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1. 次世代火力発電による更なるCO2削減の可能性 

 日本の約束草案(政府原案)における2030年度の2013年度比26％の温室効果ガス
削減目標積み上げの基礎となった対策として、火力発電の高効率化が位置付け。 

 将来的に、IGCC等をはじめとする次世代技術が広く普及すれば、火力発電の 
分野で更なる高効率化によるCO2削減効果が期待。 

 これに加え、CO２を回収し、貯留または利用する技術(CCUS)の利用が推進  
されれば、火力発電から排出されるCO2を更に削減できる可能性あり。 

次世代技術の導入 
による更なる高効率化 

＜ 

火力発電からのCO2 

＜ 

CCUSの利用推進 
による更なる削減 
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2. CO2の回収、貯留・利用に向けた取組 

 発電所から排出されるCO2を回収し、貯留または有効活用する技術（CCUS）は、
火力発電からのCO2排出量をゼロに近づける切り札となり得る。 

 2030年以降を見据えた取組として、早期にこれらの次世代技術の開発を進め、 
利用の推進に向けた道筋を付けることが重要。 

 

 分離回収したCO2を地中に貯
留する技術。 

 CO2の大規模処理が期待出来
るが、実操業能力の獲得や貯
留可能な地点の選定等が課題。 

 2020年頃のCCS技術の実用化
を目指し、研究開発・実証試
験を実施中。 

火力発電所 
火力発電所にCO2分離回収設備を設置することで、 

最大90％超のCO2を放出せずに回収することが可能。 
回収効率、コストの改善等の課題について技術開発を

実施中。 

CO2回収（ Carbon dioxide Capture ） 

分離回収したCO2 

CO2利用(CCU: Carbon dioxide Capture and Utilization) CO2貯留(CCS: Carbon dioxide Capture and Storage)  

 回収したCO2を利用し、石油
代替燃料や化学原料などの有
価物を生産する技術。 

 大量のCO2を利用するための
用途の拡大と、効率的な処理
技術の確立が課題。 

分離回収設備例 

工場等

CO2は岩石中の隙間
に貯留される

CO2

CO2
遮蔽層 

貯留層 

貯留層 
CO2 

CCS概念図 

遮蔽層 
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3. 次世代技術によるCO2回収コスト低減の見通し 

 CCSの実用化に係る技術は2020年頃に実用化が見込まれるが、実際に導入が拡大 
するには、その低コスト化が大きな課題。 

 現在の技術では、CO2回収設備の設置、稼働は発電コストを大きく押し上げ、また、
設備の稼働による電力消費により、全体の発電効率が大幅に低下する。 

 現在開発が進められている、次世代のCO2回収技術が順次実用化していくことで、
2030年頃にかけて大幅なコスト低減が期待される。 

化学吸収法 

約4200円/t-CO2注1) 

2000円台/t-CO2注3) 

1000円台/t-CO2注3) 

注1) RITE「平成17年度 二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業 成果報告書」における試算値 
注2) 「既設微粉炭火力発電プラントへの酸素燃焼技術の適用に関する調査」（H17年NEDO） 
注3) 「平成26年エネルギー関係技術開発ロードマップ」等における新技術導入想定時の目標値 
 ※ 上図中の試算は様々な仮定を基に行われており、将来の分離回収コストを予断するものでは無い 
 
 

物理吸収法 
固体吸収材 

膜分離法 

約3000円台/t-CO2注2) 

酸素燃焼法 

2030年代 現在 2020年代 

CO2回収コストの見通し 
 



4. CCUに関する技術的課題 

CO２の処理能力 

経済性 高 

経済性 低 

CCS 

高 

 

低 

技術革新の可能性 

技術革新の可能性 

 CCUは、回収したCO2を有価物の製造に利用する技術であり、現在、複数の分野で 
技術開発が進められている。 

 CCSと比較した場合、現時点ではCO2の大規模処理が困難であるものの、有価物の 
製造につながる点でコスト性に優れ、今後の技術革新によりCO2の処理能力、   
有価物の製造効率が向上すれば将来の利用拡大が期待される。 

CCU 
（藻類バイオ、 

人工光合成 等） 
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（参考）CCUの技術開発の例 -藻類バイオ- 

  微細藻類の培養には、広大な土地に加え、CO2、温水、栄養(窒素、リン等)が必要。
これらを火力発電所、下水処理場等から調達することで、CO2の処理と同時に、  
国産燃料の生産など、多様な目的を実現することが可能。 

 

※現在は藻類を培養する側がCO2や栄養を外部から購入しているが、将来的に火力発電所や下水処理場から対価を得てそれらを入手することができれば、コスト面の削減につながる。 

