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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテー

マの一つとして社団法人  日本プラント協会に「CO2 分離回収型発電システム

開発促進のための市場性に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告

書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 

 

 

 



はしがき 
 

人類が化石燃料をエネルギー源として使用し始めた産業革命以来、その消費量は増加の

一途を辿り、さらに今後、開発途上国等の急速な経済発展等に伴って大幅に増加すること

が国際エネルギー機関（ＩＥＡ）等により予想されています。この化石燃料の燃焼により

排出される地球温室効果を有するＣＯ２の大気中濃度はさらに増加し、深刻な地球温暖化

問題になるであろうことが気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）で予測され早急

な対策が求められています。地球温暖化防止には大気中のＣＯ２濃度の低減が効果的であ

り、国連気候変動枠組み条約京都議定書において、わが国は２００８年から２０１２年の

第一約束機関において１９９０年比－６％に低減することが義務付けられており、わが国

政府は中間年である２０１０年の目標達成の目安を定めるとともに、昨夏の洞爺湖サミッ

トにおいてもわが国は２０５０年までに現在比５０％の排出量削減を行うことを提唱して

います。 

我が国においては、全ＣＯ２排出量の約３割強が火力発電等のエネルギー変換における

化石燃料の燃焼に伴って発生しており、その基本的な削減対策として電力消費量の低減、

再生可能エネルギー導入の増加、発電効率の向上、原子力発電の増加や燃料転換等一層重

要になっております。同時に火力発電所においてはＣＯ２排出量削減の抜本的対策が緊急

な課題になっており、ＣＯ２の分離回収（ＣＣＳ）対策の適用が相対的に容易な火力発電

については、世界でＣＯ２回収型発電プラントの実用化開発がなされつつあり、その大き

な排出量削減効果は国際エネルギー機関を始め世界で待望されています。 

以上のように、火力発電にはＣＯ２排出量削減が求められており、その抜本的対策とし

て欧米では火力発電に伴い放出されるＣＯ２の分離回収機能付き発電プラントの実用化開

発が推進されていますが、大規模なＣＯ２分離回収設備の必要なこと、発電量の数割にも

およぶ大量のエネルギー（電力及び熱）消費による効率低下、ＣＯ２吸収材や用水等が必

要であるなど実用化の大きな障害になっており、その改良開発が待たれております。 

 このような状況下、今般当協会は社団法人日本機械工業連合会の委託を受け「ＣＯ２分

離回収型発電システム開発促進のための市場性に関する調査研究」を実施致しました。 

本調査研究の成果が関係各位のご参考になれば幸甚に存じます。 

 

平成２１年３月 

社団法人 日本プラント協会 

会 長  伊 籐 源 嗣  
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１．まえがき 

(1) 本調査研究の目的  

化石燃料をエネルギ源として使用し始めた産業革命以来その消費量は急速に増加し、

それに伴って排出される地球温室効果を有する CO2 の大気中濃度の急速な増加による地

球温暖化問題が危惧されている。さらに今後は発途上国の経済発展に伴う CO2 排出量の一

層の増加が予測され、地球温暖化は深刻な現実問題になりつつある。地球温暖化防止には

大気中 CO2 濃度の低減が効果的であり、国連気候変動枠組み条約京都議定書では、わが国

は 2010 年までに 1990 年比－6％に低減することが義務付けられるとともに、昨夏の洞爺湖

サミットにおいて、改めてわが国は抜本的削減対策により 2050 年までに現在比 50％の排

出量の削減を目指すことを表明している。  

全 CO2 排出量の約 3 割が電力産業等のエネルギ変換・供給産業における化石燃料の燃

焼に伴って発生しており、火力発電における CO2 排出量削減が重要視されている。そのた

めの抜本的対策の開発が緊急な課題になっており、世界で CO2 回収型発電プラント実用化

開発研究が推進されている。このような状況において、高効率低コスト CO2 分離回収機能

保有の発電プラントは CO2 排出量削減の抜本的対策として地球温暖化防止に貢献すると

ともに、これからの我が国の発電プラント技術及び国際市場競合力の向上に大きく貢献す

ることが期待されることから、世界の CO2 分離回収機能付き発電プラントシステム開発の

現状を調査し、その必要性を確認し、我が国ニーズに適合する CO2 分離回収型発電プラン

トシステム開発のための基本的情報を収集し、“発電”と“CO2 回収”の機能と設備をイ

ンテグレートした天然ガス及び石炭燃焼発電プラント用の基本システムを検討し、

“FutureGen”プロジェクトを推進している米国エネルギ省 (U.S. DOE) と意見交換を

行いその妥当性を確認した。本調査研究は今後の主要発電用化石燃料は天然ガス及び石炭

であるので両燃料に関し実施した。  

(2) 本調査研究の対象  

上記の CO2 回収型発電プラントシステムの開発促進に関連し、その市場性調査及びシ

ステムの基本検討に必要な下記の調査研究を実施した。  

①  CO2 排出と地球温暖化の進行に関する文献調査  

②  我が国の火力発電の動向と CO2 排出量削減技術の開発状況に関する調査  

③  米国エネルギー省  (U.S. DOE) 及び電力研究所  (EPRI) の訪問調査を含む  海外におけ

る火力発電の動向と CO2 排出量削減技術の開発状況に関する調査  

④  CO2 回収天然ガス火力発電プラントシステムの基本検討  
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⑤  CO2 回収石炭火力発電プラントシステムの基本検討  

⑥  我が国における CO2 回収火力発電プラントの開発の必要性に関する検討  

(3) 情報の収集  

①  文献調査等による関連情報の収集  

地球温暖化に関する最新情報、電力産業の動向、CO2 低減技術の開発状及び化石エネル

ギ資源を燃料とする CO2 分離回収型発電システムに関連する国内外における研究開発

状況について、インターネット及び技術誌等により情報を収集した。  

②  DOE 研究所等からの情報入手と意見交換  

関連する研究を実施中と推測される米国の米国エネルギ省  (U. S. Department of 

Energy：DOE) 及び米国電力技術研究所  (Electric Power Research Institute：EPRI) 等を訪

問し技術情報の収集及び意見交換を実施した。  

(4) 委員会の設置  

「CO2 分離回収型発電システム開発促進のための市場性に関する調査研究委員会」を設

置し、下記のとおり委員会を開催し、有識者から技術情報の提供と助言を受けた。  

①  第 1 回委員会開催：平成 21 年１月 20 日（火）  

②  第 2 回委員会開催：平成 21 年 2 月 26 日（木）  

(5) 情報の分析  

化石燃料消費量と大気中の CO2 濃度及び地球温暖化への影響、効率向上のための発電

技術開発状況とその温暖化抑止効果、および各種 CO2 分離回収型発電プラントシステムの

実用化に付随する問題等に関する情報を整理分析して、CO2 分離回収型発電プラントの効

果、開発の必要性及び我が国のニーズに適合する発電プラントシステムの基本研究を行っ

た。  

(6) 調査研究日程  

①調査等による関連情報の収集  ：平成 20 年 11 月－平成 2１年 3 月  

②DOE,EPRI 研究所等からの情報入手と意見交換：平成 2１年  3 月  

③調査県究事項･開発課題の整理  ：平成 2１年 2 月－平成 2１年 3 月  

④委員会の開催  ：上記 (4)に記載のとおり。  

⑤報告書作成  ：平成 2１年 2 月－平成 2１年 3 月  

 (7) 米国エネルギ省及び電力技術研究所訪問調査  
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CO2 分離回収型発電プラントの実用化開発研究が最も進んでいると思われる米国エネ

ルギ省化石エネルギ局及び電力技術研究所を訪問し、米国における CO2 排出量削減対策開

発の取組みに関する情報の入手および我が国ニーズに適合すると考えられる CO2 分離回

収型発電プラントシステムに関する意見交換を行った。その調査日程を次表に示す。  

調査には本調査研究委員会委員長の九州大学大学院工学研究院機械科学部門教授高田博士

に同行頂き支援を受けた。  

 

日 時  訪 問 先 及 び 面 談 者  

3 月 5 日  

10:00-12:00 

訪問先：米国エネルギ省クリーンエネルギーシステム局   

(Department of Energy, Office of Clean Energy Systems) 

面談者：Joseph Giove Ⅲ：Senior Program Manager 

        Peter L. Rozelle Ph.D.：Program Manager, Turbines 

議題  ：DOE“FutureGen”プロジェクトの進捗状況  

3 月 5 日  

15:00-17:00 

訪問先：米国電力研究所  (Electric Power Research Institute) 

面談者：Revice Jamews Ph.D：Director, Energy Technology Assessment Center

議題  ：EPRI の「CO2 削減対策」  

(社 )プラント協会出席者  

久留正敏：本調査研究推進責任者、 (社 )日本プラント協会  部長  

高田保之：本調査研究委員会委員長、九州大学大学院工学研究院機械科学部門教授  

 

備考：訪問調査の概要を巻末に添付する。  
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第 1 章 総  論 

1．1 CO2 排出量と地球温暖化の進行  

本項では気候変動に関する政府間パネル  (Intergovernmental Panel on Climate Change：

IPCC) 及び国際エネルギ機関  (International Energy Agency) 等の最新情報を収集整理して、

CO2 (Carbon Dioxides) 排出量と大気中の CO2 濃度及び地球温暖化現象の関連を分析し、

化石燃料消費量増加による地球温暖化現象の進行の明瞭な関連を確認した。  

またこれからの特に開発途上国の経済発展に伴う化石燃料消費量の増加と大気中 CO2

濃度の増加及び温暖化現象の更なる進行の予測と対策に関する情報を収集整理し、省エネ

ルギの努力、再生可能エネルギ利用技術の普及、改良型原子力発電の導入増加とともに、

炭酸ガスの捕集貯留  (Carbon Capture and Storage：CCS) が大気中 CO2 濃度低減による地球

温暖化抑止の重要な対策になることを確認した。   

(1) 温室効果ガスと CO2 排出量の増加  

大気には地表から反射される放射熱の吸収効果を有し地表温度上昇の原因になる温室

効果ガス  (Greenhouse Effect Gas：GHG) が滞留しており、地球温暖化の基本的原因はこの

大気圏に滞留する温室効果ガスの濃度上昇に依存することが科学的に経験的に明らかにさ

れている。 図 1.1.1 は主要な温室効果ガスである CO2 (二酸化炭素 )、CH4 (メタン )及び N2O 

(亜酸化窒素 )の過去 2000 年の大気圏濃度変化を示す。  温室効果ガスの種類は多岐にわた

り、CO2 に比し単位重量あたりの温暖化ポテンシャルの大なものが多いが、それらの大気

中の濃度は CO2 に比べれば大幅に低いので、CO2 の温暖化への寄与度は他種温室効果ガス

に比し圧倒的に大きい。主要な温室効果ガスの単位重量当たりの温暖化ポテンシャルの比

較を表 1.1.1 に示す。  

産業革命前 280ppm 程度であった CO2 の大気中濃度は、化石燃料を動力源に使用し始

めた産業革命を機に急速に増加し、現在は 380ppm 程度に達し 0.8～1.0℃に及ぶ地球温暖

化現象を招来している。現在の化石燃料消費傾向が持続されれば、大気中の CO2 濃度は

今世紀中に 700～1,000ppm 程度に増加することが予測されているが、開発途上国のエネル

ギ消費量の急速な増大によってはより急速な増加を招来することも予想される。その結果

大気温度は上昇し氷河の融解により 10～90cm の海面上昇が生じ、島嶼国の水没や気候変

動に伴う生態系の変化や異常気象による諸災害の発生が懸念されている。  
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図 1.1.1 過去 2000 年の大気中の CO2 濃度の変化

(出典： IPCC web site)

表 1.1.1 温室効果ガスの温暖化ポテ

ンシャル  (出典： IPCC web site) 
 
 

産
業
革
命 

 

図 1.1.2 は各温室効果ガスの 1970 年以降の排出量増加  (CO2 換算 ) の様相 (a) と温暖化

寄与度 (b)を示しているが、CO2 排出量の温暖化ポテンシャルは全排出量の約４分の 3 を占

め他温室効果ガスに比べ圧倒的に多く、地球温暖化の原因になっていることを示している。

すなわち、CO2 排出量削減が地球温暖化防止に最も有効な対策になり得ることを示してい

る。図 c)は産業別の排出量を示しているが、エネルギ供給産業が 25.9％（我が国では 30％

強 )  で最も多く排出量削減の大きな可能性を持つ産業分野であることを示している。続

いて一般産業 19.4％、林業 17.4%、農業 13.5%、運輸 13.1%となっている。  

 

図 1.1.2 温室効果ガスの排出量と温暖化寄与度   (出典： IPCC web site) 

－5― 



図 1.1.3、図 1.1.4 及び図 1.1.5 はそれぞれ CO2、CH4 及び N2O の大気中濃度の過去 1

万年の変化の様相を示す。CO2 に比べ絶対量は少ないが CO2 の増加と類似な増加特性を示

している。  

 

図 1.1.3 大気中 CO2 濃度の変化  

 

 

図 1.1.4 大気中 CH4 濃度の変化  

 

図 1.1.6 は過去 250 年の化石燃料等からの

CO2 排出量の推移と大気中の CO2 濃度の

変化を示す。産業革命以降増加を継続し

ているが、特に第二次世界大戦後の産業

の急速な発展に伴う急激な上昇傾向を示

している。  

  

図 1.1.5 大気中 NxO 濃度の変化 (出典：IPCC HP

 

 
図 1.1.6 過去 250 年の化石燃料等からの CO2 排出量と大気中の CO2 濃度の変化  

(出典：電気事業連合会 HP)  
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CO2 排出量予測  

図 1.1.7 は米国エネルギ－情報管理局 (Energy Information Administration：EIA)の 1990 年

以降の世界の燃料起源別 CO2 排出量の推移と 2030 年までの予測を示す。今後の石炭消費

量増加に伴い石炭使用による CO2 排出量の増加が最大になることが予想されている。  

 
図 1.1.7 1990－2030 年の世界の燃料別 CO2 排出量の推移と予想 (出典：EIA web site) 

OECD 国 / 非 OECD 国別 CO2 排出量の予測  

図 1.1.8 は 2005 年以降 2030 年までの世界の CO2 排出量の予測を OECD 諸国と非 OECD

諸国に分けて示している。OECD 諸国における排出量増加が微少であるのに対し非 OECD

諸国の著しい増加が注目される。  

 

図 1.1.8 OECD 国と非 OECD 国のエネルギ起源 CO2 の排出量の予測  
(出典：2005 EIA web site) 
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燃料別 CO2 発生量  

図 1.1.9 は 1980 年以降の世界の CO2 排出量の推移と 2030 年までの予測を燃料別に

OECD 諸国と非 OECD 諸国について示す。非 OECD 諸国の特に石炭消費の増加に伴う CO2

排出量の著しい増加が注目される。非 OECD 諸国における燃料消費量、特に石炭からの

CO2 排出量削減の重要性が示されている。  

 

図 1.1.9 1980－2030 年の世界の燃料別 CO2 排出量の推移と予想  
(出典： IEA 2008 World Energy Outlook) 

 

CO2 排出量削減対策－再生可能エネルギの利用増加及び CCS (Carbon Capture and 

Storage：CO2 回収貯蔵 )の普及  

図 1.1.10 は 2050 年における世界の CO2 排出量を 14Gton に削減する場合の IEA 

(International Energy Agency) 予測を示す。以下の削減対策と効果が期待されている。  

①消費側における効率改善による削減効果 47％が最も大きく、  

②次いで再生可能エネルギの利用拡大 21％、  

③CCS の導入 19％、  

④原子力発電増加による削減効果 6％が予想されており、  

CCS が CO2 排出量削減の重要な手段になることが期待されている。  

図 1.1.11 は各種 CCS 技術及び図 1.1.12 は火力発電所で回収した CO2 を EOR (Enhanced Oil 
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Recovery) 等に利用する CCS システムの概念を示す。  

 

 

図 1.1.10 世界の 2050 年までの CO2 削減対策を行った場合の排出量の予測   
(出典： IEA 2008 World Energy Outlook) 

 

Schematic diagram of possible CCS systemsOverview of CO2 capture processes and systems

 

図 1.1.11 CCS 技術の分類     (出典： IEA 2008 World Energy Outlook) 
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  図 1.1.12  CCS の EOR/EGR への適用システムの概念 (出典：FutureGen Alliance HP) 

 

図 1.1.13 は CO2 削減対策としてエネルギーミックス（各種一次エネルギの合理的組合

せ）を行った場合の一次エネルギ別発電電力量の予測を示す。  

・再生可能エネルギによる発電電力量が約半分 46％を占め、  

・続いて CCS 機能付き天然ガス火力、CCS 機能付き石炭火力  

の順になることが予測されている。再生可能エネルギ利用技術の発達による地球規模的普

及の期待と共に CCS 機能を持つ天然ガス火力発電及び石炭火力発電の普及が期待されて

いる。  
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図 1.1.13 CO2 削減対策としてエネルギーミックスを行った場合のエネルギ別発電電力  
量の予測                   (出典： IEA 2008 World Energy Outlook) 

 

表 1.1.2 及び図 1.1.14 は CO2 削減シナリオに対する 2030 年までの世界における CO2 削減

対策とその効果の予測を示す。効率向上による排出量の半減、再生可能エネルギ普及の増

加に続き CCS による削減が必要されている。  

表 1.1.2 大気中の CO2 濃度削減シナリオ  
(出典： IEA 2008 World Energy Outlook) 

項  目  450 ppm シナリオ  
(2030 年以降大気中 CO2 濃度を

450ppm で安定化させるシナリ

オ）  

550 ppm シナリオ  
(2030 年以降大気中 CO2 濃度

を 550ppm で安定化させるシ

ナリオ）  

地球温度上昇  0.2 ℃に相当  0.3 ℃に相当  

エネルギ需要の伸び  効率向上によりエネルギ需要

増加が半減する。  
エネルギ需要増は継続、但し

使用燃料は大きく変化する。

CCS を始めとする CO2
排出量削減対策の普及  

CCS 等の CO2 排出量削減対策

が急速な普及する。  
 

CO2 排出権価格  2030 年における CO2 排出権価

格が US$180/に高騰することを

予想する。  
非 OECD 諸国において CO2 排

出量が大幅に低減する。  

2030 年における CO2 排出権

価格が US$90/に高騰するこ

とを予想  

CO2 排出削減対策への

投資  
GDP の 0.6%を削減対策に投資

することが必要。  
GDP の 0.25%を削減対策に投

資することが必要。  
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図 1.1.14 450ppm シナリオと 550ppm シナリオにおける 2030 年の世界の CO2 削減対策と

排出量の予想  
(出典： IEA 2008 World Energy Outlook) 

 

図 1.1.15 世界の既存及び計画中の CCS プロジェクトの所在地点を示す。既に多くの貯留地

候補地点が確認されている。  

 

図 1.1.15 世界の既存及び計画中の CO2 貯留池点   (出典：2005 IEA) 

 

図 1.1.16 は IEA550ppm シナリオ (2030 年時点で CO2 濃度を 550ppm に低減する計画 )及び

450ppm シナリオに対する世界の CO2 排出量の予測を示す。450ppm レベルを維持するため

には非 OECD 国の削減の重要性が示されている。  
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図 1.1.16 2030 年における世界のエネルギ起源 CO2 の排出量の予測  

(出典：EIA 2008world Energy Outlook) 

 

京都議定書における我が国の CO2 削減の約束  

1997 年（平成 9 年）12 月に京都で「気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（通称 COP3）」

