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総評 

 

 『平成 29 年度の工学的・経済的実現可能性調査（ロードマップのステップ１）』を行い、一部限

定的な前提条件であるが、超臨界地熱発電技術は工学的・経済的に蓋然性が見込まれ、引き続き実

現に向けて追及していくべき技術であることが確認出来た。 

 今回の調査で指摘された課題については、ステップ１の残件として平成 30 年度以降も引き続きＦ

Ｓを実施する。 

 なお、ステップ１の成果から、ステップ２（試掘前の事前調査）に進むべき事案については、平成

30 年度から実施していくこととする。 
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１．これまでの経緯 

 超臨界地熱発電技術の開発は、平成 28年 4月に政府（内閣府）が策定した「エネルギー・環境

イノベーション戦略」（2016年 4月 19日 総合科学技術・イノベーション会議決定）に記載された

ことを発端に取組が始まった。当該技術は、これまでの技術領域を超えた新しい地熱資源の開発可

能な革新的技術開発の性格を有するものと評価された。 

 先導研究として、平成 26年度から２年間、NEDOエネルギー環境技術先導プログラム「島孤日本

のテラワットエネルギー創世先導研究」が実施されたが、革新的な技術開発である一方、将来本当

に実現させることが出来るか否かの可能性についての検討が必要となり、同上内閣府戦略のロード

マップにある初めのステップとして位置づけられる「本技術の工学的・経済学的な実現可能性調

査」を行うこととなった。 

  

 

 

 

出典：内閣府 エネルギー・環境イノベーション推進 WG事務局  

平成 29年９月「エネルギー・環境イノベーション戦略に関するロードマップ」 

 

  



5 

 

２．超臨界地熱発電の実現可能性に対する達成目標 

平成 29年３月、超臨界地熱発電の実現可能性調査に関する事前検討委員会での議論を経て、実現可

能性調査として、以下の達成目標を設定した。 

 

（１）間接採熱方式／直接採熱方式に関するシミュレーション上の結果、 

  ①１本の井戸から必要な採熱が可能か。井戸１本当たり発電設備の入り口で 10万 kWtの熱（発電

出力 20MWe相当）が採熱可能か。難しい場合、どれだけ採熱できれば、前提に置かれた従来技術

の５倍となるか、見通しを修正する。 

  ②間接採熱方式について、持続的に同軸二重管での採熱が可能か。 

③高温（500℃）、酸性（pH2.0）の状態で存在すると想定される超臨界流体の活用にあたり、直

接・間接採熱方式のそれぞれにおいて、既存技術で対応可能な限界（温度、酸性度）を、コスト

も含めて明確化する。新たに耐熱・耐酸性材料、機器開発が必要な場合は、工学的・経済的に対

応可能な方法を提案する。 

  

（２）シミュレーション・室内実験等の結果として、①に示した規模の超臨界地熱発電システムを実 

現するために必要な人工亀裂システムの規模を検討した上で、熱衝撃・水圧破砕等によって当該 

規模の貯留層を造成できること。 

 

（３）上記の課題が解決し、超臨界地熱を持続的に抽熱するシステムをシミュレーションした結果、 

現時点で想定される発電コストが従来地熱の発電コスト（10.9 円/kWh）未満であることが想定 

されること。（将来的な経済的実現可能性） 

 

３．実現可能性調査の実施内容 

   上記の観点から実現可能性を調査するため、以下の調査項目について公募した。 

1) 調査項目 

Ⅰ 超臨界水の状態把握、および地下現象の予測シミュレーション技術 

 地下 5km までの大深度にあると想定される超臨界地熱資源の存在状況について、国内外の事例

を元に整理し、超臨界地熱資源の熱抽出の方法や貯留層の造成方法を検討する。 

Ⅱ 超臨界地熱発電の実現に必要な材料・機器の検討  

Ⅰで示された地下環境に留意し、国内外の掘削事例の調査により、発電システムの実現に必要

な最適な材料・機器等の選定を行う。併せて、坑井掘削に必要となるセメントやケーシングの材

料について調査する。 

Ⅲ 超臨界地熱発電システムの経済性評価 

発電システム（坑井掘削から地上設備、発電設備、送電設備等のすべての設備）の経済性を評価

する。 

Ⅳ 環境影響の最小化と安全性確保の検討 

超臨界地熱資源の開発を想定し、掘削工事や人工貯留層造成時に発生が予想される懸念事項（例

えば、地震、温泉影響、地熱流体の暴噴等）についてリスク評価を実施する。 
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2) 調査実施体制 

