次世代火力発電の早期実現に 向けた協議会（第 ３回会合）
平成27年７月６日

日

時：平成27年7月6日（月 ）10:00－12:00

場

所：経済産業省本館17階 第1～第3共用会議 室

議題
1. 燃料電池等の技 術開発の現状紹介
2. 次世代火力発電 に係る技術開発ロ ードマップ（中間 とりまとめ案）に ついて

議事内容
○覚道石炭課長
それでは、定刻になりま したので、ただい まから次世代火力 発電の早期実現に 向けた協
議会（第３回会合）を開催さ せていただきます 。
事務局を務めさせていた だきます資源・燃 料部石炭課長の覚 道でございます。 よろしく
お願いいたします。
委員の皆様、オブザーバ ーの皆様におかれ ましては、本日も 大変御多忙のとこ ろ、御出
席をいただきまして、まこと にありがとうござ います。
それでは、早速ですけれど も、宝田座長に以 後の議事進行をお 願いしたいと思い ます。
よろしくお願いいたします。
○宝田座長
皆さん、おはようござい ます。座長を仰せ つかっております 群馬大学の宝田で ございま
す。本日もどうぞよろしくお 願いしたいと思い ます。
本協議会はこれまで２回 行っておりまして 、第１回目は火力 発電の高効率化、 そして第
２回がＣＯ ２ 回収、利用を行いま した。皆様か ら本当に貴 重な御意見 、御指摘をい ただき
まして、今回、本日の第３ 回目は、これまで ２回の御議論いた だいた内容をもと に、次世
代火力発電に係る技術開発 ロードマップの中 間取りまとめを中 心に広く御議論い ただくこ
とにしております。大変重 要な会議だと認識 しておりますので 、ぜひよろしくお 願いした
いと思います。
それでは、お手元の議事次 第に従いまして議 事を進めてまいり ます。
1

ま ず、 配布 資料 の確 認を お願 いし たい と思 いま す が、 覚道 課長 、よ ろし くお 願い しま
す。
○覚道石炭課長
恐 縮で ござ いま すけ れど も、 プレ スの 皆様 の冒 頭 撮影 はこ こま でと させ てい ただ きま
す。引き続きの傍聴は可能で ございますので、 御着席をいただけ ればと存じます。
それでは、最初に、お手 元に配布をさせて いただいておりま す資料の確認をさ せていた
だきます。
資料配布一覧にございま すように、議事次 第、委員名簿、座 席表に続きまして 、資料１
としまし て「Ｍ ＨＰＳの 燃料電 池につ いて」、資 料２「 次世代 ガス化 技術に 関する 取り組
み状況」、こ れはＮ ＥＤＯ からの 資料です 。資料 ３とし まして 「次世 代火力 発電に 係る技
術開発ロードマップ（中間 とりまとめ案 ）」、 資料４としまして 、金子委員から御 提出をい
ただいて おりま す「次世 代火力 発電の 早期実 現に向 けた提 言」、参考 資料１ としま して、
先般、委員の皆様に御視察 をいただきました 「大崎クールジェ ン視察結果」につ いて簡単
にまとめ まし たもの 、参考 資料 ２とし まして、「ＣＯ ２ 有効利用技 術の 特徴」 という こと
で、これは前回の第２回で 平井先生ほかから 御指摘のあった点 を整理させていた だいたも
ので ござ いま す。 過不 足等 ござ いま した ら、 事務 局 にお 申し 出を いた だけ れば と存 じま
す。
○宝田座長
よろしいでしょうか。
それでは、早速議事に入り たいと思います。
議事の進め方でございま すけれども、まず 、参考資料の先日 の大崎クールジェ ンの視察
結果について報 告をいただい て、続いて 前回皆様か ら御指摘いた だいたＣＯ ２ の有効利用
技術の特徴について説明さ せていただきます 。その後、議題１ を説明させていた だき、そ
の後に議論し、次に議題２ を説明させていた だいて議論すると いう流れで進行し たいと思
いますので、よろしくお願い いたします。
それでは、事務局から大崎 クールジェン視察 結果について御説 明をお願いします 。
○覚道石炭課長
それでは、参考資料１大崎 クールジェン視察 結果をごらんいた だけばと存じます 。
広島県の大崎上島町にご ざいます大崎クー ルジェンは、Ｊ－ ＰＯＷＥＲ、中国 電力によ
る酸素吹のＩＧ ＣＣ、そこか らのＣＯ ２ 分離・回収と、最 終的にはＩ ＧＦＣのプロ ジェク
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トの実証事業で、国も現時 点で３分の１の補 助をしている事業 でございますけれ ども、第
１回に大塚委員からもお話 をいただいており ます。６月26日、先々週の金曜日に この現地
を委員の皆様に御視察いただ いたということで ございます。
午後伺いまして、概要説 明、その後、実際 のサイトの視察、 それから質疑応答 と進めら
れま した 。参 加い ただ いた 委員 の皆 様は 、宝 田座 長 を初 め、 ここ に記 載の ある 委員 の皆
様、事務局から私、ＮＥＤ Ｏ、事務局をお手 伝いいただいてお りますエネ総工研 、ＪＣＯ
ＡＬの関係者が参加をして ございます。また 、大崎クールジェ ン側からは、貝原 社長以下
の皆様に御対応いただいてご ざいます。
実際の視察におきまして は、プラントの事 務棟等が入ってい る建屋からガス化 炉の全景
を視察し、その後、実際に コンバインドサイ クルのタービンの 周辺等について詳 しく視察
をさせていただいた状況でご ざいました。
その後、質疑応答、ディ スカッションで、 委員の皆様からも 活発に多数質問、 あるいは
御意見等をいただいてござい ますけれども、主 なものを挙げさせ ていただきます。
まず、コンバインドサイ クル部分のガスタ ービンについて、 より高温なガスタ ービンを
将来的に使っていく可能性 についての御質問 がございました。 ガス化炉側でいろ いろな課
題があるのかという趣旨で ございますけれど も、それについて は、一定程度の設 備の取り
替え等は必要になりますが 、タービン側の高 温化に伴うガス化 炉側の技術的なハ ードルは
それほど高くないだろうとい ったお話がござい ました。
また、これは17万kW規模の実証でございま すけれども、さら に商用化に当たっ て、もう
一段 大き な実 証が 必要 にな るの かと いう 質問 もご ざ いま した 。そ れに つい ては 、連 続運
転、 効率 、あ るい は廃 棄物 の量 等々 の目 標数 値を 踏 まえ て、17万kW規 模で の実 証に おい
て、どれぐらい安定的にこ うしたものをクリ アできるのかを踏 まえて判断をして いくこと
にな るだ ろう とい うお 話が ござ いま した 。そ の他 い ろい ろと 活発 な議 論等 が行 われ まし
て、有意義な視察になったの ではないかと認識 をしてございます 。
簡単ですけれども、御報告 は以上でございま す。
○宝田座長
覚道課長、どうもありが とうございました 。本当にサイトの 見学も非常に詳し くさせて
いただいて、有意義な視察だ ったと思います。
それでは、引 き続きＣＯ ２ 有効利用技術の特 徴について 、事務局の 検討のお手伝 いをい
ただいておりますエネルギ ー総合工学研究所 の酒井様から御説 明をお願いしたい と思いま
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す。よろしくお願いします。
○酒井エネルギー総合工学研 究所主管研究員
御紹介いただきましたエ ネルギー総合工学 研究所の酒井と申 します。前回、第 ２回協議
会の中で委員の先生方から 、二酸化炭素の有 効利用についての コメントをいただ きました
ので 、そ の補 足資 料と しま して 、参 考資 料２ のデ ー タを 御用 意さ せて いた だき まし たの
で、簡単ですが、御説明させ ていただきます。
前回の 金子先 生から のコメ ントのと おり、100万kWの石炭火 力発電 所から 排出さ れる二
酸化炭素の排出量につきまし ては、約530万t/年と見込 まれます。
微細藻類につきましては 、現在研究開発途 上ですので、この 数字はあくまでも 参考とし
てごらんいただければと思 いますが、例えば １haの培養面積の中で、表にあるよ うな条件
で藻体を 培養さ せたと します と、藻体 内に固 定され る炭酸 ガスの 量は年 間100ｔ程度にな
りま す。 微細 藻類 の場 合は 、こ の後 、バ イオ 燃料 を 製造 する とい う観 点が ござ いま すの
で、これによる化石燃料の 削減量については 、この数値には加 えておりませんが 、こうい
ったバイオ燃料の製造とい うところで、まだ 伸びしろがあると 御理解いただけれ ばいいと
思います。
人工光合成につきまして も、基礎研究がほ とんどでございま して、最終版であ るオレフ
ィンの製造につきましては 、定量的なデータ がまだございませ んが、前回、第２ 回の協議
会の中で 示され ました 年間500ｔ程度の水 素の製 造量が あると すると 、プラ スチッ クの中
に固定される炭酸ガスの量 は年間4600ｔ程度になります。こち らも現在はまだ伸 びしろが
あるということで、この数字 はあくまでも参考 とさせていただき たいと思います。
２ページには、二酸化炭 素を利用して製品 をつくるという市 場について簡単に まとめさ
せていただいております。
国内の炭酸ガスの市場は 、先般、金子先生 がおっしゃられま したように、工業 用利用、
例え ば溶 接や 飲料 用で 約70万ｔ とド ライ アイ ス市 場 が約30万 ｔご ざい まし て、 合計 年間
100万ｔとな ります。 そちら を除い て、表 の中で は世界 の市場 を示さ せてい ただい ていま
す。 最大 の炭 酸ガ ス市 場は 、肥 料用 に主 に使 われ る 尿素 でご ざい まし て、 世界 で年 間約
9000万ｔ製造されておりま すが、その中に固 定されている炭酸 ガスの量、いわゆ る使用量
は6500万ｔ程度見込まれて おります。ただし 、肥料を土壌に施 肥した場合、６カ 月程度た
ちますと大気に放散されま すので、炭酸ガス のマスバランスに ついては注意が必 要です。
メタノール以下、ポリウレ タンやポリカーボ ネートなど、まと めさせていただき 、概算で
4

