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概要 

1. 2011年以降の電力需給の状況 

 日本の電力需要は、東日本大震災後の電気料金の上昇やエネルギー効率化の進展などに伴い、
2010年度の9,311億kWhから2015年度の8,415億kWhへとわずか5年で約10%減少し
た。 

 供給側の第1の変化は、2012年7月の固定価格買取制度施行により、太陽光発電を中心に自
然エネルギー発電設備の導入が急激に進んだことである。発受電量に占める自然エネルギーの
割合は、2010年度の8.9%から2016年度の15.0%へと6年間で6ポイント増加した。 

 第2の変化は、原子力発電の供給量の激減である。いくつかの原子力発電所の再稼働は行われ
たものの、2016年度の発電電力量に占める原子力発電のシェアはまだ2%に満たない。 

 火力発電の設備利用率は、原子力発電の供給力低下を補うため、2012年度には62%まで上昇
したが、エネルギー効率化の進展と自然エネルギーの増加に伴い、2013年度以降は下降に転
じ、2016年度には53%まで落ちてきている。 

 各電力会社の2016年度供給実績データにより、火力設備稼働時間の分析を行った結果、電力
系統のつながっている9つの電力会社の全てで、石炭火力発電、石炭副生ガス発電、ガス複合
火力発電の設備利用率を高い水準で維持することが困難な状況であることが分かった。 

2. 今後の電力需給の見通し 

 国や電力広域的運営推進機関（以下、電力広域機関）の予測では、年間電力需要、最大電力の双
方において、今後の大きな増加は見込まれていない。実際の電力需要は国の予測を下回る可能
性もある。 

 電力広域機関が 2017年 3月に公表した「平成 29年度供給計画のとりまとめ」（以下、供給計
画）によれば、2026年度まで供給力は一貫して電力需要を上回り、供給予備率は適正水準の８%
を超えている。 

 供給計画では、石炭火力発電の設備利用率は 2015年度 80%から 2026年度 69%への低下が想
定されている。 

3. 石炭火力発電の設備利用率低下と事業性への影響 

 供給計画における各電源の供給量の見通しは、再稼働の決まっていない原子力発電の発電量を
ゼロにするなど、いわば保守的な想定を行っている。これは「電力の安定供給を確保する」と
いう供給計画の策定目的から、確実な供給力のみを見込んだためと考えられる。一方、公表さ
れている石炭火力発電新増設のビジネスリスクを検討する場合には、むしろそれらがすべて実
現され、原子力や自然エネルギー電源も現在の増加傾向などを踏まえ、一定の拡大が進む場合
を想定することが妥当である。この観点から、基本ケースとして以下の想定を行った。 
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① 公表されている石炭火力新増設計画がすべて運転開始する。 
② 電力需要については、2016年度と同じ水準になるケースを想定する。 
③ 原子力発電については、一定の再稼働が進むものの、政府が「長期エネルギー需給見通し」

で見込む 2030年度の電源構成 20～22%の半分程度の 10%にとどまるケースを想定する。 
④ 太陽光発電は、代表的な太陽光発電コンサルティング会社が「現状成長ケース」として見

込む8,192万kWが導入されていると想定する。 

 この結果、石炭火力発電所の設備利用率は供給計画の想定69%から大きく低下し、56%程度まで
下がる可能性がある。 

 原子力発電所の再稼働が上記の想定より進まず、電力供給量の５%にとどまった場合は、石炭火
力の設備利用率は62%になるが、逆に、エネルギー効率化が進み、５%程度電力需要が減少すれ
ば、49%程度となり、50%を切る可能性もある。 

 石炭火力発電所の事業計画の前提となっていると考えらえる 70%の設備利用率、40 年稼働とい
う想定は実現可能性の乏しいものであり、事業計画立案時に見込まれた利益を実現することは困
難と考えられる。 

4. 今後の石炭火力設備投資に影響する企業動向や政策の展開 

 「パリ協定」発効以降、自然エネルギー100%への取組みなど、企業活動の脱炭素化をめざす動き
は日本でも強まっており、化石燃料の中でも飛びぬけて温室効果ガス排出量の大きい石炭火力発
電への需要減少が進むことは確実である。 

 2017年3月に策定された国の「長期低炭素ビジョン」では、2050年にはエネルギー供給の9割
以上が低炭素電源によって賄われる姿を描いており、実質的に、石炭火力の利用は想定されてい
ない。国では、カーボンプラシングの導入をめざす取組みが進んでおり、脱炭素をめざす企業レ
ベルでの様々な動きとあいまって、石炭火力発電への需要を減退させていく。 

おわりに 

 東日本大震災以降、石炭火力の新増設計画は増加の一途を辿ってきたが、2017年に入って初めて
4基中止された。残り42基の計画を持つ事業者をはじめ、石炭ビジネスに関わる全ての事業者金
融機関には、日本の状況や世界的な脱炭素社会への動向を見極め、的確な投融資判断をすること
が求められている。 
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はじめに 

2016 年 10 月に自然エネルギー財団が発表した報告書「世界の石炭ビジネスと政策の動向～パリ協定後
の投融資を誤らないために～」では、世界がなぜ化石燃料、とりわけ石炭を対象とするビジネスから離れよ
うとしているのか、その現状と背景を紹介した。具体的には、世界的な石炭消費量の減少、アメリカと中国
における石炭採掘事業の経営悪化と倒産、欧米での気候変動対策の強化と自然エネルギーへの転換が加速し
ている状況などを示した。中国、インド、アメリカでは石炭火力発電所の設備利用率が大幅に低下しており、
中国では平均の設備利用率が50%を切った。これはすなわち建設費のかかる石炭火力発電に投資しても、売
電収入による投資回収に年数がかかり、事業が難しくなることを意味する。 

一方、日本には2017年5月末時点で42基（約1,860万 kW）1にのぼる石炭火力発電所の新増設計画が
ある。その背景には、2011年 3月の東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、福島原発事故）後、2014
年4月に改訂された現在の「エネルギー基本計画」が、石炭火力発電を「安定供給性や経済性に優れた重要
なベースロード電源」として位置づけたことがある。こうした「お墨付け」を得て、すぐには再稼働できな
い原子力発電の代替として、また今後の増加を見込んだ電力需要への対応として、更には、電力自由化の中
で新規参入や他地域への参入に必要な安価な電源の確保を目的として、石炭火力の新増設計画数が膨れ上が
った。 

しかし、世界的に石炭ビジネスが縮小する状況の中、石炭火力を推進してきた日本でも、今後、設備の過
剰投資、エネルギー効率化の進展、自然エネルギーの増加などにより、石炭火力の設備利用率の低下が大幅
に進む可能性は十分にあるのではないか。現在でも既にその兆候は現れている。電力市場を見ると、電力会
社などが石炭火力の新増設を計画した時に想定していたであろう状況とは違う事態が生じてきている。 

日本では過去 5年間、経済成長しつつも電力需要は 10%程度減少している。他の先進国で生じているよ
うな成長とエネルギー需要のデカップリングが日本でも起きている。一般に火力発電所によって補われてい
ると思われている原子力発電停止による発電減少分も、2015 年には、その半分以上がエネルギー効率化と
自然エネルギーによって代替されるようになっている 2。 

