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1 目的 

一般社団法人火力原子力発電技術協会 (以下  TENPES とする )と VGB PowerTech 
e.V.(欧州大規模発電事業者技術協会)（以下 VGB とする）による技術交流会議は，日本

と欧州におけるエネルギー政策，発電プラント運営，設備保守や新技術等に関する情報

交換通じて相互の発電技術の向上に貢献するとともに収集した情報を広く会員に提供す

ることを目的とする。今回，12 回目となる技術交流会議を実施したのでその概要を報告

する。 
 

2 技術交流会議(VGB-TENPES Meeting) 

技術交流会議の日程，場所，参加者等の概要は以下のとおり。 
(1) 開催日：2019 年 2 月 26 日（火） 

    (2) 場 所：東京ビッグサイト 会議棟 703 会議室 
(3) 参加者：55 名 

ｏVGB（欧州側の参加者）：6 名 
・Dr. Oliver Then／VGB             ・Prof. Dr. Reinhold Elsen／RWE  
・Dr. Thomas Eck／VGB          ・Prof. Nikolaus Elze／EnBW   
・Mr. Günter Heimann／LEAG           ・Mr. Tom Kavanagh／Uniper 

     ｏTENPES（日本側の参加者）：49 名 
    ・電力会社：14 名 
    ・メーカー他：35 名 
 

写真 1 に技術交流会議における VGB の Executive Managing Director, Dr. Then によ

る講演の様子，写真 2 に技術交流会議の様子を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1 講演中の Dr. Then（VGB） 写真 2 技術交流会議の様子 
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3 技術交流会議プログラム 
(1) 温室効果ガス大幅削減と電源構成に関する考察 
  Research on drastic reduction of greenhouse gas and power supply in Japan 

一般財団法人 電力中央研究所 社会経済研究所 
 上席研究員 朝野 賢司 氏 

(2) 欧州とドイツのエネルギー政策と従来型発電プラントの将来の役割 
European and German energy politics and the future role of conventional power 
plants 

VGB PowerTech e.V.   
Executive Managing Director, Dr. Oliver Then 

(3) 九州における太陽光発電大量導入下での火力発電プラントの運用について 
Operation of Thermal Power Plants to Accommodate PV Output in Kyushu 

 九州電力株式会社 エネルギーサービス事業統括本部 火力発電本部  
火力業務管理グループ 課長 山根 徳英 氏 

 
(4) 柔軟な発電プラント 現在の市場環境におけるそれらの重要性 
  Flexible Power Plants 

 their importance in the current market environment 
Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) 

Head of Modernisaton and Efficiency, Mr. Günter Heimann 
(5) 変化する市況における保全管理 
   Maintenance Management in Changing Market Conditions 

Uniper UK Limited  
Head of Asset Improvement Asset Management, Mr. Tom Kavanagh 

(6) ドイツのエネルギー転換による発電ポートフォリオの変化 －2 つのプロジェクト例－ 
   Transformation of the Generation Portfolio due to the German Energy Transition  

- Two Project Examples - 
  EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Director Technology, Generation Technology, Prof. Nikolaus Elze 
(7) CO2 排出削減に向けたクリーンコール技術における NEDO の取り組み 
  CCT research and development to reduce CO2 emission on NEDO 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 環境部 
統括研究員 在間 信之 氏 

(8) 次世代ガスタービンの先進技術開発 
   Development of Key Technologies for Next Generation Gas Turbine 

三菱重工業株式会社 総合研究所 
主幹プロジェクト統括（GTCC/航空エンジン 製品センター長） 石坂 浩一 氏 
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(9) 石炭火力発電所の環境問題と石炭燃焼生成物の利用 －ドイツと欧州の概要－ 
    Environmental issues of coal-fired power plants and utilisation of coal combustion 

products - overview Germany and Europe - 
VGB PowerTech e.V.   

Head of Power Plant and Environmental Technologies, Dr. Thomas Eck 
(10) セクターカップリング －エネルギー転換と安定供給の鍵－ 

 (セクターカップリングに関する RWE 社の研究活動） 
     Sector coupling - a key for the energy transition and security of supply - 

RWE Power AG 
 Vice President, Research and Development, Prof. Dr. Reinhold Elsen 

 
 
4 技術交流会議発表内容 

火力，原子力発電に関わる政策的，技術的状況の最新情報について，VGB 側から６件，

TENPES 側から４件の発表があった。その講演概要を次頁以降に示す。 
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4-1 温室効果ガス大幅削減と電源構成に関する考察 
(電力中央研究所 社会経済研究所 上席研究員 朝野 賢司 氏) 

朝野上席研究員から，日本の長期エネルギー需給見通しにおける 2030 年度の温室効果ガ

ス削減目標に関する説明に続き，地球温暖化対策計画に定められた温室効果ガス削減の長期

的目標を達成するための電力需要と電源構成に関する試算結果が紹介された。  
2020 年度以降の地球温暖化対策の国際的枠組みであるパリ協定を踏まえて策定された地

球温暖化対策計画では，温室効果ガス削減の長期的目標として 2050 年度までに 80％（2013
年度比）の削減を目指すこととなっている。長期エネルギー需給見通しにおける 2030 年度

の温室効果ガスの削減目標（2013 年度比 26％削減）を一層深堀した厳しい目標になってい

る。この高い目標を達成するには，2050 年度でのあるべきエネルギー需給構造，電源構成を

明らかにし，それに向けての課題を抽出し対策を検討することが重要である。 
図 4-1-1 に電中研が試算した CO280%減ケースでの CO2 排出量の結果を示す。経済成長率

は 2013年度から 2030 年度

までは長期エネルギー需給

見通しと同じ年率 1.7％の

増加，2030 年度から 2050
年度まで足元の潜在成長率

等を踏まえて同 0.5％増加

と想定した。その上で，実

質 GDP あたりの最終エネ

ルギー消費原単位の改善

（省エネ）が，直近 20 年

間（1996～2015 年）の実

績である年率 1.3%と同程

度と想定する「省エネ継続ケース」をまず試算した。ここでは運輸部門で 2050 年に販売さ

れる全ての乗用車が EV または PHV になる等の電化の進展を想定としている。しかし，そ

れでは 80％減の目標は達成されない。エネルギー起源の CO2 排出量は，13 年度で 12.35 億

トンなので，80％減とは 2.47 億トン以下に抑える必要がある。しかし，省エネが年率 1.3%
では 4.63 億トンと目標を超過する。そこで，元の想定の約 2 倍，年率 2.7%で省エネが進む

