、このような大型データセンターが競争力を持つためには、施設の冷却にかかるコストをいかに抑

えられるかという点も重要な項目の一つであるといわれている。大型のコンピュータはその性質上、稼動

時に大量の熱を放出するため、機器本体に使用する電力と同程度の冷房電力が必要になるといわれて

いる。この施設冷房に深層水冷房を利用すれば、使用する電力量が半減まではいかなくても相当量の

電力削減、コスト削減が見込めるため、施設オーナーにとっても、施設を誘致する行政側にとってもお

互いに大きなメリットとなるといえよう。 

 

(2)経済性試算 

大型データセンターの施設内冷房を、従来型の冷房で行った場合と深層水で行った場合とで経済性

比較を行う。 

大型センター（2 棟）の検討仕様 

建設面積     ： 3,321 ㎡（41m×81m）×3 階建て構造×2 棟 

延べ床面積    ： 20,000 ㎡ 

必要冷凍能力（熱量）  ： 6,000kW =0.3kW/㎡×20,000 ㎡ 

   ① 一般的な冷房システムを利用した場合 

冷房負荷（電力）   ： 2,000kWe=6,000kW×1/3.0 （COP 3.0 として計算） 

年間冷却電力量   ： 17,520MWh/年=2,000kWe×24h×365 日(稼働率 100%) 

年間冷却コスト    ： 38,544 万円/年=17,520MWh/年×22 円/kWh 

② 深層水地域冷房システムを利用した場合 

深層水利用量    ： 26,000 t/日（⊿T=5℃として計算）（年間 946 万トン） 

年間深層水冷房コスト（年間） ： 28,380 万円/年=946 万 t×30 円/t （深層水冷房利用料（仮）） 

 

上記比較より、一般的な冷房システムに比べ、深層水を利用した冷房システムを使った方が年間約 1

億円のコスト削減効果が期待される。なお、この場合の深層水利用料は、利用料の中に冷房設備リース

料も含んだ利用形態を仮定したものである。 
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4.9.3 栄養塩による藻類培養 

(1)概要 

海洋深層水の複合利用においては、様々な用途にカスケード利用したあとの放流段階でも、まだ豊

富な栄養塩が残っていることがある。これを海藻養殖の栄養として用いれば、食用のほか、貝類用飼育

餌料としての利用が可能となり、周辺海域へも表層水により近い成分の形で放流が可能となる。このよう

な培養は多くの種類で実用化に向けた取組みが進められている。最も豊富なのがコンブ類で、他にもワ

カメ、ヒジキ、海苔、テングサ、オゴノリ、アオサ、ウミブドウ、等の多くの海藻が培養されており、これら海

藻はミネラル、食物繊維、あるいは種々の機能成分が豊富であるため健康食品として注目されている。 

また、微細藻類も海藻とともに水界における重要な基礎生産者で、機能性成分に富み、食用や水産

用餌料となる種も多い。微細で、細胞あたりの表面積が大きく、主要密度を高められれば栄養塩を効率

よく吸収できる。水産用餌料としては、アワビ、カキ、アサリ、ナマコ、ウニ、エビなどの浮遊幼生や着底後

の初期餌料として各地の種苗生産施設でタンク培養が行われているほか、種によっては濃縮液＇冷蔵（、

冷凍品、粉末などが市販されている。 

このような形で、水産用飼育飼料や農業用肥料としての利用範囲が広まれば、深層水の複合利用を

より本当の意味での循環型資源として使い切ることとなる。 

 

(2)栄養塩を利用した藻類培養の試算 

続いて、放流前の深層水による海藻の収穫量と栄養塩の吸収量の試算結果を示す。この検討は、本

分野を専門とする大阪府立大学大学院工学研究科の大塚耕司教授に実施して頂いたものである。以

下にその検討の概要を記す。なお詳細は別添資料に記載されている。 

本検討では、400m×200mの面積 8haの養殖水域＇深さ 1.25m（を対象に、最終放流前の深層水＇日

量 10 万 t/日を想定（を使って、3 種類の海藻＇アオサ、カジメ、マクサ（に栄養塩を吸着させた場合のそ

れらの収量と栄養塩の低減率を試算した。 

対象海藻の増殖量を規定する主要な環境条件の一つである深層水の栄養塩濃度のデータは、沖縄

県海洋深層水研究所で過去に計測された値を用いている＇表 4-16（。 

 

表 4-16沖縄県海洋深層水研究所で取水された表深層海水の水質データ 

612 15 612 15 612 15

10.8 22.1 10.0 25.9 10.3 22.9

0.25 0.03未満 0.30 0.03未満 0.16 0.03未満

0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.057 0.003 0.074 0.004 0.066 0.001未満

1.25 0.07 1.60 0.10 1.60 0.30

水温（℃）

平成22年3月3日

NOx-N（mg/l）

NH4-N（mg/l）

PO4-P（mg/l）

SiO3-Si（mg/l）

平成21年6月16日 平成20年4月3日採水年月日

取水深度（m）
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試算結果を表 4-17に示す。年間積算収穫量は Case1において、アオサ、カジメ、マクサがそれぞれ

約 1700t/y、3600t/y、1600t/y となっている。海藻養殖による排水の栄養塩濃度軽減については、日量

10 万トン取水した海洋深層水が冷熱利用のみでそのまま排水された場合、海洋深層水複合利用の過

程で栄養塩が50％使われる場合、同じく75％が使われる場合の3ケースを設定し、アオサ、カジメ、マク

サの 3 種の海藻養殖を想定したシミュレーションを行った。その結果、いずれの場合も窒素軽減率は

60％～70％となり、ほぼ最大限に排水の窒素を回収できることがわかった。 

 

 

表 4-17各海藻の各ケースにおける年間積算回収量、窒素軽減率、およびリン軽減率 

Case 1 Case 2 Case 3 Case 1 Case 2 Case 3 Case 1 Case 2 Case 3

積算回収量
（t/y）

1,765 931 478 3,695 1,941 995 1,633 816 406

N軽減率
（%）

64 67 69 69 73 74 57 57 56

P軽減率
（%）

16 17 18 31 33 34 13 13 13

アオサ カジメ マクサ

 

 

このような深層水を使っての藻類培養は、深層水の有効活用の面からも環境面からも非常に有意義

であり、技術の将来性も含めて久米島における実証意義の高い利用分野である。