本報告書では、火力電源投資への今後の影響という観点から、事業性を考える上で特に重要である電力需
給の現状と今後の見通しについて詳しく見た上で、特に石炭火力の投資リスクについて考察する。  

                                                   
1 各社発表、環境省環境アセスメント資料、報道、Coal Plant Trackerなどより集計。2016年10月に発表した「世界の石炭ビジネス
と政策の動向～パリ協定後の投融資を誤らないために～」のレポート数値（48基・22.8GW）以降の計画中止分、公式発表されてい
ない分（報道のみ）等を省いた。2016年9月以降稼働のものは含む。 
2 自然エネルギー財団連載コラム「日本における原子力発電の代替策と貿易収支への影響」（ロマン・ジスラー、トーマス・コーベリ
エル、エイモリー・B・ロビンスによる共同執筆）2017年3月17日を参照。 

http://www.renewable-ei.org/activities/reports_20161018.php
http://www.renewable-ei.org/activities/reports_20161018.php
http://www.renewable-ei.org/column/column_20170317.php
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 2011年以降の電力需給の状況 

 エネルギー効率化の進展と電力需要の減少 

日本の電力需要は2010年度をピークに右肩下がりで推移している（図 1）。東日本大震災後の電気料金の
上昇やエネルギー効率化の進展などに伴い、旧一般電気事業者と新電力等をあわせた販売電力量は 2010 年
度の9,311億kWhから2015年度の8,415億 kWhへとわずか5年で約10%減少した 3。 

 
図 1 年間販売電力量の推移 

出典：経済産業省「電力調査統計」より作成 

毎年、夏に記録される旧一般電気事業者の最大電力需要を見ると 2010 年度の 1 億 7,987 万 kW から、
2016年度には 1億 4,641万 kWへと 19%減少している。電力自由化で新電力に移行した分を含めて比較し
ても2010年度比12%減である。 

図2は、電気事業者が夏のピーク需要を予測した数値と実際に発生した最大電力を比較したものである。
予測と実績が検証され、公開されたのは 2012年度以降になるが、過去 5年間いずれの年も予測されていた
水準を約 519～1,333万 kWと大幅に下回っている。東日本大震災後、国や電気事業者の予想を上回るエネ
ルギー効率化が進み、しっかりと定着していることがわかる。 

 
図 2 各年度の夏季最大電力需要「予測と実績」 

出典：エネルギー環境会議 需給検証委員会及び総合資源エネルギー調査会電力需給検証小委員会報告書より作成 
注：2015年までは旧一般電気事業者9電力のみのデータ、2016年は9電力の管内全体の値。 

                                                   
3 2016年度は速報値として前年度比1.5%増が公表されている。但し、2016年度からは電力調査統計の内容が大幅に変更されてお
り、過年度との比較には注意を要する。 
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電力消費が減少する一方で、2010 年度からの日本の実質ＧＤＰは年平均約 1%程度増加している。経済
の成長にも関わらずエネルギー需要が減る現象は他の先進諸国でも見られ、日本も例外ではない。経済成長
はエネルギー消費の増加をともなう、というこれまでの常識はもはや通用しない。 

 様変わりした電力供給の状況 

1.2.1 自然エネルギーの大幅な増加 

福島原発事故後、電力供給の状況も大きく変わりつつある。第一の変化は、2012年7月の固定価格買取
制度（FIT）施行により、太陽光発電を中心に自然エネルギー発電設備の導入が急激に進み、発電量も増加
したことである。自然エネルギーの発電設備は、2010年度末の3,070万 kWから2015年度末には6,137万
kWへと倍増している。また、発受電量に占める自然エネルギーの割合は 2010年度の 8.9%から 2016年度
の15.0%へと6年間で６ポイント増加した 4。 

 
図 3 自然エネルギーの累積設備容量と発受電量に占める自然エネルギーの割合 

出典：経済産業省 資源エネルギー庁、「RPS法認定設備状況」、「自然エネルギー設備導入状況」、「包蔵水力調査」、NEDO (2016) 
『日本における風力発電導入量の推移』、一般社団法人火力原子力発電技術協会(2016)「地熱発電の現状と動向2015」より作成 

全国でも、太陽光発電の導入量が大きい九州電力管内では、2017年 4 月 30日、太陽光発電出力が合計
565万 kWとなり、770万kWの需要に対して73%を占めた。同様に四国電力管内では、2017年4月23日
に太陽光発電の最大出力が161万kWを記録し、一時同管内需要の66%に達したと発表している 5。これら
は、電力需要の小さい季節に記録されたものであるが、日本においても電力供給における自然エネルギーの
存在感が確実に増してきていることを示している。 

  

                                                   
4 自然エネルギー発電設備容量は2016年度末数値が未発表のため、図では2015年度までを表示している。 
5 四国電力株式会社「社長定例記者会見の概要」2017年5月24日発表、2017年6月2日電気新聞報道など。 
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1.2.2 原子力発電の減少 

電力供給側で福島原発事故後に起きたもうひとつの大きな変化は、原子力発電の供給力が激減したこと
である。2017年7月時点で福島第一原子力発電所を含む計12基の原子炉の廃炉が決定している。廃炉とな
っていないその他の原子炉についても、再稼働には新たな規制基準に基づく審査の合格と地元自治体の合意
などを要するため、2013年 10月から 2015年 7月までの 1年 10ヶ月間は、国内ですべての原子炉が停止
し、震災前には国内電力需要の30 %程度を担っていた原子力の供給力はゼロになっていた。 

2017年7月時点では、関西、九州、四国の各電力会社における6発電所、12基が審査に合格し、そのう
ち5基が再稼動済 6、残り7基は使用前検査等対応中となっている。他方、建設途中の大間を含む14基が新
規制基準の適合性審査を原子力規制委員会に申請中である。未申請は建設途中の島根 3号機を含む 18基と
なっている。このようにいくつかの原子力発電所の再稼働は行われたものの、2016 年度の発電電力量に占
めるシェアはまだ2%に満たない。 

表 1 原子力発電所の状況 

 
出典：電気事業連合会資料より作成 

1.2.3 火力発電の減少傾向と設備利用率の低下 

火力発電の発電量は、福島原発事故後の原子力発電の停止を受けて、いったん増加したが、その後、電力
需要の減少と自然エネルギーの増加により、直近では減少している。 

火力発電に関して特に重要なのは、設備利用率が顕著に低下してきていることである。設備利用率とは、あ
る期間にどの程度その発電設備が働いたかを示す指標であり、一定期間に 100%出力で発電し続けた場合に
得られる電力量に対し、実際に得られた量の割合で表される。年間設備利用率を計算式にすると、以下のよ
うな定義式になる。 

年間の設備利用率(%)＝ 
一年間の発電電力量(kWh)実績÷〔定格出力(kW)×365日×24時間〕×100 

火力発電の設備利用率は、原子力発電の供給力低下を補うため、2012年度には62%まで上昇したがエネ
ルギー効率化の進展と自然エネルギーの増加に伴い、震災2年後の2013年度以降は下降に転じ、2016年度
には53%まで落ちてきている（図 ４）。 

                                                   
6 関西電力高浜3・4号機は大津地裁の再稼動禁止仮処分命令（2016年3月9日）により停止していたが、4号機が2017年5月17
日に、3号機も6月6日に再稼働した。 
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図 4 旧一般電気事業者の火力発電設備利用率の推移 

