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作成日 2003.3.19 

制度・プログラム名 熱水利用発電プラント等開発 
事業(プロジェクト名) 高温岩体発電システムの技術

開発（要素技術の開発） 
PJ コード E85001 

事業概要 未利用地下資源である高温岩体から人工的に熱を取り出すために必要な要
素技術の開発を行う。 

事業担当推進部室・担当者 地熱開発室 川崎 耕一 
１．事業の目的・政策的位
置付けについて      
【NEDOが関与する意義】【実施の
効果（費用対効果）】【事業の背景・
目的・位置付け】 

【NEDOが関与する意義】 
未利用資源の１つである高温岩体エネルギーは、資源量が多くかつ CO
２等の環境負荷の小さい再生可能な国産エネルギー源である。高温岩
体開発は、再生可能エネルギー増加のための取り組みとして、国際的
にも価値が高い。実用化には、発電可能な人工貯留層の造成と抽熱シ
ステムの構築技術の確立が不可欠であるが、このような地下の能動的
な開発は技術的に難しく時間を要する上、開発費用も高額となる。し
たがって、民間企業のみでは研究の実施が困難である。 

【実施の効果（費用対効果）】 
要素技術の一部（水圧破砕技術等）は既存地熱発電所の出力維持や増
大に貢献できる。 

【事業の背景・目的・位置付け】 
背  景：高温岩体エネルギーの資源量は、国内18地域に限っても約2,900

万 kW×20 年（温度 250℃以上で深度 3km の範囲）と試算されて
おり、このエネルギーを発電利用できれば、国産エネルギー量
の増大ならびに CO2 削減に寄与する。 

目   的:高温低透水性地層における①人工熱水系の造成、②フラクチャ
マッピング・坑内計測技術、③循環システムの技術開発を行い、
「高温岩体発電システムの可能性」を把握する。 

位置づけ:将来における高温岩体発電システムの実証を目的とした「要素
技術の研究開発」 

２．研究開発マネージメン

トについて       

【事業の目標】 

未利用資源である高温岩体の商用的な発電を目指すために、未だ行われて
いない要素技術である長期循環における人工貯留層の抽熱及び生産特性を
把握する。 

貯留層造成、試験準
備 長期循環試験 

主な実施事項 
H4-11fy H12fy H13fy H14fy  

(1)人工熱水系の造成  
掘削・水圧破砕  
(2)ﾌﾗｸﾁｬﾏｯﾋﾟﾝｸ ・゙坑内計
測技術 

 

ﾌﾗｸﾁｬﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ  

坑内計測  

(3)循環システムの開発  

地質調査 
循環・抽熱 
地化学調査 
ﾌﾗｸﾁｬﾓﾃﾞﾙ作成 
貯留層解析 

【事業の計画内容】 

(4)環境調査 

H6 

H7
 
 

H8 
  

H
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（単位：百万円） H4-11fy H12fy H13fy H14fy 総額 
(当初) 3,143 241 400 306 4,073 

【開発予算】 
特会（電特）
(総予算額) 

(実績) 2,960 222 381 306 3,870 

経済省担当原課 産業技術環境局研究開発課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
プロジェクトリーダ なし 
委託先 地熱技術開発(株)、(財)電力中央研究所 

石油資源開発(株)、三井金属鉱業(株) 

【開発体制】 

共同研究先 独立行政法人産業技術総合研究所 (技術協力) 

【情勢変化への対応】 基本計画の変更：なし 

【今後の事業の方向性】 循環試験により、高温岩体開発の技術的な可能性を示すことができた。実
用化に向けて、経済性に重点を置いたさらなる技術開発が必要であるが、
本事業は国の方針転換により一旦終了することになった。 

３．研究開発成果 

（H12～H14 年度分） 
 

第一期（S60～H3）では、浅部貯留層（1,800m 深）を造成し、短期の抽熱
特性を把握するとともに、計測機器の開発等を実施した。第二期（H4～H11）
では、深部貯留層（2,200m 深）を造成し、予備循環、坑井間の導通性改善
を行い、循環試験の前準備を行った。H12～14 は貯留層の長期的な抽熱特
性を把握するために長期循環試験を行った。 

(長期循環試験での成果：H12～14 年度) 
(1)フラクチャマッピング・坑内計測技術 
① クチャマッピング 

フラクチャ進展把握のための AE 観測システムの確立 
② 坑内計測技術 

坑内流動特性把握のための PTS 検層機システム等の確立(2)循環シス
テムの開 
①循環・抽熱 
550 日（うち 58 日、発電）の循環データ取得に成功し、坑井間距離拡大

による生産エネルギー変化を把握することができた。一方、長期循環で生
産井の坑内スケールという課題を初めて明らかにした。 
②地化学調査 
循環時に注水と熱水を採取・化学分析し、貯留層内の流体挙動の評価に

有効な化学成分を特定して流動特性を把握した。 
③フラクチャモデル作成 
フラクチャモデルを完成させ、最適な坑井配置を推定した。 

④貯留層解析 
貯留層シミュレータを開発し、貯留層モデルを完成し、将来の流動特性

を予測できるようになった。 
(3)環境調査等 
循環中、実験場周辺における微小地震活動の活性化や周辺温泉地域への

影響は認められなかった。 

 NEDO  ： 特許   １件  論文 １０２件 

産総研： 特許   ４件  論文  ６８件 

４．実用化、事業化の見通

し 

要素技術は、地熱分野では、坑井刺激、涵養等に適用でき、地熱発電量の
増大、既設地熱発電所の出力維持に貢献できる。また他分野においても、
石油の２次回収、天然ガス田の坑井刺激、CO2 の地中固定化、核廃棄物の
地層処分に応用可能であると考えられ、波及効果は大きい。 
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実施時期 ６年度 中間評価実施 
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 

