三菱重工技報 Vol.47 No.1 (2010) 低炭素社会特集

技 術 論 文

2

低炭素社会に向けての当社エネルギー・環境事業の取組み
MHI’s Energy and Environment Business towards Low Carbon Society

加 藤 仁 *1

福 泉 靖 史 *2

Jin Kato

Yasushi Fukuizumi

渡 部 正 治 *3

垣 見 宗 洋 *4

Masaharu Watabe

Munehiro Kakimi

当社は 2008 年４月に“エネルギー・環境事業統括戦略室”を本社組織内に発足させた．当社
の売り上げの約６割強が，エネルギー又は環境に関連する製品である．この組織はそれらを横断
的に統括し，製品を組み合わせ，関連技術を結集して新たな開発をリードし，お客様へ提案型営
業を行って，市場に新たな製品やサービスを提供する役割を担っている．本稿では，当社のエネ
ルギー・環境に関する中長期的なビジョンと，各種の開発や PJ を紹介すると共に，当社の描く未
来社会について解説する．

|1. はじめに
昨年アル・ゴア氏の著書“不都合な真実”が世界的なベストセラーになって以来，環境，特に地
球の温暖化の一因と認識される CO2 の排出抑制への関心が世界的に高まっている．当社では，
昨年の洞爺湖サミットに先立ち，日本の CO2 排出抑制の長期シミュレーションに基づき，長期の
エネルギーポートフォリオの変化を展望している．環境問題とエネルギー問題は表裏一体で，環
境問題の解決はエネルギー問題の解決と言い換えることもできる．日本において CO2 の排出抑
制は，エネルギーセキュリティーの改善，即ちエネルギーの外部依存率の低減，主として海外か
ら輸入される“化石燃料からの脱却”を意味する．
昨年末の COP15 においても，各国は自国の事情を踏まえた自主目標の提示を行ったが，世
界共通の拘束力ある行動計画には結びつかなかった．米国や中国は自国に天然資源を持ち，
それを使うことに対する拘束を設けたくないのが本音であろうし，中東などの産油国は再生可能
エネルギー利用の大型 PJ を発表しているが，背景には自国での化石燃料消費を抑制し，保全し
た資源を価格上昇後に海外に売って，より多くの利益を上げる目論見があろう．CO2 の問題はこ
のようにエネルギー戦略と表裏一体の問題であり，日本においても環境問題は，エネルギー問題
の戦略的な動きとして捉えていく必要がある．
当社では昨年本社内にエネルギー・環境事業戦略室を設置し，エネルギーに関する長期ビジ
ョンの検討を進めると共に，社内の関連製品・技術を横断的に組み合わせたインテグレーション
提案を顧客に示しつつ，中長期的な新たな技術開発も進めている．

|2. 温暖化防止に向けた世界的な動きの紹介
現在各国政府が， 2020 年に向け CO2 排出削減目標を提示している（表１）．中国も COP15 に
合わせて，GDP 当たりの CO2 排出量を 2005 年比で 40～45％削減するとの自主目標を掲げた．
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表１ 各国の中期目標(1)
米国
EU

2020 年までに 2005 年比で 17％，2025 年までに 30％，2030 年までに 42％，2050 年までに 83％削減．
2020 年までに 1990 年比 20％削減．

ロシア

2020 年までに排出量を 1990 年比で 25％削減．

日本

2020 年までに 1990 年比で 25％削減．

カナダ

2020 年までに 2006 年比で 20％削減．

豪州
ノルウェー
ニュージーランド
中国
ブラジル
インドネシア
韓国
メキシコ

2020 年までに 2000 年比で 5～25％削減．
2020 年までに 1990 年比で 30％削減．
2020 年までに 1990 年比で 10～15％削減．
GDP 当たりの排出量で 2020 年までに 2005 年比で 40～45％の削減．
何も対策をとらなかった場合の 2020 年排出量から 36～39％削減．
2020 年までに 26％削減．
2020 年までに特別な対策をとらなかった場合 30％削減．
2012 年までに 5 000 万トン削減．

米国オバマ政権のグリーンニューディール構想に代表されるように，各国共にエネルギー・環
境分野への社会投資を新たな景気刺激策の柱として位置づける傾向にあり，IEA (International
Energy Agency） によれば世界全体のグリーンエネルギー投資は，2015 年から 2030 年にかけて
毎年 20 兆円，2030 年から 2050 年にかけて毎年 50 兆円規模になると予想している．中でも，中
国が打ち出している新規再生可能エネルギーの計画は，桁違いに大きい．2020 年までに水力
300GW，風力 150GW，太陽光 1800MW を達成するために，総額４兆元（約５７兆円）をつぎ込む
としている（図１）．

