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　東北電力グループでは、地球温暖化対策

を経営の重要課題と位置付け、これまで再

生可能エネルギーの開発や火力発電の高

効率化、環境にやさしいヒートポンプ電化の

推進など、CO2排出削減に積極的に取り

組んできました。

　こうした中、2020年10月に日本政府より

2050年カーボンニュートラルを目指すこと

が示されるなど、社会全体にとって、地球温

暖化への対応はこれまで以上に重要な課題

となっています。

　このような状況を踏まえ、当社グループは

2021年3月に、「東北電力グループ“カーボン

ニュートラルチャレンジ2050”」を取りまとめ、

「再生可能エネルギーと原子力発電の最大限

活用」「火力電源の脱炭素化」「電化とスマー

ト社会実現」の3つの柱を中心にCO2排出削

減を加速していくことといたしました。

　当社グループは、地域やお客さまによりそ

う企業として、持続可能な社会の実現に向

けて、カーボンニュートラルに積極的に挑戦

していきます。

東北電力グループ

04Tohoku Electric Power Group

東北電力グループ中長期ビジョントップメッセージ 東北電力グループとは 企業価値創造を支える経営基盤の進化戦　略 会社情報財務情報イントロダクション 特　集

特集



カーボンニュートラルの実現に向け、
2030年度のCO2排出量について、
2013年度実績から半減することを目
指します。

2013年度比
半減を目指す

4,563万t
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上記取り組みに加え、国で検討しているカーボン・クレジット市場の活用等についても検討していく

2
火力の
脱炭素化

LNG火力：水素・アンモニア利用による脱炭素化

石炭火力： バイオマス・アンモニア利用による脱炭素化

FS

FS

実証

実証

実装検討

実装検討

本格運用へ（混焼率拡大・専焼化等検討）

本格運用へ（混焼率拡大・専焼化等検討）

非効率電源のフェードアウト、CCUSの検討

1
再エネと原子力の
最大限活用

再エネ

早期再稼働および稼働率向上

再エネの最大限の活用に向けてコスト低減を図りながらネットワーク整備
（系統整備やデジタル化による高度化、余剰再エネの蓄電・P2G等）

さらなる拡大

原子力

電力系統

2030 2050

3
電化と

スマート社会実現

電 化
家庭・業務（ヒートポンプ電化など）

運輸（電気自動車の普及促進など）
産業（生産プロセスのエネルギー転換など）

自家用太陽光・蓄電池サービス
分散型エネルギーを活用したVPP事業（再エネアグリゲート事業を含む）などの積極的な展開

スマート
社会

2030年以降の早期に200万kWの開発
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能代火力における
ブラックペレット混焼

事業性
評価 本格運用に向けた検討

栽培試験 燃料製造検討

詳細検討・実証

当社の発電所遊休地での 
バイオマス原料製造

2021 2022 2023 2024 2025 2026~

想定スケジュール

LNG火力の脱炭素化に向けた
水素およびアンモニア混焼実証

石炭火力の脱炭素化に向けた
ブラックペレット混焼実証

　水素およびアンモニアは燃焼時にCO2

を排出しないことから、カーボンニュートラ
ル実現に向けたエネルギー源として期待さ
れています。
　発電への利用にあたり、燃焼安定性の確
認等が必要となることから、新潟火力発電所
5号系列（新潟県新潟市、10.9万kW、天然
ガス）において実証を進めることとしました。

　当社企業グループでは、共同火力も含め
て木質バイオマス燃料の混焼に取り組んで
います。
　能代火力発電所（秋田県能代市、計180

万kW、石炭）においては、さらなるバイオマ
ス燃料の混焼率向上を目的として、木質チッ
プよりも高い熱エネルギーを有するブラック
ペレット※の混焼実証に取り組んでいきます。

　また、水素およびアンモニアは、燃料の
調達・確保といったサプライチェーンが確
立されていないという課題もあることから、
この実証を足掛かりに、実機での実証を進
めるとともにサプライチェーンの発展にも
貢献していきたいと考えています。

また、石炭火力の脱炭素化に向けて、ブラッ
クペレット混焼の他、アンモニア混焼につい
ても事業性評価等を行っていきます。　
　バイオマス燃料の安定的な調達・確保を
目的として、当社発電所の遊休地を活用し、
バイオマス燃料の原料製造の実証にも取
り組んでいきます。
※ブラックペレット：木材を加熱して半炭化させたバイオマス燃料