出典：経済産業省 資源エネルギー庁エネルギー白書、電力広域機関供給計画より作成 

燃料別にみると、まず石油火力の設備利用率が 2012年度をピークに急降下、同じく 2012年度にピーク
を迎えたガス火力（LNG火力）が2014年度を境に大きく低下した。そして石炭火力も2014年度から下降
局面にはいり、2016年度では下降幅が大きくなっている。石油、ガス、石炭の順で燃料価格順に利用が減ら
されていると考えられる。 

次項では、既設火力発電所の設備利用率低下の背景について検討していく。 

1.2.4 火力発電所稼働時間の分析～設備利用率低下の背景～ 

電力広域的運営推進機関（以下、電力広域機関）7が各電力会社に 1時間ごとの電力供給実績の公表を求
めたことにより、2016 年 4 月分から初めて供給実績の詳細データが得られるようになった。本章では、現
時点で利用可能な各電力会社の 2016 年度一年間の火力発電の供給実績データにより、火力設備稼働時間の
分析を行った。 

火力発電設備の中でも、石炭火力発電と石炭副生ガス火力発電は燃料費が相対的に安価であり、またガス
複合火力（コンバインドサイクル）発電は高効率であるために、他の火力発電設備（石油発電、旧型ガス火
力）よりもランニングコストが低く、採算面からは、電力会社ができるだけ設備利用率を高めて利用したい
電源である。 

しかし、今回の分析の結果、後で示すように電力系統のつながっている9つの電力会社の全てで、石炭火
力発電、石炭副生ガス発電、ガス複合火力発電の設備利用率を高い水準で維持することが困難な状況である
ことが分かった。  

                                                   
7 電力広域的運営推進機関（OCCTO）は、電力の安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、電気利用の選択肢や企業の事業機会
の拡大という3つの目的のため、電力システム改革の第1弾として2015年4月に発足。すべての電気事業者に加入義務のある認可
法人として中立・公平な 業務運営を行う。（同ホームページより） 
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以下、まず、電力会社の中で最大の電力需要を持ち、石炭火力新増設の計画容量が最も多い東京電力管内
と、太陽光発電の増加が最も著しい九州電力管内について検討し、最後に9電力全体の検討結果を示す。 

図 5に示す曲線は、東京電力管内について、2016年4月から2017年3月の一年間（365日×24時間＝
8,760時間）の火力発電の実績発電量を 1時間ごとに大きなものから小さなものへと並べたものである。東
京電力管内では、この期間内で最も火力発電の発電量が多かったのはグラフの左端の 4,276 万 kW であり、
最も少なかったのは右端の1,510万ｋWということになる。 

東京電力管内には、石炭火力、石炭副生ガス火力、ガス複合火力発電の設備容量は合計して、2,730万kW
存在しているが、図が示すように火力発電全体の出力実績を示す線が2,730万ｋWを超えているのは、8,760
時間のうち図の左側の部分4,469時間だけであり、全時間の51%にとどまる。残りの時間帯は、仮に旧型ガ
ス火力、石油火力などを全て止めたとしても、石炭火力やガス複合火力も定格出力を 100%稼働（フル出力
稼働）することはできず、出力低下が必要となったことを示している。 

現在、東京電力管内では、石炭火力と新たなガス複合火力の新増設が合計 1,000 万 kW 以上の規模で計
画されている。これらの計画が実現し、図 5 に縦の矢印で示す設備容量が 1,000 万 kW 上方にシフトすれ
ば、フル出力稼働が可能な時間はわずか130時間まで減少してしまう。このようにフル出力稼働が可能な時
間が減少していけば、年間の設備稼働率自体も低下していかざるを得ない。 

後に「3.3. 火力設備新増設の事業性への影響」で詳しく述べるが、新増設を計画する石炭火力の事業性は
70%の設備利用率で計算されていると考えられる。フル稼働の可能性がある時間帯が現状でも半分程度しか
なく、今後の新増設により更に減少していくという事態は、新増設火力発電設備が、採算ラインの利用率を
確保できなくなる恐れが高いことを示している。 

 
図 5 東京電力管内の2016年度の火力設備利用率低下実証分析 

出典：東京電力管内需給実績より作成 
注：設備に電源開発・磯子、常磐共同などの東北電力受電分を含み、相馬共同など他地域火力の東京電力受電分を除く。  
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図 6 は、同様に九州電力管内の状況を示したものである。火力発電全体の出力実績が、石炭火力、石炭
副生ガス火力、ガス複合火力の設備容量の合計990万kWを上回った時間は、東京電力管内よりもずっと少
なく、年間の2割に満たない（8,760時間中1,703時間）。 

この背景のひとつは、エネルギー効率化の進展を反映し、2010～2015年の間に、九州電力の発受電量が
13%減少していることに加え、太陽光発電の増加により、自然エネルギー電力割合が増加したことにある。 

一方、九州電力管内では、この期間に川内原子力発電所の原子炉が１基ないし２基（2016年10月～2017
年 2月は 1基、その他の期間は２基）、稼働している。今後、原子力規制委員会の審査を終了している玄海
原子力発電所が再稼働することがあれば、現在の運用ルールでは、原子力発電からの電力供給が優先される
ため、火力発電が供給する余地は更に減少することになる。エネルギー効率化と自然エネルギー普及の進展
とあわせ、現在九州電力管内で新増設が計画されている300万kW近い火力発電の事業性に大きな影響を与
えると考えらえる。 

 
図 6 九州電力管内の2016年度の火力設備利用率低下実証分析 

出典：九州電力管内需給実績より作成  
注：設備容量に電源開発松浦・松島火力の他社受電分も含む。 
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図 7 は、東京電力、九州電力管内でのデータ分析と同様に、すべての電力会社管内ごとの火力設備の利
用状況を検討した結果を示したものであり、火力発電の出力実績が、石炭、石炭副生ガス、ガス複合火力の
設備容量を上回った時間（フル出力可能時間）の割合を示している。 

 
図 7 2016年度の出力実績にみる石炭・石炭副生ガス・ガス複合火力のフル出力可能時間の割合 

出典：自然エネルギー財団作成 
注：関西電力管内は原子力発電所の再稼働があると50%以下に低下する（本報告書3.1.3参照）。 

フル出力可能時間が年間 8,760時間の 50%を超えている電力会社は、北海道、東京、関西の 3電力会社
にとどまり、反対に東北、北陸、中国、四国、九州の5電力会社は30%を下回っている。その要因としては、
エネルギー効率化と自然エネルギー普及により、電力需要が少なく、かつ、太陽光発電の出力の高い春秋の
昼を中心に火力発電の出力調整が行われていることがあると考えられる。 

これは2016年度の実績であり、今後、エネルギー効率化の進展、自然エネルギーの増加、原子力発電の
再稼働という要因で、現在の石炭火力発電などのフル出力可能時間は更に減少する（現状で最もフル出力可
能時間割合の高い関西電力で、高浜原子力発電所が稼働した場合の影響は後に3.1.3で分析している）。 

これらの要因に加え、石炭火力発電設備の新増設が加われば、この新増設分も含めた設備全体のフル出力
可能時間は更に減少していくことになり、年間設備利用率の低下に帰結していく。 
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今後の電力需給の見通し 

