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まままま    ええええ    がががが    きききき    

 

 地熱は、資源に乏しい我が国にとって国内に豊富に賦存する貴重なエネルギー

資源である。また、単位発電量に対する二酸化炭素の排出量が化石燃料に比較し

格段に低く、天候に左右されずに安定電源になり得る、という特徴を有している

ことは、これまでも認識されてきた。 

 

ところが、地熱エネルギーの開発は、平成 11（1999）年３月の東京電力㈱八

丈島地熱発電所（3.3MW）の運転開始以来、事業用としての新規発電所の建設は

行われていない。地熱発電において開発が進まなかった原因は、大きくは、１．

事業としての経済性の低さ、２．立地上の問題、の２点に集約できる。しかし、

平成 23（2011）年３月 11日に発生した未曾有の大震災に起因した福島第一原子

力発電所の事故は、これまでの国のエネルギー政策を根底から見直す発端となり、

政府は世論にも後押しされ自然エネルギーの積極的な導入策を取った。つまり、

平成 24（2012）年７月より再生可能エネルギー固定価格買取制度（以下、固定

価格買取制度）を施行し、自然エネルギー開発に対しての事業性のインセンティ

ブを付与するとともに、地熱エネルギー開発に特有な地下リスクに対する新たな

支援制度も創設した。また国内の８割の地熱エネルギーが賦存されていると言わ

れる自然公園内の調査・開発も平成 24（2012）年３月の環境省通知により条件

付きながら門戸を開かれ、開発対象とされる有望地域の範囲も広がった。このよ

うに地熱発電を取り巻く環境は、開発が進まなかったこの 10 年間に比べ格段に

向上したことは事実である。 

 

しかし、地熱発電には、地下資源の開発であるがゆえに調査に長期間を要し、

操業後もスケールの析出や還元熱水の還流による地下温度の低下などに起因し

た坑井能力の減衰が見られる場合もあり、発電出力維持のために地熱貯留層を継

続的に管理しなければならないといった技術上の難しさがある。また、他の自然

エネルギーとは違い開発までのリードタイムが長いことから、固定価格買取制度

そのものへの適用が将来に成されるかどうかの不確実さを常に意識せざるを得

ない。 

 

自然エネルギーを確実に普及、定着させるためには、各々の自然エネルギーの

特徴を勘案した政策構築とその迅速な運用が求められる。特に、地熱発電では、

他の自然エネルギーにはない特有の課題も有しており、この課題の解決が今後の

地熱発電の推進のために必要である。 

 

以上を踏まえ、ここに地熱発電を取り巻く現在の課題と望まれる施策について

提言として取り纏めた。 

 



- 2 - 
 

地熱エネルギーの開発･利用推進に関する提言１～４〔概要〕地熱エネルギーの開発･利用推進に関する提言１～４〔概要〕地熱エネルギーの開発･利用推進に関する提言１～４〔概要〕地熱エネルギーの開発･利用推進に関する提言１～４〔概要〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１．１．１．「再生可能エネルギー「再生可能エネルギー「再生可能エネルギー「再生可能エネルギー固定価格買取制度固定価格買取制度固定価格買取制度固定価格買取制度」」」」による地熱発電開発の推進による地熱発電開発の推進による地熱発電開発の推進による地熱発電開発の推進    

再生可能エネルギー固定価格買取制度に関して、地熱発電開発のリードタイ 

ムが長いという特殊性を考慮して以下の項目を要望する： 

 

(1) 事業として成り立つ適正な買取価格および買取制度の長期的な継続 

(2) 見直しスパンの長期化などによる地熱発電の買取価格の長期固定 

 

２２２２．．．．既設および既設および既設および既設および新規新規新規新規地熱発電所への支援の継続・強化地熱発電所への支援の継続・強化地熱発電所への支援の継続・強化地熱発電所への支援の継続・強化 

既設地熱発電所の維持および地熱発電開発の推進を図るため、以下の支援策 

の継続・強化を要望する： 

 

(1) 既設地熱発電所への支援制度の継続 

(2) 地熱発電所新設時の既設送変電設備増強への支援 

 