「CO280%減ケース」を試算した。この時，CO2 排出量は，電力部門で約 6500 万トン（13
年度比，88％減），運輸・産業・民生の非電力部門で約 1.82 億トン（同 74％減）となる。こ

のケースに同じ，家庭部門，業務部門で電化率 100％を想定している。具体的には，両部門

において LPG 等のガスによる熱の利用に替わってヒートポンプ等が導入され電化が進むこ

とを想定している。 

80%減：2.47億t-CO2

 

図 4-1-1 CO2 排出量試算結果（2050 年度） 
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図 4-1-2 に CO280%減ケー

スでの電源構成を示しており，

ゼロエミッション電源比率が

84％（再エネ比率は約 66％）

となる。本試算では，再エネ

の中で中核となる太陽光発電

（以下，PV）と風力発電に関

する２大問題である「高コス

ト」と「自然変動性」を考慮せずに，自然環境など土地利用に関わる法規制を受ける地域を

除き，最大規模の再エネが導入されると想定している。PV は環境省や筆者らの試算を基に

約 3.6 億 kW（18 年末の導入量の 7 倍超）。風力発電は 7500 万 kW（同 20 倍超）。また，水

力・バイオマス・地熱については，国際エネルギー機関の「WEO2018」の持続可能発展シ

ナリオで示された発電量である 2450 億 kWh（17 年実績の 2.3 倍）を用いた。 
また自然変動性問題は，再エネの余剰電力を全て吸収・活用する蓄電池が導入される想定

をおいた。現在は電気の需給バランスを維持するために，軽負荷期において PV 等の出力制

御が必要となるが，本試算では再エネ出力をすべからく活用するために，必要となる蓄電池

が全て導入（約 2.2 億 kW）されることとした。 
では原子力はどうだろうか。再エネが最大規模で導入されたとしても，CO280%減を達成す

るためには，原子力発電は 2188 億 kWh，この発電量を得るには，86.7%という高い設備利

用率としても，2882 万 kW の設備容量が必要となる。この達成には，全ての原子力発電所が

60 年運転可能としても，現在再稼働している発電所と，新規制基準の設置許可申請済みの発

電所だけでは足りない。未申請の発電所に加え，計画段階の発電所のうち 700 万 kW程度（5~6
基程度）の新増設が必要である。 

新増設がなく，設置許可申請済みの発電所のみで CO280%減を達成するとした場合，選択

肢の一つとして CO2 を回収・利用・貯留する CCUS の実施がある。この時の回収・利用量

は 3000 万トンと，国内の鉄鋼・化学等の素材系産業による排出量の約３分の１に相当する

莫大な量となる。しかし，本試算のように，再エネの余剰電力を蓄電池の大量導入により全

て活用する場合，CO2 排出量を増やさずに水素を得るには，輸入もしくは水素製造のために

用いるゼロエミッション電源の上積みが現実的な選択肢となる。つまり，新技術の大規模活

用ができなければ，80％減の達成に原子力発電所の新増設は不可避と言える。 
経済成長を保ちながら温室効果ガス削減の長期的目標を達成するのは非常に困難であり，

目標を達成するには極端な省エネを実現しなくてはならない。電化は省エネに大きく貢献す

る手段であり，目標達成にはあらゆる部門で可能な限り電化を推進することが必要である。

また，再エネを最大限導入する場合でも一定量の原子力は必要であり，原子力発電所の新増

設等の検討が重要である。 
 
 
 

 
図 4-1-2 電源構成の試算結果（2050 年度） 
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4-2 欧州とドイツのエネルギー政策と従来型発電プラントの将来の役割 
（Dr. Oliver Then, VGB） 

 Dr. Then から，VGB の概要紹介に続き，脱炭素社会に向けた欧州のエネルギー政策，ド

イツにおける石炭政策の検討状況，脱炭素化の将来技術などが紹介された。欧州では脱炭素

社会の実現に向け，再エネの

導入が進んでいる。図 4-2-1
に 2018 年の欧州の発電実績

を示すが，総発電量の約 1/3
を再エネ発電が占め，その内

の約 50％が太陽光や風力な

どの変動型再エネとなってい

る。2018 年に発表された全欧

州クリーンエナジー政策

（Clean Energy for all 
Europeans）では，2030 年ま

でに温暖化ガス排出量を

1990 年比で 40%削減するた

めに，ETS（排出枠取引）の

対象部門（発電部門など）で

43%削減，ETS 対象外の部門（運輸部門など）で 30％削減するとされた。また，エネルギー

全体に占める再エネのシェアを 32％にするために，電力分野で少なくとも 50％以上を再エ

ネ由来にすることが求められている。 
 この高い削減目標の達成に向け，欧州は政策的に脱石炭を進めようとしている。しかしな

がら，図 4-2-2 に示すように各国で脱石炭政策は異なっており，西欧，北欧の諸国のように

脱石炭政策を既に決定した国

もある一方，東欧諸国，スペ

インのようにまだ議論が行わ

れていない国もあり，必ずし

も足並みは揃っていない。 
ドイツでは，2038 年の脱石

炭化に向けて，段階的な石炭

火力発電所の削減案が提示さ

れた。図 4-2-3 にその案を示

す。2018 年に 44GW ある石

炭 火 力 の 発 電 設 備 容 量 を

2022 年までに 30GW に削減

し，さらに 2030 年には 17GW
まで削減することとしている。

 
図 4-2-1 欧州の発電実績（2018 年） 

 
図 4-2-2 欧州各国の脱石炭政策 
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この政策は２年毎にモニタリングを行うことになっている。最後のモニタリングポイントは

