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日本共産党釧路市議団視察報告書 
2011年 8月 20日  
報告者 石川明美 

１、視察日程 
8月 16日（火）移動日 釧路→北九州市 
8月 17日（水）北九州市 
8月 18日（木）春日市 

18日に帰釧の予定であったが、福岡空港でのエンジントラブルにより、釧路空港
への最終便に間に合わなくなった。そのため東京の品川で１泊し、19日に帰釧した。 
            （宿泊料はＪＡＬ負担） 

２、視察参加者 
石川明美 
村上和繁 

 
３、視察目的 
東京電力福島第１原発の未曾有の事故を受け、自然再生エネルギーだけではなく、石炭

火力発電における二酸化炭素の排出削減をめざす最先端の高効率火力発電施設と石炭の将

来性について。 
 
４、視察場所 
①J-POWER(電源開発株式会社) 若松総合事業所 IGFC（石炭ガス化複合発電） 
       福岡県 北九州市若松区柳崎町 1 
  長澤国広 (若松研究所所長代理) 
  大園昌則 (若松研究所所長代理) 
  井上 望  (若松研究所技術管理グループ上席課長) 
  石通（いしず）英幸 (若松総合事業所総務グループ課長) 
 
②九州大学 炭素資源国際教育研究センター 

福岡県春日市春日公園 6-1 九州大学筑紫キャンパス 
  寺岡泰剛   炭素資源国際教育研究センター長 

大学院総合理工学研究院エネルギー物質科学部門教授 工学博士 
  宇佐美正博  炭素資源国際教育研究センター 人材育成推進室 工学博士 
  林潤一郎   炭素資源国際教育研究センター 副センター長 

先導物質化学研究所教授 工学博士 
  松下洋介   炭素資源国際教育研究センター准教授 工学博士 
 
③当初予定にはなかったが、17日の午後から大牟田市の石炭産業科学館を見学 

 
５、若松研究所における IGFC（石炭ガス化複合発電）の現状 
 現在の石炭火力発電所は石炭を微粉炭にし、これを燃やし蒸気タービンを回すもの。 
 発電効率は最大で 42％となる。将来の高効率発電は、石炭をガス化し、CO、CO2、H、
ハロゲンなどから CO2を分離する。そして H を使い燃料電池で発電を行い、残りのガス
でガスタービン発電を行なう。さらに、この熱で蒸気タービンを回し最後の発電を行なう

という三段階の発電が IGFCである。こうした複合発電により発電効率を 55％に引き上げ
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若松総合事業所（左の大きな塔が 
ガス化装置、右が CO2分離装置） 

るのが目標である。この三段階の中での高効率で安定的な

燃料電池は開発中であり、若松研究所では行なっていない。

燃料電池の発電を行なわないものを IGCCと呼んでいる。 
 IGCC は、石炭をガス化し、ガスタービン発電と蒸気タ
ービン発電を行なう二段階の発電技術である。 
 若松研究所では、すでに８種類の石炭を使ってのガス化

技術と CO2の分離技術、石炭ガスを H と CO のクリーン
なガスにする製造技術開発を行っている。また、石炭灰の

埋め立て技術の研究も行ない、広大な埋立地に響灘菜園㈱

を設立し、トマト栽培を行なっている。 
 
 IGFC（石炭ガス化複合発電） 
 
 石炭  
 酸素  
                      
                     電力   電力     電力 
  
      が、若松研究所の施設。蒸気タービンは確立した技術なので設置していない。 
     
   上図のなかで、燃料電池が無いものを IGCCと呼んでいる。 
   若松研究所は IGFCをめざしているが、現状は燃料電池がない IGCCである。 
     IGFC（石炭ガス化燃料電池複合発電） 

（Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle） 
          統合  石炭 ガス化  燃料電池 ガス＋蒸気タービン発電   
 
     IGCC（石炭ガス化複合発電） 

（Integrated coal Gasification Combined Cycle） 
          統合  石炭 ガス化  ガス＋蒸気タービン発電 
 
 
 すでに８種類もの石炭をガス化し、CO2の分離技術を高めている。 
 現在の CO2分離方法は、化学的方法を行なっており、その隣に物理的分離法の建屋を建

設中であった。来年からは両方を実施し、評価を行なうとのこと。 
 技術開発には、五つの段階があり、ラボ、ベンチ、パイロットプラント、実証機（デモ）、

そして商用機と規模が大きくなっていく。 
 若松研究所はパイロットプラントであり、次のステップは、広島県の大崎で実証機を中

国電力と共同して建設し、実験を行なう予定である。出力規模 170MW級の実証プラント
となり、2013年建設、2017年から実証試験を行なう。同じく酸素吹き IGCCである。 
 もうひとつ、福島県の勿来（なこそ）では、クリーンコールパワー研究所が、空気吹き

の IGCCの実証プラントの稼動実験を行なっている。世界の IGCC開発のなかで空気吹き
は日本だけの方式とのこと。クリーンコールパワー研究所は、電力９社と（財）電力中央

研究所および電源開発（株）の１１法人で立ち上げた IGCC組合から発展したもの。 
 国として、酸素吹き、空気吹きの両方を研究・開発している。 
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九州大学筑紫キャンパス入り口

 大園氏から、プレゼンを使って、最初に EAGLE＊の説明があった。 
 二酸化炭素を減少させるためには、分離・回収技術が重要であり、一番コストがかかる。

（７割） この EAGLEは、分離・回収に特化して研究している。 
 昭和 30 年代から 40 年代の老朽火力は熱効率が 38％程度であり、蒸気タービンに入る
圧力は 540℃。これが 20年前から 600℃に引き上げた USC（超々臨界圧石炭火力発電）
が主流となり、効率は 40％になっている。現在の火力発電の 7割がこの方式。 
 さらに効率を上げるためには、二つの方向がある。 
 ①さらに温度を上げる（700℃） これで 46％ （このための材料の研究） 
 ②石炭のガス化 
   燃焼型ガスタービンで、1300～1500℃が実用化されている。 
   もうひとつ、石炭ガスの COと H２のうち水素を使って燃料電池で発電する。これ