が開催され、先進諸国間において、地球温暖化防止に向けた 2000 年（平成 12 年）以降の

国際的枠組みに関する合意が「京都議定書」として成立した。議定書では、主として先進

国の温室効果ガス削減目標を決定すると同時に、それらの国が他国と協力して目標を達成

する「排出権取引、クリーン開発メカニズム  (Clean Development Mechanism：CDM) およ

び共同実施 (Joint Implementation：JI)が認められている。このような国際協調により削減目

標を達成するためのメカニズムを京都メカニズムと言う。2001 年（平成 13 年）10 月にモ

ロッコのマラケッシュで開催された COP7 で、京都議定書の運用細則を定めたマラケッシ

ュ合意が決定され、日本は 2002 年（平成 14 年）6 月 4 日に締約した。本議定書の発効条

件である 55 カ国の批准及び 2004 年ロシアの批准により先進国の CO2 排出量が 1990 年時

点の 55%を超えたことにより 2005 年 2 月に発効した。  

図 1.1.17 は京都議定書におけるCO2 削減の約束値と温室効果ガス排出状況を示す。わが国

は 1990 年比 6％を削減することを約束した。本約束がその後の我が国の発電産業に大きな

影響を与えている。  
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図 1.1.17 京都議定書の約束値と温室効果ガス排出状況 (出典：電気事業連合会HP ) 

(2) 地表気温の上昇  

以上述べたように産業革命以降地球温室効果ガスである CO2 排出量増加により大気中

の CO2 濃度は増加し地表気温は上昇を続けている。現在の化石燃料消費傾向が持続されれ

ば、今世紀中に大気中の CO2 濃度は 700～1,000ppm 程度に増加し、異常気候を惹起し地

球環境の破壊を招来することが予測されている。開発途上国のエネルギ消費量の増大によ

ってはより急速に地球環境破壊を招くことも懸念されている。  

図 1.1.18 及び図 1.1.19 は夫々、過去 1100 年の地表気温の変化及び過去 120 数年の陸地と

海洋の平均表面気温の変化を示すが、化石燃料を動力源に使用し始めた産業革命以降 0.8

～1.0℃に及ぶ気温の急速な上昇傾向がみられる。  

 

図 1.1.18 過去 1100 年の地表気温の変化   (出典： IPCC web site) 
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図 1.1.19 過去 150 年の気温の変化    (出典： IPCC web site) 

図 1.1.20 は産業革命以

降の地表気温、海面上

昇及び北半球におけ

る雪覆面積の変化を

示す。気温上昇約 1℃、

海面上昇約 200mm 及

び雪覆面積約 300 万

km2 の減少が観測され

ている。地表温度上昇

に伴い北極圏の氷河

が融解し海面上昇を

引き起こしたものと

考えられる。  

 

 

 

図 1.1.20 過去 150 年の地表気温、海面上昇及び北半球における

覆雪面積の変化         (出典： IPCC web site)
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図 1.1.21 は地表平均気温変動の予測を示すが、CO2 削減対策や経済成長等により大気

中の CO2 濃度は変化し、それに応じて地上気温の変化が異なる。21 世紀中に 1～6℃の上

昇が予測されているが、途上国の急速なエネルギ使用量の増加によっては、温度上昇の拡

大も考えられる。今後も人類が持続的発展を継続させるためにはエネルギ資源及び地球環

境の保全が不可欠であり、エネルギ消費量の増大を抑制し気候変動を防止しなければなら

ない。  

 

図 1.1.21 地上平均気温変化の予測   (出典： IPCC web site) 
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1．2 エネルギ資源量と消費量予測  

本項では化石燃料資源埋蔵量とエネルギ別の発電電力量実績と予測を調査した。化石

燃料の残存埋蔵量は減少しており、地球温暖化抑止の観点からだけでなくエネルギ資源保

全の観点からも、化石燃料依存のエネルギ供給体制から再生可能エネルギ等の脱化石エネ

ルギ体制への迅速な移行が不可欠になっている。特に中国やインド等を始めとする開発途

上国の経済発展と人口増加に伴う石炭消費量の急速な増加が予想されており、大気中 CO2

濃度の増加による地球温暖化の進行要因になることが懸念されている。  

 

(1) 世界のエネルギ資源埋蔵量  

図 1.2.1 は世界の各種エネルギ資源の可採埋蔵量および図 1.2.2 は世界の一次エネルギ

消費量の推移を示す。  
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図 1.2.1 世界のエネルギ資源埋蔵量   (出典：電気事業連合会 HP) 

 

図 1.2.2 は現在の消費量基準における世界の一次エネルギ資源の可採年数を示す。石油 41

年、天然ガス 63 年及び石炭 147 年と推定されている。  

 

 

図 1.2.2 世界の一次エネルギ資源可採年数   (出典：電気事業連合会 HP) 

 

一次エネルギ消費量の推移  

図 1.2.3 は世界の一次エネルギ消費量の推移を示すが過去 25 年平均約 172Mtoe/年の伸

び率で安定的に増加しているが、近年石炭消費量の伸びが顕著である。  

 
図 1.2.3 世界の一次エネルギ消費量の推移   (出典： IEA web site) 
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また、図 1.2.4 は世界の地域別エネルギ消費量の推移を示すが、近年アジアパシフィック

地区の消費量の伸びが顕著であることを示している。  

 

図 1.2.4 世界の地域別エネルギ消費量の推移  (出典： IEA web site) 

図 1.2.5 は世界の燃料別発電電力量の推移を示す。石油を除き発電電力量は増加し、過去

35 年の平均増加率は凡そ 40 万 GWh/年である。近年石炭火力発電による発電電力量の増加

が顕著である。  
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図 1.2.5 世界の燃料別発電電力量の推移    (出典： IEA web site) 

一次エネルギ消費量の予測  

図 1.2.6 は一次エネルギ別の世界のエネルギ需要の最近の推移と今後の予想を示すが、

2030 年までに約 50％増加し石炭がその約 1/3、天然ガスが約 1/4 を占めるであろうことが

予想されている。  

 

図 1.2.6 世界の一次エネルギ消費量の推移と予測    (出典： IEA web site) 

 

図 1.2.7 は過去 7 年間  (2000－2007 年 ) における世界の一次エネルギ消費量の燃料別の増

加及び非 OECD 諸国における今後  (2006 年－2030) の石炭消費量の増加予想を示す。  

 
図 1.2.7 過去 7 年間における世界の一次エネルギ消費量の増加と予測  

(出典：  EIEA web site) 
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図 1.2.8 は過去 25 年の世界のエネルギ消費量推移と EIA による今後の経済成長に対応した

エネルギ消費量の変動予想を示す。  

 

図 1.2.8 世界のエネルギ過去 25 年の消費量推移と今後の予想 (出典：EIA web site) 

 

図 1.2.9 は世界の一次エネルギの種類別消費量推移と IEA による需要伸長の予測を示す。

石炭の消費量が 2001 年以降急速に増加していることを示している。  

 

 

図 1.2.9 世界の一次エネルギの種類別消費量推移と需要の伸び予測 (出典： IEA web site) 

 

図 1.2.10 は世界の再生可能エネルギ消費量の需要予測を示す。今後特に OECD 諸国におい

ては風力、太陽光等の再生可能エネルギの利用が大きく増大し水力の比率が低下すること
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が示されている。  

 

図 1.2.10 世界の再生可能エネルギ消費量の需要予測  (出典： IEA web site) 

 

人口とエネルギ消費量  

図 1.2.11 は各国の人口及び一次エネルギ消費量率を示す。また図 1.2.12 は国別の人口

一人当たりの電力消費量を示す。世界の人口の 40％弱を占める中国・インドの人口一人当

たりの電力消費量は現在わが国のそれぞれおおよそ 5 分の 1 及び 17 分の 1 であるが、経済

発展と共にわが国の水準に達するとすれば、世界のエネルギ消費量は現在の倍以上に増加

することになる。  

 

 
1.2.11 各国の人口と一次エネルギ消費量   (出典：電気事業連合会 HP) 
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図 1.2.12 各国の一人当たりの電力消費量 (出典：電気事業連合会 HP ) 

 

エネルギ消費量は経済成長による増加の他に人口増加によってもほぼ比例的に増加するも

のと思われるが、図 1.2.13 は世界人口の推移と予想を示す。  

 

人
口

 
10

億
人

 

図 1.2.13 世界人口の推移と予想    (出典：国際連合 HP ) 

 

また図 1.2.14 に示されるように開発途上国の高度経済発展が予想され、人口増加及び経済

成長に伴いエネルギ消費量の急速な増加が予想される。このエネルギ消費量の増加に応じ
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て CO2 排出量が増大するので、特にこれらの急速に経済成長を続ける東アジア太平洋諸国

及びその他の開発途上国における省エネルギの重要性が窺われる。  

 

伸
び
率

  
%

 

図 1.2.14 世界経済の成長と展望     (出典：世界銀行 HP ) 

 

世界の電力消費量  

図 1.2.15 は世界の一次エネルギ別発電量の 2030 年の予想を示すが、450ppm シナリオ

では石炭火力発電量の伸び率が抑制され、再生可能エネルギ及び CCS の導入が促進される

べきことが示されている。  

 

 

図 1.2.15 2030 年の世界の一次エネルギ別電力需要増加予測 (出典： IEA web site) 
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図 1.2.16 は１990 年を基準にした主要国の電力消費量の伸び率を示す。中国の伸び率が特

に著しい。  

 

伸
び

率
 

図 1.2.16 主要国の 1990 年以降の電力消費量の伸び率 (出典：電気事業連合会 HP) 

 

図 1.2.17 は 2005 年から 2030 年に至る世界の一次エネルギ別発電量の EIA の予測を示す。

石炭資源の豊富な米国では IEA の予測と多少異なり特に石炭による発電電力量増加が予想

されており、後に述べる石炭火力発電における効率向上と及び CCS 技術の早期実用化開発

の背景になっているが、オバマ政権に交代したことから、再生可能エネルギ導入促進へ軌

道修正が図られるものと思われる。  

 

 

図 1.2.17 世界の一次エネルギ別発電量の予測  (出典：  EIA web site) 
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第 2 章 我が国の火力発電プラントの動向 

 

わが国では一次エネルギーの 4 割以上を電力として使用しており、電力への依存度が高

く電力の安定供給は産業及び日常生活において重要である。我が国で産出される一次エネ

ルギー量は約 4％と僅少であり、その供給を全面的に輸入に依存している。このため一次

エネルギーのコストが高く、確保は必ずしも容易ではなく不安定である。また電力産業に

は厳しい環境保全が課せられている。  

電力需要の観点において、季節間及び日中の気温変化が大きく、家庭用電力需要が大き

いことと相まって電力需要の変動が大きい。  

我が国の電力産業はこのようなハンディキャップを背負って、高効率で安定した電力供

給を行うことが要求される。特に近年は地球温暖化問題等の環境保全の観点から高効率化

を重点に発電技術の改良・開発が進められている。  

火力発電の主要燃料は天然ガスと石炭であり、前者についてはガスタービンの高温大容

量化によるガスタービン複合発電、及び後者については超超臨界高温発電等の高効率高機

能の発電技術が世界に先行して実用化された。現在天然ガス火力についてはガスタービン

の更なる高温化による高性能化や 65％級の高効率発電を目標に固体電解質燃料電池複合

発電技術の開発が進められている。石炭火力については蒸気条件 30MPa×700℃級の超超

臨界高温発電による高効率発電技術、空気吹き /酸素吹き石炭ガス化複合発電技術及び各種

CCS 技術の実用化開発が進められている。  

2．1 我が国の電力産業の動向  

(1) 発電電力量と電力化率  

我が国の電力消費量は戦後ほぼ一貫して伸長してきた。さらに近年は情報化の進展や

快適な生活環境の希求により、経済は安定成長期に入ったといわれながらも電力需要は伸

長した。生活水準の向上により快適な生活が求められ、空調を始めとして生活における電

力の役割はますます大きくなり、またコンピュータや通信など  IT 革新による高度情報化

社会の進展により、産業及び生活において電力の重要性は増加している。このように我が

国の電力化率  (一次エネルギーの電力への変換率 ) は高い。図 2.1.1 は我が国の一次エネル

ギー供給量と電力化率の推移を示す。  
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図 2.1.1 我が国の一次エネルギーに占める電力化率の推移  (出典：電気事業連合会 HP ) 

(2) 一次エネルギー別発電電力量  

我が国の電力のほとんどはが全国の 1,300 以上の発電所で火力（石油、LNG、石炭など）、

水力、原子力等の一次エネルギーを利用して発電されている。図 2.1.2 は我が国の一次エ

ネルギー別発電量の推移と展望を示す。2006 年実績では、化石燃料による火力発電電力量

が約 60％、原子力発電比率が約 30％を占め、水力を主体とする再生可能エネルギー発電電

力量約 10％で、火力発電では天燃ガスが も大きく 26％、石炭が約 24％である。  

 

図 2.1.2 我が国の一次エネルギー別発電量の推移と展望  (出典：電気事業連合会 HP ) 
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(3) 電力消費の特徴－家庭消費電力の伸長と電力需要変動  

近年家庭用空調機等の増加により冷房による夏の電気消費量の伸びが大きく、1 日の中

では真夏の暑さがピークになる午後 2 時頃に消費量は 大になり、 大値と 小値の需要

差が大きく、発電設備容量のみのならず設備の形式及び機能に大きく影響している。  

図 2.1.3 は我が国の家庭消費電力量の推移を示すが、家庭での電力消費量の伸びは近年

著しく一世帯あたりの電力消費量は増加を続けている。情報化社会の進展や高齢化の進行

により家庭の電力消費量はますます増加することが予測される。図 2.1.4 は我が国の 1 世

帯あたり消費電力量の推移を示す。図 2.1.5 は我が国の夏期の 1 日の消費電力量の変化を

示しているが、電力消費量の増加と共に 大電力量と 少電力量の差が拡大している。図

2.1.6 はわが国の電力消費量の季節変化を示すが、同様に 大電力量と 少電力量の差が拡

大している。電気は貯蔵できないエネルギーであるから発電設備は需要のピーク（ 大電

力）を十分賄える容量にするとともに需要  (負荷 ) に急速に追従できる機能が要求される。 

 

 

図 2.1.3 我が国の家庭消費電力量の推移  (出典：電気事業連合会 HP ) 
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図 2.1.4 我が国の 1 世帯あたり消費電力量の推移  (出典：電気事業連合会 HP )  

 

 

 

図 2.1.5 我が国の夏期の 1 日の消費電力量の変化  (出典：電気事業連合会 HP)  
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図 2.1.6 我が国の消費電力量の季節変化  (出典：電気事業連合会 HP ) 

(4) 我が国の電源構成の特徴－異種類電源のベストミックス  

我が国のエネルギー自給率はわずか 4%しかなく全面的に輸入に依存している。我が国

電力事業はこの脆弱なエネルギー供給基盤のもとに、地球温暖化問題、電力需要の伸長及

び季節間及び昼夜間の需要差の拡大等の多くの課題に対応しなければならない。地球温暖

化対策に絶大な効果を有する原子力発電、負荷調整機能を有する高効率高機能の火力発電

及び電力需要の平準化に有効な水力発電を併用し  (電源のベストミックス ) 安定した電力

の供給に努めている。図 2.1.7 は我が国の電源構成  (ミックス ) を示す。  

 

図 2.1.7 我が国の電源構成の適正化   (出典：電気事業連合会 HP ) 
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2．2 我が国の火力発電技術の動向  

上記のような我が国特有の電力産業に課せられた問題により合理的に確実に対応する

ため、我が国の電力技術は改良開発が推進されてきた。以下に主要な火力発電技術の開発

状況を記す。  

(1) 高温ガスタービン複合発電  

ガスタービン複合発電は、天然ガスを燃料とし火力発電方式の中で 高の発電効率が

得られ、CO2 排出量は石炭火力発電の約 2 分の 1 以下と少なく、環境性能及び運用性能に

優れた発電技術であり、近年我が国においては主要な発電技術になっている。図 2.2.1 は

ガスタービン複合発電プラントのシステム構成を示す。ガスタービン複合発電プラントの

大容量化及び高性能化にはその主機であるガスタービンの大容量化高温化による高性能化

が必要であり、我が国では世界に先駆けて 1500℃級の高温大容量ガスタービンが開発実用

化された。図 2.2.2 は我が国で唯一の大容量ガスタービン製造者である三菱重工業 (株 ) 製

造ガスタービンの高温大容量化の推移を示す。  

 

図 2.2.1 ガスタービン複合発電プラントの構成  (出典：九州電力 HP ) 
 

図 2.2.3 は M701G2 形ガスタービンの内部構造を示す。M701G2 形ガスタービンは圧力比

21:1 の 14 段圧縮機を装備し、前方段には可変静翼及び入口案内翼を装備し起動特性及び

部分負荷運転時の性能向上を図っている。また低アスペクト比 MCA 翼 (MCA: Multiple 

Circular Arc)及び CDA 翼 (CDA: Controlled Diffusion Airfoil)を採用し ,1 段当たりの負荷分担

を増加し翼列損失を抑えた高圧力比高効率設計がなされている。圧縮機の設計は 2001 年同
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社高砂製作所の長期信頼性実証試験で検証された M501H 形ガスタービンの相似設計とし

信頼性向上が図られた。  

1.  

