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【地熱・海洋エネルギー特集】 

エネルギー科学技術の指標と基準－地熱エネルギー（EU） 

－欧州委員会「エネルギー科学技術の指標と基準」より－ 

 
技 術 

 

概 評：地熱技術は広範な技術と用途を持つ点に特徴があり、地熱プロジェクトに適

用される技術の大半は個別案件ごとに決められている。また、掘削コスト、資源探査

リスク、発電所の効率といった数量的データは地熱発電所の立地により大きく異なる

ため、一般論を述べることは難しい。 
 
地熱からエネルギーを生産する主な技術としては、地熱用ヒートポンプによる地表

付近の熱利用(熱生産のみ)、熱水利用(電気と熱の生産)、高温岩体(hot dry rock：HDR)
や高温破砕岩体(hot fracture rock：HFR)技術などの EGS(Enhanced Geothermal 
Systems：地熱井涵養技術)が含まれる。EGSは透水性が低く流体に乏しい資源を扱う
技術であり、電気と熱を生産することができる。地熱用ヒートポンプを使って熱を低

温用途として生産する技術は成熟していると考えられており、短期および中期的には

主に市場刺激策によって後押しされることが予想される。また、高エンタルピー資源

は短期的にも長期的にも大規模な研究開発を必要としない。 
 

EU 域内で最も重要度の高い地熱パイロットプラントはライン地溝の西端に位置す

るソルツ(Soultz-Sous-Forets)にあり、高温破砕岩体(HFR)の研究プロジェクトが行わ
れている。1987 年に開始されたこのプロジェクトは欧州経済利益団体 (European 
Economic Interest Group：GEIE)により運営されており、GEIE Exploitation Minière 
de la Chaleur(GEIE熱採取開発)と呼ばれている。 
 
このパイロットプラントは、同じ地盤から掘削して設けられた深さ 5,000mの 3本の

坑井(注入井 1坑と生産井 2坑)を使用する。同プラントは 2005年末までに 180℃以上の
熱を約 50MW 生産することができると見込まれている。この温度で生産できる電力は

最大 6MWであり、同プラントの正味出力は 4.5MW程度になると試算されている。 
 
同パイロットプラントでは主に 2つの開発段階が計画されている。2001年から 2004

年の第一段階では、高温の花崗岩層がある深さ 5,000m まで掘削を行って熱資源に到

達し、高圧(水圧破砕)の流体を注入することにより熱交換部を造る。2004年から 2007
年の第二段階では地上発電所の建設に重点が置かれる。さらに、中長期的には地下の

熱交換部の評価とモニタリングへの取り組みが行われる予定である。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート977号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/977/
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GEIE によると、HDR/HFR 技術の産業開発はプロトタイプによって継続されてい
くとのことである。このプロトタイプは様々な数の注入井(～3)と生産井(～6)を用い、
約 25MW の発電容量を持つことが期待されている。また、長期的には HDR/HFR の
経済性を向上させるために多くの生産工場が建設されることが予想される。 
 
また、ソルツのプロジェクトの他にも EU 加盟国レベルで幾つかのプロジェクトが

進められている。 
 
表 15は地熱の最新技術を示している。 

 
表 15 地熱の最新技術 
  商業化 実証 R&D 
  地中熱ヒートポンプ   
技術 EGS EGS 
  

高エンタルピー資源と

水熱利用による発電 HDR/HFR  HDR/HFR  
 
技術的および社会経済的なボトルネック 

 

最も重要な研究開発関連のボトルネックは４つの分野横断的な技術的および社会経

済的側面に見られ、特に電気と熱を生産するための HDR/HFRと地熱採取技術に関係
している。 
・ 探査：地熱貯留層のイメージングとモデリングのための基礎的な地質データ取得 
・ 開発：掘削コストと水圧破砕技術の改善 
・ エネルギー変換：低温での熱力学的変換 
・ 適切な資金調達と支援スキーム 
 
次の表に示すマトリックスは、様々な分野横断的技術と主な適用分野との関連を示

したものである。 
 

表 16 地熱エネルギー生産の分野横断的技術 
  用途 地中熱ヒートポンプ 熱水利用 EGS 

技術   (低温熱)   HDR/HFR 

探査   ○ ○ 

掘削・水圧破砕   ○ ○ 
エネルギー変換   ○ ○ 
支援スキーム ○ ○ ○ 
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探査および地熱貯留層の確認 

