
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火力原子力発電技術協会 

国際シンポジウム報告書 

     （２０１３年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日：２０１３年１１月２６日（火） 

 

 

 

 

 



 2 

１．目的 

火力原子力発電技術協会は、ＶＧＢ Power Tech(欧州大規模発電事業者技術協会)

と平成１８年８月に技術覚書（ＭＯＵ）を締結し、VGB Power Tech と火力原子力発

電技術協会の技術交流会議等を通じ、エネルギー政策、発電プラント運営、設備保

守や新技術に関する共通の関心事項について、毎年情報交換を実施している。今回

は、その活動の一つとして、国際シンポジウムを実施した。 

 

２．日程と会場 

   ２０１３年１１月２６日（火）：国連大学 ウ・タント国際会議場（３階） 

 

３．シンポジウムプログラム 

【基調講演①】：日本におけるエネルギー政策 

 （１）日本におけるエネルギー政策 

山地 憲治：(公財)地球環境産業技術研究機構  

理事・研究所長 東京大学名誉教授 

 

【基調講演②】：欧州におけるエネルギー政策 

 （２）ヨーロッパのエネルギー政策は岐路に立っている？ 

Dr. Francois Giger：Strategy，CCS Coordination GENERATION，  

FOSSIL-FIRED GENERATION AND ENGINEERING, EDF 

 

【パネルディスカッション】 

＜コーディネーター＞  

佐藤 幹夫：（一社）火力原子力発電技術協会 国際交流委員会 欧米部会 部会長 

（一財）電力中央研究所 研究アドバイザー 

＜テーマとパネリスト＞ 

●再生可能エネルギーの大量導入への対応策 

（３）再生可能エネルギー導入のための対策 

Dr. Sauro Pasini：Vice president，Research Technical Area， ENEL 

  （４）日本における再生可能エネルギー大量導入とその影響 

加藤 丈佳：名古屋大学 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 准教授 

 

●火力発電に求められる役割と技術開発 

  （５）火力発電の役割と技術的発展 

Mr. Günter Heimann：Head of Modernisation ＆Efficiency，Vattenfall 

  （６）日本における火力発電の役割と研究と開発 

金子 祥三：東京大学 生産技術研究所 ｴﾈﾙｷﾞｰ工学連携研究ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 
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●火力発電の環境影響低減に向けた更なる取組み 

 （７）火力発電による環境影響低減のさらなる対策 

Mr. Jan Zizka：Head of Coal and Hydro Plants Engineering, CEZ 

   （８）火力発電の環境影響低減に向けた更なる取組み 

     小野田 聡：中部電力㈱ 取締役 専務執行役員 発電本部長 
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４．１ 日本におけるエネルギー政策 

山地憲治：地球環境産業技術研究機構理事・研究所長  

 

(1)エネルギー政策の変化 

日本におけるエネルギー政策の基本的事項として、３Ｅ（エネルギーの安定供給

(Energy Security)、経済性(Economics)、環境性(Environment)）に加えて、＋Ｓ（安

全性(Safety)）がある。 

２０１１年３月１１日の福島原発事故で、状況は大きく変化した。原子力の比率は約

３０％から２～３％に低下し、その大部分を火力で補っている。その結果、化石燃料の

使用量が大きく増加し、２０１０年から２０１２年にかけてＬＮＧで１４００万ｔ（３

３％）増、重油で１０００万ｋｌ（２５５％）増、原油で９９９万ｋｌ（２８３％）増

となった。 

２０３０年の発電種別の発電電力量割合はどうすればよいのか。現在のエネルギー政

策の目標は、再生エネルギーが２０％、原子力が５０％（これは現実的に非常に難しい）、

化石燃料が３０％である。しかし、福島原発事故後で原子力の見込みが難しい中、原子

力分をどのように補っていけばよいのであろうか。 

１つ目は、さらなるエネルギーの節約が挙げられる。具体的には、さらなるエネルギ

ー効率向上と情報通信技術（ＩＣＴ）を使った消費者の行動変革・ビジネス構造変革で

ある。２つ目は再生可能エネルギーの大幅な増加である。現在の戦略的なエネルギー計

画では、太陽光発電が５３ＧＷで風力発電が１０ＧＷである。しかし、電力システムの

安定性の問題があって次世代送電網（スマートグリッド）等による対応を考えなくては

いけない。また、さらなる地熱発電、小水力発電、バイオマス発電の大幅増加もある。

３つ目は化石燃料のクリーンな利用である。天然ガスは当たり前として、エネルギーセ

キュリティー面、価格面から石炭も重要である。さらに、ＣＣＳ(二酸化炭素の回収、

貯蔵)技術、日本の持つ火力発電設備の高効率な利用を国際的に展開することも考えら

れる。 

日本のエネルギー政策と環境政策は次の通り変化した。２００９年９月に自由民主党

から民主党に政権交代し、２０２０年に向けて挑戦的な環境目標（１９９０年対比ＣＯ

２の２５％削減）を掲げた。しかし、２０１１年の福島原発事故で全量固定価格買取制

度の実施、電力システム改革の開始、２０３０年末までに原子力全廃などに大きく変わ

った。そして、２０１２年に民主党から自由民主党に再び政権交代し、責任あるエネル

ギー政策の再構築や環境政策の再検討をすることになった。 

 

(２)再生可能エネルギーの状況 

日本の再生可能エネルギーの割合は次の図１の通りになっている。再生可能エネル

ギーの割合は１．６％で、その内訳はバイオマス０．５％、風力０．５％、地熱０．

３％、太陽光０．４％である。（２０１２年）  
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         （図１）再生エネルギーの割合の変化  

 

日本の再生可能エネルギー増加対策は次のとおり。 

・補助金（１９９７年～） 

・ＲＰＳ法（電気事業者の一定量以上の新エネルギーの利用の義務）（２００３年

～２０１２年）。 

・家庭用太陽光発電の余剰電力固定価格買取制度（２００９年～）  

・全再生可能エネルギーの固定価格買取制度（２０１２年）  

全再生可能エネルギーの固定価格買取制度の基本的な仕組みは次の図２の通り。 

 

    （図２）固定価格買取制度（ＦＩＴ）の基本的な仕組み  
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固定価格買取制度（ＦＩＴ）導入前の２０１２年６月に設置された再生可能エネルギ

ー設備容量は約２２，０００ＭＷであり、さらに、固定価格買取制度（ＦＩＴ）導入後

から２０１３年６月までに３，６６６ＭＷ増加した。なお、２０１３年６月までに認定

された設備容量の合計は２２，９１４ＭＷであり、ほとんどはメガソーラである。  

次に、太陽光発電設備の設置状況であるが、ドイツ、中国、イタリア、アメリカに次

いで、日本は２００万ｋＷの世界５位（２０１２年）である。さらに、ある調査会社の

予想では、太陽光発電の日本市場はもっと成長することが予想されている。 

太陽光発電の費用であるが、ドイツで２０００年に固定価格買取制度を導入し、２０

１２年以降に購入価格が家庭用売電価格を下回るようになった。日本でも量的拡大や他

の要因等で、太陽光システム価格は年約１０％下がっている。太陽光システムの価格が

このペースで低下すれば、５～６年で発電費用が家庭用売電価格を下回るであろう。 

陸上での風力発電のコストは火力発電や水力発電と比較して十分に有望である。再生

可能エネルギー増大のための重要なポイントは、他の再生可能エネルギーと比べて十分

にコスト的にすぐれていることである。しかし、経済的規模で指摘すべきことがある。

風速６．５ｍ以上がビジネスとして利益を保証できるのに必要と考えられているが、こ

の風速６．５ｍ以上である地域の６６％が北海道（４５％）と東北（２１％）に集中し

ている。それから、風力発電設備の増加による課題は、風力発電に適した送電系統の改

良と送電系統の規制である。 

海上での風力発電の状況であるが、日本は実証試験の段階で、今年、大型海上風力発

電を始めた。本土と接続した海上風力発電は、日本国内の３箇所で運用を始めて、２０

１５年以降にいくつかの大型海上発電を推進していく計画がある。 

地熱発電の状況であるが、他の再生可能エネルギーと比べて高い稼働率（７０％）以

上であり、長期間の安定的なエネルギーが供給できるとして期待されている。日本は地

熱発電資源（２３，４００，０００ｋＷ）が世界第３位であるが、たったの５２０，０

００ｋＷの地熱発電設備である。政府は国立公園や国立記念碑に指定されている地域で

の開発規制を緩和し、豊富な地熱発電資源を活用しようとしている。ただし、規制緩和

だけでなく地元の温泉業者との調整も非常に重要になる。また、３つの日本のメーカ（三

菱重工、東芝、富士電機）は地熱発電用タービンで世界の７０％のシェアを占めており、

もっと国内で展開することも大切だと思う。 

 

