
 

 

石炭火力発電所問題 

中嶋順一 

＊蒲生干潟近くに石炭火力発電所 

仙台市宮城野区の七北田川河口に蒲生干潟があ

ります。その北どなりが仙台港です。この仙台港

は 1960 年代に工事が進められ、蒲生干潟の半分以

上を埋め立て、1971 年に開港しました。現在仙台

港に石炭火力発電所が稼働しています。昨年の秋

（2017 年 10 月 1 日）から本格稼働を開始した石

炭火力発電所「仙台パワーステーション出力 11.2

万 kW（キロワット）」（以下仙台 PS）は、着工に至

るまで地元住民との合意形成を全く行うことなく、

まるで水面下で静かに計画されました（蒲生を守

る会だより No.67. 佐場野 2017）。気候変動など

を問題視している方々による工事計画開示請求に

より着工が判明しました（2016 年 3 月)。 

しかし、なぜこのように大きな施設が水面下で

計画されたのでしょうか？それには発電所の能力

である出力 11.2 万ｋWに仕掛けがありました。当

時仙台市の条例では 11.25 万ｋW 以上の発電施設

に対して建設前に付近の自然環境への影響を調べ

る、環境影響評価（環境アセスメント）＜以下、ア

セス＞の実施義務が開発事業者に対して課されて

いました。しかし、仙台 PS の計画出力がアセス義

務より 0.05 万ｋW少ない為にアセスを免れた訳で

す。仮にアセスを実施した場合は、計画が公にな

るので住民も自然への影響や自分たちへの影響に

ついて意見する機会などが与えられたはずです。

しかし、それは建設側としては計画の遅れや金銭

的負担が増える事などによって歓迎されないので

しょう。 

ところで経済産業省の電力調査統計によると電

力需要は、年々下がっています。背景に東日本大

震災後の電気料金の上昇や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

電力量はわずか 5 年(2010 年～2015 年)で 9.6%も

減少しました（図１）。今後、国の査定よりも需要

が低くなる試算もあります。つまり電力は余って

＜図１：日本における石炭火力新増設のビジネスリスクより＞ 



 

 