数字を並べております。プ ラスチックの場合 は炭酸ガスを固定 させると数10年、あるいは
１世紀以上固定されますの で、繰り返しにな りますが、マスバ ランスは注意した ほうがい
いということになります。
植物では、温室栽培など でも炭酸ガスが利 用されますが、固 定量は少量である ことに注
意が必要でございます。
非常に簡単ですが、以上で 終わります。
○宝田座長
酒井様、ありがとうござい ました。ぜひ皆さ ん、参考にしてい ただきたいと思い ます。
それでは、本日の議題に入 りたいと思います 。
まず、議題１でございま すが、燃料電池の 取り組み状況につ いて、三菱日立パ ワーシス
テムズの小林委員より御説明 をお願いしたいと 思います。
○小林委員
おはようございます。三 菱日立パワーシス テムズの小林です 。我々の燃料電池 の開発の
状況について御説明、御紹介 をさせていただき たいと思います。
まず、２ページ目でござ います。これはエ ネ庁様の燃料電池 推進室で既に策定 をし、リ
リースをしていただいた燃 料電池水素に関す る戦略ロードマッ プを参考につけさ せていた
だきました。この中で、2017年に業務・産業用の燃料電池シス テムを市場に投入 すること
をうたっていただきまして 、現在、我々はま さにこれに的を絞 った開発・製品化 を進めて
いる処でございます。
３ページ目でございます が、これは我々の 燃料電池セルスタ ックの写真及び模 式図でご
ざいます。一般的には平板 型のＳＯＦＣが世 に出ておりますけ れども、耐久性の 面でまだ
厳しいものがある中で、我 々の円筒型をした セルスタックは非 常に高い耐久性を 持ってい
ると考え ており ます。 大きさ のイメー ジは1.5ｍで３㎝ 未満の 鉄パイ プのよ うなも のでご
ざいます。このパイプの中 を燃料が流れ、外 を空気が流れ、こ のパイプの外側に ミクロン
オーダーの電解質と電極が 積層されておりま して、ここで電気 が発生します。各 発電素子
をインターコネクタで接続 しておりますので 、この接続の数だ け長手方向に直列 に高電圧
の電気が取り出せるというも のでございます。
４ページ目でございます 。ＳＯＦＣは、酸 素イオンが電解質 中を移動すること で電位が
発生して、酸素の濃度差が ドライビングフォ ースとなって発電 ができるというも ので、資
料右側の図にありますよう に、常圧で駆動さ せるよりも加圧下 で駆動させたほう が濃度差
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が大きくなる分だけ出力、 効率ともにアップ していくという性 格を持った、いわ ゆる濃淡
電池でございます。このよ うな高い耐久性、 そして加圧下での すぐれた発電特性 を考慮し
まして、５ページにござい ますように、我々 はＳＯＦＣ単体よ りも既存の発電シ ステムの
上にトッピングする形での システム化を進め ております。５ペ ージの図には一番 左側に家
庭用 のエ ネフ ァー ムに 相当 する もの 、Ｐ タイ プ、 Ｓ タイ プ、 それ ぞれ 効率 がご ざい まし
て、横軸が出力でございま す。丸いプロット で示しております のが既存の発電シ ステムの
発電効率で、既存の熱サイ クルは、当然なが ら、大型化すれば するほどスケール メリット
が出てまいりまして効率が 上がっていきます 。これに対して燃 料電池の場合には スケール
メリットがないので、小型 の電池の数を幾ら 並べても、どこか で既存のシステム に抜かれ
てしまうので、既存の発電 システムの上に燃 料電池をトッピン グすることで、常 に最高効
率の発電システムを燃料電池 で実現するという 思想でございます 。
６ページ目でございます 。これまでに技術 開発によって、高 出力化、高耐久性 を順次進
めてきた電池の進化形で、 今現在はこの15式をメインの製品と 考えております。 高出力、
コンパクト設計が可能であ り、この図の右下 にございますよう に、耐久性が非常 にすぐれ
ています。1000時間当たり－0.04％という数字が書いてありま すが、これは7000時間程度
の使 用で は、 まだ 性能 が上 がっ てい る状 態で 、劣 化 が見 られ ない とい うも ので ござ いま
す。
７ページ目、このような 高性能セルスタッ クを使いましてシ ステムの小型化を 順次進め
ております。今、実証機と して世の中にある のはたった２台で ございまして、１ 台が真ん
中の千住（10式）と書いてあります。これは 東京ガス様の千住 サイトに置かせて いただい
ているもので、九大（15式）と書いているも のは、最近、九州 大学様に納めさせ ていただ
いた最新ユニットで、セル の高出力化ととも にシステムのコン パクト化を図って きたもの
でございます。
次の８ページ、９ページ は少し古新聞でご ざいますけれども 、東京ガス様の千 住サイト
に2013年、10式 をシ ステ ム とし て納 入し て、 長期 耐久 性の 検 証を 行っ たも ので ござ いま
す。
ここでシステムの説明を させていただきま すと、左下にござ いますように、ピ ンク色で
示しておりますマイクロガ スタービンのコン プレッサーの排気 をＳＯＦＣに入れ ることで
ＳＯＦＣが高圧作動して、 まずは発電をいた します。このＳＯ ＦＣの中で燃料が 完全には
使い切れない、あるいは高 温の排熱が出ると いうことで、それ をマイクロガスタ ービンの
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コンバスタに入れて完全燃 焼させて、そこで また電気を絞り取 ることで発電効率 を大幅に
上げるというシステムでござ います。
９ページには、その際の2013年当時、4100時間という連続発 電運転を行いまし たときの
データを示してございます が、先ほどのセル スタックで7000時間劣化はなく、シ ステムで
も4000時間で劣化は一切ない というデータを得 たものでございま す。
次の10ページが今年初め から九州大学様に お納めして実証運 転を開始したユニ ットでご
ざいます。九州大学伊都キ ャンパスの中に次 世代燃料電池産学 連携研究センター （ＮＥＸ
Ｔ－ＦＣ）がございますが 、この中庭に、右 側の現物の写真に ある圧力容器、そ してケー
シングが かぶっ た形の 屋外仕 様で、 現在運 転をし ており ます。 今、大 体200kW、50数％の
効率で1500時間程度運転を行い、適宜停止、 再起動という検証 を行いながら実証 運転を進
めている状況でございます。
11ページが、これらの実 証機を踏まえて、 国に対してお約束 をさせていただい た17年度
からどういう商品を世の中 に出していくのか というあらあらの 仕様、概要をまと めたもの
でございます。我々はマイ クロガスタービン と組み合わせて最 高効率のポイント でシステ
ム化を行っておりますので 、トヨタ自動車さ んが持っておられ るマイクロガスタ ービンは
２機種ありますので、この ２機種にそれぞれ システムの最適化 を図りますと、総 合出力で
250kWのものと1.3MWのものができます。まず はこのハイブリッ ドシステムを17年度から、
とりあえずベースロード運 用を想定している 市場にある程度の 量を納めていけれ ばと考え
ております。
次に12ページから、将来 の大規模発電ＧＴ ＦＣと記載をして いただいておりま す。我々
は以前からトリプルコンバ インドという言葉 を使っております けれども、この取 り組みに
ついて概要を御説明したいと 思います。
ＧＴＦＣの場合、トリプ ルで発電をすると いうことで、先ほ どのピンク色のガ スタービ
ンを真ん中に挟みまして、 上流側にトッピン グとしてのＳＯＦ Ｃの第１段の発電 、下流側
にボトミングとしての蒸気 タービンの第３段 の発電、この１段 、２段、３段のト リプルで
電気を絞り切ることで最高 効率の発電システ ムを、将来、大規 模火力において実 現したい
と考えております。
13ページにＧＴＦＣトリ プルコンバインド サイクルの極めて 簡単なエネルギー バランス
を示してございます。ＳＯ ＦＣの発電効率を もっと上げようと 思えば上げられる のですけ
れども、とりあえず経済性 も考えて、今、50％という設定でエ ネルギーバランス を考えて
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おります。ガスタービンコ ンバインドも、今 現在、Ｊ型のＧＴ を使いますと60％を超える
プラ ント 効率 まで 到達 して おり ます けれ ども 、リ プ レー スを 考え たと きに 、１ 世代 前の
1200℃級が湾岸にもござい ますが、こういっ たものを想定して 発電効率53％と置いており
ます。これら２つの発電シ ステムを発電所内 に並列に置いただ けでは平均値にし かならな
いわけですけれども、先ほ どのトリプルコン バインドをシステ ムとして組んで、 エネルギ
ーのカスケード利用をする ことで、50％と53％の全電力が63％の発電効率に一気 にジャン
プするということで、トリ プルコンバインド 、そしてＳＯＦＣ を活用することの 有効性が
示されると思います。
14ページは、つけ足しの うたい文句でござ いますけれども、 人類の熱効率向上 に向けた
歴史の中で、まさに第４の 産業革命と言って もいいぐらいのト リプルコンバイン ドサイク
ルによるもう１段の発電効率 の向上が実現でき ればと考えており ます。
このトリプルコンバイン ドについては、15ページにございま すように、既にエ ネ庁様の
御指導、御支援をいただき まして、小型シス テムでの要素検証 という形での事前 準備を進
めさせていただいておりま す。もともと三菱 重工と日立製作所 が分かれていた時 代に始ま
っていたのですけれども、 いつの間にか２社 の火力部門が一緒 になってしまいま して、１
社で共同研究を受託したと いう形になってお りますが、東北電 力さんや九州大学 さんの御
支援、御指導もいただきな がら、まずは小型 でこのトリプルコ ンバインドのひな 形をつく
ろうという要素の検証でござ います。
16ページの試験成果は、 既にＮＥＤＯ様に 詳しく御報告して おりますけれども 、その中
で一 番わ かり やす い性 能の 話だ け、 ここ に示 して ご ざい ます 。常 圧が 赤い 白丸 、赤 丸が
1.5MPaG、15気圧に加圧 したと きのセ ルスタ ックの 性能で 、これ は全 く同じ セルス タック
を使った比較を示してござ います。ここで縦 方向に10％と書いております。これ は電圧が
10％アップしているという ことで、とりもな おさず効率が10％アップするという ことでご
ざいます。それから、ある 設計点に対して横 軸の電流が２倍と 表現してございま すけれど
も、電流が２倍になるとい うことは出力が２ 倍になることを示 してございまして 、セルス
タックの数、燃料電池の大 きさが半分で済む ことを示してござ います。それから 、まだ一
般的にはリリースされてい ない情報かも知れ ませんが、当然な がら長期耐久性を 検証して
おります。15気圧でのデータですけれども、5000時間程度では全く劣化が見られ ません。
従来、ＳＯＦＣは加圧をす ることで劣化がか なり進むのではな いか、という、い ろいろな
有識者の方の御懸念がござ いましたけれども 、今回の成果によ って、我々のセル スタック
8