石炭火力 
発電所等 下水処理場 

CO2 排熱 処理水 下水 
（栄養） 

下水 
浄化 

土着種 
（雑種） 
の場合 

 培養促進に必要な要素： 
CO2 温水 栄養 土地 

藻類が体内で生成
した油分を抽出 

細かく砕いて 
液化 

（BTLプロセス） 

BTL= Biomass To Liquid 

米、ソラザイム社は米国 
エネルギー省の支援を受け
実用化。今後大規模生産を
目指す。 
豪、NZなどでも実用化が
進む。 

バイオジェット 
燃料、ガソリン 
軽油 等 

精製 

排熱 
利用 

CO2 
利用 

国産 
燃料 

米、サファイアエナジー社
は米国エネルギー省、農務
省の支援を受け、実用化。
今後大規模生産を目指す。 

原油 

特定種 
の場合 

原油 
グリーン
オイル 

2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックで
のバイオ燃料の実証 

藻類培養 
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（参考） 
福島再生可能エネルギー 
次世代技術研究開発事業 

藻類産業創成コンソーシアム 

筑波大 

土着藻類 

ジェット燃料等 

福島県内に存在する再生可能エネルギー
資源（土着藻類）を活用し、次世代の技
術開発を実施。 

25年度～27年度まで上記事業を
実施。 

基礎研究 

戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業 

（参考）微細藻類燃料の開発状況 

 微細藻類の研究開発については、様々な藻類の種類で研究開発が行われており、今
後大規模化による大量生産が期待されている。 

 福島では復興の観点から土着の藻類を利用した燃料生産に関するラボレベルでの研
究開発がなされている。 



2030年頃 現在 

 （参考）2030年頃までに技術確立が見込まれるCO2回収関連技術 

2020年頃  

CO2分離・回収コスト 

膜分離法 
 
CO2 が選択的に透過する膜 
を用いて分離する方法 
分離回収コスト：1000円台/t-CO2 

1000円台 

2000円台 

3000円台 

4000円台 
 
アミン等の溶剤を用いて化学的に 
CO2 を吸収液に吸収させ分離する方法 
分離回収コスト：4200円台/t-CO2 

化学吸収法 

物理吸収法 
 
高圧下でCO2 を物理吸収液に 
吸収させて分離する方法 
分離回収コスト： 2000円台/t-CO2 

酸素燃焼法 
 
高濃度の酸素をボイラーで再循環 
させることで、排ガスのCO2濃度 
を高くする方法 
分離回収コスト： 3000円台/t-CO2 

CO2貯留 

分離回収したCO2を地中に貯留する技術。 
2020年頃のCCS技術の実用化を目指し、研究 
開発・実証試験を実施中。 
 

2012年より苫小牧において、年間約10万トン規
模のCO2を分離回収・貯留する実証事業を開始。
現在プラント建設中、2016年より貯留開始予定。 

CO2利用 

回収したCO2を利用し、石油代替燃料や化学原
料などの有価物を生産する技術。 
 
微細藻由来バイオ燃料や人工光合成、環境配
慮型コンクリート等の技術を開発中。 

固体吸収材 
 
アミン等を溶媒では無く固体と組み
合わせることで、必要エネルギーを
低減させ分離する方法 
分離回収コスト: 2000円台/t-CO2 
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5. 今後の技術的課題とロードマップの策定に当たり検討すべき論点 

  CCUSに関連する今後の主な技術的課題は大きく以下の２つ。 

 ① ｢CO2の回収コスト｣と｢発電効率の低下｣を大幅に抑える新たな技術方式の確立 

 ② CO2の大規模かつ効率的な処理を可能とする革新的な技術の確立 

 CCUSの普及動向は、国内外の制度的、環境的要因によるところが大きいことから、
2030年以降を見据え、早期の導入拡大を目指す｢火力発電の高効率化｣とは異なる 
時間軸、視点で開発を進めることが重要。 

 ①については、発電方式自体の技術開発と密接に関係することから、あらかじめ  
開発対象の技術や、そのコスト低減目標を明確にしつつ、技術開発を推進。 

 ②については、現時点では技術的見通しの不確実性が大きいことから、将来実用化を
目指す技術を絞り込まず、当面、イノベーション実現を目指し、新たな技術を幅広く
追求。今後、段階的に有望技術を選定し、技術確立・実用化の目標時期を設定。 

 その際、他分野の取組との連携など、様々な手段の活用を検討し、全体としてコスト
メカニズムが早期に確立することを目指す。 
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