
 

    

第 7回技術評価委員会

資料 4-2-12 

 
 
 
 

 
 
 
「熱水利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラント

の開発／10MW 級プラントの開発」 

事後評価報告書(案)概要 

 

 

 

目  次 

（頁） 

 

1.分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・  １ 

 

2.プロジェクト概要・・・・・・・・・・・  ２ 

 

3.評価概要(案) ・・・・・・・・・・・・・  ４ 

 

4.評点結果 ・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 
 



 

1    

新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価委員会 
「熱水利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラントの開発 

／10MW 級プラントの開発」（事後評価） 

分科会委員名簿 
 
 氏名 所属、役職 

分科会長 黒川
くろかわ

 淳一
じゅんいち

 
横浜国立大学 工学研究院 システムの創生部門 
教授 

西山
にしやま

 孝
たかし

 京都大学 大学院 エネルギー科学研究科 教授 

赤池
あかいけ

 学
まなぶ

 
株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 
代表取締役 所長 

板倉
いたくら

 賢一
けんいち

 室蘭工業大学 工学部 情報工学科 教授 

齋藤
さいとう

 武雄
たけ お

 
東北大学 大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 
教授 

分科会委員 

辻田
つじ た

 誠
まこと

 
東京電力株式会社 火力部 
火力エンジニアリングセンター 主任 

敬称略、五十音順 
 

事務局：新エネルギー・産業技術総合開発機構技術評価部 
 



 

2    

制度名 ・サンシャイン計画 
・ニューサンシャイン計画 

事業名 熱水利用発電プラント等開発 
バイナリーサイクル発電プラントの開発 
１０ＭＷ級プラントの開発（熱水系統試験） 

事業の概要 大量に賦存しながらも、未利用になっている中高温熱水(150～200℃)型地熱資源
の有効利用を図るため、地熱熱水を強制的に汲み上げ、熱水の持つ熱エネルギーを熱
交換器において二次媒体(低沸点媒体)と熱交換して、二次媒体の蒸気により発電する
ダウンホールポンプ適用バイナリーサイクル発電プラントの開発を行い、地熱バイナ
リー発電の有用性を実証した。 

１．NEDO の関与の必要
性・制度への適合性 

我が国においてバイナリーサイクル発電に適用できる中高温（150～200℃）熱水
資源の開発可能発電量は、69 地区で 440 万 kW（発電期間 30 年）と推定されている。 
中高温熱水地熱資源は多量に賦存すると推定されているものの、この資源を発電に
利用できる技術、すなわちダウンホールポンプ適用バイナリーサイクル発電技術が確
立していないため、現在未利用となっている。国産エネルギー資源に乏しく、地球環
境問題に関する国際貢献を求められている我が国において、バイナリーサイクル発電
が可能となれば、地熱発電量の増大に大きく貢献する。 

２．事業の背景・目的・位置
付け 

本プロジェクトでは、これまで経験のない中高温熱水の貯留層評価、低温で還元す
る場合のスケール評価、世界でも例のない 200℃における水中モーター駆動式ダウン
ホールポンプを開発し、その適用によるバイナリー発電プラントの安定運転を実証す
ること、コストメリットを追求した大型バイナリータービン発電の実証を目指してい
る。したがって本研究開発は新規性のある研究開発であり、かつ技術の実証を目的と
している研究開発の性格を有している。 
バイナリー発電技術は地熱エネルギー利用拡大技術として有望であると同時に、現

在実証されていない技術開発要素があることから、未利用の中高温熱水エネルギー利
用技術として長期的視点に立って研究を行う必要がある。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

本プロジェクトは、未利用資源である中高温熱水型地熱資源を有効利用するため
にダウンホールポンプ適用バイナリープラントを開発し、その有用性を実証すること
が目的である。そのため、10MW 級デモンストレーションプラントを開発し、ダウン
ホールポンプ等これまでの研究成果を実証するとともに、経済性の把握をすることが
必要である。 
そこで、実証試験として当初、第１期の熱水系統試験、第２期の媒体試験、およ