 

地熱発電の重要なボトルネックは、地熱貯留層の確認、マッピングおよび探査をよ

り正確かつ費用効率良く行うための手法開発に関するものである。地温勾配、岩石物

性、亀裂面の数と間隔、流動抵抗、流体の散逸、熱低下率などに関して固有の特徴を

持つ地熱資源を探し出すことは、(基礎的な地質データの取得と同様に)幾つかの工学技
術的な要因に影響されるため、決して容易とは言い難い作業である。探査および貯留

層の特定は地熱エネルギーを開発していくうえで重大なリスクを伴う。図 3 は地熱発
電所の建設の各段階において予測されるリスクを示している。 
 

 

図 3 地熱発電所の各建設段階において予測されるリスク 

 

掘削と水圧破砕のコスト 

 

探査と生産を目的とする掘削のコストは地熱発電所の総費用の中でもかなり大きな

部分を占める可能性があるため、地熱エネルギーを生産するうえで重要な技術的およ

び経済的なボトルネックとなる。 

 

掘削に関する研究は、高温腐食環境にある硬岩体の掘削コストを削減するための方

法に重点が置かれており、より長寿命のビットと高速化を目的とした改良システムの

開発により掘削コスト削減への取り組みが行われている。また、坑井内のビットと地

上間の情報伝達・収集をより迅速かつリアルタイムに行うための高度なシステムにつ

いても研究が進められている。 

 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート977号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/977/
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一部の EU 加盟国では(ドイツのグロース・シェーネベックなど)、プロジェクトに
おける各坑井の生産性を高めるため、新しい水圧破砕技術の研究と試験が行われてい

る。しかしながら、水圧破砕技術は専ら地質層によって決まることに留意する必要が

ある。したがって、一般論を述べることはできない。 

 

エネルギーの抽出と変換 

 

地熱資源からのエネルギー抽出と変換については、ケーシングとチュービングの材

料を改良して腐食、高温への耐性付与とスケール抑制を行うことが、発電所の効率と

稼働率を向上させることと並んで、中長期的に安価な配電コストとするための重要な

技術的ボトルネックであると考えられている。さらに、HDR/HFR システムを地熱流
体用ヒートポンプに利用するにはまだ問題が存在する。ヒートポンプは現在最大深さ

300m で順調に運転されているが、HDR/HFR システムでは 500～600m の深さから

200℃の地熱流体を 80 ㍑/sで供給するためのポンプ操作が必要とされるからである。 
 
地熱発電所の運転は他の火力発電所よりも比較的低温で行われるため、発電効率は 8

～12%と低い。一般的に、CHP(熱電併給)によって地熱発電所の稼働率は大幅に向上
する。より多くのエネルギーを抽出する熱力学サイクルの改善に加えて水冷・空冷式

凝縮器の新設計に重点的に取り組む必要がある。 
 
これまでの成果としては、低コストの熱交換器材料を腐食やスケールから保護する

熱交換器内張りの改良の他、ORC(Organic Rankine Cycle：有機ランキンサイクル)
やカリーナサイクル(バイナリーサイクル)の利用などがある。ORC プロセスは従来の
サイクルに比べて(同じ温度で)30%効率が良いことが実証されている。カリーナサイク
ルのプロセスについては多くの EU 加盟国で実証段階にあり、その将来的成功は短期
および中期に得られる結果にかかっている。 
 
また、地熱発電所の設備コストと操業管理コストは地熱エネルギー開発の重要な経

済的ボトルネックであると考えられており、オートメーション化の進展に伴い中長期

的に削減していく必要がある。 
 
適切な資金調達と支援スキーム 

 

地熱利用に関する既存の支援スキームや資金調達を促進するメカニズムの多くは適

切とは言えない。地熱用ヒートポンプについては投資インセンティブよりも法整備を行

う方がより効果的な支援につながる可能性がある。また、熱水利用や EGSについては、
探査リスクへの補償(調査井)を財政支援のメカニズムに組み込むことが必要である。 
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重要なボトルネックを特徴づける要因 

 

