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日本が海外で支援する石炭火力発電の問題と
ミャンマー電力計画への日本の関わり

メコン・ウォッチ委託研究員 土川 実鳴
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話の内容
海外への石炭火力輸出支援と日本の方針

日本は世界最大の支援

投融資規制を巡る国際的な動向

日本政府の方針とアジア等へのインフラ輸出

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か？
効率性と公害対策（大気汚染対策）

最良の技術導入の欠如

事例（インドネシア、ベトナムへの輸出）

日本のミャンマーへの石炭火力輸出の動向
 JICAの電力マスタープラン策定支援

日系企業による3案件の調査

課題は？
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＜国別＞石炭関連（採掘・発電等）投融資額（2007-2014）

出典：隠された石炭支援(NRDC, Oil Change International and WWF)3

＜金融機関別＞石炭関連（採掘・発電等）
投融資額（2007-2014）

出典：隠された石炭支援(NRDC, Oil Change International and WWF)4
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海外への石炭火力輸出支援と日本の方針

石炭への投融資規制を巡る国際的な動向

 2013年にオバマ大統領が規制強化を表明して以降
、英、仏、独、蘭、北欧諸国が規制強化を支持。
2015年9月末に非OECDの中国も国内外石炭火力
発電への公的支援の規制強化を表明。

 すでに世界銀行、欧州復興開発銀行（EBRD）、欧
州投資銀行（EIB）、米国輸出入銀行は石炭規制を
導入。

 民間銀行では、バンクオブアメリカ（米）、シティバン
ク（米）、クレディアグリコル（仏）などが石炭への投
融資削減の方針を表明。
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海外への石炭火力輸出支援と日本の方針

 日本再興戦略2014（2014年6月策定）：

高効率火力発電（石炭・LNG）の導入推進及び国
際展開：世界最高の技術水準による地球規模で
のCO2排出抑制のため、公的金融支援やトップ
外交を通じアジア・東欧等の新興国へ普及させる。

 財務省NGO定期協議（2013年10月）：

JBICの石炭火力発電事業への公的支援に関し
ては、我が国の方針として今後とも石炭火力の
導入が必要とされる場合には、その高効率化及
び低炭素化を図ることに貢献していく。
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• 日・インドネシア首脳会談 共同声明 2015年3月23日

• 戦略的パートナシップについての日本・マレーシア共同声
明 2015 年 5月 25 日

• 「日・メコン協力のため新東京戦略2015」2015 年 7月 4日

「両首脳は、気候変動対策及び電源としての高効率石炭火力
発電の重要性を確認するとともに、石炭火力発電へのOECD 
諸国による公的金融支援の継続の必要性を国際的な場におい
て共有していくことの重要性につき一致した。」

• タイ首脳会談 2015年7月4日

「安倍総理大臣からは，タイが目指す産業の高付加価値化等で協
力していきたい，高効率石炭火力への公的金融支援が必要との声
をASEAN諸国として発信して頂きたい旨述べました。」

海外への石炭火力輸出支援と日本の方針

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か

JBIC支援 世界平均

亜臨界圧 31％ 29％

超臨界圧 62％ 36％

超々臨界圧 7％ 29％

他／不明 0％ 6％

出典：Platts WEPP、2015年1月

JBIC支援の石炭火力と
世界平均との効率性の比較（2010-2018年に完成）
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火力発電におけるSOx、NOx排出量比較

出典：J-Powerウェブサイト

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か

JBIC支援事業のSO2除去技術（03～15年に支援した23件）

技術 割合

海水法脱硫装置 20％

半乾式循環流動床FGD方式 2％

流動床式 7％

湿式石灰石FGD方式 22％

湿式石灰FGD式 1％

低硫黄炭使用（脱硫装置なし） 36％

脱硫装置なし 11％

出典：Platts WEEP、2015年1月

JBIC支援の石炭火力発電設備のうち、
脱硫装置が設置されているのは約半分。

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か
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JBIC支援事業の微粒子（PM）除去技術
（03～15年に支援した23件）

技術 割合

ろ過装置（捕集用繊維フィルター） 3％

低温電気集じん装置 12％

不特定の電気集じん装置 79％

除去装置なし 6％

出典：Platts WEEP、2015年1月

JBIC支援の石炭火力発電設備のうち、適切な
微粒子除去対策が施されているのは約15％。

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か
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日本とJBIC支援の海外の石炭火力との公害対策技術比較

 NOx対策 = 選択触媒還元脱硝装置は？

 JBIC融資決定案件

＝ 当時の利用可能な最良の技術は導入されず

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か

発電所名 メジャ ビンタ ハイポ チレボ ミンダ 磯子2 磯子1 碧南5

所在地 IN VN VN ID PH JPN

出力（MW） 1320 1200 600 660 232 600 600 1000

運転開始時期 2017 2017 2013 2012 2006 2009 2002 2002

効率（蒸気条件） SC SC SUBC SC SUBC USC USC USC

SOx対策（ppm） 不明 123 63 227 245 10 20 25

NOx対策（ppm） 不明 111 438 404 365 13 20 15

PM対策（mg/Nm3） ≤ 100 150 200 29 50 5 10 5
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 JBIC環境レビュー結果の例 （汚染対策）