図 2.2.2 ガスタービン出力と入口温度の高温化  (出典：三菱重工 HP ) 

 

 

図 2.2.3 M701G2 形ガスタービン       (出典：三菱重工 HP ) 

 

表 2.2.1 はガスタービン及び 1 軸型複合発電プラントの性能を示す。  
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表 2.2.1 ガスタービン及び複合発電プランの性能  (出典：三菱重工 HP ) 

項 目  M501G M701G 

ガスタービン出力  254 MW 334 MW 

複合発電プラントの出力 (1 軸型 ) 371 MW 484 MW 

複合発電プラントの効率 (1 軸型 ) 

 （LHV 基準）  
58.0 % (1,482 kcal/kWh) 58.0 % (1,482 kcal/kWh)

 

(2) 固体酸化物形燃料電池複合発電（FCCC: Fuel Cell Combined Cycle）  

燃

、

料電池はその電解質の材料により、リン酸型  (PAFC：Phosphoric Acid)、固体高分子型  

(PEFC：Polymer Electrolyte)、溶融炭酸塩型  (MCFC：Molten Carbonate)及び固体酸電解質型

燃料電池  (SOFC：Solid Oxide Electrolyte Fuel Cell ）に大別されるが、SOFCは他種燃料

電池より高温作動で高効率が得られるので複合発電におけるトッピングサイクルに適し

構成要素が固体であることにより高い信頼性が得られ、石炭ガス化ガス等の使用にも適し

燃料多様性も持つることが期待できる燃料電池である。SOFC-ガスタービンあるいは

SOFC-ガスタービン－蒸気タービン複合発電システムの適用により、熱機関発電方式を大

きく凌駕する 65 以上の高効率発電の可能性を有し、次世代主要電源として世界で技術開

発が推進されている。我が国においては 200kW SOFC-マイクロガスタービン複合システム

が試作され発電効率 50％が得られている。図 2.2.4 は固体酸化物燃料電池SOFC複合発電プ

ラントシステム  の構成を示す。  

 

図 2.2.4 固体酸化物燃料電池 SOFC 複合発電プラントシステム  (出典：三菱重工 HP ) 

参考：燃料電池発電の基本  
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水を「電気分解」すると水素 H2 と酸素に分かれるが、燃料電池は逆に H2 (または H2

と CO)と O2 の反応により水 H2O が生成される時に発生する電子の流れ  (電気 ) を外部回

路に取りだす装置である。電気化学反応により化学エネルギーを直接電気エネルギーに変

換するので熱力学の第 2 法則  (熱力学的サイクル ) の制約を受けないので高い発電効率を

得ることが可能であり、SOFC 等の高温燃料電池は H2 のみならず一酸化炭素  (CO) も燃料

にすることができる。騒音や振動もほとんど発生しないので、熱を給湯や暖房に利用する

コジェネレーションにも適し各種ビルや商店街における電気と熱  (蒸気、温水 ) の供給に

適している。PEFC が自動車や家庭用などの燃料電池は実用化されつつあるが、電力事業

用の大規模な燃料電池発電技術は開発段階であり、電解質の改良、小型化、大規模化、製

造技術の改善等コスト低減、性能向上及び製造技術等コスト低減の研究開発が推進されて

いる。  

(3) 超々臨界圧石炭火力発電  

石炭対応の発電技術としてはランキンサイクルを原理とするコンベンショナル発電方

式  (ボイラ－蒸気タービン ) の超高圧高温化と石炭ガス化複合発電方式の開発が推進され

ている。図 2.2.5 は石炭火力発電プラントのシステムを示す。  

 

図 2.2.5 石炭火力発電プラントの構成    (出典：九州電力 HP ) 

 

図 2.2.6 は我が国の石炭火力発電プラントの蒸気条件の変遷を示す。我が国の電力産業界

は世界に先駆けて蒸気条件の高温高圧化 (USC 化 ) による石炭火力発電プラントの高効

率化を推進してきた。  
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図 2.2.7 は石炭火力発電プラントの蒸気条件と送電端効率の関係を示す。蒸気条件の上昇

による高効率化により石炭消費量が削減され、CO2 排出量が削減されることを示している。 

図 2.2.8 は 2005 年までの石炭火力発電プラントの熱効率の推移を示す。我が国の石炭火力

発電の効率は世界水準を大きく凌駕していることを示している。  

現在稼働中の電源開発  (株 ) 橘湾火力発電所 1、2 号機は蒸気タービン出力 1050MW、圧力

25.1MPa 及び主 /再熱蒸気温度 600/610℃の超超臨界圧蒸気条件を採用した世界 大容量プ

ラントである。図 2.2.9 及び図 2.2.10 に電源開発 (株 )橘湾火力発電所 2 号ユニットのボイラ

及び蒸気タービンの外観を示す。  

 

図 2.2.6 石炭火力発電プラントの蒸気条件の変遷    (出典：日立製作所  HP ) 

 

図 2.2.7 石炭火力発電プラント蒸気条件と送電端効率 (出典：Clean Coal Technologies in Japan) 
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図 2.2.8 石炭火力発電の熱効率   (出典：日立製作所  HP ) 

 
図 2.2.9 タービン蒸気条件 25.1MPa×600/610℃出力 1050MW 用  電源開発 (株 )橘湾火力発所

2 号ボイラ                     (出典：日立製作所  HP) 
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図 2.2.10  同  2 号タービン      (出典：三菱重工 HP ) 

 

(4) 加圧流動床ボイラ複合発電  

加圧流動床複合発電  (PFBC：Pressurized Fluidized Bed Combustion) は，圧力容器内に

収納した流動床ボイラーから発生した高温高圧の蒸気により蒸気タービンを駆動して発電

するとともに，ボイラーからの排ガスによりガスタービンを駆動して発電する複合発電方

式で下記の特徴を持つ。  

加圧流動床複合発電方式は，蒸気タービン－ガスタービンの複合発電であり，ガスタ

ービン空気圧縮機により加圧するので大型補機が不要で補機動力が低減され、従来型の微

粉炭発電方式に比べ約 2％程度高い送電端効率を得ることができる。さらに，加圧下で燃

焼するのでボイラの小型化が可能であり，炉内脱硫機能を有し排煙脱硫装置が不要となり

発電所のコンパクト化が可能である。  

図 2.2.11 に加圧流動床複合発電プラントのシステム構成を示す。九州電力 (株 ) 苅田新１号

機は出力 36 万 kW の世界 大容量加圧流動床複合発電プラントである。  

 

－  － 37



 
図 2.2.11 九州電力 (株 ) 苅田新１号 36 万 kW 加圧流動床複合発電プラントの  

システムの構成    (出典：九州電力 HP ) 
 

表 2.2.2 は加圧流動床複合発電方式と従来型発電方式の基本的特徴の比較を示す。  

 

表 2.2.2 は加圧流動床複合発電方式と従来型発電方式の基本的特徴 (出典：九州電力 HP ) 

主 要 機 能  加圧流動床複合発電  従来型発電  

高効率  
発電端効率  約 43％  約 42％  

送電端効率  約 42％  約 40％  

環境対策  
硫黄酸化物  炉内脱硫（排煙脱硫装置不要） 排煙脱硫装置  

窒素酸化物  低温燃焼による低 NOｘ  
＋排煙脱硝装置  

排煙脱硝装置  

コンパクト  設置面積  約 60％  100％  
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(5) 空気吹き石炭ガス化複合発電（A-IGCC：Air-blown Integrated Coal Gasification 

Combined Cycle）   

空気吹き石炭ガス化複合発電は、石炭を空気でガス化してガスタービン燃料とする複

合発電 (ガスタービン－蒸気タービン発電）で、従来の石炭火力（微粉炭燃焼方式）より高

い発電効率  (48〜50%程度、送電端低位基準 )が期待されている . 

図 2.2.12 に空気吹き 250MW 石炭ガス化複合発電プラント(実証機)の鳥瞰図及び図 2.2.13 ﾊ

プラントシステムを示す。  

 

図 2.2.12 空気吹き石炭ガス化複合発電プラント(実証機)の鳥瞰図 (三菱重工 HP) 

図 2.2.13 は空気吹き石炭ガス化複合発電プラントのシステム構成を示す。  

 

図 2.2.13 空気吹き石炭ガス化複合発電プラントの構成 (出典：三菱重工 HP ) 
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空気吹き石炭ガス化複合発電の特徴は次のとおりである。  

①  発電効率の向上による CO2 排出量の削減  

表 2.2.3 に三菱重工 (株 )による空気吹き石炭ガス化複合発電プラントの主要使用を示す。  

 

表 2.2.3 空気吹き石炭ガス化複合発電プラントの熱効率  (出典：三菱重工 HP) 

 

 

固体である石炭をガス化しガスタービン複合発電を行うので、従来の石炭火力の発電効率

約 45～46% (LHV 基準送電端、HHV 基準約 42〜43%) に対して商用の A-IGCC では 48〜50%

の発電効率の達成が期待されており、効率向上により CO2 排出量は石油火力とほぼ同等の

レベルに低減される。  

②  使用炭種の拡大  

も豊富な化石燃料資源が石炭であり、従来の石炭火力発電方式では利用が困難な灰融点

の低い石炭にも適用でき利用炭種の拡大が可能である。  

③  大気環境保全への貢献  

高効率発電により、発電電力量（kWh）あたりの SOx、NOx、ばいじんの排出量が低減す

る。  

④  スラグの利用  

従来型石炭火力では多量の石炭灰が発生するが、 IGCC ではガラス状のスラグとして排出

されるため容積がほぼ半減し、セメントの原材料や路盤材等として利用できる。  

⑤  温排水の低減  
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IGCC はガスタービンを用いた複合発電であり従来の石炭火力に比較して温排水量は約 3

割である。  

⑥  水使用量の低減  

従来の石炭火力の排煙脱硫装置は、ばい煙処理を行うので多量の用水が必要であるが、

IGCC は燃焼前処理を行うので用水使用量を大幅に低減できる。  

技術開発状況  

空気吹き IGCC の実例は世界に殆どないことから長期にわたる研究開発を経て、

250MW 級実証機 (株 )の建設・実証試験が行われた。クリーンパワー研究所は平成 16 年に

その建設に着工、平成 18 年度に建設完了、平成 19 年度から運転試験を開始し、平成 20

年 3 月に定格出力を達成し、2000 時間の連続運転を 9 月 17 日に終了し、電力需要の高い

夏場 3 ヶ月間を連続運転できる信頼性が実証され、A-IGCC が商用化に向け前進した。  

(6) 酸素吹き石炭ガス化複合発電  (O-IGCC: Oxygen-Blown Integrated Coal Gasification 

Combined Cycle) 

酸素吹き石炭ガス化ガスは、酸素製造装置  (ASU：Air Separating Unit) を必要としその

消費動力は少なくないが、石炭ガス化ガスの発熱量が高く燃料電池発電や水素製造への適

用性が高く、CO2 分離が容易であり CCS への適性の優れることが注目され、米国では U.S. 

DOE の次期石炭火力発電の実証機開発“FutureGen”プロジェクトに採用される計画であ

る。我が国では電源開発  (株 ) により“多目的石炭ガス製造技術  (EAGLE：Coal Energy 

Application for Gas Liquid & Electricity) プロジェクトとして技術開発が進められている。  

EAGLE プロジェクトは、石炭を酸素吹きガス化炉でガス化しガスタービン複合発電  

(O-IGCC：Oxygen-blown Integrated Coal Gasification Combined Cycle）および燃料電池複合

発電  (IGFC： Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle) 等の高効率複合発電に

適用することにより、従来の微粉炭火力に比べて発電効率の大幅向上による、単位発電量

当りの CO2 排出量を低減することを目的としている。  

特に IGFC は究極の 60％程度の高発電効率が得られる究極の石炭利用発電技術になる

ことが期待され､既存微粉炭火力に比べ CO2 排出量を約 30％低減できることが予想されて

いる。図 2.2.14 は電源開発 (株 )の多目的石炭ガス製造技術（EAGLE）パイロット試験プラ

ントを示す。  

－  － 41



図 2.2.15 は同じく電源開発 (株 )が開発推進中の酸素吹石炭ガス化複合プラントのシステム

構成を示す。  

 

図 2.2.14 電源開発 (株 )多目的石炭ガス製造技術（EAGLE）パイロット試験プラント  

 

ガス化炉
熱回収ボイラ

サイクロン
フィルタ

第一水洗塔 第二水洗塔 吸収塔 再生塔
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図 2.2.15 酸素吹石炭ガス化複合システムの構成 (出典：電源開発 (株 )HP) 

 

－  － 42



同社は次開発ステップとして、中国電力 (株 )と共同で出力 150MW 級（石炭処理量：1,000t/

日級 ) の酸素吹き石炭ガス化実証プラントを建設し、システムとしての信頼性・経済性・

運用性などの検証、 新 CO2 分離回収技術の適用試験を行い、革新的なゼロエミッション

型高効率石炭火力発電の実現を目指している。本実証試験はわが国の“Cool Earth エネル

ギー革新技術計画”で  “高効率石炭火力発電技術”及び“二酸化炭素回収貯留（CCS）技

術” 開発を同時に行う“革新的ゼロエミッション石炭火力発電プロジェクト”の一つとし

て位置付けられている。  

(7) CCS (CO2 回収・貯留）技術  

CO2 回収・貯留技術 (CCS) は、国内外において革新的温暖化防止対策技術として位置

付けられており、我が国電気事業においても中長期的に必要な温暖化防止対策オプション

の一つと考えられており研究開発が推進されている。CO2 回収技術については、設備のコ

スト低減やエネルギー損失低減のための合理的なシステム開発を目指した改良・開発、CO2

貯留技術については、国内外の技術動向調査・評価を進めるとともに基礎的な研究開発が

行われている。  

(7.1) CCS 技術の分類  

CCS 技術は発電所や天然ガス鉱山など大規模な排出源で発生する CO2 を他のガスから

分離・回収し、安定した地層に貯留または海洋隔離することにより、CO2 を大気から長期

間隔離する技術であり、図 2.2.16 に貯留・隔離形態の分類を示す。  

 

図 2.2.16 CCS の貯留・隔離形態の分類（出典：地球環境産業技術研究機構 HP）  
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地中貯留はもともと地中に埋蔵されていた化石燃料等の燃焼により発生した CO2 を分離回

収し地中に戻して大気から隔離しようとするもので、海洋隔離は深海や深海底の窪地に貯

留して、大気から隔離しようとする貯留方法である。地中貯留も海洋隔離も一部すでに実

施されている。以下に、各貯留・隔離方法の概要と特徴を記す。  

地中貯留－1：帯水層貯留  

分離回収した CO2 をタンカーやパイプラインで輸送して、地下の帯水層（粒子間の空

隙が大きい砂岩などからなり、水あるいは塩水で飽和されている地層）へ圧入し、貯

留する方法で前述のように貯留可能量が大きいと期待され、地中貯留のなかで も有

望視されている。“FutureGen”もこの方式を採用予定である。図 2.2.17 に帯水層貯留の

概念図を示す。  

 

図 2.2.17 帯水層貯留の概念図  

（出典： (財 )地球環境産業技術研究機構「CO2 地中貯留プロジェクト」）   

 

地中貯留－2：炭層固定  

分離・回収した CO2 を地中の炭層へ注入し単層メタンの回収を促進するとともに

CO2 を吸着貯留させる方法である。  

地中貯留－3：石油・ガス増進回収（Enhanced Oil Recovery：EOR、Enhanced Gas 

Recovery：EGR）  

分離・回収した CO2 を石油・ガス層へ圧入し、石油・天然ガスの回収を促進すると

ともに CO2 を貯留する方法である。  

地中貯留－4：枯渇油・ガス層貯留  
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分離・回収した CO2 を枯渇した石油・ガス層へ圧入し、それによって CO2 を貯留

する方法である。   

地中貯留－5：その他  

分離・回収した CO2 を蛇紋岩体の間隙あるいは高温岩体（地熱地帯）に注入し、生成

鉱物によって遮断して CO2 を貯留する方法である。  

 

海洋隔離－１：溶解希釈（固定式）  

分離・回収した CO2 を陸上から海底パイプラインで輸送し、気体や液体の CO2 を直接

海へ溶解希釈する。   

海洋隔離－2：溶解希釈（移動式）  

分離・回収した CO2 を航行船舶に積んで輸送し、海中へ伸ばした放流管から液体の CO2

を直接海へ溶解希釈する。   

 
図 2.2.18 溶解希釈（移動式）のイメージ図  

（出典：地球環境産業技術研究機構 HP）  

海洋隔離－3：深海底貯留隔離  
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分離・回収した液体の CO2 をタンカーにより輸送し、水深 3,000 メートル以上の深海底

の窪地に液体の CO2 を直接送って貯留する。   

(7.2) CO2 の分離・回収技術  

CO2 を地中貯留や海洋隔離するには、発電所等から排出される CO2 を混合している他

のガスから分離回収することが必要であり、現在までにさまざまな分離回収技術方法が研

究開発されている。表 2.2.4 に主な CO2 分離・回収方法を示す。  

 

表 2.2.4 主な CO2 分離・回収方法  

分離技術  技術の概要  

化学吸収  

CO2 を選択的に溶解できるアルカリ性溶液との化学反応によって CO2 を分離す

る。吸収された CO2 を取り出す際には多量の蒸気が必要である。アルカリ性溶

液として、アミン、炭酸カリ水溶液などが使用される。  

物理吸収  
高圧下で CO2 を大量に溶解できる液体に接触させ物理的に吸収させる。そのあ

と減圧（加熱）して CO2 を回収する。  

膜分離  
多孔質の気体分離膜にガスを通し、孔径によるふるい効果や拡散速度の違いを

利用して CO2 を分離する。  

物理吸着  
ガスを活性炭やゼオライトなどの吸着剤と接触させて、その微細孔に CO2 を物

理化学的に吸着させ、圧力差や温度差を利用して脱着させる。  

深冷分離  ガスを圧縮冷却後、蒸留操作により相分離で CO2 を分離する。  

(7.3) CCS の実用・実証事例  

国内の動向：  

我が国においても CCS 実用化開発研究は積極的に進められており、その例を以下に示す。 

・CO2 圧入実証試験  

わが国では現在、経済産業省の補助事業として、新潟県長岡市において（財）地球環

境産業技術研究機構（RITE）によるCO2 の帯水層貯留の実証試験が行われている。この実

証試験では、平成 15 年 7 月からの 18 カ月間で合計約 1 万トンのCO2 が、地下約 1,100m の
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帯水層に貯留され、現在、観測井などによる貯留後のモニタリングが継続的に行われてい

る。また、北海道夕張市においては、CO2 の炭層貯留の研究開発が行われた。  

 

 

図 2.2.19 圧入運転の概念図 （出典：地球環境産業技術研究機構）   

 

図 2.2.20Callide A 発電所 4 号 30MW 石炭火力発電プラント

(出典：Callide Oxyfuel Project)
・ (株 )IHI、三井物産 (株 )、

電源開発 (株 )、(財 )石炭エネ

ルギーセンターを含む、日

豪 6 社は図 2.2.20 に示すよ

うにクイーンズランド州

Callide A 発電所 4 号  30MW

石炭火力発電プラントのボ

イラを酸素燃焼方式に改造

し ((株 )IHI 担当 )ボイラ排ガ

ス中の CO2 を分離回収し液

化して地中貯留する実証研

究を今年より開始する予定

である。  

・三菱重工業 (株 )－関西電力 (株 )で開発された KM-CDR 法等の化学吸収法による CO2 分離

回収技術は尿素製造プラント等の化学プラントで実用化されている。図 2.2.21 に三菱重工
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業製 3000t/d CO2 回収設備の鳥瞰図を示す。  

 

図 2.2.21 三菱重工業 3000t/d CO2 回収設備鳥瞰図  (出典：三菱重工資料 ) 

 

図 2.2.22 は (株 )東芝が今年夏から実証運転予定の CO2 回収量 10t/d の CO2 分離回収パイロ

ットプラントのシステムを示す。  

 

図 2.2.22 (株 )シグマパワ―有明三川発電所における  
CO2 分離回収パイロットプラントシステム    (出典：東芝 HP) 
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海外  

海外においては、すでに実用規模の CO2 地中貯留プロジェクトが実施されている。以下

に主な事例を紹介する。  

・スライプナー・プロジェクト  

ノルウェーの石油・天然ガス採掘を行う企業が、1996 年から北海において実施している。

海底下地層から採掘された天然ガスと一緒に発生する CO2 を分離・回収し、年間 100 万ト

ン、2004 年までの累積貯留量では 700 万トンを超える CO2 を近傍の海底下帯水層に貯留

している。世界 大規模のものである。   

・ワイバーン・プロジェクト  

2000 年 9 月から、カナダのワイバーン油田において圧入を実施している。石油生産井の油

層に対して CO2 を用いた石油増進回収を目的としたもので、325km 離れた米国の石炭ガス

化工場で発生した CO2 をパイプラインで輸送し、年間 100 万トン規模で 20 年間、総量 2,000

万トンの圧入を計画している。  

 

図 2.2.23 ワイバーンの地上設備（出典： IPCC,SRCCS）  

 

・インサラー・プロジェクト  

2004 年からアルジェリアのインサラー・ガス田において、産出ガスから分離した CO2 （ガ
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ス全体の 5～10％）を、大気放散せずに地下のガス貯留層（石炭紀帯水層）に圧入・貯蔵

を行っている。   

 (7.4) CCS をめぐる動向と今後の課題  

気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）は、2005 年にCCSについて「二酸化炭素の回収・

貯留に関する特別報告書」（SRCCS）をまとめた。また、2006 年秋にロンドン条約の改正

案が採択され、わが国でも環境省に 2006 年 9 月に「二酸化炭素海底下貯留に関する専門

委員会」が、経済産業省に同年 10 月「二酸化炭素回収・貯留（CCS）研究会 (PDF)」が立

ち上げられるなど、CCSをめぐる議論や研究が海外・国内ともに盛んになっている。これ

らの議論では、次のような点がCCSの実施に向けての課題としてあげられている。  

・CCS の環境影響評価や監視システム   

・CCS の地球温暖化対策としての有効性評価   

・CCS のコスト削減   

・分離・回収、輸送、貯留・隔離技術の開発・改良   

・貯留・隔離地点の選択   

・国際的な合意、国民の理解   

・法制度の整備                        (出典：国立環境研究所 HP) 

