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第5章 持続可能な深層水複合利用モデルの提案 

 

5.1 再生可能な「地域資源」深層水複合利用による自立型コミュニティの形成 

これまで、我が国をはじめとした深層水取水地では、食品・飲料品・化粧品等の工業利用、養殖漁業を

中心とした水産業分野において深層水の利活用が進んできた。このような深層水利活用は、地域に新た

な産業と雇用を創出し、地域の活性化に貢献したものの、その産業のために使用されるユーティリティ＇電

気・水など（は、外部からの供給に頼る他なかった。つまり、一次エネルギーの消費と二酸化炭素の排出量

を増やし、環境への負荷を増大させるというマイナスの側面を持つことも否定できない。 

一方、海洋温度差発電技術や、海洋深層水を利用した海水淡水化技術は、電力と水という重要なユー

ティリティを作り出すことができる。このような再生可能な地域資源に由来するユーティリティを海洋深層水

複合利用産業に適用することで、低炭素型の自立したコミュニティが形成される＇図 5-1（。 

 

図 5-1複合利用による循環型自立コミュニティの形成 
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5.2 海洋深層水複合利用手法 ～パラレル利用とカスケード利用～ 

海洋深層水の複合利用においては、各利用技術が必要とする特性のレベルや、使用後の特性の変化

を考慮して深層水を多段階に利用する「カスケード利用」が一般的に提案される。カスケード＇Cascade（と

は元々、階段状に連続した滝を意味し、ここから派生して主にエネルギー産業において多段階に無駄なく

対象の特性を使い切る手法を指すようになった。 

例として、図 5-2 のように、海洋温度差発電、淡水化設備＇蒸発方式および逆浸透方式（、冷熱＇農業（

利用、冷熱＇水産（利用の組み合わせを考える。 ここで、それぞれを図 5-3 のようにパラレル＇並列（に組

み合わせると、無駄の多いシステムとなることは明らかである。 

 

図 5-2深層水複合利用需要の想定（例） 
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図 5-3深層水を全て並列に利用する場合（無駄が多い）（例） 
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をなくすことが出来る。第 8章における「久米島モデル」も、これを考慮し具体的な計画を行っている。 
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5.3 海洋深層水複合利用のメリットの考察 

ここでは、深層水を複合的に利用することが、卖独の目的での利用に比べてどのような点でメリットをも

たらすかを考察する。 

 

5.3.1 負荷のピークシフトによる平準化と利用率の向上 

海洋深層水の冷熱利用は、複合利用の中でも大きなポテンシャルを持つ。 

建物の空調や養殖漁業など、日射による熱負荷の割合が大きい冷熱利用形態においては、昼間に

負荷が集中し夜間には小さくなるため、平均すると深層水の利用率は小さくなってしまう。 

一方、完全人工光型の植物工場のように、日射の影響が小さい負荷も存在する。 

そこで、多様な負荷パターンの利用を組み合わせることで、負荷を平準化し利用率を向上させること

ができる。その一例として図 5-5 に、4.3 節で検討を行なった太陽光利用型植物工場＇20 アール型（と

完全人工光型植物工場＇200坪型（の組み合わせを示す。 

こういった工夫により、複合利用設備全体の経済性を向上させることができる。 

 

図 5-5組み合わせによる負荷平準化（例） 
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5.3.2 カスケード利用の熱力学的意義 

図 5-6 のカスケード利用の冷房設備において、100t/時の清水冷媒を、深層水を用いて 16℃から

12℃まで冷却している場合を仮定する。この冷却過程において、図 5-6 のように前段に他の負荷を持

つカスケード式利用と、直接 6℃の深層水を用いる方式を比較すると、表 5-1の通りとなる。熱量の面で

はカスケード利用の有無に関わらず違いはない結果となるが、エクセルギー20損失の面では約 2倍の違

いとなる。 

このように、カスケード利用は熱力学的にエネルギーを有効利用する手法であると言える。 

 

 

図 5-6深層水冷熱のカスケード利用の例 
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ただし H: 比エンタルピ、 S: 比エントロピ、 T: 温度[K]、添字「0」: 周辺環境条件 

各種産業プラントにおける熱の有効利用評価の際に、エクセルギー効率の評価が多く用いられている 
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表 5-1 カスケード利用の熱力学的比較（例） 

項目 カスケード利用 あり カスケード利用 なし 

冷媒側条件   

 流量 100 t/h 同左 

 温度 16℃(入)→12℃(出) 同左 

 比熱 4.2 kJ/kg-℃ 同左 

深層水側条件   

 流量 105 t/h 52.5 t/h 

 温度 10℃(入)→14℃(出) 10℃(入)→14℃(出) 

 比熱 4.0 kJ/kg-℃ 同左 

温度変化図  

 

 

 

 

 

 

 

交換熱量 1,680 MJ/h 1,680MJ/h（同左） 

エクセルギー評価 

（環境温度 30℃） 

  

 熱交換前 119.4 kW 97.4 kW 

 熱交換後 116.0 kW 90.5 kW 

 エクセルギー損失 3.4 kW 7.0 kW 

 エクセルギー効率 97.1% 92.8 % 
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5.3.3 発電での利用熱量調整による熱-電バランス調整 

複合利用では日射や気温により冷熱負荷が変動する。また海洋温度差発電は、表層海水温度により

発電効率や出力が変化する。 

複合利用では、発電に利用する冷熱量の一部を他の冷熱利用設備に流用することにより、電力供給

と冷熱供給とのバランスを調整することが出来る。一例として、前項のカスケード利用で、電力供給を減

らして空調に流用する例を、図 5-7に示す。 

 

図 5-7熱-電バランスの調整（例） 
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5.3.4 取水費用の分担と経済性向上 

深層水取水設備の建設費用は各利用設備の建設費用に比べて大きい。たとえば、次章以降で検討

する海洋温度差発電の建設費用が約 30億円であるのに対し、取水設備の敶設費用は 100億円を上回

っている。したがって、この償却費用はそれぞれの利用設備の経済性に大きな影響がある。併せて、取

水設備の運用費用＇ポンプ用の電力やメンテナンス費用（も課題である。 

深層水複合利用では、この取水費用を次の側面で削減できる。 

 