３３３３．．．．環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価期間期間期間期間のののの短縮短縮短縮短縮および温泉法関係の規制の緩和による地熱発電開発および温泉法関係の規制の緩和による地熱発電開発および温泉法関係の規制の緩和による地熱発電開発および温泉法関係の規制の緩和による地熱発電開発    

        の推進の推進の推進の推進 

地熱発電開発を迅速に推進するため、以下の項目を要望する： 

 

(1) 環境影響評価期間の短縮 

(2) 温泉法に基づく掘削許可の申請対象の明確化 

 

４．４．４．４．地熱開発に関する技術開発の推進地熱開発に関する技術開発の推進地熱開発に関する技術開発の推進地熱開発に関する技術開発の推進    

地熱発電開発の将来を見据えた以下の技術開発を要望する： 

 

(1) 地熱開発の温泉への影響に関する技術 

(2) 費用の低減に寄与し、環境に配慮した掘削技術 
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提 言 １ 

 

(1) (1) (1) (1) 事業として成り立つ事業として成り立つ事業として成り立つ事業として成り立つ適正な買取価格適正な買取価格適正な買取価格適正な買取価格およびおよびおよびおよび買取制度の長期的な継続買取制度の長期的な継続買取制度の長期的な継続買取制度の長期的な継続    

                                           （参考資料８、９）    

平成 24 年度の地熱発電における買取価格は、15 年間の調達期間において

15,000kW 以上の設備が 1kWh 当たり 26 円(税抜)、15,000kW 未満の設備が

1kWh当たり 40円(税抜)に設定された。この価格については、地熱が他の再生

可能エネルギー電源と比較して開発リスクが高いことを考慮し、IRRが税引前

13%になるように設定されたものである。 

固定価格買取制度の施行後 1年が経過した平成 25（2013）年 10月末現在の

再生可能エネルギー発電設備の導入量は、累計で 585.2万 kWに達し、順調な

伸びを示したが、その約９割が太陽光発電設備である。地熱発電について見る

と、開発機運は高まっているものの、設備導入量は 0.1 万 kW、設備認定容量

でも 0.5万 kWと小規模な発電所しか導入が進んでいない。大規模地熱発電所

については、開発に 10 年以上を要するため、第一号案件が運転開始に至るの

は、早くても概ね７～８年以降となる見通しであり、それまでは大幅な設備導

入は見込めない。 

一方、固定価格買取制度は将来的に見直されること、また買取価格について

は、調達価格等算定委員会の意見をもとに年度ごとに見直しが行われることに

なっている。平成 25 年度の調達価格については、新規開発の実績がゼロ件で

あるため、調達価格算定の前提となっているコストを見直す根拠に乏しく、平

成 24年度調達価格が据え置かれることとなった。 

    

１．１．１．１．「再生可能エネルギー固定価格買取制度」による地熱発電開発の推進「再生可能エネルギー固定価格買取制度」による地熱発電開発の推進「再生可能エネルギー固定価格買取制度」による地熱発電開発の推進「再生可能エネルギー固定価格買取制度」による地熱発電開発の推進    

    
平成 24（2012）年７月に再生可能エネルギー固定価格買取制度がスタートし

た。地熱発電に対しては、他の再生可能エネルギー電源と比較して開発リスクが

高いことを考慮した買取価格が設定された。 

この価格については年度ごとに見直しが行われることになっているが、地熱開

発は 10 年以上とリードタイムが長いので、その見直しの基礎となる大・中規模

発電の新規運転実績が、当面ゼロか非常に乏しい状況が続くと見込まれる。 

このような状況の中で現行の買取価格が引き下げられることになれば、現在高

まりつつある地熱開発の機運は大幅に低下することが懸念される。また、すでに

調査・開発に着手した地熱発電プロジェクトについても、プロジェクトの経済性

に深刻な影響を与え、事業の継続性をも左右する開発リスクを生むことが懸念さ

れる。 

以上から、以下の項目を要望する： 

 
(1) 事業として成り立つ適正な買取価格および買取制度の長期的な継続 

(2) 見直しスパンの長期化などによる地熱発電の買取価格の長期固定 
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平成 26 年度以降も相当期間、制度や価格の見直しの基礎となる新規開発の