（３）低炭素社会の状況 

グリーン技術革新の重要なポイントは、スマートエネルギーネットワークである。実

は、需要側にも電気自動車のバッテリーや空調の中に蓄熱したり、エネルギーを貯蔵す

るようなものもある。こういった需要側の資源も需要変動、需給ギャップに合わせて活

用していこうというものである。具体的には、電力系統とガス系統でエネルギーを供給

し、そして、ガスの一部を水素燃料ステーションで水素に変換する。都市部や郊外で、

電気エネルギー、ガスエネルギー、水素エネルギー、熱エネルギーと用途に適した形に



 7 

変換しながら使っていく。図３にその概要図を示す。 

 

        （図３）需要側のエネルギー流動化の概念 

 

 温室ガス排出の低減については、震災以降にＣＯ２排出量は増加しており、２０１

２年は２０１０年と比較して＋７．７％（＋０．８４億トン）増加している。内訳とし

ては、電力分以外で排出量が若干低下しているが、電力分は原発停止に伴う火力発電の

焚き増しにより２０１０年度比＋１．１２億トン増加している。（図４参照）  

 

        （図４）エネルギー起源別のＣＯ２排出量の推移  
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石炭火力発電の状況であるが、日本は世界で最も高い発電効率を達成している。それ

は、高効率技術（超臨界圧発電、超々臨界圧発電）の活用によるものである。さらに運

転管理に関するノウハウも持っており、その高効率を長期間維持できている。もし、日

本のもっとも進んだ運用技術をアメリカ、中国、インドの石炭火力に適用できれば、約

１５０億ｔの二酸化炭素排出の削減が予想されている。（図５参照）  

 

   （図５）石炭火力熱効率の経年変化と日本の高効率技術適用によるＣＯ２削減効果  

 

二酸化炭素の分離回収と貯蔵に関する概要であるが、二酸化炭素を大量に放出する箇

所で、二酸化炭素だけを分離・回収する。そして、陸上の場合は地下の帯水層に二酸化

炭素を注入して貯蔵する。海上の場合は、船で移送して海底の地下の帯水層に二酸化炭

素を注入して貯蔵する。今は長岡で二酸化炭素の地質学的貯蔵のプロジェクトがあり、

２００３年から２００５年に総量として１０，４００ｔの二酸化炭素を注入している。

そして、二酸化炭素が安定的に貯蔵できているかモニタリングをしているところである。

（図６参照）  

     

         （図６）二酸化炭素回収と貯蔵の概念  
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革新的技術の開発と普及のための政策であるが、「温室効果ガス低減のため、革新的技

術の開発を長期的な計画として取り組む」「２０１３年９月に、日本政府は低炭素社会への

技術方針を見直す」の２点がある。これを受けて、技術開発のためのロードマップは明確

な目標が必要となる。  

世界的な普及のための手段として、次の４つがある。 

・ＪＣＭ（温室効果ガスクレジット）  

・国際基準の利用  

・公的財団の活用  

・各国と国際的組織の協調  

このうち、ＪＣＭ（温室効果ガスクレジット）の基本的な概念は低炭素技術の普及促

進と新興国への持続可能な成長に対する貢献である。定量的な方法により日本から温室効

果ガス低減への貢献度を評価し、その報告と証明を行う。日本は８つの国々と温室効果ガ

スクレジットに関する文書に署名している。（図７参照）  

 

             （図７）温室効果ガスクレジットの概要  

 

 クリーンエネルギーへの共同研究であるが、次の分野で取り組んでいる。 

・ＣＣＳ（アメリカ）：二酸化炭素の回収と監視に関する技術研究  

・スマートグリッド（アメリカ、インドネシア、スペインなど）：  

ハワイで、電気の貯蔵制御システムをつかった離島の実証プロジェクト。イン

ドネシアで、高いレベルでの供給電力制御と需要管理を使った実証プロジェクト。 

・エネルギー貯蔵（アメリカ、フランスなど）：  

ニューヨークとリヨンで、送電網からの電力供給を受けないことに関する実証プ

ロジェクト。 

最後に、エネルギー政策の再構築に関する個人的な見解が５つある。 

・原子力を持ち続けるのも選択肢  

・さらなるエネルギー貯蔵  

・再生可能エネルギーの最大限の導入  

・化石燃料のクリーン使用  



 10 

・エネルギーシステムの弾力性  

共通の重要なポイントは、需要側のエネルギー源も流動化するスマートネットワークで

ある。 
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４．２ ヨーロッパのエネルギー政策は岐路に立っている？ 

Dr.Francois Giger：EDF  Vice-Chairman VGB PowerTech e.V.  

 

（１）２００７年のヨーロッパのエネルギーの状況  

２０００年以降、エネルギー市場はますます進化している。具体的には、多様な各

国のエネルギー政策の違いがあるにも関わらず、統合エネルギー取引所や相互接続が

より一層進展している。競争を活用した運用でコストを維持し、電圧、周波数、信頼

性（無停電）が安定となるように送配電の質も維持できている。 

２００７年の二酸化炭素の排出状況であるが、次の図１の通りになっており、石炭

や褐炭の依存が高いポーランドで９７０ｇ／ｋＷｈ、イギリス、ドイツやイタリアで

約５００ｇ／ｋＷｈである。なお、イタリアは化石燃料比率が高いが、ほとんどがガ

スであるためＣＯ２は抑えられている。また、原子力の割合が高いフランスでは１０

０ｇ／ｋＷｈとなっている。エネルギー分野の二酸化炭素を減らすことで気候変動問

題を解決することに貢献するために、政治家によって２０－２０－２０という目標が

設定された。 

 

          （図１）国別の１ｋＷｈ当たりのＣＯ２排出量  

 

（２）２０２０年のＥＵ２０－２０－２０目標の適用  

 ２０２０年のＥＵの目標は、２０％の二酸化炭素の削減、２０％のエネルギー効率

向上、２０％の再生可能エネルギー市場占有率である。そして、欧州委員会が施行し

た３つの主な指令が入っているＥＵエネルギーパッケージは次のとおりである。ＲＥ

Ｓ（再生可能エネルギー源の利用）、ＣＣＳ（二酸化炭素の回収と貯蔵）、ＥＴＳ（二

酸化炭素排出量取引制度）。 
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固定価格買取制度によって、ヨーロッパの再生可能エネルギーは主要な投資先にな

っている。再生可能エネルギーへの投資は２０００年から２０１２年にかけて増え続

け、２０１２年には新規投資の６割が再生エネルギーへの投資となっている。しかも、

再生可能エネルギーは需要動向にも関わらず常に拡大し続けている。 

 

       （図２）電力需要と再生可能エネルギーの設備容量の変化 

 

なぜ、再生可能エネルギーの設備容量は常に拡大するのか。それは、再生可能エネ

ルギー開発は市場とは切り離された所で補助金を受け取っているからであり、そのこ

とにより、再生可能エネルギー市場価格は投資判断をゆがませるという負の影響を与

えている。 

 

