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はじめに
2011 年の東日本大震災による原子力発電所の事

故以来、わが国は総発電量の大半を火力発電に
頼っている（2014 年度では約 88% が火力発電）。
その内訳は石炭火力が約 30%、天然ガス（以下
LNG）火力が約 43%、石油火力等が約 15% であ
る（図表 1） 1）。また、火力発電量の増加に伴い、
発電による二酸化炭素排出量が大幅に増加してい
ることが分かる（図表 2）2）。2030 年までに再生
可能エネルギーを増やし、火力への依存度を減ら
し、低炭素社会を目指す（2030 年度の温室効果ガ
スの排出量を 2013 年度比で 26％削減する［COOL 

CHOICE（クールチョイス）］1）という政府の目
標があるが、増え続ける電力需要と原子力発電所
再稼働反対問題や再生可能エネルギーのコストや
安定性の現状を見る限り、今後も火力発電の重要
性は増していく方向と思われる。ただし、火力発
電プラントからの二酸化炭素（以下 CO2）排出量
はわが国総排出量の 40% 近くを占めるといわれて
おり、その高効率化は低炭素社会実現への鍵にな
ると考えられる。

火力発電は今後も重要
火力発電の最大の利点は発電出力のコントロー

低炭素社会の実現に向けて
—火力発電の発電量増加、二酸化炭素排出を抑えられるか—

Point
❶	 	東日本大震災以降、発電における火力の割合が増えている。火力発電は出力コントロールも容易で

あり、主となる電源が何になっても変動部分の電源として今後も火力は利用されていく。
❷	 	火力発電の問題点は原料と二酸化炭素の排出量である。そのために火力発電の高効率化は必須であ

り、各助成金制度等を用いて、高効率化に向けた研究・開発が進められている。高効率火力発電技
術と IGCC、IGFC などのプロセス技術を用いて、高い熱効率で二酸化炭素排出を削減したプラン
トが可能となる。

❸	 	火力発電によって排出される二酸化炭素の利用および、回収等に関する技術研究・開発も進んでい
る。
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1   http://www.env.go.jp/press/101177.html
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図表 1　発電設備容量の推移

出所：エネルギー白書2015（経済産業省	資源エネルギー庁）

ルが容易である点である。東日本大震災前の発電
ではベースロードとしては原子力発電を利用し、
変動部分の大部分は火力発電が利用されてきた。
これからも火力発電に一定量、依存していくとい
う状況は続くと思われるが、最大の問題はほぼ全
てを輸入に頼る原料と発生 CO2（環境問題）であ
る（図表 3）。原料の脱輸入依存に関してはバイオ
マスや汚泥の混焼による原料費抑制策も検討され
ているが、本稿では既存の原料を燃料とした CO2

削減に関して述べていく。
火力電源の電源種としては、CO2 の発生は多い

図表 3　各発電に関する供給および環境、経済に関する特徴

出所：		関西電力「原子力発電について」（http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/nowenergy/bestmix.
html）および、高効率火力発電の導入推進について（https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-113/ref02.pdf）

供給の安定面
環境面

1kWhあたりのCO2排出量
（発電時）＊

経済面
（1kWhあたりのコスト）
2014年時点での燃料費

原子力
・燃料の埋蔵地域が世界に広く分布
・備蓄性に優れている
・燃料をリサイクルできる

0 1.5円

太陽光（住宅用） ・資源が枯渇する恐れがない
・自然の状況に左右される

0 0円
風力（陸上） 0 0円
水力（一般） 0 0円

火力

石油火力
・燃料の埋蔵地が中東に偏っている
（2011年実績87%）
・燃料貯蔵が容易

695 21.7円

石炭火力
・資源量が豊富
・燃料の調達先が石油に比べて分散
・他の化石燃料に比べ低価格で安定

864 5.5円

天然ガス（LNG）火力

・燃料の調達先が石油に比べて分散
・		CO2の排出量が他の火力発電の電源
種に比べて少ない
・長期契約中心であり供給が安定

476 10.8円

＊単位　グラムCO2/kWh

2  二酸化炭素（CO2）排出原単位：1キロワット時の電気を発電したときのCO2 排出量。CO2 排出量を販売電力量で割って算出した値。
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図表 2　電力の二酸化炭素排出原単位 2 の推移

出所：低炭素化に向けた環境省の取組（エネルギー転換部門）
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が資源として確保しやすい石炭、価格および CO2