図１ 各国におけるエネルギー環境問題への投資の目的及び効果

世界的な温暖化防止対策の指針としては，2009 年 11 月に IEA が発表した World Energy
Outlook がある．産業革命以降の気温上昇を２ ℃に抑えることを目安とし，大気中の CO2 濃度
450ppm に抑える指針（450Scenario）を達成するため，各国の CO2 削減目標を各々の実情に則し
て割り振り，実現するためのエネルギーポートフォリオも示している．
世界に大体共通して言えることは，この 10 年での打ち手は，主としてエネルギー消費側での高
効率化であり，その後エネルギー変換側での抜本的な削減に手をつけ，2030 年までには，全世
界の総排出量を減少に転じさせるシナリオである．CO2 の排出量の絶対値としては，中国が米国
を抜き 2007 年には年間 60 億トン排出し，これが 2020 年までは上昇し続けて 84 億トンまで上昇
した後減少に転じるとしている．日本を含めた先進国は，今後緩やかに排出量が低下し，2020 年
からの 10 年間は，大きく低下するシナリオとしている（図２）．
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 先進諸国は 2020 年迄にピーク，発展途上国は 2020 年以降にピーク．
 世界全体では 2020 年以降にピーク．

億トン

1990 2007 2020 2030

全世界

209

288

307

OECD+

114

131

109

77

米国

48

57

47

32

EU

40

39

31

23

日本

11

12

10

6

55

97

126

111

ロシア

22

16

16

13

中国

22

61

84

71

その他の国々

35

50

61

64

インド

6

13

19

22

OECD+以外の
主要経済大国

264

① OECD+： OECD 諸国と，EU のうち OECD 未加盟国
② OECD+以外の主要経済大国： ブラジル，中国，中東，ロシア，南アフリカ
（“OECD+”以外で，2020 年に人口当たり GDP が 13 000$/人を超える国々）
③ その他の国々： ①②以外のすべての国々

図２ 各国の CO2 排出量見通し(2)

|3. 日本を例にした場合の，2050 年に向けた長期ビジョンの紹介
2050 年に向けた長期ビジョンとして，当社も検討に協力した(株)三菱総合研究所の“2050 年エ
ネルギー環境ビジョン”を紹介する．これは，(株)三菱総合研究所の所有するエネルギーモデル
“MARKAL-JAPAN-MRI”を用いたシミュレーション計算で，想定される需要，エネルギー利用技
術，CO2 削減等の各種制約を入力条件として，エネルギーシステムコストを最小化するように計算
し，最適化されたエネルギーシステムの姿（一次エネルギー構成，電源構成，輸入エネルギー
量，CO2 排出量，エネルギーコスト等）が出力されるものである．経済原理優先と言う基本的な枠
組みの中で，目標を達成するにはどのような，エネルギーポートフォリオが適切かを提示するもの
と言える．
家庭部門での主な取組みは，①50％の住宅に太陽光パネルを設置，②高断熱仕様の新規住
宅建設率を 2030 年に 100％，③省エネ家電への買い替え促進，④暖房・厨房・給湯の高効率機
器導入促進．業務部門での主な取組みは，①高断熱・省エネ空調仕様の新規ビル建設率を
2030 年に 100％，②冷暖房・給湯の高効率機器を導入促進，③オフィス機器の省エネ化促進．
産業部門での主な取組みは，①産業用ボイラー・加熱器熱源として天然ガス利用を拡大，②低
温域加熱器としてヒートポンプを導入．運輸部門での主な取組みは，①ガソリン車からハイブリッド
車，電気自動車，燃料電池車へ．発電部門での主な取組みは，①住宅への太陽光パネル設置，
②風力発電の導入，③原子力発電は現在の建設計画分＋旧炉を 150 万 kW 級へリプレース，④
従来型火力発電を高効率 LNG 火力・石炭ガス化発電に，⑤CCS（Carbon Capture & Storage）の
導入である．
上記の各種取組みの結果，2050 年には CO2 の対 2005 年比 60％削減が達成可能となった．
一次エネルギーについては，現在の約 80％に減少，化石燃料依存率は 50％程度，電源構成
については，電化が進むため総発電量は 30％程度増加，火力発電割合は約 30％，原子力発電
割合は約 40％，再生可能エネルギー割合は約 20％となる．また，電化の促進がキーであり，最
終消費エネルギーにおける電化率を現状の 25％から 40％程度に増加させる必要がある（図３）
（図４）．
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図３ 2050年のエネル
ギーバランス(3)

図４ 2050 年のエネルギーポートフォリオ(3)