（３）ドイツ電力市場の再構築  

 ドイツ政府は２０５０年までに再生可能エネルギーの市場占有率を８０％にして、

二酸化炭素排出量は１９９０年対比２０％（マイナス８０％）を目標としている。固

定価格買取制度による再生可能エネルギーは従来型の発電プラントの収益性を減少さ

せている。再生可能エネルギーは優先的に市場導入され、その量分だけ、従来型の発

電プラントは発電コストの高いものから順に稼働停止して電力取引価格も下がる。 
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      （図３）稼働設備容量に対する売電単価  

 

従って、再生可能エネルギーが大量に増加するとガス火力のみならず石炭火力も稼

働の機会が減少し、稼働時の電力価格も低下するため、発電所の収入は激減すること

になる。 
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        （図４）稼働設備容量に対する売電単価  
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一方、２０００年から２０１４年にかけて再生可能エネルギーの追加料金（ｋＷｈ

当たり）は増大して、２０００年に０．２€ct/kWh なのが２０１２年には 3.5€ct/kWh

になって、今後ますます増加する。顧客はエネルギー価格に対して支払うというより

はＦＩＴに対する助成金を追加料金として支払うことになっている。 

また、ドイツの再生可能エネルギーによって発生した迂回潮流が融通を難しくし

ている。これは、北部の風力発電で発電した電力を南部へ送る十分な送電容量がない

ためで、ポーランドやチェコの送電系統にドイツ北部からの電力が流れ込む迂回潮流

が発生している。（図５参照）  

 

   （図５）ドイツ北部の風力発電による電力潮流  

 

（４）市場状況の劇的な変化  

 売電価格の低下により、火力と原子力の発電電力量が著しく低下している。 

まず、エネルギー貯蔵技術の不足を補うために２つの発電システムが必要である。１

つは、１００％予備力として期待できる従来型発電システムである。（ほとんど再生可

能エネルギーが発電できない時や風がない夕方遅くの時に備えてです。）もう１つは、

普及している再生可能エネルギー発電システムである。 

これらの発電システムは、設備容量市場としての報酬と財政的補助を必要としてい

る。現在の電力市場価格は低いため、従来型発電システムと再生可能エネルギーの両方

の建設と運営の費用をまかなうことはできない。財政的補助なしに、２０－２０－２０

目標を達成することはできない。  

こうして、従来型発電システムは市場から押し出されている。そして、発電電力量
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および売電価格が著しく低下する。一例として、スペインと中央および西ヨーロッパの

稼働率と売電価格を示す。従来型発電システムの稼働時間はいずれも著しく減少してい

る。（図６参照） 

 

     （図６）コンバインド発電の稼働率と電源別の売電単価の変化  

 

従来型発電システムの利益が低下している。ヨーロッパのＥＢＩＴ（支払金利前税

引前利益）であるが、従来型発電システムの利益は２０１１年には電力事業全体の約６

２％を占めていたが、２０２０年には４９％に減少すると予想されている。なお、石炭、

ガスとも利益の割合は減少している。（図７参照） 

 

         （図７）電力分野別の支払金利前税引前利益の割合 
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規制リスクがもっとも高いリスクになっている。投資の決定をする時、もっとも高

いリスクは何かと尋ねたところ、投資関係者の合計ポイントで一番高かったのが規制リ

スクであった。その次は市場リスク、貸付リスク、流動性資金リスクである。企業は、

すべてのリスクを回避しようと考えていないが、規制リスクをどうのように回避してい

けばよいのか。ヨーロッパの株式市場における価格も他の産業に比べても悪化している。 

 

（５）消費者利益がない状況  

ドイツの政治的加算税のために最終電力価格が上昇している。ドイツの家族３人（一

年間３５００ｋＷｈ消費）の平均的電力単価は２８ .５セントユーロ/kWh である。統合

電力市場は最終消費者にとって重要なことではない。ドイツにおいて、電力の卸値は最

終価格のたった１５％である。税金や賦課金が積み上がり、隠れたコストとして、電力

バランス、接続、安定供給の保証コスト等がある。（図８参照） 

   

 

     （図８）ドイツの一般家庭の１ｋＷｈ当たりの電力購入価格  

 

ヨーロッパには、各国毎のエネルギー市場が構築されている。例えば、再生可能エネ

ルギーでは、固定価格買取制度や奨励金制度などがある。１７カ国で、上限価格と規制

価格があり、そのことが新しいサービスモデルの発展を阻害している。  

 

（６）従来型発電の新しい技術への挑戦 

 石炭発電プラントは設置から約３０年から６０年経過したものが多い。 

従来型の発電システムは、次の事項を満たした上で、決められた時間で要求された負

荷変動に対応して送電することが必要である。  

  ・要求された負荷に対して、過不足なく発電すること  

  ・プラントを損傷するような設計上の圧力や温度を超過することがないこと  

  ・プラントの不安定さから想定外のユニット停止を発生しないこと  

  ・環境上許可された仕様に対する違反がないこと  
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  ・売るための仕様の石膏品質に対する違反がないこと  

 ・コンクリートとセメント工業に売るための仕様の飛散灰の品質に対する違反がな

いこと 

私たちは新しい領域に入っている。従来型の発電システムは古くなっており、その

多くはベース負荷で長時間運転をしてきた。しかし、将来、固有技術への取り組んで

いくことで、負荷変動にも対応していかなければならないでしょう。 

 

（７）まとめ 

  市場と環境と供給の安定性で次のような課題がある。  

   ・統合されたエネルギー市場が危険にしている（市場） 

⇒規制価格の撤廃。電力市場への再生可能エネルギーの統合。需要対応性を高

める事。 

     任意課税の廃止。  

   ・脱炭素に向けて受け入れられないほど高いコスト（環境） 

⇒低炭素技術への投資を促すべき。再生可能エネルギーの補助金と固定価格買

取制度 

から移行し、廃止する。２０２０年以降のエネルギー政策の設定。  

   ・システムの安定性にリスクがある（供給力）  

⇒エネルギーインフラパッケージとして考えなければいけない。ＥＵの発電の

柔軟性を適正評価。消費者のためのＥＵ適合性基準を導入し、いつエネル

ギーを使って良いのか、いつ節約しなければいけないのか知らせるべきで

ある。 

 

ＥＵ全体と各国レベルのＥＵエネルギー政策は、矛盾があって効率的でないとい

う事が危機の本質である。 
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４．３ 再生可能エネルギー導入のための手段 

Sauro Pasini：Enel Engineering ＆Reseach Division 

 

（１）再生可能エネルギーの状況  

電力発電における再生可能エネルギーの市場占有率であるが、風力と太陽光の発

電がほとんどを占めている。２０１２年末での国別と地域別の世界レベルでの再生

可能エネルギーの設置容量であるが、世界中の合計で４８０ＧＷにもなり、主な国

で挙げると中国が９０ＧＷ、アメリカで８６ＧＷ、ドイツで７１ＧＷになる。 

  （図１参照） 

 

      （図１）再生可能エネルギー別の設備容量（２０１２年末）  

 

再生可能エネルギーへの新規投資であるが、ここ数年、毎年継続的に増加傾向に

ある。２０１１年から２０１２年にかけて若干投資額が下がったが、これは一部の

国で奨励金が減らされたためであり、それでも２０１２年で２,４４０億ユーロあり、

２０１０年と比べると８％も増加している。また、再生可能エネルギーへの新規投

資に関する特徴的な点は、大規模なものでなく小規模の分散型電源が増えている点

があげられる。（図２参照）  
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* A s s e t  f i n a n c e  v o l u m e  a d j u s t s  f o r  r e-i n v e s t e d  e q u i t y .  T o t a l  v a l u e s  i n c l u d e  e s t i m a t e s  

f o r  u n d i s c l o s e d  d e a l s
 

     （図２）各分野別の投資額の変化  

 

