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[要 約] 

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。さらにこれからは発途上国の経済発展に伴い CO2 排出

量の一層増加が予測されており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では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

出量削減を行うことを提唱している。 

わが国では全 CO2 排出量の 3 割強が発電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が精力的

に推進されている。このような状況において、高効率低コスト CO2 分離回収火力発電プ

ラントの開発は CO2 排出量の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、今後の我が国の発電プラント技術及び市場競合力の向上に大きく貢献することが期待

されるので、世界の CO2 分離回収機能付き火力発電プラントシステム開発の現状及びそ

の市場性を調査し、我が国のニーズに適合する CO2 分離回収型火力発電プラントシステ

ムの基本検討を今後の主要燃料である天然ガス及び石炭の両燃料について実施した。 

まえがき 

(1) 本調査研究の目的 

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

IPCC) 及び国際エネルギー機関 International Energy Agency：IEA) 発行の地球温暖化に関

する 新データ等に基づき、世界の CO2 排出量の推移と地球温暖化の進行、及び今後の

化石燃料消費に伴う大気圏 CO2 濃度及び温暖化進行の予測に関し調査した。 

今後、特に開発途上国の経済発展や人口増加等に伴い CO2 排出量は一層増加すること

が予想され、その抜本的対策として火力発電プラントにおける CO2 の革新的な大気放出

削減対策と考えられる CO2 回収貯留技術(Carbon Capture & Storage：CCS)について、

“FutureGen” プロジェクトを強力に推進している米国エネルギー省 (U. S. Department 

of Energy：DOE ) および米国電力産業の技術開発機関である電力技術研究所 (Electric 

Power Research Institute：EPRI) を訪問し開発状況を調査するとともに、より合理的な

CCS 機能保有火力発電プラントシステムの基本検討を行い DOE と意見交換を実施した。 
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(2) 本調査研究の対象 

CO2 回収型火力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 排出量と地球温暖化の進行に関する調査 

② 我が国の火力発電の動向と CO2 排出量削減関連技術の開発動向に関する調査 

③海外における火力発電の動向と CO2 排出量削減関連技術の開発動向に関する調査 

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 

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開発の必要性及びシステムに関する提言 

(3) 情報の収集 

下記要領で情報を収集した。 

① インターネット及び文献調査等による関連情報の収集 

地球温暖化に関する 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

ルギー資源を燃料とする CO2 分離回収型火力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 及び EPRI 等からの情報入手と意見交換 

関連する研究を実施中の米国エネルギー省 (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 

有識者による「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、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、その効果、開発の必要性及び我

が国のニーズに適合するシステムの基本研究を行った。 

(6) 調査研究日程 
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下記日程で調査・研究を実施した。 

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 

② DOE 及び EPRI 研究所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) 米国エネルギー省及び電力技術研究所訪問調査 

CO2 分離回収型発電プラントの実用化開発研究が も進んでいると思われる米国エネ

ルギー省化石エネルギー局及び電力技術研究所を訪問し、“FutureGen” プロジェクトを

中心に米国における 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。 

この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を受けた。 

第 1 章 総  論 

1.1 CO2 排出量と地球温暖化の進行 

気候変動に関する政府間パネル (IPCC) 及び国際エネルギー機関 (IEA) 等の 新情

報を収集整理して、CO2 (Carbon Dioxides) 排出量及び大気中の CO2 濃度の推移と地球

温暖化現象の進行の関連を分析し、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。 

また特に開発途上国の経済発展に伴う今後の化石燃料消費量及び大気中 CO2 濃度の

増加と温暖化現象の更なる進行の予測及び対策に関する情報を収集整理し、省エネルギー

への努力、再生可能エネルギー有効利用技術の改良普及、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 (CCS) が大気中 CO2 濃度低減による地球温暖化抑止の革新

的な対策になることを確認した。 

1.2 エネルギー資源量とエネルギー消費量予測 

化石燃料資源埋蔵量とエネルギー別の発電電力量の推移と予測を調査した。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ー資源等の

観点からも化石燃料依存のエネルギー供給体制から再生可能エネルギー等の脱化石エネル

ギー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
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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進行の要因になることが懸念される。 

第 2 章 我が国の電力事業の動向 

2.1 我が国の電力産業の動向 

わが国では一次エネルギーの 3 割強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、電力需要の観点においては季節及び時刻変化に伴う気温変

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、特に近年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・開発が進められてきた。 

2.2 我が国の火力発電技術の動向 

火力発電の主要燃料は天然ガスと石炭であるが、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圧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、石炭ガス化複合発電技術及び CCS 技術の実用化

開発が進められている。 

第 3 章 世界の火力発電プラントの動向 

3.1 海外の電力産業の動向 

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伸長する。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 排出量削減の抜本的対

策が必要であり、IEA 等の国際機関により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が強調されてい