(a)カスケード利用による取水設備償却費の按分 

カスケード利用では、汲み上げた深層水を複数の利用設備で用いるため、取水設備の償却費用をそ

れぞれの利用設備で按分することが出来る。図 5-8に効果のイメージ図を示す。 

 

図 5-8 カスケード利用による取水設備償却費の按分効果 

 

(b)スケールメリットによる取水設備単価の低減 

複合利用のために取水量を増やすことは、取水設備のスケールメリット向上につながるため、カスケ

ード利用を行なわない場合でも経済性向上効果が見込める。後述する 7.6.3 項で検討したスケールメリ

ットによる深層水取水設備建設卖価の減尐効果を図 5-9に示す。 
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取水量あたり建設費のスケールメリット（例）
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図 5-9取水量あたりの深層水取水設備建設費のスケールメリット（例） 

 

(c)スケールメリットによる取水ポンプ動力の低減 
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図 5-10  スケールメリットによる取水量あたりのポンプ動力の低減効果 
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5.4 深層水複合利用の全体ビジネスモデル 

5.4.1 ビジネスモデルのコンセプト 

深層水の複合利用では、海洋温度差発電や地域冷熱利用、水産養殖などそれぞれの利用プロセス

＇各ユーザー（において、汲みあげた深層水の特性の一部を使いながら多段階的に利用することとなる。

その意味では深層水の取水施設は、地域に設置された共通インフラという捉え方ができる。 

各ユーザーは深層水を活用することで付加価値のついた製品を生産したり、自然冷熱を低コストで利

用できることから、それぞれはいわゆる受益者ということになる。 

このような深層水取水から利活用に至るまでの一連の流れは、官民の役割を含めて様々な形でのビ

ジネスモデルが考えられるが、これまでそれら地域の深層水ビジネス全体がトータルで共存できるような

総括的な視点で検討されてきたモデルは殆どないといっていい。 

そこで、本検討ではそれぞれのプロセスを運営する事業者を想定し、各事業体が独立採算することを

前提に、取水事業者の立場での取水コストと深層水の販売価格、各種利用事業者の立場での深層水

による収入形態＇≒付加価値（を整理することとする。 

また、深層水の利用料金設定に関しては、それぞれの利用目的によって深層水のどの特性を利用す

るかがまちまちであるため、まずは利用目的によって得られる付加価値を試算し、それをベースに利用

料金を検討していくという方法をとった。計画段階でこのような整理を行うことで、地域の深層水ビジネス

が長期的に、より安定した形で発展していくことが可能になると考えられる。 

なお、以下の検討における「会社」という名称は必ずしも民間企業に限ったものではなく、第３セクター、

行政所管の組織などを含めた概念的なものとする＇表 5-2（。 

 

表 5-2 深層水を利用したビジネスモデル 

 主な初期投資 初期投資規模 主な運転・維持コスト 主な収入形態 

①取水事業体 取水施設建設費 100 億円 

規模 

取水動力 

メンテ費 

深層水販売収入 

②発電事業会社 

 （独立発電事業を想定） 

発電施設建設費 30 億円 

規模 

深層水利用料 to① 

メンテ費 

売電収入 

 

③地域冷熱供給会社 冷水供給配管 

冷房用個別設備 

10 億円 

規模 

深層水利用料 to① 

メンテ費 

配水ポンプ動力 

冷熱販売収入 

④冷熱利用農業 

  例）植物工場、農業法人 

植物工場 

土壌冷却施設 

0.1～5 億円 

規模 

深層水利用料 to① 

施設運営・メンテ費 

野菜等販売収入 

⑤冷熱利用水産業 

  例）養殖事業者 

養殖池等 

各種養殖施設 

数千万円 

規模 

深層水利用料 to① 

施設運営・メンテ費 

水産物販売収入 

⑥各冷房需要施設 

  例）ホテル、役場、学校 

建物等 数千～数億円

規模 

冷房利用料 to③ 

施設運営・メンテ費 

施設利用収入 

その他 

⑦各種深層水利用事業者 

  例）化粧品・食品会社 

各種生産設備等 数千万円 

規模 

深層水利用料 to① 

冷房利用料 to③ 

施設運営・メンテ費 

製品販売収入 
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①の取水事業者は、取水施設の建設コストを負担し、運用開始後は深層水を販売することで収入を

得る。このとき運転コストとしては取水ポンプの電気代、設備を継続的に運用していくためのメンテナンス

費用、運営にかかる人件費等がある。 

この①の取水事業者については、地域の共通インフラ設備という公共性の高いものとなることを考える

と、やはり現在の海洋深層水研究所と同じように県などの行政所管の施設とするのが妥当であろう。 

 

発電事業会社②は、海洋温度差発電プラントの運営組織である。一般的にこれまでの海洋温度差発

電の経済性を考える上では、①の取水事業者と②の発電事業会社を一体の組織として考えられること

が多く、海洋温度差発電で発電した電力収入だけで取水管敶設にかかる初期コストを回収するものと考

えられてきた。しかしながら実際には、先述のように取水した深層水の持つ資源価値の恩恵は、その後

の段階でも順番に活用していくことを考えると、両者を分けるこの考え方は妥当なものであると考える。 

ここでは、②の発電事業会社は①の取水事業者に使用する量に応じた深層水の利用料を支払う形と

なる。利用料金の設定は、深層水によって産み出される付加価値によって、それ以降の利用者も含めて

応分の負担をする料金設定となる。 

発電した電力は、一部を所内の動力や周辺の深層水利用施設で利用＇独立した会社として考えると

電気利用料金を徴収する形（し、余剰電力については沖縄電力に売電する形となる。 

②の発電事業会社は、基本的に独立系発電事業＇IPP（という位置づけになるが、①の取水事業者と

分離して考えた場合、発電端卖価は 20 円/kWh 以下に抑えられる可能性も十分にあるため、沖縄電力

などの地域の電力会社が、高コストになりがちな離島の安定電源として、ディーゼル発電に代わって選

択するというオプションもありうる。 

 

地域冷熱供給会社③では、文字通り冷熱を供給する会社である。事業形態としては、取水事業会社

①に深層水利用料を支払い、それによって冷熱や冷水を作り、ホテルや役場、周辺の企業や学校、家

庭に冷房というサービスを供給する会社となり、利用者からは利用量に応じて冷房＇冷熱（使用料という

形で代金を受け取る形となる。 

ここで深層水冷房の冷房設備については、小規模な需要家に関しては③の会社が所有して利用収

入だけを徴収する形の方がより多くの人が利用できて結果的に裾野が広がりやすい。また、中大規模需

要家においても、冷房設備に関してはリース形式をとるなど、一括して管理することでより敶居を低くした

形での展開ができるようになる。 

 