 ２０１２年の再生可能エネルギーの世界中の新規投資であるが、太陽光が総新規

投資の１番であり、風力は２番目である。 

  ヨーロッパ２７カ国の発電容量の２０１２年増加分については、太陽光発電が

１番増加し、次に、風力とガスが増加した。太陽光発電の中でも屋上太陽光発電が

大規模太陽光発電よりも多く増加した。陸上風力は、新しい発電設備として重要な

電源であり、屋上太陽光発電に次ぐ２番目であった。一方、成長著しい海上風力発

電ですが、バイオマス発電と同じくらいで１ＧＷ程度である。（図３参照） 
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          （図３）２０１２年の電源別設備容量の増減量  

 

 ２０１２年の太陽光発電の発電電力の一日平均値と瞬間最大電力値の消費に占

める割合であるが、ドイツでは、瞬間最大電力値の消費に占める割合は４５％に達

した。一方、他の国々では瞬間最大電力値の消費に占める割合は２０～２５％ぐら

いである。（図４参照）  

 

 

       （図４）２０１２年の太陽光発電電力の占める割合  

 

（２）各技術のコストパフォーマンス  

 １９７６年から２０１２年における太陽光モジュールのシリコン単価は年々下が

っており、２０１２年は２００８年から８０％も減少し、今後も下がると予想されて

いる。また、２００８年から２０１２年の風力タービン価格も太陽光モジュールほど
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ではないが価格が低下しており、２００８年から約２１％も低下した。  

 図５に再生可能エネルギーのＬＣＯＥ（エネルギーの標準化コスト・・・システム

トータル寿命までに必要な費用を発電電力量で割ったもの）を示す。イタリア、中央

および西ヨーロッパ、アメリカの卸売価格に対して競争力を持っているのは、陸上風

力、地熱、水力であることが分かる。ただし、太陽光発電も競争力を持ってきている。

（図５参照）  

     

 

        （図５）各電源別のＬＯＣＥ（エネルギー平準化コスト） 

 

 重要なのは卸売価格でなく家庭で支払う電気料金がどうかという点である。既に

電気料金の高いイタリア、スペイン、ドイツ等では、太陽光発電の料金はグリッド

パリティ―（再生可能エネルギーによる発電コストが既存の電力コスト [家庭用電力

単価]と同等になる点）に達している。つまり、太陽光は補助金なしでやっていける

という事である。（図６参照） 
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     （図６）太陽光日射量に対するＬＯＣE および家庭用電気料金  

 

 再生可能エネルギーの開発状況であるが、世界の電力の割合の中で再生可能エネ

ルギーの役割は高まっている。再生可能エネルギーは最も早く増加している電力で

ある。 

世界の再生可能エネルギーによる発電は、２０１６年までには天然ガス発電を超

えて、原子力発電の２倍を超えると予想されている。そして、再生可能エネルギー

による発電は、石炭についで２番目になり、電力資源として最も重要なものの１つ

となるだろう。また、奨励金で再生可能エネルギーはさらに拡大するだろう。将来

的には、電力市場は再生可能エネルギーの電力システムへのゆるやかな統合を容認

していくに違いない。  

 

（３）再生可能エネルギーへの移行を成功させる方法  

 ２０１３年のヨーロッパ２７カ国における新しい再生可能エネルギー発電の援

助のしくみであるが、成長を促進させ目標をいち早く達成するために、奨励金の仕

組みが多くの国で導入されている。しかし、古い仕組みは、奨励金の総費用を抑え

るための方法を定めていないため、多くの国々では、現在、費用抑制という課題に

直面している。  

 再生可能エネルギー、特に太陽光や風力による発電を系統連係するためには、そ

れぞれの発電に柔軟性を持たせる事が重要である。再生可能エネルギーを推進して

いくためには、太陽光発電、風力発電それぞれが電力システム運用において責任の
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ある参加者とならなくてはいけない。 

 太陽光発電が電力システム運用において責任ある参加者となるには、変換器や通

信基盤の明確な基準規格を定義して、系統に対して良い形で電力供給できるように

することであり、具体的には周波数が高くなった時は出力を減少するシステムとす

ることである。（図７参照） 

     

         （図７）太陽光発電の周波数、電圧制御概念  

 

 風力発電が電力システム運用において責任ある参加者となるには、無効電力補償装

置による電力安定化を図り、出力予測による制御をすることである。（図８参照） 

   

         （図８）風力発電のシステム構成図  

 

 風力発電と太陽光発電は、不規則で断続的な動きをするので、予測が難しい。実際

の風力発電は予想と違っていることもあり、いくつかの予測ケースがある場合もある。

しかし、天気と発電予測の技術を改良することで、予測不能な再生エネルギーを管理

するための重要なツールとなる。 

 再生可能エネルギーを統合するために、需要側の負荷管理をして柔軟性を高めるこ
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とが考えられる。需要側の管理により、リアルタイムの需給バランスに即対応できる。

また、非常に早く対応できるため、従来型発電の出力変化速度の性能による部分を軽

減できる。つまり、ピークカットして負荷平準化に寄与する。 

 再生可能エネルギーを統合するために電力やエネルギーを貯蔵することも考えら

れる。貯蔵設備は変電所、配電系統、最終消費者に配置することができる。また、貯

蔵の形としては、電気エネルギー貯蔵、熱エネルギー貯蔵といった形がある。エネル

ギー貯蔵は電力系統の柔軟性と安定性を確保し、また、再生エネルギーの瞬間的予備

力としても確保することができる。（図９参照） 

    

 

        （図９）電力系統と電力・熱貯蔵設備の配置概念  

 

  貯蔵は電力系統の逆潮流を軽減するための解決策でもある。電力の逆潮流は分散

型エネルギー資源の普及によって時々発生している。逆潮流は変圧器や電力線の設備

容量より高くなる時もあり、このような場合、今までは出力抑制や系統を強化する等

しか対策がなかった。貯蔵は、この問題に対する競争力のある解決策となることがで

きるだろう。 

 分散型電源を広く共有する現在の電力システムでは、オペレーションがより複雑

化している。これに対応するには、分散管理システムが考えられる。これは分散さ

れた全ての負荷・発電情報が収集し、これを管理し、需給を最適にバランスさせ、

システムの安全性を維持するものである。 

 

（４）首尾一貫した持続可能な再生可能エネルギー支援のシナリオのまとめ  

 最初は固定価格買取制度を必要とする。しかし、固定価格買取制度は予測可能な

もので、実際のコストに基づいて変化するものでなければならない。市場の普及率
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に基づいて、規制を変化させることで適切な投資ができるようになる。 

 また、再生可能エネルギーの技術開発も重要である。これにより、系統の安定化

を図ることができる。規制、基準、規格は最初から決めることで再生可能エネルギ

ーの可能性を最大化できるようになる。また、需要側の予測技術開発とインバータ

ーや通信の規格を定めることで、効果的な系統管理ができるようになる。これらの

ことで改造対策や送電網への投資といったコストを減少することができる。  

 これらのことをするには、政府や政府機関の行動が必要である。基準を作って計

画を立て、関係者が合意をする。このことで将来的な問題発生を回避できる。再生

可能エネルギーの成功の重要なポイントは、政策、技術、資本の密接な協力を必要

とする。 
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４．４ 日本における再生可能エネルギー大量導入とその影響 

Takeyoshi Kato：名古屋大学  

 

（１）日本における太陽光発電の現状と将来目標  

昨年行われた国民的議論の中で政府は３つのシナリオ計画を持っている。２０３

０年の原子力比率が０％、１５％、２０～２５％である。この中で、１５％のケー

スでは再生可能エネルギーは風力が７％、太陽光が６％として、１つの目標として

示されている。  

６％という値は系統の国際連係線の強いイタリア、ドイツは達しており、ピレネ

ー山脈のため、国際連係線の弱いスペインでも３％に達している。日本は１％であ

り、色々な困難が予想されるが、６％という目標は可能な値と考える。（図１参照） 

 