実績が乏しい状況が続くと見込まれ、このような中で、制度が変更されたり、

現行の価格が引き下げられることになれば、現在高まりつつある地熱開発の機

運は大幅に低下することが懸念される。 

地熱発電は、二酸化炭素排出量が少なく、また他の再生可能エネルギーと比

べても、天候・昼夜を問わずに安定した発電が可能な優良電源ではあるが、開

発のリードタイムは、他の再生可能エネルギーよりもはるかに長く、開発リス

クも高いことから、固定価格買取制度を維持し、事業として成り立つ適正な価

格を長期的に安定して継続することを要望する。 

 
(2)(2)(2)(2)    見直しスパンの長期化見直しスパンの長期化見直しスパンの長期化見直しスパンの長期化などなどなどなどによるによるによるによる地熱発電の買取価格の地熱発電の買取価格の地熱発電の買取価格の地熱発電の買取価格の長期固定長期固定長期固定長期固定 

地熱発電の開発プロジェクトは、調査・開発に着手した時点の買取価格が設

備認定時まで継続し、生産開始後もその価格が適用されることを前提としてい

るため、プロジェクト途上における価格の変更は、経済性に深刻な影響を与え、

事業の継続性をも左右する開発リスクを生むことが懸念される。 

従って、地熱発電においては買取価格を毎年度見直すのではなく、見直しの

スパンを長期化したり、設備認定の時期を極力早めることで、長期間価格を固

定し、地熱発電プロジェクトの調査・開発中における価格変動のリスクを低減

させることを要望する。 
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提 言 ２ 
    

    
(1) (1) (1) (1) 既設地熱発電所への支援制度の継続既設地熱発電所への支援制度の継続既設地熱発電所への支援制度の継続既設地熱発電所への支援制度の継続（参考資料 10）    

現行の中小水力・地熱発電開発費等補助金（地熱発電開発費補助金）は、固

定価格買取制度の導入に伴い、平成 23年度から補助対象が平成 22年度以前に

審査等を受けた事業のみとなり、さらに近い将来廃止になると言われている。

この補助金は、固定価格買取制度の対象とならない既設の地熱発電所を対象に

してきており、本補助金が廃止された場合、投資手控えによる出力低下や、生

産井・還元井掘削費用の事業者負担が増加することによる新規地熱開発への開

発意欲の低下などが懸念される。 

従って、本支援制度の継続を要望する。 

 
(2) (2) (2) (2) 地熱発電所新設時の既設地熱発電所新設時の既設地熱発電所新設時の既設地熱発電所新設時の既設送変電設備送変電設備送変電設備送変電設備増強への支援増強への支援増強への支援増強への支援    

地熱発電所は山間地に位置することが多く、接続可能な送変電設備の容量が

限られている場合が少なくない。しかし、地熱開発はリードタイムが長いため、

既設の送電線に接続する時点において、太陽光発電など他の再生可能エネルギ

ーがすでに接続され、送変電設備の容量が限界となり送変電設備を増強しない

と接続できないことが予想される。発電所の新設により既設送変電設備を増強

する場合、その費用は発電事業者の負担になることから、事業の採算性を悪化

させる大きな要因になる。 

従って、送変電設備増強の費用について補助金による助成策などの支援を要

望する。 

    
２．２．２．２．既設および新規地熱発電所への支援の継続・強化既設および新規地熱発電所への支援の継続・強化既設および新規地熱発電所への支援の継続・強化既設および新規地熱発電所への支援の継続・強化    

    
地球温暖化対策として化石燃料に代わる低炭素型のエネルギー源の開発を行

う必要がある。 

地熱は、エネルギー賦存量の豊富さや出力が安定しているという長所を持つた

め、化石燃料の代替エネルギーとして期待できることから、既設地熱発電所の維

持および地熱発電開発の推進を図るため、以下の支援策の継続・強化を要望する： 
 
(1) 既設地熱発電所への支援制度の継続 

(2) 地熱発電所新設時の既設送変電設備増強への支援 
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提 言 ３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
(1)(1)(1)(1)    環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価期間期間期間期間のののの短縮短縮短縮短縮（参考資料 11、12）    