深層水やその冷熱＇冷房（の利用者である④～⑦は、深層水利用料は①の事業者に、冷熱＇冷房（利

用料は③の会社に支払うことで、各製品を生産、製造、栽培し、それを販売することで収入を得ることと

なる。また、これらはそれぞれの役割と費用負担を整理する意味で別の事業体と見立てて検討をしたが、

実際にはこれらの複数のプロセスが一つの事業体として、運営されというケースもありうる。 

 

以上のような形で、深層水くみ上げによる費用負担を適切な形で、利用者が負担する形が成り立つ。 

ビジネスフローの例を図 5-11に示す。 
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図 5-11  海洋深層水複合利用ビジネスモデルの例 

 

 

 

 

①取水事業体 

深層水複合利用ビジネスモデルのフロー（例） 

主な事業内容 

初期投資規模 

事業の特徴 

事業の経済性 

（概算値：諸条件は

本文参照．金利等

は非考慮） 

②発電事業会社 

（電力会社・独立発電事業） 

③地域冷熱供給会社 

④冷熱利用農業 

（植物工場、農業法人等） 

⑤冷熱利用水産業 

（養殖事業者等） 

⑥各冷房需要施設 

（ホテル・役場・学校等） 

⑦各種深層水利用事業者 

（食品・化粧品会社、スパ等） 

周辺地域や県内外へのサービス提供（消費者としての地域） 

地域への雇用創出と経済的波及効果（生産者としての地域） 

地域経済への貢献 

再

生

可

能

な

地

域

資

源 

海

洋

深

層

水 

凡例 

深層水/冷水の流れ 

お金の流れ 

サービス提供 

地域経済への貢献 

①取水事業体 ②発電事業会社 ③地域冷熱供給会社 ⑤冷熱利用水産業 ④冷熱利用農業 ⑥各冷房需要施設 ⑦各深層水利用事業者 

深層水と表層水の取水管

敷設、取水及び売水事業 

海洋温度差発電プラントの

設置と運転、地域の電力

会社への売電事業 

地域冷房の配水、需要設

備の設置と運営、冷熱サー

ビス事業 

深層水冷熱を利用した高

付加価値作物・種苗生産

事業 

深層水冷熱を利用した高

付加価値水産・養殖事業 

深層水冷熱による省エネ・省

コスト型冷房を利用したサー

ビス提供 

主に深層水の冷熱以外の

特性を利用した生産および

サービス提供 

公共性、公益性の高さ、初

期投資規模の大きさなどか

ら、行政主管もしくはそれに

準ずる事業体が望ましい。 

100 億円規模 

（主に取水管敷設費） 

地域の深層水ビジネスの核

となる、ハード面のみならず

ソフト面での地域経済の牽

引が期待される。 

離島の既存電源に比べ、2

割以上のコストダウンも可

能なため、十分競争力のあ

る事業となりうる。 

30 億円規模 

（主にプラント建設費） 

エネルギー面で自立したモ

デルアイランドとして、視察、

観光客の増加などの副次

的な効果も期待される。 

発電コスト： 

25 円/kWh（補助なし） 

20 円/kWh（1/2 補助） 

18 円/kWh（2/3 補助） 

（表層水、深層水とも 0.7

円/t の利用料金） 

10 億円規模 

（主に配水設備費等） 

利用料金の設定に関して、

地域経済全体への長期的

な視野からの利用料金の

設定が重要となる。 

学校、役場などの消費者

側へのメリットとともに、配水

管の敷設など地域企業へ

の経済効果もある。 

冷熱分野は利用価値が高

いため、利用料金の設定

次第では、比較的短期間

で投資回収も可能。あわせ

て利用者の裾野を広げるよ

うな取組みも重要となる。 

0.1～5 億円規模 

（主に施設建設費等） 

数千万円規模 

（新施設とした場合） 

夏場に供給が不足しがちな

作物種を栽培することで、

本島の大需要地のニーズに

応える事業が可能。 

既存のクルマエビやウミブド

ウ以外にも、種苗生産型の

事業などで競争力のある事

業ができる。 

数千～数億円規模 

（新施設とした場合） 

 

数千万円規模 

（新施設とした場合） 

 

沖縄地域は冷房利用季節

が長いため、経費に占める

冷房コストが高い業種には

大きなメリットがある。 

投資回収期間：約 10 年 

建設費の補助率 2/3、 

年平均利用率： 

発電利用 100% 

水産利用 10% 

冷房利用 13%とした場合 

想定される事業主体 県レベルの行政組織 
電力会社及び関連企業、 

独立発電事業者 

県レベルの行政組織、 

第 3 セクター、民間業者 

 