  （図１）２０２０年末における太陽光発電電力量（設備容量に基づく理論値） 

 

太陽光発電プロジェクトで許可された設備容量は、事業用（ＭＷ規模）で７３３

ＭＷ、家庭用（１０ｋＷ未満）が４４ＭＷである。事業用は北海道と西日本に集中

し、家庭用は大都市県（東京、大阪、愛知）に集中している。 

２０１２年に設置された太陽光発電の上位１０国、および設備容量合計の上位１

０国であるが、日本はそれぞれ５位（２ＧＷ）と４位（７ＧＷ）になっている。（図

２参照） 
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       （図２）２０１２年の国別太陽光発電設備容量  

 

日本の地域別の太陽光発電の潜在的設備容量であるが、環境省の試算では東京が

約１９ＧＷ、中部が約１０ＧＷ、関西が約１０ＧＷになっている。（図３参照） 

 

        （図３）日本における太陽光発電の潜在的容量  

 

 

 

 



 28 

（２）太陽光発電の大量導入が電力システムに与える影響  

 太陽光発電の日射量は断続的に変動するので電力システムにとって厄介な存在

である。 

 (POA Irradiance [plate of array irradiance]：アレイ面日射量)（図４参照） 

 

        （図４）断続的で不安定な太陽光発電のイメージ  

 

太陽光発電システムの高い市場占有率による潜在的影響であるが、全体的な影響

としては火力発電の設備利用率の低下、負荷周波数制御用の発電設備容量の増加、

待機予備電力の増加、送電線容量の増強が挙げられる。そして、配電網の影響とし

ては電圧超過や電圧低下、電圧の不均衡、送電線事故時の一時的な電圧低下による

接続不良の同時発生が挙げられる。  

 空間平均日射強度であるが、太陽光発電システムの高く普及しているところ（中

部地方）の例を示す。日射強度は、中心点だけのデータでは激しく変動しているが、

６１地点の加重平均値では比較的緩やかな変化になる。６１点という少ない値でも

緩やかな変化になるため、広域においてはさらに変化が緩やかになるため、単周期

の変動は広域においてそれほど影響がないと言われている。（図５参照） 
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           （図５）空間平均日射強度測定例  

 

しかし、中部地区全体の空間平均値であるにも関わらず、２時間で３５０W／ｍ

２を超える大きな変動が発生している例もあり、図６に示す。このような大きな変

動は、風力発電で既に問題となっているランプ変動に該当する。ランプ変動に追従

して他の発電機の出力を調整できないと、電力の受給バランスが崩れて周波数が変

動することになるため、米国ＥＲＣOT のように風力発電事業者に対して出力の変

化率に上限を設け、違反した場合はペナルティを課している場合もある。（図６参

照） 

 

          （図６）広域の空間平均日射量が大きく変動した例  

 

 太陽光発電と風力発電の想定であるが、太陽光発電・風力発電大量導入時の系統

電力需要の変動特性をみるために、北海道と中部の変動特性を評価した。  
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１月の例では、太陽光発電と風力発電の導入により、黄色の従来型発電の負荷変

化が大きくなっている。（図７参照） 

  

 （図７）仮に太陽光発電と風力発電が大量導入された場合の電力負荷（１月） 

 

 ８月の例では、稼働率が低下し収益性が低下するため、火力プラントへの影響

が懸念される。電力の市場に対する考えをｋＷｈベースからｋＷベースに変える事

も考えなくてはいけない。（図８参照） 

 

  （図８）仮に太陽光発電と風力発電が大量導入された場合の電力負荷（８月） 
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さらに、４月の例では、数回、発電電力が需要を超えて余剰電力が生じる事例も

見られる。 

（図９参照）  

 

  （図９）仮に太陽光発電と風力発電が大量導入された場合の電力負荷（４月） 

 

スペインでは、コンバインドサイクル発電は夜間１台運転で出力１ＧＷ以下であ

ったが、昼間に２７台運転で約１３ＧＷと稼働が大きく変化した例もある。  

 また、ドイツでは、１００ｋＷ以上の太陽光発電システムは、系統周波数が５０．

２Ｈｚを超えたときに５０．２～５１．５Ｈｚになるように出力値を減少させるこ

とが要求されている。  

 

（３）影響緩和のための出力把握と予測  

 負の影響を軽減する方法としては、いろいろ考えられる。太陽光発電の出力を抑

制することも１つであるが、これは利用できる太陽光発電エネルギーの損失になる。

非常に広い範囲で太陽光発電出力を分担することも１つであるが、長距離送電線の

開発が必要になる。需要側対応も考えられ、例えば、市場価格を変化させることで

電力需要を増減させる等の新しい市場を開発したり、省エネ機器の増加によって電

力需要の変動を低減する等が挙げられる。  

 負の影響を軽減させるため、太陽光発電システムの出力の正確かつ信頼性のある

実況把握と将来予測が必要となる。具体的な予測方法としては、１週間～１日前ま

では一般的な気象予報で予測し、数時間前になると衛星画像に基づいた予測になり、
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数十分前になると天空画像によって予測することになる。（図１０参照） 

    

 

          （図１０）太陽光発電の予想方法  

 

 中部地方での空間平均日射強度の例であるが、５０％予測信頼値に対する実測デ

ータの誤差は午前午後とも大きい。しかし、実測値は１０％～９０％予測信頼値の

間にあり、高い予測精度のデータは次の日のユニット稼働決定に利用できるもので

ある。 

 他の様々な手法の組み合わせも考えられる。衛星画像、天空画像、想定された日

射強度、計算上の気象予報である。天空画像と赤外線衛星画像の比較であるが、衛

星画像では雲がないように見えても、実際の空模様では雲があることが分かる。 

 結論であるが、太陽光発電の大量導入は電力システムの安定運用に影響を及ぼす。

供給側・需要側の双方において電力システム運用の柔軟性向上が必要となる。高精

度・高信頼度の太陽光発電出力の把握・予想手法が重要な技術になる。 
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４．５ 火力発電の役割と技術的発展 

Guenter Heimann：Head of Modernization ＆Efficiency Vattenfall 

Europe Generation AG 

 

（１） ドイツにおけるエネルギー市場変化 

２０３０年の電力消費の目標は、消費側のエネルギー効率の改善により２００

８年に対して１２２ＴＷｈ減の５１４ＴＷｈとなっている。この内訳としては、

５０％以上が再生可能エネルギーで残りが従来型の発電となる。（図１参照）  

     

         （図１）エネルギー転換による電力消費目標  

 

 ドイツにおける発電設備の組合せについて、２０２３年はドイツ原子力発電所

が全て停止された直後の年で、風力、太陽光発電が２０１１年の２倍以上の設備

容量になると予想されている。一方、従来型の発電設備の１つである石炭火力の

設備容量は７％も減少し、再生可能エネルギーは発電出力が不安定であることか

ら、従来型の発電プラントはさらに高い制御性を要求されている。（図２参照）  

        

 

           （図２）発電設備の構成変化  
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 電力転換点による市場影響としては次のようなことが挙げられる。再生可能エ

ネルギー設備容量の大幅な増加により電力価格が低下する。送電系統と貯蔵設備

と新しい発電設備への巨大な投資が必要となる。ヨーロッパの経済危機が電力需

要の低迷をまねき、従来型発電プラントは運転時間がさらに低下し利益も低下す

る。新しい法律や税制等ができて、既存発電設備への干渉（原子力発電プラント

の廃止）をしてエネルギー供給事業者の経営的状況が悪化する。 

 ドイツのエネルギー転換に伴うメリットオーダー（安い発電単価のユニットか

ら稼働）への影響だが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、供給曲線を

右側へ移行させて発電単価を低下させるため、従来型の発電プラントは電力市場

の枠外となり、発電する機会を失っていくことになる。（再生可能エネルギーは固

定価格買取のため、市場価格に関係なく先に稼働が決定する。）  

（図３参照）  
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      （図３）再生可能エネルギーのメリットオーダーへの影響  