ゆくのです。政府は原発休止状態だから石炭火力

発電所という論理で、2014 年エネルギー基本計画

では石炭火力発電所を国のベースロード電源に位

置付けています。「原発か、石炭か」のような論理

です。しかし、原発メーカと石炭火力メーカが同

一であることから、企業保護的な政策ではないか

という意見もあります。 

石炭火力発電は他の火力発電システムに比べて

環境への影響が大きいので問題です。特に二酸化

炭素など温室効果ガスの排出量は飛びぬけて大き

く、石炭中に含まれる水銀の大気中への排出も大

きな問題です。中でも仙台 PS の場合、公害は宮城

県に電力は東京都へという経営も地元の反感を買

っています。 

蒲生を守る会としても、蒲生干潟に隣接する石

炭火力発電所である事に加え、地球規模での環境

汚染に対して問題意識を持って反対運動を続けて

います。 

＊運転差し止め訴訟 

2017 年 9 月 27 日に運転差し止めを訴え、近隣住

民を主とする原告団 124 名で仙台地方裁判所に提

訴しました（「仙台港の石炭火力発電所建設問題

を考える会」https://stopsendaips.jp/）。蒲生

を守る会は訴状の作成で環境パートを担当してい

ます。 

訴状の内容は、気候変動、健康被害、自然環境へ

の汚染問題などから構成されています。気候変動

では煙突から排出される二酸化炭素などの温室効

果ガスによって、地球温暖化に影響を与える可能

性を指摘しています。実際に石炭火力発電所が乱

立した場合には取り返しがつかなくなる恐れがあ

ります。 

健康被害では、最新のアメリカの医療系論文

（2017 年）で、PM2.5 が環境基準以下の低濃度で

も早期死亡の原因となる事が証明されました。こ

れは 2000 年から 2012 年の期間に、米国大陸のメ

ディケア（米国の医療保険）の全受給者

（60,925,443 人）を対象に行った調査結果です。

微小粒子状物質の PM2.5 （直径が 2.5μm 以下の

浮遊状粒子物質）では、低濃度でも早期死亡率が

増加する事が判明しました。仙台 PS の稼働によっ

て付近の死亡率が上昇する事を訴えています。 

環境問題では、環境権という権利を主張してい

ます。蒲生干潟とその周辺環境の生物多様性につ

いて、植物・虫・鳥・底生動物の生息状況を示して、

それらの希少な生態系に悪影響が及ばない保証が

ない事を訴えています。仙台 PS はアセスを行って

いないので、生態系への影響を評価する事が出来

ません。 

実害では水銀が長期間降下する事で、悪影響が

現れる恐れを指摘しています。生物濃縮を繰り返

し、最終的には水産資源を通して私達に水銀が取

り込まれる事になりますので、大変に問題です。

海洋中の水銀は近年無視できる程度ではなくなっ

てきています。 

マグロ類など水銀が含まれている事で厚生労働

省によって妊娠中の女性には摂取制限が規定され

ています「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する

注意事項：厚生労働省」。1995 年世界の人為発生源

からの水銀年間放出量は 1,900～2,200ton で、自

然起源の約 2,500ton/年とほぼ同程度とみられて

います。人為的には鉄鋼業やセメント生産そして

石炭火力が主な排出源ですが、石炭火力の灰をセ

メントの材料に添加して再利用していますので、

石炭火力では発電所の煙突から直接大気中に放出

される以外の水銀発生源がある訳です。水銀は揮

発性が高く煙突に着けるフィルターで除去しにく

く、大気中に放出されます。地表や水面に沈着し

た水銀は、微生物の代謝活動によりメチル化され

ます。メチル化された水銀は水圏で、プランクト

ン→底生動物や小型魚類→大型魚類といった食物

連鎖によって濃縮されます。食物連鎖の上位にあ



 

 

るマグロ類などやキンメダイなどの深海魚類は比

較的高濃度の水銀を含有しています。大型魚類は

海水に比べて1万倍から10万倍の水銀を濃縮して

いるとされています。食品中のメチル水銀はヒト

の消化器から吸収されやすい事が分かっています。 

＊再生可能エネルギーの問題点 

仙台PSに加えて仙台港にもう一つの石炭火力発

電所計画（出力 11.2 万 kW）がありました。四国電

力と住友商事の共同出資による、（仮称）仙台高松

火力発電所です（図 2）。バイオマス混焼石炭火力

発電（木材のチップなどを混ぜる事）とされます

が基本は石炭火力発電所です。現在仙台市のアセ

スを行っています。しかし 2018 年 4 月 10 日、私

達の運動の成果もあって四国電力が事業から撤退

しました。現在は住友商事単体で事業内容が木質

バイオマス混焼石炭火力から木質バイオマス専焼

火力（木材のチップのみ）の発電所に変更されま

した。木質バイオマス火力発電は再生可能エネル

ギー（以下、再エネ）の扱いになっています。事業

者の説明では、大気中にもともとあった炭素が樹

木によって固定された訳ですから、それを大気中

に戻しても差引ゼロで環境への負荷は「ゼロ」と

いった論理です。木質バイオマス発電では木材を

燃やして発電するにも関わらず CO2（二酸化炭素）

の排出量は「ゼロ」と計算されます。ものを燃やす

と CO2が出る事は子供でも分かる事で、これらの説

明には違和感しか覚えません。計算はどうあれ、

実際に CO2は大気中に排出されます。確かに炭素は

大気由来で固定されたものでしょうが、現在森林

は世界的に減少しています。環境省自然環境局に

よると 2000 年から 2010 年までの平均で毎年 520

万ヘクタールの森林が減少しています。東京都区

部の面積が約 62,760ha（東京都・都政情報 H30 年

3 月 1 日現在）ですから、毎年東京都区部の 82～

83 倍の面積の森林が失われています。伐採がまさ

っています。樹木を燃やして大気中に CO2を排出し

たら、それを固定する作業が追い付かないでしょ

う。そして元の森林は植林したから復活する訳で

はないのです。一度失われた生物多様性は人の手

でもとに戻す事は出来ないのです。木質バイオマ

ス火力発電を再エネとして適切に利用する条件は、

小規模であることや、営林等の伐採樹木の部分で

も木材利用の出来ないものを熱エネルギーとし発

電に回すやり方や、解体材料の最終的な処分とし

て熱利用するなどが適切です。なぜなら、それ以

外ですと燃料の安定供給の為にどこかで森林破壊

が起きるからです。また、燃料となる木材の運搬

が外国からだと、船で運搬するために、船の燃料

である重油を多量に消費します。これでは本末転

倒です。石油資源を利用していますし、その時点

で CO2を排出しています。木質バイオマス発電は、

地域と密着したもので、小規模な施設でないと再

エネとして成り立たないと思われます。 

蒲生地区にはこの他、レノバ社による木質バイ

オマス専焼の火力発電計画があります。震災後仙

台市によって、計画的に住民は追い出されました。

そして、住民が暮らしていた跡地に、仙台港の拡

大開発計画で誘致されました。先に述べた通り木

質バイオマス火力発電の問題点（レノバは北アメ

リカから木材を輸入する計画）が解決しない上に、

完全に惨事便乗型のビジネスとして悪質です。 

最近の企業や政府は事業に都合の良い部分を誇

大宣伝する事で、あわよくば私達を欺く方法を取

っています。私自身問題が何なのかという事を、

この様な活動に参加する事で理解出来ました。 

これらの事柄に対する危機感から私たちを含む

地球規模の問題として、電力が余って行く現状で

石炭火力等を増やさない為にも運動を続けて行き

ます。
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