に関しては、そのようなこ とがないとわかり ました。これは微 細構造を詳しく分 析・解析
した結果でも物質移動が進 んでいないことが 確認されておりま して、非常に画期 的なデー
タのとれた国プロをやらせて いただいておりま す。
このほかにもガスタービ ンの燃焼器が燃料 電池の排燃料を十 分燃やせるかとか 、ガスタ
ービンのようにダイナミッ クな動きをするも のに対して燃料電 池の安全・安定し た運転制
御ができるかといった広範 な検証、シミュレ ーションを駆使し て、実証に向けた 要素検証
を進めている状況でございま す。
17ページ、開発ロードマ ップで、まずは国 にお約束をさせて いただきました真 ん中の中
容量分散型電源として、ト ヨタマイクロガス タービンと組み合 わせたシステムを 一刻も早
く商用化をして、来るべき オリンピック等に 向けて出荷台数を 増やしていきたい と今真っ
先に 考え てお りま す。 また 、そ の下 側に ござ いま す よう にセ ル・ カー トリ ッジ の開 発で
も、ＮＴＫ（日本特殊陶業 ）さんとのセルス タックの共同量産 に向けた取り組み を進めて
いるところです。これらを 全てクリアした暁 には、一番上の段 にございます大容 量事業用
トリプルコンバインドが実証 できる段階に進ん でいけると考えて おります。
18ページ、19ページは今後の展開と課題を まとめさせていた だいております。 これは第
１回でも申し上げましたけ れども、何といっ てもコストを下げ るためにはセルス タックの
量産化で設備投資も含めて 考えていかなけれ ばいけないという ことで、ここにも ぜひ御指
導、御支援をいただければと 思います。
最後に19ページは、課題ということではな いのですけれども 、ＩＧＣＣ、ある いはＣＣ
Ｓ、そして燃料電池、これ らを単品で持って いても経済性を発 揮するのがまだま だ厳しい
状況の中で、１つ考えられ るのは、油田に近 い石炭火力がもし あれば、そこでＩ ＧＣＣに
よる高効率発電 をし、ＣＣＳ でＣＯ ２ を回収して、それを 油田のＥＯ Ｒに使うとい う経済
メリットの得やすい絵も描 きやすいのですけ れども、なかなか それも難しいとい うことで
あれば、１つの考え方とし て、19ページにありますような再生 エネルギー起源の クリーン
な水素と火力から出てくる 二酸化炭素のカー ボンを水素のキャ リアとして使うこ とで現状
のＬＮＧのイン フラを全てそ のまま使え るような水 素、ＣＯ ２ の利用も考えられる のでは
ないか。これは 当然、日本国 内ではＣＯ ２ が発生しますの で、海外の 山元の火力発 電でＣ
Ｏ ２ を回収する 、あるい は高効率 発電をす ることに よるＣＯ ２ クレジット 、二国間 取引の
ようなもので、 我が国で発生 する分のＣ Ｏ ２ をキャンセル するという 発想ですけれ ども、
こういったものも考えられ るのではないかと いうことで、我々 はこの面的なＳＯ ＦＣの利
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用にも大いに期待していると ころでございます 。
○宝田座長
小林委員、ありがとうござ いました。
それでは、続きまして、 次世代ガス化技術 等に関する取り組 み状況について、 ＮＥＤＯ
の在間統括に御説明をお願い したいと思います 。
○在間ＮＥＤＯ環境部統括研 究員
それでは、次世代ガス化 技術に関する取り 組み状況につきま して、ＮＥＤＯか ら報告さ
せていただきます。
１ページでございます。 第１回協議会でも 概要を御説明させ ていただきました が、これ
らの次世代ガス化技術に関 する取り組みとし ては、実用化する ための技術開発と して３つ
考えております。１つは、 ＩＧＣＣ、ＩＧＦ Ｃをベースに、さ らなる高効率化を 目指す技
術と いう こと で、 この 技術 にＮ ＥＤ Ｏは 取り 組ん で おり ます けれ ども 、技 術課 題と して
は、水蒸気ガス化による冷 ガス効率向上と技 術革新による酸素 製造動力の削減、 乾式ガス
精製による効率向上、この ３つを組み合わせ ることで、さらな る効率向上が望め ます。例
えば1700℃級の ガス ター ビ ンが 実用 化さ れた 場合 、Ｉ ＧＣ Ｃ の送 電効 率は50％ にな りま
す。本システムは、それに アタッチすること によって57％の送電効率を目指した 技術開発
になっております。
この技術は、ガス化炉に 酸素とともに蒸気 タービンに供給さ れる水蒸気の一部 、約３％
を噴流床ガス化炉に供給す ることによりまし て冷ガス効率の向 上を図るものです 。また、
そのガスの精製としては乾 式ガス精製を適用 することで、発電 効率を２～３ポイ ント以上
向上させることが可能になる と考えられており ます。
また、酸素製造方法とし ましては、従来、 深冷分離法が主流 でございますけれ ども、こ
れらは動力の削減が課題に なっております。 近年、酸素のみを 透過することので きる酸素
分離膜の開発が進んできて おりますけれども 、これを水蒸気ガ ス化ＩＧＣＣシス テムに組
み込むことで、酸素製造に 必要な動力を低減 し、送電端効率を 向上させることが 期待され
ます。これらの技術は、現 在実用化が進めら れておりますＩＧ ＣＣ、ＩＧＦＣと 対抗する
ものではなく、さらにそれ らの効率のレベル を上げることに寄 与できると考えて おりまし
て、今後、早期に実用化させ ていきたいと考え ております。
○宝田座長
在間統括、ありがとうござ いました。
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それでは、ただいまの２ 件の御説明につい て御意見等のある 方は、挙手か、あ るいは名
札を 立て てい ただ けれ ば、 私の ほう から 指名 させ て いた だき ます ので 、お 願い いた しま
す。
○平井委員
三菱日立さんのことにつ いてお聞きしたい のですけれども、 そういう燃料電池 を組み合
わせることによって効率が 上がるということ は大変結構な話だ と思うのですけれ ども、そ
の分、初期投資が増えるこ とになりますよね 。そういったこと を踏まえたときに 、燃料電
池システムを火力発電に組 み合わせることを した場合に、その 初期投資が、例え ば通常の
ＩＧＣＣに比べてどれぐら い増えて、それを 回収するのに何年 ぐらいかかるかと いったコ
スト的な試算は何かされてい るのでしょうか。
○小林委員
ありがとうございます。 それは非常に重要 な問題でございま して、１つは、13ページの
図に おい て、 まず 既存 のガ スタ ービ ンコ ンバ イン ド は発 電原 価の 非常 に下 がっ てき てい
る、ある意味成熟した製品 となってきており ます。これに対し てＳＯＦＣの部分 は、まだ
まだこれから量産化を含め てコストダウンを 進めていかなけれ ばいけない部分で す。今現
在、ＧＴＦＣとすることで ＧＴＣＣも含めて 全体の総合効率が アップしますので 、トータ
ルの燃料代の削減分によっ てそれを回収でき るレベルとして、 キロワット当り30万円程度
をＳＯＦＣの建設単価と想 定していまして、 ここに向けた技術 開発、量産化の検 討が課題
と考えています。
○住田資源・燃料部長
今の燃料電池のことで１ 点教えていただき たいのですが、６ ページだと燃料と しては水
素を使っているという形に なると思います。 そうだとすると、 水素は水素の形で どこかか
ら持ってくるというイメー ジなのかというこ とと、今言われた ように火力と組み 合わせる
のがいいのか、あるいは水 素の場合は持ち運 びができるので、 むしろ地産地消型 というか
分散型のほうが効率がいい のか。さらに言う と、本当の分散型 でやると送電ロス がなくな
るところまで考えると、そ の場合、どんなこ とが言えるのかに ついて教えていた だけます
でしょうか。
○小林委員
最 初の 御質 問は 、６ ペー ジで 水素 と書 いて おり ま すが 、こ れは わか りや すく する ため
に、酸素と水素 でＨ ２ Ｏ、水蒸気 ができるとい う単純な絵 にしてござ いますけれど も、基
11

