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1. 技術開発ロードマップ策定の目的 

 火力発電の中長期の課題解決のためには、次世代火力発電技術の早期の技術確立、
実用化が鍵。 

 今回、2030年頃までを目標期間とする技術開発ロードマップを策定することで、 

 ① 温室効果ガス排出量の抑制、燃料費の抑制という中長期の課題の解決に資する  
  次世代技術の将来の見通しを明らかにし、 

 ② 官民一体で開発方針、目標時期を共有し、切れ目なく技術開発を実施、 

 ③ さらに石炭火力、LNG火力、CCUS(CO2回収、貯留・利用)の3分野の技術開発を 
  一体的に進めることで、開発成果を共有しつつ、技術開発に係るリソースを最適化 

 これにより、今後の火力発電が直面する課題の解決に必要な技術が、必要な時期
に利用可能となるよう、これまでの開発スケジュールを具体化、前倒しし、  
次世代火力発電技術を可能な限り早期に確立する。 
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2. 次世代火力発電技術開発の基本方針 

 エネルギーミックスにおける火力発電（LNG火力、石炭火力）の見通しは、  
温室効果ガス排出量の抑制、燃料費の抑制のため、高効率火力発電の導入を進め、
３Eの観点から全体としてバランスの取れた構成を実現するというもの。 

 特に、石炭火力については、2030年に全国平均でUSC（超々臨界圧）相当の発電
効率の実現を目指すこととしている。 

 2030年に全国平均でUSC相当の発電効率の実現を達成するためには、省エネ法の
規制強化等により低効率設備の抑制を図るとともに、IGCCやA-USCなどの  
次世代技術の導入を進めることが重要である。 

 

注 一般・卸電気事業者の合計。卸供給は除く。設備容量は2015年3月時点。 
 出典：総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 長期エネルギー需給見通し小委員会（第10回会合） 
 

技術方式 設備容量 導入本格化時期 

Sub-C (亜臨界圧) 435万kW 1960年代～ 

SC (超臨界圧) 1250万kW 1980年代～ 

USC (超々臨界圧) 1530万kW 1995年頃～ 

技術方式 設備容量 導入本格化時期 

従来型 2390万kW 1970年代～ 

コンバインドサイクル 
(GTCC) 4525万kW 1980年代～ 

石炭火力、LNG火力の技術の導入状況 
石炭火力 LNG火力 
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3. 次世代火力発電技術の開発目標 –火力発電の高効率化- 

 電力の安定供給のためには、石炭火力、LNG火力の両方が必要。火力発電の  
高効率化は、2030年のエネルギーミックスの実現と温室効果ガス削減に必要な 
対策であり、同時に2030年以降の更なる低炭素化の実現にも必要な取組。 

 発電電力量当たりのCO２排出量を大幅に削減し、将来にわたって経済性と環境 
負荷の低減を両立させ続けるためには、まずは徹底した高効率化が最優先の課題。
高効率化はCO2を削減する実効的かつ経済的な温暖化対策となる。 

 高効率化に向けた火力発電の技術開発は、以下の段階で進んでいく。 
 
 
 
 
 
 

 LNG火力、石炭火力ともに、第1世代、第2世代技術の更なる性能向上を追求する
とともに、火力発電における究極的な発展段階である第３世代技術の可能な限り
早期の技術確立を目指す。 

第1世代 第2世代 第3世代 

共通要素 
シングルサイクル 

 

単一ガスタービン/単一蒸気タービン 

コンバインドサイクル（複合発電） 
 

ガスタービン＋蒸気タービン 

トリプルコンバインドサイクル 
（燃料電池複合発電） 

燃料電池＋ガスタービン＋蒸気タービン 

LNG火力 
GTST(1950s～)  
      AHAT(2010s～) 

  1100℃級GTCC(1980s～) 
  1700℃級GTCC(2020s～) 

GTFC(2020s～) 

石炭火力 SUB-C(1950s)、SC(1970s) 
USC(1990s)、A-USC(2010s～) 

IGCC(2010s~) IGFC(2020s~) 
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4. 次世代火力発電技術の開発目標 –CCUS技術の利用推進- 

 2030年以降、火力発電全体とりわけCO2排出量の多い石炭火力について、一層の
排出量削減が必要となった場合、火力発電の徹底的な高効率化の次の対策として、
有効な手段となるのがCCUS技術の利用の推進。 

 火力発電全体で中長期のCO2削減をどう進めていくかは、国内外の温暖化対策を
巡る議論の動向を踏まえ決定されるが、状況変化に対し柔軟な対応を可能とする
ためには、早い段階でCCUS技術を実用化し、利用可能としておくことが望ましい。 

 そのため、基礎となる技術について2020年頃に実用化した上で、CCUSは2030
年以降を見据えた取組とされていることを踏まえ、2020年代後半から2030年頃
にかけ、実際の導入拡大につながる経済的なCCUS技術を順次実用化する。 

 火力発電のCO２削減には、高効率化に加えて、CCS(CO2回収、貯留)やCCU  
(CO2回収、利用)など複数の手段が考えられるが、実際のCO2対策は、必要な 
削減量を達成するまで、より経済性の高い手段から利用されることが想定される。 

