
地熱発電と地中熱：普及拡大に向けた取り組み 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 
新エネルギー部 熱利用グループ 

生田目 修志 



本日の内容 

• エネルギー基本計画における位置付け 
 

• 地熱発電の現状と普及拡大に向けた取組み 
 

• 環境アセスメントの早期化に向けた取組み 
 

• 再生可能エネルギー熱利用の普及拡大に向けた取組み 
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固定価格買取制度 

再生可能エネルギー 

再生可能エネルギー（電力） 

太陽光 
風力 

地熱 

水力 バイオマス 

波力・潮力等 

再生可能 
エネルギー（熱） 

温泉熱 

河川熱 
海水熱 

下水熱等 

太陽熱 

雪氷熱 
地中熱 

再生可能エネルギーの分類 
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地熱 
 世界第３位の地熱資源量を誇る我が国では、発電コストも低く、安定的

に運転できるベースロード電源を担うエネルギー源であり 、発電後の熱
水利用など、エネルギーの多段階利用も期待される。  
 

 一方、開発には時間とコストがかかるため、投資リスクの軽減、送配電
網の整備、円滑に導入するための地域と共生した開発が必要となるなど、
中長期的な視点を踏まえて持続可能な開発を進めていくことが必要。 

 
再生可能エネルギー熱利用 
 再生可能エネルギー熱は、エネルギー安全保障にも寄与できる有望か

つ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源。 
 

 再生可能エネルギー熱をより効果的に活用していくには生活スタイルや
地域の実情に応じた、柔軟な対応が重要。 
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エネルギー基本計画 
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地熱発電の現状と 
普及拡大に向けた取組み 



日本の地熱賦存量と導入ポテンシャル 

• 環境省のポテンシャル調査結果 

  １５０℃以上の導入ポテンシャルは６３６万kW 

  (国立・国定公園等の外縁部から１.５kmの範囲を開発可能としている） 

区分 温度区分 賦存量 
（万kW） 

導入ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ（万kW）
※ 

熱
水
資
源
開
発 

150℃以上 2,357  636  

120～150℃ 108  33  

53～120℃ 849  751  

小計 3,314  1,420  

温泉発電   (72)  (72) 

合計 3,314  1,420  

出典）再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書（2011,環境省） 
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世界と日本の地熱発電の導入実績比較 

200  270  386  520  720  
1,180  

2,110  

4,764  

5,834  

6,833  

7,972  

8,933  

10,715  

0  31  52  161  214  270  504  535  534  535  

0  

2,000  

4,000  

6,000  

8,000  

10,000  

12,000  

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

設
備

容
量
（

M
W
）

 

出典：Geothermal Power Generation in the World2005–2010 Update Report（ Bertani ,2010） 
及び「エネルギー白書2011」（2011,経済産業省）よりNEDO作成 
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世界の地熱発電の５％ 
日本の総発電容量の0.3％ 

例えば、日本の電力会社が保有する総発電容量 約200,000ＭＷ(約150,000ＭＷ原発除く) 
    昨年９月の日本の太陽光発電設備容量  約19,000ＭＷ 

出典：電気事業の現状2011（電気事業連合会） 

よりNEDO作成 
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出典：「パラダイム転換としての地熱開発推進」（2009.8, Gate Day Japanシンポジウム
資料, 産業技術総合研究所） 

東日本大震災以降の環境変化 

温泉を利用した発電（温泉バイナリ発電） 
賦存量 約７２万ｋＷ 

出典：電気事業の現状2011（電気事業連合会） 

再生可能エネルギー導入拡大、地熱発電開発の期待が高まる。 

地熱 
発電 

地熱発電 



課題と導入推進のポイント 

特徴と課題 
• 地熱資源探査、開発の成功リスク 
• 発電所立地リスク（自然環境・景観配慮、地元との共生） 
• イニシャルコスト高 
• 発電コスト低 

 
導入推進のポイント 
• 2･3種公園内、配慮事項 
• 地元理解 
• アセスメントの短縮化 

 
出典：「コスト等検証委員会報告書」（2011, エネルギー・環境会議 コスト等検証委員会）よりNEDO作成 
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規制緩和 

開発可 開発不可 

既開発地域 
       2% 
 

自然公園外 
（未開発地域） 
         19% 
 

自然公園 
特別保護地区 
         30% 
 

自然公園 
第三種特別地域 
         22% 
 

自然公園 
第一種特別地域 
         11% 
 

自然公園 
第二種特別地域 
         11% 
 

自然公園 
普通地域 
         5% 
 

我が国の地熱資源量分布 
出典：調達価格等算定委員会(経産省, 2012)を基

にNEDO作成 

地熱発電に関する規制緩和 

２０１２年３月 環境省通知の内容 
出典：国立・国定公園における地熱発電の考え方

（国立公園協会2012.8） 

 環境省で新たな「国立・国定公園内における地熱開発の取り扱い」
が定められ、第２種特別地域及び第３種特別地域の地熱開発に係る
規制が緩和。 



平成26年度 地熱発電技術研究開発事業 
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高効率で高機能な地熱発電システム（世界初） 

○地熱複合サイクル発電 
  ・フラッシュとバイナリーを組合わせた複合サイクル 
  ・環境性に考慮した媒体 
  ・スケール付着抑制 

○ビジネスモデル 
・複合サイクル最適化の検討 
 生産井の特性に適合 
・低沸点媒体の選定 
・バイナリータービンの開発・設計 
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○ ３～１０数kWの安価なバイナリ発電システムの開発と現地導入 
①スクロール型蒸気膨張機の開発。 
  温水発電と組み合わせたハイブリッドシステム 
②オイルフリースクロール膨張機の開発による効率アップ 
③安全で環境性能の高いバイナリ媒体の開発 
④スケール付着対策技術の開発 