本章では、前章の電力需給の現状を踏まえ、特に新増設される火力設備の事業性に影響する今後の需給見
通しについて、国と電力広域機関などの資料をもとに見ていく。 

電力需要の見通し 

将来の電力需要の伸びについて、経済産業省の「長期エネルギー需給見通し」（2015）では、「経済成長や
電化率の向上等による電力需要の増加を見込む中、徹底した省エネルギー（節電）の推進を行い、2030年度
時点の電力需要を2013年度とほぼ同レベルまで抑えることを見込む」としている。図 1で見たように、2015
年度の電力需要（電力販売量）は、2013年度を4%程度下回っており、実際には長期エネルギー需給の見通
しを下回る可能性もある。 

最大電力需要に関しても、図 2 で見たように、福島原発事故以降、大幅に低下してきた。電力広域機関
が2017年3月30日に発表した「広域系統長期方針」では、最近の電力会社の情報をもとに今後の最大電力
需要が予測されている。ここでは、「戦後の復興期から高度経済成長を経て電力需要は右肩上がりに増加し
続け、2001年度には約1億8,270万kW（10電力管内需要計)の最大電力を記録したが、その後これを超え
る実績は出ていない」とし、今後については、「今後の節電や省エネの進展、人口減少等の減少要因及び経済
規模の拡大等の増加要因の双方を勘案した結果、今後 10 年間の最大需要電力（夏季）の伸びは、年平均
+0.2%と比較的低い水準になる」と予測している。 

このように国や電力広域機関の見通しにおいても、年間電力需要、最大電力の双方において大きな増加は
見込まれていない。 

図 8 最大電力需要の推移 
出典：電力広域機関「広域系統長期方針」（2017年）p4より引用 
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 電力供給の見通し 

電力広域機関が2017年3月30日に発表した「平成29年度供給計画のとりまとめ」(以下、「供給計画」)
は、全国の電気事業者が同機関に届け出た計画をとりまとめ、2026 年度までの長期的な電力供給の見通し
を示している。これによれば、供給力は、一貫して全国の電力需要（最大電力）を上回り、供給予備率 8とし
て適正とされる8%をかなり上回っている（図 9）。 

 
図 9 中長期需給バランス見通し（8月管内需要全国合計、送電端） 

出典：電力広域機関「平成29年度供給計画のとりまとめ」より作成 

計画されている供給力(kW)の内訳をみると、太陽光発電を中心に自然エネルギー（供給計画の示す一般
水力、風力、太陽光、地熱、バイオマスの合計）が 2016年度の 6,840万 kWから 2026年には 1億 390万
kWへと 52%増加している。火力発電では、石炭火力が 833万 kW、ガス火力(LNG火力)が 600万 kW増
加し、石油火力232万 kWの減少とあわせ、全体では1,202万kWの増加と見込んでいる。 

 
図 10 電源構成の推移（全国合計） 

出典：電力広域機関「平成29年度供給計画のとりまとめ」より作成 

                                                   
8 余裕ある電力供給のために需要よりも多く保持する供給力を「予備力」と言い、需要に対する予備力の比率を「供給予備率」と言
う。供給予備力÷予想最大電力×100（％）で表される。 
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燃料別の発電量（kWh）では、2026年度の発電電力総量は 2016年度と同等レベルであり、自然エネル
ギーが 1.4倍に増加、石炭火力の発電量はほぼ変わらず、火力全体では 15%減少と見込んでいる（図 11）。 

図 11 電源別発電量電力量推移（全国合計） 
出典：電力広域機関「平成29年度供給計画のとりまとめ」より作成 

注目すべきは、火力発電の設備利用率の推移である。ガス火力は現状より 20%ほど下げて 2026 年度に
は40%を切る。現状で高止まりしている石炭火力も、ほとんどの新増設計画分が運転開始される2026年度
には利用率が70%を切ると予測されている。 

図 12 火力発電設備の設備利用率の推移・予測（全国合計） 
出典：経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書」、電力調査統計、電力広域機関「平成29年度供給計画とりまとめ」より作成 
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2016年７月に電力広域機関が策定した「送配電等業務指針」では、発電電力の送電網への給電は、供給
過多になった場合、まず火力発電の電気から絞り込まれ、その後、バイオマス発電、自然変動電源（太陽光
と風力）、長期固定電源（原子力や揚水除く水力）の順で抑制されることとされている。 

電力広域機関の供給計画からは、需要が伸びない中で、自然エネルギーの増加と火力発電設備の増強が進
むことにより、「送配電等業務指針」の規定どおり、火力発電の抑制が行われ、2026年までに設備利用率低
下の傾向が進むことが、具体的に示されている。 

次章では、供給計画で想定されている電源別の設備容量を検証することで、火力設備利用率がさらに低下
する可能性があることについて見ていく。 
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石炭火力発電の設備利用率の低下と事業性への影響 

供給計画の想定の検証～石炭火力の設備利用率に影響を与える要素～ 

供給計画が示す石炭火力発電の設備利用率は、想定されているそれぞれの電源の設備容量の大きさなど
によって規定されている。ここでは、自然エネルギー電源、石炭火力発電、原子力発電について、供給計画
はどのような想定を置いているのか、それが各電源の現状や今後の見通しとくらべてどのように評価される
か、などの点について検討していく。 

3.1.1 自然エネルギー電源拡大の可能性 

電力広域機関の供給計画では、2026年度の自然エネルギー発電設備の設備容量を、2016年度の6,841万
kWから約3,500万 kWの増加を見込み、前述のように1億390万kWとしている。しかし、以下に見るよ
うにこの想定は、太陽光発電、風力発電の実際の導入の動向に照らしてみると、かなり保守的な想定を行っ
たものと考えられる。 

FIT 制度に基づく自然エネルギー設備の増加見通しについては、法の認定を受けて今後進められる予定
の事業が 2016年 2月末時点で 3,220万 kW存在している（図 13）。これは 2017年 4月 1日に施行された
改正 FIT 法で設備認定が失効することになる 2,766 万 kW の暫定推計値を除いた認定未稼働容量である。
2016年 2月末時点ですでに稼動している認定設備 3,478万 kWとあわせると 6,698万 kWに達する。これ
に大規模水力（1,269万kW）と、FIT以前から存在する他の自然エネルギー電源（2,060万 kW）を加えれ
ば、それだけで 1億 27万 kWに達する。これは近い将来に到達することがほぼ確実な設備容量であるが、
これだけで供給計画が見込む１億390万kWに匹敵する規模である。実際には、これに今度新たに認定され
る太陽光発電や風力発電が追加されることになるため、それだけ供給計画の見通しを上回る可能性がある。
以下、その見込みを検討する。 
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図 13 自然エネルギー導入の可能性：供給計画（2026年度）と既導入量・FIT未稼働量（2016年2月末）の比較 
出典：経済産業省 資源エネルギー庁、日本風力発電協会、株式会社資源総合システムの資料より作成 

注：2026年度までの想定追加導入量について、「風力」は、2016年度末の開発中案件容量1,049万kW（JWPA推計）から2016年2
月末時点のFIT未稼働容量383万kWを差し引いたFIT未認定分の概算値。「太陽光」は資源総合システムの現状成長ケースにおけ
る2026年度見通し（8,192万kW）から既導入量とFIT未稼働量を引いた概算値。 