本的には３ページに戻って いただいて、これ はＳＯＦＣの特性 として、酸素イオ ンが動く
とい うこ とで ござ いま すの で、 燃料 側は 酸素 を食 っ てし まう もの であ れば 何で もよ いで
す。現在ここに描いてある 絵は水素と一酸化 炭素が入っており ますが、これは、 もともと
は都市ガス、天然ガス、メ タンを想定してお りまして、この燃 料電池の中で内部 改質によ
ってメタンが水素と一酸化 炭素に改質した上 で、酸素イオンを 食って発電をする 。当然こ
れは水素単独でも発電はで きますし、メタン でもできますし、 それから、ＩＧＣ Ｃの石炭
のガス化ガスのような水素 、一酸化炭素主成 分のガスでも発電 ができるというこ とで、燃
料の 多様 性が 非常 に大 きい とい うの が大 きな 特徴 で ござ いま す。 その 上で 、当 然、 メタ
ン、天然ガス、ＬＮＧを使 えば大規模火力で の発電もできます し、都市ガスを使 えば、今
おっしゃられた分散電源と しての活用も図れ る。そのほか大都 市から発生する下 水汚泥か
ら出てきます消火ガスのよ うなものも全て燃 料として発電がで きるということで 、いろい
ろな使い方が考えられると思 います。
何が一番いいのか。集中 電源がいいのか、 分散電源がいいの かという最後の御 質問に関
しては、これはまさにエネ ルギーミックスで 、燃料のミックス だけではなくて、 それぞれ
容量、発電所、発電システ ムとしての大きさ 、そしてそれを海 岸部に置くのか、 内陸部に
置くのか、町の中に置くの か、そういったい ろんな意味でのベ ストミックスを考 えていく
のが経済的にも一番よいので はないかと考えて おります。
○住田資源・燃料部長
送電ロスという意味では 、それほど大きな ものではないとい うか、集中型のほ うが送電
ロスを補って余りあるぐらい あるという感じで すか。
○小林委員
確かに先ほど出ましたス ケールメリットの ある既存の発電シ ステムの上に載せ る場合、
大型化すればするほど効率 が上がります。国 内は狭い国土の中 に網の目のように 発電所と
グリッドが分布しています ので、送電ロスは 非常に少ないわけ ですけれども、海 外に比べ
て比較的少ない送電ロスに よって十分メリッ トが出るほど大型 の発電所に適用し た場合の
効率アップは大きいと考え ます。ただ、分散 電源の場合には熱 の利用というもう １つの面
がございますので、そこま で考えると、先ほ ど申し上げたベス トミックスという 考え方が
一番いいのではないかと思っ ております。
○瀬戸山委員
これはハイブリッドと言 った場合には、最 初から一体型でつ くるのですか。そ れとも、
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一番先にガスタービンがあ って、その償却が 終わったころにア タッチメントとし てこうい
うものをつけるという思想 はないですか。価 格を下げるという 意味でいうと、そ ういうや
り方があるのではないかと思 うのですけど、そ ういう設計にはな っていないのです か。
○小林委員
まさにおっしゃるとおり 、例えば既設のガ スタービンの燃焼 器を取り替えて燃 料電池と
トッピングさせるという効 率向上のための改 造工事を後からす るというのは、１ つ有効な
考え方だと思います。
○藤岡委員
効率は全体のシステム次 第というお話で、 現状は50％ということで設計されて いますけ
ど、燃料電池の研究で、こ れ以上理論的な効 率はもう上げるこ とは難しいという ぐらいに
技術は飽和していると考えて おられるのですか 。
○小林委員
燃料電池の理論的な効率 の計算値は80％を超えているわけで すけれども、それ を実際の
工業的なシステムに仕上げ たときに、60％程度が上限ではない かというのが、今 恐らく技
術レベルとしての１つの上 限だと思います。 それに対して今は 、50％程度の設定でシステ
ムを計画しておりますけれ ども、これはひと えにコストとのバ ーターでもあるの で、コス
トダウンを図りながら燃料 電池の効率を55％、60％と上げていくことが、さらに 総合効率
を上げていく重要な取り組 みだと思っており まして、決して燃 料電池の効率をも うこれ以
上上げなくていいという考え 方をしているわけ ではございません 。
○小野崎委員
今の効率に関連して、13ページで1200℃のガスタービンを使 われて出された数 字とおっ
しゃいましたけれども、こ れをさらに例えば1500℃とか温度を上げた場合には、 燃料の比
率は、今、55対45で入れている後段のほうが 上がってきて、結 果としては最適な ところで
はないというイメージで1200℃というのが決ま っているのでしょ うか。
○小林委員
おっしゃるとおり、高効 率のガスタービン 入り口ガス温度の 高いＧＴＣＣと組 み合わせ
ていきますと、総合効率で はさらに上がって まいります。1600℃級という既に世 の中にあ
る最高効率のＧＴＣＣであ れば、65％をはるかに超えていきま すし、現在開発の 進んでい
る1700℃級と組み合わせれ ば、当然70％を超える効率になりま すけれども、ＧＴ の高温化
がだんだん進みますと、燃 料の投入量の比率 が右側へどんどん シフトしていくこ とになっ
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て、総合的な燃料電池のメ リットが出にくい 方向に行くことは 確かです。ですか ら、燃料
電池を載せたことによるメ リットが大きいも のを選ぶというこ とであれば、図に あります
ような1200℃、1350℃というレベルを狙うこ とになるでしょう し、最終的に燃料 電池のコ
ストが 十分に 下がっ た後 、ＧＴ ＣＣ を含め た最高 効率 を狙う とい うこと であれ ば、
1600℃、1700℃という高効率のＧＴＣＣに組 み合わせるほうが いいという選択に なるかと
思います。この辺はガスタ ービンメーカーと しても、高温部品 のメンテナンスや 取り替え
の費用まで考えたときに、 本当はどちらの経 済性が高いのかと いうのは、これか らの議論
でございますけれども、１ つは比較的温度の 低い、効率の低い ＧＴＣＣのレトロ フィット
のような発想と、最先端の 最高効率のＧＴＣ Ｃと組み合わせて 最高効率を狙うよ うなＧＴ
ＦＣという発想と、両方存在 すると思います。
○酒井委員
事業者という観点からの 御質問ですけれど も、この技術自体 はベースロードで 最高の効
率を達成するように思われ るのですけれども 、今後、再生可能 エネルギーも含め たベスト
ミッ クス を考 えて まい りま すと 、恐 らく 出力 変動 に 対応 する 技術 も必 要に なる と思 いま
す。この技術の性質として 、そういう出力変 動に耐え得るもの なのか、あるいは 出力変動
してもそんなに効率が落ち ないものなのか、 その辺の基本的な ところを教えてい ただけれ
ばと思います。
○小林委員
火力発電所で使われるよ うな規模の大きさ での試験は当然で きておりませんの で、小さ
なハイブリッドシステムで の実績のお話しか 今はできませんけ れども、今世の中 にありま
す火力発 電所と 同じ５％/ 分程度 の負荷変 化には 十分耐 え得る 負荷追 従性を 持って おりま
す。それから、さらに燃料 電池自体は発電部 分の温度さえ動か さなければ出力を かなり俊
敏に、い わゆる ステッ プ変化 で700％、800％/分という 負荷変 化にも 対応で きるも のでご
ざいます。したがって、現 在、製品としての 完成度はまだまだ 未熟ということで 、いかな
る負荷変動にも耐え得るよ うなものに仕上が っていないのは事 実ですけれども、 これから
の使われ方に対して、この 燃料電池を入れた ＧＴＦＣが得意な 負荷パターンを考 えて、他
の既存の発電システムとう まく組み合わせる ことで、全体とし て対処していける のではな
いかと考えております。
○宝田座長
よろしいでしょうか。そ ろそろこの議題１ は、この辺で終了 したいのですが、 １点だけ
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私からいいでしょうか。
最終的に大型で石炭ガス と組み合わせる場 合ですが、ガスの 精製に関しては、 今検討さ
れているのでしょうか。
○小林委員
これもまだ私どもの社内 ではそれほど深く 突っ込んだ検討、 検証はしておりま せん。ま
ずは天然ガスのＧＴＦＣが 先で、片や石炭焚 きのＩＧＣＣが完 成したところで、 それをつ
なぐクリーンナップの技術は 、これから重要な 技術開発だと考え ています。
○宝田座長
そこは大きな開発課題があ るということでし ょうか。
○小林委員
はい。
○宝田座長
わかりました。
○在間ＮＥＤＯ環境部統括研 究員
ＩＧＦＣに向けた燃料電 池と石炭ガスの組 み合わせに関しま しては、ＮＥＤＯ で今、事
業を実施しておりまして、 そのための実セル でのどれだけの影 響度があるかとか 、最適な
ガス精製システムはどうある べきかを勉強しつ つ、開発を進めて おります。
○宝田座長
ありがとうございました。
それでは、ここで議題２ に移りたいと思い ます。まず、次世 代火力発電に係る 技術開発
ロードマップ（中間とりまと め案）について、 事務局より御説明 をお願いいたしま す。
○覚道石炭課長
それでは、お手元の資料 ３次世代火力発電 に係る技術開発ロ ードマップ（中間 とりまと
め案）をごらんいただければ と思います。
過去２回の会 合で、火力発 電の技術、 あるいはＣ Ｏ ２ の分離・回収 、また有効利 用に係
る技術、広い意味で火力発 電の関連技術につ いての各種の御紹 介、御議論をいた だいたと
ころでございますけれども 、今回、それを踏 まえまして、この 協議会の７月の時 点で中間
とりまとめという形で、次 世代火力発電に係 る技術開発ロード マップを取りまと めができ
ればと考えているところで ございます。今日 お示しをいたしま すのは、その中間 とりまと
めのための案、あるいはたた き台と御理解いた だければと存じま す。
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目次でございますけれど も、これが、ある 意味全体構成でご ざいます。まず、 １．技術
開発ロードマップ策定の目 的、２．次世代火 力発電技術開発の 基本方針、続きま して火力
発電の高効率化とＣＣＵＳ について、それぞ れ大きな開発に向 けての方向性、目 標を記述
させていただいております 。その後、５．技 術開発を進めるに 当たっての原則、 あるいは
留意点について整理をしま して、その上で、 実際の工程表のた たき台を整理して ございま
す。その中でのそれぞれの 個別技術の開発方 針を各個別の技術 ごとに整理をする という形
で全体を整理してございま して、最後のとこ ろで、今回お示し をしたロードマッ プを、さ
らに具体的に実現に向けて いくに当たっての 今後の種々の課題 とか取り組みは、 第１回で
も第２回でもいろいろと御 指摘をいただいた ところでございま すけれども、そう いったも
のを最後に整理して、中間と りまとめ案として 整理してございま す。
２ページでございます。 １．技術開発ロー ドマップ策定の目 的でございますけ れども、
これは第１回のときに御紹 介させていただい たものを基本的に 踏襲いたしており ますけれ
ども、火力発電の中長期の 課題解決には、次 世代火力発電技術 の早期の技術確立 、実用化
が鍵ということで、2030年ごろまでを目標期 間とする技術開発 ロードマップを策 定するこ
とで、温暖化ガスの抑制、 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
将来見通しを明らかにしま す。それから、官 民一体での開発方 針、目標時期を共 有し、切
れ目なく技術開発を実施し ます。さらに関連 技術の石炭火力、 ＬＮＧ火力、ＣＣ ＵＳの３
つの分野を一体的に進めて いくことで、それ ぞれの開発成果を 共有しつつ、ある 意味、加
速化、あるいはリソースの 最適化を図ってい くということです 。ここは重要だと 思うので
すけれども、これによりユ ーザーから見て必 要な技術が必要な 時期に利用可能な 状態にな
って いる とい う状 況を でき るだ け早 く確 立を して い くこ とが 目的 と整 理を して ござ いま
す。
続きまして、３ページ、 基本方針でござい ます。これは先般 のエネルギーミッ クス、長
期エネルギー需給見通しと の関連でも整理を したものでござい ますけれども、エ ネルギー
ミックスにおいては、火力 発電の見通しは、 今申しましたよう に温暖化ガスの排 出抑制、
あるいは燃料費の抑制のた 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
バランスのとれた構成を実 現するということ です。石炭火力に ついては、その中 で2030年
に全国平均でＵＳＣ相当の 発電効率の実現を 目指すとされてい るところでありま す。こう
したことを実現していくた めには、別途の場 でこれから検討さ れます、いわゆる 省エネ法
による規制的な手法とあわ せてＩＧＣＣとか Ａ－ＵＳＣの今回 御議論いただいた 次世代技
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術の導入を進めていくことが 重要だということ でございます。
参考に、現時点での石炭 火力、ＬＮＧ火力 の導入状況を提示 してございます。 これは第
１回の資料にも御提示をし たものですけれど も、こういう現状 を踏まえ、将来に 向けて高
効率化をしっかりと推進して いくことが基本方 針だろうと整理を してございます。
続きまして４ページ、３ ．技術開発目標で ございます。まず 、火力発電の高効 率化とい
うことで、電力の安定供給 には、言うまでも なくミックスでも 議論になったよう に石炭火
力、ＬＮＧ火力、いずれも 重要でありまして 、火力発電の高効 率化は、まさに温 暖化ガス
の削減に必要な重要な対策 であるということ です。また、2030年以降も低炭素化 をさらに
実現していくに当たっては 、さらなる高効率 化も追求していか ないといけないと いうこと
です。ＣＯ ２ をさらに大幅に削減 をしていくた めには、将 来にわたっ て経済性と環 境負荷
の低減の両立が必要で、徹底 した高効率化がま ずは最優先の課題 ということです。
今日も前半で燃料電池に ついての御紹介を させていただきま したけれども、大 きく技術
のフェーズを整理いたしま すと、シングルサ イクルのものから コンバインドサイ クルに移
り、さらにトリプルコンバ インドと、今まさ に御紹介のあった 燃料電池も組み合 わせた究
極の発電方式が見込まれる ということです。 ガスについては、 既に第２世代が普 及をして
いますけれども、これを第 １世代、第２世代 、第３世代という 形で整理をいたし まして、
ＬＮＧ、石炭ともに第１世 代、第２世代のさ らなる性能向上は しっかり追求しつ つ、第３
段階の技術を可能な限り早 期に技術確立を目 指していくという のが、まさに火力 発電の分
野で求められていることで はないかというこ とで、開発目標と して掲げさせてい ただいて
おります。
続いて５ペー ジ、第２回目 で御議論い ただいたＣ ＣＵＳ、ＣＯ ２ の回収、有効利 用です
けれども、2030年以降につい ては、特に ＣＯ ２ 排出量の多 い石炭火力 については、 一層の
排出削減に向けて高効率化 とあわせてＣＣＵ Ｓの利用が重要に なるだろうと認識 をしてお
ります。火力発 電全体で中長 期的にＣＯ ２ 削減をどう進め ていくのか ということは 、国内
外での温暖化をめぐる種々 の議論が非常に影 響されるわけです けれども、こうし た状況変
化に柔軟に対応が可能な状 態をつくっていく 必要がある。そう いうためにも、で きるだけ
早い段階でＣＣＵＳ技術を 実用化し、利用可 能としておくこと が望ましいと考え ておりま
す。
したがって、各種技術が あるわけですが、 基礎となる技術に ついて、2020年ごろに実用
化をした上で、2020年代の後半から2030年代ごろにかけて、実 際の導入拡大につ なげてい
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けるような経済的なＣＣＵ Ｓ技術を順次実用 化をしていくこと を、１つ目標とし て掲げた
いと考えており ます。また、 実際にいろ いろなＣＯ ２ 削減の技術オプ ションがあっ た場合
に、当然ながら 、経済性も加 味して、こ れぐらいの 経済性でこれ ぐらいのＣ Ｏ ２ が削減で
きるということで、経済性 を見つつ、順次そ ういう技術が採用 されるだろうとい う認識を
持ちました。したがって、 経済性、処理効率 、それから今日冒 頭にもございまし たように
処理容量、どれぐらいの経 済性でどれぐらい の量が処理してい けるのかを踏まえ て、新た
な技術イノベーションを最 大限活用しつつ、 段階的にそうした 有望技術を選定し ていって
開発を進めるということを １つ、ＣＣＵＳの 部分の目標として 掲げさせていただ いており
ます。
続きまして６ページ、５ ．技術開発を進め るに当たっての原 則ということで書 かせてい
ただいておりますが、次世 代火力発電技術の 早期の確立、実現 のためには、開発 リソース
の選択と集中を図って、プ ロセスを効率化す ることと、実証等 を経て技術的にこ れであれ
ば実 用化 に向 けた 検討 の俎 上に 上ら せ得 るだ ろう と いう 技術 確立 の時 点で 経済 性、 信頼
性、運用性が確保できている ことが重要になる だろうと考えてい ます。
そうしたことを踏まえま して、①から⑤ま でを原則として掲 げておりますが、 それぞれ