新規地熱開発は一般的に 10 年以上の期間を要し、その内の環境影響評価の

プロセスには４年以上の期間が費やされ、その比重は極めて大きい。 

平成 25（2013）年 1 月に内閣総理大臣の諮問機関として「規制改革会議」

が設置され、規制改革が総合的に調査審議されている。平成 25（2013）年６

月には「規制改革に関する答申」として優先すべき項目が内閣総理大臣に提出

されている。この中では「風力・地熱発電に係る環境影響評価の国による審査

期間の短縮目標の設定」として取上げられ、「短縮目標（全体で 45日程度に短

縮）を明示した上で、実効的な審査短縮策を講じる。」（実施時期：平成 25 年

度早期措置、所管省庁：経産省、環境省）とされている。 

このような国による迅速な対応は高く評価される。更なる審査短縮策に向け

今後も引続きご検討願いたい。 

また、前倒し環境調査に関連しては前項目と同様に「規制改革に関する答申」

の中でも優先すべき項目とされている。具体的には「配慮書手続きに先行する

環境影響調査の実施による環境アセスメント期間の大幅な短縮の促進」として

取上げられ、「事業者による環境影響調査の前倒し、並行実施を促進するため

の方策を検討し、必要な措置を講じる。」（実施時期：平成 25年度検討・結論、

結論を得次第措置、所管省庁：経産省、環境省）とされている。 

なお、アセスメントの前倒しに向けて経産省は環境省と協調して「環境アセ

スメント調査早期実施実証事業」として平成 26年度概算要求を行っている。 

本事業が確実に環境影響評価に活用できるものになる制度設計を要望する。 

 
環境影響評価期間の短縮という観点および地熱発電所の与える環境負荷を

考慮すれば、現行の環境影響評価対象事業規模（第一種事業：1万 kW以上、

第二種事業：0.75万 kW以上 1万 kW未満）の引き上げも望まれる。 

    

３３３３．．．．環境影響評価期間の短縮環境影響評価期間の短縮環境影響評価期間の短縮環境影響評価期間の短縮および温泉法関係の規制の緩和による地熱発電開発および温泉法関係の規制の緩和による地熱発電開発および温泉法関係の規制の緩和による地熱発電開発および温泉法関係の規制の緩和による地熱発電開発    

        の推進の推進の推進の推進    

 

新規地熱開発を難しくする要因の一つに、発電開始まで 10 年以上の長いリー

ドタイムを要することがある。中でも、環境影響評価に係る期間が４年以上と大

きなウエートを占めることから、この期間短縮が地熱開発のリードタイムを短縮

する上で重要となる。 

また、現行の複雑な温泉法に係る諸手続きにも多くの時間を要していることも

事実である。従って地熱発電開発の迅速な推進を図るため、以下の項目を要望

する： 

 

(1) 環境影響評価期間の短縮 

 (2) 温泉法に基づく掘削許可の申請対象の明確化 
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(2)(2)(2)(2)    温泉法に基づく掘削許可の申請対象の明確化温泉法に基づく掘削許可の申請対象の明確化温泉法に基づく掘削許可の申請対象の明確化温泉法に基づく掘削許可の申請対象の明確化（参考資料 13、14）    

環境省においては、許可が不要な掘削について類型化する検討が、有識者に

より実施中であるとのことである。平成 25（2013）年 11 月 14日に開催され

た第３回検討会では、温泉ゆう出を目的としない坑井についても掘削許可申請

を必要とするとの意見が出された。これは規制緩和により地熱発電を促進する

基本方針に逆行するものであり、ガイドラインが示された平成 24（2012）年

３月、あるいは平成 21（2009）年３月以前の状態よりも、更に規制強化に向

かうことが危惧される。 

この検討会は平成 26 年度に結論を出す予定であると聞くが、本ガイドライ

ンの上位法である「温泉法」第三条に「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削

しようとする者は・・・（中略）・・・許可を受けなければならない」と明確に

書かれていることから、温泉ゆう出を目的としない還元井、観測井、構造試錐

井などの掘削については掘削許可申請が不要であることを都道府県に対して

周知・徹底することを要望する。 

但し、ゆう出を目的としないで掘削した場合でも結果として常時ゆう出をさ

せる場合には、その時点で許可申請の手続きを踏むこととされたい。 
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提 言 ４ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(1)(1)(1)(1)    地熱開発の温泉への影響に関する地熱開発の温泉への影響に関する地熱開発の温泉への影響に関する地熱開発の温泉への影響に関する技術技術技術技術    