の発生量が火力発電の中では少ない天然ガス
（LNG）を想定し、それらを電源種とした発電設
備の高効率化の研究開発・技術開発が進められて
いる。1979 年第 3 回 IEA 閣僚理コミュニケにお
いて採択された「石炭に関する行動原則」において、
ベースロード用の石油火力の新設、リプレースの
禁止が定められ、わが国はこの原則を順守してい
るため、石炭と LNG を電源種とする技術開発が
進められているという背景もある。

効率のよい火力発電を目指した
研究開発・技術開発

火力発電のメカニズムを簡略化して示すと図表
4 のようになる。火力発電の効率向上には燃焼温
度、蒸気の温度を上げることが重要である。つま
りボイラー、タービンの耐熱材料が鍵になる。以
下に主な発電の特徴について述べていく。

①石炭火力発電
図表 5 は石炭火力発電の効率向上を目指した技

術開発の推移についてまとめたものである。1967

年に初めて超臨界圧を超えた後、1993 年に超々臨
界圧（USC:Ultra Super Critical ）3 蒸気温度
566℃以上、蒸気圧 22.1MPa に達した。USC にお
ける発電効率は 40% 程度、CO2 排出は 820g/kWh
程度である。この蒸気温度を 700℃に上昇できれ
ば発電効率は 46% 程度にまで向上できる（先進
超 々 臨 界 圧（A-USC: Advanced-Ultra Super 
Critical ））4。A-USC では CO2 排出は 710g/kWh
程度に抑えられるとされている（2016 年度をめど
に技術確立予定）。A-USC の技術を確立するため
には 700℃ -10 万時間のクリープ破断 5 強度が
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図表 5　石炭火力発電の効率向上

出所：	高効率火力発電の導入推進について（https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-113/ref02.pdf）

3  USC：汽力方式の微粉炭石炭火力
4  A-USC：高温高圧蒸気タービンによる微粉炭石炭火力
5    クリープ破断：クリープ変形による破断。クリープとは、物体に持続応力が作用すると、時間の経過とともに歪みが増大する現象。

主に高温環境下における材料の変形を説明するために用いられる。クリープ変形は、塑性変形が時間に依存しないのに比較して、
時間が経過するほど変化量が増える。

図表 4　火力発電の基本構造

出所：		電気事業連合会HP（http://www.fepc.or.jp/enterprise/hatsuden/
fire/）
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100MPa 以上となる耐熱材料が必要である。また、
800℃が達成できれば理論的には発電効率は 57%
程度になるといわれている。現在、技術開発とし
ては 700℃の耐熱材料を目指しており、将来的に
は 800℃超の耐熱材料を理想としている。

米国では 1960 年に 649℃世界最高条件が採用さ
れたが Ni 合金の高コストやボイラーの損傷等で
それ以降 538℃の蒸気プラントが主流となってい
ることもあり、現在ではわが国が最も高温で高効
率の蒸気発電を行っている（神奈川県 磯子火力発
電所 620℃）。

②天然ガス（LNG）タービン発電
天然ガス（LNG）タービン発電は既に 50% 以

上の熱効率が得られているが、ガスタービンの入
り口温度は約 1500℃まで上がり、この温度に耐え
られる材料がないため、現状は冷却技術や遮蔽技
術を併用している。ガスタービンブレード用に
1700℃耐熱材料が開発され、実用面で使用可能と
なれば発電効率は 56 ～ 60% も可能と言われてお
り、加えてコンバインド発電 6 にすれば 60% 以上
も期待できる。2020 年度頃の実用化に向けて技術
開発研究が進められている（図表 6）。ガスタービ
ンに関しても 1978～87 年にかけて新エネルギー・

産業技術総合開発機構（以下 NEDO）が 260 億円
の予算を投入し、高圧化技術の遅れを挽回した。
それ以降、ガスタービンの高温化に関しても日本
が世界をリードしている。また、さらなる高効率
化のために将来的には燃焼温度 1800℃級に耐えら
れる、ジェットエンジンのタービン翼のような材
料が期待されている。

③コンバインドサイクル方式発電
ガスタービン発電と蒸気タービン発電の技術を

組み合わせたコンバインドサイクル方式の技術開
発も進められている。コンバインドサイクル方式
発電は①②の技術開発の延長として進めることが
できる。現在、すでに LNG を燃料として利用し
たガスタービン複合発電（GTCC：Gas Turbine 
Combined Cycle ）があり、GTCC に燃料電池を組
み合わせてより向上させようと取り組んでいるガ
ス タ ー ビ ン 燃 料 電 池 複 合 発 電（GTFC：Gas 
Turbine Fuel Cell combined cycle ）がある。一方
で、石炭をガス化して利用する技術も進んでい
る。石炭は他の燃料に比べて安価であるが、CO2