既存の農家、農業法人、 

新分野では新規業者含む 

既存水産業者の事業拡張、 

新分野では新規業者含む 

既存施設の利用、新規業者

を島外・県外から誘致 

既存業者の事業拡張、新規

業者を島外・県外から誘致 

島内の雇用創出効果も大

きく、島外出荷とともに、島

内消費による農産品の地

産池消にもつながる。 

島内の雇用創出効果も大

きく、生産品は島外への出

荷が主体となるため地域経

済への貢献効果が大きい。 

既存施設の利用により冷

房コスト削減ができるととも

に、エコ冷房に興味持つ視

察者の来訪も期待される。 

新分野での事業拡張が進

めば、新規業者が誘致され

るとともに、島の活性化、雇

用創出効果が期待される。 

製品材料のみならず、電気

も含めて深層水から生産し

たことをアピールでき、他地

域に比べて差別化が可能。 

冷房コスト：25～50%の

削減効果。 

冷熱需要設備をリース形

式にすれば、初期投資は

抑えた形で冷房コストを削

減できる。 

各種利用形態によって、経

済性は大きく異なるが、地

域の深層水複合利用が進

むことで地域ブランド力が増

すことが期待される。 

生産品目にもよるが、深層

水利用コストは生産品の販

売価格のごく僅かで済み、

これにより、夏場でも安定し

た品質で生産できるという

大きな利点がある。 

深層水冷熱を利用すること

で、夏場に需給が逼迫する

野菜を安定生産することが

可能。販売契約時にもその

生産計画と品質の安定性

が大きな強みとなる。 

深層水複合利用ビジネスモデルの特徴 

1．地域主体の持続可能なビジネスモデル 

深層水の取水から各利用者の一連のプロセスをそれぞれ独立した事業体と考え、それぞ

れの事業が自立的かつ持続的に運営していくためのモデルを提案している。 

2．深層水/冷水、お金の流れ 

深層水の有用性を最大限に活かすためには、カスケード利用の考え方から最適な計画を

立てることが重要である。お金の流れ（深層水使用料）は深層水やサービスの流れと逆向

きになるが持続的なシステムとするには使用料金の設定や制度面の充実が重要である。 

3．サービス提供、地域経済への貢献 

深層水を活かして作られた製品やサービスは周辺地域や県内外に広く提供される。また、

地域への雇用創出と経済的波及効果により、生産者としての地域にとっても継続的な利

益がもたらされることとなる。 

4．社会資本整備としての意義 

深層水取水管を社会資本整備として捉えた場合、深層水複合利用による効果は需要

創出効果（フロー効果）と生産力拡大効果（ストック効果）の二面から現れてくる。 

前者のフロー効果には、公共工事による単純効果もあれば、大口径取水管の技術確

立、島嶼型自立モデルの確立という今後の技術立国化に向けての実証効果としても大き

な意義がある。後者のストック効果に関しては、約 100 億円の公共投資に対して、比較

的コンサバティブな評価を行っても年間 80 億円以上の経済波及効果が見込まれている。 

社会資本整備には、定量化が可能な効果もあれば難しい面もある。今後の先導的事業

としてのモデル性の観点からも公的資金を活用しての施設整備が不可欠である。 

100 億円規模

の初期投資に

対して、年間

80 億円以上の

経済波及効果 深層水複合利

用と組み合わ

せることで、離

島に最適な低

コストで安定

した発電が可

能となる 
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5.4.3  各種複合利用事業の深層水付加価値と経済収支 

前節では深層水の取水施設と各ユーザーの関係性を整理することで、新たな深層水複合利用のビ

ジネスモデルを提案した。ここでは更に具体的な試算値をもとに、各ユーザー段階での深層水による付

加価値とビジネスモデル全体が成り立つための深層水利用料金について概算する。なお、ここでは卖

純化のため、金利については考慮しておらず、各設備の償却年数は 30年で一定としている。 

 

(1)取水事業者の経済収支 

取水事業者の経済収支に関して、取水施設建設を全て自己負担で行う場合を表 5-3 に、補助金

＇補助割合 2/3（の活用が可能となった場合を表 5-4に示す。 

ここで取水事業者に必要な初期投資としては、深層水及び表層水取水設備の建設費ということにな

る。ここでは深層水の取水深度 700m＇深層水取水管延長 L=3700m：管数外径 1.2m×2 条；取水温度

6.7℃（の設置条件に対して深層水取水施設が 80億円、表層水の取水施設が 20億円、併せて 100億

円となる。また、年間稼働率としては、冬季の継続運転を前提としているため、基本的には通年取水の

年間稼働率 100%を基本ケースとする。 

また取水にかかる電力コストはここでは取水ピットにかかる汲みあげ動力のみを考慮するものとし、深

層水側で 7m、表層水側で 5m の水頭分とする。なお、各種複合利用施設への配水のコストは別途③の

地域冷熱供給会社によって送水加圧されるものとする。 

 

表 5-3 ①取水事業者の経済性検討（補助金無し） 

項目 単位 深層水 表層水 

年間稼働率  100% 75% 50% 100% 75% 50% 

取水量（日量） t/日 240,000 300,000 

年間取水量 万 t/年 8,760 6,570 4,380 10,950 8,213 5,475 

取水ポンプ水頭 M 7.0 5.0 

取水ポンプ動力(η =75%) kW 259 231 

建設コスト 万円 800,000 200,000 

償却年数 年 30 30 

年間償却コスト 万円/年 26,667 6,667 

年間取水動力コスト 万円/年 4,996 3,747 2,498 4,461 3,346 2,231 

年間維持管理コスト 万円/年 4,000 1,000 

年間コスト計 万円/年 35,663 34,414 33,165 12,128 11,013 9,897 

償却コスト（取水量あたり） 円/t 3.0 4.1 6.1 0.6 0.8 1.2 

電力コスト（取水量あたり） 円/t 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 

維持管理コスト（取水量あたり） 円/t 0.5 0.6 0.9 0.1 0.1 0.2 

取水コスト計（取水量あたり） 円/t 4.1 5.2 7.6 1.1 1.3 1.8 
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なお、年間維持管理コストは久米島でのこれまでの取水実績の中で非常に汚れの尐ない海水という

ことがわかっているため、建設コストの 0.5%としている。 

上記条件における試算の結果、深層水取水に関しては年間約 3.6億円、表層水取水に関しては 

年間約 1.2億円と年間約 4.8億円の経費がかかる。稼働率が低下した場合は表層水、深層水合わせ

て約 4.5億円/年＇稼働率 75%（、約 4.3億円/年＇稼働率 50%（となる。 

また、取水量あたりのコストで考えた場合、深層水に関しては 1 トンあたり 4.1 円、表層水は同じく 1 ト

ンあたり 1.1円ということになる。 

また、この建設コストに対して 2/3 の割合の公的な補助金を活用できた場合の経済性の試算結果を

表 5-4に示す。この場合、深層水の取水コストは稼働率 100%の基本ケースの場合で 1 トンあたり 2.0円、

同じく表層水に関しては 0.7円ということになる。 

①の取水事業者は、これら取水コストに適切な利益やその他経費を加えた形で、深層水と表層水の

販売価格が決まってくることとなる。 

 

また、表層水の利用先は現時点では海洋温度差発電プラントが中心となるが、今後その地域での深

層水利用が増えていけば、海洋温度差発電で 5℃前後冷えた表層水は冷たい海水として新たな資源

的価値が生まれるため、その冷たい表層水を水産分野に活用していくことも可能である。その場合も取

水コストを負担しあうことで新たな経済的メリットがうまれてくる。 

 