び第３期の発電試験を計画したが、情勢変化を考慮し、第１期の熱水系統試験のみを
実施することとした。 
(1) 目標 
大分県菅原地区における熱水系統試験（5MW 級相当）では、ダウンホールポンプ（Ｄ

ＨＰ）により地熱水を連続（１年間）して汲み上げ、清水と熱交換して低温還元する
ことにより、貯留層評価、スケーリングの検証評価、ＤＨＰの長期耐久性・安定性の
確認等を行う。 
①貯留層評価 
30 年以上の継続した 10MW 級バイナリー発電が可能である貯留層規模を確認する。 

②スケーリング検証評価 
 各還元温度での還元井、配管、熱交換器でのスケール付着状況把握を行う。 
③ＤＨＰ長期耐久性及び安定性評価 
 ＤＨＰの 1年間の安定した連続運転を検証する。 

４．事業の計画内容 熱水系統試験では、ダウンホールポンプにより地熱水を連続して汲み上げ、清水と
熱交換して低温還元することにより、プラントの経済性を左右する最大の要因となる
貯留層評価・スケーリングの検証評価・ダウンホールポンプの長期耐久性・安定性の
確認等を行う。             特別会計（電多）   (単位：百万円)

S58fy S59fy S60fy S61fy S62fy S63fy H1fy 
145 264 496 1335 1683 1174 656 

H2fy H3fy H4fy H5fy H6fy H7fy H8fy 
630 717 281 800 135 380 430 

H9fy H10fy H11fy H12fy   総額 
454 650 613 299   11,162 

省内担当原課 通商産業省工業技術院 
産業技術環境局研究開発課（現在） 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 地熱開発室 

年度別予算額 
 

 
 
 
 

研究開発体制 
 
 

委託先 ダウンホールポンプの開発（S58～H4） 
㈱荏原製作所、電源開発㈱ 

10MW級プラントの開発（S60～H12） 
 電源開発㈱（S60～H12）㈱荏原製作所（H5～H12） 
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 再委託先 三菱電機㈱、住友電気工業㈱、出光興産㈱（S58～H12） 
５．実用化、事業化の見通し 自噴する坑井ないしはラインシャフト式のダウンホールポンプを用いたバイナリ

ー発電所は、我が国では稼働していないものの世界では 20以上の発電所で発電を行
っている。また、旧サンシャイン計画の一環として、本プロジェクト以前に行われた
1000kW級のプラントでの実績をふまえ、未利用熱水の生産が可能であれば、それ以
降のプラント建設には障害は少ないと考えられる。国内でも現在、自噴坑井を利用し
たバイナリー発電所の建設に着手しており一連の研究による実用化が図られたと考
えられる。最近、我が国において電気事業者による新エネルギー等利用に関する特別
措置法案が批准され、対象電源として地熱発電も含まれた。また、平成 13年度より
導入されたバイナリー発電設備の設置に対する地熱発電開発費補助金制度とバイナ
リー発電実績との相乗効果によりバイナリー発電所が今後増加する可能性がある。 
この世界初の 200℃における水中駆動式ダウンホールポンプを用いたバイナリー

プラントの実用化に関しては、蒸気を用いた既存の大規模発電に比べかなり高額とい
う試算結果となっており、経済性が大きな要因となる。コスト高の要因はダウンホー
ルポンプの価格にあり、今後実用台数の増加によりコストダウンが見込まれる。 
温度 200℃の坑井内という過酷な条件下で使われる特殊な水中ポンプであるため、

当面バイナリー発電所以外の需要は考えられず、国内だけでは量産効果は期待できな
い。しかし、海外においてラインシャフト式ダウンホールポンプを用いたバイナリー
発電所からの問い合わせが来ていることや、我が国における新エネルギー等利用に関
する特別措置法案やバイナリー設備に対する新技術発電施設設置費補助などの施策
によるバイナリー発電の普及によりコストダウンが見込まれ事業化の可能性がある。 