 

（２）従来型発電設備の新たな課題  

 ２０１０年の２月の負荷カーブは、従来型発電の部分（黒い線と青い線の間）

は比較的おおきいが、２０２０年は太陽光発電（赤）、風力発電（青）が大量に導

入されるため、従来型発電はピークロード運転を強いられ、運転時間も短くなる

という厳しい状況になる。（図４参照）  
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         （図４）負荷に対する各電源の変動 

 

 ドイツの系統運用者である５０Ｈertｚという会社を例に送電系統での供給安

定性を保つために考慮しなければいけない点をあげる。再生可能エネルギー設備

は今後１０年で大量に導入される（２０２０年までに６０～１２０ＧＷに拡大）

のでドイツ全体で１２ＧＷの新しい送電系統設備が必要となること、風の強い時

期は北から南へ強い電力の流れが発生すること、特に寒い期間は高い出力となる

ことが挙げられる。 

５０Ｈertz の送電系統への風力発電が与えた影響の具体的例として、２０１２

年の１２月に、風力発電が何回か電力需要を超えて発電した。その時、電力価格

がマイナスとなる異常な事態が起きた。  

図５は残在負荷曲線で、これは年間に必要とされる負荷から再生可能エネルギ

ー等による発電を差し引いて、水力発電、熱電供給システム、風力発電と太陽光

発電を除いた従来型の発電設備が担わなくてはならない負荷を示したものである。

２０１１年から２０２３年にかけて従来型の発電分担量がだんだん減少している。

また、ピーク時の予備電力として従来型火力発電設備５０ＧＷ以上が必要とされ

ている。（図５参照）  
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        （図５）輸出入を除いた年間負荷カーブ  

 

 市場や最近の政治的枠組みが不確実なため、従来型の発電設備を持つ事業者は、

将来においても利益を得るためにベースロード運転から柔軟性のある運転に対応

したり、メンテナンス費用や運転費用を削減して対応している。しかし、いくつ

かの事業者は運用のコストが採算に合わず、設備廃止を申請した。  

 褐炭火力プラントは安い燃料費なので、重要な役割を担っている。しかし、褐

炭火力プラントの収益性は、市場価格の低下によって影響を受ける。また、二酸

化炭素排出量取引制度の進展が収益性にさらなる影響を与えるであろう。さらに

は系統制約のために、起動停止が著しく増加するであろう。つまり、電圧安定性、

需給バランスの安定性、主要な電源としての役割が低下し、再生エネルギーの重

要なパートナーとしての役割も低下するであろう。 

 

（３）火力発電に対する技術的要求事項  

既存火力発電の柔軟性向上について、最低出力の引下げ、出力変化率の増加、

部分出力の効率向上、起動停止時間の短縮の一層の進化が求められている。 

石炭火力の一例であるが、最低出力運転を１５％出力まで引き下げることがで

きることによって、補助燃焼をおこなうことなく２台の微粉炭機の運転を１台の

微粉炭機の運転にできる。低出力運転による影響がでる構成部品は水冷壁、過熱

器、高中低圧タービン、再熱蒸気回収系統である。（図６参照）  
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        （図６）低負荷帯での影響を受ける設備  

 

バッテンフォール社の５００～９００ＭＷ級の褐炭焚きの発電設備における最

低出力引下げの潜在能力について、現在の最低出力は３０％であるが、限界値は

２０％と考えている。各発電設備の出力制約（地域暖房、補助蒸気供給等）事項

の代替策等を実行することで、各発電所の最低出力が引下げられる。 

 

（４）まとめ 

   火力発電プラントに求められること。  

    ・供給の安定性：  

電圧と周波数が安定することで電力システムの安定化を図る  

    ・融通性： 

優先的な再生可能エネルギーに対する融通電力を供給  

    ・価格安定化／費用と利益：  

低費用での発電によって、限界価格を下げる  

    ・脱炭素化： 

さらなる効率向上と二酸化炭素の回収と貯蔵技術の開発  

  再生可能エネルギーの拡大は火力発電プラントの協力で成し遂げられるであろう。 
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４．６ 日本の火力発電の役割と研究・開発 

Shozo Kaneko：生産技術研究所 ｴﾈﾙｷﾞｰ工学連携研究ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 

 

（１） 日本のエネルギーの状況 

震災前後で日本の電力状況は大きく変化した。震災前後の具体的な変化である

が、２０１０年に原子力が３０％、石炭が２５％、天然ガスが２９％、石油が７％、

再生可能エネルギーが１０％に対して、２０１１年は原子力がほとんど停止し、

原子量が１１％と約２０％も減少した。その分を天然ガスが４０％と石油が１

４％と合わせて約２０％も増加することで対応している。  

原子力発電プラントがほとんど停止し、その分を火力発電で対応している。そ

の影響として化石燃料の増加と貿易収支の悪化が挙げられる。日本の化石燃料の

自給率は４％であり、そのほとんどを輸入している。２０１１年の貿易収支では、

輸入のほとんどを化石燃料にあてており、約２２兆円にもなる。それらの費用を

稼ぐために機械製品や電気製品を輸出している状況である。２０１１年までは貿

易収支はほとんど黒字であった。１９９０年から発電電力量は約３０％も増加し

ているのに、化石燃料の輸入額はほぼ一定である。それは、原子力発電の比率向

上と石炭火力熱効率向上によるものである。石炭火力は超々臨界圧プラントを採

用して燃料消費量の低減を図り、燃料費用の増加を抑えている。（図１参照）  

 

        （図１）日本の発電電力・貿易費用の変化 

 

（２） 日本の火力発電の役割  

現在、原子力発電が停止し、その分を火力発電で補っている。そのための経済

的負担が非常に大きい。化石燃料増加によるコスト増加を、電力会社は電気料金
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の値上げで対応している。  

化石燃料増加の大部分は天然ガスである。しかし、日本は世界中で一番高い価

格で天然ガスを購入している。日本の天然ガスの購入単価は１６ドルから１８ド

ル（／MMBTU）であり、アメリカの６倍、イギリスの２倍、ドイツの１．５倍

と非常に高い価格で購入している。  

天然ガスはクリーンであり、使用することに反対する人はほとんどいない。し

かし、天然ガスだけに頼るのは非常に危険であり、結果として一番高い価格で購

入することになる。  

代替エネルギーの選択肢を持つことは非常に重要であり、その選択肢として石

炭を挙げる。この選択肢を持つことで、交渉時に価格を引き下げることができる。 

 

（３） 火力発電プラントの柔軟性 

２０２０年の再生可能エネルギーの目標は、総発電量の２０％を再生可能エネ

ルギーにすることである。２０２０年の再生可能エネルギーの設備容量の目標は、

太陽光発電設備が２８GW で風力発電設備が５GW である。これに、太陽光発電

の平均出力率１２％をかけると太陽光発電は３．３６GW（年間に占める発電割合

は３．４％）、風力発電の平均出力率２２％をかけると風力発電は１．１GW（年

間に占める発電割合は１．１％）。つまり、再生可能エネルギー（太陽光＋風力）

の平均的な発電電力は４．４６GW（年間に占める発電割合は４．６％）になる。 

 一方、再生可能エネルギーの予備電力が必要であるが、日本には水力発電所が

ある。可変速揚水発電は揚水発電出力の３０％を出力調整することができる。日

本の揚水発電は２０ＧＷであり、３０％の出力調整分は６ＧＷになる。２０２０

年の再生可能エネルギー（太陽光＋風力）の設備容量の合計は３２GW なので、

可変速揚水発電の出力調整能力の６ＧＷは再生エネルギーの設備容量の１８％分

にもなる。 

 火力発電プラントの柔軟性では制御が重要となる。燃料流量制御についてだが、

天然ガスと油は弁の開閉のみで燃料流量制御ができる。一方、石炭は、空気と混

合した微粉化した石炭の流量制御と各バーナの分配比、微粉砕機の稼働台数変更

で燃料流量制御をする。つまり、石炭での燃料流量制御は非常に難しい。よって、

再生可能エネルギーの予備電力としては、天然ガス発電プラントで対応すること

と考えている。天然ガスプラントの発電出力は２０GW もあり、十分対応できる

と考える。 
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        （図２）各電源別の燃料流量制御方式  