供給計画の自然エネルギー設備の内訳をみると、2016年度からの10年間で太陽光発電が3,102万 kW増
加し、2026年度に7,162万kWになる見通しとしている。 

一方で2016年2月末時点のFIT認定未稼働容量（5,986万 kW）のうち、太陽光発電（5,013万kW）は
84%を占めている。上述のように改正FIT法により認定失効となる容量は2,766万kWであるが、仮にその
84%にあたる2,315万kWが太陽光発電の認定失効分だったとした場合、認定が失効しなかった太陽光発電
の未稼働容量は 2,698万 kW（5,013万 kW－2,315万 kW）となる。これだけで供給計画の想定する増加分
3,102万kWの９割近くにあたる。 

また、2016年4月から2017年2月末までの太陽光発電の新規認定容量は313万 kWとなっている。仮
に2017年度以降の新規認定に伴う追加的な導入量が、年間300万kWのペースであるとすれば、2026年度
までの10年間で合計3,000万 kWになり、これまでの認定分に基づく今後の導入推定量2,698万ｋWとあ
わせて約5,700万kWに達する。これと比較すると、2026年度までに供給計画が想定する追加導入量3,102
万kWは、かなり過少な想定と言える。 
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また、太陽光発電の今後の導入量については、日本の代表的な太陽光発電コンサルタント企業である株式
会社資源総合システムが、「現状成長ケース」と「導入進展ケース」の 2 ケースで試算している 9。「現状成
長ケース」とは、特に追加的施策がとられず、政策、規制緩和、技術開発等が現在の延長線上で進んだ場合
であり、「導入進展ケース」とは、コスト低減化や系統制約解消などが進み、意欲的な政策が打ち出され、規
制緩和も大きく進展し、各種の周辺技術の開発も順調に進むことを前提としたケースである。資源総合シス
テムの試算では、2026年度に「現状成長ケース」では 8,192万 kW、「導入進展ケース」では 9,762万 kW
が導入されていると見込まれている。今後の導入量が「現状成長ケース」の水準であったとしても、供給計
画が見込む7,162万 kWを1,000万kW近く上回っている。 

このように2016年４月以降の新規認定の進捗状況や資源総合システムの試算に比べ、供給計画の見込む
太陽光発電の今後の導入量はかなり控えめなものとなっている。 

一方、風力発電については、供給計画は 2026 年度の見通しとして、774 万 kW（2016 年度比＋404 万
kW）を示しているが、この数値も保守的な想定と考えられる。日本風力発電協会の推計では、2016年度末
時点の稼動済容量338万kWに対し、開発中案件は1,049万 kWにのぼり、合計すると1,387万kWに達す
る。 

このように太陽光発電、風力発電の動向を踏まえると、2026年度の実際の自然エネルギー導入量は、1億
390万 kWという供給計画の数値を上回る可能性が高い。 

3.1.2 供給計画想定の2倍の石炭火力新増設計画 

電力広域機関の供給計画では、2026年度の石炭火力の設備容量を 2016年度から 833万 kW増の 5,168
万 kWとしている。しかし、電力会社などが公表している石炭火力発電の新増設計画 1,860万 kWのうち、
2026年度までに稼働するものが、合計 1,800万 kW となっている。これに対して、廃止予定は 151万 kW
である。したがって、電力会社などの新増設計画がそのまま実行されれば、2026年度までに石炭火力の設備
容量は1,649万 kWの増加となる（1,800万 kW－151万 kW）。これは、供給計画の増加見通し（833kW）
の2倍になる。これらの新増設計画は表 2、図 14に示すように全国に広がっている。 

9 資源総合システム「日本市場における2020/2030年に向けた太陽光発電導入量予測（2017年版）」。 
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表 2 旧一般電気事業者管内の火力発電設備及び新増設計画 （万kW） 

出典：電力広域機関「平成29年度供給計画とりまとめ」、総合資源エネルギー調査会電力需給検証ワーキンググループ（WG）資
料、同系統WG資料、電気事業連合会「電気事業便覧」などより作成 

図 14 各電力会社管内の石炭火力新増設計画 
出典：各社発表、環境省環境アセスメント資料などより作成 
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3.1.3 原子力発電所稼働の想定 

電力広域機関の供給計画で特徴的なのは、原子力については、再稼働の見込みが「未定」のものは電力量
をゼロとして算定していることである。このため、2026 年度では、設備容量は 3,032 万 kW と見込んでい
るが、発電量は 66億 kWhであり、発電量全体の 0.7%しか見込んでいない。見通しは困難だが、供給計画
も指摘しているように、今後の原子力発電の稼働状況によっては実際の電力量は大きく異なる。 

2017年 6月に関西電力高浜原子力発電所 3号機、4号機が再稼働し、また大飯３・４号機も今秋以降に
再稼働見込みと報道されている。今後審査を終えた原子力発電所の稼働数は徐々に増えていく可能性もある。 

原子力発電所の稼働の影響を検討するために、2016年度の関西電力管内の電力供給実績を用い、これに
再稼働した高浜原子力発電所 3・4 号機の発電量が加わった場合、火力発電所の稼働時簡にどのような影響
があるかを、1.2.4で行った分析と同じ手法で検討した。 

図 15 のように、2016 年度実績で見ると石炭火力、石炭副生ガス火力、ガス複合火力のフル稼働が可能
であった時間は 8,760 時間中 7 割である。しかし、高浜 3・4 号機の再稼働によってこの稼働時間は半分
（8,760時間のうち約4,000時間）まで縮小する。供給計画では除外されている原子力発電が稼働した場合、
火力発電への影響が極めて大きいことが分かる。 

また、原発再稼働に加え、更に関西電力管内にある250万 kWの石炭火力新増設計画(但し既設50万kW
が廃止予定のため200万kWの純増) が加わると、石炭火力、石炭副生ガス火力、ガス複合火力がフル稼働
できる時間は全体の17%（8,760時間のうち1,487時間程度）まで縮小する。 

図 15 関西電力2016年度の火力設備利用率低下実証分析 
出典：関西電力管内需給実績より作成 

注：設備容量に電源開発高砂火力の他電力受電分を含み、他地域火力の関西電力受電分は含まない。 
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3.1.4 供給計画の想定の特徴 

以上の検討結果をまとめると、供給計画での想定には、以下３点の特徴を指摘できる。 

① 供給計画が見込んでいる太陽光発電設備の導入量の９割近くは、改正 FIT 法で認定が取り消されな
かった未稼働の設備認定量に該当する。結果的に、今後、新規認定される太陽光発電の導入量は供給
計画にはほとんどカウントされていない。また風力発電については、既に環境アセスメントの実施
など事業化が進んでいる設備容量と比較しても、控えめな設備量が計上されている。 

② 供給計画が見込んでいる石炭火力発電は、電力会社などから公表されている新増設計画の半分にと
どまっている。 

③ 供給計画が見込んでいる 2026年度の原子力発電による供給量は、発電量全体の 0.7%ときわめて小
さく、2017年段階の稼働済み原子炉による供給量よりも少ない想定になっている。 

これらの想定は、「電力の安定供給を確保する」という供給計画策定の目的を踏まえて、確実な供給力の
みを見込む「安全側」の判断によるものと考えられ、その意味では妥当なものと思われる。 