2030 年であり，計画を前倒しして 2035 年石炭をゼロにするか計画通りに 2038 年にゼロに

するかを 2030 年に判断する

ことになっている。脱石炭政

策の法制化は今後審議される

が，資金の問題，ドイツ国内

の褐炭採掘地域での雇用の問

題，社会構造の変革など多く

の課題が併存する。 
温室効果ガス削減に向け，

技術面では自動車や暖房など

需要側の電化推進や従来型火

力発電への CCS 導入などが

必要になる。また，再エネの

大量導入に伴い従来型火力発

電所には再エネの出力変動を

補い電力系統を安定化する調整力が要求される。デマンドレスポンス，蓄エネルギー・蓄電

池などの技術も調整力として期待されているが，将来的な調整力として有望な技術の一つが，

余剰電力を活用して水素やメタンなどの燃料を生成する Power to Gas, Power to Fuel など

の Power to X 技術である。そしてエネルギー全体の脱炭素を実現する技術として唯一有効

な方法が，Power to X を活用したセクターカップリング（異業種連携）である。セクターカ

ップリングは，電力部門，運輸部門，産業部門，民生部門などが連携し，電力供給と需給調

整，余剰電力の有効活用，蓄エネルギーを進めることである。例えば，Power to X で製造さ

れた燃料の運輸・産業部門への提供による余剰電力の有効活用，燃料あるいは熱としての蓄

エネルギー，さらには電力需給調整効果も期待できる。セクターカップリングは脱炭素社会

を実現するために重要なキーテクノロジーとして技術開発が進められている。欧州は従来型

の発電システムのフレキシブルな運用，蓄エネルギー・蓄電技術，セクターカップリングの

開発により，再生可能エネルギーの導入拡大とエネルギー供給システムの安定化を両立させ

るとともに，エネルギー利用の効率化を推進し，温室効果ガス削減目標を達成することを目

指している。 
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図 4-2-3 2038 年の脱石炭化に向けた削減ステップ 
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4-3 九州における太陽光発電大量導入下での火力発電プラントの運用について 
(九州電力 課長 山根 徳英 氏) 

山根課長から，九州電力の概要紹介に続き，全国的にも再エネの導入が進んでいる九州に

おける火力発電プラントの運用状況などが述べられた。 
日本においては 2012 年 7 月の再エネ固定価格買取制度の開始以降，再エネの導入が急速

に進んでいる。中でも九州は再エネの適地が多く，特に日射条件が良いことから太陽光発電

の導入が他の地域に比べて多い。太陽光発電と風力発電を合わせた導入量の比率は全国の約

2 割に達する。それゆえ，太陽光などの変動型再エネの大量導入は九州の電力需給に大きな

影響を与えている。特に春や秋，年始などの電力需要が少ない時期の昼間に太陽光発電の割

合が高まる傾向が顕著である。再エネを最大限活用するには，太陽光発電などの変動型再エ

ネの出力変動を補い電力系統の安定化を図る必要がある。この調整力として火力発電プラン

トはフレキシブルな運用を求められている。 
図 4-3-1 に九州における 2018 年 5 月 3 日の電力需給曲線を示す。この日はゴールデンウ

ィークの連休中にあり，電力

需要は少なく，太陽光発電の

電力需給への影響が顕著とな

っている。13 時には太陽光発

電の出力が 8 割を占め，火力

発電プラントの出力調整や揚

水発電の揚水運転活用による

下げ調整力はわずか 300ＭW
程度しかない状況であった。 

図 4-3-2 に再エネの出力制

御が発生した年初め 2019 年

1 月 3 日の需給状況の事例を

示す。電力需要が少ない昼間

に太陽光発電の出力が増加したため，需給バランスを図り石炭火力３基のうち２基を DSS
（Daily Start and Stop）運用，残り１基を最低負荷運転とし，コンバインドガス火力３系

列全ての運転軸本数をミニマムまで減らして対応した。更に揚水運転での調整，連系線によ

る九州地区外への供給等をした上でもまだ供給力が電力需要を上回る状況にあったため，再

エネの出力制御が行われた。この日 13 時の太陽光発電の出力は九州エリア全体の約６割に

達し，最大で全体需要の約 4%にあたる 341MW の出力制御が行われた。太陽光発電の出力

制御は，2018 年 10 月以降現時点（2019 年 2 月 26 日）迄に 10 回に達している。 

 
図 4-3-1 九州におけるゴールデンウィークの電力需給曲線 

（2018 年 5 月 3 日） 
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九州電力の火力発電プラン

トは元々，中間負荷またはピ

ーク負荷需要に対応するため，

柔軟な起動特性を考慮して設

計していたが，その設計が現

在の変動型再エネの出力調整

にも効果的に機能している。

具体的な特徴は，次のとおり。

コンバインドガス火力では，

各軸を 15 分弱の短い間隔で

並列させることにより，1 時

間程度でフル負荷まで到達す

ることが出来る。これにより，

急な天候の変化や，夕刻の太陽光発電の急激な落ち込みなどによる厳しい電力需給変化への

フレキシブルな対応が可能になっている。この他にタービンへの蒸気通気等のタイミングを

適切に調節し，起動時間の短縮を図るタービンバイパス装置の設置や DSS 時の部材への熱応

力等を緩和するボイラー設計を行っている。また，石炭火力のミルの運用では，炭種ごとに

きめ細やかな台数制御を実施すること等で，最低負荷レベルの低減を図っている。このよう

な設計により，コンバインドガス火力はもとより，石炭火力でさえも週に 1 回程度の DSS
運用や最低出力 15％での運用が可能となっている。 

なお，九州電力では，地球温暖化対策の観点からグループ会社とともに再エネの開発にも

積極的に取り組んでいる。特に地熱発電では日本最大規模の八丁原発電所を保有するなど，

全国の設備容量の約 4 割を占めている。近年では海外のインドネシアでも世界最大規模の地

熱発電所を建設し運転を開始するなど，建設から運用まで高い技術力を有している。また，

太陽光と風力発電についてグループ会社を中心に開発を進めているほか，鶏糞や家庭ゴミ，

木質バイオマスなど様々なバイオマス発電についても資源を有効に活用する仕組みを自治体

や他企業と共同で作り上げ，開発を進めている。 
再エネは地球温暖化対策として今後益々増加していくことが見込まれる。系統に太陽光な

どの変動型再エネの発電電力が大量に導入されていくことによって，火力発電はさらにシビ

アな出力調整が必要になり，役割は，将来に向けて益々増加することが予想される。 
このような状況の変化の中，特に火力発電所の低負荷運転や日中の起動停止運転などの特

性を活かして，今後とも電力の安定供給に最大限貢献していくこととしている。 
 
 
 