る。 

3.2 海外の火力発電技術の動向 

米国ではエネルギー省の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
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ーとする CCS 機能付き IGCC プラントの実用化開発が精力的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

の変成装置や膜分離技術など水素製造技術の改良開発研究も精力的に行われている。 

なお、前政権では石炭中心の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おり、今秋にエネルギー省の地球環境保全重視の観点から発電技術

開発の軌道修正が行われることが予想される。また企業では 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、

50％以上の高効率を目指した CCS 機能付き IGCC、65％を目指す大容量ガスタービン複

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 65％以上の高効率を目指して SOFC 複合発電技術の開発を精力的に

進めている。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。 

第 4 章 CO2 分離回収火力発電プラントシステムの基本検討 

CO2 排出量削減は人類の喫緊の課題になっている。基本的な削減対策としては、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 ESCO のような高効率技術の

適用による無駄の排除が進められ、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、現在我が国では全 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 の回収貯留技術が、

抜本的な CO2 排出量削減対策として重視される。 

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 の回収については、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

の化学吸収分離による回収方式では、発電所に匹敵する大型化学吸収分離設備を必要とし

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(電力・熱)や大量の化学吸収材や用水が必要になるなど、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
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な貯留容量のあることが推定されているがその信頼性や気密性の確認が必要である。 

このように CCS 技術には未解決・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 を 90％以上の高効率で回収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重要な CO2 削減対策であろうと思

われる。 

4.1 CO2 分離回収天然ガス火力発電プラントシステム 

現在 CCS 実用化の観点での 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”の有機的にインテ

グレートして、消費エネルギーの大幅削減、化学吸収分離プロセスの廃止による、CO2 回

収設備の大幅合理化、吸収材や用水の無用化によるコスト低減・省スペースを可能とする

発電―CO2 回収プロセスを明確にした。そしてこれからの主要燃料である天然ガスについ

て、CCS 機能を持つガスタービン複合発電の合理的システムを明瞭にした。天然ガス火力

発電の kWh 当たりの CO2 排出量は USC の約半分であるが、開発・確認要素が少なく安

価であることから CCS の実用化は石炭火力発電に時期的に先行することが予想される。 

4.2 CO2 分離回収石炭火力発電プラントシステム 

石炭については、CCS 機能を持つ超超臨界圧コンベンショナル火力発電(USC)および

石炭ガス化複合発電(IGCC)プラントの合理的システムを検討した。 

補足：米国エネルギー省及び電力研究所の見解 

米国エネルギー省 (U.S.DOE)を訪問し “FutureGen" プロジェクトに関する情報の入

手を行うとともに、“FutureGen"の発電－CCS システム及び本調査研究における JCI 推奨の

発電―CCS システム(天然ガス－3、石炭－6）について意見交換を行い下記の結論を得た。 

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るため、CO2

回収発電プラントとしては必ずしも合理的なものではない。DOE の開発研究方針の見

直しが今秋行われる予定である。 

②“FutureGen"プロジェクトの一環で JCI 推奨システムと類似なシステムを提案してきた

企業があり、DOE はコントラクターとして開発を支援している。 

ということであり、JCI 推奨システムが DOE“FutureGen" プロジェクトに採用される可能

性がある。 

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。 
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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 

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

国等における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 CO2 削減効果は数％のオーダーであることに比べ、CCS 技術は発電

所における発生 CO2 を 90％以上の高率回収が可能でありその効果は絶大である。少な

くとも再生可能エネルギー等が化石燃料に取って代わるまでは必要不可欠な技術であ

り、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

性があり、その市場性は大きい。このような環境保全と市場動向の予測を背景に米欧

では CCS 機能保有発電プラントの実用化開発が強力に推進されている。 

我が国は我が国の CO2 排出量削減が必要であるとともに、火力発電プラントの輸

出は我が国の重要産業であることにも鑑み、重電機器産業の発展の観点からも開発を

急がねばならないと考えられる。なお JCI 推奨システムは特許の有効期限が間もなく

切れるものの米国及び EU において特許登録されたものであり技術的制約はない。 

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。 も一般的考

えに基づくシステムは、発電プラント排ガスからの CO2 の化学吸収法による分離回収

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。 “発電”と“CO2 回収”の両機能の調和とそれらの設備

の合理的にインテグレートしたもので、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。また機器の開発リスクも少ない。JCI 推奨システムは下記の特徴を

有している。 

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 
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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 

上記の合理化により、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と考える。その実用

化において世界に先行することが可能であり、次ステップにおける早急な具体的な調

査研究が待たれる。以下にそれらの基本的な CO2 回収発電プラントシステムを示す。 

 

 

CO2 回収天然ガス燃焼発電プランントシステム(推奨案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 回収石炭燃焼発電プランントシステム(推奨案) 
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天然ガスシステム－3 の適用の例：高圧トッピング蒸気タービン MFT サイクル 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/    

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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