地熱技術の個々のボトルネックを特徴づける数量的データを示すことはできない。

これは、データの多くが個々のプロジェクトのサイト特有の条件に基づくためである。

したがって、数量的データについては最も一般的な要因を示すものとする(電気と熱の

生産コスト、プラントの効率、水流量)。 

地熱技術に関する重要な要因の詳細については以下を参照されたい。 

 

表 17 重要なボトルネックを特徴づける数量的要因 
要因 単位 現在 5年 10年 ＞15年 
コスト           

発電コスト €セント
/kWh 20-30 - 10-15 - 

HDR/HFR 注           

熱生産コスト €セント
/kWh 3-8 - 2-5 - 

HDR/HFR           
投資コスト €/kWe 6,000-18,000 - 3,000 - 
発電効率 % 8-12 - 10-14 - 

kg/s 30 - 50-100 - 
          

2本あるいは 3本
の坑井システムを

循環する水流量           
 

改善に向けた重要指標の分析 
 

表 18 改善への重要な指標－地熱技術  
技術

要素 ボトルネック要因 改善への重要な指標 

探査 探査と地熱貯留層の確認 探査と資源量の確定 

    

・地球物理学的データ(微小重力、自然電位、MT、CSAMT、
弾性波等)、地球化学的データ(希ガス、塩化物分布等)、遠
隔計測技術と従来の貯留層工学データを結びつける技術の

開発と実証を行い、より確固とした貯留層モデルの開発と

探査能力の拡大につなげる。 
    ・空中電磁法と重力探査による迅速な資源評価 
    ・人工衛星の画像による地熱貯留層の解析 

    ・３次元 MT法を用いたデータとイメージング・システム
による地熱資源探査 

                                                  
注 高エンタルピー資源による発電コストは現在 5-8€セント/kWhであり、今後 10年間で 3-5€セント/kWh
にすることが目標とされている。このコスト低下はすでに商業利用可能な技術に対応するものであり、

この報告書で主として取り扱っている EGS技術と混同しないよう注意が必要である。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート977号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/977/
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    ・貯留層の数値モデリング技術の改善(流体化学の導入、非
保存性トレーサー等) 

    ・貯留層モデリングの有効性を実証するためのケーススタ

ディ公表 
掘削・

水圧破

砕 

生産性向上とコスト削減

に必要な掘削と水圧破砕

技術 

・掘削制御の最適化および高温用器具を活用した貯留層確

認の精度向上によって掘削の数とコストを削減する。 

    
・シリコン・オン・インシュレータ技術の地熱用測定機器

への適用が、一部の国またはプロジェクトで実証と試験

が行われている。 
    ・産業全体による SOI機器の検定と基準の整備 

    ・地熱掘削の最大の課題である逸水対策のためにより良い

材料と技術を開発する。 

    
・貯留層とその持続可能性をより正確に把握するため、水

理学、弾性波探査、トレーサー、モデリングから得られ

るデータの解析を推進する必要がある。 

    ・貫入度とビットの寿命を現在水準の倍に高めることがで

きれば、掘削費用を約 15%削減することができる。 
利用 エネルギー抽出と変換 ・ORCとカリーナ・プロセスの改善 

  
地表からの低温インプッ

トによる熱力学エネルギ

ー変換の低効率 

・バイナリあるいはトリラテラル蒸気サイクルの R&D促
進 

利用 O&Mの高コスト ・発電のオートメーション化 
    ・スケール抑制と腐食防止のための技術標準化 
支援 
スキー

ム 

産業基盤の開発 
初期段階 

・この産業の工程・分野の多くは未だ競争力を持たない。し

たがって、プロジェクトの年間割り当て数(パイロット・プ
ロジェクトを含む年間プロジェクト数)を設ける必要があ
る。 

    
・新プロジェクトへの投資支援のスキームは、HFRの開発
促進をするための調査井掘削のような先行投資に配分さ

れるべきであろう。 
 

以上 
 

翻訳：NEDO情報・システム部 
 

(出典：EUROPEAN COMMISSION：Energy Scientific and Technological Indi- 
cators and References, http://www.europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/estirb
d_en.pdf , pp.51-56. この報告書の完全版は以下で利用可能である：  
http://www.eu.fraunhofer.de/estir/ESTIR_summary.pdf) 
 