 
 
 

 
図 4-3-2 九州における再エネ出力制御（2019 年 1 月 3 日） 

会議当日では、各発電機の出力  
変化グラフを示して説明  
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4-4 柔軟な発電プラント 現在の市場環境におけるそれらの重要性 
(Mr. Günter Heimann, LEAG) 

Mr. Heimann から，LEAG 社の概要紹介に続いて，従来型火力発電所の必要性が述べられ

た。風力や太陽光などの再生エネの導入が進むドイツでは，従来型火力発電所が，再生エネ

の変動性，間歇性に応じて出力を調整（柔軟性）し，電力系統の安定化を図っている。 
一方，CO2 価格は上昇傾向にあり，従来型火力発電所の運営を取り巻く環境は，厳しさを

増している。このため，柔軟性に加え，経済性に優れた従来型火力発電所が求められる。  
図 4-4-1 に CO2 価格に対する火力発電プラントの燃料種別変動費の感度解析結果を示す。

CO2 価格に対する火力発電プ

ラントの変動費の感度は，ガ

ス火力に対し石炭火力，褐炭

火力の方が高い。また，CO2

価格が 4～19 ユーロ／tCO2

の範囲では，ガス火力よりも

石炭火力，褐炭火力の変動費

が低いが，20 ユーロ／tCO2

以上になると，石炭火力の変

動費がガス火力のそれを上回

る。従って，CO2 価格が上昇

すると欧州全体において石炭

からガスへの燃料転換が進み，特に効率の低い石炭火力発電プラントは，高効率の CCGT に

置き換わる可能性がある。しかしながら，褐炭火力発電プラントは，CO2 の価格上昇を考慮

しても変動費の優位性を保つことが可能であり，経済性に優れた電源である。 
褐炭火力発電プラントは，その経済性に加え，柔軟性を高めることにより，電力系統の安

定化にも貢献する優れた電源としての活用が期待できる。このため，LEAG 社では，褐炭火

力発電プラントの柔軟性に取り組んでいる。 
図 4-4-2 に LEAG 社における褐炭火力発電プラントの負荷制御範囲及び 2017 年 12 月 21

日から 2017 年 12 月 31 日ま

での送電網への電力供給の実

績を示す。この期間は需要が

少なく，褐炭火力発電プラン

トは最低負荷 25％で運用し

ている。なお，この時，補助

燃料等は使用していない。一

方，火力発電所の運用に様々

な制限が生じる場合もある。

例えば，LEAG 社の発電所で

は，地域熱供給や大口需要家

 
図 4-4-1 CO2 価格に対する火力発電プラントの燃料種別変

 

 
図 4-4-2 LEAG の褐炭火力発電プラントにおける負荷制御

範囲及び実際の系統への電力供給 
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向けプロセス蒸気などを提供している場合があり，必ずしも電力供給に特化した運用ができ

るわけではない。このため火力発電所の柔軟な運用には限界がある。そこで柔軟性を高める

方策として，Schwarze Pumpe 発電所構内に 50MWh の蓄電池を建設予定である。蓄電池の

導入により発電所の柔軟性を若干，高めることが可能となる。 
現時点では，まだ蓄電池のコストは高く，容量（エネルギー密度）の問題もあり，蓄電池

によって従来型火力発電所相当の柔軟性を提供することは，非現実的である。また，再エネ

には需給調整を担う機能がないため，柔軟性の高い従来型の火力発電プラントは，電力系統

の安定化や低廉な電力の安定供給に貢献する技術的，経済的エネルギー供給システムの柱で

ある。 
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4-5 変化する市況における保全管理 
（Mr. Tom Kavanagh, Uniper） 

Mr. Kavanagh から，Uniper 社の概要紹介に続いて，従来型火力発電所における保全戦略

の必要性について述べられた。イギリスでは，2013 年以降，炭素価格の上昇と再エネの導入

量の増加により，従来型火力発電の発電電力量のシェアが減少している。また，石炭火力か

らガス火力へのシフトが進んでおり，2017 年にはイギリスで初めて 24 時間石炭火力を使用

せずに電力の供給が行われ，2018 年には 1000 時間以上石炭火力を使わずに電力の供給が行

われた。 
今後，再エネの導入量は一層増加する見通しであり，従来型火力発電所の稼働時間が減少

し，発電所の経営に与える影響が懸念される。加えて，太陽光発電などの出力制御が困難な

変動型再エネの大量導入は電力の需給バランスを崩し，電力系統が不安定になる。このため，

従来型火力発電所が出力調整を行って電力系統の安定化を図る必要がある。 
図 4-5-1 にイギリスの晴天時における 1 日の従来型火力発電の出力変化を示す。2013 年は，

太陽光発電導入による従来型火力発電の出力への影響は少なかったが，2015 年，2017 年と

太陽光発電が増加するにつれて徐々に従来型火力発電の出力変化が大きくなっている。これ

は太陽光発電の出力変化に

応じて従来型火力発電所が

出力調整を行い電力系統の

安定化を図っているためで

ある。2019 年には太陽光発

電の影響が顕著に表れ，従

来型火力発電の出力は昼夜

間格差の非常に大きないわ

ゆるダックカーブ現象と呼

ばれる曲線を描くように変

化すると予想されている。

このような非常に大きな出

力変化に対応するには急速

な出力調整や頻繁な起動停

止が必要になる。一方で急速な出力調整や頻繁な起動停止は，設備の故障の確率を高めるこ

とになる。また，発電所の稼働時間を低下させ，利益の減少を招く。そこで Uniper 社では，

従来型火力発電所の資産及び設備の状態を把握し，保全コストの削減を支援するための保全

戦略を考案し，運用している。 

 

図 4-5-1 イギリスの 1 日の火力発電所の出力変化 
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図 4-5-2 に Uniper 社が開発した保全戦略のシステムの概要を示す。図の保全戦略計画ツ