しかし、石炭火力発電所計画のビジネスリスクを検討する場合に、供給計画の想定をそのまま前提にして
よいとは限らない。供給計画の示す石炭火力の2026年度の設備利用率（低下していくが、なお69%という
レベルを保つ）は、あくまでも他の電源などに関する安定供給確保という観点からの保守的な想定に依存す
るものである。新増設計画実施のビジネスリスクを検討する際には、むしろ各種電源がより多く稼働する場
合を想定し、その時に石炭火力の設備利用率がどこまで低下するかを検討しておく必要がある。 

以下、こうした観点から、自然エネルギー設備の増加、原子力発電所の再稼働、更にはエネルギー効率化
の進展による電力需要の減少が、供給計画の想定を超えて進む場合を設定し、石炭火力発電の設備利用率が
どう変化するかを試算した結果を示す。 

今後の石炭火力設備利用率の試算 

図 16 石炭火力新増設容量の累積導入計画（廃止予定分を含む） 
出典：各社発表、環境省環境アセスメント資料などより作成 
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試算の前提は以下のとおりである。 

1. 現在、公表されている石炭火力新増設計画がすべて運転開始する場合を想定する。この場合、2026
年度までに既設石炭発電所に加えて累積で41 基、1,649 万kW が追加される（図 16）。この数値では、
廃止予定分の151 万kWを差し引いており、また運転開始予定が2027 年になっている残りの1基は含め
ていない。 

2. 電力需要は、本報告書の冒頭で見たように 2010 年度からの 5 年間で約 10%減少しているが、ここ
では、基本ケースとしては、エネルギー効率化が進まず2016 年度と同じ水準になることを想定する。 

3. 原子力発電については、基本ケースとしては、現状よりも一定の再稼働が進み、電力供給量の 10%
をまかなうものと想定する。これは政府が「長期エネルギー需給見通し」で示す 2030 年度の電源構成で
見込む20－22%の半分程度に相当する。 

4. 太陽光発電については、前節でみた資源総合システムの「現状成長ケース」8,192 万kWが 2026 年
度に導入されていると想定する。 

5. その他の自然エネルキー電源は「長期エネルキー需給見通し」で示されている2030 年度自然エネル
ギー割合22~24%の値の下限値になるように2026 年度段階まで比例的に導入されると想定する。 

6. 石炭以外の火力発電の設備容量については、電力広域機関の供給計画どおりに想定する。 

以上の条件で、燃料費などの追加費用が安い電源から順に需要を満たすメリットオーダーで、各電源の設
備利用率がどうなるかを試算した（なお、火力発電については、設備容量のうち、最低出力として、石炭と
ガスは30%、石油は15%が優先的に稼働されると想定）。 

以上の前提をおいて試算した結果、石炭火力発電所の2026年度の設備利用率は、電力広域機関の供給計
画の示す69%から大きく低下し、56%程度まで下がる可能性があることが分かった（図 17）。 

原子力発電所の再稼働が上記の想定よりさらに進まず、電力供給量全体の５%にとどまった場合には、石
炭火力発電の設備利用率は62%となる。逆に原子力発電所が10%を供給しつつ、エネルギー効率化が進み、
電力需要が2016年度より５%程度減少すれば、石炭火力発電所の設備利用率は49%程度と50%を切る可能
性があることがわかった。2010 年度から 5 年間の電力需要の 10%減少と比べれば、2026 年度までの今後
10年間で５%の減少というペースは、過去5年間の需要減少率の4分の１のペースにすぎない。 

2016 年 10 月発表の自然エネルギー財団の報告書「世界の石炭ビジネスと政策の動向」でも紹介したよ
うに、欧州各国や中国では石炭火力の設備利用率が50%を切る事態がすでに生じている。今回の試算は、日
本でも同様の状況が生まれる可能性があることを示したものである。 

http://renewable-ei.org/activities/reports_20161018.php
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図 17 火力新増設計画が実現した場合の火力の設備利用率の独自推計 
出典：自然エネルギー財団作成 

石炭火力発電設備新増設の事業性への影響 

前項まで見てきたような石炭火力発電の設備利用率の低下は、新増設計画の事業性にどう影響してくる
のであろうか。設備投資の採算計算にあたって考慮が必要な石炭火力発電の特徴は、ガス火力発電所に比べ
資本費（建設費、固定資産税等）が大きいということである。経済産業省総合資源エネルギー調査会発電コ
スト検証ワーキンググループでは、実績等からガス火力の資本費が12万円/kWであるのに対し、石炭火力
の場合はその2倍以上の25万円/kWと見積もられている。 

つまり 100万 kWの設備建設でガス火力は 1,200億円かかるのに対し、石炭火力は 2,500億円必要とい
うことになる。過去の石炭火力発電所の設置事例では、4,000億円というものもある。 

資本費がガス火力の 2 倍以上も高い石炭火力発電設備は、投資回収に長い期間を要し、また設備利用率
が低下する影響も大きい。利用率が低下すると更に回収期間は伸びることになる。大幅な利用率低下は石炭
火力事業により深刻な影響を及ぼすことになる。 

現在、計画されている石炭火力新増設プロジェクトにおいて、それぞれの事業者が事業性を判断する際に
どれくらいの設備利用率及び稼働年数を見積もっているかは定かではない。しかし、前述の発電コスト検証
ワーキンググループでは、直近７年間に稼働した発電所のサンプルよりモデルプラントのkWあたりの資本
費や運転維持費、燃料費、CO2 対策費などのコストが算出されており、ここでは、実績に基づいて70%の
設備利用率と 40 年運転が前提にされている。したがって、多くの新増設計画はこれまでの実績であるこの
数値をもとに事業性を検討していることが推測される。 
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前述のように、電力広域機関の供給計画でも石炭火力の今後の設備利用率は低下傾向にあり、2026 年度
には70%を切るとされている。さらに、今回、本報告書が試算をしたように、現在の新増設計画がそのまま
実行に移された場合、太陽光発電が着実に増加し、また原子力発電所の一定の再稼働が進められれば、設備
利用率は 50%台まで低下する可能性がある。これにエネルギー効率化の進展による電力需要の減少が加わ
れば、50%を切る可能性すらある。 

石炭火力発電の稼働年数として想定されている40 年という運転期間についても、その実現可能性には大
きな疑問がある。2016 年に発効したパリ協定は、今世紀後半には温室効果ガスの排出をゼロにすることを
世界共通の目標としており、この目標を達成するためには、少なくとも電力部門は 2050 年までに排出をゼ
ロにする必要性が指摘されている 10。現在、計画されている石炭火力発電の稼働開始は 2020 年代であり、 
40 年稼働をするとすれば、すでに2060 年代に入る。 

自然エネルギー財団の報告書「世界の石炭ビジネスと政策の動向」でも紹介したように、少なからぬ先進
国が石炭火力発電からの離脱を決めている。このような状況の中で、日本が 21 世紀の後半にも、石炭火力
発電所の稼働を続けられるという想定をすることは、妥当な判断とは思えない。 

以上のように石炭火力発電の新増設を進める事業計画の前提となっていると考えらえる 70%の設備利用
率、40 年稼働という想定は、双方とも実現可能性の乏しいものである。このような前提で新たに石炭火力発
電所が建設されるとすれば、それは見込んだ利益を実現できず、座礁資産を新たに作り出す恐れがある。 