地熱開発では、影響を懸念する温泉地の理解が得られず、許認可等の取得に

支障を来すなど、調査･計画の実施に重大な影響を与える場合がある。温泉事

業者との協調のためには、それぞれの温泉の成因や泉質などのメカニズムを科

学的に明らかにし、さらに周辺温泉と地熱貯留層との関連性を温泉事業者に積

極的に開示していくことで、温泉事業者の懸念を払拭し、双方の理解に立った

共存・共栄の体制作りが重要である。 

既に環境省地球温暖化対策技術開発等事業「温泉共生型地熱貯留層管理シス

テムの開発」により技術開発が進められているが、今後開発されたシステムの

活用を行うとともに、更にリスクの可視化ツールの開発や温泉事業者も活用で

きるシステム開発等が望まれる。 
 

(2)(2)(2)(2)    費用の低減に寄与し、環境に配慮費用の低減に寄与し、環境に配慮費用の低減に寄与し、環境に配慮費用の低減に寄与し、環境に配慮したしたしたした掘削掘削掘削掘削技術技術技術技術（参考資料 15、16）    

開発費用に占める掘削費用の割合は現状でも1/4程度と多く、傾斜掘削を行っ

た場合には掘削費がさらに増えるなど、掘削費用の低減は開発を判断する上で

大きな影響を与える。 

また、掘削を行う場合に、一定の広さの敷地や道路の造成を伴うこと、高さ

30～50m程度の櫓を設置する必要があることなどから、風致景観などへの影響

が小さいコンパクトな掘削基地の設置などを考慮する必要がある。 

従って、環境に配慮した安価な掘削、効果的な逸水対策、抑留事故防止など

による低コスト化が必要であり、これらに向けた技術開発を要望する。 

    

４．４．４．４．地熱開発に関する技術開発の推進地熱開発に関する技術開発の推進地熱開発に関する技術開発の推進地熱開発に関する技術開発の推進    

    
地熱発電の有望地点の多くは、自然公園内に存在するため、開発には各種規

制による大きな制約を受けることや、影響を懸念する近隣温泉地から理解が得

られず、調査が停滞する例も報告されていることなど、独特の問題を抱えてい

る。 

また、坑井掘削に係る費用は開発費用に占める割合が大きいため、掘削費用

の低減は地熱開発を行う上で大きな課題となっている。 

このような課題を解消し、地熱開発の将来を見据えた以下の技術開発を進め

ることを要望する： 

 
(1) 地熱開発の温泉への影響に関する技術 

(2) 費用の低減に寄与し、環境に配慮した掘削技術 
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 １．各国の地熱発電の現状 

国名 Ａ：地熱発電容量１）

（MWe)
Ｂ：総発電設備容量１）

（MWe)

Ａ／B
（%）

Ｃ：地熱資源量２）

（MWe)

Ａ／Ｃ
（%）

アメリカ 3,129 1,135,040 0.3 23,000 13.6

フィリピン 1,904 16,386 11.6 6,000 31.7

インドネシア 1,197 31,545 3.8 27,791 4.3

メキシコ 983 59,326 1.7 6,000 16.4

イタリア 883 106,489 0.8 3,267 27.0

ニュージーランド 762 9,485 8.0 3,650 20.9

アイスランド 675 2,571 26.3 5,800 11.6

日本 540 285,780 0.2 20,540 2.6

（出典）  １） 火力原子力発電技術協会（2013）：地熱発電の現状と動向2012年版 

      ２） 地熱発電に関する研究会中間報告（平成21年6月） 

 

 ２．主要地熱資源国の地熱発電開発動向（1/3） 

（出典）Bertani, R. (2010): Geothermal power generation in the world  

2005-2010 update report, Proceedings World Geothermal Congress 2010.  