表 5-4  ①取水事業者の経済性検討（建設費補助率 2/3） 

項目 単位 深層水 表層水 

年間稼働率  100% 75% 50% 100% 75% 50% 

取水量（日量） t/日 240,000 300,000 

年間取水量 万 t/年 8,760 6,570 4,380 10,950 8,213 5,475 

取水ポンプ水頭 M 7.0 5.0 

取水ポンプ動力(η =75%) kW 259 231 

建設コスト 万円 266,667(自己負担分のみ) 66,667(自己負担分のみ) 

償却年数 年 30 30 

年間償却コスト 万円/年 8,889 2,222 

年間取水動力コスト 万円/年 4,996 3,747 2,498 4,461 3,346 2,231 

年間維持管理コスト 万円/年 4,000 1,000 

年間コスト計 万円/年 17,885 16,636 15,387 7,683 6,568 5,453 

償却コスト（取水量あたり） 円/t 1.0 1.4 2.0 0.2 0.3 1.4 

電力コスト（取水量あたり） 円/t 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 

維持管理コスト（取水量あたり） 円/t 0.5 0.6 0.9 0.1 0.1 0.2 

取水コスト計（取水量あたり） 円/t 2.0 2.5 3.5 0.7 0.8 1.0 
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(2)発電事業会社の経済収支 

発電事業会社の深層水による付加価値 

表 5-5に発電事業会社における深層水の利用料金を考える上で、まず始めに深層水 1 トンあたりで

得られる付加価値を計算したものを示す。深層水による付加価値の計算では、深層水を利用した事業

によって得られる収入を、深層水の利用量で割ることで得られる値のことと定義する。 

ここで得られる収入としては、電力会社との売電契約によって変わってくるものであるが、ここでは、大

型風力発電のコストに相当する 15 円/kWh＇Case1（、一般家庭の標準的な電気料金に相当する 22 円

/kWh＇Case2（、離島部における一般的な発電コストに相当する 30 円/kWh＇Case3（、また、参考として

一般家庭の太陽光発電の余剰売電価格に相当する 48円/kWh＇Case4（の 4ケースで試算した。 

また取水にかかる動力は深層水利用料金という形で負担するため、ここでは Grossの発電端出力とし

て計算している。この Gross出力は、夏場で約 1400kW強、冬場で約 800kW弱となりその通年平均とし

て 1130kWで計算を行っている。 

 

表 5-5 ②発電事業会社における深層水の付加価値 

発電端出力(Gross 平均) kW 1,130 

年間発電量 MWh/年 9,900 

深層水利用量 万 t/年 8,760 

 

この結果、深層水の付加価値は売電価格によって 1 トンあたり 1.7～5.4円/t ということとなる。深層水

の利用料金としては付加価値の 1/3～1/2 を一つの原価の目安に設定した場合、0.6～2.7 円/t あたり

になると考えられる。 

項目 単位 Case1 Case2 Case3 Case4 

売電価格 円/kWh 15.0 22.0 30.0 48.0 

年間売電収入 万円/年 13,140 19,272 26,280 42,048 

深層水付加価値 円/t 1.7 2.5 3.4 5.4 
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発電コストの試算 

表 5-6 に深層水の利用料金ごとの発電コスト示す。発電事業者にとって初期投資にあたるものは海

洋温度差発電プラント本体の建設コストである。この建設コストは、発電端出力で kW あたり 300 万円程

度であるため、標準出力 1130kW として、概算 30 億円と設定した。海洋温度差発電の場合、実質的な

稼働率が他の自然エネルギーに比べてかなり高くなるため十分コスト競争力のある数字であるといえよう。

試算にあたっては、取水事業者の検討と同様、プラント建設を全て自己負担で行う場合と何らかの補助

金＇補助率 2/3（の活用が可能となった場合をそれぞれ示す。 

なお、今回検討しているビジネスモデルにおいては、取水施設自体の初期投資は①取水事業者が

別途行っているという点に注意が必要である。 

また運転にかかる主なコストとして深層水利用料と維持管理コストがあり、深層水の利用量に応じた利

用料金を①の取水事業者に支払う形とする。維持管理コストとしては、プラント建設費の 0.5%に相当する

年間 1500万円とする。なお、①の取水事業者に支払う表層水の利用料金は、0.7円/t として計算した。 

 

表 5-6 ②発電事業会社の経済性検討(発電コスト試算) 

項目 単位 補助金なし 補助率 2/3 

深層水利用料金 円/t 0 0.7 1.4 0 0.7 1.4 

深層水利用量（日量） t/日 240,000 240,000 

年間深層水利用量 万 t/年 8,760 8,760 

表層水利用料金 円/t 0.7 0.7 

表層水利用量（日量） t/日 300,000 300,000 

年間表層水利用量 万 t/年 10,950 10,950 

発電端出力(Gross 平均) kW 1,130 1,130 

年間発電量 MWh/年 9,900 9,900 

建設コスト 万円 300,000 100,000(自己負担分のみ) 

償却年数 年 30 30 

年間償却コスト 万円/年 10,000 3,333 

年間深層水利用コスト 万円/年 0 6,132 12,264 0 6,132 12,264 

年間表層水利用コスト 万円/年 7,665 7,665 

年間維持管理コスト 万円/年 1,500 1,500 

年間コスト計 万円/年 19,165 25,297 31,429 12,498 18,630 24,762 

発電端コスト 円/kWh 19.4 25.6 31.8 12.6 18.8 25.0 

 

この結果、プラント建設にかかる補助金がない場合、深層水の利用料金により 1kWh あたりで 19.4円

～31.8円、プラント建設に対して公的な補助金＇補助率 2/3（が適用になった場合、発電端コストは 12.6

～25.0 円となる。前項で付加価値より検討した深層水利用料金 0.7 円/t とすると、それぞれ 25.6 円

/kWh＇補助無し（、18.8円/kWh＇補助率 2/3（と離島の発電装置としては十分な経済性を有している。 
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(3)地域冷熱供給コストの試算 