ールは保全計画策定を最適化

する支援ツールである。本ツ

ールの入力情報は資産戦略，

発電電力量や起動回数などの

実績値及び計画値，設備の余

寿命予測結果，センサーなど

から得られる温度や振動など

のデータである。保全戦略計

画ツールはこれらの入力情報

から発電設備の状態を把握し，

保全の対象設備や保全時期等

を自動的に提示する。更に設

備投資額，運用コスト等を算

定する。次に算定結果を基に

年間の設備投資額や運用コスト，保全期間や保全内容などからなる保全計画を策定する。最

後に利益の確保が可能な効果的な保全計画となっているか評価する。データは自動的にアッ

プデートされ，リアルタイムで現状の把握と予測をすることができ，ビジネス部門も常時こ

の情報にアクセスできる。 
この他にスマートフォ

ンやタブレットを活用した

予知保全ツールが紹介され

た。補機のベアリングの事

例では，不具合検出率はほ

ぼ 100％で高い効果を上げ

ている。（図 4-5-3） 
イギリスの従来型火力

発電所は，再エネ大量導入

に対応した高い柔軟性を提

供しているが，以前のよう

な利益を上げるのが難しく

なっている。このため，利

益の確保と設備の信頼度の

確保を両立する戦略的な保全管理が益々重要になってきている。 
 
 
 
 

 
図 4-5-2 Uniper 社の保全戦略（システムの概要） 

 
図 4-5-3 スマートホン、タブレットを活用した予知保全ツール 



 
 
 

 
 

15 

4-6 ドイツのエネルギー転換による発電ポートフォリオの変化 – 2 つのプロジェクト例 – 
（Prof. Nikolaus Elze, EnBW） 

Prof. Elze から，EnBW 社の概要紹介に続いて，同社が手掛ける洋上風力発電の開発プロ

ジェクトの状況と石炭火力 CHP プラントのガス火力 CHP プラントへの改造事例が紹介され

た。 
ドイツは温室効果ガス削減に向けたエネルギー転換推進のため，再エネの導入やエネルギ

ー効率向上について高い目標を掲げている。EnBW 社も再エネの積極的な導入や火力発電所

の石炭からガスへの燃料転換などのエネルギー転換に取り組んでいる。再エネの開発につい

ては，特に風力発電の開発に力を入れている。 
 図 4-6-1 に EnBW 社の洋上風力発電の開発状況を示す。北海においては現在 Hohe See，
Albatros の 2 地点に 20 億ユ

ーロの巨額を投じて洋上風力

発電所を建設中である。発電

設備の容量は Hohe See が

497 MW （7MW×71 基），

Albatros が 112 MW
（7MW×16 基）である。北海

におけるもう一つの洋上風力

発電の開発プロジェクト He 
Dreiht の発電設備容量は

900MW，試運転が 2025 年に

行われる予定である。この他に稼働中の洋上風力発電として，バルト海の Baltic 1（発電設

備容量 48.3 MW）と Baltic 2（発電設備容量 288 MW）がある。 
図 4-6-2 に Hohe See と Albatros の概要を示す。両地点は沿岸部から 100km 程度の距離

にある排他的経済水域内にあ

り隣接している。両地点を合

わせた発電設備容量は

609MW（7MW×87 基）とな

り大規模な洋上風力発電の開

発プロジェクトである。年間

平均風速 10.1m/s，年間定格

出力時間 4,000 時間を想定し

ており，年間の発電電力量は

2.4TWh が見込まれる。再エ

ネ固定価格買取制度（FIT：

Feed in Tariff）の適用により

発電事業への貢献が期待されている。 
 再エネの開発に加え，脱炭素化の観点から燃料転換を実施したシュツットガルトの

 
図 4-6-1 洋上風力発電開発プロジェクト（EnBW） 

 
図 4-6-2  Hohe See と Albatros の概要 
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Gaisburg 地区にある石炭火力 CHP プラントのガス火力 CHP プラントへの改造事例が紹介

された。図 4-6-3 にガス火力 CHP プラントの概念を示す。改造前の石炭火力 CHP プラント

は，流動床ボイラと 2 基のガスボイラ，背圧蒸気タービンから構成され，最大電気出力は

30MW，最大熱出力は 270MW，石炭の消費は年間 6 万トンであった。熱は地域暖房に使用

されている。改造後のガス火

力 CHP プラントは，3 台のガ

スエンジン（電気出力 30MW，

熱出力 30MW），6 基のガス

ボイラ（出力 210MW），蓄熱

（300MWh）から構成され，

全体の投資額は 7,600 万ユー

ロに達する。総合効率 85％の

高効率ガスコジェネと熱効率

95％以上の高効率ボイラの

採用及び石炭からガスへの燃

料転換により CO2 の排出量

を 30％削減するとともに，SOx，ばいじん，重金属の排出量も削減した。また，蓄熱によっ

て調整力の向上，電気と熱のデカップリングが可能となった。 
現在ドイツでは脱炭素化に向けて 2038 年までに国内の石炭火力発電所を全廃することが

議論されており，将来的に再エネは増加し発電設備の電源構成が大きく変わる見通しである。

脱炭素化には再エネの開発が必要になるが，同時に不安定な再エネの出力を迅速に調整して

電力系統の安定化を図る柔軟性の高い火力発電プラントを開発していくことも重要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4-6-3 Gaisburg におけるガス火力 CHP プラントの概念 
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4-7  CO2 排出削減に向けたクリーンコール技術における NEDO の取り組み 
(NEDO 統括研究員 在間 信之 氏) 