 

（４） 火力発電プラントの高効率化  

火力発電プラントの熱効率を上げることで、燃料消費量の低減と CO２削減

が実現できる。火力発電プラントの熱効率の歴史をみると、コンベンショナル

プラントは約４０％であり、さらなる熱効率向上として先進的超々臨界圧発電

（A－USC）等に取り組んでいる。 

次に天然ガスのコンバインドサイクルがある。これは熱効率が５５％を超え

るようになり１５％も熱効率向上が図れた。また、石炭のコンバインドサイク

ルもあり、熱効率が４６％くらいまで向上した。  

しかし、それらの方法による熱効率向上もいずれ飽和するので、新しい方法

が必要となる。それがトリプルコンバインドサイクルです。この組合せは、固

体燃料電池とガスタービンと蒸気タービンです。これにより熱効率が６０％を

超えることができると予想されている。（図３参照） 
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          （図３）各運転方式別の発電プラントの熱効率変化 

 

 ●天然ガスコンバインド発電 

コンバインドサイクルプラントの熱効率であるが、初期型は１９９０年頃に建

設されて、ガスタービン入口温度が１１００℃で熱効率が４３％であった。そし

て、現在ではガスタービン入口温度が１５００℃で熱効率が５３％になった。川

崎発電所では１６００℃クラスのガスタービンが建設中であり、さらに国家プロ

ジェクトとして１７００℃クラスも進められている。  

現在、１６００℃クラスのコンバインドプラントが建設されており、姫路第二

発電所と川崎発電所がある。姫路第二発電所では２台のユニットが運転開始し、

４台のユニットが建設中である。また、川崎発電所では２台のユニットが建設中

である。（図４参照）  
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      （図４）東京電力のコンバインドサイクル熱効率の変化  

 

 ●石炭コンバインド発電  

石炭ガス化複合発電（ＩＧＣC）であるが、プラント効率は４６％から４８％く

らいにもなる。具体的なしくみは図５のとおりである。 

     

      （図５）石炭ガス化コンバインドサイクルの構成  

 

今、２５０ＭＷの商業ベースの石炭ガス化複合発電プラントとして勿来発電所

が運転している。勿来発電所は１７００ｔ／ｈの石炭をガス化し、熱効率は４６％

にもなる。また、連続運転時間は２０１３年１１月に３３００時間を超えて運転

している。 

 また、東京オリンピックに間にあうように、２０２０年までに商業ベースの
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５００MW 石炭ガス化複合プラントを２ユニット、福島県に建設されるとの新聞

記事があった。  

 

 ●トリプルコンバインド発電  

 さらなる高効率発電としてトリプルコンバインド発電が必要となる。その具体

的方法としては、固体酸化型燃料電池とガスタービンと蒸気タービンの組合せた

ものになる。  

 トリプルコンバインド発電ではないが、２５０ｋＷの固体酸化型燃料電池とマ

イクロガスタービンのハイブリッドシステムの運転試験をしている。これで熱効

率が５５％を達成し、２０１３年の９月には４０００時間連続運転となった。  

 個別の発電システムの熱効率は高くないが、それらを組み合わせることで高効

率発電ができるようになる。  
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４．７ 火力発電の環境影響低減にむけた更なる取組み 

Mr.Jan Ziska：Director of central engineering,CEZ 

 

（１） 発電プラントの法規制  

欧州では１９９０年から２０１０年にかけて、SOｘ排出量は８０％削減し、

NOｘは４０％削減した。しかし、２０１０年以降もさらなる削減が世間から求

められている。  

  現在、欧州の全ての発電所に適用されているのが、次の指令になる。２００

８年の「総合的環境汚染の防止と制御に関する指令 (IPPC)(2008)」では、全ての

環境（空気、水、土壌）を保護するために多様な工業活動に対して規制を行って

いる。エネルギー産業の場合は５０ＭＷ以上の火力プラントが対象となっており、

発電所は統一許認可を受けなければならない。 

「大型燃焼プラント指令(LCP)（2001）」は排出量上限規制と監視データにつ

いて定めている。それを実行するための「利用可能な最良の技術 (BREF/BAT)

（2006）」は、２０１１年から IPPC の方法を評価することが義務づけられた。  

また、「産業排出指令(IED)(2010/75/EC)」は排出量上限規制と監視データが改

訂されて、２０１６年から施行となる。今後、新しい「利用可能な最良の技術

(BAT)(2014?)」が制定されて IPPC の方法を満たすことが義務付けられるだろう。

（図１参照）  

   

         （図１）各環境に関する指令の関係  

 

●産業排出指令（ＩＥＤ）の適用 

２０１６年までに全ての大規模燃焼プラントは産業排出指令の要求事項を満

たさなければならない。ただし、移行期間措置があり、条件を満たした国内プラ

ントは２０２０年７月３０日に対応すればよい。この移行期間の措置は、年間だ
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けで定義はしていなく数年間にわたって定義しているものもある。総合計運転時

間が１７，５００時間未満なら２０２３年まで運転ができ、それまでに対応すれ

ばよい。また、小規模プラントは２０１９年までに対応すること。特定地域の地

域熱供給の箇所は２０２２年の猶予期間がある。  

また、その他の特例措置は次の通りである。ピーク負荷プラントは１年で１５

００時間以内の運転時間とすること。特有の固体燃料を燃焼させるプラントは、

脱流装置によって硫黄酸化物の排出レベルを大気排出上限値以下にしなければ

ならない。  

 

●利用可能な最良の技術の適用（ＢＡＴ）  

全体として、高水準な環境保全を達成するのに最も効果的であること。経済

的・技術的に実現可能な状況の下、費用に対する利点を考慮した上で、関係する

産業分野で実行できる規模での開発が可能なこと。手法は設備の設計・建設・維

持・操業・廃棄に際して用いられた技術を方法である。  

「利用可能な最良の技術の適用」の目的は次の通りである。 

・効率的な実行でみんなの役にたつこと  

・ＥＵ内で技術の不均衡を調整するのに役立つこと  

・ＥＵ内で利用されている技術の世界的な普及を促進すること  

 

●新しい「利用可能な最良の技術(BAT)」の適用 

これは、「産業排出指令（IED）」より厳しいものであるが、文書の改訂は２０

１１年に始まり２０１４年には計画の正式な手続きが完了する。「利用可能な最

良の技術」の結論は、許認可を定める制限値があることである。許認可は、規制

当局が認めた BAT の排出濃度値の基準を超えないことである。特例措置は、BAT

の排出濃度基準値より小さい値にする投資コストが地域の利益より大きい場合

にのみ認められる。全プラントは共通の考え方で選別される。 

 

（２）石炭火力のＳＯ２の排出規制と防止技術  

「大型燃焼プラント指令(LCP)」、「産業排出指令(IED)」、新「利用可能な最良

の技術(BAT)」の各制限値は次の通りです。この中で、「産業排出指令（IED）」は

２０１６年から適用になり、新「利用可能な最良の技術（BAT）」は２０１８年か

２０１９年に適用と思われる。（図２参照） 
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         （図２）ＳＯ２の出力別排出基準  

 