の排出量が多い。石炭をガス化してコンバインド
サイクル方式発電に利用することで CO2 の排出量
を軽減することができる【石炭ガス化複合発電
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図表 6　LNG 火力発電の高効率化

出所：	高効率火力発電の導入推進について（https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-113/ref02.pdf）

6  コンバインド発電：ガスタービン発電と蒸気タービン発電を組み合わせた発電方式

低炭素社会の実現に向けて
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（IGCC:Integrated coal Gasification Combined 
Cycle）、石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC: 
Integrated coal Gasification Fuel cell Combined 
Cycle）】。各コンバインドサイクル方式発電の特
徴について図表 7 にまとめて示す。

政府系の助成金・委託研究等での取り組み
以上のように火力発電の効率化はタービンの温

度と直結していることが分かる。そのため効率化
の必須条件はタービンやボイラーに用いられる耐
熱材料の高温化である。

現在、実用化されているもっとも高温の耐熱材
料はジェットタービン用のニッケル基超合金であ
る（ボーイング 787 のガスタービンに使用されて
いる）。大きな熱効率向上効果を有する次世代単結
晶超合金タービン翼材の直接完全リサイクル法を
確立することにより、高コストが普及の妨げと
なっている次世代単結晶超合金タービン翼材のラ
イフタイムコストを 1/4 にまで大幅に引き下げ、
各種ガスタービンへの普及を大幅に促進させるこ
とを目的とした課題が、国立研究開発法人科学技
術振興機構（以下 JST）の ALCA（先端的低炭素
化技術開発）というプログラムの中で研究されて
いる。

ALCA は、温室効果ガスの削減を中長期にわ
たって継続的かつ着実に進めていくため、文部科
学省が策定する研究開発戦略のもと、新たな科学
的・技術的知見に基づいて温室効果ガス削減に大

きな可能性を有する技術を創出するための研究開
発を推進し、グリーン・イノベーションの創出に
つながる研究開発成果を得ることを目指すプログ
ラムとして、JST が 2010 年に開始した戦略的創造
研究推進プログラムである 7。ALCA では、耐熱
材料以外にも、太陽電池、超伝導システム、蓄電
デバイス、バイオテクノロジー、化学プロセス、
システムデバイス等の分野で低炭素化社会に貢献
する技術課題が採択され、研究が進められてい
る。ALCA における耐熱材料に関する他の取り組
みとしては、既存 Fe 耐熱鋼の改良（フェライト
鋼・オーステナイト鋼などへの金属間化合物相の
応用）・コストダウン、新規耐熱材料の開発などが
行われて成果を挙げている。材料の高性能化に合
わせて、タービンの形状の設計、コンプレッサー
駆動効率など実用化に向けた研究にステップアッ
プするプログラムであるので、実用化への貢献が
期待される。

経済産業省では、
1）技術開発の加速化、2）電気事業者の自主的

枠組み、3）省エネ法・高度化法のルール整備に
より、旧式の火力発電を減少させつつ、高効率な
設備を導入することにより、火力発電の高効率化、
低炭素化を推進している。

NEDO においても、「ゼロエミッション石炭火力
技術開発プロジェクト」8「次世代火力発電等技術
開発／石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業／
CO2 分離・回収型酸素吹 IGCC 実証」9 など各種

図表 7　コンバインドサイクル方式発電　比較表

出所：	火力発電の高効率化（http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/018/pdf/018_011.pdf）

燃料 発電効率 CO2排出	 技術確立
ガスタービン複合発電 ガスタービンと蒸気タービンの複合発電 LNG 52% 340g/KWh程度

石炭ガス化複合発電
石炭をガス化し、ガスタービンと蒸気タービンによるコン
バインドサイクル方式を利用した石炭火力発電

石炭 46～50%
650g/KWh程度
（1700℃級）

2020年度頃めど

石炭ガス化燃料電池複合発電
IGCCに燃料電池を組み込んだトリプルコンバインド方式
の石炭火力発電

石炭 55% 590g/KWh程度 2025年度頃めど

ガスタービン燃料電池複合発電
GTCCに燃料電池を組み合わせたトリプルコンバインドサ
イクル方式の発電

LNG 63% 280g/KWh程度 2025年度頃めど

7  http://www.jst.go.jp/alca/index.html
8  http://www.nedo.go.jp/activities/EV_00043.html
9  http://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100119.html
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プロジェクトが進行しており、火力発電の高効率、
低炭素化のための技術開発が進められている。