要素技術のうち共通に使え るものについては 、できるだけ開発 成果を効率的に共 有してい
く。それぞれ経済性、ニー ズ、また場合によ っては競合関係に ある技術も当然出 てくると
思われますけれども、そう した中で優位性を 多面的に評価しま して、場合によっ てはこち
らに集中していくというこ とで技術の選択、 集中をしていくこ とで優先度の高い 技術開発
にリソースを集中していく ことが重要だろう と思っております 。それから、経済 性とある
意味同じ話でありますけれ ども、従来機並み の発電単価を速や かに達成していく こと。信
頼性を確保する意味で、実 証については、十 分な実証時間をで きるだけ確保し、 したがっ
て、早期に試験運転に着手 し、十分な実証時 間を確保する。ま た、従来技術の活 用などに
より高い運用性の確保もし っかりと考慮して 進める必要がある だろうということ でござい
ます。
７ページが、以上のよう な視点を踏まえま して、これまで２ 回の会合で御紹介 、御議論
いただいた技術を中心に、 今後の工程表のた たき台ということ で、事務局の案を 提示させ
ていただいたものでござい ます。火力の関連 の技術につきまし ては、先ほどのシ ングルサ
イクル、コンバインド、ト リプルコンバイン ドという体系で、 第１世代、第２世 代、第３
世代と整理をしまして、そ れぞれＬＮＧ火力 、石炭火力につい て整理をしてござ います。
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先ほど来申し上げています ように、共通の技 術要素があるとい うことでございま すので、
こういう形で整理をし、お 互いにＬＮＧの技 術が石炭火力の技 術に生かされてい くことを
明示する形で整 理をしてござ います。ま た、一番下 の段にＣＯ ２ の回収、利用技術 に係る
ところについても整理をして ございます。
それぞれ赤字で書かせて いただいたところ が大きな工程表の 目指すべきところ でありま
して、まず、第１世代の技 術については、そ れぞれ2016年以降ですので、非常に 近い将来
において、できるだけ高効 率化にかかわる技 術を確立していく 。これは、第２世 代の技術
として目指しているところ に、できるだけ近 いところを第１世 代の技術として技 術の確立
を目指していくということで ございます。
第２世代のところは、ま さに今、実証等が 進められていると ころでありまして 、2020年
代の初頭には技術の確立を 目指したい。また 、ＬＮＧについて は、ここの部分は 既に御紹
介があったように、1500℃、1600℃という温度があるわけです けれども、それを さらに高
めていくための効率向上を 進めていくという ことでございまし て、これによれば1700℃級
ぐらいについては2020年代の 初頭には技術を確 立していきたいと いうことでござい ます。
第３世代でございますけ れども、トリプル コンバインドにつ いては、今日御紹 介のあっ
た燃料電池の部分は非常に 大きな課題として 残っているわけで すけれども、そう したとこ
ろも含めて、2025年ごろには技術を確立する ことを目指して工 程を組んでいきた いという
ことでございます。
この図の整理で、左から 進んできている緑 のライン、あるい は青のライン、下 も共通で
すけれども、白抜きになっ ているところは、 基本的に現在進ん でいるもの、ある いは将来
にもほぼ進んでいくだろう というところ、あ るいはそれに関し て政府としても既 にいろい
ろな形でサポートをしたり 、今後もサポート をしていくだろう ということがほぼ 確実にな
っている部分でありまして 、白抜きになって いないところにつ いては、これから この部分
も重要になってくるだろう ということで、こ うした部分につい て、これからしっ かりと取
り組みのあり方について検 討していく必要が あるだろうという ことで整理をして ございま
す。
紫のＣＯ ２ の回収、利用のとこ ろですけれど も、既に物 理吸収法、 化学吸収法、 その他
の吸収法について取り組み が進んできている ところです。また 、有効利用につい ては、少
し足が長い取り組みであり ますが、各種の実 証、あるいは要素 技術の開発が進め られてお
りますけれども、先ほど整 理をしましたよう に、できるだけ2020年代の後半にはそれぞれ
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の技術がしっかりと有望な 技術としていろい ろなオプションと して整理ができる ような状
態に順次持っていって、2030年以降に実際の取り組みとして活 用していける形に 持ってい
けないだろうかということ で、2020年代後半以降、低コストの ＣＣＳ技術の確立 にはいろ
いろな技術が含まれるわけ ですけれども、そ ういう形で整理を させていただいて ございま
す。
８ページ、９ページは、 今の線表に掲げま した主な技術につ いて、個別に少し 目標を書
き下したものです。例えば ＡＨＡＴについて は、2017年ごろ技術確立、従来機並 みのイニ
シャルコストを目指してい きます。1700℃級のＧＴＣＣについ ては、2020年ごろの技術確
立、量産後の従来機並みの イニシャルコスト を目指していきま す。ＧＴＦＣにつ いては、
トリプルコンバインドとい うことで、2025年ごろの技術確立を 目指していくとい うことで
す。
これがＬＮＧの関連技術 で、石炭の関係に つきましては、Ａ －ＵＳＣについて 、2016年
ごろの技術確立、従来機並 みの発電単価を目 指していく。ＩＧ ＣＣについては、 酸素吹の
ものについては2018年ごろに技術の確立、ま た、量産後の従来 機並みの発電単価 を目指し
ていく。また、ＩＧＦＣ、 石炭ガス化のほう のトリプルコンバ インドについても 、ＧＴＦ
Ｃの技術も活用しつつ、2020年ごろに技術を確立し、量産後の 従来機並みの発電 単価を目
指していく。こうしたもの を個別の開発方針 として掲げること が適当ではないか というこ
とでございます。
続いて、９ページのＣＣ ＵＳに関連する個 別技術の開発方針 でありますけれど も、物理
吸収 法に つい ては 、2020年ごろ の技 術の 確立 、 速や かに 回収 コス ト2000円/ｔCO 2 程度を
目指していくということを掲 げておりまござい ます。
また、固体吸収法、ある いは膜分離法につ いてもしっかりと 技術開発を進めて 、現行の
化学吸収法よりも回収効率 を向上させていく 。また、低コスト 化、あるいはエネ ルギー効
率の向上をさらに精査をしつ つ開発を進めてい くと書かせていた だいております。
ＣＣＵの利用の技術で、 藻類バイオ、人工 光合成等について は、経済的かつ効 率的なＣ
Ｏ ２ 処理が可能な技術 を広く検証 し、段階的に 実現可能性 の調査とか 要素技術の開 発を経
て、2020年代の後半に向け て有望技術をしっ かり選定し、順次 実用化を図ってい くという
ことで個別の開発方針として 記載してございま す。
次の10ページ、また11ページは、それぞれ 第１回、あるいは 第２回の会合で技 術の全体
像を整理させていただいた ものに、今申し上 げた個別の目標、 特に技術確立の目 標時期を
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加筆して、再度整理をさせ ていただいたもの で、これがそれぞ れの技術の俯瞰を した全体
像を示したものと御理解いた だければと思いま す。
最後の12ページに、９．ロードマップの実 現に向けた今後の 取組ということで 整理をし
てございます。次世代技術 を早期に技術確立 し、また、実用化 をさせていくため には、以
下のような取組を行うこと も重要であるとい うことで、これは 第１回、また第２ 回でもい
ろいろと御指摘いただいた 点を整理したもの であります。官民 の役割分担を踏ま えて迅速
かつ積極的に技術開発を進 める、これは言う までもないところ でございますけれ ども、そ
れをさらに加速化できない かという可能性に ついて不断に検討 していくことが重 要であり
ます。また、次世代技術の 導入に向けて、実 際にその技術を使 われるユーザー側 の取組も
必要ですし、また、それの 促進に向けた政府 側の取組も重要だ ろうと思っていま す。今の
時点では、それぞれ具体的 に明記できるわけ ではありませんが 、いずれにしても 、しっか
りと それ ぞれ 双方 にお いて 検討 して 、技 術確 立さ れ た技 術が 順次 、で きる だけ 早く 実用
化、導入されていくことが 必要だろうという ことでございます 。また、⑤ＮＥＤ Ｏによる
火力技術開発の全体進捗管 理、技術開発支援 と書いてございま すが、今回、経産 省ととも
にＮＥＤＯにも共同事務局 の形で御参画をい ただいております けれども、ＮＥＤ Ｏでこれ
までのいろいろな技術開発 のマネジメントの ノウハウ、経験を 生かしつつ、この 火力の分
野は、特にそれぞれの技術 に共通の要素技術 があったり、ある いは段階的にこち らの技術
からこちらの技術へとシフ トをさせていった りということで、 技術開発プロジェ クトのマ
ネジメントによる効果が非 常に期待できるだ ろうと考えており ますので、こうし たところ
をＮＥＤＯでしっかり進め ていくことが重要 ではないかと考え ております。また 、⑥この
協議会自体、今回７月の時 点では、今日お示 しさせていただい た中間とりまとめ の案を御
議論いただいて、これを一 旦とりまとめると いうことでござい ますけれども、今 後も継続
してこの場を活用しまして 、火力発電をめぐ る種々の社会的な 面も含めたいろい ろな状況
変化もあるでしょうし、ま た、技術動向の変 化もあるだろうと 思いますけれども 、こうし
たもろもろの技術動向の変 化、種々の状況変 化も踏まえまして 、ロードマップに ついて適
宜進捗状況をフォローアッ プしていく、見直 しを行っていくと いうことです。ま た、ここ
に掲げさせていただいた種 々のいろいろな課 題について、もう 少し具体化させる ことにつ
いても、また議論を継続して いければと考えて おります。
○宝田座長
覚道課長、ありがとうござ いました。
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それでは、続きまして次 世代火力発電の早 期実現に向けた提 言につきまして、 東京大学
生産技術研究所の金子委員に 御説明をお願いい たします。
○金子委員
お 時間 を頂 戴い たし まし て、 あり がと うご ざい ま す。 それ では 、資 料４ に基 づき まし
て、提言ということでお話を させていただきま す。
まず、１番目でございま すけれども、次世 代火力発電の検討 の前提条件です。 ３つの新
しい方針を書かせていただ きましたけれども 、先月、非常に大 きな３つの方針、 あるいは
仕組が決められたと思いま す。１つはエネル ギーミックスが出 されたということ 、それか
ら、2030年のＣＯ ２ の削減目標は、 かなり意欲 的な目標が 出されまし た。さらに電 力自由
化もあるわけでございます けれども、こうい う状況を踏まえま すと、従来の延長 線上で議
論するのではなくて、これ をしっかりと踏ま えた上で、次世代 火力の早期実現を 議論しな
ければいけないと考えており ます。
まず、エネルギーミック スの石炭火力26％の設定でございま す。これは、私は 非常によ
くまとめられていると思い ますし、いろいろ なファクターを考 えたときに、これ は非常に
妥当な線だと思います。基 本的には石炭火力 はしっかりと維持 していくという方 針は正し
いと 思い ます け れど も、 最大 の 懸念 点は 、や はり Ｃ Ｏ ２ 削 減の 件で ござ い まし て、 特に
26％削減案は非常に意欲的 な削減目標でござ いますから、自分 は下げないけど、 ほかのセ
クターで下げてくれという ことだけでは絶対 に達成できない。 自らも相当な覚悟 を持って
下げるということでないと 、結局は下げられ ないということを 懸念しております 。目標値
を決めるのは優しいですけ れども、具体的な アクションプラン 、誰が、いつまで に何ｔ下
げるのかという具体的な展 開を検討していく と、なかなか積み 上がらないという のが過去
の実例でございますので、 この覚悟は相当な ものを持って取り 組まなければいけ ないと思
っております。
ＣＯ ２ 削減、あるい は石炭火力 の維持を考え たときに一 番大事なの は、２番に書 いてお
りま す効 率向 上策 でご ざい ます 。こ れは 先ほ どの ロ ード マッ プで も、 第１ 世代 、第 ２世
代、第３世代という進化を しっかりと進めて いくことが示され ましたので、これ もまた非
常にいいプランを立ててい ただいたと思って おります。ただ、 皆さんが余り御存 じない事
実が１つございまして、こ れはしっかり頭の 中に入れておかな いと、せっかくの プランも
絵に書いた餅になるのでは ないかということ で、ここに述べさ せていただいてお ります。
それは、石炭の場合と天然 ガスの場合、非常 に性格が異なって いるということで す。１ペ
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ージの下のほうに書いてお りますけれども、 石炭火力は設備費 が高く、燃料費が 安い。一
方、天然ガス火力は設備費 が安く燃料費が高 い。このことが新 技術を採用すると きに決定
的に意味を持ってくるという ことを申し上げた いと思います。
わかりやすくするために 、具体的な数値で 言わせていただき ますと、石炭火力 も天然ガ
ス火力も原価は、ちょっと 石炭火力が安いで すけれども、余り 変わらないわけで ございま
す。仮にこれを10円といたしますと、その原 価構成の内訳を見 ると、石炭火力の 場合には
設備費が７で燃料費が３、 天然ガス火力は設 備費が３で燃料費 が７です。だから 、２対１
というのが、設備費と燃料 費が逆の関係にあ るわけです。そう すると、石炭火力 の場合に
効率を仮に10％上げる、燃料費を10％下げたとしますと、それ に等価な、つまり 発電原価
を上 げな いた めの 設備 費の 増加 は幾 らま で認 めら れ るか とい うと 、５ ％と いう こと にな
る。だから、せ っかく画期的 な新技術を 採用して燃 料費を10％、ＣＯ ２ も10％下げても、
設備費の増加に許される範 囲は５％しかない のです。これは非 常に苦しい。事実 上、大体
カバーできないということに なります。
一方、天然ガスは、先ほ どの関係が逆でご ざいますから、効 率を10％上げると設備費は
20％上がっても等価という ことになるわけで ございます。した がいまして、天然 ガスの効
率向上は今まで1500℃級のガスタービン、1600℃級のガスタービン、世界最高の ガス温度
のガスタービンが採用され てきましたけれど も、これは別に国 がやれと言ったわ けではな
くて、極端な言い方をすれ ば、事業者が勝手 にやった。つまり 、技術の改善が経 済的にも
ペイして、発電原価も下が り、競争力も上が るわけですから、 自発的にこれに取 り組むと
いう環境がある。ただ、石 炭はそういう状況 にないわけでござ いますから、逆に 新技術を
採用すると発電原価が上が って競争力を失う という立場になり ますので、このこ とをしっ
かりと踏まえて、特に石炭 火力の技術開発を やる場合には、こ のことが非常に大 事だと思
っております。
したがって、実用化とい う今回のテーマで ありますと、技術 開発したものをい かに実機
に適用していくかが大事だ と思います。実証 機は、例えば30％の補助があるとす ると、や
ろうかという人が出てくる わけですけれども 、実証機をやって も商用機をやろう という人
がなかなか出てこない。特 にこれが石炭火力 の場合には非常に 顕著だというのは 、先ほど
のような背景がございます ので、意欲があっ ても現実に入札す ると勝てない。そ れでは出
すわけにいかないという面も あるのかと思いま す。
そういうことで、私とし ては、せっかくこ のような石炭火力 のＩＧＣＣ、ＩＧ ＦＣとい
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うロードマップができたの であれば、事業者 がそれを実施でき るような枠組みを 何とかセ
ットにして考えていただけな いかということで ございます。
１つの案として私案を出 させていただきま したのは、将来、 ＵＳＣが採用され た場合、
ＣＯ ２ トン当たり大体40ドルから70ドルぐらい 費用がかか ると言われ ております。 将来、
ＣＣＳをやるときの同じ内 容が、今の時点で 新技術を採用する ことによって実現 されるの
であれば、将来かかるであ ろう費用と同じ効 果があったという ことで評価してや るのがい
いのではないか ということで 、とりあえ ずＣＯ ２ トン当たり5000円として評価をし てあげ
るという ことを 申し上 げてお ります。 そうし ますと 、100万kWのＵＳ Ｃ火力 で年間 設備利
用率80％です と600万ｔぐらい にな ります 。こ れを10％下げ ると すれば 、これ にＣ Ｏ ２ ト
ン当たり5000円で評価しますと、年間30億円ぐらいに相当いた しますので、これ を正当に
評価してあげることが必要 ではないか。これ は、２ページから ３ページにござい ます。具
体的 に３ ペー ジの 中ほ どで ござ いま すけ れど も、 バ イオ マス を混 焼す るこ とに よっ て、
今、キロワットアワー当た り22円というＦＩＴが適用されると すれば、そのとき のＦＩＴ
による援助額プラスの分に 比べても３分の１ ぐらいの費用で済 むし、まして太陽 光のＦＩ
Ｔ額の総量に比べれば、１ ％とか２％程度の 大きさの費用負担 で確実に、今の時 点でＣＯ
２