我が国政府は「国内排出量の約 3 割を占める火力発電や約 1 割を占める製鉄プロセス

の大幅削減につながり得る技術」として、分離回収コストを 2015 年ごろにトン当たり 2000

円台、2020 年代に 1000 円台に低減することを目指して技術開発を進めるとともに、2009

年度以降早期に大規模実証に着手し、2020 年までの実用化を目指すことにしており、2007

年の改正海洋汚染防止法で海底下地層への CCS を可能にし、環境影響の監視を事業者に義

務化したが CO2 の漏えい監視や影響評価の手法は技術的に不十分なため、天然に CO2 が

湧き出る鹿児島県の桜島近くの鹿児島湾内で、実際に CO2 が海中で拡散する様子や、CO2

の状態変化による海水や生物への影響を 2008 年秋から調査する。また、人工的に海洋環境

を再現、高濃度 CO2 の生物や土壌への影響を調査する。漏えい影響を事前予測するシミュ

レーションモデルも開発し実際に導入する場合の課題や貯留可能量も研究することにして

いる。  
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(8) 再生可能エネルギー発電  

風力や太陽光等の再生可能エネルギーは、世界に豊富に存在するとともに我が国にお

いても存在するクリーンエネルギーであり、地球温暖化の決め手ともなるエネルギー資源

であり有効利用技術開発が官民で進められてきた。我が国の太陽電池の製造技術は世界水

準を凌駕し、風力発電設備製造技術においても世界先端水準にあるが需要のほとんどを海

外市場への輸出が占めている。  

我が国においても電気事業者は「電気事業者における新エネルギー等の利用に関する

特別措置法（RPS 法）」において新エネルギー等による電気の利用が義務付けられ、再生

可能エネルギー発電の普及の進展が期待されている。一方、太陽光はエネルギー密度が低

いこと、天候の影響を受けやすいこと、設備建設費が高いこと、風力発電は出力変動が大

きく蓄電池を併設する等の系統連系対策が必要なことなど課題も残されている。  

また、木質系バイオマスや下水汚泥燃料を石炭火力発電所で混焼し CO2 排出量を抑制する

技術の改良・普及が進められている。  

このように再生可能エネルギー利用のため官民の努力がなされているが、一層の設備費低

減や高効率化技術の改良・開発が必要であり、化石燃料を代替できるようになるまでには

時日が必要である。  



第 3 章 海外の火力発電プラントの動向 

 

世界の電力需要は今後開発途上国の経済発展と人口増加により大きく増加する。特に

石炭火力発電電力の現在以上の伸び率が予想されることから CO2 排出量削減対策は不可

欠であり、 IEA (International Energy Agency：国際エネルギー機関 ) 等の国際機関は特に再

生可能エネルギー発電の増加及び CCS 機能を持つ天然ガス火力及び石炭火力発電プラン

トの早期実用化の必要性を強調している。  

欧米では U.S.DOE (米国エネルギー省 ) 主導のもとに ,特に資源量の豊富な石炭資源を

一次エネルギーとする CCS 機能付き IGCC プラントの実用化開発が強力に推進されると共

に次世代の超高効率発電を目指して、固体電解質燃料電池 (Solid Oxide Fuel Cell：SOFC) の

開発も官民一体となって推進されている。また水素エネルギー社会を目指して石炭ガス化

ガスからの水素製造技術の改良開発研究も精力的に行われている。  

米国ではこれまでは石炭中心で火力発電技術開発が推進されてきたが、新政権は再生

可能エネルギーの活用を重視していることから、今秋に地球環境保全の観点からエネルギ

ー省の発電技術開発の軌道修正が行われることが予想される。また米国では GE 社が石炭

ガス化炉及びガスタービンを含む IGCC や SOFC の開発を強力に推進していることが注目

される。  

西欧企業の中ではウエスティングハウスの原動機部門を買収しているシーメンスが、

効率 50％を目指した CCS 機能付き IGCC、65％を目指すガスタービン複合発電技術、50％

以上の高効率を目指した蒸気条件 30MPa×700℃の超超臨界圧石炭火力発電プラントおよ

び SOFC 複合発電技術の開発を精力的に進めている。燃料電池を除きアルストーム社もシ

ーメンス社同様に CCS 技術、ガスタービン複合発電技術及び高効率超超臨界圧石炭火力発

電プラント技術開発を精力的に推進している。  

 

3．1 海外の電力産業の動向  

図 3.1.1 に主要国の一次エネルギー消費量の推移を示す。産業革命を機に急激に増加し

たエネルギー消費量は開発途上国の急速な経済・産業の発展により近年より急速な増加を

示している。中でも石炭及び天然ガスの伸長が顕著である。  
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図 3.1.1 主要国の一次エネルギー消費量の推移 (出典：電気事業連合会 HP) 

図 3.1.2 は 2006 年基準 2030 年の地域別の一次エネルギー消費量増加予測  (IEA の基準シナ

リオ ) を示す。中国及びインドの膨大な一次エネルギー消費が予測されている。  

 

 

図 3.1.2 地域別の 2006－2030 年の一次エネルギー消費量の増加 (出典： IEA World Energy 
Outlook ) 
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図 3.1.3 は最近 25 年の世界の燃料別発電電力量の推移を示す。伸び率は上昇傾向にあり、

特に石炭、続いて天然ガス発電電力量が高い伸び率を示している。  

 

 

図 3.1.3 世界の燃料別発電電力量の推移    (出典： IEA web site) 

 

図 3.1.4 は今後の大きな経済発展が予想される BRICs 諸国等の発電電力量の推移を示

す。中国の電力需要の急速増加を中心にインド、ブラジル、ロシアの伸び率の伸長が注目

される。  

 

図 3.1.4 主要国発電電力量の推移  (出典：電気事業連合会 HP ) 

－  － 54



図 3.1.5 は主要国の 2005 年の一次エネルギー別発電電力量比率を示す。エネルギー消費量

の大きい中国、インド、米国、ドイツの発電における石炭依存及びフランスの原子力依存

度の高いことが注目される。  

 

図 3.1.5 主要国の 2005 年の一次エネルギー別発電電力量の比率 (出典：電気事業連合会 HP ) 

 

図 3.1.6 は 2030 年以降の CO2 濃度を 550ppm 及び 450ppm に低減する IEA シナリオ  (550ppm

シナリオ及び 450ppm シナリオ ) における世界の CO2 削減対策と 2030 年の排出量の予想を

示す。エネルギー効率の大幅向上、再生可能エネルギーの大幅導入及び CCS による削減が

期待されている。  

図 3.1.7 は 2050 年の発電電力量の予測とエネルギーミックスによる CO2 削減シナリオ達成

のための一次エネルギー別発電電力量の予測を示す。全発電電力の 46％に及ぶ再生可能エ

ネルギー利用発電の導入及び殆どの石炭火力発電および天然ガス火力発電の CCS 設置の

必要性が示されている。  
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図 3.1.6 2030 年に至る世界の CO2 削減対策と排出量の予想  
(出典： IEA 2008 World Energy Outlook) 

 

 

図 3.1.7 CO2 削減対策としてエネルギーミックスを行った場合のエネルギー別発電電力  
量の予測                    (出典： IEA 2008 World Energy Outlook) 

 

図 3.1.8 は主要国における 2005 年の一人当たりの電力消費量を示す。我が国の約 5 分の 1

の中国、17 分の１のインド、4 分の１のブラジル及びメキシコの今後の電力消費量の増加

が予想される。  
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図 3.1.8 主要国における一人当たりの電力消費量 (出典：電気事業連合会 HP ) 

 

図 3.1.9 は主要国の一次エネルギーの輸入依存度を示す。我が国の一次エネルギーの輸入

依存度が非常に高いことを示している。  

 

図 3.1.9 主要国の一次エネルギーの輸入依存度 (出典：電気事業連合会 HP ) 
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以上世界の発電産業におけるエネルギー消費量の予測と必要な対応策を展望した。こ

れからの電力需要の大幅な増加は不可避であり、また各国の保有エネルギー資源の種類及

び量に差異はあるが、エネルギー使用及びエネルギー変換の高効率化及び再生可能エネル

ギー発電導入の大幅増加を基本的対策として、天然ガス火力及び石炭火力発電プラントに

おいては CCS 機能の付与が必要になる。  

 

3．2 海外の火力発電技術の動向  

世界の発電技術の動向－ IEA の提言  

IEA は現在のエネルギー動向は、社会、地球環境及び経済等あらゆる観点から持続的で

はないとして、エネルギー問題への積極的な挑戦と技術開発におけるブレークスルーの必

要性を強調している。すなわち、  

①  現在のエネルギー動向は社会的に、環境的に、経済的に持続的ではない。  

②  石油は先導的なエネルギー源の位置は保持するが、  

 ・価格の浮薄性は残るものの安価な石油時代は終焉した。  

 ・油田減少は投資の必要性の重要な決定因子となっている。  

 ・石油市場は国策会社が台頭し大規模で永続的な構造変化に曝される。  

③  急速且つ非可逆的な気候変動を避けるため世界のエネルギーシステムの変革が必要で

ある。  

 ・コペンハーゲン会議で 2012 年以降の気候変動対応を決めることが必要である。  

・気温上昇を 2℃に抑えるにはすべての分野で大幅なCO2 排出削減が必要であり、技術

のブレークスルーが必要である。  

 ・気候変動を緩和させることによりエネルギーセキュリティが大きく改善する。  

④  現在の経済的な不安を、エネルギー問題への積極的挑戦行動に際し回帰及び遅延の釈明

にはできない。  

図 3.2.1 に世界の発電設備の一次エネルギー別容量の現状と IEA の 2030 年時点の一次エネ

ルギー別設備容量の予測を示す。すなわち、風力発電等再生可能エネルギーの大幅増加、

CCS (CCS：Carbon Capture and Storage、CO2 の回収貯留 ) 機能付き石炭 /天然ガス発電およ

び原子力の導入の必要性・可能性を予測している。  
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図 3.2.1 世界の発電設備の一次エネルギー別容量の現状と 2030 年時点の設備容量予測  

 (出典： IEA WEO web site) 
 

IEA の基準シナリオ 2030 は現状の傾向を保持した場合の一次エネルギー別設備容量増加

及び 450ppm シナリオは 2030 年以降の CO2 濃度を 450ppm に抑制するための設備容量増加

に関する制約を示している。図 3.2.2 は世界の 2030 年時点 CO2 排出量の予測  (目標 ) を示

す。非 OECD 諸国の CO2 排出量削減が不可欠であることを示している。  

 

 

図 3.2.2 世界の 2030 年時点 CO2 排出量の予測  (目標 )  (出典： IEA WEO web site) 
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3.2.1 米国における高効率及び CO2 削減発電技術の開発の取組み  

U.S.DOE (United States Department of Energy：エネルギー省 )の高効率発電技術、CCS

技術開発への取組み  

世界最大の石炭資源国である米国では、エネルギー省  (DOE) が開発推進と管理調整

の主体者になって、石炭利用に重点をおいた次世代型高効率発電及び CO2 削減技術の開発

を強力に推進している。技術開発の主要対象は石炭利用発電技術関連であるが、石炭燃料

に適用できる技術は天然ガスにもより容易に適用することができることは折り込み済みで

ある。  

DOE の化石エネルギー局は下記の 7 領域で技術の改良開発を推進し支援している。  

(1) Clean Coal Power Initiative：石炭火力発電の発電性能及び環境性能改善技術実証研究の

推進  

(2)“FutureGen”Clean Coal Projects： IGCC と一体化した CO2 回収技術及び貯留技術の開

発推進  

(3) Innovations for Existing Power Plants：既設発電プラントに適用できる CO2 の回収・圧

縮・利用技術及び排水管理プロセスの開発  

(4) Gasification Technologies：石炭ガス化炉のコスト低減及び多炭種利用能力改良開発  

(5) Future Fuel Cells：発電用、軍用及び運輸用超低コスト燃料電池の開発  

(6) The Turbines of Tomorrow： IGCC 用ガスタービン適用新技術の開発  

(7) Advanced Research：発電プラントで使用される新素材、触媒、計測装置、計算機システ

ムの開発  

中でも、“FutureGen”プロジェクト  (CO2 分離回収方式 IGCC 発電プラント及び貯留シス

テムの技術開発プロジェクト ) においては、DOE は共同出資する韓国及びインド等の外国

政府を含む官側のマネージメントと資金援助を行い、“FutureGen”  Alliance (FutureGen 同

盟：国内外の石炭火力発電プラント保有電力会社及び石炭産業企業計 12 社で運営される非

営利機関 ) は民側の共同収支を含むマネージメントと行う体制を敷き“Near-zero emission 

coal-to-energy technology”、具体的には“CO2 回収方式 IGCC 発電プラント及び貯留システ

ム”の開発・実用化を推進している。  

また次世代の主要発電技術として期待される固体電解質燃料電池  (SOFC：Solid Oxide 

Fuel Cell) の開発については、DOE が官側の推進主体になって、SECA (Solid State Energy 
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Conversion Alliance：固体エネルギー変換連盟 )を組織して官民連携して技術開発を推進し

ている。    

 

(1) “FutureGen”プロジェクト  

A. プロジェクト  (原計画 ) の概要  

2005 年に開始された本プロジェクトは、2008 年に方針変更  (2015－2016 年までに運転

予定の実証プラントについて、発電プラント部は燃焼前 CO2 分離回収する IGCC 方式にこ

だわらない、但しその建設は民が負担する。DOE は CCS 実証プラントの技術開発・建設

を負担する ) になったが、U.S.DOE の理想とする原計画  (石炭ガス化改質水素燃焼 IGCC

の技術開発 ) は規模を縮小して継続されている。本項ではまず、“FutureGen”プロジェク

トのベースである原計画の概要を述べる。  

①  プロジェクトの目標  

年間百万トン以上の CO2 を回収貯留する公称出力 275MW の石炭火力発電プラント

(IGCC) の開発と 4 年間の実証運転の実施  

 

 

図 3.2.3 “FutureGen”プロジェクトプラント完成予想図 (出典：US DOE web site) 

 

②  性能目標  

a. 90％以上  (年間百万トン以上 ) の CO2 の回収貯留  

b. 99％以上の硫黄の除去  
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c. 90％以上の水銀の除去  

d. NOx 排出量を 0.05 lbs/106Btu 以下に抑制する  

e. 煤塵発生量を 0.005 lbs/106Btu 以下に抑制する  

③  推進体制：国際官民連携体制  

DOE の役割：官側の連携推進、プロジェクト管理、インド及び韓国とのその他参加政

府による運営委員会の議長およびプロジェクト資金の分担  (74％ ) 

FutureGen Alliance (FutureGen 開発連盟 ) の役割：12 の民間企業で構成する非営利団体

組織 (組合 )、民側の連携推進、プロジェクト管理、プロジェクト資金の分担  

④  開発スケジュール  

設計  ：2005 年末－2009 年末  

プラント建設  ：2009 年中－2012 年末  

初期運転  ：2013 年－2015 年  

初期運転後のモニタリング  ：2016 年－2017 年  

 

 

図 3.2.4 FutureGen 開発工程   (出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 

 

⑤  開発事項  

a. 発電プラント：石炭ガス化ガスを燃料とする IGCC (石炭ガス化複合発電プラント ) 用

ガスタービンを H2 燃焼ガスタービンに改造し、H2 の空気燃焼 IGCC プラントを開発
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する。  

b. H2 ガス製造装置：H2 ガスは石炭ガス化ガスを CO を変成器で H2 と CO2 に変成し、

水素  / CO2) 分離膜を開発し CO2 を分離回収する。  

c. ガスタービン：H2 を燃料とし空気燃焼するガスタービンを開発する。  

d. 貯留技術を確立する。  

 
図 3.2.5 FutureGen CO2 分離回収方式 IGCC システムの構成  

(出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 

 

⑥  先進発電関連技術の付随的開発  

サブスケールのテスト設備を使用して、以下の発電設備関連技術の開発  (評価、実証、

開発 ) 促進の場を提供する。  

a. 先進酸素製造技術：酸素イオン通過分離膜による酸素製造装置の開発  

b. 先進給炭装置およびガス化装置：先進給炭装置のテスト、先進ガス化炉の評価、多炭

種使用ガス化性能の評価  

c. 水素燃焼タービン：水素燃焼バーナの評価等  

図 3.2.6 は Siemens-Westinghouse 社ガスタービンの水素燃焼 IGCC 用ガスタービン適

用における必要な改造部位 (2～4)の例を示す。  
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図 3.2.6  Siemens-Westinghouse 社ガスタービンの改造対象部位 (2～4) (出典：DOE web site) 

 

d. 発電プラントシステム：MW 級高効率  (HHV 基準 50％ ) SOFC 及び複合システムの実

証研究、SOFC の開発は同じく DOE 主催の SECA (Solid State Energy Conversion 

Alliance)が行う。  

e. 合成ガスの処理及び分離：水素透過分離膜の評価、高温ガスのクリーンアップ技術の

評価、CO2 分離技術の評価  

 

⑦開発費用：US$1484 百万ドル (エスカレーション率：5.2％ /年 ) 

表 3.2.1 は 2006 年 3 期ベースプロジェクト予算を示す。CO2 パイプ輸送、注入設備及び

モニタリング費用 US$40.7～185.1 百万ドルを含む。政府負担は 885 百万ドル (全プロジ

ェクトコストの 74％及び NEPA 費用 )である。図 3.2.7 は 2006 年ベース及び 5.2％ /年の

エスカレーションを見込んだ計画の年間プロジェクト経費及び合計プロジェクト経費

を示す。2008 年のプロジェクト方針見直しの根拠の一つになっている。  
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表 3.2.1 2006 年 3 期ベースプロジェクト予算

 

 

 

図 3.2.7 計画の年間及び合計プロジェクト経費  
(出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 

 
図 3.2.8 は推定されている膨大な世界の CO2 地中貯留能力を示している。  
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図 3.2.8 世界の CO2 地中貯留能力の分布  

(出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 
 
 

図 3.2.9 は地中構造と CO2 地中貯留システムの概念を示す。  

 

図 3.2.9 CO2 地中貯留システム (出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 

 

図 3.2.10 は CO2 の相分離ダイアグラムを示す。“FutureGen”プロジェクトでは CO2 を超

臨界圧流体にしてパイプラインで輸送する計画である。  
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図 3.2.10  CO2 の相分離ダイアグラム (出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 

 

図 3.2.11 は温度及び圧力と CO2 密度の関係を示す。低温化及び高圧化による CO2 密度の

増加の様子が示されている。  

 

図 3.2.11 温度及び圧力の CO2 密度への影響 (出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report)  

 

図 3.2.12 は CO2 地中注入口の構造例を示す。  
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図 3.2.12  CO2 地中注入口の構造  
 (出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 

⑧  システム及び技術選定基準と選定 3 プ

ロジェクト候補  

3 プロジェクト候補が選定されたが、

表 3.2.2 は申請提案の選考基準を示

す。表 3.2.3 は概念設計対象に選定さ

れた 3 候補プロジェクトのシステム概

要を示す。  

 

表 3.2.2 申請提案の選考基準  

 

 

表 3.2.3 概念設計対象 3 候補プロジェクトのシステム概要  

 

  

⑨  立地点選定基準と 4 立地点候補  

図 3.2.13 は FutureGen 実証プラント立地点の選定要領および図 3.2.14 は立地点クオリテ

ィ選定基準を示す。  
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図 3.2.13 FutureGen 実証プラント立地点選定要領  
(出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 
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図 3.2.14 FutureGen 実証プラント立地点選定基準  (出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 
 

