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石炭火力発電所は原発に
代わりうるか？

川井康郎
プラント技術者の会/脱原発八千代ネットワーク

2018.1に操業開始した
仙台の石炭火力発電所
（関電/伊藤忠）
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1. 石炭火力の現状
と仕組み
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国内の石炭火力発電所

運転年数 設備容量（MW） 基数

40年以上 3,540 18

30- 39年 4,890 12

20 – 29年 10,470 19

20年未満 22,950 45

合計 41,850 94

現状
➢ 合計約4200万kW～原発約40基分
➢ 老朽化した小型設備が多い
➢ 設備利用率は76.7%（@2016）

計画中
➢ 計47基、2250万kW～原発20基分

 2017.3.23 市原計画（100万kW、関電/東燃ゼネラル）断念
 2018.4.10 四国電力は仙台高松（塩釜市）計画（11.2万kW）を断念（住
友商事は継続？）
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電源別発電量の推移

➢ 2011 年度の石炭火力の発電電力量は、2,388 億kWhで、1973 年度
にくらべて約14 倍

➢ 福島事故以降は原発の代替電源として増加

（2011年25％、2014年31%）
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石炭の用途別消費量推移

(出典：経済産業省資源エネルギー庁 『エネルギー白書2012

棒グラフ: 石炭の総販売量
赤い折れ線グラフ: 発電の石炭利用量
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石炭の供給地と輸入内訳

＜国内炭・輸入炭供給量の推移＞

(出典：経済産業省資源エネルギー庁 『エネルギー白書2012』 )

＜日本の石炭輸入先(2011年度)＞

(*)石炭の品質
無煙炭＞瀝青炭＞亜瀝青炭＞褐炭

http://sekitanmondai.main.jp/wp-content/uploads/2013/03/1-1輸入炭.jpg
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現行政策

2030年電源構成（ベストミックス）

■エネルギー基本計画（2014年4月策定）
➢ 石炭火力は供給安定性と経済性に優れている。
⇒原発とともに「ベースロード電源」と位置づけ

➢ 環境負荷低減との両立を図るため最新鋭の技術を活用
➢ 次世代技術の開発と実用化（IGCC、CCS）

■見直し中のエネルギー基本計画
（2018.4.10「エネルギー情勢懇談会」報告書

➢ 2030年のベストミックス数値は不変
➢ 2050年では過渡期として化石エネルギー源はなお主力だが、
石炭火力を廃止してガス火力に移行
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石炭火力発電所の仕組み
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最新の実用技術～高効率微粉炭発電（USC）

蒸気条件と効率・CO２削減割合
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CO2回収・貯留設備（CCS)とは？

➢ 研究開発中 ～現時点では実用化にはほど遠い。
➢ 地震国日本での技術リスクは大きい。
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2. 何が問題か
~気候変動ほか
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(1) 気候変動への影響

（資源エネルギー庁資料を元
に気候ネットワークにて作成）

■CO2の発生量は高効率でも天然ガスの約２倍

① 地球の平均気温上昇を産業革命以前のレベルから1.5 ~ 2℃未満
に抑えること。

② 2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする（人為的な排
出と吸収とのバランス）。

■2015. 12パリ協定(*)目標

(*) 国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議 (COP21)
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(2) 大気汚染

■CO2だけではなく、SOX、NOX、PM2.5、水銀など人体
に有害なさまざまの大気汚染物質が排出される。
⇒ぜん息、呼吸器疾患、心筋梗塞、循環器系疾患な
どの健康影響、酸性雨による環境影響

（蘇我火力計画資料より）
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(3) 温排水問題
➢ 復水冷却のために7℃に上昇した温排水を放流
（100万kWの場合、毎秒42-43トン、一日で東京ドーム約３杯分）
⇒漁業への影響、他の発電所との複合影響、地球温暖化による
海水温上昇に拍車

➢ 露天掘りによる植生、野生動物
生息環境の大規模破壊、土砂や
がれきによる河川汚染

➢ 炭鉱における、火災・爆発事故、
劣悪な労働環境

➢ 大量に発生する石炭灰 ～ヒ素、カドミウム、水銀などを含む
（100万kWの場合、年間約30万トン）

➢ 処理先に困難（現在は主にセメント原材料への混入）

(5) 採掘時の問題

(4) 石炭灰
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➢ 世界では、石炭の使用は今後、大きく制限される（CO2排出量
制限、炭素税(*)の導入等）。
⇒石炭火力撤廃を宣言している国
英国：2023年、フランス：2024年、カナダ：2030年まで

⇒欧米の金融機関や投資家は石炭事業への投融資を中止
⇒新設備は座礁資産となる可能性が大

➢ 現在の「エネ基本計画」による
「ベースロード電源」としての位置
付け
⇒石炭火力の優先稼動
⇒再生可能エネルギー電源の接
続と普及を制限

(6) 再生可能エネルギー普及の妨げ

(7) 座礁資産？

(*)欧米では十数カ国で導入済み。日本では石油石炭税に上乗せした温暖化対策税
を徴収しているが、「環境税」としては不十分。
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にも拘わらず・・・日本で石炭火力計画が進め
られている背景は？

➢国による「ベースロード電源」としての位置づけ
➢電力自由化と安価な原料代
➢環境アセスメントの簡略化、小規模（11.25万kW以下）
は対象外

➢地球環境への理解の欠如
➢原発とのバーター （⇒後述）

2
0

1
4

.3

1
9

8
0

.1

豪州産燃料用FOB価格推移

45 $/ton

195 $/ton

80 $/ton

石炭は本当に安い？
・価格変動（右図）
・環境対策費の増加
（今後はIGCC、CCS等）
・将来は炭素税？
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石炭火力と原発