 この点、CCUは排出されるCO２の一部を経済的に処理できる可能性があり、CCS
と並行し、今後のイノベーション実現を目指し、経済性、処理効率、処理容量に
優れた新たな技術を幅広く追求、段階的に有望技術を選定し、開発を進める。 
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5. 技術開発を進めるに当たっての原則 

 次世代火力発電技術の早期の技術確立、実現のためには、 

 Ａ．開発リソースの選択と集中を図り、技術開発プロセスを効率化することと、 

 Ｂ．ユーザーが新技術を早期に導入できるよう、技術確立の時点で十分なレベルの   
   経済性、信頼性・運用性を確保していることが重要。 

 そのため、技術開発のプロセスは以下を原則とする。 

 ① 石炭火力、LNG火力の共通要素技術について、開発成果を効率的に共有する。 

 ② 実証事業に移行する際は、技術のニーズ、経済性、競合技術への優位性を分析、 
  開発中止を含め、優先度の高い技術開発にリソースを集中する。 

 ③ 技術確立後、速やかに従来機並の発電単価とすることを目標とする。 

 ④ 早期に試験運転に着手し、開発プロセスにおいて十分な実証時間を確保する。 

 ⑤ 従来技術の活用などにより高い運用性を確保する。 



6. 技術開発の工程表(議論のたたき台) 

A-USC 要素技術開発 

小型IGFC  
技術実証 

1700℃級GTCC  技術実証 

AHAT 要素技術実証 
第１世代技術 

 2010年          2015年          2020年           2025年               2030年 

大型IGCC実証 
（空気吹、1500℃級） 

中小型GTFC 技術実証 小規模産業用機の商用化 
SOFCの量産、低コスト化 

 CO2回収 
   利用技術 

 第2世代技術 

物理吸収法 
CO2回収型IGCC実証 

次世代革新技術の開発 有効利用技術 要素技術開発・実証事業 
（藻類、人工光合成など） 

GTFC  
要素技術開発 

中型IGCC実証 
(空気吹、1100℃級) 

中型IGCC技術実証（酸素吹、1300℃級） 

大型化/商用機に向けた 
追加技術開発 

物理吸収法 
CO2回収型IGCC実証 

第3世代技術 

1700℃級IGCC技術確立 

IGFC技術確立 

1700℃級GTCC技術確立 
 

GTFC技術確立 

1800℃級/1900℃級GTCC     要素技術開発/技術実証 
 

1800℃級IGCC技術確立 

2020年代初頭 
 石炭火力：第2世代技術の確立 
 LNG火力：第2世代技術の効率向上 

2025年頃 
 第3世代技術の確立 

物理吸収法技術確立 

CCUS関連の有望技術の順次技術確立 

2020年代後半以降 
 低コストCCUS技術の確立 

LNG火力 

石炭火力 

LNG火力 

石炭火力 

LNG火力 

石炭火力 

膜分離法技術確立 

1800℃級GTCC技術確立 

A-USC技術確立 

AHAT技術確立 2016年以降 
 第1世代技術の効率向上 
 (第2世代技術並みに) 

化学吸収法(固体吸収材)、膜分離法 技術開発 化学吸収法(固体吸収材)、膜分離法 の実証 
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7. 個別技術の開発方針 –火力発電の高効率化- 

 AHAT 2017年頃技術確立、従来機並のイニシャルコストを目指す 
 2018年に要素実証事業を終了し、技術確立。将来的にGTFCの成果の活用も検討。 
 超高温GTCC（1700℃級） 2020年頃技術確立、量産後従来機並のイニシャルコストを目指す 
 2030年頃にかけ、1900℃まで段階的に高温化に向けた技術開発を図り、大型 
 GTCCの効率を向上。 
 GTFC 2025年頃技術確立、量産後従来機並の発電単価を目指す 
 小型GTFC(1000kW級)の商用化、量産化を進め、SOFCのコスト低減を図り、中小 
 型GTFC(10万kW級)の実証事業を経て技術確立。IGFCの技術開発と並行して実施。 

 A-USC 2016年頃技術確立、従来機並の発電単価を目指す 
 要素技術開発を2016年まで行い技術確立。その後も、材料評価を継続し、保守技 
 術の開発を進め技術の信頼性を向上しつつ、さらなる高温化による高効率化を検討。 
 IGCC 酸素吹:2018年頃技術確立、中型空気吹:技術確立済み、量産後従来機並の発電単価を目指す   
 空気吹IGCCの中型機が先行して技術確立。今後、酸素吹IGCC、空気吹IGCCの大型 
 機の技術を順次確立した上で、GTCCの超高温化の成果を活用し、高効率化を図る。 
 IGFC 2025年頃技術確立、量産後従来機並の発電単価を目指す 
 酸素吹IGCCと一体的に開発を実施。2021年の実証事業終了後、追加の技術開発、 
 GTFCの技術開発成果を活用して、大型IGFCの技術を確立。 
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8. 個別技術の開発方針 –CCUS- 