６．今後の展開 ・バイナリーサイクル発電プラントの発電技術は既に海外の実績も多く、国内にも導
入されつつあり、これ以上の研究は民間に任せてよいと考える。 
・技術開発項目は研究開発を完了し、経済性努力および課題の改良は民間に委ねるも
のと考える。 
・今後は媒体、発電の実証は民間主体に任せ、立地上の直接利用技術の発展と併せた
トータル的な地熱開発の中で、今後未利用の中高温熱水がバイナリー発電により利用
されることが期待できる。 

７．中間・事後評価 平成 6年度の中間評価では、10MW級バイナリーサイクル発電プラントの経済性
を左右する最大の要因となる貯留層評価及びスケーリングの問題に関し、ダウンホー
ルポンプの長期運転試験に併せて実坑井を使用した予備的な貯留層評価試験及びス
ケーリングに関する検証を行うとともに、予備的貯留層評価試験及びスケーリングに
関する検証をある程度終えた段階で再度評価を行うとの結論であった。 
平成 11年度のプレ最終評価では、これから予定されている菅原地区における熱水

系統試験の成果次第で、DHPの実用化は左右される｡海外への普及に対する展望を開
くためにも、予定されている DHP の長期運転試験､スケーリングの検証等を確実に
実施した上で、バイナリーサイクル発電技術の問題点と成果を整理すべきであるとの
結論であった｡ 

８．研究開発成果 特許（出願）数：12（12）件、査読論文数 6件、新聞発表数 4件 
査読なし論文数 9件、総説・解説・著書 14件、口頭発表 17件 
国際学会ﾌﾟﾛｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 4件、報告書・社内報等 5件 
基本計画の変更 なし 
変更内容 本研究開発では第 1 段階の熱水系統試験によるダウンホール

ポンプの耐久性の検証、菅原地域の貯留層発電能力の確認、熱
水のスケールの付着状況の確認して終了し、次の段階の媒体、
及び発電試験へは移行しないこととした。 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 ・中間評価（産業技術審議会エネルギー・環境技術開発部会評
価委員会地熱評価小委員会）〈H6年度〉 
・プレ最終評価（産業技術審議会評価部会地熱技術開発評価委
員会（バイナリーサイクル発電技術））〈H11年度〉 

10． 今後の事業の方向性 
 

 

作成日 平成１４年７月  日 
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「熱水利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電

プラントの開発／10MW 級プラントの開発」 

（事後評価）評価概要（案） 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
未利用地熱（国産）エネルギーの活用、ＣＯ２排出量の削減などの観点から重

要な国のプロジェクトであったと言えるが、多額、長期にわたる研究開発事業
にも拘わらず、所定の成果を得ることが出来ないまま終了してしまった。 
 これは、全ての試験項目が DHP（ダウンホールポンプ）の健全運転を前提と
して計画されたためであり、その長期耐久試験における故障の原因は、技術の
狭間の問題に起因するところが大きい。すなわち、マネジメント体制に問題が
あり、特に全体を統括できる責任者が最後まで設置されなかった影響が大きか
ったものと思量する。 
なお、従来、着目されていなかった中高温熱水を利用した地熱発電をターゲ
ットとした点や、世界に類をみない DHPの開発は、独創的かつチャレンジ性が
高いものと評価できる。 