温水発電システムの設置状況  

○ビジネスモデルの構築 
 ①10kW：一般温泉宿で融資可能なサイズ 
 ②自家使用とFITの両輪 
 
○解決課題 
 ①コストダウン：100万円/ｋWの実現 
 ②スケール対策 
 ③実証試験による実事例の構築 
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裾野を広げる、温泉バイナリ発電のビジネスモデル 



環境アセスメントの早期化に向けた取組み 
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地熱開発フロー 
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10～20年 

環境アセスメント 
環境・景観配慮 
地元との共生 

資源探査リスク 



太陽光発電は進んだが、地熱や風力は進んでいない。 

• 資源探査リスクをはじめ、事業そのもののリスクに加え、 
• その一要因として、長期間（-4年）かかる環境アセスメント 
 
ＮＥＤＯでは、これを解消すべく、 
 アセスメントの短縮化に向けた技術開発と、 
 早期化に向けた実証事業（地熱、風力）に取り組んでいる。 
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○アセスで必要な作業を効率化する（硫化水素拡散予測数値モデル） 
 ①現状の風洞実験に代わる、数値モデルの開発 
 ②半年かかる風洞実験を、期間・費用共に半減を目指す。 
 
 
 
 
 
 
○環境アセス調査早期実施実証事業 
 ①現状４年程度→期間半減 
 ②環境影響調査を並行実施 
   課題の特定の為の実証的実施 
 

 
 
 
 

風洞
実験 

 数値 
モデル 

アセスメントの短縮化に関する、NEDOの取組み 
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再生可能エネルギー熱利用の 
普及拡大に向けた取組み 
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地下の温度は年間を通してほぼ一定
であり、地上と比べて夏は涼しく、
冬は暖かい。 

冷暖房､給湯に利用 あ 

温度変化の小さい浅い地盤中(地下10～100
ｍ位)と外気や水熱媒を熱交換することによ
り､冷暖房や給湯等に利用。 

地中熱利用 太陽熱利用 
集熱器が太陽光を集めたことで発生する熱エ
ネルギーにより､水や空気等の熱媒体を暖め､
給湯や暖房等に利用。 

お風呂や 
台所へ 集熱器 

貯湯槽 

動植物由来の有機物(木質チップや下水汚泥
など)をエネルギー源として利用し、直接燃
焼等により､暖房や給湯等に利用。 

バイオマス熱利用 
冬季に降った雪や､冷気を用いて作った氷な
どを､夏季まで保存し､その冷気や融解冷水
を､農産物などの冷蔵や部屋などの冷房に利
用。 

雪氷熱利用 

再生可能エネルギーの熱利用の種類 
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課題と導入推進のポイント 

特徴と課題 
• ランニングコスト低、イニシャルコスト高 
• ターゲットは空調、競合は暖房では燃料、冷房では空気HP 
• まだまだ小さなマーケット 

 
導入推進のポイント 
• 知名度、マーケットボリューム 
• イニシャルコスト低減 
• そして何より、工夫とアイディア 
  例えば、 ～エッセンシャル（必須）コストへの相乗り～ 
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例えば、地中熱ヒートポンプシステムの現状

市場規模の小ささ 導入コストの高さ市場規模の小ささ、導入コストの高さ、

事業者・技術者の不足、低い認知度
＜各国における ＜我が国の地中熱ヒ トポンプの＜各国における
地中熱ヒートポンプの設備容量＞

＜我が国の地中熱ヒートポンプの
導⼊件数（2011年まで）＞

農業施設, 33 実験施設44

地域冷暖房施設 , 1

温浴施設 , 16

工場 , 28

道路（融雪）, 59

駐車場（融雪）, 2

農業施設, 33 実験施設, 44
その他 , 26

住宅 , 434

事務所, 114

店舗 , 40
宿泊施設 , 35

公共施設, 72学校 , 40

幼稚園 保育施設 15

病院・医療施設 , 19

福祉施設 , 12 総件数：約1500件
幼稚園・保育施設 , 15 出典：地中熱利⽤促進協会

コストダウン技術開発の必要性 → 初期導入の進むレベルに

市場規模の拡大 千から数万規模 量産効果の及ぶ規模
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市場規模の拡大：千から数万規模へ → 量産効果の及ぶ規模へ



○浅い井戸から大きな熱を得る（掘削機械・掘削工事のコストダウン） 
 
○掘削工事の低騒音化（機械能力の最大利用、都市部・夜間工事実現） 
 
○排土量の低減、掘削方法改善で産廃の低減 
 
○必須コストへの相乗り 
 ・地盤改良が必要な土地で必須な 
  耐震補強のための杭を活用して 
  採熱井戸として利用する。 
   
○営業ツールの拡充 
 ・地中熱ポテンシャルマップの構築 
  エンドユーザーにとって理解し易い 
  マップで導入意欲を増進。 
   

導入推進・コストダウンの為のアイディア（地中熱） 
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○必須コストへの相乗り 
 ・税金を投じて処理される道路除排雪を流用。 
  集雪や雪山構築の費用を大幅に削減。 
   
○実現の為の技術開発や仕組み作り 
 ・汚れた都市除排雪を問題なく活用する高度な処理技術。 
 ・高効率な雪氷熱交換技術 
 ・協力自治体との協業と、相乗りの為の仕組み作り。 
   

導入推進・コストダウンの為のアイディア（雪氷熱） 
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除雪・排雪 
トラック→雪捨て場 

集雪・ 
雪山構築 



www.nedo.go.jp 
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