石炭火力新増設計画の見直しを迫られる事業者 

石炭火力の新増設計画はこれまで増加の一途を辿ってきたが、2017 年に入り事業者による計画見直しが
公表され始めた。 

表 3は石炭火力新増設に関与する共同出資を含む主な事業者をまとめたものである。事業者の内訳をみる
と、小規模発電所以外は既存の旧一般電気事業者、またその子会社が商社やガス、製紙、製鉄会社などとコ
ンソ ーシアムを組んで計画されているものがほとんどである。 

10 Facts4COP21: Paris Agreement includes ambitious long-term goal, by M. Meinshausen, Australian German Climate & Energy College, 
The University of Melbourne, climatecollege.unimelb.edu.au, 15th December 2015 

http://renewable-ei.org/activities/reports_20161018.php
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表 3 石炭火力新増設に出資する主な電力会社（子会社を含む）

出典：各社発表、環境省環境アセスメント情報及び報道記事より作成 
注：共同出資プロジェクトの場合は、複数の出資会社の欄に基数・合計容量を重ねて記載している（出資比率による按分は行ってい
ない）。また、参考欄の基数、合計容量には出資会社名を記載していないその他のプロジェクトも含む。これらの理由により、記載し
てある出資会社欄の数値の合計は、参考欄の数値とは一致しない。 

この中で電源開発と共に最も多くの新増設計画に出資していた関西電力とその子会社は、合計220万kW
の計画中止を発表している。関西電力の 100%子会社である関電エネルギーソリューション（Kenes)と 東
燃ゼネラル石油が計画していた千葉県の市原発電所 100 万 kW の計画が中止された際のプレスリリースで
は、「本プロジェクトの事業性および事業環境の変化等に関する両社の見解を踏まえ、今後、本プロジェクト
の事業化に向けた検討を継続しない」と記載されている。 

また、関西電力による兵庫県の赤穂発電所120万 kWの計画中止のプレスリリースでは、「計画の公表以
降、節電の定着や省エネの進展などにより、関西の電力需要が減少し、今後も大きな伸びは期待できない状
況にあることや、平成 27 年 7 月に 2030 年のエネルギーミックスが策定され、政府の温室効果ガス削減目
標が設けられるなど、CO2排出量の削減に向けた対策の強化が求められている」とされている。本報告書で
見てきた現状の電力需要減などの市場状況、及び国際的な気候変動対策の動向などを踏まえ、採算性が見込
めずに断念したものと考えられる。 

この他、神戸製鋼所と電源開発が兵庫県で合わせて 250万 kW分の石炭火力の新増設をそれぞれ計画し
ており、電力は関西電力に販売される予定である。しかし、このうち電源開発が進める高砂発電所について
は、売電を見込んでいた関西電力との交渉がまとまらず、同計画の環境影響評価の手続きを一時中断し、当
面延期すると国と関係自治体に伝えたと報道されている 11。需給の状況や見通しが明らかになっていく中で、
その他の事業者も見直しを迫られると考えられる。 

11 「石炭火力、計画厳しく Ｊパワー、アセス延期 高砂の建て替え／兵庫県」2017/05/13 朝日新聞、他ブルームバーグなど 
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今後の石炭火力設備投資に影響する企業動向や政策の展開 

本報告書の最後に、今後の石炭火力発電計画に大きな影響を与えることが予想される企業動向や政策の
展開について述べる。 

電力ユーザー企業の石炭離れと脱炭素経済に向けた動き 

世界経済の脱炭素化をめざす 2015
年のパリ協定の成立と翌 2016 年の発
効以降、世界の主要企業の中では、自
社で使う電力の全てを率先して自然
エネルギーに変えていく動きが急速
に進みだしている。こうした動きの代
表例の一つは、「RE100」と呼ばれる国
際的なビジネスイニシアティブであ
り、アップルやグーグル、GM、ネス
レ、ユニリーバといった世界的企業約
100社が参加している。 

また、米国では「自然エネルギー購
入企業アライアンス（Renewable 
Energy Buyers Alliance, REBA)」に参
加する企業が、自然エネルギー電力の
購入を通じて、2025 年までに新たに
60GW の風力発電や太陽光発電の導入拡大を目指している。 

世界的なこうした動きに比べ、これまで日本での取組みは立ち遅れていたが、2017年4月には、企業で
の自然エネルギー活用の促進に向けた自然エネルギー財団の政策提案が、アップル、マイクロソフトなどの
海外企業に加え、富士通、リコー、清水建設、ソフトバンクグループ、ソニーなど日本の主要企業の連名で
公表されるなど、新たな取組みが始まっている 12。この提言にも参加したリコーは、同時期に、日本企業と
してはじめて自社の電力を100%自然エネルギーに転換するRE100 への参加を発表している。 

100%自然エネルギーに向けた動きは脱炭素化をめざすものであるから、この取組みの広がりがそのまま
化石燃料電源、特に石炭火力発電への需要減少につながっていくことは間違いない。 

100%自然エネルギーとともに、企業の電源選択に影響を大きな影響を与えると考えられるのは「サイエ
ンスベースドターゲット(Science Based Target)」と呼ばれる取組みの拡大である。これはパリ協定にも盛り
込まれた、地球全体の地表気温の上昇を工業化以前より2度未満に抑える目標実現のために、企業に対して、
科学的な知見と整合した削減目標を設定するよう求めるものである。既に世界全体で300社近い企業がパリ
協定と整合した目標を持っていると認定されている。表 4に示すとおり、日本企業も6社が科学的にパリ協

12 自然エネルギー財団プレスリリース「世界的企業10社とともに「非化石価値取引市場」の導入に関して3項目を提案―企業での
自然エネルギー活用を促進するために―」2017年4月22日を参照。 

図 18 自然エネルギー100％を目指すRE100参加企業 
出典：クライメート・グループ ダミアン・ライアン氏REvision2017発表資料

より 
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定と整合した目標を掲げていると認定されており、更に 28 社が目標を設定中である。この中に加わる企業
の中には、中長期目標として二酸化炭素の排出ゼロを検討し始めているところがある。富士通は 2017 年 5
月、2050年に二酸化炭素（CO2）の排出量をゼロにする目標を公表した。また、トヨタは2015年10月に
発表した「トヨタ環境チャレンジ2050」において、新車や工場からのCO2排出、さらにはライフサイクル
全体のCO2排出を限りなくゼロに近づけようという野心的な目標を掲げている 。 

表 4 科学に基づいた目標設定を認定された日本企業 

 
出典：Science Based Targets http://sciencebasedtargets.org/より作成 

「100%自然エネルギー」、「Science Based Target」に加えて、企業の電源選択に大きな影響を与えると考
えられるのは、企業に気候変動に関連した情報の公開を求めるルールの制定である。世界の主要 25 か国の
中央銀行、財政当局などが構成する金融安定理事会は、2015年12月に「気候関連財務ディスクロージャー
タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）」を設置し、世界標準となる
情報開示ルールの策定を進めてきたが、2017年6月には、その最終報告書を公表した。この中では、金融機
関やエネルギー産業だけでなく全部門の企業に対し、電源別のエネルギー使用量や温室効果ガス排出量の開
示を求めている。 