を下げられる、そし て、石炭火 力もしっかり と維持でき るという仕 組みが大事で はなか

ろうかと思っております。
４ ペー ジ以 降は 補足 説明 資料 とい うこ とで 、幾 つ か述 べさ せて いた だい てお りま す。
１．今後の石炭火力のある べき姿は、今日の ロードマップにも 示されております ので省略
いたします。
２．安倍首相の５月21日挨拶で、第21回国際交流会議「アジ アの未来」の晩餐 会でのス
ピーチを首相官邸のホーム ページから引用さ せていただきまし た。この中に将来 の石炭火
力のあるべき姿が非常に明 確に述べられてい るかと思いまして 、あえて引用させ ていただ
きました。
石炭火力は大 事だ。ただし 、ＣＯ ２ が多いから、イノベ ーションで 効率を上げな ければ
いけない。赤で書いており ますように、ガス 化技術のＩＧＣＣ 、それから燃料電 池とカッ
プルしたＩＧＦ Ｃを将来発展 させていけ ば、ＣＯ ２ の問題と安い石炭 を両立させる ことが
可能 だと いう こと が述 べら れて おり ます し、 ガス 化 の技 術に よっ て、 例え ば褐 炭を 有価
物、いろいろな原料とか燃料 に転換することも できると述べられ ております。
もう１つ、私は非常に大 事なポイントがあ ると思っておりま して、６ページの 下のほう
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です。石炭火力は設備費が 非常に大きいです から、資金をどう やって確保するか がしっか
りと確保されませんと、現 実には建設ができ ないわけでござい ます。低金利融資 がセット
になって初めて石炭火力の 国際協力ができる わけですけれども 、そこにアジア開 発銀行と
組んで13兆円規模のインフ ラ資金をしっかり と確保するという ことが書いてござ いますけ
れど も、 これ は、 アメ リカ のオ バマ 政権 が石 炭火 力 を基 本的 には 禁止 しよ うと いう こと
で、世界銀行、ヨーロッパ 復興開発銀行は石 炭火力に対しては 融資が禁止されて いるわけ
でございます。だから、ア ジア開発銀行がど うなるのかを、み んな心配して見て いる。一
方、中国はＡＩＩＢでしっ かりと資金面はや りますということ を意思表示してい るわけで
すから、日本の技術協力は いいけれども、資 金面はどうなのか ということは、み んな気に
しているところですね。そ こがしっかりとこ ういうふうに言わ れたということは 、その不
安を払拭するところだと思い ます。
そしてまた最後が 、「Be innovative」でございますけれども 、やはりイノベー ションを
しっかりとやらなければいけ ないということだ と思います。
３．日本の石炭火力設備 容量です。これは 大体4000万kWございます。注意して いただき
たいのが、この4000万kWのうちの半分、50％はＵＳＣです。し かも、超臨界圧ま で入れま
すと88％が日本はもう既に 高効率石炭火力で す。亜臨界圧が10％ぐらいございま すから、
これをＵＳＣに換えるとい うのは非常にリー ズナブルですから 、これはぜひ実行 していた
だきたいと思いますけれど も、超臨界圧の40％近いものをＵＳ Ｃに換えましても 、効率は
２ポイントしか上がらない 。それに数千億円 の投資をして換え るということは、 私は余り
意味がないのではないかと 思いますので、亜 臨界圧をＵＳＣに 換えるのはいいで すけど、
超臨界圧はＩＧＣＣに換え ないと、せっかく の改善ができない し、また、石炭火 力のＣＯ
２ 削減もはっきりと目 に見える形ででき ないのではなかろ うかと思っており ます。