 

図 3.2.15 FutureGen 実証プラント立地候補地点  (出典：FutureGen Initial Conceptual Design 
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Report) 

 

図 3.2.15 は FutureGen 実証プラント立地候補地点及び選定 4 候補地点：① Illinois 州 Mattoon 

② Illinois 州 Tuscola③Texas 州 Odessa ④Texas 州 Brazos を示す。  

図 3.2.16 は候補地点である Mattoon 地点の地殻可視化モデルを示す。  

 

 
図 3.2.16 Mattoon 地点の地殻可視化モデル   (出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 

 

図 3.2.17 は FutureGen 実証プラント立地候補地点 Mattoon のリソグラフを示す。  

・未知事項と不確実性  

地震解析の限界 (地層の厚さ、2 次元解析の限界、透過に対する長期シール耐久性 )がある

が、3 次元地震解析及びコアテストで不確実性は減る。  
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図 3.2.17 FutureGen 実証プラント立地候補地点 Mattoon のリソグラフ  

(出典：FutureGen Initial Conceptual Design Report) 
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B. FutureGen プロジェクトの計画見直しの要点  

“FutureGen”プロジェクトの見直し  

2008 年 1 月 DOE は“FutureGen”プロジェクトの見直しを発表した。見直しの直接の原

因は必要経費が機材の高騰及び開発費用の増大等により US$18 億ドルに膨張したためであ

るが、これを機により合理的で迅速な実用化開発を目指すことにしたものである。すなわ

ちこれまでに開発されてきた IGCC 等のクリーンコール発電プラントに、CCS を付設して

CCS 技術の実証を行うことに開発方針を変更し、DOE は CCS 技術の開発を負担し、IGCC

等の発電設備については企業負担とし、複数のプラントを建設する。  

基本方針の変更  

①  DOE の資金援助額は合計 US$1,300 百万ドル (1 プラントの資金援助額は 100～600 百万

ドルで 2 ないし 4 プラントを建設する )、2009 年度援助額は$290 百万ドルである。  

②  DOE 支援は CCS 及びそれに関する研究開発に限定し、 IGCC は企業が負担する。  

③  実証プラントは、新設 IGCC またはその他のクリーンコール技術の商用プラントに CCS

設備を付設するものとする。実証プラントは 1 プラントではなく複数  (最少 2 プラント )

とし多様なニーズに対応させ普及の促進を考慮する。  

④  実証プラントは 2015 年末までに運転を開始する。  

技術開発目標の変更  

上記の基本方針変更に伴い、  

①  水素製造及び水素燃焼ガスタービンを開発対象から除外する。  

水素製造技術の開発は、同じく DOE が推進している“Hydrogen Initiative”に移す。  

②  IGCC 等の Backbone (発電プラント ) は企業が改良開発する。  

③  性能関係の目標は以下のとおり  

・プラント出力  ：300MW 以上  

・CO2 回収率  ：90％、81％以上  

・水銀除去率  ：90％以上  

・  硫黄除去率  ：最少 99％  

・NOx 及びばいじん  ：極低レベル  

・年間 CO2 注入量  ：百万トン以上を 3～5 年継続する。その後最短 2 年モニタリング
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を実施する。  

・  商用 CO2 回収貯留型発電プラントのコスト見積りのためのデータを整理する。  

(2) 固体電解質燃料電池及び同複合発電プラントの開発取組み  

①  開発目標  

1980～1990 年にかけて MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell：溶融炭酸塩燃料電池 ) 及び

SOFC (Solid Oxide Fuel Cell：固体電解質燃料電池 ) 等の高温作動燃料電池の開発が進めら

れたが、現在は DOE により組織された SECA (Solid State Energy Conversion Alliance：固体

エネルギー変換開発組会 )により、MW 規模の発電用の量産に適したコンパクト軽量低コス

ト (US$400/kW、ガスタービンやディーゼル機関と競合できる価格レベル ) SOFC の開発が

推進されている。2005 年の目標を達成し 2010 までに経済的競争力のある技術を目標に開

発が進められている。  

 

図 3.2.18 SECA 開発の SOFC 燃料電池発電システム   (出典：U.S. DOE website) 

 

②SECA の構成  

SECA は  a. 産業チーム、b. コア技術プログラムチーム及び c. 連邦政府マネージメン
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トチームにより構成されている。  

a. 産業チームは設計・製作・市場開拓を担当し、①FuelCell Energy/ Versa、 ②Siemens Power 

Generation、③Rolls-Royce 及び United Technologies Corporation/ Delphi、④General Electric

で構成され、競合する石炭利用システムの開発を支援している。  

b. コア技術チームは大学、国立研究所、小規模事業者及びその他の研究機関で構成され、

応用技術問題に取組み、発見や発明は全ての産業チームに開放される。  

c. マネージメントチームは産業チームとコア技術チーム間の調整と技術開発の優先順位

や手法を決める。  

 

 

 

図 3.2.19 GE 社 SOFC ハイブリッド発電

システム  

 

 

特徴  

・出力  ：6kW 

・燃料  ：石炭ガス化ガス利用 H2 

・効率  ：49％  (SOFC 単体効率、LHV 基準 )

・コスト  ：US$800/kW  

図 3.2.20 GE 社 SOFC ハイブリッド発電シス

テム         (出典：U.S. DOE website)

 

③SECA の開発計画：石炭利用燃料電池システム 

研究の目標は総合効率 50％以上、炭素回収率 90％、kW 単価 US$400 ドル  (ガス化設備、
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CO2 分離回収システムは含まない ) の near-zero emission の石炭火力発電用 SOFC の開発で

ある。  

また SECA は 2025 年までに総合効率 60％、出力 100MW 以上の商用 SOFC 複合発電プラン

ト  (Integrated Gasification Fuel Cell： IGFC)の開発を予定している。  

 

④コア技術の開発  

以下の技術分野でランク付けしてコア技術の開発が行われている。  

 

表 3.2.4 コア技術の開発項目  

ランク  開発分野  開発項目  

1 ガスシール  
①  Glass and compressive seals  
②  Compliant seals  
③  Self-healing materials  

1 インタコネクタ  
①  Modifying components in alloys  
②  Coatings  
③  Electrode contact interface  

1 トラブル解析  ①  Models with electrochemistry  
②  Structural failure criteria  

2 空気極  / 性能  
①  Microstructure optimization  
②  Mixed conduction  
③  Interface modification  

2 燃料極  / 燃料改質  
①  Metal oxides with interface modification  
②  Catalyst surface modification  
③  Characterize thermodynamics/kinetics  

3 材料コスト  ①  Lower cost precursor processing  

4 パワーエレクトロニク

ス  
①  DC to DC design for fuel cells  

 

⑤  研究機関とコア技術開発取組み状況  

a．材料及び製造技術  

・Allegheny Technologies, Inc.: Evaluation of a Functional Interconnect System for SOFCs  

・Arcomac Surface Engineering, LLC: Oxidation Resistant, Cr Retaining, Electrically 

nductive Coatings on Metallic Alloys for SOFC InterconnectsCo   

・Argonne National Laboratory: SOFC Research and Development in Support of SECA  

・Carnegieie Mellon University: SOFC Cathode Surface Chemistry and Optimization Studies   
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http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.2%20Oxidation%20Resistant%20Cr%20Retaining.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.3%20SOFC%20Research%20and%20Development.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.4%20SOFC%20Cathode%20Surface%20Chemistry.pdf


・Carnegie Mellon University: Investigations of Cr Contamination in SOFC Cathodes Using 
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・Ceramatecc, Inc.: Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell Development   

・Georgia Institute of Technology: Characterization of Atomic and Electronic Structure of 

ectrochemically Active SOFC Cathode Surfaces  

・Georgia Institute of Technology: Functionally Graded Cathodes for Solid Oxide Fuel Cells   

・Georgia Institute of Technology: Novel Sulfur-Tolerant Anodes for Solid Oxide Fuel Cells   

・Lawrence Berkeley National Laboratory: Development of Inexpensive Metal Alloy 

ectrodes for Cost-Competitive Solid Oxide Fuel Cells   

・Oak Ridge National Laboratory: Reliability and Durability of Materials and Components for 

lid Oxide Fuel Cells   

・Ohio University: Combined Theoretical and Experimental Investigation and Design of H2S 

lerant Anode for Solid Oxide Fuel Cells   

・National Energy Technology Laboratory: Cost Effective, Efficient Materials for Solid Oxide 

el Cells   

・Pacific Northwest National Laboratory: SOFC Glass Seal Development at PNNL  

・Pacific Northwest National Laboratory: SOFC Cathode Materials Development at PNNL  

・Pacific Northwest National Laboratory: SECA Core Technology Program Activities—PNNL  

・Pacific Northwest National Laboratory: SOFC Interconnect Materials Development at PNNL  

・Sandia National Laboratories: Reliable Seals for Solid Oxide Fuel Cells   

・Tennessee Technological University: Novel Composite Materials for SOFC 

thode-Interconnect Contact   

・Tennessee Technological University: Developing Low-Cr Fe-Ni Based Alloys for 

termediate Temperature SOFC Interconnect Application  

・University of Cincinnati: Innovative Seals for Solid Oxide Fuel Cells   

・  University of Missouri-Rolla: Resilient Sealing Materials for Solid Oxide Fuel Cells   

・University of Missouri-Rolla: Thermochemically Stable Sealing Materials for Solid Oxide 

el Cells   

・University of Texas at San Antonio: Novel Low Temperature Solid State Fuel Cells   
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http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.5%20Investigations%20of%20Cr%20Contamination%20in.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.5%20Investigations%20of%20Cr%20Contamination%20in.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.6%20Intermediate%20Temperature%20Solid%20Oxide.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.7%20Characterization%20of%20Atomic%20and.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.7%20Characterization%20of%20Atomic%20and.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.8%20Functionally%20Graded%20Cathodes%20for%20Solid.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.9%20Novel%20Sulfur%20Tolerant%20Anodes%20for.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.10%20Development%20of%20Inexpensive%20Metal.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.10%20Development%20of%20Inexpensive%20Metal.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.11%20Reliability%20and%20Durability%20of%20Materials.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.11%20Reliability%20and%20Durability%20of%20Materials.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.12%20Combined%20Theoretical%20and%20Experimental.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.12%20Combined%20Theoretical%20and%20Experimental.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.13%20Cost%20Effective%20Efficient%20Materials.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.13%20Cost%20Effective%20Efficient%20Materials.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.14%20SOFC%20Glass%20Seal%20Development%20at%20PNNL.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.15%20SOFC%20Cathode%20Materials%20Development.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.16%20SECA%20Core%20Technology%20Program.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.17%20SOFC%20Interconnect%20Materials%20Development.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.18%20Reliable%20Seals%20for%20Solid%20Oxide%20Fuel%20Cells.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.19%20Novel%20Composite%20Materials%20for%20SOFC.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.19%20Novel%20Composite%20Materials%20for%20SOFC.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.20%20Developing%20Low%20Cr%20Fe%20Ni%20Based%20Alloys.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.20%20Developing%20Low%20Cr%20Fe%20Ni%20Based%20Alloys.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.21%20Innovative%20Seals%20for%20Solid%20Oxide%20Fuel.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.22%20Resilient%20Sealing%20Materials%20for%20Solid.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.23%20Thermochemically%20Stable%20Sealing.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.23%20Thermochemically%20Stable%20Sealing.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.24%20Novel%20Low%20Temperature%20Solid%20State.pdf


・University of Utah: Electrically Conductive, Corrosion-Resistant Coatings through Defect 
emistry for Metallic InterconnectsCh
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・Virginia Polytechnic Institute and State University: Digital Manufacturing of Gradient 

eshed SOFC Sealing Composites with Self-Healing Capabilities 

b．燃料処理技術  

・Delevan d.b.a. Goodrich Turbine Fuel Technologies: An Innovative Injection and Mixing 
stem for Diesel Fuel Reforming  

・Eltron Research and Development Inc.: Reformer for Conversion of Diesel Fuel into CO and 

ydrogen   

・National Energy Technology Laboratory: Hexaaluminate Reforming Catalyst Development   

・National Energy Technology Laboratory: Liquid Hydrocarbon Fuel Reforming Studies   

・National Energy Technology Laboratory: Facility Development for Fuel Reforming R&D  

・Pacific Northwest National Laboratory: Modification of Nickel-YSZ Anodes for Control of 

ctivity and Stability from Carbon Formation during SOFC Operation   

・TDA Research, Inc.: Sorbents for Desulfurization of Natural Gas and LPG  

・University of Michigan: Hybrid Experimental/Theoretical Approach Aimed at the 

evelopment of Carbon Tolerant Alloy Catalyst 

c．パワエレクトロニクス技術  

・Mesta Electronics Inc.: DC-AC Inverter with Reactive-Power-Management Functionality   

・National Institute of Standards and Technology: Advanced Power Conversion System (PCS) 

echnologies for High-Megawatt Fuel Cell Power Plants   

・Virginia Polytechnic Institute and State University: A Low-Cost Soft-Switched DC/DC 

onverter for Solid Oxide Fuel Cells   

ｄ．モデリング及びシミュレーション技術  

Pacific Northwest National Laboratory: SOFC Modeling at PNNL  

・Pacific Northwest National Laboratory: Interfacial Strength and Interconnect Life 

uantification Using an Integrated Experimental/Modeling Approach   

ｅ．本体以外の機器技術  

Acumentrics Corporation: Hybrid Ceramic/Metallic Recuperator for SOFC Generator   

・FuelCell Energy, Inc.: Advanced Control Modules for Hybrid Fuel Cell/Gas Turbine Power 

ants   

－  － 78

http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.25%20Electrically%20Conductive%20Corrosion.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.25%20Electrically%20Conductive%20Corrosion.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.26%20Digital%20Manufacturing%20of%20Gradient.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/materials_maufacturing/IV.A.26%20Digital%20Manufacturing%20of%20Gradient.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.1%20An%20Innovative%20Injection%20and%20Mixing.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.1%20An%20Innovative%20Injection%20and%20Mixing.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.2%20Reformer%20for%20Conversion%20of%20Diesel%20Fuel.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.2%20Reformer%20for%20Conversion%20of%20Diesel%20Fuel.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.3%20Hexaaluminate%20Reforming%20Catalyst.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.4%20Liquid%20Hydrocarbon%20Fuel%20Reforming.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.5%20Facility%20Development%20for%20Fuel%20Reforming.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.6%20Modification%20of%20Nickel%20YSZ%20Anodes.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.6%20Modification%20of%20Nickel%20YSZ%20Anodes.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.7%20Sorbents%20for%20Desulfurization%20of%20Natural.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.8%20Hybrid%20Experimental%20Theoretical%20Approach.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/fuel_processing/IV.B.8%20Hybrid%20Experimental%20Theoretical%20Approach.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/power_electronics/IV.C.1%20DC%20AC%20Inverter%20with%20Reactive%20Power.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/power_electronics/IV.C.2%20Advanced%20Power%20Conversion%20System.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/power_electronics/IV.C.2%20Advanced%20Power%20Conversion%20System.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/power_electronics/IV.C.3%20A%20Low-Cost%20Soft-Switched%20DC%20AC.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/power_electronics/IV.C.3%20A%20Low-Cost%20Soft-Switched%20DC%20AC.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/modeling/IV.D.1%20SOFC%20Modeling%20at%20PNNL.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/modeling/IV.D.2%20Interfacial%20Strength%20and%20Interconnect.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/modeling/IV.D.2%20Interfacial%20Strength%20and%20Interconnect.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/balance_plant/IV.E.1%20Hybrid%20Ceramic%20Metallic%20Recuperator.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/balance_plant/IV.E.2%20Advanced%20Control%20Modules%20for%20Hybrid.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/projects/balance_plant/IV.E.2%20Advanced%20Control%20Modules%20for%20Hybrid.pdf


・Phoenix Analysis & Design Technologies: Hot Anode Recirculation Blower for SOFC 

ystemsS

Bl

R

A

  

・R&D Dynamics Corporation: Foil-Bearing Supported High-Speed Centrifugal Cathode Air 

ower   

・R&D Dynamics Corporation: Foil Gas Bearing Supported High-Speed Centrifugal Anode Gas 

ecycle Blower   

・TIAX LLC: Low-Cost, High-Temperature Recuperators for SOFC Fabricated from Titanium 

luminum Carbide (Ti2AlC)   

・University at Albany - SUNY: Feasibility of a SOFC Stack Integrated Optica  

 

3.2.2 GE 社の技術開発動向  

(1) Ｈ型ガスタービンの開発  

 ①  基本性能  

表 3.2.5 に GE 社 H 型ガスタービン複合発電プラントの基本性能を示す。高音部を蒸

気冷却し高温化して効率向上  (複合発電プラント効率 60％ ) を図っている。  

 

表 3.2.5 GE 社 H 型ガスタービン複合プラントの性能   (出典：GE website) 

コンバインドサイクル性能  60 Hz  (S107H) 50 Hz  (S 109H) 

プラント出力  400 MW 520 MW 

熱消費率  6,000 kJ/kWh 6,000 kJ/kWh 

正味プラント効率  60 ％  60 ％  

GT 台数 x 呼称  1x MS7001H 1x MS9001H 

参考   燃焼温度  ：1430℃  

圧力比  ：23：1 

圧縮機  ：18 段  

空気量  ：685kg/s 

燃焼器  ：DLN2.5×14 

NOx ：25ppm 以下  

HRSG ：3 圧再熱  

蒸気タービン：東芝  
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図 3.2.21 は GE9H 型ガスタービンの構造を示す。  

 

 

図 3.2.21 GE 社 9H 型ガスタービンの構造       (出典：GE website) 

②  特徴  

a．回収型蒸気冷却翼 (第 1 段ノズル及びバケット )採用による冷却空気の減少によるガス

温度低下による効率低下の防止  

図 3.2.22 は H 型ガスタービンに採用している冷却蒸気回収型ノズルの構造と冷却空

気放出型ノズルの構造概念を示す。  

 

図 3.2.22 H 型ガスタービン回収型蒸気冷却ノズルの構造 (出典：GE website) 
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図 3.2.23 は上記蒸気冷却ノズルの外観、及び図 3.2.24 は GE 社 H 型ガスタービン冷却蒸気

システムを示す。  

 

図 3.2.23 GE 社 H 型ガスタービン回収型蒸気冷却ノズルの外観  (出典：GE website) 

 

 

図 3.2.24 GE 社 H 型ガスタービン冷却蒸気システム (出典：GE website) 

 

b. 第 1 段ノズル及びバケットに単結晶材を使用、第 1 段及び 2 段のノズル  (静翼 ) 及び

バケット  (動翼 ) に TBC (断熱コーティング ) を実施し高温耐力を増加  

c. 乾式低 NOx 燃焼器 DLN2.5 を搭載し低 NOx 発生の達成  

d. フットプリント (所要面積 )の低減 /高出力密度  

③運転実績  

a. 英国 Basglan Bay 発電所 109H520MW x 1  
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b. 東京電力富津火力発電所 4 号系列 1～3 号 109H 507MW x 3 1520MW (2008～2010) 

c. 米国 Inland Empire Energy Center 1, 2 号 107H 388MW x 2  

表 3.2.6 は GE 社の空気冷却型の主力機 F 型ガスタービン /コンバインドサイクルの基本性

能を示す。  

 

表 3.2.6 F 型ガスタービン /コンバインドサイクルの基本性能  

(出典：GE website)  