以下の２グループが受託し、調査を実施した。 

・グループ（1） 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ）、国立大学法人東北大学、国立大学法人東

京大学、国立大学法人九州大学、地熱エンジニアリング株式会社、地熱技術開発株式会社、帝

石削井工業株式会社、株式会社テルナイト、富士電機株式会社、株式会社リナジス、AGCセラ

ミックス株式会社、金属技研株式会社 

・グループ（2） 

一般財団法人エンジニアリング協会（ＥＮＡＡ）、国立大学法人京都大学、伊藤忠テクノソリ

ューションズ株式会社 

 

４．調査結果を踏まえた評価 

 １年間の実現可能性調査の結果を踏まえた評価の概要は、以下のとおり。 

 

１）学術的に調査や研究が進められている超臨界地熱資源の存在を前提として、坑井１本あたり 20MWe

以上の電気出力を持続的に生み出す採熱方法を工学的採熱シミュレーションにより検討し、直接採

熱方式によって、工学的に採熱可能であるという結果を得た。 

２）一方で、間接採熱方式については、現実的な前提条件において、坑井１本あたりわずか約 0.5～2MWe

の電気出力を生み出す量の採熱に止まった。 

３）材料については、想定される厳しい環境に対して、既存材料の適用は難しいが、SiC/SiC 複合材料な

どの特殊材料を用いることで対応可能であることが示された。一方、当該特殊材料は現在極めて高価

でありそのまま利用すると経済的に成立しないことも示され、大幅なコストダウンが課題であるこ

と、または機能を満たす代替材料候補の探索や開発が必要であることが示された。 

４）人工貯留層造成技術については、各種の検討により造成の実現可能性は示されたものの、わずか１年

では確実に実現出来ることを示すまでには至らなかった。一方で、１）の採熱の検討において、超臨

界地熱資源の透水性の程度によっては、人工造成なくして 20MWe 以上の発電可能性も示されてお

り、これは超臨界地熱資源の特性によっては破砕技術を用いずとも超臨界地熱発電が可能であるこ

とを示していると考える。 

５）発電コストについては、試算のための前提条件をもとに、ケースによっては 10.9 円/kWh を下回る

という結果を得た。また、３）に示した最も高価となる可能性のあるケーシング材料の価格に基づく

感度分析等も行われ、将来どの程度の価格低減が求められるかの試算も示された。 

 

 なお、詳細は別紙に示す。 

以上 
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（別紙） 

工学的・経済学的評価に必要な達成目標（平成 29年 3月 31日版）に基づく評価について 

 

達成目標 成果 

(1)間接採熱方式／直接採熱

方式に関するシミュレーショ

ン上の結果、 

 

①１本の井戸から必

要な採熱が可能か。井

戸１本当たり発電設

備の入口で 10 万 kWt

の熱（発電出力 20MWe

相当）が採熱可能か。 

難しい場合、どれだけ

採熱できれば、前提に

置かれた従来技術の 5

倍となるか、見通しを

修正する。 

直接

採熱

方式 

 

 

 

(AIST の検討) 