地域冷熱供給会社の深層水による付加価値 

地域冷熱供給会社における深層水の利用料金についても、深層水 1 トンあたりで得られる付加価値

をみていくこととする＇表 5-7（。 

まず、深層水冷房によって得られる省エネ効果を熱量として評価する。この利用冷熱量は利用温度

差をどれくらいで設備設計するかによるため、ここでは利用温度差を 5℃から 8℃まで 1℃刻みで比較を

した。その利用する冷熱量はエネルギー効率 COP＇Coefficient Of Performance（で割ることで電気エネ

ルギーに換算することができる。ここでは標準的な冷凍装置を想定して COP＝3 ということで換算した。 

この電力量に相当するエネルギーが深層水冷房を利用することにより削減できる電力量となる。なお、

深層水冷房においても送水ポンプの加圧に動力が必要となるが、付加価値計算の段階ではその分は

カウントせず、別途深層水冷房の経済性という形で評価することとする。 

この深層水冷房を利用する需要家の電力卖価を 22円/kWhとすると、日量 24万トンの汲みあげた深

層水全てを冷房に使用＇利用温度差 5～8℃（すると、1日あたりの省エネ・省コスト額はそれぞれ 975万

円～1561万円となる。 

これを深層水 1 トンあたりでみると、約 41円/tから 65円/t となり、これが深層水冷熱利用における付

加価値ということになる。③地域冷熱供給会社の①取水事業者に支払う形の深層水の利用料金として

は付加価値の半分を一つの原価の目安に設定した場合、20円/tあたりになると考えられる。 

 

表 5-7 ③地域冷熱供給会社における深層水の付加価値 

深層水利用量 t/日 240,000 

COP - 3.0 

買電価格 円/kWh 22.0 

 

項目 単位 Case1 Case2 Case3 Case4 

利用温度差 ℃ 5℃ 6℃ 7℃ 8℃ 

利用冷熱量 MW 55.4 66.5 77.6 88.7 

換算電力 MW 18.5 22.2 25.9 29.6 

換算電力量 kWh/日 443,333 532,000 620,667 709,333 

省エネ効果金額 万円/日 975 1,170 1,366 1,561 

深層水付加価値 円/t 40.6 48.8 56.9 65.0 
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表 5-8 に深層水の利用料金ごとの冷房コスト示す。地域冷熱供給会社にとって初期投資としては地

域内への深層水配水配管や送水設備の設置コストである。このコストは地域配管を 10 億円、冷熱需要

設備 10億円の合計 20億円としている。なお冷熱需要設備に関してはリース形式を想定して試算してお

り、各需要家は深層水冷熱使用料金と工事費を支払うだけで冷熱が利用できる形となる。また、償却年

数はこれまでと同じく 30年とし、金利等は考慮していない。 

送水ポンプについては、送水ヘッドを 30m と 50mの 2パターンを比較している。また年間維持管理コ

ストは小口需要家への対応も加わるため年間5000万円としている。深層水の利用温度差は5℃としてい

る。 

これらトータルの年間コストは、①の取水事業者に支払う深層水使用料金が 20 円/t の場合で 7.1 億

円～7.5億円、同じく 25円/tの場合で 8.4億円～8.8億円、30円/tの場合で 9.7億円～10.1億円とい

うことになる。また、深層水 1 トンあたりでみると深層水利用料金に 6.9 円～8.5 円が追加されており、こ

の部分が深層水冷房利用にかかる設備やその運営、維持管理のコストということになる。 

この地域冷熱供給会社では、送水ポンプの負担が増えるとコストアップがあること、また、最終需要家

である冷房利用者は、深層水地域冷房は 40.6 円/t 以下にならないと利用価値がないことを考えると、

①取水事業者に支払う深層水利用料金、つまり③地域冷熱供給会社としての深層水原価は高くても 20

円/tが限界と考えられる。 

また、冷熱需要家への深層水冷房利用卖価は深層水 1 トンあたり 30円程度となる。 

 

表 5-8地域冷熱供給会社の経済性検討(冷熱コスト試算) 

項目 単位 送水ポンプ水頭 30m 送水ポンプ水頭 50m 

深層水利用料金（③→①） 円/t 20 25 30 20 25 30 

深層水利用量（日量） t/日 240,000 240,000 

年間平均負荷率 % 30 30 

年間深層水利用量 万 t/年 2,628 2,628 

送水ポンプ水頭 M 30 50 

送水ポンプ動力（η =75%） kW 1,111 1,852 

買電価格 円/kWh 22 22 

建設コスト 万円 200,000 200,000 

年間償却コスト 万円/年 6,666 6,666 

年間深層水利用コスト 万円/年 52,560 65,700 78,840 52,560 65,700 78,840 

年間ポンプ電力コスト 万円/年 6,424 10,707 

年間維持管理コスト 万円/年 5,000 5,000 

年間コスト計 万円/年 70,651 83,791 96,931 74,933 88,073 101,213 

冷房コスト(深層水 1 トンあたり) 円/t 26.9 31.9 36.9 28.5 33.5 38.5 
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(4)冷熱利用農業事業者の経済収支 

深層水の冷熱を利用した農業や植物工場については、深層水利用料金を①の取水事業者に支払っ

て深層水冷房設備を自前で準備する場合と深層水冷房利用料金を③の地域冷熱供給会社に深層水

冷熱支払って設備自体は③の会社からリースする場合と大きく二つのケースが想定される。 

前者のケースは基本的に事業形態としては③と同様の事業形態と考えることができ、冷熱供給設備

を自前で持たなくてはならないが、その分深層水冷房の利用料金は割安となる。 

後者のケースは、③の会社に 1 トンあたり 30 円程度の深層水冷房利用卖価を支払って、冷房という

サービスを受けることとなり、これによって通常の電気を使った冷房の場合＇深層水付加価値ベースで

41円/t（との差である約 25%を省エネ・省コスト効果として得ることができる。 

 

(5)冷熱利用水産事業者の経済収支 

深層水の冷熱を利用した水産業に関しては、既にクルマエビの養殖やウミブドウの生産に活用されて

おり、島に大きな経済的利益をもたらしている。 

水産養殖利用の場合は深層水の使用料もその方法もまちまちであるため、卖純に付加価値を厳密に

評価することは非常に難しい。また、現状の深層水利用価格である 6円/tでも製品としてのコスト競争力

は限界にきていることを考えると、①の取水事業者に支払う利用料金は現状と同じ 1 トンあたり 6円という

ことが現実的であろう。なおこの分野での年間平均利用率は夏場を中心に 20%という値を見込んでい

る。 

また、この分野では栄養塩の尐ない冷海水に対するニーズもあり、「冷たい表層水」の利用価値も高

い。そのため、「冷たい表層水」に関しても 1 トンあたり 2～3円程度の金額で利用できれば、使い途によ

って使いわけることが可能となるとともに地域内の表層水利用料金の低減にもつながる。 

 

