
第 ７ 章 

発電設備等の構造若しくは配置，事業を実施する位置 

又は事業の規模に関する事項を決定する過程における 

環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 
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第７章 発電設備等の構造若しくは配置，事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定する 

過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

本章は，平成 28 年 9 月に経済産業大臣に届け出た方法書の第 7章の記載内容を基本的に転記

したものである。 

7.1 事業を実施する位置及び事業の規模等 

当社の火力発電設備の多くは，運転開始から 40年を超える高経年火力発電設備である。 

高経年火力発電設備は，最新鋭の発電設備と比べて熱効率が低く，経年によるトラブルも増加す

ることに加え，劣化した設備の大規模な改修工事が必要となることから，最新鋭の高効率な発電設

備に更新し，長期にわたる供給力確保と電力供給の効率化を図る必要がある。 

電源開発にあたっては，安全確保（Safety）を大前提とした，エネルギー安定供給（Energy  

security），経済性（Economy），環境保全（Environmental conservation）の同時達成を目指す

「S＋3E」の観点から，原子力，火力，再生可能エネルギーなどの多様な電源をバランスよく組み

合わせた電源構成の確立に取り組むことが重要であり，火力電源においては，長期的な観点から，

石炭・LNG・石油といった燃種バランス，経年分散等を勘案した計画的な開発が必要である。 

このような中，当社は，既設設備の経年化対策や二酸化炭素排出削減対策に取り組む観点から，

坂出発電所への LNG 導入を進め，平成 22 年に坂出発電所 1号機を LNG コンバインドサイクル発電

方式へリプレースするとともに，坂出発電所 4号機を LNG へ燃料転換した。また，平成 28 年 8 月

に坂出発電所 2号機を LNG コンバインドサイクル発電方式へリプレースした。 

一方，石炭火力は，「エネルギー基本計画」（平成 26年 4月閣議決定）において，「温室効果ガ

スの排出量が大きいという問題があるが，地政学的リスクが化石燃料の中で最も低く，熱量あたり

の単価も化石燃料の中で最も安いことから，安定供給性や経済性に優れた重要なベースロード電源

の燃料として再評価されており，高効率石炭火力発電の有効利用等により環境負荷を低減しつつ活

用していくエネルギー源である。」とされている。 

現在，ベースロード電源として運用している西条発電所 1号機は，運転開始以来すでに 50 年以

上が経過しており，今後，長期にわたって信頼性のある供給力として継続活用することが困難であ

ることに加え，最新鋭の発電設備に比べ熱効率が低い状況にある。このため，既存の敷地・燃料イ

ンフラ等を有効活用することで，工事規模を低減できるといった環境性，経済性等も考慮し，西条

発電所 1号機を石炭を燃料とする発電設備にリプレースすることとした。 

規模については，当社の高経年火力発電設備を将来的に代替する電源が必要となることや，現在

商用化されている超々臨界圧発電設備（USC）の設備容量が 50 万 kW 以上であること等を総合的に

勘案し，50 万 kW とした。 

発電技術については，竣工に至るスケジュール等も勘案しながら，「東京電力の火力電源入札に

関する関係局長級会議取りまとめ」（経済産業省・環境省，平成 25 年）の「BAT の参考表【平成

26 年 4 月時点】（経済産業省・環境省）」に掲載されている「(B)商用プラントとして着工済み（試
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運転期間等を含む）の発電技術及び商用プラントとしての採用が決定し環境アセスメント手続きに