想定スケジュール

新潟火力における
水素／アンモニア焚き実証

事業性
評価 実証

事業性評価・詳細検討 実装検討

実証で得られた
知見を展開詳細検討・

設備改造

水素／アンモニア混焼・
専焼設備実装検討

2021 2022 2023 2024 2025 2026~

木質チップ

ブラックペレット

「ブラックペレット混焼」のイメージ

木質チップ
（未利用材）

払出設備
（コンベヤ）

バンカ/ミル
（粉砕機）

ブラックペレット

ボイラ石炭

「水素/アンモニア混焼」のイメージ

水素/アンモニア

蒸気タービン 発電機 煙突ガスタービン 排熱回収ボイラー

燃料（天然ガス/LNG）
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再生可能エネルギーの最大限の有効活用

再生可能エネルギー導入拡大に向けた
電力ネットワークの高度化への取り組み

　安定供給の維持と再生可能エネルギー
導入拡大を実現するため、電力ネットワー
クの環境整備を進めていきます。
　具体的には、東北北部募集プロセスや
東北東京間連系線等の系統整備計画の
着実な推進、ノンファーム型接続※1をはじ
めとした日本版コネクト&マネージ※2等の
既存系統の有効活用、需給・系統運用技
術の高度化や再生可能エネルギー出力予
測精度のさらなる向上などの技術的課題
への対応に取り組んでいます。

※ 1 ノンファーム型接続：他の電源が稼働していない間など、
電力系統に混雑が発生しない時間帯を活用し、新規の
接続を可能とする方法

※ 2 日本版コネクト&マネージ：既存の電力系統を最大限に
活用するための取り組みの総称

CO2メタン変換試験装置（ラボ装置）

「メタン変換」のイメージ

メタン化触媒

再エネ由来水素を活用した
火力由来CO2のメタン変換に関する研究

※CCUS：二酸化炭素回収・有効利用・貯留

　CCUS※技術の一つである「火力由来
CO2のメタン変換」について、静岡大学と
共同研究を進めています。
　火力発電所で発生したCO2と再エネを
活用して製造した水素を結合してメタンを
合成し、LNG火力の混焼用燃料等への再

利用を目指しています。この技術は火力由
来のCO2の削減および有効利用につなが
ります。
　現在はCO2をメタンに変換する装置の
大型化やメタン化触媒の長期耐久性等に
関する検討を行っています。

P52

関連  水素製造技術を活用した再生可能エネルギーの出力変動対策に関する研究

メタン変換
風力 太陽光

研究範囲
CO2

LNG火力

再エネ由来水素
CO2循環

想定スケジュール

研究室での試験
・CO2処理量増大
・触媒の長期耐久性等

小規模実験施設
での試験

大規模実証施設
での試験

知見等を展開 知見等を展開

2021 2022 2023 2024～2027 2028～2030

再生可能エネルギー電源に由来する電気をお届けする
オプションプラン「ecoでんきプレミアム」の提供

　本来の電気料金に、CO2フリー価値相
当分の料金を上乗せしてお支払いいただく
ことで、当社の水力発電所や地熱発電所と
いった再生可能エネルギー電源に由来す
る電気をお届けするご家庭向けオプション
プランを提供しています。
　これにより、ご加入いただいたお客さま
の電気のご使用によるCO2排出量をゼロ
にすることができます。

P47

関連  暮らし・ビジネス関連サービス

東北6県および新潟県の
水力・地熱発電所 ご家庭のお客さま

CO2フリー料金含む
電気料金

再エネ電気

証明書を発行

ご加入特典
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　国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）、東芝エネルギー
システムズ（株）、岩谷産業（株）、旭化成（株）
とともに、東北電力および東北電力ネット
ワークは、福島県浪江町で、再生可能エネ
ルギーを利用した世界最大規模の水素製
造施設「福島水素エネルギー研究フィールド
（Fukushima Hydrogen Energy Reseach 

Field（FH2R））」の実証運用を2020年2月
から開始しています。
　本施設は再生可能エネルギーなどから
毎時1,200Nm3（定格運転時）※の水素を
製造する能力を持ち、電力系統に対する需
給調整を行うことで、出力変動の大きい再
生可能エネルギーの電力を最大限利用す
るとともに、クリーンで低コストな水素製造
技術の確立および「Power-to-Gas」の実
用化に向けた技術の確立を目的として、
2023年2月末までの実証期間において、
各種制御システム（水素エネルギー運用シ
ステム、電力系統側制御システム、水素需
要予測システム）や水電解技術のさらなる
高度化を目指します。
※Nm3（ノルマル立方メートル）：0℃、1気圧における乾燥状
態の気体の体積を表す単位

本事業はNEDO「水素社会構築技術開発事業/水素エネルギーシステム技術開発/再エネ利用水素システムの事業モデル構築
と大規模実証に係る技術開発」の一環として実施しています。

完成した福島水素エネルギー
研究フィールド（FH2R）

水素社会の実現に向けた取り組み
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