 
２）今後に対する提言 
地熱資源の開発は、我が国のエネルギー政策にとって重要であり、マネジメ
ント面の改善を前提として、引き続き検討していくべき課題である。既存の技
術を総括して体系付け、地熱開発の全体像を再構築することが望まれる。 
現状では、本事業で開発された技術はまだ実用化のリスクが高いので、経済
性と持続性とを実証するような研究開発が望まれる。事業化には、派生熱を利
用したバイオマス利活用技術とのハイブリッド化や、地方自治体との連携、国
際協力も考慮していくべきであろう。 
なお、本事業では、高度技術の狭間で起こる既存技術の軽視によりトラブル
を惹起したものと言えるが、今後とも必要な技術は目的完遂までやり抜くとい
う視点が必要である。また、責任者不在が開発を長期化させ、最終の技術評価
をも困難にしている。今後の国のプロジェクトにおいては、最後まで責任を持
って全体に目を配る統括責任者の配置を強く求めたい。 
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１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
中高温熱水利用の地熱開発は経済的なリスクが高いことから、民間による開
発は困難であり、NEDO（国）の関与は妥当であった。 
地球温暖化ガスの抑制やエネルギーセキュリティーの確保の点で政策課題の
解決に資するものであり、地球環境時代を見越して再生可能エネルギーの開発
に着手した点も評価できる。開発に成功すれば、国としての国際競争力に資す
ると考えられる。 
今後は、地熱エネルギーの政策的位置付けを明確にした上で事業の妥当性の
事前評価を行ない、経済性の高いシステムの構築およびプラント候補地の規制
問題などに対して、国策としての取り組みを推進すべきである。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
プロジェクトは長期にわたるが、最後まで統括責任者が設置されず、推進・
実施者、推進委員会による意思決定や責任所在も不明瞭であった。DHPの度重
なるトラブルは、いずれも技術のインターフェースの問題に起因するものであ
り、継続して統括する責任者が設置されていれば回避できた可能性もある。 
また、技術動向や市場ニーズなどの情勢変化に対する見直しが十分ではなく、
目標達成のために人材や資金の集中的投入や競争原理の導入なども検討すべき
であった。計画も柔軟性に欠けており、発電プラントの開発と DHPの実証試験
を分けた計画も検討すべきであった。 
なお、海外のラインシャフト方式に対して、高い技術力が必要な水中モータ
方式を目標とした計画は意欲的であり評価できる。しかし、10MW 級プラント
の開発計画は、海外の小規模モジュールの普及を考慮すると、地域特性を配慮
した多様な開発計画も検討すべきであった。 
 
３）研究開発成果について 
高温の水中モータ方式の DHPという新しい技術に世界で初めて挑戦し、技術
課題を克服した点は評価できる。しかし、その後の熱水系統試験においては、
DHPを長期に稼働させることはできず、目標を達成できないまま終了した。 
貯留層の評価では、モデル化により 30年間にわたる岩体の温度履歴を求める

など一定の成果が得られたが、スケーリング評価においては、熱水系統試験が
予定通り行われなかったため、一部の評価を外挿とし、その信頼性はあまり高
くなかった。 
全体として、成果は目標値をクリアすることが出来ず、特許の出願数、論文
の発表数とも、投資費用の割には十分ではない。成果の広報も不足しており、
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自治体を巻き込だアピールなども考慮すべきであった。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
このプロジェクトの成果のうち、DHPは、プラントにおける実証試験には至
らなかったものの、技術的な壁を克服していることから、実用化の可能性はか
なりある。DHPの用途は限られるが、自噴力の落ちてきた既存の地熱プラント
などへも応用できるだろう。スケーリングの評価技術は、一部に適用できるレ
ベルにあるが、貯留層の評価技術は、実用化にはやはり長期試験による検証が
必要であろう。 
バイナリーサイクル発電は、地球環境、エネルギーセキュリティーの点で重
要性が増していくと考えられるので、長期的視野に立って事業化に取り組むべ
きである。しかし、今回の成果のみでは実用化・事業化のリスクを十分に回避
できていない。今後は、今回検討されなかった発電系統を含めて、さらに技術
的、経済的検討や開発地域の問題等に取り組む必要があろう。また、普及には、
売買電の優遇措置など、政策サイドの大胆な転換も不可欠である。 



 
 