７ ペー ジの 下の ４． 中国 の状 況で ござ いま すけ れ ども 、こ のＵ ＳＣ の技 術は 、例 えば
100万kWのＵＳＣは 中国に は63基、6300万kWございまし て、こ れは2012年末で既に 運転中
のものが6300万kWあるわ けでご ざいま すね。 一方、 日本は100万kWのＵＳＣ は10基しかご
ざいませんから、現時点で も1010万kWしかない。つまり、運転 中のものが中国は 日本の６
倍あるということでございま す。
それから、６月１日の新 聞報道によります と、中国は独自の 国産技術で開発し た２段再
熱のＵＳＣプラントが試運 転を始めました。 この２段再熱のプ ラントは、日本の ＵＳＣよ
りも２％ぐらい効率が高い 。これは彼らが言 っているわけでご ざいます。という ことで、
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もう既に中国の技術は日本を 抜いたということ が中国の報道でな されております。
そういうことを考えます と、今後、国際マ ーケットは、イン ドの商談でも今も うほとん
どＵＳＣになっておりまし て、世界各地でＵ ＳＣで中国と日本 の一騎打ちとなっ ているわ
けですけれども、仕様が同 じで性能が同じ、 価格は半分ぐらい で出てこられると いうこと
になりますと、今後なかな か戦えないという のが現状かと思い ます。逆に言えば 、日本国
内で製造はできない、全て 海外調達して持っ ていかないと対抗 できないというこ とかと思
います。
５番目にまとめましたけ れども、私としま しては、今日のロ ードマップにもご ざいます
けれども、ＵＳＣからＩＧ ＣＣへの一日も早 い移行を加速化し て実行する。ほっ ておきま
すと、誰もやらないという ことになる懸念が ございますので、 それをしっかりと サポート
する仕組みを並行して考えて いただければと思 います。
このＵＳＣの技術は、実 は私も開発責任者 の１人でございま して、約20年かけて日本の
国家プロジェクトで日本の オリジナル技術と して開発したわけ でございますけれ ども、こ
れも開発した当初はなかな か採用していただ けなくて、仕方な いので、まずは再 熱温度だ
け上げて、それから主蒸気 も上げて、最初は593℃に上げて、それから600℃に上げてとい
うふうに少しずつやりなが ら、採用してきて いただいたわけで す。やはり石炭火 力の新技
術は、先ほど言いましたよ うに自動的に経済 性が改善されると いうメカニズムが 働きませ
んので、しっかりとした支 援策とセットで考 えるべきものだと 思います。20年もたったと
書きましたけれども、初め て600℃、600℃の蒸気温度が採用さ れたプラントが運 転開始を
したのが1998年の６月でございますので、今 から17年前でございます。その設計 をしたの
は、さらにその５年前でご ざいます。ですか ら、基本的には20年前の技術でござ いますか
ら、いつまでもこれで世界 で戦えるというの は、やはり考えが 甘い。せっかくロ ードマッ
プでＩＧＣＣへの移行をう たっているのであ れば、これがやは り国内にもしっか り適用さ
れ、かつ輸出市場でもこれで 競争できる方向に 持っていくべきと 思っております。
○宝田座長
ありがとうございました。
多少時間が押してきまし たけれども、それ では、これまでの 説明につきまして 、御意見
のある方は挙手か、あるい は名札を立ててい ただきたいと思い ます。たくさんい ろんな御
意見があるのではないかと思 いますが、いかが でしょうか。
○藤井委員
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発電システムの高効率化 については、これ まで国、メーカー 、そして電気事業 者が一体
となって、常に世界の最先 端を走ってきたと 我々は自負してお ります。電気事業 者といた
しまして、これからも最新 鋭の高効率のもの を取り入れていく とともに、さらな る技術開
発によってＣＯ ２ の発 生量を削減してい きたいと考えてお ります。
今日は３つほど述べさせて いただきます。
１点目が、新技術導入に ついて、ユーザー の立場として述べ させていただきま す。経済
性、信頼性、運用性、これ が我々ユーザーと して、新技術を導 入する上での大前 提です。
幾ら最新鋭、高効率のもの でも、信頼性が低 かったり、あるい は運用性が悪いと なれば、
なかなか新規採用しにくい というのが正直な ところでございま す。本日、資料３ 、６ペー
ジに、「技術 開発を 進める に当た っての原 則」と いうと ころで 、まさ しくこ の３つ につい
てしっかり触れていただい ております。この 考え方について、 我々として賛同さ せていた
だくとともに、今後のロー ドマップ作成にお いて、この点をし っかり満たしてい ただくよ
うお願いするものでございま す。
２点目でございます。し かし、実際、十分 実証を行っても、 やはり初めて新技 術を導入
するとき にはリ スクはつ いてく るもの と考え ており ます。 ただい ま金子先 生から も、「石
炭火力の高効率化にチャレ ンジする人につい て何かのインセン ティブを」という 話がござ
いました。あるいは、前回 の委員会のときに もそういった御意 見がございました が、石炭
火力だけでなく て、高効率発 電システム 、あるいは ＣＯ ２ の削減に資 する技術を新 たに導
入する際には、インセンテ ィブが働く何らか の支援策を政府の ほうからいただけ れば、次
世代技術の早期導入につなが るのではないかと 考えるところでご ざいます。
３つ目、金子先生の資料 を事前に拝見いた しまして、先生は 今日、御説明を省 略された
のですけど、出力11万2500kW未満の小規模石炭火力の中でのバ イオマス混焼の扱 いについ
ても御意見を出されており ますが、これらに ついては、先生の 書かれているとお り地域貢
献、あるいは森 林の再生に寄 与するとと もに、ＣＯ ２ の排出原単位が 小さくなって 、地球
温暖化対策の選択肢の１つ であると考えてお ります。したがっ て、現時点でこれ らに対す
る規制の必要性は乏しいと我 々として考えると ころでございます 。
○宝田座長
ありがとうございました 。非常にわかりや すい説明だったと 思いますが、その ほか何か
皆様からございますが。
○小野崎委員
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今般のＣＣＴのロードマ ップは、2030年が１つの目標となっ ておりますけれど も、いわ
ゆるこういう発電技術の技 術開発は20年、30年かかるものです ので、2030年以降も横目に
きちんと見て方向性を考え ていく必要がある と思います。その 中で、今回、高効 率化とい
うこ とと ＣＯ ２ 回収 、 いわ ゆる ＣＣ ＵＳ と いう ２本 立て に なっ てい ると 思 いま すけ れど
も、2030年以降、本当にど んな形で進むのか 。１つのアイデア としては、高効率 化の発電
のところとＣＯ ２ 回収を一体化し た場合に、ど んな技術が あるのかな と考えていま す。例
えば、今、ＮＥＤＯさんの 中で進んでいるケ ミカルルーピング のような技術開発 、あるい
はoxy-fuelＩＧＣＣのよ うなＣＯ ２ をリサイ クルした 形でのＣ Ｏ ２ を取り出せるよ うな技
術開発、このよ うなＣＯ ２ 回収を前提としたと きの火力発 電技術も少 し先のほうに 見なが
ら、今回のロードマップの さらなる目標の次 のところが見える ような形で、ぜひ 進めてい
ただきたいと思っております 。
○宝田座長
ありがとうございます。
○大塚委員
電源開発の大塚でござい ます。開発者とい う立場とユーザー という立場で御発 言させて
いただきたいと思います。
まず、 これは お願い でござ います 。資料 ３の９ ページ の物理 吸収法 のコスト2000円/tCO 2 、その後 の11ページの図 の中に も同じ ような 表現で あるの ですが 、化学 吸収法 も同じ
で ご ざ い ま す け れ ど も 、 11 ペ ー ジ の 膜 分 離 で 1000 円 台 /t-CO 2 と 書 い て あ り ま す け れ ど
も、これはぜひ2000円台とい う形で御配慮いた だければと思いま す。
それから、先ほどできる だけいろいろな技 術の使える部分は 共有してという話 がござい
ましたけれども、４ページ の第３世代のＧＴ ＦＣ、ＩＧＦＣと ございます。７ペ ージにも
同じような図がございます けれども、ＳＯＦ Ｃの大型化という ステップは、ガス のほうで
まず先陣を切っていただい て、それを石炭の ほうに適用すると いう形になります ので、そ
の辺の若干のタイムラグは どうしても発生い たしますので、そ の辺も御配慮いた だければ
と思います。
それから、表現方法なの で、先ほど覚道課 長のほうでもあえ て説明していただ いたとい
うことで、あり がたく思って おりますが 、例えば７ ページのＣＯ ２ の回収技術につ きまし
て、将来的には膜分離法だ けということでは なくて、我々も将 来的にも物理吸収 法、化学
吸収法をそれぞれ経済性、 信頼性を高めてい くということで、 多分30年代あたりでもいろ
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いろな技術が併用されると 思いますので、決 してこれをぱっと 見ただけで膜分離 法に淘汰
されると思われないような表 現ぶりをぜひお願 いしたいと思いま す。
○宝田座長
ありがとうございました。
○酒井委員
まず、次世代火力協議会 でここまでロード マップを取りまと めていただきまし た事務局
に対しまして、本当に敬意 を表したいと思い ます。どうもあり がとうございます 。私たち
もエネルギー資源の大半を 輸入に頼る国とし ましては、エネル ギーセキュリティ と経済性
の観点から、どうしても石 炭火力は必須だと 考えております。 ですが、石炭火力 だけでは
なくて、先ほど再生可能の 話がございました が、多様化された エネルギー源とし てのベス
トミックスを我が国として は実現していく必 要があるだろうと 考えてございます 。そうい
う意味で、我々としては、 環境と調和してエ ネルギーをつくっ ていく、特に我々 の場合と
いたしましては電力、すな わち環境と調和し た電力をいかにし てつくっていくか が私たち
に課せられた課題であると考 えております。
そういう観点から、３点ほ どコメントと感想 を申し上げたいと 思います。
まず１点目でございます 。ＣＣＵという話 がございましたけ れども、ＣＣＳに つきまし
ては、穴と申しますか、ス トレージする場所 はどうしても限ら れておりまして、 我が国と
してＣＣＳを積極的に展開 していくのは個人 的には限界がある と考えております 。もしこ
のＣＣＵを進めていくので あれば、今回のロ ードマップに書い てあるように、技 術を絞ら
ずやれることをいろいろや っていって日本発 の技術をつくって いく必要があるの ではない
か、これは純粋に一国民と して思っていると ころでございます 。藻類の話とか人 工光合成
とかいろいろとハードルは 高いところはあろ うかと思いますけ れども、国家プロ ジェクト
ではありませんが、10年後、20年後、とにかく国家戦略的に日 本としての技術を 、恐らく
日本発になると思いますけ れども、何とか他 国に先駆けてやっ ていく価値はある のではな
いか。これは本当に一国民と して純粋に思うと ころでございます 。
２点目でございますけれ ども、我々ユーザ ーといたしまして 、まず一体何がで きるかと
いうところでございますけ れども、これは先 ほど来議論されて おりますように、 高効率化
を追求していく、ここに我 々としても協力し ていく必要がある と考えてございま す。先ほ
ど開発成果の効率的な共有 というお話がござ いましたけれども 、我々も空気吹き タイプの
ＩＧＣＣについて、勿来で 開発に関与させて いただいたところ もございますし、 今現在、
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福島復興電源でも商用が目 前のプロジェクト を立ち上げている ところでございま す。第１
回の議論でもあったのです けれども、ガス化 炉とか核の部分は メーカーの方々の 技術では
あるのですけれども、全体 的にシステムとし たときの熱力学的 な部分ですとか、 ユーザー
として30年、40年、50年と事業をやってきて 、壊れやすい部位 はよく存じ上げて いるとこ
ろもございますので、そう いった面での設計 の工夫ですとか、 そういうノウハウ 面につき
ましては、いろいろと協力 できるところはあ るのではないかと 考えてございます 。そうい
う意味で、技術開発という ところで、もちろ んメーカーの方々 が中心になるので しょうけ
れども、ユーザーも実際に 実証機、商用機を つくるところでは 、ユーザーとして の観点で
何がしかの協力ができるので はないかと思って いるところでござ います。
３点目の最後は実証機、 商用機のところで ございますけれど も、ここはやはり 実際に技
術がフライして、日本でそ れが展開されてい って、願わくばそ れが世界に展開さ れていく
というストーリーが大切だ と思ってございま す。先ほど金子先 生からもお話があ りました
けれども、これから電力自 由化が進んでまい りますので、自由 化と技術開発をど うやって
両立させていくかを官民合 わせて知恵を出し ていく必要がある のではないかと思 ってござ
います。技術を商用化させ てコマーシャライ ズさせるというこ とは、一言で申し 上げます
と、それで資金調達、ファ イナンスができる ということになり ます。マーケット が技術を
選んでいく自由化の時代で は、結局ファイナ ンスできるような 技術があって初め てマーケ
ットの中で生きていけると いうことになりま す。ここを考えな がら、どういうふ うに工夫
していくべきかを真剣に考 える必要があるか と思います。もち ろん事業者としま してもあ
る程度のリスクは、どこか のタイミングでは リターンを考えて テイクしていくこ とも考え
なくてはいけないことにな るだろうとは思っ ているのですけれ ども、ただ、余り にもイニ
シャルの投資が膨大過ぎる ということと、Ｏ ＆Ｍリスクもござ いますので、ここ はやはり
何らかの工夫と、金子先生 のおっしゃられる ようなインセンデ ィブを組み合わせ た取り組
みが必要ではないかと思っ てございます。イ ンセンティブベー スでいかにコマー シャライ
ズしていくか、ここが鍵では ないかと思ってご ざいます。
○宝田座長
ありがとうございました。
○佐藤委員
ご説明頂いた2030年に向けた技術開発の方 向性や行程につい ては技術的に申し 分のない
内容 だと 思う ので すけ れど も、 ただ 、１ 点重 要だ と 思い ます のは 、金 子先 生、 それ から
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今、酒井委員からもお話があ りましたけれども 、政策的な、施策 的な側面だと思い ます
。私は最近、ヨーロッパの 発電事情、殊にド イツを注目してい ます。2013年のドイツの総
発電 電力 量に 対す る再 生可 能エ ネル ギー の割 合は24 ％で 、原 子力 が15％と いう 状況 です
（その他 に、石 炭46%、天然ガス10%、その他5%）。今、2030年度に向 けたエ ネルギ ーミッ
クス、電源構成の目標とい うことで、日本で は再生可能エネル ギーが22～24％とされてい
ます。再生可能エネルギー による発電電力構 成ということを考 えると、今のドイ ツと2030
年の日本が同じような状況 になります今、ド イツで何が起きて いるかというと、 再生可能
エネルギーをＦＩＴ（Feed-in Tariff）で導入を促進しており 、再生可能エネル ギーが発
電した電力を優先的に系統 に流すということ になっていますの で、まず当該日の 必要な電
力需要に対して再生可能エ ネルギーが入って きて、その後、発 電原価の最も安い ものから
入っていくわけですね。例 えばドイツであれ ば褐炭が一番安い わけですから、ま ず褐炭火
力が入って、それから輸入 の瀝青炭による火 力プラントが運転 されます。日照が 良くて風
況が良い日には天然ガスを 使うガスタービン コンバインドサイ クルプランの出番 がなくな
ってしまう。その結果、非 常に高効率なガス タービンコンバイ ンドサイクル発電 プラント
の稼働率が非常に下がって いる。そうすると 、将来的に設備の 稼働率が稼げない ようなも
のを誰が入れるのかという 議論もあるわけで す。ですから、高 効率で良い技術を つくるこ
とはもちろん重要ですけれ ども、それだけで は発電事業者サイ ドからは、本格的 な導入は
かなり難しい面もある。こ れは酒井さんがお っしゃったことと 関連していると思 うのです
けれども、政策的に全体的 に見ていかないと 、ファイナンシャ ルリターンの問題 からも、
本来はすぐれた技術であっ ても導入できない 。ですから、そう いう視点も踏まえ ながら、
技術開発をしていく必要があ ると思います。
○宝田座長
ありがとうございました。
○鈴木委員
先ほど説明のありました 金子先生のインセ ンティブの件に関 しましては、我々 もそうだ
と思うところでございます 。今後、電力自由 化が進んでいく中 で、事業者様が発 電所をつ
くっていくに当たっては、 事業リスクを抱え てまで、なおかつ 経済性がなかなか 担保しづ
らい環境の中で新しい技術を 導入していくとい うのは、通常しづ らいことと思いま す。
そういう中で政策的なパ リティということ について、よく議 論されますけれど も、例え
ば石炭火力でありましたら 、現状のbusiness as usual、best available technologyから
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どれだけＣＯ ２ の削減をできるか ということに 関する具体 的なインセ ンティブを設 置する
ことが１つの大きなポイン トだと思います。 これに関しまして は、何も石炭に限 ったこと
ではなくて、例えば天然ガ スなどでＧＴＦＣ をやる場合におい ても適用できるこ とで、現
状のガ スコン バイン ドサ イクル にお けるbest available technologyがこうだ 、とい うレ
ベルがあるなら ば、そこにＧ ＴＦＣをや っていく場 合のＣＯ ２ 削減に関しても同じ ような
パリティというか、インセン ティブを与えてい くという施策が必 要と考えます。
ロードマップが非常に広 範な範囲をカバー しているところで 非常に難しいとは 思うので
すけれども、そういう中で 気づいた点を１点 だけ申し上げます と、みんな気持ち がＩＧＣ
Ｃの高効率化と いう方向に向 かっていて 、ＣＯ ２ 回収に関しましても 、先ほど大塚 さんが
おっしゃったようにいろい ろなオプションが あるにもかかわら ず、何となく道筋 が絞られ
ている感覚があ ります。仮に ＣＯ ２ 削減を進めていく上で 、マーケッ トにそれを判 断させ
るとするならば、もう少し ロードマップを広 く構えていただい て、例えばシング ルサイク
ル向けのＣＯ ２ 削減としてはＡ－ ＵＳＣも十分 あり得ます し、それに 対して経済性 が成立
するのであれば、その方向 も可能にするべき でありますし、燃 焼後回収とか酸素 燃焼のよ
うなシングルサイクルを前 提とした技術に関 しましてもそれを 排除しないで、公 平に政策
的なインセンティブを与えた 状態で進めていく べきではないかと 思います。
○宝田座長
よくわかりました。大分 議論が沸騰して時 間がありませんが 、これで最後でい いですか
ね。
○中尾委員
ＣＣＳやＣＣＵについて もいろいろ配慮し ていただいたロー ドマップで非常に うれしく
思っていますけ ど、やはりイ ンセンティ ブは火力の 効率アップだ けではなく て、ＣＯ ２ の
削減という意味でいえばス トレージやＵのほ うはできたものを 売れるからいいと いう発想
はあるかもしれませんが、そ こまで含めたイン センティブを考え ていただきたい。
それからもう１つ、スト レージをやってい る側からいうと、 国内でどれだけス トレージ
できるかは疑問に思ってい る方はたくさんい らっしゃる。私は そこそこあると思 っていま
すが、もう１つ は、燃料元で ストレージ をして、水 素なら水素を 持ってくる 。ＣＯ ２ を一
緒に持ってこないというこ とをもう少し考え るべきではないか 。2030年以降でいいのでは
ないかと思いますが、先ほ どの三菱さんの燃 料電池の最後のシ ステムも、メタン で持って
きて、日本で ガス化し て、ＣＯ ２ は結局出 す。でも 、それは 元の分の ＣＯ ２ を回収してい
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るからいいとおっしゃって いましたけど、元 で入れてくれば、 少なくとも水素を 使う分に
はそれでいいと思うのです 。ただ、燃焼熱の 問題がありますか ら、全部水素とい うわけに
いかないと思うので、その 辺をどのくらいに 割り振るのがいい のか。特に燃料電 池を使う
ようになれば、特にカーボ ンがなくてもいい わけで、その辺の ある種のベストミ ックスを
考えないといけないのでは ないか。そうでな いと、日本の近所 だけでは無理です し、ＣＯ
２