(6)各冷房需要施設（ホテル・役場・学校等）の経済収支 

これは、ホテルや役場、学校、個人住宅などが深層水冷房というサービスを利用する形態であり、④

冷熱利用農業事業者で述べたうち、後者に相当するものとなる。 

③の会社に 1 トンあたり 30円程度の深層水冷房利用卖価を支払って、冷房というサービスを受けるこ

ととなり、これによって通常の電気を使った冷房の場合＇深層水付加価値ベースで 41円/t（との差である

約 25%を省エネ・省コスト効果として得ることができる。 

 

(7)各種深層水利用事業（食品、化粧品製造等）の経済収支 

これは食品、医療品、化粧品などの分野で深層水を利用するもので、量としてはそれほど多量ではな

いが、全般的に高付加価値の製品が多いのが特徴である。この分野についても現状の深層水の価格 1

トンあたり 400円が利用料金のベースになるであろう。 
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5.4.4 複合利用ビジネスモデルのまとめ 

本項で述べた持続可能な深層水複合利用モデルの全体像を図 5-12に示す。 

図中の左上欄は取水コストの内訳を示す。取水動力費や維持管理費に比べ、施設償却費に占める

割合が大きいのが特徴である。また、施設の性質的にも初期コストとしての敶設費には公的資金の活用

が望まれる。併せて、取水管の敶設費の低コスト化も重要なテーマである。また表層水の取水コストは、

発電事業会社からの表層水利用料金で賄うこととなる。なお、海洋温度差発電で利用後の冷たい表層

水は水産分野でも有用性をもつため、将来的には複数の利用者間で費用負担することも可能である。 

続いて、左下欄は深層水による付加価値と使用料金の設定を概説したものである。各四角形21が、年

間取水量の１％に相当する 87.6 万トン/年あたりの金額を模式的に表している。一つの正方形が 87.6

万円の使用料金を示しており、深層水地域冷房と農業冷熱利用ではその四角が 20個、つまり 87.6万ト

ン/年の利用で 1752万円の使用料金となることを示す。 

続いて右上欄は各事業会社からの使用料金の合計で、いかに取水コストを賄うかを模式的に示して

いる。この例では発電部分が利用率 100%、地域冷房と冷熱利用が利用率 13%、水産利用が 10%の使用

料金を積算したときに左上欄の取水コストと釣り合う様子を示している。深層水利用の裾野が広がり利用

率が拡大すれば、利用料金は更に下がり、利用率の拡大する方向に向かう。 

このようなアプローチをすることで、地域全体で持続可能な深層水の複合利用事業が可能となる。 

 前提条件 

・①取水事業者 

年間利用率   ： 通年取水 

深層水取水コスト： 4.1円/t ＇補助金なし（  、 2.0円/t ＇補助率 2/3（ 

表層水取水コスト： 1.1円/t ＇補助金なし（  、 0.7円/t ＇補助率 2/3（  

・②発電事業会社 

年間利用率   ： 通年取水 

深層水利用料金： 0.7円/t ＇年間利用率 100%（ 

表層水利用料金： 0.7円/t ＇年間利用率 100%（ 

・③地域冷熱供給会社 

年間利用率   ： 下記で検討。 

深層水利用料金： 20円/t 

・④冷熱利用農業 

      経済収支としては③に含まれる。 

・⑤冷熱利用水産業 

年間利用率   ： 下記で検討。 

深層水利用料金： 6円/t 

・⑥各種冷房需要施設 

      経済収支としては③に含まれる。 

                                                   
21 発電では 1マスの正方形、水産では 6マスの長方形、地域冷房では 20マスの長方形のこと 
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・⑦各種深層水利用事業者 

      取水総量に対して、利用量がごくわずかであるため計算には含まない。 

 

図 5-13 に以上の前提における、本モデル全体が成り立つための深層水利用率を示す。グラフの横

軸は水産分野＇利用料金 6 円/t（の利用率を示し、縦軸は各ユーザーから取水事業者が受け取る利用

収入を 1 トンあたりの金額で示す。 

各々のデータは地域冷房と農業冷熱利用＇利用料金 20円/t（の年間深層水利用率を示す。 

ここで、②発電事業会社は年間通して 0.7 円/t を利用料金として負担するため、その分は既に算入

済みのデータとなっている。 

このグラフで 2円/tのラインを超えるような利用率であれば、取水コスト＇補助率 2/3（を各社の深層水

利用料金でカバーできる状態となる。例えば、地域冷熱利用の利用率 0%の場合、冷熱利用水産業の利

用率が約 22%以上あれば、取水コスト＇補助率 2/3（の 2.0円/tをカバーできるという意味である。 

さらに、取水コスト(補助金無し)4.1 円/t のラインを超えれば、補助金なしの敶設コストについてもカバ

ーできるということになる。利用率が高まるほど各社への深層水利用料金卖価を下げやすくなるため、よ

り最終需要者である冷熱利用者の裾野が広がっていくことにもつながる。 

各事業者の収支がプラスとなるモデル例を図 5-14に示す。 
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1．深層水の取水コスト 

2．深層水による付加価値と深層水使用料金の設定 

3．深層水の使用料金による投資回収 

4．持続可能な深層水複合利用モデルに向けて 

持続可能な深層水複合利用モデルのコンセプト 

①適切な取水コストの負担システムの構築 ③地域の深層水利用率の向上 

④持続的な深層水複合利用の発展 

深層水取水管敷設費：80 億円 

深層水取水動力費⇒0.5 億円/年 

年間維持管理費 ⇒0.4 億円/年 

年間施設償却費 ⇒2.7 億円/年 

年間取水コスト計⇒3.6 億円/年 
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2.7 

年間取水コスト（全額自己資金） 

深層水取水管敷設費：27 億円 

深層水取水動力費⇒0.5 億円/年 

年間維持管理費 ⇒0.4 億円/年 

年間施設償却費 ⇒0.9 億円/年 

年間取水コスト計⇒1.8 億円/年 

年間取水コスト（2/3 補助） 

（
年
間
施
設
償
却
費 

 
 

 
 

億
円(2

/3

補
助)