世界の地熱発電世界の地熱発電世界の地熱発電世界の地熱発電

10,71510,71510,71510,715

18,50018,50018,50018,500

67,24667,24667,24667,246

0000

2,0002,0002,0002,000

4,0004,0004,0004,000

6,0006,0006,0006,000

8,0008,0008,0008,000

10,00010,00010,00010,000

12,00012,00012,00012,000

14,00014,00014,00014,000

16,00016,00016,00016,000

18,00018,00018,00018,000

20,00020,00020,00020,000

1950195019501950 1955195519551955 1960196019601960 1965196519651965 1970197019701970 1975197519751975 1980198019801980 1985198519851985 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2005200520052005 2010201020102010 2015201520152015

YearsYearsYearsYears

M
W

M
W

M
W

M
W

0000

10,00010,00010,00010,000

20,00020,00020,00020,000

30,00030,00030,00030,000

40,00040,00040,00040,000

50,00050,00050,00050,000

60,00060,00060,00060,000

70,00070,00070,00070,000

80,00080,00080,00080,000

G
W

h
/
y
e
a
r

G
W

h
/
y
e
a
r

G
W

h
/
y
e
a
r

G
W

h
/
y
e
a
r

設備容量設備容量設備容量設備容量

発電電力量発電電力量発電電力量発電電力量



 - 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界の地熱発電設備容量の変化世界の地熱発電設備容量の変化世界の地熱発電設備容量の変化世界の地熱発電設備容量の変化    

                            （（（（1995199519951995～～～～2020202012121212））））    

Country 1995 2000 2005 2012 

アメリカ 2,817  2,228  2,544  3,187  

フィリッピン 1,227  1,909  1,931  1,904  

インドネシア 310  590  797  1,222  

メキシコ 753  755  953  958  

イタリア 632  785  790  883  

ニュージーランド 286  437  435  768  

アイスランド 50  170  322  661  

日本 414  547  535  535  

（出典1:1995－2005の値）International Geothermal Association H/Pによる 

(http://iga.igg.cnr.it/geoworld/geoworld.php) 

（出典2: 2012の値）GEA (2012)::Geothermal Basics Q & A, Sept. 2012  

 ２．主要地熱資源国の地熱発電開発動向（2/3） 
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2010年の世界の地熱発電設備2010年の世界の地熱発電設備2010年の世界の地熱発電設備2010年の世界の地熱発電設備
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 ２．主要地熱資源国の地熱発電開発動向（3/3） 

（ 出 典 ） Bertani, R. (2010): Geothermal power generation in the world 

2005-2010 update report, Proceedings World Geothermal Congress 2010.  
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 ３．日本の地熱発電開発状況 

 ４．日本の地熱関係予算の推移 

（出典） 

2009年度まで：火力原子力発電技術協会（2010）：地熱発電の現状と動向2009年版 

2010～2013年度：経済産業省・財務省ホームページ(2012～2013年度は予算案) 

2011年度その他：新エネルギー等導入促進基礎調査(地熱開発導入基盤整備調査)委託費 

2012～2013年度その他：地熱資源開発調査事業費補助金、JOGMEC出資金(探鉱出資)、JOGMEC債務保証等 

（出典）火力原子力発電技術協会（2013）：地熱発電の現状と動向2012年版 
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５．日本の地熱発電所運転状況 

（出典）火力原子力発電技術協会提供データ 
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６．世界の二酸化炭素の年間排出量 

 

 

 

 

７．各種発電の二酸化炭素排出原単位 
 

 

 

 

 

 

（出典）IEA “CO2 EMISSION FROM FUEL COMBUSTION” 2012 を元に環境省作成 

 注）2009年時点の電源別LC-CO2排出量と2000年評価との比較を示す。 

なお、原子力は使用済燃料再処理、プルサーマル利用、高レベル放射性廃棄物処分等を含めて算出。 

（出典）電力中央研究所（2010）：日本の発電技術のライフサイクルCO2排出量評価、研究報告：Y09027. 
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８．再生可能エネルギー発電設備の導入状況 
 

 

 

 

 