 成果に対する評価 
10MW 級プラント
（貯留層／スケーリ
ング）に関する技術
開発 
 

貯留層の計算モデルを精緻化し、高温岩
体との中間領域における岩体の温度履歴
し、30年間継続する貯留層規模をある程度
とは評価に値する。しかし、実際の複雑な
対して、今回適用した不均質モデルによる
の妥当性については、今後のフィールドに
が必要であろう。 
スケーリング評価については、スケール
想範囲内の微量であることを確認した。し
系統試験を完遂できなかったため、一部の
に留まり、汎用的な結果を得るまでには
い。 
本要素技術の開発は、DHP開発とは別

計画の進行具合に合わせて成果を求めても

ダウンホールポンプ
に関する技術開発 

DHP の開発では、前例の無い高温熱水
るシステムを実現し、実坑井における長期
成功した点で、高く評価できる。 
 しかしながら、その後の熱水系統試験で
が生じ、目標値をクリア出来なかった。D
的欠陥に起因するものではなかったが、地
有な問題であることから、地熱開発に対す
さが指摘された。12年の期間がありながら
題点を抽出できなかったことにも疑問を感
地熱開発では予期せぬトラブルが多いこ
期試験により問題点の洗い出しと対策が必
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要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

 
実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

体と常温岩
を明らかに
確認したこ
地質構造に
貯留層評価
おける検証

付着量は予
かし、熱水
評価の外挿
至っていな

に実施して、
良かった。

貯留層の評価は、現在のレベルでは最高のモデ
ルを用いており、一部は適用できるレベルにある
ものの、境界条件の与え方等に課題があり、実用
化には、長期試験による検証や汎用性の確認が必
要である。 
スケーリングの評価は、通常の熱水利用型地熱
発電の技術を用いており、化学平衡理論等により
精度向上も考えられるが、実用化にはやはり長期
試験による検証が必要である。スケールの析出は、
熱水の成分依存性についての検討も行うべきであ
る。 

より詳細に、貯留層や熱水量の特質、特性などを調査し
て、バイナリーサイクル発電に適した熱水資源量の調査の
精度を高めるべきである。 
立地条件を緩和するために、より広い熱水温度条件で稼
働するバイナリーサイクル発電技術の開発を検討しても
良かった。 
今後は、実績ある諸外国の手法等を参考にしながら、貯
留層やスケーリングの評価手法を確立し、それらを汎用化
することが望まれる。場合によっては、それらをフォロー
する体制作りも検討すべきである。 

下で作動す
連続運転に

はトラブル
HP の技術
熱坑井に特
る認識の甘
、早期に問
じる。 
とから、長
須である。

DHPの耐久性を確認できなかったことから、現
状での実用化は厳しいが、技術課題は克服されて
いることから、将来性はある。 
 今後は、蓄積された経験やノウハウを受け継ぐ
とともに、コスト低減の取り組みや、長期試験に
よる耐久性評価を行う必要がある。 
応用先としては、他の分野でも中高温熱水のニ
ーズがあるので、地熱一本に絞ることなく、幅広
く熱水を移送する水中モータ型のポンプの需要を
掘り起こしていく努力が必要である。 

今後の DHP開発においては、長期運転実績を積むこと
により耐久性を確認する必要がある。さらに、メンテナン
スコストを含めたトータルコストの確認も必要である。 
バイナリーサイクル発電の開発は、経済性を重視した取
り組みを行うべきであり、他の分野の進んだ技術を取り入
れたり、各現場に適するような揚水方法の選定や、場合に
よってはラインシャフト方式の検討があっても良い。 
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４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・政策的位置付け

平均値

 
 
 
 

  評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・政策的位置付けについて  2.7 A A A C A A
8    

 
 

（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
 
 
 

 

２．研究開発マネジメントについて  0.7 C D D D C B
３．研究開発成果について  1.0 C D C D B B
４．実用化・事業化の見通しについて  0.7 B D D D D B
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