 物理吸収法 2020年頃技術確立、速やかに回収コスト2000円/t-CO2を目指す 
 比較的早い段階で回収コストの低減が期待される技術として、酸素吹IGCCと一体的 
 に早期に技術実証に着手。酸素吹IGCCとの組み合わせで現行機並40％以上の発電   
 効率を目指す(発電効率の低下6％（CO295％回収の場合）)。 
 
 固体吸収法/膜分離法  

 固体吸収法、膜分離法の技術開発を進め、現行の化学吸収法よりも回収効率を向上  
 させる。今後、回収コストの低減やエネルギー効率向上（発電効率の低下幅抑制）の 
 見通しを精査しつつ、開発を進める。 

 CCU技術(藻類バイオ、人工光合成等)  
 藻類バイオ、人工光合成を中心に、経済的かつ効率的なCO2処理が可能なCCU技術を 
 広く検証。段階的に、実現可能性調査、要素技術開発を経て、有望技術を選定。順次、 
 実用化を図る。 



写真：三菱重工業(株)、常磐共同火力(株)、三菱日立パワーシステムズ(株)、大崎クールジェン(株) 
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ガスタービン複合発電（GTCC） 
 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝと蒸気ﾀｰﾋﾞﾝによる複合発電。  
 発電効率：52％程度 
  CO2排出：340g/kWh 
 

発電効率 

GTFC 

IGCC（空気吹実証） 

 A-USC 

超々臨界圧（USC） 
  汽力方式の微粉炭火力 
  発電効率：40％程度 
  CO2排出：820g/kWh程度 

1700℃級IGCC 

1700℃級GTCC 

 IGFC 

LNG火力 

石炭火力 

   

2030年 現在 

石炭ガス化複合発電(IGCC) 
 
石炭をガス化し、ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝと蒸気 
タービンによるｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ方式を 
利用した石炭火力。 
発電効率：46～50％程度 
CO2排出：650g/kWh程度（1700℃級） 
技術確立：2020年頃目途 
 

 
高温高圧蒸気タービン 
による微粉炭石炭火力。 
発電効率：46％程度 
CO2排出：710g/kWh程度 
技術確立：2016年頃目途 

先進超々臨界圧(A-USC) 

石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC) 
 
IGCCに燃料電池を組み込んだ 
ﾄﾘﾌﾟﾙｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ方式の石炭火力 
発電効率：55％程度 
CO2排出：590g/kWh程度 
技術確立：2025年頃目途 
 

ガスタービン燃料電池複合発電(GTFC) 
 
GTCCに燃料電池を組み合わせた 
ﾄﾘﾌﾟﾙｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ方式の発電 
発電効率：63％程度 
CO2排出：280g/kW程度 
技術確立：2025年頃目途 
 

 
超高温 (1700℃以上)ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 
を利用したLNG用の複合発電 
発電効率：57％程度 
CO2排出：310g/kWh程度 
技術確立：2020年頃目途 
 

超高温ガスタービン複合発電 

 （参考）次世代火力発電技術の高効率化、低炭素化の見通し 

中小型基向けのｼﾝｸﾞﾙｻｲｸﾙのLNG火力技術。高湿分
の空気の利用で、大型GTCC並の発電効率を達成。 
発電効率：51％程度 
CO2排出：350g/kWh 
技術確立：2017年頃目途 
 

高湿分空気利用ガスタービン(A-HAT) 

2020年頃 

CO2 
約2割減 

CO2 
約3割減 

CO2 
約1割減 

CO2 
約2割減 

※ 図中の発電効率、排出原単位の見通しは、現時点で様々な仮定に基づき試算したもの。 
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2030年頃 現在 

 （参考）CO2回収関連技術の開発の見通し 

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 
技術確立：2030年頃目途 

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/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/t-CO2目途 
技術確立：2020年目途 

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/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年度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年度より貯留開始予定。 

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。 

化学吸収法(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 
技術確立：2020年目途 

11 
※ 図中のコスト見通しは、現時点で様々な仮定に基づき試算したもの。 
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9. ロードマップの実現に向けた今後の取組 

 次世代技術を早期に技術確立、実用化するためには、例えば、以下のような取組
を行うことも重要。 

 ① 官民の役割分担を踏まえた迅速かつ積極的な技術開発の実施 

 ② 更なる開発加速化の可能性の検討 

 ③ 次世代技術の早期導入に向けたユーザー側の取組 

 ④ 次世代技術の早期導入の促進に向けた政府の取組 

 ⑤ NEDOによる次世代火力技術開発の全体進捗管理、技術開発支援 

 ⑥ 次世代火力発電協議会の継続開催、技術開発の進捗状況のフォロー  

 また、本協議会は今後も継続して開催することとし、火力発電を巡る環境変化、
技術開発の状況、上記の取組の進捗状況についてフォローアップを行う。 

 まずは、本年度の後半を目途に、初回のフォローアップを行い、今回、中間的に
とりまとめるロードマップについて、所要の見直しを行う。 
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