在間統括研究員から，NEDO の概要紹介に続き，NEDO が取り組む火力発電プラントの

高効率化，CO2 分離・回収技術に関するプロジェクトなどが紹介された。 
日本の⻑期エネルギー需給⾒通しにおいて，火力発電の⾼効率化は，再エネの導⼊促進と

原⼦⼒発電の活⽤と合わせて

温室効果ガス削減⽬標積み上

げの基礎となる対策・施策に

位置付けられている。これを

踏まえ産学官の協議会により

「次世代火力発電に係る技術

ロードマップ」が策定された

（図 4-7-1）。本ロードマップ

では，石炭ガス化燃料電池複

合発電（IGFC）やガスター

ビ ン 燃 料 電 池 複 合 発 電

（GTFC）など，次世代火力

発電技術の早期確立を目指す

こととされている。 
図 4-7-2 に NEDO が大崎クールジェン(株)と共同で進めている IGFC の実証事業「大崎ク

ールジェンプロジェクト」の概要を示す。第一段階の酸素吹 IGCC 実証試験を 2018 年 10 月

に終了し，現在，第二段階の CO2 分離・回収設備を建設中である。第 3 段階の IGFC の実

証試験は 2018 年度末開始予

定である。第一段階の酸素吹

IGCC の実証試験では，送電

端効率（ 40.8%），SOx（＜

8ppm），NOx（＜5ppm），ば

いじん（＜3mg/㎥ N）の環境

性能あるいは炭種適合性，設

備信頼性に関する目標を達成

した。制御性，運用性に関し

ては負荷変化率 16%/min を

確認し，電力系統安定化にも

寄与できることが確認された。

第三段階の IGFC の実証試験

には，1700℃級のガスタービ

ンとの組合せが可能な燃料電池の高圧化，大容量化，また，燃料電池の性能低下や劣化を招

く石炭ガスのクリーンナップ技術の開発などが課題となっており，NEDO においてこれらの

 
図 4-7-1 次世代火力発電ロードマップ 

 
図 4-7-2 大崎クールジェン IGFC 実証試験の概要 
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技術開発が行われている。また，GTCC の高効率化を目指し，1700℃級ガスタービンの開発

が進められている。これにより従来のコンバインドサイクル発電に比べ発電効率が 3 ポイン

ト向上し，発電効率 57％（送電端）を達成することが可能となる。 
火力発電所から排出される CO2 の削減は発電効率の向上だけでは限界があり，将来的に

CCUS 技術の確立とそのコスト削減が重要である。CO2 の分離・回収コストの低減に向け，

物理吸収法，固体吸収法，膜

分離法，クローズド IGCC な

どの技術開発が進められてい

る。経済性の観点からはコス

トを 4,000 円 /tCO2 台から

1,000 円 /tCO2 台に低減する

ことが必要である（図 4-7-3）。 
大崎クールジェンプロジェ

クトの第二段階では，CO2 分

離・回収に物理吸収法が採用

され，CO2 の分離・回収をし

ても  USC と同等の 40%程

度の発電効率が期待でき，燃

料電池との組み合わせにより

商用化レベルで発電効率 47%程度の見通しを得ることを目標としている。膜分離法について

は，NEDO において分離性能の向上，連続製造技術の確立を目的にラボスケールで石炭ガス

化ガスを使った適用性評価が行われている。 
CCS の事業としては，苫小牧において年間 10 万トン以上の貯留を 2019 年まで実施する

ことになっており，固体吸収法，膜分離法などの開発も並行して行われている。CCU につい

ては，一般に市場が小さいことが問題であるが，火力発電所から排出された CO2 と再エネ由

来の水素を用いてメタネーション行い，天然ガスに混合して利用することで，既存のインフ

ラを利用できる等，大きな市場が見込まれる。現在，国際石油開発帝石（株）長岡鉱場にお

いてメタン生産量 8 ㎥/h のパイロットプラントが建設中であり，運転特性の検証，適用性，

経済性の評価が行なわれる予定である。 
火力発電は太陽光発電や風力発電の出力調整や周波数調整において重要な役割を果たして

いる。一方で火力発電は CO2 の排出量が多いという欠点があるが，その分 CO2 排出量の削

減余地は大きい。2030 年の日本の温室効果ガス削減目標を達成するには「次世代火力発電に

係る技術ロードマップ」に則り，火力発電技術及び CO2 分離・回収技術の研究開発が着実に

実施されることが重要である。 
 
 
 
 

 
図 4-7-3 次世代 CO2 回収関連技術ロードマップ 
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4-8 次世代ガスタービンの先進技術開発 
（三菱重工業 総合研究所  主幹プロジェクト統括 石坂 浩一 氏） 

石坂主幹プロジェクト統括から，日本の国家プロジェクトとして進められている次世代ガ

スタービン技術の開発状況が述べられた。 
日本における温室効果ガスの長期削減目標を達成するには再エネの大量導入に加え，高効

率発電設備，CCS や CCUS，燃料電池などあらゆる手段の活用が必要になる。ガスタービン

は IGCC などへの活用や将来的な燃料電池や CCS との組合せにも適しており，これにより

高い CO2 削減効果が期待できる。また，負荷追従性に優れ，太陽光や風力などの変動型再

エネの出力変動を補い電力系統を安定化するのに有効である。このため，国家プロジェクト

として次世代ガスタービン技術の早期確立に向け，高効率で起動性・制御性に優れ，CO2 の

削減効果が高い超高効率ガスタービンの開発が進められている。 
三菱重工では 1700℃級ガ

スタービンの実用化に向け，

その要素技術となる圧縮機，

燃焼器，遮熱技術などの開発

に取り組んでいる。 
圧縮機では旋回失速による

翼の振動の抑制が課題となる。

旋回失速は，圧縮機の翼列と

その周辺流路で部分的に発生

した失速領域（失速セル）が

伝播する現象である。スケー

ルモデル圧縮機の試験装置に

よる検証と本装置を活用した

旋回失速のシミュレーション

の精度向上により，この現象

を詳細に捉えることでガスタ

ービン起動時の旋回失速の発

生のタイミングと場所，発生

するセル数を制御することが

可能となった。（図 4-8-1） 
燃焼器は燃焼振動の抑制が

課題である。燃焼温度の高温

化とともに増加する NOx 排

出量の低減には，予混合ガス

を均一化して燃焼させる手法

が有効である。一方で予混合

ガスを均一化した燃焼は火炎

 
図 4-8-1 旋回失速の予測 

 
図 4-8-2 燃焼状態の可視化 
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位置が不安定となり易く，火炎の変動は燃焼振動の原因となる。このため，高速度カメラを