CO2対策
これまで述べてきたような高温の耐熱材料が確

立されても、原子力発電や再生可能エネルギーの
ように CO2 の排出が 0 である発電に比べると、一
連の火力発電ではやはり CO2 が発生する。現在、
その解決策として発生した CO2 回収等の技術開発
が進められている。

オーストラリアと日本の官民共同事業として
2008 年に始まり、2015 年 3 月に実証試験を終え
た「カライド（Callide）酸素燃焼プロジェク 
ト」10 は、オーストラリア、クイーンズランド州
中央部で運転中の「カライド A 発電所」石炭火力
発電所実機に酸素燃焼技術と CO2 回収技術（地下
圧入）を適用し、低排出型石炭火力発電を行う世
界初の実証試験を実施し成果を挙げた（図表 8）。
このプロジェクトには日本からは民間企業 3 社が
参画した。石炭火力発電所を展開する電源開発株
式会社、火力発電設備を開発・製造する株式会社
IHI、石炭をはじめ化石燃料の開発・輸入にかかわ
る三井物産株式会社である。日本の 3 社、オース
トラリアの電力会社などが両国の政府から支援を

受けて実施した。
上記以外にも、株式会社 IHI は、石炭火力発電

所が排出する CO2 を再利用する技術を開発し、
2015 年には米国の電力会社に装置の販売を始める
計画を持っている。空気から窒素を取り除いた空
気で石炭を燃やした（酸素燃焼）後に排出される
CO2 を回収する。取り除いた窒素は -196℃で液化
し、肥料等に利用する。また、-20℃で液化した
CO2 は油田などに利用する。窒素と CO2 を的確に
分離し、用途を分けることで製品として販売する
ことが可能となる 3）。

また、三菱重工業株式会社は、回収した CO2 を
利用して原油の採掘量を増やすという独自技術を
生かした開発を進めている。原油は粘度が高く吸
い上げにくいため、一般に埋蔵する原油のうち採
掘できるのは 2 ～ 3 割程度といわれている。地下
にある油層に水や気体を圧入し、内部の圧力を上
げたり、原油の流動性を高めたりして採掘量を高
める原油増進回収法（EOR:Enhan c ed O i l 
Recovery）という技術がある。EOR を利用する
と 6 割程度まで採掘可能といわれている。EOR に
CO2 を利用する CO2-EOR もエネルギー業界では
よく知られているが、利用できる CO2 の量が限ら
れているため、増産効果に限界があるといわれて

10  http://www.callideoxyfuel.jp/

図表 8　 酸素燃焼方式による CO2 の回収・貯留プロセス

出所：		カライド酸素燃焼プロジェクトで世界初の発電実機での酸素燃焼・CO2回収一貫実証が完了（2015年3月2日）
（http://www.jpower.co.jp/news_release/pdf/news150302-2.pdf）

低炭素社会の実現に向けて
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いた。三菱重工業は火力発電で排出される CO2 に
1980 年頃から着目していた。2012 年から JX エネ
ルギー株式会社と共同で、米国テキサス州の石炭
火力発電から CO2 を回収し、テキサス州にある
ウェスト・ランチ油田に圧入する事業に乗り出し
ている 4）。

CO2 回収に関しては、他にも株式会社東芝 11

や、NEDO の委託研究開発で株式会社神戸製鋼所、
JFE スチール株式会社、新日鐵住金株式会社 12 な
どが研究、実用化を目指して進めており、遠くな
い将来には実現できるのではないかと考えられる。

最後に
2030 年には日本の火力発電所のうち、石炭で約

3 割、LNG で約 5 割、石油では約 9 割が運転開始
から 40 年を超過し、効率化や設備の信頼性の向
上および、CO2 削減を進めるために設備の更新が
必須になってくる。火力発電は CO2 排出のない原
子力発電や、再生可能エネルギーの利用に比べれ
ば CO2 の排出を免れることはできないが、上記で
述べた技術が確立され、導入されれば、排出 CO2

の回収技術、再利用技術が進んでいくことで確実
に環境に優しい火力発電の実現が可能になると考
える。

今後のベースロード電源が原子力発電になるの
か、再生可能エネルギーの研究開発等が進み、他
の発電が主流になっていくのかについては本稿で
は言及しないが、電力の消費量が確実に増えてい
く今、出力が容易に制御できる火力発電の位置づ
けは重要であり、これまで述べてきた技術開発が
確実に進むことが望まれる。
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