シンプルサイクル  

性能  
50Hz 60Hz 

ガスタービン出力  255.6MW 171.7 MW 

熱消費率  9757kJ/kWh 9,873 kJ/kWh 

圧力比  17.0 16.0 

流量  641kg/s 445 kg/sec 

回転数  3000 3600 rpm 

排ガス温度  602℃  601°C 

モデル呼称  PG9351FA PG7241FA 

コンバインドサイ

クル性能  

50Hz (S109FA) 50Hz (S209FA) 60 Hz (S107F) 60 Hz (S207FA 

正味プラント出力  390.8 MW 786.9 MW 262.6 M 529.9 M 

熱消費率  6350 kJ/kWh 6305 kJ/kWh 6,424 kJ/kW 6,371 kJ/kW 

正味プラント効率  56.7% 57.1% 56.0％  56.5％  

GT 台数ｘ形式  1 x MS9001FA 2 x MS9001FA 1 x MS7001F 2 x MS7001F 

 

(2) 固体電解質燃料電池 (SOFC) の開発  

前記のとおり、GE 社は U.S.DOE の燃料電池開発プログラムの主要メンバーとして

SOFC 開発も積極的に推進している。  

 

(3) IGCC 用ガスタービンの開発  

GE 社は石炭ガス化炉及び IGCC 用ガスタービンの改良開発も精力的に推進している。
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表 3.2.7 は GE 社の低発熱量ガス用ガスタービン適用の IGCC の実績を示す。  

表 3.2.7 GE 低発熱量ガス用ガスタービン適用 IGCC の実績  

 

 

3.2.3 Siemens 社の技術開発動向  

つぎに西欧最大の重電設備メーカである Siemens の発電技術改良開発への取組み状況を述

べる。  

天然ガス利用技術  

(1) 大容量ガスタービン SGT5-8000H の開発取組み  

図 3.2.27 は Siemens 社 1 軸ガスタービン複合発電プラント 2 ユニットの外観を示す。  
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図 3.2.27 Siemens 社ガスタービン複合発電プラント外観  (出典：Siemens website) 

 

図 3.2.28 は Siemens 社の現在の主力機種である W501G ガスタービンの構造を示す。  

 

図 3.2.28 Siemens 社 W501G ガスタービン構造図   (出典：Siemens website) 
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①  SGT5-8000H ガスタービン特徴  

Siemens 社はさらに高効率大容量を図った SGT5-8000H ガスタービンを開発している。

主要特徴は以下のとおりである。  

a. 高効率の達成  

・先進改良翼適用圧縮機  

・先進高温材料適用及び 300μ セラミック翼コーティング材の開発による燃焼 / 排ガス温度

の上昇  

・冷却空気漏洩低減シールシステム  

・ベンソンボイラ適用高効率高圧高温複合サイクル  

b. ライフサイクルコストの低減  

・60％強の高効率と低負荷における CO2 排出量低減  

・構造の単純化による補修費及び運転費の低減  

・単純な運転要領  

c. 先進的柔軟な運用機能  

・空気冷却方式  

・急速起動及びサイクリング機能  

・エンジン及びプラントの簡潔設計  

・部分部負荷性能の向上  

SGT5-8000H 初号機は 2007 年 11 月に試運転を開始 2008 年 3 月に併入し、2011 年営業運転

予定である。図 3.2.29 は SGT5-8000H 組立て状況を示す。  

②SGT5-8000H ガスタービン主要性能  

表 3.2.8 は SGT5-8000H 及び SGT5-8000H を適用した 1 軸複合発電プラントの主要性能

を示す。  
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図 3.2.29 SGT5-8000H 組立て状況         (出典：Siemens website) 

 

表 3.2.8 SGT5-8000H 及び SGT5-8000H を適用した 1 軸複合発電プラントの主要性能  
(出典：Siemens website) 

ガスタービン性能  複合プラント性能   

型式：SGT5-8000H SGT5-8000H 1 軸型複合発電プラント  

総出力  340 MW 正味出力  530 MW 

圧力比  19.2 正味効率 (LHV 基準 ) 60 % 

排ガス温度  625 ℃  正味熱消費率  6000kJ/kWh 

排ガス流量  820 kg/s 

NOx  25 ppm 

CO 10 ppm 

重量  440 ton 

全長  13.2 m 

高さ  5.0 m 

幅  5.0 m 
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図 3.2.30 は Siemens 社 GT 複合発電プラントの正味 LHV 基準効率向上の推移を示す。  

 

 

図 3.2.30 Siemens 社 GT 複合発電の効率向上の推移  (正味 LHV 基準 )  (出典：Siemens website) 

 

(2) Siemens 社の超超臨界圧大容量石炭火力発電プラントの開発取組み  

Siemens 社の現在製造可能な超超臨界圧大容量石炭火力発電プラントの蒸気条件は

30MPa×620℃で送電端効率 47％であるが、更に蒸気条件 35MPa×700℃送電端効率 50％の

石炭火力発電プラントの開発に取組んでいる。図 3.2.31 は Siemens 社石炭火力発電の効率

向上の推移を示す。  

 

図 3.2.31 Siemens 社石炭火力発電の効率向上 (正味 LHV 基準 )   (出典：Siemens website) 

 

表 3.2.9 は Siemens SST-6000 シリーズ主要仕様及び図 3.2.32 は Siemens SST-6000 型蒸気タ

ービンの外観、図 3.2.33 は Siemens 社石炭火力発電の効率向上対策を示す。  
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表 3.2.9 Siemens SST-6000 シリーズ蒸気タービンの主要仕様  
(出典：Siemens website) 

適用出力  
複合プラント：300～500 MW 

コンベンショナルプラント：～1200MW 

蒸気圧力  ～300 bar 

蒸気温度  620 ℃  

排気面積  
50Hz :5 m2(27.5 inch) ～16 m2(56 inch) 

60Hz :3.5 m2(22.9 inch) ～11.1 m2(47 inch) 

 

 
図 3.2.32 Siemens SST-6000 蒸気タービン外観    (出典：Siemens website) 

 

図 3.2.33 Siemens 社石炭火力発電の効率向上対策      (出典：Siemens website) 
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(3) Siemens 社の CCS の開発取組み  

Siemens 社は①燃焼 (酸素燃焼 ) 前 CO2 回収方式 (化学吸収法 )、②燃焼  (空気燃焼 ) 後

CO2 回収方式 (化学吸収法 ) 及び酸素燃焼後 CO2 回収方式 (蒸気凝縮方式 )の CCS 技術開発

に取組んでいる。①および②の方式は CO2 の分離回収を化学吸収法で行うもので、③の方

式は復水器による水蒸気凝縮により CO2 の分離回収を行う方法である。それぞれ酸素吹き

ガスタービン複合発電プラント (GTCC)、従来型石炭火力発電プラントおよび酸素燃焼発電

プラントへの適用を考慮したものである。図 3.2.34 に Siemens 社の CCS システムの概念を

示す。図 3.2.35 は Siemens 社 CCS システム設置従来型石炭火力発電プラントモデルを示す。 

 

 

図 3.2.34 Siemens 社の CCS システム          (出典：Siemens website) 
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図 3.2.35 Siemens 社ボイラ燃焼排ガス CCS システム設置石炭火力発電プラントモデル  
(出典：Siemens website) 

図 3.2.36 は Siemens 社 CO2 吸収材 (アミノ酸塩 )の製造とその特徴を示す。  

  

 

図 3.2.36 Siemens 社 CO2 吸収材 (アミノ酸塩 )の製造と特徴   (出典：Siemens website) 
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図 3.2.37 は Siemens 社石炭火力発電プラントにおける化学吸収法 CCS プロセスを設置した

場合の効率低下試算例を示す。SSP5-6000 従来型石炭燃焼超超臨界発電プラントに化学吸

収式 CCS 機能を持たせた場合、送電端効率が 45.7%から 10.4％pt 大きく低下することを示

しており改良開発が必要なことを示している。  

 

 

図 3.2.37 Siemens 社石炭火力発電プラントにおける CCS プロセスと効率低下試算例  

(出典：Siemens website) 
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参考：2015 年及び 2030 年における各形式発電プラントの建設費、運転費及び発電効率の

国別予測 (出典： IEA) 

 

下表は OECD/IEA2008 の 2015 年及び 2030 年における各形式発電プラントの建設費、運転

費及び発電効率の国別予測を示す。これからの技術開発の参考指標として有用である。  

 

表 3.2.10：新設石炭火力発電所 (亜臨界圧 / 超臨界圧 / 超超臨界圧 / IGCC 別 )の国別 2015 年

及び 2030 年の建設費、運転費及び発電効率の予測  

表 3.2.11：新設ガスタービンコンバインドサイクル / ガスタービン発電所の国別 2015 年及

び 2030 年の建設費、運転費及び発電効の予測  

表 3.2.12： 新設天然ガス燃焼コジェネレーション発電所の国別 2015 年及び 2030 年の建設

費、運転費及び発電効率の予測  

表 3.2.13：新設バイオマス利用熱併給発電所の 2015 年及び 2030 年の国別建設費、運転費

及び発電効率の予測  

表 3.2.14：バイオマス以外の再生可能エネルギー利用発電所の国別 2015 年及び 2030 年の

建設費、運転費及び発電効率の予測  

表 3.2.15：CCS 発電プラントにおける CCS 設置費用と効率低下の予測  

表 3.2.16：新設原子力発電所の 2015 年及び 2030 年の国別建設費及び運転費の予測  
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表 3.2.10 新設石炭火力発電所 (亜臨界圧 / 超臨界圧 / 超超臨界圧 / IGCC 別 ) の国別 2015 年

及び 2030 年の建設費、運転費及び発電効率の予測     (出典：OECD/IEA2008) 
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表 3.2.11 新設ガスタービンコンバインドサイクル / ガスタービン発電所の国別 2015 年及

び 2030 年の建設費、運転費及び発電効の予測       (出典：OECD/IEA2008) 

 

－  － 95
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表 3.2.12 新設天然ガス燃焼コジェネレーション発電所の国別 2015 年及び 2030 年の建設費、

運転費及び発電効率の予測              (出典：OECD/IEA2008) 
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表 3.2.13 新設バイオマス利用熱併給発電所の 2015 年及び 2030 年の国別建設費、運転費及

び発電効率の予測                   (出典：OECD/IEA2008) 
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3.2.14 バイオマス以外の再生可能エネルギー利用発電所の国別 2015 年及び 2030 年の建設

費、運転費及び発電効率の予測             (出典：OECD/IEA2008) 
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表 3.2.15 CCS 発電プラントにおける CCS 設置費用と効率低下の予測 (出典：OECD/IEA2008) 

 

 

 

表 3.2.16  新設原子力発電所の 2015 年及び 2030 年の国別建設費及び運転費の予測  
(出典：OECD/IEA2008) 
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第 4 章 CO2 分離回収発電プラントシステムの基本検討 

 

第 1 章に述べたように CO2 排出量削減は人類の喫緊の課題である。基本的な削減対策

は、①高効率化等による省エネルギー、②再生可能エネルギー利用の拡大、③原子力発電

の増加等による化石燃料使用量の削減であるが、①については例えば燃料電池発電等次世

代発電技術の開発が進められ、②については例えば太陽光発電等が実用化されているが地

球規模的実用化にはまだ時日が必要である。原子力もエネルギー資源量は有限であり、安

全や保安上世界的な普及には課題が残っている。ここにおいて、現在我が国の全 CO2 排出

量の 30％強を占める火力発電所から大気に放出されている CO2 の回収貯留は、抜本的な

CO2 放出量削減対策として注目されている。 

発電所等固定排出源で発生する CO2 の回収貯留技術はすでに実用段階に近いが、本格

的実用化には、CO2 回収・輸送・貯留のそれぞれの過程において改善や検証が必要である。

まず CO2 の回収についてであるが、例えば現在実用化が進められている発電プラント排ガ

スからの化学吸収分離回収方式では、大型化学プラントを必要としコストや発電所スペー

スの観点において課題があるだけではなく、発電電力量の 25～30％のエネルギーが消費さ

れ、大量の化学吸収材や用水も必要になるなど、エネルギーの有効利用や経済性の観点で

改善されなければならない課題が残っている。輸送についても貯留地の条件に適合した合

理的安全な輸送法の確立が必要であり、貯留についてはすでに膨大な貯留容量のあること

が推定されているが、その容量の確認や気密性の確認が必要である。特に我が国は海洋隔

離技術の確立が必要であろうと思われる。このように未解決・未確認の幾つかの課題が残

っているものの、発電プラント等固定排出源からの CO2 は 90％以上の高効率回収が可能

であり非常に効果的な大気放出量削減対策であることから、少なくとも再生可能エネルギ

ー技術等の地球規模的普及による化石燃料消費量の大幅削減が可能になるまでは不可欠な

CO2 削減対策であろうと思われる。 

本章では、現在 CO2 分離回収貯留技術の最大の課題とされる“発電プラント放出 CO2

の合理的回収法の開発”に焦点を絞り、“発電プロセス”と“CO2 回収プロセス”の有機

的インテグレーションによる CO2 回収プロセスの合理化による消費エネルギーの大幅削

減による送電端効率低下の防止、化学吸収分離プロセスの廃止による吸収材や用水の無用

化、CO2 回収設備の大幅合理化によるコスト低減・省スペースを検討した。検討の対象と

しては、これからの化石燃料は天然ガスと石炭であり、前者はガスタービン複合発電の燃

料として、後者は超超臨界圧コンベンショナル火力発電および石炭ガス化複合発電 
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(IGCC) の燃料として使用されるので、これらの発電プラントを対象に合理的 CO2 回収発

電プラントシステムを検討した。時期的には開発要素・確認要素の少ない天然ガス火力発

電プラントへの CCS 適用が先行するものと思われる。 

検討の基本的な結論は下記のとおりであり、次ステップ調査研究において具体的なプ

ラントシステムに基づく具体的定量評価が必要である。 

(1) CO2 回収天然ガス火力発電プラント 

新設プラントの場合： 

① 酸素燃焼＋蒸気再循環＋水蒸気凝縮分離 MFTC (Mixed Fluid Turbine Cycle、表 4.1 シ

ステム：天燃ガス－3) 

が最も合理的である。従来型 GT 複合発電プラントでは不可欠であった蒸気タービン

サイクルが不要になるので建設費増加は僅少または減少が可能であり、サイクル流

体の高圧化 (蒸気タービンサイクルと同等) 多段化・高温化 (ガスタービンと同等) 

が容易で HRSG 排ガス損失も無くなるので (図 4.1.1 の例参照)、送電端効率の低下は

僅少または改善が可能である。 

既設プラントの場合： 

①.酸素燃焼＋排ガス再循環＋水蒸気凝縮分離 GTCC（表 4.1 システム：天然ガス－2) 

② 空気燃焼＋化学吸収分離 GTCC  (表 4.1 システム：天然ガス－1) 

への改造で対応することができる。 

(2) CO2 回収石炭火力発電プラント 

石炭火力発電においては、従来型石炭火力プラントの蒸気条件の一層の向上 (例えば、

30MPa×700℃)により IGCC と同等 (50％以上) の効率が得られる可能性があるので、

両プラント形式について検討した。 

従来型石炭火力発電プラント新設/既設プラントの場合： 

① 酸素燃焼＋排ガス再循環＋水蒸気凝縮分離方式超超臨界圧プラント（表 4.2 システ

ム：石炭－2) 

備考：空気中の窒素量またはそれ以下に相当するガス再循環が必要である。 

② 空気燃焼＋化学吸収分離方式（付表 4.2 システム：石炭－１) 

ガス化複合発電の場合： 

①.酸素吹きガス化+酸素燃焼＋蒸気再循環＋水蒸気凝縮分離方式（付表 4.2 システム：

石炭－6) が推奨される。その他、以下のシステムの適用が可能である。 
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② 酸素吹きガス化+酸素燃焼＋排ガス再循環＋水蒸気凝縮分離方式（付表 4.2 システ

ム：石炭－5) 

③ 酸素吹きガス化+化学吸収分離(or 膜分離)CO2 回収＋水素燃焼方式（“FutureGen"方式、

付表 4.2 システム：石炭－4) 

④.空気吹きガス化+空気燃焼＋化学吸収分離方式（付表 4.2 システム：石炭－3) 

備考：ガスタービンの空気比は 2.5～3 (ボイラでは 1.05～1.2) で排ガス量が多いので、

空気燃焼排ガスからの化学吸収法による CO2 回収は設備の大型化、動力・熱等の

エネルギーの増大や吸収材の増加を伴い不利である。 

表 4.0 は基本的 CO2 分離回収発電システムの基本事項の比較を示す。 

 

表 4.0 基本的 CO2 分離回収発電システムの基本事項の比較 

燃料 天然ガス 石炭 

発電プラン

トシステム 

ガスタービン複合発

電プラント(GTCC) 

コンベンショナル 

(ボイラ蒸気タービン)発

電プラント(USC) 

石炭ガス化複合発電プ

ラント(IGCC) 

CO2 回収を

しない場合

の発電効率 

60％(現在)－65％(近

未来) 

効率はすべて送電端

LHV 基準 

46％(現在)－50％(近未来) 42％(現在)－52％(近未

来) 

同上単位発

電量当たり

の CO2 発生

量(相対比較) 

0.42-0.39 kg/kWh 

(45％) 

0.9-0.85 kg/kW h 

(100％) 

1.0-0.81 kg/kWh 

(95％) 

 

酸化剤 酸素 空気 酸素 酸素 

CO2 分離技

術 

①燃焼後分離回収 

②排ガス水蒸気の冷

却凝縮分離 

①同左 

②排ガスの

化学吸収分

離 

①同左 

②排ガス水

蒸気の冷却

凝縮分離 

①同左 

②排ガス

水蒸気の

冷却凝縮

分離 

①燃焼前

分離 

②燃料ガ

スからの

化学吸収

分離 

技術難度 相対的に容易 同左 同左 同左 難度高い 
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燃料 天然ガス 石炭 

基本的な開

発課題 

(1) HRSG の排ガス

負圧設計 

但し、MFT の高圧化

または高圧・低圧分

割により大気圧凝縮

設計も可能である。

(2) 従来型 GT 複合

発電方式のように

GT 及び ST 設置の場

合、開発要素は少な

い。 

(3) MFT 方式(GT/ST

一体タービン)の場

合 MFT の実証が必

要である。 

(2) ASU が必要であ

り、その消費動力が

大きい。 

(1) 特に困

難な開発要

素はない。

但し、燃焼

排ガスから

の CO2 化学

吸収分離設

備の大型

化、ユティ

リティ(化

学吸収材、

消費動力、

熱及び用水

等)の増加

が大きく送

電端効率が

低下する。

(1) 酸素燃

焼ボイラの

開発 

排ガス再循

環送風機の

大型化及び

その消費動

力が増大す

る。 

(2) ASU が

必要であ

り、その消

費動力が大

きい。 

(1) 石炭

ガス化炉

及び精製

装置の信

頼性向上、

消費動力

低減の課

題が天然

ガス複合

発電方式

の場合に

付加され

る。 

(1) 

CO2/H2 膜

分離装置

および CO

変成器等

の開発信

頼性向上、

消費動力

低減等の

課題が左

記の場合

に付加さ

れる。 

 

4．1 CO2 分離回収天然ガス火力発電プラントシステム 

表 4.1 に天然ガスを燃料とする発電プラントシステムの特徴と概念を示す。燃料電池

を適用する場合においてもガスタービンの高効率化に相当しシステムの基本は同じである。 

(1) CO2 回収天然ガス火力発電システム－1 

従来型天然ガス燃焼ガスタービン複合発電プラントにおいて、排熱回収ボイラ(HRSG)