・シミュレーション条件の検討【超臨界資源の在り様の調査】 

1) 我が国の東北（葛根田、澄川、松川、安比、鬼首、奥会津）・

九州（阿蘇、霧島、八丁原）等における超臨界地熱資源存在の

可能性が高い各地域の特徴（地質テクトニクス、拡がり、深度、

温度、化学性状等）を情報収集し、容積法に基づき地熱資源量

を概算した。 

2) 海外については、アイスランド、イタリア、米国、メキシコ、

ニュージーランドの事例を情報収集し、国内事例同様に、地熱

資源量を概算した。 

3) 主に葛根田地域の地質・地化学・物理探査（特に比抵抗値）の

情報から、超臨界地熱資源の拡がりを直径 10km、深度区間 2

～16.3km、温度 500℃、回収率 10%と仮定し、地熱資源量は

0.2～1.4GWe と評価した。 

4) 坑井１本あたりの熱抽出量を評価する数値モデルを上記デー

タに基づき構築した。結果に影響を及ぼすパラメータとして、

貯留層規模と浸透率があるが、規模については、国内外の事例

から、半径 2.5～5km、深度区間 500m という安全側の解析領

域を設定するとともに、浸透率においては、既存の地熱貯留

層、野外露頭観察やコア試験で得られている実験値から妥当

な範囲（10-15~10-14m2）を条件として与えた。 

・シミュレーション結果 

上記条件を前提条件とすると、坑井１本あたり 27-45MWe の電気

出力に相当する採熱を可能とするシミュレーション結果を得た。 

・検討を通じて明らかになった事項 

1) 前提条件次第によっては、還元や人工貯留層造成も有効な手

法となる。 

2) アイスランドと我が国では、地質テクトニクス（プレートのリ

フト帯・沈み込み帯）の違いがある他、マグマの岩相による違

い（玄武岩質・花崗岩質）による脆性・延性境界の温度の違い

があり、これが断裂系形成に影響を及ぼす可能性がある。つま
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りこの違いは、貯留層発達の程度に重要な要素となる。 

(ENAA の検討) 

