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現在までに知られているウランの70%はオーストラリアに埋蔵されている。

ウランは地殻や海水中に微量ながら広く分布している元素であり

原子番号 92 の元素

単体では銀白色の金属
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中性子

原子核を構成する要素（ほとんどの原子の原子核は、陽子と中性子から構成される）．中性子は核分裂によっての 

みえられるので自然界には存在しない



http://www.fepc.or.jp/learn/hatsuden/nuclear/kakubunretsu/index.html



電力の安全・安定供給
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配電部門の取り組み

防災の取り組み
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安全への取り組み

中部電力の火力発電所

水力発電について

お知らせ

水力発電のしくみ

安全への取り組み

中部電力の水力発電所

新エネルギーについて

お知らせ

新エネルギーとは

新エネルギーへの取り組み

国の新エネルギー導入目標

新エネルギー関連データ

火力発電は、石油などの燃料を燃やして得られた熱エネルギーを、発電設備によって電気エネルギーに変えて

取り出すものです。

汽力発電方式

汽力発電方式のしくみ

重油やLNG（液化天然ガス）、石炭などの燃料を燃やして、ボイラーで高温・高圧の蒸気を作ります。この蒸気

を使って蒸気タービンの羽根車を回すことで、タービンにつないだ発電機を動かし発電します。当社の多くの火

力発電所がこの方式です。

石炭火力発電所の例

中部電力の汽力発電方式火力発電所

四日市・尾鷲三田・知多・武豊・西名古屋・渥美・知多第二・川越・碧南火力発電所

コンバインド・サイクル発電方式

コンバインド・サイクル発電方式のしくみ

発電に使った熱を再利用して、また発電に使う方式です。 

はじめに燃料のガス（LNG）を燃やすと、熱が発生すると同時に、そのガスの体積は急激に膨張します。この膨

張の力を利用してガスタービンの羽根車を回します。ガスタービンから出た排気ガスはまだ高温なので、次にこ

れを再利用して、高温・高圧の蒸気を作り、蒸気タービンを回します。 

こうして2つのタービン（「ガスタービン」「蒸気タービン」）を回すことにより、効率よく発電できます。

LNG（えるえぬじー）

所在地一覧「PR展示施設」

環境への取り組み「火力発

電所の取り組み」

ビデオ・DVDの貸し出し

展示施設などを利用したい

のですが、どんなところが

ありますか？

よくあるご質問一覧へ

火力発電について

Webギャラリー「60の人と灯」美しい
写真とメッセージをご紹介

中部電力のプルサーマル計画に
関する、これまでの経緯や公開情
報について

太陽光発電や風力発電などの
新エネルギーについて、分かりや
すくご紹介

火力発電について

火力発電のしくみ
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個人情報のお取扱いについて ご利用にあたって 初めてご利用の方へ 携帯版ホームページのご案内 ENGLISH

運搬場から陸揚げされた石炭を貯炭場に積付し、コ

ンベアでボイラーに送ります。

貯炭場

貯炭場から送られてきた石炭を、細かい粉状にして

燃焼します。この燃焼の熱を利用して、ボイラー水を

高温・高圧の蒸気にしタービンへ送りこみます。

ボイラー

ボイラーで作られた高温・高圧の蒸気はタービンを毎

分3,600回転という高速で回転させ、これに直結して

いる発電機が電気を起こします。

タービン発電機

発電機で起こされた電気を遠くへ無駄なく送るため、

この変圧器で27万5,000Vなどの高電圧に高めます。

この後、送電線を通って各地に送られています。

変圧器

ガスタービンを回転させた高温の排気ガスの熱を利

用して、蒸気を作ります。

排熱回収ボイラー

蒸気の代わりに高温・高圧の燃焼ガスでタービンの

羽根車を回転させて発電します。

ガスタービン

中部電力のコンバインド・サイクル発電方式火力発電所

新名古屋・四日市・川越火力発電所

発電所の主な設備

汽力発電方式発電所の主な設備

コンバインド発電方式発電所の主な設備
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TOP > もっと詳しく原子力 > 原子力発電のしくみ（沸騰水型原子力発電所のしくみ） 

 

原子力発電のしくみは? 