） 

0.9 

年間取水コスト 3.6 億円（全額自己資金） 

年間取水コスト 1.8 億円（2/3 補助） 

海洋温度差発電事業の利用 深層水地域冷房と農業冷熱利用 

水産事業の冷熱利用 

 

・深層水による付加価値：2.2 円/t（標準家庭の買電価格との比較） 

・深層水の使用料金：1 円/t 

・深層水の使用料金：20 円/t 

・深層水の使用料金：6 円/t 

・年間予想利用率：10～40 % 

・年間予想利用率：10～40 % 

・深層水による付加価値：多様な製品があるため一概に定義丌可。 

4.8 円/t（太陽光発電の売電価格ベース） ・深層水による付加価値： 

41 円/t 

商

品競争力は限界に近い状況 

年間を通して一定の需要がある。 

夏季に需要が集中する傾向がある。 

夏季に需要が集中する傾向 

があるが農業分野では一部

通年需要がある。 

今後、付近の冷熱需要が高

まることで、使用料金を下

げられる可能性がある。 

＝ 

使用料金の設定方法 
各事業の付加価値の半分

の金額を目安に設定。(例) 

発電事業会社 

の年間使用料 

地域冷房事業会社・農業冷熱 

の年間使用料 

水産冷熱利用 

の年間使用料 

総使用料金計算（利用率は一例） 

発電利用率 100%： 87.6 万円×100＝0.9 億円 

冷房利用率 13%：1752 万円× 13＝2.3 億円 

水産利用率 10%：  526 万円× 10＝0.5 億円 

⇒総使用料金 3.7 億円となり、取水コスト 3.6 億円を

利用料金でカバーできる状態。これ以上、利用率が多

くなれば取水事業に利益が出てくる。 

また、利用料金を下げて利用者の裾野を広げるような

事業展開も可能となる。 

また、取水施設に 2/3 補助が適用された場合、同じ

利用率でも各社の使用料金を半分にしても、取水事業

には利益がでることになる。 

年間使用料金の模式マス 
長方形の大きさは、利用料金

20 円/t の場合の年間利用率

1%あたりの利用料金 1752

万円を表す。 

1 マスは使用料金 1 円/t、利

用率 1%（87.6 万 t/年）の

使用料金 87.6 万円に相当。 

×100 ×13 

＋ ＋ 

×10 

発電、地域冷房（農業利用含む）、

水産冷熱利用の利用率をそれぞれ

100%、13%、10%とした場合の 

総使用料金は・・・ 

使用料金の設定方法 
現状の利用料金 6 円/t でも 

商品競争力は限界に近い

状況のため同価格に設定。 

 

②独自の深層水ブランドの確立 

・ 深層水による循環型社会モデル 

・ 自立した離島経済モデル 

・ エネルギーの地産地消モデル 

・ 環境配慮によるイメージアップ 

・ 雇用増大による島の活性化 

・ 取水施設の低コスト化 

・ 複合利用技術の成熟 

・ 複合利用形態の多様化 

・ 日本のエネルギー自給率アップ 

・ 地域主権社会への転換 

注）他利用分野の使用料金は割愛． 

・利用意義の評価 

・付加価値の評価 

計画段階で広い視野から利用意義を評価する

ことで、長期的な発展が可能となる。 

深層水利用による付加価値（1 トンあたり

の経済的メリット）を評価することで、適

切な課金モデルが構築できる。 

利用料金の低減 

利用率の向上 

裾野の拡大 

図 5-12 持続可能な深層水複合利用モデルのコンセプト 

 

償却期間は 30 年として試算。 

表層水の取水コストは年間1.2億円（全額自己資

金）がかかる。（2/3補助においては0.8億円/年） 

この取水コストは発電事業会社からの表層水使用

料金1.2億円/年で賄うこととなる。 

表層水の取水コス

トは発電事業会社

からの表層水使用

料金で賄う。 

OTECで利用後に

冷えた表層水は、水

産分野で活用可能

なため、将来的には

各利用者間で負担

しあうことも可能。 
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地域冷房利用率_40%

地域冷房利用率_30%

地域冷房利用率_20%

地域冷房利用率_10%

地域冷房利用率_0%

水産分野の利用モデル 

エビ養殖池（８万㎡）（赤枠内） 

日量   ：23 万トン（夏季 4 ヶ月間） 

年間使用量  ：2800 万トン/年 

全取水量に対する割合：32% 

水産分野の利用モデル 

エビ養殖池（８万㎡）1 ヶ所に 

相当する利用割合 32% 

取水コスト 2.0 円のライン 

（取水施設に 2/3 補助適用時） 

取水コスト 4.1 円のライン 

（取水施設に全額自己資金時） 

冷房（農業）分野の利用モデル（写真は 1 区画分のみ） 

植物工場（太陽光型）20 アール型）（青枠内）×20 区画 

日量   ：8 万トン（夏季 6 ヶ月間） 

年間使用量  ：1460 万トン/年 

全取水量に対する割合：16.7% 

冷房(農業分野)の利用モデル 

植物工場（20 アール）×20 区画に 

相当する利用割合 16.7% 

① 

② 

グラフの見方 

＞軸の説明 

・ 横軸に水産分野（利用料金 6 円/t）での年間深層水利用率（全取水量に

対する利用割合）を示す． 

・ 5 色の各々のデータは地域冷房と農業冷熱利用（利用料金 20 円/t）の

合計での年間深層水利用率を示す． 

・ 縦軸は各ユーザーから取水事業者が受け取る利用収入（１トンあたりで

表示）を示す．（但し、発電事業者からの利用量 0.7 円/t は算入済み） 

＞基準ライン 

・ .20 円/t の線は取水施設に 2/3 補助が適用された場合の取水コスト 

・ 4.1 円/t の線は取水施設を全額自己資金とした場合の取水コスト 

＞試算例 

① 水産分野の利用モデル（エビ養殖池 8 万㎡）のみが運用された場合の取

水事業者としての利用収入は約 2.6 円/t となり、2/3 補助的用事のコ

ストは上回る． 

② 上記水産利用に加え、農業分野の冷熱利用モデルとして、植物工場（太

陽光型 20 アール）が 20 区画運用を始めた場合の、総利用収入は 5.8

円/t となり、全額自己資金とした場合の取水コストを上回る． 

図 5-13取水コストを利用料で賄うのに必要な深層水利用率 
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図 5-14  各事業の収支がプラスとなるビジネスフロー例 

 