 大気質、水質、騒音の計画値は、現地基準を満たす計画と
なっている。 （チレボン）

 大気質の計画値は、現地基準及び世界銀行基準を下回る
計画である。 （タンジュン・ジャティB）

 大気(SO2、NOX、TSP)、温排水、水質等の計画値は現地基
準を満たし、国際基準にも概ね合致する／下回る。
（ミンダナオ、ハイポンII）

 大気質、水質、騒音の計画値は、現地基準を満たし、世銀基
準を概ね満たす （メジャ）

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か
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環境社会配慮確認のためのJBICガイドライン

環境社会配慮の適切性を確認するための基準
相手国及び当該地方の政府等が定めた環境に関する
法令や基準等を遵守しているか

世界銀行のセーフガードポリシー／国際金融公社の
パフォーマンススタンダードと適合しているか

適切と認める場合には、日本等の先進国が定めてい
る基準又はグッドプラクティス等をベンチマークとして
参照。大きな乖離がある場合には、相手国（地方政府
を含む）、借入人、及びプロジェクト実施主体者との対
話を行い、その背景・理由等を確認するとともに、必要
に応じ対応策を確認する。

?

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か
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 JBIC融資案件の問題

ex. チレボン （インドネシア）

生計手段への影響

小漁業（小漁具、養魚池）、貝
類採取、農業（コメ）、塩田

石炭降灰、粉塵

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か
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 JBIC融資案件の問題

ex. タンジュン・ジャティB 

（インドネシア）

漁業・農業への影響

石炭降灰、酸性雨？

健康への影響

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か
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 JBIC融資案件の問題

ex. ハイポンI 、II （ベトナム）

住民の生活への影響
日常生活・習慣の変化、作物の収穫
量の減少、水中生物への影響 等

大気汚染
石炭の粉塵、夜中の黒煙 等

水質汚染
廃水、灰処理池等

⇒住民が地方当局に苦情

・・・ 対応なし

Photos: GreenID

JBICは事業者からの情報のみに依存しない
確認・モニタリングをできているか？

JBICは相手国の法整備、行政能力など、ガバ
ナンスの弱さを考慮した審査をできているか？

日本が輸出する石炭火力は世界最高水準か

 JICAの電力マスタープラン策定支援

 「ミャンマー電力開発計画プログラム形成準備調査」

2013年～ ニュージェック、関西電力が受託

 2014年7月 概要発表

⇒ 2030年までに発電源として石炭火力33％等のシナリオも

 日系企業の調査

ex. ・モン州モーラミャイン（METI等／中部電力、三井物産）

・モン州イェ（東洋エンジニアリング系）
 碧南等への視察ツアー

・エーヤワディー管区ガヨーカウン（NEDO／三菱、J-POWER）
 磯子等への視察ツアー

・タニンダーリ管区タラブィン（丸紅、タイ企業）

「日本のクリーンコール技術で問題は起こらない」 18

日本のミャンマーへの石炭火力輸出の動向

相手国のガバナンスの弱さ

事業者の情報に依存したJBICモニタリング

利用可能な最良の技術は導入されず

?
地域住民のニーズは？
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日本とJBIC支援の海外の
石炭火力発電所との公害対策技術比較

 個別比較 ex. モン州イェ郡アンディン vs.碧南

発電所名 アンディン（JBIC見込） 碧南2号機 碧南1号機

事業者 TTCL 中部電力 中部電力

出力（MW） 640 X 2 1000 700

運転開始時期 2019 （予定） 2002/11 1991/10（2002）

効率（蒸気条件） 超々臨界圧 超々臨界圧 超臨界圧

SOx対策（ppm） 250-300 25 50（28）

NOx対策（ppm） 200 15 45（30）

PM対策（mg/Nm3） 50 5 10（5）

日本のミャンマーへの石炭火力輸出の動向
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日本とJBIC支援の海外の
石炭火力発電所との公害対策技術比較

 個別比較

ex. エーヤワディー管区ガヨーカウン vs.磯子

発電所名 ガヨーカウン（JBIC見込） 磯子新2号機 磯子新1号機

事業者 三菱・電源開発 電源開発 電源開発

出力（MW） 300 X 2 600 600

運転開始時期 2019 （予定） 2009/07 2002/04

効率（蒸気条件） 亜臨界圧 超々臨界圧 超々臨界圧

SOx対策（ppm） 35 10 20

NOx対策（ppm） 197 13 20

PM対策（mg/Nm3） 30 5 10

日本のミャンマーへの石炭火力輸出の動向


