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地熱発電産業界の取り組みが活発化！ 
日本地熱協会は、地熱開発事業者、タービンメーカー、コンサルタント会社、掘削関

連会社、エンジニアリング会社、商社、金融会社など、53社・3団体が参加する幅広
い産業分野の組織です。 
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地熱発電開発有望地域の調査・開発が進んでいる！ 

36地点 

出典：JOGMECホームページ 
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21世紀第1号大規模地熱発電所は山葵沢地熱発電所！ 
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地熱発電開発は地下資源探査技術が無いと難しい！ 

 右のボーリングコア写真は、1.2km地
下に在る幅1cmの鉱脈を推定して掘り
当てたもの。 

⇐ 地熱貯留槽 

 柳津西山地熱発電所の地熱貯留槽 
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地熱流体管理技術が無いと難しい！ 

 地点毎、井戸毎に普遍性と個性を併せ持っている高温・高圧で流動する
水を地上に取り出し、地下に戻して持続的再生可能エネルギーとして使う
管理技術が必要。 

 柳津西山地熱発電所の地熱貯留槽の生産井には4通りの個性が有る！ 
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温泉帯水層と帽岩と地熱貯留槽の関係 

１．同一熱水型 
影響する可能性
がある 

３．蒸気加熱型 
影響する可能性
は低い 

５．独立型 
影響する可能
性はない 

４．伝導加熱型 
影響する可能性
は低い 

２．熱水滲出型 
やや影響する可能
性がある 

 熱水の取り過ぎにより熱水貯留層の圧力が低下する場合に影響が生じる。 

 熱水貯留層の収支バランスがとれていれば影響は生じない。 

 また，温泉相互の関係と，他の人為的，自然的影響があり得るので判断には注意を要す
る。 

地熱井 温泉井 

NaCl 
熱水 

薄い 
ガス 伝導熱 

帽岩 

両者の温度，水位，泉質，位置（深度，水平距離）で関係を判断できることが多い 

帽岩 帽岩 帽岩 帽岩 

地熱貯留層 地熱貯留層 地熱貯留層 地熱貯留層 地熱貯留層 

温泉帯水層 温泉帯水層 
温泉帯水層 

地熱井 温泉井 地熱井 温泉井 地熱井 温泉井 地熱井 温泉井 

温泉帯水層 NaCl 

濃い 

熱水 

温泉科学を理解する必要が有る！ 



2013年10月16日METI講演資料より転載 
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温泉への影響回避が至上命題なので地元理解が必須！ 
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地元理解には自然環境・風致景観との調和も含まれる！ 
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 山葵沢地熱発電所の風致・景観への配慮の例 



地元理解には自然環境・風致景観との調和も含まれる！ 
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 山葵沢地熱発電所の自然環境保全への取り組みの例 



 
 
○地熱の有効利用等を通じて、地域住民への地熱開発に 
  対する理解を促進することで、地域との共生を図り、地 

  熱資源の開発を促進することを目的とします。 
 
 
 
○対象事業 
 地熱開発に対する理解を促進するため、地熱の有効利用 
    を通じた地域振興を目的として行う事業などに対する支 
    援を行います。（提案公募型） 

 
○支援対象者 
 地熱開発の理解の促進のための事業を実施する地方公 
 共団体、温泉事業者、第３セクター等 

①地熱開発理解促進関連事業支援補助金 
平成２６年度予算2８．０億円（平成２５年度当初２８．０億円） 

資源エネルギー庁資源・燃料部政策課 
03-3501-2773 

国 

地方公共団体 
温泉事業者 
第３セクター

等 

 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 ○地熱利用による地域振興事業 

○地熱発電、地熱資源の活用事業等の勉強会 

○稼働中の地熱発電所見学会 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

補助（１／１） 

＜地熱を有効活用したハウス栽培事業＞ 

＜地熱を有効活用した養殖事業＞ 

＜地熱を有効活用した融雪パイプ敷設事業＞ 

融雪パイプ敷設前 

融雪パイプ敷設後 
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１．温泉事業者との共存共栄 

     湯量確保のための技術支援、温泉給湯 

２．農業支援 

     ビニールハウス給湯 

３．観光 

     発電所PR館、地元主催行事への協賛 

４．地元での消費効果 

     旅館宿泊、地元企業の活用、燃料油・消耗品等の購入 

５．地域住民の雇用 

     発電所・蒸気生産設備の管理業務、ＰＲ館スタッフ等 

６．電源三法交付金、固定資産税 

地熱発電は足元のエネルギーを活用する地場産業！ 
地熱発電所の地元貢献 
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松川地熱発電所 （東北水力地熱（株）、岩手県八幡平市） 
 
◆発電後の蒸気凝縮水に蒸気を加えて加温し、第３セクター
の八幡平市産業振興(株)に販売。 
◆給湯契約をしているホテルや別荘などで使用されたり、ビ
ニールハウスで使用されている。 
（平成２２年時点で、70℃、最大260t/h） 

ホテル等：           ３８軒 
保養所：               ２５軒 
別荘：                 ６１３軒  
商店：                    １５軒 
貸別荘施設：          １軒 
病院                        １軒 
老人ホーム：           １軒 
日帰り温泉施設：   １軒 
農業用ハウス    ９５棟 
（冬季のみ） 

供給先 
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森発電所（北海道電力（株）、北海道森町） 
 
 ◆従来から温泉熱を利用したハウス栽培が実施されていたが、地熱発電所の地下
還元熱水の一部を真水と熱交換して造成した温水を近隣のビニールハウスに無償供
給。 
 ◆トマトやキュウリの通年栽培を実施。 
  （トマトは森町の基幹作物の一つとなっている。） 
 
 平成２５年 地熱利用ハウスのトマト生産量    ６７９トン （２億７千８００万円） 
                      キュウリ生産量１２２ トン （  ４千４００万円） 
                                     （ＪＡ森支店取扱資料より） 

 
 
 

地熱水利用園芸ハウス団地 
森発電所 
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◆スヴァルツェンギ地熱発電所 
（出力7.65万ｋW）の排熱水を利用し

た世界最大級の広さを誇る屋外温
泉施設。 
 
◆アイスランド随一の観光資源。 
   年間入場者数：約40万人 
（アイスランドの人口約32万人） 
 
◆温水中の、ケイ酸を含む泥を活用
した化粧品も販売。 

スヴァルツェンギ地熱発電所、 
ブルーラグーン 

アイスランドのスヴァルツェンギ地熱発電所 
 温泉施設（ブルーラグーン） 

化粧品販売 
16 

出典：資源エネルギー庁資料 
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夢の技術 EGS：マグマ発電 
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夢の技術 EGS：高温岩体発電⇒JBBP 
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夢の技術 EGS：高温岩体発電⇒JBBP 
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