活用した可視化試験装置による火炎の位置や形状の把握やシミュレーションにより燃焼状態

を解析し燃焼振動の現象究明に役立てている。これらの技術を用いて燃焼の安定性が高い燃

焼器を開発している。（図 4-8-2） 
燃焼温度の高温化には，タービン翼への熱の流入を抑える遮熱コーティングが重要になる。

新たな材料の選定により，従来の材料(YSZ)より低熱伝導率で同等以上の耐久性がある先進

遮熱コーティング（Advanced TBC）が開発された（図 4-8-3) 。 実証発電設備での検証に

よって長期信頼性も確認されている。Advanced TBC の採用により冷却空気量が削減されタ

ービンの効率が向上する。 
なお，3D 積層造形技術が

開発され，タービン翼や分割

環などの高温部品で複雑な冷

却構造を要する部品の製造に

利用されている。 
1700℃級の高温ガスター

ビンの要素技術の開発に加え，

太陽光発電などの変動型再エ

ネの大量導入による大幅な出

力変動を補い電力系統の安定

化を図るため，急速起動，タ

ーンダウン運転が可能で高い

ランプレートを実現する技術

の開発も進められている。 
再生エネの増大に伴う余剰電力の活用には，蓄電池や水素等への変換によるエネルギー貯

蔵技術が必要になる。水素は燃焼時に CO2 の発生がなく，水素燃焼ガスタービンの開発は，

CO2 の排出量削減にも貢献する技術である。水素燃焼ガスタービンの要素技術として低 NOx

かつ高温で高効率に水素を燃焼する燃焼器の開発が重要である。各種の水素燃焼器が開発さ

れているが，燃焼器毎に NOx 排出量，効率，燃焼安定性に関する利点や欠点が異なる。拡散

燃焼器は，効率は低いが燃焼安定性に優れ水素 100%を含む様々なガス種での実績がある。

予混合低 NOx 燃焼器は，水素専焼時の燃焼安定性に課題があるが，NOx 排出量が少なく，効

率が高い。1600℃の条件下で水素 30%迄であれば，安定燃焼かつ NOx 排出量が許容値以下

であることが確認されている。また，水素専焼用に低 NOx で燃焼安定性を向上させたマルチ

クラスタ燃焼器が開発段階にある。 
次世代ガスタービンの技術は，温室効果ガス削減の中長期目標を達成する上で鍵となる技

術であり，早期技術の確立に向けて着実に要素技術の開発が進められている。 
 
 
 

 
図 4-8-3 先進遮熱コーティングの開発 
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4-9 石炭火力発電所の環境問題と石炭燃焼生成物の利用 – ドイツと欧州の概要 – 
（Dr. Thomas Eck, VGB） 

 Dr. Eck から，欧州における石炭火力発電所廃止に向けた状況の紹介に続き，欧州におけ

る石炭火力発電所に関する環境規制の概要，石炭燃焼生成物（CCPs）の利用について述べ

られた。 
欧州では環境保護のため，石炭火力発電所の操業に伴い発生する排ガス，CCPs，土壌，

排水，エネルギーに関する規制がある。産業排出指令（IED）は石炭火力発電所等の大規模

燃焼設備を対象とした環境規制である。IED では排ガス等の規制値について，BAT（利用可

能な最善技術）の参照文書 BREF-LCP に示された BAT-conclusions の排出量を超えないよ

うに定めることが規定されている。なお，BREF-LCP はセビリアプロセスと呼ばれる産業界，

環境 NGO，加盟国政府，欧州委員会等が参加する会合によって最終草案が作成された後，IED
の Article13 フォーラム，

Article17 委員会によって

BAT-conclusions が採択され

発行される。2017 年 4 月に

採択された BREF-LCP の改

訂は 28 ヶ国中ドイツを含め

た 8 ヶ国が反対したが，QMV
（特定多数決）の要件となる

賛成票の割合（55％以上），

人口（65％以上）を満たし採

択が決定した。 
 図 4-9-1 に IED 及び

BREF-LCP の NOx，SO2，

ばいじんに対する排ガス規制

値を示す。BREF-LCP には

年平均値（YAV）と日平均値

（DAV）があり，BREF-LCP
の日平均値は IED の月平均

値（MAV）と同等となってお

り，厳しい規制値になってい

る。図 4-9-2 に排ガス中の水

銀の規制値を示す。排ガス中

の水銀規制は既設よりも新設

の方が厳しい規制となってい

る。例えば 300MW（熱出力）

未満の石炭火力発電所では，

既設 1～9μg/㎥に対し，新設
 

図 4-9-2 欧州における排ガス中の水銀の規制値 

 
図 4-9-1 欧州における排ガス規制値 
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1～3μg/㎥である。ドイツの規制値は既設，新設ともに 10μg/㎥であり BREF-LCP は厳しい