入っている発電技術」について採用の検討を行った上で「(A)経済性・信頼性において問題なく商

用プラントとして既に運転開始をしている最新鋭の発電技術」以上の高効率の発電設備を採用する

こととし，可能な限り二酸化炭素排出削減に努めることとした。なお，コージェネレーションを実

施する計画はない。 

7.2 発電設備の配置計画 

発電設備の配置計画の概要は，第 7.2-1 図のとおりである。 

発電所の配置計画の策定にあたっては，既設設備を有効活用し工事量を低減するとともに，発電

所周辺の住居地の存在等を踏まえ，環境への影響を実行可能な範囲で回避・低減できる合理的な配

置となるよう検討を行った。 

・主要な発電設備は，発電所敷地内の海側に位置する既存の燃料タンク撤去跡地に配置する計画

とし，最寄りの住居地への騒音や振動の影響を低減することとした。 

・総合排水処理装置については，既存の装置では処理能力が不足することから，既存装置を有効

に活用しつつ，発電所北側隣接埋立地を利用して処理能力の増強を行う計画とした。 

・揚炭・貯炭・運炭設備，灰処理設備，重油受入設備，アンモニア設備及び開閉設備については，

既設設備を最大限に有効活用する計画とした。なお，運炭設備については，既設コンベアを途

中で分岐し，新設 1号機までの間に新たなコンベアを設置する計画とした。 

・新設 1号機用の取水口については，既設の取水口では容量が不足することから，新たに設置

することとし，その配置については，温排水の再循環を抑制する観点から，放水口から極力離

した既設取水口の南側に設置する計画とした。 

また，放水口の配置計画については，既設放水口の西側に分布する加茂川河口干潟に生息する生

物等への影響低減効果や温排水の再循環及び海上交通への影響等を考慮して第 7.2-1 図(2)のとお

り，以下の A,B,C 案について検討することとしている。 

A 案 既設放水口を活用 

既設 2号機及び新設 1号機とも，既設放水口を活用する。 

B 案 新設放水口を設置 

既設 2号機及び新設 1号機とも，西条港側（既設放水口東側）に放水口を新設する。 

C 案 既設放水口及び新設放水口を併用 

既設 2号機は，既設放水口を活用し，新設 1号機は，西条港側に放水口を新設する。  

しかしながら，現時点では周辺海域の詳細な水温・流況等の情報が不明であり，正確な温排水の
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拡散範囲等を予測することは困難であるため，今後，当該海域における現況調査の結果を踏まえ，

水温・流況，地形及び構造物等を反映した数理モデルによるシミュレーションを実施したうえで， 

・周辺海域の生物等への影響低減効果 

・温排水の再循環の有無 

・港湾施設や海上交通への影響 

等を総合的に勘案して，適切な放水口の配置を選定することとしている。 

なお，愛媛県の東予港港湾計画（昭和 62 年改訂）によると，既設放水口付近に小型船だまり施

設が設置される計画であり，愛媛県公共事業評価委員会（平成 23年度）資料によると，平成32年度

に完成する予定となっていることから，いずれの案も小型船だまり施設が存在しているものとして

検討することとしている。 

7-3 (439)



第7.2-1図(1)　発電所の配置計画の概要（将来）
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第7.2-1図(2)　発電所の配置計画の概要（将来）〔複数案〕
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7.3 発電設備の構造   

7.3.1 煙突高さ 

（１）煙突高さの検討内容 

本事業では，硫黄酸化物，窒素酸化物及びばいじんを排出すること，また，煙突が眺望景観に

おいて視認性の高い構造物であること等を踏まえ，周辺地域の大気環境及び眺望景観への影響に

配慮するため，構造の複数案として煙突高さを設定した。 

煙突高さについては，石炭火力発電所で近年実績のある 180m と既設煙突と同じ 200m の 2案を

複数案として設定し，配慮書において予測及び評価を行った。 

なお，新設 1号機及び既設 2号機用に新たに集合煙突を新設する場合，集合煙突は新設 1号機

用の単独煙突に比べ広い設置面積が必要であり，主要な発電設備を設置する燃料タンク撤去跡地

に設置することができず，設置スペースの確保が可能な発電所北側隣接埋立地へ新設のうえ，新

設 1号機，既設 2号機とも当該地まで煙道を敷設・延長する必要がある。そこで，新設 1号機用

の煙突は燃料タンク撤去跡地に独立型（鉄塔支持型）を設置し，既設 1，2号機用の集合煙突は

引き続き既設 2号機用として継続活用することとした。 

（２）煙突高さの検討結果 

予測の手法及び結果は，第 4章のとおりであり，その概要は，第 7.3-1 表のとおりである。 

排ガスによる大気質への影響については，いずれの煙突高さ（A案：180m，B 案：200m）の案

でも，最大着地濃度は現状よりも低減されること及び 10km 圏内の一般局の将来の寄与濃度はバ

ックグラウンド濃度と比較して低く，将来環境濃度は環境基準の年平均相当値を十分下回ってい

ることから，A案，B案ともに大気質への重大な影響は生じないものと評価した。また，煙突高

さの違いによる年平均値の最大着地濃度及び将来環境濃度の変化は小さく，煙突高さによる大気

質への影響の違いは，ほとんどないものと評価した。 

景観への影響については，新設煙突は同程度の高さである既設煙突（煙突高さ：200m）の近傍

に設置すること及び今後の検討において，「西条市環境基本計画」等に基づき，発電所建屋，煙

突等の色彩について，周辺の景観と調和するように配慮し，更なる眺望景観への影響の低減を図

ることから，A案，B案ともに眺望景観への重大な影響は生じないものと評価した。また，景観

対策ガイドラインにおいて「圧迫感を受けるようになる」といわれている垂直視角が 10度以上

の眺望点数は，B案（3地点）に比べ A案（2地点）が 1地点少なく，垂直視角が 10度以上の眺

望点から新設煙突を見たときの圧迫感の受け方についても，A案は B案よりも煙突高さが 20m 低

い分だけ軽減されることから，A案は B案よりも眺望景観への影響が少ないものと評価した。 

以上により，複数案を設定した煙突高さについては，いずれの案も大気質への影響は小さく，

煙突高さによる大気質への影響の違いもほとんどないことから，眺望景観への影響に配慮し，煙

突高さは 180m とした。 
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既設1～2号機
新設1号機
既設2号機