・シミュレーションの前提条件の検討 

天然貯留層の大きさについては、国内外の情報集とその整理を通

じて、AIST より検討が粗いものの、より安全側（小さ目）な領域

を設定した。 

・シミュレーション結果 

半径 200m、厚さ 1km の天然貯留層、透水性 10-15m2 という条件

において、ケーシングプログラムの違いによって、坑井１本あたり

9-27MWe の電気出力に相当する採熱を可能とするシミュレーシ

ョン結果を得た。 

・検討を通じて明らかになった事項 

1) 発電量の持続は、より透水性の高い人工貯留層造成が条件と

なる。 

・今後の検討課題（平成 30 年度以降の課題） 

1) 今回の概査を通じて、地熱資源の空間的拡がり（深さ方向や水

平方向）や透水性・回収率の設定が、評価結果に影響を与える

ことが明確となったため、今後も再評価（精査）が必要となる。

具体的には、国内の超臨界地熱資源のモデルの具体化・精緻化

を図り、資源量評価の精度を高めていくことが考えられる。 

間接

採熱

方式 

シミュレーションの前提条件として、天然貯留層の大きさについ

ては、基本的に直接採熱方式の検討と同じ条件とした。ただし、透

水性については今回の調査データ等を参考にして、設定した。 

・シミュレーション結果 

(AIST)直接採熱方式での想定より若干高めの透水性（10-12m2）を

仮定したものの、坑井１本あたり 1MWe の電気出力に相当する採

熱に留まるシミュレーション結果となった。更に、何らかの方法に

より坑井周辺の透水性を 10-10m2まで改善したと仮定しても、坑井

１本あたり 2-4MWe と発電出力の大きな上昇は見られなかった。 

(ENAA)深さ 5km まで埋め込んだ同軸二重熱交換パイプの地下

3.8-5km の部分（AIST とほぼ同じ）で熱抽出することを仮定した

場合、熱抽出部分の熱対流が必要十分である場合に限り、坑井１本

あたり 1.8MWe の電気出力に相当する採熱を可能とするシミュレ

ーション結果を得た。更に、熱抽出長さを 1.3-5km と長めに設定

し、熱抽出部分の熱対流が必要十分であることや 30W/mK レベル

の熱伝導率の高いセメント材（新規開発要）採用を前提としても、

坑井１本あたり 6MWe と発電出力の大きな上昇は見られなかっ

た。 
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・結果のまとめ 

1) 坑井周辺の浸透率が現実的かつ若干熱採取に良好な条件で

も、坑井１本あたり 1MW 程度の熱抽出しか得られない。 

2) 二重管において、内管の内側と外側の温度差で生じる熱膨張

の差をどのように解決するかという課題や、振動をどう吸収

するかという構造的な問題点があり、これらについて十分な

検討は行われていない。 

3) 以上から、管外熱伝達支配の熱交換では、適用技術としては、

かなり困難である。 

②間接採熱方式について、持

続的に同軸二重管での採熱が

可能か。 

（両チームとも）(1)①で明らかなとおり、20MWe 以上の発電出力

を事業期間において持続的に採熱することは出来ない。 

③高温（500℃）、酸性（pH2.0）

の状態で存在すると想定され

る超臨界流体の活用にあた

り、直接・間接採熱方式のそ

れぞれにおいて、(1)既存技術

で対応可能な限界（温度、酸

性度）を、(2)コストも含めて

明確化する。新たに耐熱・耐

酸性材料、機器開発が必要な

場合は、工学的・経済的に対

応可能な方法を提案する。 

【本項の調査結果】 

1) 高温・耐腐食性のケーシング材質候補として、SiC/SiC 複合材

料を選定し、その強度試験及び過酷環境下（350℃/50MPa）適

合試験により、ケーシングへの適合性評価結果と、その仕様が

提示された（外径 8.5 インチサイズ）。 

2) その他のケーシング材質候補として、コーティング材としてイ

ンコネル、Ti、CVD-SiC、Glassy Carbon、及び DLC（ダイヤ

モンド・ライク・カーボン）が選定され、高温環境下の暴露試

験から DLC が優れた素材の一つであることが示された。上記

SiC 材よりも安価であり、今後の検討の余地がある。 

3) 高温用の地熱井セメントとして、アルミナセメントを選定し、

従来使用している地熱井セメントと性能比較を実施した。その

結果、スラリー比重 1.85sg にて、良好な強度（22MPa:72h 養

生）と流動特性（コンシステンシー：5-4）を示し、一定の成果

を得た。一方、シックニングタイムが短く、有効な遅硬剤が必

要であることが、今後の課題とされた。 

4) 実験の条件として、性能評価試験装置の試験温度上限が 250℃

であり、超臨界地熱の試験としては十分な温度ではなく、より

高温下での試験の実施が課題として残る。 

(1)に関する検討 

高温（500℃）、酸性（pH2.0）の超臨界流体の活用においては、通

常材料の使用は困難であること、また適合材料候補として SiC/SiC

複合材料等の適用可能性が示された。 

(2) に関する検討 

(AIST) 

・SiC/SiC 複合材料（現状 200 万円/kg）を例に取れば、通常の高
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価格材料（Ti 合金等）に比べても数百倍、既存材料に比べれば 1

万倍以上高い。経済的に対応可能な方法（案）としては、「SiC が

将来構造材に大量利用されると仮定すれば、大幅な価格低減（1/数

100）となる事を予測」するに留まった。 

(ENAA) 

・現状のコストを元に、後章の経済性分析で低価格化を想定した

感度分析を実施。事業性のある発電コスト(10.9 円/kWh)との関係

では、SiC 複合材料に拘らず、Ti 合金価格レベル以下の材料の探

索が必須であり、コスト削減に向けた技術開発の方向性（SIC 代

替やその他構造用複合材料の探索及び研究開発の必要性）が示さ

れた。 

 