このルールに対する企業の取組みは義務的なものではなく、企業の自主性に委ねられているが、2016年
10 月の財団レポートでも紹介したように企業への投資判断の基準として、企業の化石燃料への依存度など
が重要視されてくる中で、TCFDのルールは大きな影響力を持つと考えられる。既に時価総額が合計3.5兆
ドルに及ぶ日本を含めた世界企業、及び 25 兆円の資産を運用する金融機関がこの情報開示ルールの支持を
表明している。 

「パリ協定」発効以降、ここに紹介したような企業活動の脱炭素化をめざす動きは月日を追って加速しつ
つある。日本の企業も当然ながら世界市場でビジネスを展開しており、脱炭素経済への転換は日本でも広が
っていかざるを得ない。 

http://sciencebasedtargets.org/
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図 19が示すように、石炭火力発電の二酸化炭素排出量は、化石燃料発電の中で最も高い。広く実用化さ
れている石炭火力発電技術である超々臨界発電（USC）の排出係数は、ガス火力の中で同じく広く実用化さ
れているガスタービン複合発電（GTCC）の2倍以上の高さである。一部で実用化が始まったばかりの石炭
ガス化複合発電（IGCC）でも GTCC の 2 倍以上である。石炭火力の中では最も排出係数が低いとされる
IGFCはいまだ実用化にいたっていない。 

一方で、導入拡大の進む太陽光発電や風力発電などの発電コストは、いまや世界の多くの国や地域で、石
炭火力発電よりも安価になってきている。こうした自然エネルギーの低コスト化は、タイムラグはあっても
日本でも進んでいき、石炭火力離れをさらに加速していくだろう。 

 

図 19 火力設備の技術・燃料種別の発電量あたりCO2排出量 
出典：環境省「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」2017年6月2日資料より 

 温室効果ガス削減に向けた政府の動き 

2017 年 2 月に赤穂火力発電所の計画中止を発表した関西電力が、「政府の温室効果ガス削減目標が設け
られるなど、CO2 排出量の削減に向けた対策の強化が求められている」ことを中止理由として挙げていた
ように、気候変動対策の国際枠組みであるパリ協定の目標達成に向けた国の政策展開は、今後の石炭火力発
電のあり方に大きな影響を与える。 

  



 

28 

 

現在の石炭火力新増設計画の合計42基1,860万kWを加えた割合は、政府の「長期エネルギー需給見通
し」(2015 年)が定めた 2030 年度「エネルギーミックス（電源構成）」の石炭割合と比較して、かなり過大
である。エネルギーミックスが想定する石炭火力発電量はほぼ 2013、2014年度と同程度であるため、新増
設計画による増加分がそのまま過剰になる。既存の石炭火力の半分を閉鎖するか、設備利用率を大幅に減ら
さないとエネルギーミックスの想定におさまらなくなる。 

また、新増設計画は政府が定めた「地球温暖化対策計画」（2016年）とも整合していない。この計画では、
温室効果ガス排出量を 2030 年に 2013年比で 26%削減することを目標としている。これは 1990年比では
18%削減に相当するが、2016年10月に発表したレポートでも示した通り、新増設の石炭火力計画が稼働す
れば、それだけで1990年比約 10%もの温室効果ガス排出に相当してしまうことになる 13。 

さらに「地球温暖化対策計画」および「環境基本計画」(2012年)は、温室効果ガス排出量を 2050 年に 
80%削減する目標を掲げている。この目標の達成を前提にすれば、新増設分の石炭火力発電だけで、2050 年
に日本全体で排出できる温室効果ガス排出量の約半分を排出することになる 14。産業、業務、家庭、運輸な
ど全ての部門での温室効果ガス削減が求められる時代に、石炭火力発電だけがこのような大量の温室効果ガ
ス排出を許されることはありえない。実際、2017年 3月に策定された「長期低炭素ビジョン」では、2050
年にはエネルギー供給の9割以上が低炭素電源によって賄われる姿を描いており、実質的に、石炭火力の利
用は想定されていないと考えらえる。 

このように、現在の新増設計画は国のエネルギー需給見通しから見ても、気候変動対策計画から見ても明
らかに過大であり、今後、国においても何らかの追加対策が課される可能性が否定できない。こうした追加
対策の一つとして、最近、特に注目されているのがカーボンプライシング（炭素税および排出量取引制度）
の導入である。世界ではすでに 40 の国と 24 の地方政府で何らかのカーボンプライシングが導入されてい
る。 

                                                   
13 自然エネルギー財団報告書「世界の石炭ビジネスと政策の動向」2016年10月を参照。石炭火力発電の設備利用率70%、新増設は
40年、既設は50年運転として計算している。 
14 自然エネルギー財団報告書「世界の石炭ビジネスと政策の動向」2016年10月を参照。 
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図 20 世界のカーボンプライシングの導入状況 

出典：環境省平成29年版環境白書より 

日本では排出量取引制度は東京都などの地方自治体では導入されているが、国の制度としては実現して
いない。また炭素税については、日本では「地球温暖化対策税」という名目で 2012 年に導入されてはいる
が、その税率は欧州各国の10分の1程度以下という低率であり、実際には炭素税として機能していない。 

国は2017年5月「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」を設置し、効果的な制度の導入をめ
ざす取組みを開始している。この取組みは、前述した脱炭素をめざす企業レベルでの様々な動きとあいまっ
て、石炭火力発電への需要を減退させていくと考えられる。 
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おわりに 

世界的には石炭火力に非常に厳しい目が向けられる中、OECD（経済協力開発機構）諸国の中で1990年
以降石炭火力を大きく増加させてきたのは、日本と韓国だけである。その韓国でも、新たに就任したムン・
ジェイン大統領が原子力発電とともに石炭火力への依存度を下げ、自然エネルギーを拡大していく方針を明
らかにしており、国際的には日本の特異性がますます浮き彫りになる状況である。 

本報告書においては、石炭火力発電所の2026年度の設備利用率の推計を行い、通常、事業計画の前提と
なっていると考えられる 70%を大幅に下回り、50%台まで低下し、更には 50%を切る可能性があることを
指摘した。 

国際的には 2018 年にパリ協定の下で各国の削減状況のレビューが実施され、2020 年以前に長期削減戦
略の提出を求められる。環境省がカーボンプライシングの導入の検討を始めると発表したように、今後も深
刻化する気候変動の影響の中、政府は国際公約を守るための対策をとる必要がある。 

日本企業も中長期の温暖化対策やエネルギー戦略の中で、自然エネルギーの利用拡大を求め始めた。企業
や機関投資家が気候変動に関連する情報開示を進め、化石燃料の中でも特に石炭から撤退すること、また
100%自然エネルギーへ転換していくことをアピールしていく時代が、日本においても始まりつつある。「最
新技術」を使っても既存ガス火力の約 2倍のCO2を排出する石炭火力は、世界的企業から最も敬遠される
エネルギー源になってきている。 

東日本大震災以降、石炭火力の新増設計画は増加の一途を辿ってきたが、2017年に入って初めて4基中
止された。残り 42 基の計画を持つ事業者をはじめ、石炭ビジネスに関わる全ての事業者金融機関には、電
力需給をめぐる日本の状況や世界的な脱炭素社会への動向を見極め、的確な投融資判断をすることが求めら
れている。
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