規制値となっている。このため，現在，ドイツにおいて議論が進められており規制の実施に

遅れが出ている。 
石炭火力発電所に対する厳しい排ガス規制は CCPs の利用にも影響を及ぼす。BREF-LCP

の厳しい排ガス規制は石炭火力発電所の稼働条件の見直しや設備の改造・新設，規制値のレ

ベルによっては発電所の閉鎖を余儀なくされる可能性もある。このような規制への対応は

CCPs の生産量や品質に影響を及ぼす。また，欧州の政策の影響も受ける。欧州各国は気候

変動エネルギー政策パッケージで定められた温室効果ガス排出量削減や再エネのシェア拡大

等の目標達成に向けて取り組んでおり，石炭火力発電所の運用に影響を与え CCPs の生産量

が減少する可能性がある。更に欧州において建設資材規則の基本的作業要件の一つである衛

生，健康及び環境に関する製品試験の方法や製品基準の改訂が検討されており，これらも

CCPs の生産・利用に影響を与える要因となる。なお，製品基準の改訂では CE マークの適

合宣言書における建設資材規則の適合性評価に宣言値（declared values）を使うか分類

（classes/categories）を使うかが課題となっている。ドイツとしては分類の使用を要求して

いくが欧州全体での統一が必要になる。 
CCPs の主なものにフライアッシュ，FGD 石膏などがあり，これらを利用して生産された

セメント，コンクリート，レンガ，ブロックなどは建設・土木工事，道路工事などの基盤材

料として使用されている。 
欧州における 2016 年の

CCPs 生産量は約 4 千万ト

ンで，フライアッシュが約

63％を占めており，主にコ

ンクリートの添加剤，セメ

ントの原材料，路盤材等に

利用されている。  
図 4-9-3 にドイツにおけ

る 2016 年の CCPs の生産

量と利用率を示す。フライ

アッシュ生産量は 311 万ト

ン，利用率は 97％となって

いる。2016 年から電源設備

における石炭火力のシェア

は減少しており 2017 年，

2018 年のフラアッシュの生産量は 2016 年から減少していると推測される。将来的なフライ

アッシュの利用は，石炭火力発電所の運用を取り巻く厳しい環境によって不透明感を増して

いる。欧州の一部の国では既にフライアッシュの入手が困難になってきている。解決策の一

つは越境輸送によるフライアッシュの融通である。フライアッシュの越境輸送量は 2008 年

の 200 万トンから 2016 年は約 300 万トンに増加している。 

 
図 4-9-3 ドイツにおける石炭燃焼生成物の生産量 

と利用率（2016 年） 
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石炭火力発電所の環境規制は，発電所の運用は勿論，建設土木工事などのインフラ整備に

欠かせない原料である CCPs の生産にも影響を及ぼす。環境規制が強化され石炭火力発電所

の運用は厳しさを増しているが，将来的な CCPs の利用に向けた解決策の議論が重要である。 
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4-10 セクターカップリング – エネルギー転換と安定供給の鍵－  
(セクターカップリングに関する RWE 社の研究活動） 

（Prof. Dr. Reinhold Elsen, RWE） 
 Prof. Dr. Elsen から，RWE 社の概要紹介に続いて CCU とセクターカップリングに関する

欧州の技術開発動向が紹介された。欧州では脱炭素社会の実現に向けて再エネの導入量が増

えきているが，2050 年までに CO2 排出量を 80~95％削減するには，すべての石炭火力を閉

鎖したとしても目標の半分にしか届かず，ガス火力，石油火力の閉鎖，輸送部門，民生部門

の CO2 排出削減努力も必要である。CCS も検討されているが，貯蔵場所の問題もあり難航

している。また揚水発電，蓄電池，圧縮空気エネルギー貯蔵なども検討されているが，容量，

エネルギー密度，そしてコストの課題がある。この問題を解決する技術として CCU があり，

近年，多くのプロジェクトが実施されている。電力部門，産業部門，輸送部門などを CCU
技術で連携させたセクターカップリング（異業種連携）はエネルギーの貯蔵と電力系統の安

定化を実現しながら温暖化

ガスの排出を低減できる技

術であり，化石燃料社会か

ら再エネ社会に移行するつ

なぎ役，炭素循環経済の担

い手として期待されている。 
 図 4-10-1 にセクターカ

ップリングの概念図を示す。

従来型発電所あるいは工場

で発生した CO2 を回収し，

再エネ由来の水素と結合さ

せることにより DME，

OME などを合成して発電あるいは自動車用燃料として活用する。この方法によれば，既存

のインフラと再エネ余剰電

力を有効に活用することが

でき，かつ燃料貯蔵により

需要変動及び系統の安定化

にも対応することができる。 
 図 4-10-2 には RWE 社の

石炭イノベーションセンタ

ーで実施している CCU 実

証プロジェクトを示す。こ

れらのプロジェクトは EU
もしくは国家プロジェクト

として実施されており，ド

イツはもちろん EU 各国が

 
図 4-10-2 RWE 社の石炭イノベーションセンターにおける 

CCU 実証プロジェクトの概念 

 

図 4-10-1 セクターカップリングの概念 



 
 
 

 
 

25 

参加している。MefCO2 プロジェクトでは 1.5t/日の CO2 から 1t/日のメタノールを製造して

おり，今後は DME，OME の製造，さらには化学薬品の製造についても実証試験を進める予

定である。 
 CCU，セクターカップリングは気候変動対策の柱となるばかりか，エネルギー供給の安定

性確保，大規模エネルギー貯蔵の実現，産業・輸送部門における CO2 排出削減の実現など大

きなポテンシャルを秘めている。さらに再エネによる発電が増えるほど様々な製品のクリー

ン度（グリーン化）も高まる。しかしながらセクターカップリングの推進には適切な規制の

枠組みが必要であり，経済性を担保しつつ規制を整備することが肝要である。 
 なお RWE 社は E.ON との事業売買を行い，将来的には発電専業会社を目指している。ま

たそのポートフォリオの 6 割を再エネにすることを目標に掲げ，従来型の発電所を活用して

天候に左右されない供給安定性を実現する方針である。 
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5 テクニカルビジット 
 テクニカルビジットは，発電設備や技術等に関する理解を深め，また，現場の生の声を聞

くことを目的に技術交流会議に合わせて実施する施設視察である。今回，VGB 側からの要望

により，大崎クールジェンプロジェクトについてテクニカルビジットを実施した。 
テクニカルビジットの日程，場所，参加者等の概要は以下のとおり。 

  (1) 開催日：2019 年 2 月 28 日（木） 
  (2) 場 所：大崎クールジェン 
  (3) 参加者：17 名 

ｏVGB：6 名 
   ｏTENPES：11 名 
 

写真 3 にテクニカルビジットにおける会議室での質疑応答の様子，写真 4 に大崎クールジ

ェンのご対応者を含めた参加者全員による記念写真を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視察に当たっては大崎クールジェンの次の皆さまよりご説明，ご案内を頂いた。ここに深

く感謝申し上げる。 

 

<大崎クールジェンご対応者> 
 代表取締役 社 長  相曽 健司 様  代表取締役 副社長  木田 一哉 様 
 取締役 総務企画部長 久保田晴仁 様  取締役 技術部長   三沢 信博 様 

総務企画部 研究企画グループ      技術部 建設グループ 
      マネジャー 中田 博之 様  マネジャー 中村 郷平 様 
       課長代理 竹村 亮介 様 
       課長代理 鉄山 紀弘 様 
       課長代理 石崎 勇吾 様 

        （所属は 2019 年４月現在） 
以 上 

写真 3 質疑応答の様子 写真 4 参加者全員での記念写真 