残る課題は以下の通り。 

1) ケーシング管に適用可能な材料候補として、 SiC 代替、例え

ば、地熱分野以外で実用化済の既存材料を含むその他構造用複

合材料の探索や既存ケーシング材の内面コーティングによる

性能向上の検討等、FS の深化（ケーシング材料開発方針の作

成）が必要。 

2) セメント材については、アルミナセメントの特性（シックニン

グタイム等）の再評価を実施と、それ以外の高温用セメント材

との優位性の再評価が必要。 

3) IDDP-2 噴気試験によるデータ等から、地熱流体の化学特性

と材料への影響について再評価が必要。これらに基づき、最

適な坑井仕上げ仕様（調査井仕様と生産井仕様）を検討す

る。 

(2)シミュレーション・室内実

験等の結果として、①に示し

た規模の超臨界地熱発電シス

テムを実現するために必要な

人工亀裂システムの規模を検

討(2)した上で、熱衝撃・水圧

破砕等によって当該規模の貯

留層を造成できること(1)。 

(1)に関する検討 

論点である、「熱衝撃・水圧破砕等によって、必要な規模の貯留層

を造成が出来ること」を１年間の調査で示すには及ばなかったが、

技術の実現可能性については、室内実験を通じて以下の成果を得

た。 

1) 加圧時間が長いほど、並びに、減圧破砕実験では岩体温度が高

く減圧度が大きいほど破砕が進行して透水性が高まることを

見出すとともに、これらの破砕により従来の地熱貯留層に必

要な浸透率レベル（10-15~10-14m2）を形成・維持できる可能性

が提示された。 

2) しかしながら、水圧破砕実験において、温度条件による割れ目

形成のパターンには明確な違いが確認され、超臨界条件であ

る 450℃では網目状（透水率 10-15m2）と、温度 200℃の板状
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（透水率 10-12m2）に比べて割れ目形成（透水性改善）が限定

されることがわかった。 

3) 上記実験結果に基づく人工貯留層の造成・維持シミュレーシ

ョンコードを作成し、計算した結果、坑井から半径数 100ｍ規

模で、透水性を有する人工貯留層の造成の可能性が、シミュレ

ーションを通じて示された。 

4) 減圧破砕法は、多量の水を必要とする水圧破砕法に比べて、水

量の使用が限定される地域ではメリットがあり、人工貯留層

造成の初期段階に有効な手法である。（初期に減圧破砕によ

り、人工亀裂の前段を作成し、その後、水圧破砕により、破砕

を進展させていくというイメージが報告された）。 

5) 一方、減圧破砕手法は、未だ、実用化されていない技術であり、

今回は減圧破砕ツールの概念設計が提示されたのみにとどま

り、基本的な破砕試験を含めて実用化までに時間を要する技

術となることも判明した。 

6) 天然貯留層に併せて、限定的な人工貯留層（坑井の周囲半径

500m 内に透水ゾーンを設定）を追加した場合、出力の持続性

に貢献することがシミュレーションで示された。 

これは、掘削した坑井の透水性が低く、そのままでは噴出不能

あるいは噴出量不十分の際に、透水性改善の手法として有効

となることを示す。 

7) しかし、天然貯留層の発達が非常に限定的である場合、人工貯

留層造成に大きく依存したシステムでは、人工割れ目も限定

的であるため、熱回収も限定されることも示された。 

 

 (2)の検討結果 

左記評価項目にある「①に示した規模の超臨界地熱発電システム

を実現するために必要な人工亀裂システムの規模の検討」におい

ては、上記①(1 ページ)の調査結果に示した、天然貯留層において

透水性が 10-14m2の場合には、人工貯留層の造成なしで 20MWe 以

上の電気出力を出せることが、シミュレーションによって示され

ており、これは、超臨界地熱資源の規模と状況によっては破砕技術

を用いずとも超臨界地熱発電が可能であること（つまり工学的蓋

然性）を示していると評価する。 

 

残る課題は以下の通り。 

1) 現状の減圧破砕・水圧破砕の両シミュレータは、力学現象の

モデリングが出来ないため、今後は力学モデルを取り込む必
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要があるか継続検討が必要。 