沸騰水型原子力発電所のしくみ 

 原子炉で発生する熱で蒸気を作り、その蒸気でタービンを回して発電するのが一般的な原子力発電です。我が国で使用している商業

用の原子炉には、沸騰水型軽水炉（BWR、原子炉の中で蒸気を発生させる）と加圧水型軽水炉（PWR、原子炉でつくられた高温高圧の

水より、蒸気発生器で蒸気を発生させる）があり、双方とも発生した蒸気はタービンに送られ、タービンを回転させます。タービンの回転

は発電機に伝えられ、発電が行われます。 

 志賀原子力発電所では、原子炉圧力容器の中で水を直接沸騰させて蒸気を作る沸騰水型軽水炉（BWR）を採用しています。 

 原子炉圧力容器の中には、ウラン燃料と水が入っており、ウランの核分裂によって発生した熱は、燃料棒の間を流れる水に伝えられ、

水は高温・高圧の蒸気になります。この蒸気は主蒸気管によりタービンに導かれ、タービン・発電機を回して発電します。タービンを回し

たあとの蒸気は復水器で海水によって冷やされ水に戻り、原子炉給水ポンプで再び原子炉圧力容器の中へ送り込まれます。 

 

｜←back｜ もっと詳しく原子力トップページへ｜ next→｜  

原子力発電情報トップページへ 
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発電方式別の発電原価試算結果（1kWh当たりの発電費用）です。 

    経済産業省、エネルギー白書 2008年度 
 

 発電コスト比較

発電方式 発電単価（円／kWh） 設備利用率（％）

水力 8.2～13.3 45

石油 10.0～17.3 30～80

ＬＮＧ 5.8～7.1 60～80

石炭 5.0～6.5 70～80

原子力 4.8～6.2 70～85

太陽光 46 12

風力 10～14 20

 

1kWhあたりエネルギー別コスト比較表。灯油のコスト（円/kWh）を1とした場合です。 

     石油情報センター 2009/11 
 
やはり灯油はエネルギーとしては経済的です。 

 エネルギー別コスト比較

燃料種類 東京都 全国平均

灯油 1 1

電気（夜間） 0.88 1.08

電気（昼間） 3.33 3.68

都市ガス 1.21 1.69

ＬＰガス 2.14 2.47

 

新エネルギーの発電単価です。 

   ＮＥＤＯ 
 
カリフォルニア州モハベ砂漠で2009年イーソーラーが設置した5メガワットの太陽熱発電所で
は、1ｋｗ時当りの発電コストは10セント（約9円）と石油火力発電に匹敵します。 
 

 新エネルギー発電比較

発電方式 発電単価（円） 設備利用率
（％）

年度

太陽光 46／kWh 12 2008

風力 10～14／kWh 20 2008

ソーラーシステム 6～7円/GJ ー 2007

太陽熱温水器 4～5円/GJ ー 2007

コージェネレーショ
ン産業用

9～10円/kWh ー 2007

コージェネレーショ
ン民生用

15～20円/kWh ー 2007

廃棄物発電 9～15円/kWh ー 2007

廃棄物熱利用 8～12円/GJ ー 2007

温度差エネルギー 8～12円/GJ ー 2007

地熱 21円/GJ ー 2007

燃料電池 28円/kWh ー 2007

 

   

 

 

上へ ガイドマップ ホーム

OGISデータセンター 天然ガス発電を用いたグリーンDC 信頼度の高い設備が1ラック87,000円～ www.ogis-ri.co.jp/

電気を蓄電、太陽光の蓄電 太陽光の電気を夜間に使う。 深夜充電・太陽光を蓄電 www.eco-energy.jp/

ソーラーランタンの灯を 太陽光発電ランプで避難している人々 に希望の光を！ 【国連UNHCR協会】 japanforunhcr.org/topnews

[ PR ] エビアンや水のモニター その他にも生活商品多数！無料でちょーお得なモニターランド
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