が IGFCであり、効率は 55％に上がる。しかし大型の燃料電池はまだ完成されてい
ない。 

 EAGLE は 2002 年に試験を開始し、最初は「ガス化」の試験。現在は、このガスが燃
料電池の原料になるので、さまざまな微量物質、たとえばイオウやアンモニア、硫化水素、

ハロゲンなどの挙動を調査しているとのことでした。 
 石炭ガス化から抽出した水素は、燃料電池に十分耐えられるものとなっている。後は大

型の燃料電池のメドがたてば IGFCが完成する。 
 現在のプラントは、1日 150トン、2～2.5万 kW  これは商用の 40～50分の 1であ
る。そのため次の段階として広島県の大崎で酸素吹きの IGCCの 17万 kWを建設する計
画であることが話されました。 
 分離した CO2はどうするのか。これも地下貯留や他の原料などさまざまな研究が進めら

れている。 
 説明の途中から DVD の上映を行い、これは電源開発の若松研究所の火力発電の経過や
その全体像を要領よくまとめたものであった。さらにより専門的な DVD も作成中とのこ
とである。 
（＊） 
 EAGLEは、「エナジー・アプリケーション・フォー・ガス・リキッド＆エレクト
リシティ」の略称であり、NEDO（新エネルギー産業技術総合開発機構）との共同
事業として 2002 年にスタートした。石炭と酸素を使い、IGCC 発電を行い、CO2
の分離技術を確立させるものである。 

 
６、九州大学 炭素資源国際教育研究センター 
 この研究センターは、九州大学における炭素資源関連事業

を 2007 年から組織化したもので、経済産業省の「石炭等化
石資源高度利用中核人材育成」からはじまった。 
 また 2007 年より石炭関連基礎研究プロジェクト、文部科
学省グローバル COE プログラムによる博士人材・若手研究
者育成など、いわゆるドクターコースを設置した。これは

2015年まで計画されている。 
 研究センターは、石炭を中心に教育・研究・連携の三本柱

で進めている。 
 この人材育成では、ドクターコースはいうまでもなく、社会人（電力会社、商社等）も

参加し、基礎教育（大学院教育）や実践教育プログラムを行なっている。 
 08年まで北海道大学で研究されていた林教授や松下准教授などの方々から、さまざまな
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大牟田駅西口、世界遺産めざす看板 

説明をしていただいた。元々は「石炭エコ・イノベーション」と呼ばれ、資源開発なども

含んでいた。研究生は今まで 100 人（内 50 人が留学生）とのこと。インドの留学生も多
く、釧路炭鉱の選炭技術とインドとの関係をお話しすると、「それはひとつの大きなプロジ

ェクトを立ち上げても良いのでは」と述べておられた。 
 アメリカのシェールガス革命のことは、「安直な方法」であり、埋蔵量も限りあるもので、

石炭の埋蔵量にはかなわないとのことでした。 
 さらにアメリカの「フューチャージェン計画」は、最初は大きな事業であった。しかし

最近は全体像をつかめている人はいないのではないか、そして若干しりすぼみになってい

るようだと述べていました。 
 いずれにしても石炭をきちんと使っていく、石炭は切り札となっているとの意識を持っ

ていると石炭の将来性を語っていた。 
 懇談は２時間近くに及んだ後、２階にある展示室を見せていただいた。ここには釧路炭

鉱の石炭をはじめ、さまざま地域の石炭が展示されており、多くがパネルによる説明とな

っていた。石炭の現状と将来性を学ぶには大変すばらしい展示室であると思う。 
 最後に北海道からの人材を聞くと、林教授と一緒にきた 1人だけで、研究センターのコ
ースには北海道からの参加はいないとのことでした。もう少し北海道は頑張らなければと

思った。 
 詳細は「炭素資源国際教育研究センター」のホームページを参照のこと。 
 
７、大牟田市石炭産業科学館 
 博多に到着したのが 17日の午後 2時頃だったので、
当初の予定にはなかったが、三池炭鉱として有名な地

域である大牟田市の石炭産業科学館を見学することに

なった。 
 ここは博多から私鉄で１時間の距離にあり、3 時半
から 5時ごろまでの見学となった。 
 釧路市の炭鉱展示館とは比較にならないほど大きく、

夕張市の石炭博物館と遜色がない施設である。 
 三池炭鉱を開発した団琢磨氏の展示からはじまり、

実際の SDドラムカッターなど、採炭労働者の人形も
配置し、人が入ると自動的にカッターが動くようになっていた。 
 大牟田市は、炭鉱の近代化遺産として世界遺産の登録を目指しており、大牟田駅の正面

と西口には「めざせ世界遺産、三池炭鉱関連施設」の大きな看板が設置されていた。 
 また NPO 法人「大牟田・荒尾 炭鉱のまちファンクラブ」が市民とともに大きな活動
を行なっている。 
 
 
８、最後に 
 今回の視察は、福島原発の事故を受けてのものであり、自然再生エネルギーとともに、

釧路の石炭にもっと注目しなければならない根拠を得るためのものであった。 
 石炭イコール二酸化炭素と悪役になっているが、実は大きな将来性をもっている。こう

したことの一端が明らかになったものと思う。そうした意味でも、釧路の坑内掘り炭鉱の

技術は、今後、日本の将来に必ず役にたつものであり、なくしてはならないものであるこ

とをあらためて確信した。 
 