2) 水圧破砕は石油ガスの開発では既に既存技術であるが、超臨

界資源が延性状態にある場合、破砕造成した亀裂の維持につ

いては継続検討が必要。 

3) 減圧して、ジュールトムソン冷却による密度変化で割れ目を

作るという減圧破砕の原理（10cm 角岩体のラボ実験では確認

済み）は確認できたが、室内実験と実規模の岩体フィールドで

は減圧破砕を起こし得る減圧現象の規模が大きく異なり、実

規模での実現可能性示唆は不十分であった。 

4) また、減圧破砕は全くの新規技術であるため、実規模の地熱井

で技術を適用していくシナリオが共有されていないため、こ

のシナリオについて継続検討が必要。 

5) 水圧破砕及び減圧破砕の長短から、破砕が必要となる場合に、

両技術の使い分けについてのシナリオについて継続検討が必

要。 

(3)上記の課題が解決し、超臨

界地熱を持続的に抽熱するシ

ステムをシミュレーションし

た結果、現時点で想定される

発電コストが従来地熱の発電

コスト（10.9 円/kWh）未満で

あることが想定されること。

（将来的な経済的実現可能

性） 

・シミュレーション条件の検討 

発電システムでは、蒸気の直接利用法と熱交換を用いた間接利用

法が提案され、それぞれに熱効率（必要な蒸気量とそれに対する発

電電力）やその他の特性が提示され、併せて、技術課題を整理し

た。 

・シミュレーション結果 

両チームとも、試算のための前提条件を整理し、その条件によって

は、従来型発電コスト(10.9 円/kWh)末満となることを示した。 

(AIST)  

試算のための主な前提条件： 

透水性：①の報告レベル(10-14m2程度の天然貯留層または一部人工

造成） 

発電方式：過熱蒸気直接利用または熱交換 

ケーシング材料：Ti レベル価格の材料（SiC または代替材料の低

価格化を仮定）を井戸全体の一部に利用(他は通常材) 

→30 年の運用において平均発電コスト 9.6 円/kWh(最も良い条件)

～12.5 円/kWh という結果を得た。 

(ENAA) 

試算のための主な前提条件：  

透水性：①の報告レベル(10-15m2程度の天然貯留層、熱対流は十分） 

発電量：坑井１本あたり 9MW（オプションとして 27MW） 

ケーシング材料：現状 SiC 価格（パイプ価格 30M 円/m）を底部

3000m にわたって使用するケース a をベースに、同価格が 1/10
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（パイプ価格 3M 円/m）のケース b や Ti 同等（現状 SiC 価格の

1/100、炭素鋼パイプ価格の約 10 倍：0.3M 円/m）にコストダウン

されたケース c で感度分析的に試算。 

→試算結果として、ケース a で 150 円/kWh、ケース b で 26 円

/kWh、ケース c で 12.8 円/kWh となった。 

ケース c で発電量を 9→27MW、掘削単価を 50→30 万円/m 等と

した場合の最良ケースでは、10 円/kWh という結果を得た。 

残る課題は以下の通り。 

1) AIST の試算において、地上設備については、30MW から

100MW 規模へ増大するスケールメリットの効果と新たに発

生する設備費用の増額についてさらなる検討が必要。 

2) スケールや腐食の対策が重要課題となるにも関わらず、蒸気

清浄化対策等の具体的検討の提示がなされていない。発電シ

ステムにおいて、未検討であった蒸気清浄化装置や腐食対策

等の検討深化が必要。例えば、新たに蒸気清浄化装置を組み

込む場合、装置コストの上乗せばかりでなく、清浄化に伴う

過熱蒸気から飽和蒸気への変化に伴い、単位規模（例えば

10MW）の発電に必要な蒸気量（≒井戸本数）が増加し、経

済性が悪化するので、その影響の大きさを検討する必要があ

る。 

3) 今回の経済性試算では、基本的に白地（グリーンフィール

ド）を前提とした計算を行ったが、例えば葛根田地熱発電所

近傍など、既開発地域周辺では発電所増設を前提とする可能

性もあり、その際の経済的優位性と採算性に及ぼす影響の検

討が必要。 

 

 

 