新設1号機
単　独

新設1号機
既設2号機

新設1号機
単　独

 最大着地濃度 0.00081 0.00078 0.00013 0.00076 0.00012

 寄与濃度
0.00010

～0.00079
0.00008

～0.00077
0.00002

～0.00013
0.00008

～0.00075
0.00001

～0.00012

 バックグラウンド濃度

 将来環境濃度 － －
0.00302

～0.00802
－

0.00301
～0.00802

 環境基準の年平均相当値

 最大着地濃度 0.00066 0.00062 0.00013 0.00061 0.00012

 寄与濃度
0.00008

～0.00019
0.00007

～0.00017
0.00002

～0.00004
0.00007

～0.00017
0.00001

～0.00004

 バックグラウンド濃度

 将来環境濃度 － －
0.00803

～0.01502
－

0.00802
～0.01501

 環境基準の年平均相当値

 最大着地濃度 0.000205 0.000187 0.000029 0.000184 0.000026

 寄与濃度
0.000024

～0.000198
0.000020

～0.000185
0.000003

～0.000028
0.000020

～0.000182
0.000003

～0.000025

 バックグラウンド濃度

 将来環境濃度 － －
0.020028

～0.032008
－

0.020025
～0.032008

 環境基準の年平均相当値

 新設煙突の垂直視角 －

 垂直視角10度以上の
 眺望点数

－

 眺望景観イメージ図 －

注：1．寄与濃度は，10㎞圏内の一般局における寄与濃度の最小及び最大値である。
　　2．バックグラウンド濃度は，10km圏内の一般局の平成21～25年度の年平均値の平均値の最小及び最大値であり，現状の西条発電所
       1～2号機の運転による影響を含んだ値である。
　　3．将来環境濃度は，新設1号機の各煙突高さにおける寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えた値である。

0.003～0.008

0.008～0.015

0.020～0.032

二酸化硫黄

（ppm）

二酸化窒素

（ppm）

0.01780

0.02911

浮遊粒子状物質

（mg/m
3
）

現　状

　　4．環境基準の年平均相当値は，10㎞圏内の一般局の平成21～25年度の測定値に基づいて作成した以下の式により求めた値である。
　　 　　二酸化硫黄　　：y=0.4376・x＋0.0003　[ y=年平均値（ppm）    　x=日平均値の2%除外値（ppm）  ]
　　 　　二酸化窒素　　：y=0.4751・x＋0.0006　[ y=年平均値（ppm）    　x=日平均値の98%値（ppm）     ]

　　 　　浮遊粒子状物質：y=0.4344・x－0.0010　[ y=年平均値（mg/m
3
）  x=日平均値の2%除外値（mg/m

3
） ]

0.042440

約1.3～14.4度

2 地点

約1.4～15.6度

3 地点

A案とB案に大きな違いは見られない

将　来

項　　目

大

気

質

景

観
眺望景観の変化

予測ケース

A　案
（煙突高さ：180m）

B　案
（煙突高さ：200m）

第 7.3-1 表 予測結果の概要
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7.3.2 復水器の冷却方式の検討結果 

復水器の冷却方式については，主に海水冷却方式と冷却塔方式がある。海水冷却方式は，温排

水を排出するものの，冷却塔方式に比べて発電効率に優れ，単位発電量あたりの二酸化炭素排出

量が少ないという利点がある。一方，冷却塔方式は，温排水を排出しないものの，発電効率が低

いことに加え，冷却塔に多量の淡水を使用するとともに，そのブローに伴い一般排水の量が増加

する。以上のことから本事業では，海水冷却方式を採用することとした。 

海水の取水方式については，上層に比べ低温で温度変化の小さい下層の海水を取水することに

より，発電効率を向上させるとともに，放水温度と周辺環境水温との温度差を極力小さくできる

効果があること，また，温排水が存在する海域においては，上層の温排水を取水しないことで再

循環を抑制できることから，深層取水方式を採用することとした。なお，放水方式については，

現状どおり表層放水方式を採用することとした。 
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