硫黄酸化物の低減のための技術としては、石灰石膏式（湿式）、海水法、水酸化

マグネシウム法、アンモニア法、苛性アルカリ法等がある。 

 

（３）石炭火力のＮＯＸの排出規制と防止技術  

「大型燃焼プラント指令(LCP)」、「産業排出指令(IED)」、新「利用可能な最良の

技術(BAT)」の各制限値は次の通りである。（図３参照）  

 

         （図３）ＮＯＸの出力別排出基準  

 

窒素酸化物の低減のための技術としては、低過剰空気、排ガス再循環、余熱空

気の低減、二段燃焼、低ＮＯｘバーナー等である。 

 

（４）火力プラントでの煤塵の規制値の進展  

「大型燃焼プラント指令(LCP)」、「産業排出指令(IED)」、新「利用可能な最良の

技術(BAT)」の各制限値は次の通りである。（図４参照） 
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             （図４）煤塵の出力別排出基準  

 

煤塵の低減のための技術としては、電気集塵機、バグフィルタ、遠心力集塵

機等である。 

なお、新「利用可能な最良の技術（BAT）」では１０００MW 以上の区分が

新たに設けられている。 

 

 

（５）石炭火力プラントでの水銀の監視 

新「利用可能な最良の技術(BAT)」の各制限値は次の通りである。この水銀につ

いては新「利用可能な最良の技術（BAT）」から新規に監視が必要となり、石炭と

褐炭に分けて制限値がある。（図５参照） 

         

 

           （図５）水銀の出力別排出基準と監視体制  

 

（６）石炭火力プラントでのアンモニアの監視  

 新「利用可能な最良の技術(BAT)」の各制限値は次の通りである。このアンモ

ニアも新「利用可能な最良の技術（BAT）」から新規に監視が必要となり、制限値

がある。（図６参照）  
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          （図６）アンモニアの出力別排出基準と監視体制  

 

（７）まとめ 

 ２０１０年以降も発電所の排出に関して継続的な厳しい要求事項がある。産業

排出指令（ＩＥＤ）の要求事項を満たした対策でも、新「利用可能な最良の技術

（ BAT/BREF）」の要求値を達成できない。新「利用可能な最良の技術

（BAT/BREF）」はさらに多くの排出物の測定を要求している。「総合的環境汚染

の防止と制御に関する指令(IPPC)(2008)」で地方規制当局の役割が強化されてい

る。新「利用可能な最良の技術（BAT/BREF）」に基づいた発電所への制限値の

適用です。また、欧州委員会は５０MW 未満の中型規模プラントも対象にしよう

と議論をしている。  
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４．８ 火力発電の環境影響低減に向けた更なる取組み 

小野田 聡：中部電力 

 

（１）火力発電における環境規制の現状 

日本では、法律による排出基準に加え、地元との協定などにより、より厳しい排出

基準を遵守している。中部電力の例をあげると、碧南火力発電所 1～3 号機の排出値は、

日本の規制値と比べ大幅に低い値になっているが、これは、地元の県および市町と取

り決めした公害防止協定値によって、より厳しい値を求められたからである。また、

碧南火力 4，5 号機の増設にあたって、ばい煙量を発電所建設前（現状）よりも悪化さ

せないという「現状非悪化」という愛知県の行政指導があり、これを遵守するため、

既設の１～３号機に対して設備強化（脱硫装置強化、燃焼改善湿 EP の増強等）を行う

ことによって排出濃度を引き下げるとともに、４，５号機も最新の技術を取り入れ排

出濃度を低減させた。 

 

             （図１）大気排出基準の比較  

 

            （図２）大気排出の総合制御 
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（２）火力発電における環境対策 

大型の石炭火力発電所では、脱硝装置、脱硫装置、集じん機の 3 点は必ずと言って

いいほど設置されている。 これら排煙処理設備の設置状況は、世界に目を向けると、

日本やドイツでは整備が進んでおり、日本では 500MW 以上の瀝青炭焚火力発電には、

ほぼ全数に排煙処理設備が設置されている。日本では、前述の国内の法規制に伴い、

排煙処理装置の確立・導入が喫緊の課題であったが、電力業界では産業界の先頭に立

って、1963 年から湿式脱硫装置の研究開発を進め、1973 年から実用規模の設備を導入

し始めた。 その年以降順調に日本の産業向けの設置台数が増加した。 

 

（図３）排ガス制御方法   

 

環境設備の普及に伴い、技術が進歩し、公害防止装置１台当たりの価格も下がってい

く傾向にある。例えば、日本における排煙脱硫装置については、電力業界での 73 年の

脱硫装置設置開始から 10 年程度経過後には、脱硫装置の価格が導入初期価格の 20％程

度まで低下しており、価格低下率が大きいことが分かる。環境設備にコストがかかると

言われているが、技術開発や工夫を凝らした結果、コストが低減され、環境設備の普及

に貢献するものと考える。 

脱硝触媒に対するコストダウンの取り組みを例に挙げる。これまではメーカ推奨時期

ごとに替えていた触媒であったが、①脱硝性能試験による経時的な脱硝率データからの

「触媒寿命の予測」、②高中稼働ユニットにおいてもユニット振替損失を考慮し、触媒

積み増しも含めた「最適な取替時期」の選択、③脱硝率が低下した触媒に対して、取り

替えに変えて化学洗浄技術を用いた性能回復、④既設納入メーカ以外の触媒活用策の展

開、により、脱硝性能を落とさず、コストダウンに取り組んでいる。 
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          （図４）汚染防止設備の価格変化  

 

（３）更なる環境影響低減に向けた取り組みと課題 

更なる環境影響低減に向けた取り組みとして大事なのは、「環境への排出総量を減ら

す」ことである。 

その１つ目は、「熱効率を高め、燃料の消費を減らすこと」であり、ガスコンバイン

ドサイクル発電などの最新技術の導入がある。燃料の消費が減り、排ガス量が減少する

ため SOx、NOx などの環境影響因子の排出（環境への排出量）を抑えることができる。  

 

               （図５）熱効率の変化          
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２つ目は、「熱効率が低下しないように維持すること」であり、日本では、既設火力

の熱効率を維持し、環境への排出量を増やさないよう努力している。日本の石炭火力の

設計熱効率と 2005 年におけるそのユニットの実績熱効率の低下率を見てみると、古い

営業運転開始の設備ほど熱効率の絶対値は低いが、その時代に採用した設備の保守をし

っかり行っており、およそ 3 ポイント以内の範囲で熱効率を維持している。 

 

（図６）石炭火力の国別熱効率変化  

 

３つ目は、「世界レベルで環境への排出量を抑えること」であり、途上国へ効率維持

の大切さを訴えることが重要である。日本の電力は、40 年にわたり熱効率を維持してい

る、一方で、途上国では保守に関しては関心が低く、年数の経過によって熱効率が大き

く低下している例も見られる。 

こうして「環境への排出総量を抑える」ことにより、SOx、NOx、ばいじん、CO2 だけ

でなく、他の排水など、いろいろな環境影響因子排出の低減に効果があるが、実は水銀

もその一つにあげられる。 

世界の水銀の排出状況を見ると、アジアなどの新興国からの排出量は全世界の約半分

を占めており、依然増加傾向にある。 日本国内での消費量は現在では年間 10ｔ程度で

あるが、戦後の 1964 年には、重化学工業の発展とともに年間 2,500ｔも消費しており、

その負の遺産として水俣病という水銀由来の公害病が発生した。このような日本の苦い

経験は、現在あるいは今後新興国が直面するであろう同様の事態に対して、その経験と

教訓を世界の国々に発信していく必要がある。 そこで大きな役割を果たすのが、最近、

条約の採択・署名が行われた「水俣条約」である。 水俣条約では、「水銀及び水銀化合

物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること」が目的であるが、こと石炭火

力に対しては「大気への排出」が規制の対象になるが、具体的な規制は、今後決められ

ていくことになる。 