出口側に化学吸収方式 CO2 分離回収装置を設置し、排ガス中の CO2 を分離回収するシス

テムを示す。 

(2) CO2 回収天然ガス火力発電システム－2 

天然ガス酸素燃焼ガスタービン複合発電プラントにおいて、排ガスを圧縮機により昇

圧し燃焼器へ再循環し、発生蒸気は従来型複合発電方式と同様にボトミングサイクルを構

成する蒸気タービンに供給され発電機を駆動するシステムを示す。 
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CO2 は HRSG 出口排ガスの冷却により水蒸気を凝縮分離して回収する。 

(3) CO2 回収天然ガス火力発電システム－3 

天然ガス酸素燃焼ガスタービンにおいて、ガスタービン燃焼器出口温度制御兼タービン

駆動流体として排熱回収ボイラ発生蒸気を燃焼器に投入し、蒸気及び燃焼ガスを駆動流体

とする混合流体タービン (MFT：Mixed Fluid Turbine) 方式とし、別設置の蒸気タービンを

不要とする MFT システムを示す。CO2 は HRSG 出口排ガスの冷却により水蒸気を凝縮分

離し回収する。回収水の一部が給水ポンプにより昇圧され HRSG の給水として再循環する。 

本システムではボトミングサイクル (蒸気タービン) が不要であるため、システムが大幅

に簡素化される。サイクル流体の高圧高温化が容易である。 

図 4.1.1 は天然ガスシステム－3 の一例であるが、高圧化して高温再燃方式を適用した

例 (日本国公開特許 2002-138803) である。高圧高温(例えば 25MPa × 600℃) HRSG 設置し、

その発生蒸気で高圧高温蒸気タービン駆動し、その排気を中圧 MFT 入口に設置された天

然ガス酸素燃焼器に導入して所定の高温度流体 (例えば 1500℃) となし中圧 MFT を駆動

し、中圧 MFT 出口排気を HRSG に導入し前記高圧高温蒸気を発生する。HRSG 出口排気

は低圧 MFT に導入され追加的発電を行った後、低圧低温流体となって復水器に導入され

る。復水器で水蒸気は凝縮し CO2 が分離回収される。 

基本的特徴は、CO2 分離回収の観点では特別な分離回収設備を必要としないこと、すなわ

ち従来型復水器で CO2 分離が可能であること、したがって CO2 分離のための設備及びユ

ティリティ(動力、吸収材、水処理等) が必要でないこと、効率の観点からは端的言えば

HRSG に相当する熱交換器は設置するが排ガス損失がないこと、高圧タービンの作動流体

が水であることから、燃料の液化天然ガス及び液体酸素のポンピングによる昇圧が容易で

あり、ボイラがなくガスタービン燃焼器類似の燃焼器により作動流体の高温化が容易であ

り、すなわちサイクル流体の高圧高温化が容易であり補機の消費動力が少ない、したがっ

てサイクルの高圧高温化及び多段化が容易であり、従来のボイラによりサイクル流体温度

が制限されるランキンサイクル方式や空気圧縮機によりサイクル流体圧力が制限されるブ

レイトンサイクル及びその組合せで構成されるコンバインドサイクルより高い効率を得る

ことが可能である。すなわち換言すれば、従来のガスタービン複合発電方式に比べると、

空気圧縮機が不要でポンプによる昇圧であることによりサイクル流体の高圧化・多段再燃

化が容易であり、燃料あたりのサイクル流体量の減少による復水器損失の低減が可能であ

る。また排ガス損失はない。このように従来型ガスタービン複合方式に比較しても同等ま

たはそれ以上の高効率達成の可能性を有している。 
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図 4.1.1 天然ガスシステム－3 の一例：高圧トッピング蒸気タービン適用の例 
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4．2 CO2 分離回収石炭火力発電プラントシステム 

表 4.2 に石炭を燃料とする CO2 分離回収発電プラントシステムの特徴と概念を示す。

石炭を燃料とする場合は以下の基本的プラントシステムが考えられる。 

(1) 石炭火力発電システム－１：従来型石炭火力発電プラントへの CCS の適用 

従来型ボイラ－蒸気タービンプラントに化学吸収式 CO2 分離回収装置を設置するプラ

ントシステムであり、所要スペースがあれば既設プラントへの適用が考えられる。 

(2) 石炭火力発電システム－2：酸素燃焼石炭火力発電プラントへの CCS の適用 

燃焼空気の代わりに酸素を使用し、ボイラ出口ガスをガス再循環送風機によりボイラ

火炉へ再循環する。ボイラ出口に設置した排ガス凝縮器(復水器)により排ガス中の蒸気を

冷却凝縮させ CO2 を分離回収する方式である。酸素燃焼ボイラ及び既設空気燃焼ボイラの

酸素燃焼への改造ボイラへの適用が考えられる。 

(3) 石炭火力発電システム－3：空気燃焼 IGCC 方式への CCS の適用 

石炭をガス化しガスタービン複合発電を行い、HRSG 出口に化学吸収式 CO2 分離回収

装置を設置したシステムである。空気吹き IGCC プラントへの適用が考えられる。 

(4) 石炭火力発電システム－4：水素燃焼 IGCC 方式への CCS の適用 

上記の石炭火力発電システム－3 において合成ガスの CO を H2 及び CO2 に変成し燃焼

前に化学吸収式分離回収装置により CO2 を分離し、水素を空気燃焼 IGCC の燃料とするシ

ステムである。“FutureGen”のオリジナル方式である。 

(5) 石炭火力発電システム－5：酸素燃焼 IGCC 方式への CCS の適用 

上記の石炭火力発電システム－3 において酸素吹き石炭ガス化を行い、IGCC ガスター

ビン酸化剤として酸素を用い、排ガス凝縮器において水蒸気の凝縮分離により CO2 を分離

回収する方式である。HRSG 出口燃焼ガスをガスタービン圧縮機入口に再循環しガスター

ビン入口燃焼温度制御を行う。 

(6) 石炭火力発電システム－：酸素燃焼 MFT サイクルへの CCS の適用 

上記の石炭火力発電システム－3 において酸素吹き石炭ガス化を行い、ガスタービン

(Mixed Fluid Turbine：MFT) の燃料酸化剤として空気の代わりに酸素を用い、排ガス凝縮

器において水蒸気の凝縮分離により CO2 を分離回収する方式である。ガスタービン(MFT)

入口燃焼温度制御は HRSG で発生した蒸気の燃焼器への再循環により行うので、ガスター

ビン駆動流体は蒸気濃度の高い CO2 との混合流体(Mixed Fluid) でありガスタービンはガ
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スタービンと蒸気タービンが一体となった MFT となり、別置きの蒸気タービンは不要と

なりシンプルな発電設備となる。 

表 4.1 に天然ガス燃焼 CO2 分離回収発電プラントの基本システムに関する特徴比較及

び表 4.2 に石炭燃焼 CO2 分離回収発電プラントの基本システムに関する特徴比較を示

す。 
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補足：米国エネルギー省及び電力研究所の見解 

 

本調査研究の一環として米国エネルギー省 (U.S. Department of Energy：U.S.DOE) 及び

電力研究所 (Electric Research Institute：EPRI) を訪問し U.S.DOE 訪問調査においては

U.S.DOE が開発を進めている“FutureGen" プロジェクトに関する情報の入手を行うととも

に、“FutureGen"のシステム及び本調査研究における推奨システム (天然ガス－3、石炭－6）

について意見交換を行った。 

結論として、 

①“FutureGen"プロジェクトのシステムは水素製造も目的にしたシステムであり、CO2 回

収発電プラントとしては必ずしも合理的ではない。今秋見直しが行われる可能性がある。 

②“FutureGen"プロジェクトの一環で本調査研究における推奨システムと類似なシステム

を提案してきた企業があったので DOE のコントラクターとして開発を支援している。 

MFT (CO2 蒸気混合タービン：Mixed Fluid Turbine) は Siemens 社が開発を進めている。

また排ガス復水器は(株) 日立製作所が開発している。 

③ 推奨システムについては ASME への論文投稿及び特許の有効期間延長 (間もなく有効

期限となるので対策を検討することが好ましい(助言)。   

ということであった。DOE の“FutureGen" プロジェクトへの JCI システムの採用が期待さ

れる。 

 

EPRI 訪問では、“FutureGen"プロジェクトに限定せず“CO2 削減対策”について米国電力

産業の研究機関としての考えを聴取した。 

また、発電プラント排出 CO2 の回収方式については、 

① 酸素燃焼排ガス冷却による CO2 回収方式 

② 空気燃焼排ガスからの化学吸収法による CO2 回収方式 

について EPRI 見解を求めた。近く回答される予定である。 

 

なお、その他の情報については巻末に添付の「国エネルギー省及び電力技術研究所訪問メ

モ」に記した。 

 



表 4.1 天然ガス燃焼 CO2 分離回収発電プラントの基本システムと特徴 
燃料とシステム 設備の基本的特徴 システム概念 
 
 
 
 
 
 
天然ガス－1 
空気燃焼 GTCC 
(Conventional) 

 
 
1. システム：従来型ガスター

ビン複合システム(GTCC) 
2. 燃焼用流体：空気 
3. CO2 分離：HRSG 出口燃焼

排ガスからの化学吸収分離

4. CO2 分離装置：大型化 (GT
空気比が 2.5～3 でありガス

量大である) 
5. CO2 分離動力：大きい(分離

装置用ポンプ等) 
6.CO2 吸収分離液：必要 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
天然ガス－2 
酸素燃焼 GTCC 

 
 
1.システム：従来型 GTCC に

近い 
2. 燃焼用流体：酸素 
3. CO2 分離：HRSG 出口燃焼

排ガスの水蒸気凝縮分離に

よる CO2 分離(設備が単純)
4. CO2 吸収液：不要 
5. CO2 分離装置：復水器、小

型化(ガス量小、10 分の 1
以下) 

6. CO2 分離動力：小さい (復
水器に類似) 

7. ASU が必要 
8. 再循環ブロワー動力大 
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燃料とシステム 設備の基本的特徴 システム概念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天然ガス－3 
酸素燃焼 MFTC 
 
 
MFTC： Mixed 
Fluid Turbine 
Cycle 
 

 
1. システム： GT のシンプル

サイクルに近い 
2. 燃焼流体：酸素 
3. CO2 分離：HRSG 出口燃焼

排ガスからの水蒸気凝縮分

離(設備が単純) 
4. CO2 吸収液：不要 
5. CO2 分離装置：復水器、小

型化(ガス量小、GTCC の 10
分の 1 以下) 

6. CO2 分離動力：小さい (復
水器に類似) 

7. ASU が必要 
8. MFT適用により蒸気タービ

ン不要(GT/ST の一体化) 
9. 燃料(LNG)及び酸化剤(液

体酸素)の昇圧動力が少な

い。 
10. LNG および ASU 出口流体

の ASU および CO2 液化へ

の有効利用。 
11. 復水器圧力は負圧とし効

率向上、ただし従来型復水

器(5kPa)に比べれば高いの

でコンパクト化可能。 
12. 作動流体量は従来型蒸気

タービンプラントに比べ類

似(大幅増加はない)。 
13. 高圧高温多段化により高

効率が得られる。 
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表 4.2 石炭燃焼 CO2 分離回収発電プラントの基本システムと特徴 

燃料とシステム 設備の基本的特徴 システム概念 
 
 
 
 
 
 
石炭－１ 
空気燃焼ボイラ 
Conventional 

 
 
1.システム：従来型ボイラプラ

ント 
2. 燃焼流体：空気 
3. CO2 分離：ボイラ出口燃焼排

ガスからの化学吸収分離 
4. CO2 分離装置：大型化(ガス量

大) 
5. CO2 分離動力：大きい(分離装

置用補記機類) 
6. CO2 吸収分離液が必要(多量)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
石炭－2 
酸素燃焼ボイラ 

 
 
1. システム：酸素燃焼ボイラ、

燃焼ガス再循環（ブロワー動

力大） 
2. 燃焼用流体：酸素 
3. CO2 分離：ボイラ出口燃焼排

ガスの水蒸気凝縮分離 
4. CO2 分離装置：コンパクト(ガ
ス量少) 

5. CO2 分離動力：小(復水器に類

似) 
6. CO2 吸収分離液が不要 
7. ASU 及び動力が必要 
8. ガス再循環ブロワーが必要 
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燃料とシステム 設備の基本的特徴 システム概念 
 
 
 
 
 
 
 
石炭－3 
空気吹き IGCC 

 
1. システム：空気吹き IGCC 
2. ガス化炉酸化剤：空気 
3. 燃焼用流体：空気 
4. CO2 分離：HRSG 出口燃焼排

ガスからの化学吸収分離 
5. CO2 分離装置：大型化(空気

比大、ガス量大) 
6. CO2 分離動力：大きい(分離

装置用補機等) 
7. CO2 吸収分離液が必要(多量)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
石炭－4 
酸素吹き水素の

空気燃焼 IGCC 
 
“FutureGen”方式 

 
1. システム：酸素吹き IGCC 
2. ガス化炉酸化剤：酸素 
3. 燃焼流体：空気 
4. CO2 分離：ガス化ガスをシフ

ト反応により CO2 に転換し

化学吸収(将来膜)分離 
5. CO2 分離装置：圧力損失大？

6. CO2 分離動力：圧力損失大→
動力大 

7. ASU及び動力が必要, 低コス

トCOシフトコンバータ及び

CO2(膜)分離装置の開発が必

要 
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システム概念 燃料とシステム 設備の基本的特徴 
 
 
 
 
 
 
石炭－5 
酸素吹き酸素燃

焼 IGCC 
 
 
 
 
 
 

 
1. システム：酸素吹き MTC 
2. ガス化炉酸化剤：酸素 
3. 燃焼流体：酸素 
4. HRSG 排ガスの燃焼器投入 
5. CO2 分離：HRSG 排ガス水蒸

気の凝縮による CO2 分離 
6. CO2 分離装置：復水器に類似

7. CO2 分離動力：小 
8. CO のシフトコンバータ及び

CO2 膜分離装置が不要 
9. ブロワー(圧縮機動力大) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
石炭－6 
酸素吹き酸素燃

焼 MFTC 方式 
 
MFTC: Mixed 
Fluid Turbine 
Cycle(混合流体

サイクル) 
 
 
 
 
 

 
1. システム：酸素吹き MFTC
適用によるシステムの大幅

シンプル化 
2. ガス化炉酸化剤：酸素 
3. 燃焼流体：酸素 
4. HRSG 発生蒸気の燃焼器投入

5. 蒸気タービン不要 6. CO2 分

離：HRSG 排ガス水蒸気の凝

縮による CO2 分離 
7. CO2 分離装置：復水器に類似

8. CO2 分離動力：小 
9. CO のシフトコンバータ及び

CO2 膜分離装置が不要 
10. 凝縮器の負圧運転による高

効率達成、但し従来型復水器

(500kPa)より高圧コンパクト

11. ASU 出口流体の冷熱の有効

利用 
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第 5 章 結 言－CO2 分離回収火力発電プラント開発に関する提言－ 

 

5．1  CO2 回収火力発電プラント開発の必要性について 

地球温暖化の主要原因である大気圏の CO2 濃度は、産業革命以降急速に増加して

いるが、これからは開発途上国の経済発展にも伴って一層増加し地球温暖化が加速す

ることが懸念されている。人類は省エネルギーへの努力と再生可能エネルギー利用技

術の改良開発に努めそれを地球規模的に普及させる化石燃料消費量の削減に努めるこ

とが重要であるが、少なくともそれまでは石炭及び天然ガスを燃料とする火力発電の

需要増加は避けられない。  

我が国では全 CO2 排出量の 3 割強が火力発電により発生しており、今後開発途上

国等においては火力発電の急速な増加が予想されていることから、火力発電により発

生する CO2 の削減は重要な課題である。また車両等の移動排出源に比べれば削減対策

は容易である。また、我が国は革新的な技術開発により 2050 年までに CO2 等の地球

温室効果ガス排出量を現在の 2 分の 1 に削減することを提唱している。  

効率改善等の効果は数％の削減効果であることに比べ、発電所における CO2 回収

は 90％以上の高率回収が可能であると考えられその効果は絶大であり、少なくとも再

生可能エネルギーが化石燃料に取って代わるまでは必要な技術であり、CO2 回収貯留

技術(Carbon Capture and Storage：CCS) は、今後の火力発電プラント建設に際し地球環

境保全の観点から義務付けられる可能性がある。このような動向を背景に米欧では

CCS 実用化開発が強力に推進されている。  

CCS 技術は、我が国は我が国の CO2 排出量削減対策として必要であるとともに、

我が国の重要産業である火力発電プラントの輸出産業発展の観点において不可欠な技

術になる可能性があり開発を急がねばならないと思われる。  

CCS 技術は CO2 回収、貯留池への輸送及び貯留の過程があり、いずれのプロセス

において改良開発や検証による効果確認が必要であるが、中でも CO2 回収のため大規

模設備費の改善の他に発電電力量の 1/4～1/3 にも及ぶ電力・エネルギー消費量の低減

が重要な課題になっている。したがって、特に我が国は CO2 回収設備の合理化と回収

のためのエネルギー消費量を低減した CO2 回収と発電の機能を合理的にインテグレー

トした CO2 回収機能付き発電プラントの開発を目指さなければならない。これにより

我が国は京都議定書等による地球温暖化問題による拘束から解放され、CO2 排出権購

入のような我が国の経済産業発展への障害を除くことが可能になるものと思われる。  
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5．2 CO2 回収火力発電プラントシステムについて  

CO2 回収を行う発電プラントには幾つかのシステムが考えられる。 も単純な考え

に基づくシステムは、発電プラント排ガスからの CO2 を化学吸収法により分離回収す

る設備を設置するものであるが、これでは大型分離回収設備のみならず大量のエネル

ギー(電力及び熱)が必要で前述のように送電端効率が 1/4～1/3 低下し、省エネルギーの

観点において不合理である。その合理的な解決法は、“発電”と“CO2 回収”の両機能

の調和とそのための設備の合理的なインテグレーションであり、設備費とエネルギー

消費量の大幅低減を図ることが可能である。  

第 4 章に述べたように発電プラントの条件に応じたシステムを適用することが基

本であるが、特に新設発電プラントにおいては、以下の 3 点の基本的特徴を持つ発電

プラントシステムが設備費及びプラント性能の観点から も合理的である。  

①酸素燃焼排ガスの冷却による水蒸気の凝縮分離による CO2 の分離  

→分離回収設備の大幅コスト低減とエネルギー(動力及び熱)消費量の大幅低減  

②蒸気-CO2 混合流体駆動タービン(MFT：Mixed Fluid Turbine) の適用による蒸気ター

ビンサイクル(ボトミングサイクル)の廃止  

→発電設備のコスト低減  

③ボイラ不要(燃焼器が代替する)によるサイクルの高温高圧化(多段化) 

→高効率化および排ガス損失の減少  

これにより、CCS 機能追加による CO2 回収発電プラントの設備費増加の抑制(ないし

は改善)と送電端効率低下の防止(ないしは改善)が可能である。  

その実用化において世界に先行することは地球環境保全への我が国の貢献を示すこと

になるとともに我が国の重電プラント産業の発展大きく寄与することが期待される。

次ステップの具体的な調査開発研究への迅速な進展が待たれる。  

 

以下に新設プラントへの推奨発電プラントシステムを示す。  
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天然ガス燃焼 CO2 回収発電プランントシステム  
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石炭燃焼 CO2 回収発電プランントシステム  
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添付  平成 21 年 3 月 6 日  

 

米国エネルギー省及び米国電力研究所訪問調査報告書  

 

本調査研究推進責任者  久留正敏  
(社 )日本プラント協会   

  