を運んでいっ て海外で 埋めると いうのは 考えられ ませんか ら、元で ＣＯ ２ はストレージ

して 、要 るも の だけ 持っ てく る 。そ れは 相手 国に Ｃ Ｏ ２ を 押し つけ ると い うの では なく
て、地球規模全 体で見てＣＯ ２ をいかに減らし て温暖化を 防ぐかとい う発想でいけ ば十分
成り立つ話だと思うので、30年以降はそうい うこともぜひ、こ ういうところへ入 れていた
だけ ると スト レー ジ、 ＣＣ Ｓを やっ てい るほ うか ら いう と非 常に うれ しい と思 いま すの
で、御検討いただければ、よ ろしくお願いいた します。
○宝田座長
ありがとうございました。
いかがでしょうか。ちょ っと時間が超過し ておりますけれど も、恐らく皆さん 、まだま
だ議論が尽きなくて、この ロードマップにこ ういったことも盛 り込みたいという 意見もあ
るかと思います。ただ、今 日は時間もないこ とで、この辺で終 了させていただき ますけれ
ども、今日はとりあえず事 務局からロードマ ップの案について 御説明いただいて 御議論い
ただきました。今日の議論 は、技術の開発だ けではなかなか早 期実現まではいか ないよう
なニュアンスのお話が多か ったかと思います が、そういったも のを踏まえまして 、もう１
度協議会を行って議論してみ てはどうかと考え ておりますが、い かがでしょうか。
（異議なし）
○宝田座長
ありがとうございます。 それでは、次回第 ４回を、今のとこ ろ、今月中をめど に開催さ
せていただくということで 、事務局から日程 調整等を行わせて いただきたいと思 っており
ます 。委 員の 皆様 には 、引 き続 き御 協力 のほ どを 何 とぞ よろ しく お願 いし たい と思 いま
す。
それでは、事務局から今後 の予定について御 説明をお願いした いと思います。
○覚道石炭課長
本日は大変有意義な御意 見を多数いただき まして、ありがと うございました。 今、座長
からもお話しございました ように、今日はた たき台ということ で案を提示させて いただい
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たわ けで すけ ど、 大変 貴重 な、 また 、広 範な 御意 見 をい ただ いた とこ ろで ござ いま すの
で、本日の御意見等も踏ま えまして、絵だけ ではなくて文章で 書いたところの記 述等々も
含めまして、改めまして少 し修正、再整理を いたしまして、再 度、協議会を開催 させてい
ただきまして、そこで中間 とりまとめをさせ ていただくという 形で進めさせてい ただけれ
ばと思います。また日程等の 調整はさせていた だければと考えて おります。
○住田資源・燃料部長
今日も大変活発な御議論 をありがとうござ いました。特に技 術の話ももちろん いっぱい
あったわけですが、やはり インセンティブと いうか、政策をど うするかという御 議論が非
常に多くございましたので 、重く受け止めた いと思います。金 子先生の御指摘の 中では、
環境税を財源として使えと いうことが出てい るわけでございま すが、一方で、世 界の中で
は、６月に例の世界ガス会 議があったときに 、世界のオイルメ ジャーの方々、特 にヨーロ
ッパのメジャーの方々が共 同提案という形で カーボン・プライ シングをやるべき だと。メ
ジャーの人がカーボン・プ ライシングを提案 するというのは我 々としても非常に 衝撃を受
けたわけですが、彼らの狙 いは、ガスを売り たいということで 、石炭じゃなくて ガスにし
ろというメッセージだったわ けであります。
そういう世界の中での議 論もあるものです から、我々も政策 をいろいろ考える 上でもい
ろいろなことを考えながら やらないと、変な 方向に引っ張って もいけないという ところも
あり、今日はいろいろとイ ンセンティブにつ いて御指摘をいた だきましたが、さ らに具体
的な案がもしあれば、いつ でも結構でござい ますので、事務局 に御指摘をいただ けました
ら、また次回お示しする中 にも盛り込んでい けると思いますの で、ぜひイノベー ティブな
発想での政策提言をお願いで きますと幸いでご ざいます。
○宝田座長
ありがとうございました 。これは本当に国 家挙げての仕事に なると思いますが 、最終的
には国民合意といいますか 、国民の支持が得 られるような形の ロードマップが重 要かと思
っています。ぜひ御協力をお 願いしたいと思い ます。
それでは、これをもちま して本日の第３回 次世代火力発電の 早期実現に向けた 協議会を
終了とさせていただきます。 長時間にわたり本 当にありがとうご ざいました。
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