低炭素社会実現のためには電気自動車，原子力，再生可能エネルギーの導入促進が重要で
あるが，電気自動車の課題は，①コスト低減を含めた技術開発，②購入を促進する助成制度の
充実，③市街での充電インフラの整備等がある．また，原子力の課題は，①原子力発電に対する
理解促進，②稼働率の向上等，そして太陽光発電の課題は，①コスト低減を含めた技術開発，
②購入を促進する助成制度の充実，③中古取引市場の確立，④電力系統安定化対策等が挙げ
られる．即ち，低炭素社会を実現するためには，官民総力を挙げた推進が不可欠である．次章に
おいて個別技術を紹介する．

|4. 実現するための個別技術の紹介
化石燃料を使用する火力発電設備は，建設に関わる初期投資のコストを含めると総合的には
経済的な設備である．その経済的利点を生かすべく，今後更に高効率化を目指さなければなら
ない．
まず，当社の主力製品であるガスタービンについてであるが（図５），タービン入口ガス温度
1600℃級で世界最大・最高効率の“J 形ガスタービン”の開発を独自技術により完了し，商用化に
着手した．J 形は既存の 1500℃級 G 形に比べ 100 ℃の温度上昇に耐えられるよう，遮熱コーティ
ング技術と冷却効率を改善．改良型翼への三次元設計の採用により空力性能も改善した．具体
的には，圧縮機は圧力比を高めた設計とし，燃焼器は G 形で開発した蒸気冷却技術を応用．タ
ービン部は G 形の設計をベースに，国家プロジェクトで進めている 1700℃級ガスタービン要素技
術の開発成果から実用化の目処が立った技術を採用している．Combined Cycle での発電端熱
効率 60％以上（低位発熱量）は現状世界最高レベルである．また，単機出力で従来の最大容量
機である G 形を使った Combined Cycle の 1.2 倍の出力に達するだけでなく，窒素酸化物（NOx）
の発生も従来と同等レベルに抑え，環境にも配慮されている．

図５ ガスタービン 501J 形

図６ IGCC 商用機外観例
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石炭資源の有効利用，クリーン化もエネルギーセキュリティー上重要な課題である．当社では
長年 IGCC（石炭ガス化複合発電）に取り組んできた（図６）．当社の IGCC は発電用として世界最
高の送電端効率を実現させる空気吹きガス化技術を実現したもので，電力会社 10 社の出資によ
る(株)クリーンコールパワー研究所（福島県いわき市）に納入した勿来実証プラント（出力 25 万
kW）もすでに 2 000 時間を超える連続運転を完了，高い信頼性と運用性を実証している．また，オ
ーストラリアのゼロジェン社が進める IGCC+CCS プロジェクトに参画し，フィージビリティ・スタディを
実施している．本プラントは世界で初の商用レベルの CCS 付き IGCC となる予定である．
発電時に CO2 を発生しない原子力発電は，今後の低炭素社会においてその経済性から最も
重要視される設備である．当社は 1970 年以来，国内で 23 基の PWR プラントの納入実績があり，
24 基目の PWR となる北海道電力(株)泊原子力発電所３号機が昨年 12 月末に営業運転を開始し
た．プラントの運転開始後も幅広くアフターサービスを提供している．また，米国の電力会社ルミ
ナントがコマンチェピーク原子力発電所に最新型加圧水型軽水炉 US-APWR を２基採用する契
約交渉を開始することで合意し，覚書（MOU）に調印した．原子力発電については，使用済み燃
料の処理が今後重要な課題となる．当社では，核燃料のリサイクルに関しても取り組んでいる．
太陽光発電については，化石燃料価格の高騰と太陽光発電設備コストの低減により，2015 年
から 2020 年にかけて発電原価が現有発電設備と等価になる，いわゆる“グリッドパリティ”を達成
する可能性を示唆する調査結果もある．一旦，グリッドパリティを達成すれば，自ずと経済原理で
普及は加速する．当社では，曇天においても発電効率を維持できる薄膜型のタンデム式パネル
を開発・製造しているが，これに太陽熱の回収を組み合わせた“エコスカイルーフ”も商品化し拡
販している．エコスカイルーフは，パネルの下側に空気の経路を形成して家屋で得られる光（電
力）と熱の両方を有効活用するハイブリッド方式であり，現在コスト高の原因となっている屋根への
設置工事費用の投資回収を改善する効果がある（図７）．