（気候ネットワーク資料より）

■原発は気候変動対策に有効？
➢ 原子力ルネッサンス（2001ブッシュ政権）
➢ 2014年エネルギー基本計画

⇒原発推進勢力による喧伝～神話化
～再稼働の口実

■実際には、原発推進と共にCO2排出量は増加

原因は石炭火力の割合の
増加（スライド5参照）

1990 : 9.7%

2000 : 18.4%

2010 : 25.0%

2014 : 31.0%

⇒原発はCO2抑制になら
ず、むしろ助長！
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（気候ネットワーク平田仁子氏資料より）

■原発は気候変動対策にならない

➢ 原発⇔石炭火力は互いに増加を助長
～原発と石炭は互いに補完、利益団体も重なる

➢ 原発と石炭火力は気候変動対策に有効という喧伝
⇒社会変化（自然エネルギーへの転換）を抑制

➢ 電気は足りている
⇒原発も石炭も不要
⇒建て替えは自然エネルギーで

あるべき姿
省エネ・再エネ切替えへ



20

止めない輸出

■進行中のインドネシア３案件

事業名 バタン インドラマユ チレボンII

所在地 中部ジャワ 西ジャワ 西ジャワ

事業者（日本） 伊藤忠、電源開発 （PLN) 丸紅、JERA

発電容量 100万kW x 2 100万kW x 2 100万kW

方式 USC USC USC

融資 JBIC等30億ドル ODA(JICA) JBIC等
（2017.4.18 L/A）

運転開始予定 2015年（当初） 2016年（当初） 2020年

進捗 ・反対住民への弾
圧と人権侵害
・2016.3着工

・反対住民への弾
圧と人権侵害
・17.12.6地裁にて
環境認可取り消し
（⇒控訴審へ）
・設計中（未着工）

・反対住民への弾
圧と人権侵害
・土地造成中
・17.4.19地裁にて
環境認可取り消し
（⇒控訴審へ）

➢ 加えて、2018.2.13、JBICはベトナム・ギソン第二計画（SC、60万kW x 2、
丸紅/韓国電力）への約600億円（日本分）のプロジェクト融資を決定。
⇒OECDガイドラインに抵触！
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■世界のすう勢

■JBIC/JICAの姿勢

➢ JBIC「環境社会配慮確認ガイドライ
ン」に違反

➢ 地裁（チレボン、インドラマユ）では
環境認可取り消し判決が出たにも
かかわらず融資を続行

➢ パリ協定（2015.12）による温室効果ガス削減への合意
➢ OECDによる輸出規制合意（2015.11.7）
大型案件（50万kW以上）に対し、低効率（C、SC）技術へ
の融資を制限～まだまだ不十分だが第一歩

17.12.6 JBIC前でインドネシアから来日の
3名も加えてチレボン案件への抗議アク
ション（FoE-J HP）
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3. 東京湾の計画
～蘇我、袖ヶ浦、横須賀

詳細は「石炭火力を考える東京湾の会」の以下
Websiteをご覧ください。
http://nocoal-tokyobay.net/
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東京湾の石炭火力計画

事業会社 千葉パワー 袖ヶ浦エナー
ジー

横須賀火力

出資者 中国電力、JFE

スチール
九電、出光興産、
東京ガス

JERA

（東電＋中部電）

発電容量 107万kW 100万kW x 2 65万kW x 2

方式 USC USC USC

敷地 JFE敷地 袖ヶ浦市中袖 東電久里浜敷地

運転開始予定 2024年 2025年 2023 - 2024年

進捗 18.1.22「環境影
響評価方法書」
提出
⇒パブコメ（済）
⇒市長、知事等
による意見（未）

16.1「環境影響
評価方法書」提
出、16.6知事意
見等出る。
⇒「環境影響評
価準備書」の作
成中

18.1.18「環境影
響評価準備書」
提出
⇒住民、市長、
知事,環境相、経
産相等による評
価中

➢ 市原計画（100万kW、関電/東燃ゼネラル）は収益性悪化の判断により、
2017.3.23に断念
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千葉の２計画

（蘇我地区JFE敷地） （袖ヶ浦市東電・出光興産敷地）
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蘇我火力固有の問題

■現状でも汚染地区
➢ JFEスチールの6号高炉が稼働中。住民は、煤塵、光化学オキ
シダント、PM２.5の被害を受けており、汚染悪化を懸念

➢ 巨大商業施設と蘇我スポーツ公園に隣接（フクダ電子アリーナ）

■かつての川鉄公害訴訟（あおぞら裁判）の地

➢ 1957年頃より、製鉄所による大気汚染と健康被害多発
➢ 1975年提訴（原告431名、6号高炉の建設・操業停止、環境
基準の順守、損害賠償を求めた） ～ 1988年地裁勝訴、
1992年東京高裁での和解

（JFE敷地には今でも広大な土地に石炭、鉄鉱石、スラグを野積みで保管）
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千葉2計画による汚染予測
➢ 対象拡散物質：PM2.5 季節：6月の例

「グリーンピースジャパン」と「気候ネットワーク」より2018.3.19

に公開されたシミュレーション「石炭汚染マップ」より転載
https://act.greenpeace.org/page/21550/petition/1 
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ありがとうございました

石炭・原発から撤退し、自然エネルギーへの全面的
な転換を！