1．調査訪問先及び日程  

平成 20 年度日機連委託事業「CO2 分離回収発電システム開発促進のための市場性の調

査研究」の一環として、  

(1)米国エネルギー省クリーンエネルギーシステム局  (Department of Energy, Office of Clean 

Energy Systems) 及び   

(2)米国電力研究所  (Electric Power Research Institute, Washington Office)  を訪問し、  

①  米国 DOE が推進している“FutureGen”プロジェクトの要点及び進捗状況等の調査、及び  

②  日機連委託事業の主題である「CO2 無排出型発電プラントシステム」に関連する討議を

行った。以下に概要を記す。  

1.1 打合せ日時及び面談者  

本調査には本調査研究委員会委員長の九州大学大学院工学研究院機械科学部門高田教

授に同行頂き支援頂いた。  

日 時  訪 問 先 及 び 面 談 者  

3 月 5 日  

10:00-12:00 

訪問先  ：米国エネルギー省クリーンエネルギーシステム局   

(Department of Energy, Office of Clean Energy Systems) 

面談者  ：Joseph Giove Ⅲ：Senior Program Manager 

        Peter L. Rozelle Ph.D.：Program Manager, Turbines 

議題  ：U.S. DOE “FutureGen”プロジェクトの進捗状況  

3 月 5 日  

15:00-17:00 

訪問先  ：米国電力研究所  (Electric Power Research Institute) 

面談者  ：Revice Jamews:Director, Energy Technology Assessment Center 

議題  ：EPRI の「CO2 削減対策」  

(社 )日本プラント協会出席者  

久留正敏：本調査研究の推進責任者、 (社 )日本プラント協会、技術室部長  

高田保之：本調査研究の委員会委員長、九州大学大学院工学研究院  機械科学部門教授  
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2．米国エネルギー省クリーンエネルギーシステム局面談概要  

2.1 聴取事項  

(1) “FutureGen”プロジェクトの方針変更  

DOE は必要予算の膨張  (当初の予算 US＄10 (13)億ドル→18 億ドル規模が必要になる

こと )、プロジェクトの多様なニーズの考慮  (単一システム開発→ 複数システムの迅速

な商用化を指向 )、早期普及  (発電プラントシステムは過去 5 年間の成果を反映した実

証機とし、水素燃焼 IGCC に拘らない ) 及びその他のプロジェクト推進環境の変化を

考慮し、当初の“FutureGen”プロジェクトの基本方針「水素製造・水素燃焼 275MW 出

力 CCS 機能付き IGCC プラントの開発」を、2008 年に「複数の CCS 機能付き商用実

証プラントの建設」に方針変更した。  

(2) “FutureGen”プロジェクト方針変更後の基本的な方針  

(2.1) 出力 300MW 以上の複数  (2 ないし 4 基 ) の CCS 機能付き実証プラントを建設する。

DOE は CCS の技術開発と費用負担  (2007－2020 年総計 US$1.3billon) を行い、発電プ

ラントは民間が開発建設する。  

2009 年度の先進石炭技術開発の予算は US$648million で、内 US$407million が石炭ガス

化炉、ガスタービン、既設石炭火力プランント革新技術及び大規模 CCS 注入技術の開

発へ、US$241million を石炭火力向け低コスト CCS 技術の実証に充てられる (内

US$156million が“FutureGen”プロジェクトへ、US$85million が“Clean Coal Initiative へ

充てられる )。  

DOE はプロジェクト総費用の 50％、または CCS 及びその関連費用の合計の少ない方

を負担する。  

発電プラントのリスク負担のため tax credit 等の優遇策を講ずる。CO2 回収率 81％以上

(目標 90％以上 )を達成可能であればプラント形式は IGCC に拘らない  (酸素燃焼ボイ

ラ、空気燃焼ボイラ等も対象になる )。  

(2.2) その他要求される条件は以下の通りである。  

①  CO2 の貯留を含め米国内に建設されること。  

②  燃料の 75％以上が米国産であること。  

③  出力の 50％以上が電力であること。  

④  年間 100 万トン以上の CO2 を含塩層に貯留すること。  

⑤  その他下記の排出規制を守ること。  

 ・水銀捕集率  ≧  90％  
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 ・硫黄捕集率  ≧  99％、または含有率  ≦  0.04 lbs/MM Btu の低硫黄含有石炭を使用す

ること。  

 ・NOx 排出量≦  0.05 lbs/MM Btu 

 ・微粒煤塵    ≦  0.005 lbs/MM Btu 

⑥発電プラントの出力制限  

 ・ガス化発電プラントの場合：総発電出力≧  300MW、正味出力≧  250MW、  

送電端出力≧  200MW 

 ・ガス化発電でない場合  ：商用的適正出力  

⑦運転開始期限及び期間  

 ・運転開始期限  ：2015 年 12 月 31 日  

 ・実証運転期間  ：3-5 年、更に 2 年の MMV 期間  

⑧プロジェクト日程  

 ・ 終 FOA 発行  ：  2008 年 6 月 24 日  

 ・応募期限  ：  2008 年 10 月 8 日  

 ・プロジェクト選考発表  ：2008 年 12 月  

 ・プロジェクト決定  ：2009 年 12 月  

 ・環境影響調査  ：2009 年 2 月－2011 年 1 月  

 ・プラント建設  ：2012－2015 年  

・実証運転完了  ：2020 

(2.3) 発電プラントは公募し現在プロポーザルの審査を行っている。今年中に発注先を決定

する。  

応募者の条件は米国企業、米国に工場を有する外国企業も可。  

(2.4) DOE は引き続き“FutureGen”の原計画の“水素製造・水素燃焼 IGCC プラント”の性能

向上・コスト低減のための研究開発を続けるが、10 月にオバマ大統領及び DOE 長官

によりその後の方針が決定される。ここで開発対象システムが JCI 提案のシステムに

変更になる可能性がある。  

システムのシミュレーション (性能評価研究、ASPEN 社の GC tool を使用 )、酸素分離

動力低減技術 (膜分離技術 )、低コストシフトコンバータ及び水素分離技術 (膜分離技

術 )の開発を推進している。  

(2.5) 回収 CO2 のリザーバー地点の容量の信頼性についてはすべてを計測し確認したわけ

ではないが、米国及びカナダの北米のデータの信頼性は高い、関連情報は
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WW.CO2Atlas.com に掲載されている。  

(2.6) 米国では発電には石炭を使用し、天然ガスは原則家庭・工場用等に使用し発電には使

用しない。 (→CCS 機能保有石炭火力発電技術が実用化されれば、天然ガス燃焼複合

発電プラント建設は激減することが予想される) 

2.2 JCI からの説明・提案の要旨  

(1) 日本には化石燃料資源がないので、太陽電池等再生可能エネルギー利用技術の開発に

力を入れているが、再生可能エネルギーで化石燃料を代替できるようになるまでには日

時が必要であり、その間は発電所から排出される CO2 を CCS で対処することが不可欠

と認識し、“FutureGen”プロジェクトには強い関心を持っている。日本でも CCS 技術の

開発に取組んでいる。  

(2) 日本の発電事業では天然ガス火力が石炭火力より重要であるので、両燃料について

CCS 機能付き発電プラントシステムの開発が必要と考えている。また天然ガス火力の方

が技術開発が容易であり CO2 同一量の回収費用も大幅に安価と考えている。  

(3) 両燃料について も合理的なシステムを検討したのでコメント頂きたい (付図－１～3)。

システムの基本は、新設プラントにおいては、  

a.「酸素燃焼＋復水器における水蒸気の凝縮分離による CO2 の分離回収」による｢化学

吸収式 CO2 回収設備の廃止｣および  

b. ｢HRSG 発生蒸気の MFT (Mixed Fluid Turbine) 燃焼器への投入による蒸気タービンの

廃止｣である。  

これにより、  

①  設備の大幅な簡素化  (化学吸収式 CO2 回収設備の廃止、蒸気タービンボトミングサ

イクルの廃止 )、  

②  蒸気条件の高圧高温化・多段化による効率向上、  

③  化学吸収材・水の不要化、消費動力の大幅低減、分離用熱消費の無用化  

等により設備コスト及び運転経費を抑制し、従来のコンバインドサイクルと同等以上の

高い効率を得ることができると考えている。  

2.3 ディスカッション  

下記の主要事項について意見交換した。  

(1) “FutureGen”のシステムについて  

JCI：“FutureGen”システムの基本的な問題点は石炭ガス化ガスを水素に転換し GT 燃料

にしていることだと考える。設備が複雑化し性能低下に繋がる。発電プラントとしては
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水素にする必要はない、ガスタービンで CO2 と水蒸気になる。設備が Extravagant であ

る。  

すなわち、ガス化ガスの変成及び燃焼前 CO2 分離回収をしなければ、システムは大幅簡

素化されるから、“FutureGen”設備は発電と水素製造の両用ではなく発電専用の設備に

すべきであると考える。  

基本的に化石燃料から燃料水素を製造するのはほとんど意味がないと考えている。水素

自動車より電気自動車の方がエネルギー効率は高い。水素は再生可能エネルギーまたは

原子力で製造すべきと考えるが、原子力は資源量の問題、安全性および保安の問題があ

るので、再生可能エネルギー技術の開発を重視すべきと考えている。従って水素エネル

ギーは再生可能エネルギー技術に続く二次エネルギーであろうと考えている。  

DOE：米国は石炭資源が豊富であり、石炭を発電用燃料だけでなく自動車用燃料等広範

な用途に使用する考えであるが、自動車等の移動排出源からの CO2 回収は困難であるの

で石炭を水素に変換して利用する。その他水素転換による石炭のクリーンエネルギー化

による利用拡大を重視している。  

(2) JCI 提案のプラントシステムについて  

JCI：3 月末までに上部機関に FS 報告書を提出するが、上記のプラントシステムの開発

を提案する考えである。ご意見を伺いたい。  

DOE：良い案だと思う、10 月に“FutureGen”方式を見直す可能性がある。 本システムに

ついて ASME に論文発表しているか？特許の有効期間が切れるとのことであるが、期限

延長対策を考えるべきである。  

DOE は  “Clean Energy Systems Inc.社”(米国の新規エンジニアリング企業、付図－4 参照 )

が類似な提案をしてきたので“Contractor”として開発を支援している。  

H2O/CO2 混合流体タービン  (Mixed Fluid Turbine) は Siemens 社が開発に取組んでいる。

凝縮器は日立製作所が開発を行っている。  

(3) CO2 貯留池点と量の予測の信頼性について  

JCI：CO2 貯留池点と容量の予測がなされているが不確実性があるのではないか。日本

には貯留容量がほとんどないがどうすべきであろうか。  

DOE：必ずしも計測で確認したデータではないが、米国およびアメリカのデータは信頼

性が高く 1,000 年分以上の貯蔵容量がある。データはwebsite WWW.CO2.COMで見るこ

とができる。日本では海洋隔離も一方法であるが、欧州が海洋隔離には反対している。

燃料輸入船を利用して燃料輸出国へ送還してはどうか  (燃料輸出国には、貯留池、
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EOG/EORへの用途があるのではないか )、米国に持ってきてもよいのではないか。  

(4) CO2 の用途について  

JCI：回収 CO2 は有効利用することが重要と考えている。尿素などに利用できるが排出

量は膨大である。樹脂への利用等も研究中であるが、大量に利用できる分野があるだろ

うか。  

DOE：米国では EOR/EGR 向けに需要がかなりある。その他大量の需要が期待できる分

野は Agriculture の分野であろうと考えている。  

(5) CO2 の輸送方法について  

JCI：CO2 の輸送はどのような手段を考えているか  

DOE：米国では数百マイル以下の陸上輸送であり、超臨界圧流体輸送を考えている。  

(6) 日本における酸素燃焼プラントの実績について  

DOE：日本に酸素燃焼プラントの実績があるか？   

JCI：日本のボイラーメーカ（ IHI）がオーストラリアの Callide 石炭火力発電所の既設

ボイラを酸素燃焼ボイラに改造して秋から実証研究を行う予定である（Callide Oxyfuel 

Project）。情報は Callide Oxyfuel プロジェクトの HP に報告されている。  

2.4 今後の国際協力について  

JCI：地球温暖化問題は米国だけの問題ではなく日本他全世界的な重要問題であり、

“FutureGen”は重要なプロジェクトであると認識し成功を期待している。世界が本プロ

ジェクトに技術及び費用の面で協力すべきであると考えている。JCI で協力できること

は協力したい , そして成果を教示頂きたい。  

DOE：考えたい。  

JCI：日本のメーカが参加できるか。  

DOE：米国に工場または JV があれば参加できる。  

2.5 感想  

上記のとおり DOE には情報提供と率直な意見交換をして頂き誠に有益な調査訪問

ができたものと考えている。間もなく有効期限を迎える弊特許等も十分調査済みであっ

たように思われる。  

大の関心事であった新設プラント対象の「日本型 CO2 分離回収発電システム」につ

いては、すでに当委員会においても第一推奨システムとして了承されているが、米国

DOE からも高い評価を得ているものと考える。米国 DOE も 10 月に行われる“FutureGen”
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の方針見直しにおいて、「JCI 提案の CCS 機能付き発電システム」採用に切り替える可

能性があると考える。  

2.6 提出資料  

(1) “Basic Study of Non-emission Power Plant Systems”, March 3, 2009, JCI M.hisatome 

(2) Technical Report “CO2 Recovery High-efficiency Power Generation Technology”, 

M.Hisatome, Clean Energy, 2002.2 

(3) “Development of Major Equipment for the International Clean Energy Network (WE-NET) 

Using Hydrogen”, M.Hisatome et.al, Mitsubishi Heavy industries Technical Review Vol.35 

No.1 (1998-1) 

(4) United States Patent：  ｢POWER GENERATION SYSTEM｣ (出張前に送付済み )、  

Patent No.：5265410, Date of Patent: Filed: Mar.29, 1991, Date of Patent: Nov.30, 1993  

(5) 日本国特許：「炭酸ガス回収型ガスタービン発電プラント及びその運転方法」 (出張

前に送付済み )、出願日：2000 年 11 月 2 日、公開日：2002 年 5 月 17 日  

2.7 入手資料 (添付 ) 

(1) Clean Energy Systems Ltd., 資料「Power without Pollution」 (同社 HP より ) 

3．米国電力研究所（Electric Power Research Institute：EPRI）面談  

EPRI は電力会社に直結した電力産業技術研究機関であることに鑑み、CCS に限定せず

米国電力産業の視点からの地球温暖化防止対策への取り組みに関し聴取・意見交換した。 

3.1 EPRI 説明要旨  

(1) EPRI は複数の GHG 排出量削減電力技術による 2030 年目標の達成を考えている。  

削減技術  EIA の 2008 年参考値  2030 年達成目標  

①発電効率向上  需要増加～＋1.05％ /年  需要増加～＋0.75％ /年  

②再生可能エネルギー利用拡大  55GWe 100GWe 

③原子力発電の増加  15GWe 64 GWe 

④先進石炭利用発電による効率向

上  

既設プラント：改善無  
 

130 GWe については

1-3％の効率向上  
新設プラント：40％  ～2020 年：46％  

～2030 年：49％  

⑤CCS 無  2020 年以降大幅増加  

⑥電気自動車（Plug-in Hybrid 
Electric Vehicles）  

無  ～2017 年新車の 10％  
～2030 年新車の 33％  

⑦DER (Demand Side Reduction) ベースロードの 0.1%以下 ベースロードの 5% 
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目標達成のための要件：  

①改良型原子力発電、先進石炭利用技術及び CCS 技術が重要である。  

②DER が特に次の 10-15 年までは非常に重要である。  

③2030 年以降は風力及びバイオマス発電が重要になる。  

④技術開発が重要であることは論をまたない。  

開発しなければならない重要技術：  

①CCS 機能付き先進石炭火力プラントの導入  

②効率向上、電気自動車の普及、SDG(Smart Distribution Grid)を利用した DER  

③改良型軽水炉導入増加  

④ATD (Advanced Transmission Grids) を利用した再生可能エネルギーの有効利用  

技術開発への投資効果の予測  

技術開発への投資 US$30Billion dollars に対し  

米国経済の Avoided Cost は US$1,000Billion Dollars が予想される。  

3.2 JCI 説明およびディスカッション  

(1) CCS 技術について  

JCI・質問：DOE の場合と同じ、CCS 技術は再生可能エネルギーが化石燃料を代替できる

ようになるまでは不可欠な技術であると考えている。CCS 技術は大別して基本的に、  

①空気燃焼＋CO2 の化学吸収分離方式  

②酸素燃焼＋排ガス中水蒸気の凝縮による CO2 分離方式  

の 2 方法があるが、新設プラントには②の方法が適切と考えている。EPRI はどのように考

えているか教示頂きたい。  

EPRI：既設石炭火力プラントへの CCS 設置も必要になるが大変である。特に隣接してスペ

ース  (化学吸収法の適用がベースになる ) がない場合、既設プラントの大幅な改造が必要

になる。また、CCS は大量の熱を必要とするので蒸気タービンの改造も必要になる場合が

多く、CCS 設置費用は膨らむ。  

新設プラントにおける CCS 技術適用については追って速やかに回答する（Palo Alto の EPRI

本部で検討している）。  

(2) 分散電源の導入について  

JCI：分散型電源のエネルギー効率は発電プラントの倍に及ぶので熱需要のあるところに発

電設備を設置すること (熱併給分散型電源の建設 )は DER に重要であると考える。参考資料
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－2 はその資料である。  

EPRI：EPRI でも検討している。  

(3) 情報交換について  

JCI：(DOE が石炭利用に拘り過ぎている印象を受けたが ) DOE とは情報交流をしているか。

我々も EPRI 情報には強い関心を持っている。  

EPRI：DOE とは情報交流を行っている。日本では電力中央研究所 /産業技術総合研究所と

情報交流を行っている。  

3.3 感想  

EPRI からも親切な対応をして頂いた。DOE の対応部門が“Office of Fossil Energy”であ

ったので、石炭特に“FutureGen”に関する話題であったが、EPRI で対応して頂いた部門は  

“Energy Technology Assessment Center”であり、CO2 削減目標の達成には基本的に 8 技術分

野に亘る複数技術の開発普及が必要との考えが紹介された。CCS 技術については EPRI も

早期実用化を重要視している。  

3.4 提供した資料  

(1) “Basic Study of Non-emission Power Plant Systems”, March 3, 2009, M.hisatome, JCI 

(2) Technical Report “CO2 Recovery High-efficiency Power Generation Technology”, 

M.Hisatome, クリーンエネルギー2002 年 2 月号  

(3) “Development of Major Equipment for the International Clean Energy Network (WE-NET) 

Using Hydrogen”, M.Hisatome et.al、Mitsubishi Heavy industries Technical Review Vol.35 

No.1 (1998-1) 

3.5 入手資料  

(1) The Electricity Technology Portfolio of the Future、EPRI 
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JCI 提案“Near-Zero Emission Power Plants” 

 

付図－1：JCI 提案  天然ガス燃焼 CO2 回収発電プランントシステム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図－2：JCI 提案  石炭燃焼 CO2 回収発電プランントシステム  
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付図－3：JCI 提案  天然ガス燃焼 CO2 回収発電プラントシステム－3 の適用例：  

高圧トッピング蒸気タービンＭＦＴサイクル  
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1…排熱回収ボイラ 10…発電機 

2…高圧蒸気管 11…復水器 

3…高圧蒸気タービン 12…非凝縮性ガス分離回収装置 

4…中圧 MFT タービン用燃焼器 13…復水回収装置 

5…中圧 MFT タービン 14…給水装置 

6…ガスタービン冷却管 15…給水配管 

7…低圧 MFT タービン入口温度調整燃焼器 18…熱量供給装置 

8…低圧蒸気管 19…酸素製造装置 

9…低圧 MFT タービン  
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付図－4：Clean Energy Systems Ltd.社提案“Low Emission Power Plants” 
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