１１年度 中間評価実施 
産業技術審議会評価部会地熱技術開発
評価委員会(高温岩体発電システム) 

評価履歴 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 １４年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 

評価予定 
評価項目・評価基準  
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評価概要（案） 
 
１． 総論 
１）総合評価 
地熱は潜在エネルギーとして魅力的であると共に、高温岩体発電システムは次
世代地熱開発には不可欠であり、しかも地下増温率が大きいという好条件を持
つ我が国が世界にさきがけて開発すべき技術であるといえる。 
本プロジェクトは途中中断により、残念ながら実用化を目指した第２ステップ
に進めなかったものの、従来、机上の計算でしかなかった技術が実用化への第
一歩を踏み出し得たことから研究成果については高く評価できる。今後この成
果を実用化へと結びつける努力を期待したい。 
なお、本プロジェクトにおける多額の投資に対する一般の理解を得るには、
新エネルギーにおける地熱発電の位置付けや、地熱発電における高温岩体発電
システムの位置付けや必要性をもっと明確に示す必要があったと考えられる。 
 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトによって基本的な発電システムが確立されたことにより、ドリ
リングコストと熱抽出効率の向上が実現できれば、比較的早期に実用化出来る
と予想されるものの、コストと規模の拡大といった大きな問題が残っている。
そこで、今後は経費のかさむ大規模プロジェクトではなく、既存の地熱発電所
及び発電システムを活用することによって、本プロジェクトで確立された技術
に関連した知見を蓄えることを検討すべきである。 
また、高温岩体発電のような実用化まで距離のある研究開発の場合、その必
要性、緊急性についての判断材料や要素技術開発から実用化までのマイルスト
ーンを示すこと、新エネルギーにおける地熱の競争力を評価すること、我が国
が世界の研究拠点として大きな役割を持続することなどが今後必要と考えられ
る。 
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２． 各論 
１）事業の位置付け･必要性について 
高温岩体発電は次世代の地熱開発のためには不可欠で重要な技術であり、我が
国が率先して研究開発を行うべき事業である。従って、本プロジェクトは自然
エネルギーの活用、化石エネルギー枯渇の解消、環境保全への貢献など公共性
が高く、しかも民間が研究開発を進めるには長期的な視点に立った基礎研究が
必要で経済的なリスクも高いことから NEDO の関与は妥当であるといえる。 
ただし、本プロジェクトへの一般の理解を得るためには、事業の必要性につ
いてのより詳しい説明や事業の投資効果を評価するための材料を提示する必要
があると思われる。 

 
２）研究開発マネージメントについて 
目標は具体的かつ実用化のための第１段階としては概ね妥当である。 
また実用化時期と設定している 2030 年頃に向かって段階的な要素技術開発が
計画され、実施されてきており、計画は妥当であったと評価できる。ただし、
実用化までの期間短縮への積極的なアプローチもしくは提案があってもよかっ
たと考える。 
なお、事業会社や研究機関の参画、海外との連携など事業体制は高く評価で
きるものの、プロジェクトリーダのリーダーシップが十分とは言えず、実用化
をにらんだ要素技術間の連携や他の地熱開発プロジェクトとの連携が十分行わ
れたかどうか疑問が残る。 
 
３）研究開発成果について 
長期的視点に基づく本研究の意義をもっと明確にしておくことや成果の汎用
性の総括が今後必要であると考えられるが、ＡＥ計測、ＰＴＳ検層などのフラ
クチャ計測技術の確立、世界初の多坑井マルチフラクチャシステムの長期抽熱
循環試験や発電試験に成功するなど、本プロジェクトの成果は高く評価でき、
概ね目標は達成したといえる。 
さらに、研究論文数は多く、現地説明会の実施や中断された成果を次につな
げる計画の策定など、成果普及面でも十分評価できる。なお、将来の技術者育
成の観点から子供向けの雑誌やマスコミを活用した広報活動など子供達にもっ
と幅広く、「夢」を持たせる普及活動が工夫されるべきであった。 
    
４）実用化、事業化の見通しについて 
本プロジェクトにより高温岩体発電の実用化、事業化へ向けた足がかりができ
たと評価できる。計画が中断されることなく継続されていれば、将来的には実
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用化の可能性が期待できた。しかし、規模拡大技術の開発と高温岩体発電実証
という実用化に向けた困難な次ステップが事実上放棄され、実用化へのシナリ
オは勿論、即効的な波及効果が失われることは残念である。 
その中でも循環システムの構築が実証された成果は資源開発や地下空間の活
用に関する分野での応用が期待できると考えられる。 
今後は実用化に向けたマイルストーンや地域性、事業者参入の可能性、シス
テム全体の経済性などの定量的な検討を行う必要がある。その際、長期的な視
点でエネルギー需給とそれに伴うコスト変動を見据えた上でコスト目標値を設
定する必要がある。 
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2.4
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2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

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.事業の位置付け・必要性

平均値

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)研究開発成果について 

・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(3)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 

 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の位置付け･必要性について 2.8 A A A B A
２．研究開発マネージメントについて 2.0 B B B B B
３．研究開発成果について 2.4 A B B A B
４．実用化・事業化の見通しについて 1.0 B D C C C
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 