図７ エコスカイルーフ搭載仕様システム

図８ ガスタービンを適用した太陽熱利用設備

当社では地球上のサンベルト地帯向けなどの大型太陽熱利用設備として，空気を直接太陽熱
で加熱して動力変換する太陽熱タービンの開発を進めている．ガスタービンと同じブレイトンサイク
ルを適用しており，従来より高温で発電する。そのためサイクル熱効率が高く，従来のものに比べ
て同じ出力を発生するのに必要な反射鏡設置面積が少なくて済み経済的な設備となる（図８）．
風力発電については，欧州，中国，米国で導入拡大が進んでおり，洋上風車の動きも活発に
なってきている．欧州においては北海油田周辺での商談が多数あり，今後，陸上から洋上へのシ
フトが進んでいく可能性がある．当社も陸上と洋上の両方に対応すべく活動中である．洋上風力
発電設備は，荒れた海での建設工事を如何に能率的よく行えるかにより経済性が左右される．ま
た，海の上の過酷な環境での信頼性も重要である．当社では，これまで培ってきた船舶などの海
洋技術も駆使し，マリンソリューション事業と連携して，この洋上風車事業に今後取り組んでいく予
定である（図９）．
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図９ 風車

図１０ ハイブリッドフォーク

図１１ エコスカイハウス

電力エネルギーシフトした次世代エネルギーネットワークでは，産業･業務・民生・運輸部門の
低炭素化（=電化）と共に，原子力や再生可能エネルギーによる発電が積極的に促進されていく．
その場合の鍵となる技術が蓄電技術である．電気自動車に搭載された蓄電池が，電力の需給変
動のバッファー的役目を担い，社会全体で蓄電池を有効活用する時代が来るかも知れない．当
社はリチウム二次電池事業への参入を決定し，2011 年を目処に本格量産開始を予定している．
すでにサンプル製造ラインで生産した電池を社内のフォークリフト事業に供給し，昨年ハイブリッ
ドフォークの販売を開始した（図１０）．
ヒートポンプは，産業・業務・民生・運輸部門の電化にとって重要な技術であり，エネルギー消
費量や CO2 排出量を大きく削減できる．当社は，工場廃熱の利用や家庭での冷暖房など広範囲
な部門でのビジネスを展開している．
家庭部門でのエネルギー消費は日本のエネルギー消費の 15％を占めしかも毎年増加の傾向
にあり，この省エネルギーを進めることが必要である．家庭はエネルギーインフラの最小単位であ
り，当社及びグループ企業である菱重エステート(株)では，自然エネルギーの新しい利用技術を
核にした次世代超省エネ住宅“エコスカイハウス”のモデルハウスを横浜市内に設置し居住試験
を実施中である．蓄電と蓄熱の両機能を備えたこの住宅は，エネルギー自給率をどこまで上げら
れるかの検証を継続中であり，採用した個々の機器の性能確認のほか，組合わせの最適解を求
めようとしている（図１１）．
高度化した住宅用機器が普及し，電気自動車がエネルギーインフラに融合されるような社会と
なった際，かなりの量の原子力や再生可能エネルギーを使いこなすようになるには、エネルギー
ネットワーク全体の整備が必要である。それぞれの機器の特性を上手く活用していく必要があり，
このような次世代エネルギーインフラをどのように構築していくかが，今後の課題である．
当社では，この低炭素な次世代エネルギーインフラの構築に必要なキーテクノロジーの一つ
が，蓄電技術と考えている（図１２）．
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図１２ 蓄電がキーテクノロジー

|5. 未来社会のイメージ
以上のような技術を社会全体に普及させ，分散型の再生可能エネルギーを最大限取り込み，
熱の有効利用も併用した末端の省エネルギーシステムを構築し，更にはこれまで以上に高効率
化した従来の集中電源とも上手くミックスさせることにより，快適でクリーンな街が作れるものと考え
ている．図１２で示した未来社会のイメージに記載してある種々の新しいビジネスが今後創出さ
れ，発展していくと予想している．

|6. まとめ
これからのエネルギー・環境関連ビジネスには，単独の技術や製品を市場に提供するのでは
なく，複数の要素を組み合わせて作り上げる“インテグレーション能力”が要求される．そのため今
後，エネルギー分野では複数の企業間の連携がこれまで以上に進んでいくと思われる．当社も
種々の技術を保有しており，またインテグレーション能力を有している．今後も他社との連携も含
めて，社会に貢献できるビジネスの拡大に努めたい．
これまで，上述の複合提案は，コストと言う壁のために中々実現していないが，全世界的な地
球環境保全への意識の高まりにより，社会全体でコストを負担しようとの動きも広まっている．今回
の COP15 では残念ながら，全世界的な拘束力のある約束は実現できなかったが，いずれの国に
おいても，エネルギー・環境関係のビジネスは，今後ますます拡大するものと見ている．
環境問題は，エネルギー問題と表裏一体の関係にある．快適・安全・クリーンな未来社会を構
築する際に，エネルギー問題と環境問題とを共に解決する最適な方法を，経済的にも実現可能
なものとするように，今後も継続して検討を続けていく所存である．
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