固定価格買取制度導入後の再生可能エネルギー発電設備の導入量は、累計で

585.2 万 kW となった。うち太陽光発電設備が 9 割を占める。地熱はわずか 0.1

万 kWを占めるにすぎない。

（出典） 資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発電設備の導入状況

について」(平成26年１月10日) 
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９．地熱開発におけるリードタイム 
 

地熱発電所が建設されるまでには、10年以上の歳月がかかります。必要な許認

可等を受けつつ入念な調査、探査、評価を積み重ね、環境や温泉への影響も時間

をかけて一つひとつ確認していきます。環境影響評価を経て、いよいよ建設、操

業へと進みます。 
 

 

 

１～２年目 

 

 

 

 

 

 

３～５年目 

 

 

 

 

 

 

６～９年目 

 

 

 

 

 

 

１０～１２年目 

 

 

 

 

 

１３年目～ 

 

 

 

 

（出典） JOGMEC「地熱－地域・自然との共生に向けて」(平成24年)をもとに作成 

１．地表調査１．地表調査１．地表調査１．地表調査                                            

   ・地質・地化学調査 

   ・物理探査 

   ・ターゲット選定 

２．地下探査・評価２．地下探査・評価２．地下探査・評価２．地下探査・評価    

   ・坑井調査 

   ・噴気試験 

   ・総合解析 

３．環境アセスメント３．環境アセスメント３．環境アセスメント３．環境アセスメント    

・環境影響評価 

・温泉影響評価 

・許認可 

４．建４．建４．建４．建    設設設設    

・設 計 

・建 設 

・試運転 

５．操５．操５．操５．操    業業業業    

・運 用 

・メンテナンス 

・貯留層モニタリング 
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１０．平成 25年度の地熱発電の支援制度 

                                                                                        （経済産業省関係技術研究開発事業を除く） 

    

１．地熱資源開発調査事業費助成事業等（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）１．地熱資源開発調査事業費助成事業等（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）１．地熱資源開発調査事業費助成事業等（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）１．地熱資源開発調査事業費助成事業等（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）    

【平成【平成【平成【平成 25252525 年度予算年度予算年度予算年度予算    155155155155 億円】億円】億円】億円】    

１．１．地熱資源開発調査事業費助成金交付事業の対象事業と助成金１．１．地熱資源開発調査事業費助成金交付事業の対象事業と助成金１．１．地熱資源開発調査事業費助成金交付事業の対象事業と助成金１．１．地熱資源開発調査事業費助成金交付事業の対象事業と助成金    

【平成【平成【平成【平成 25252525 年度予算年度予算年度予算年度予算    75757575 億円】億円】億円】億円】    

                (1) (1) (1) (1) 地熱資源開発事業者等が行う事業地熱資源開発事業者等が行う事業地熱資源開発事業者等が行う事業地熱資源開発事業者等が行う事業    

                            (a) (a) (a) (a) 地表調査等事業費地表調査等事業費地表調査等事業費地表調査等事業費    

        ・地表調査に要する経費の 3/4 以内 

        ・環境事前調査に要する経費に対して定額 

                        (b)(b)(b)(b)    坑井掘削等事業費坑井掘削等事業費坑井掘削等事業費坑井掘削等事業費    

        ・坑井掘削費、坑井調査費、付帯工事費等に要する経費の 1/2 以内 

        ・既存温泉への影響を把握するためのモニタリングに要する経費に対し 

て定額 

                (2) (2) (2) (2) 地元の地熱関係法人等が地元の地熱資源を利用した事業の実施可能性を地元の地熱関係法人等が地元の地熱資源を利用した事業の実施可能性を地元の地熱関係法人等が地元の地熱資源を利用した事業の実施可能性を地元の地熱関係法人等が地元の地熱資源を利用した事業の実施可能性を    

検討するために行う事業検討するために行う事業検討するために行う事業検討するために行う事業    

                        (a)(a)(a)(a)    地表調査等事業費地表調査等事業費地表調査等事業費地表調査等事業費    

        ・地表調査に要する経費に対して定額 

        ・環境事前調査に要する経費に対して定額 

                        (b)(b)(b)(b)    坑井掘削等事業費坑井掘削等事業費坑井掘削等事業費坑井掘削等事業費    

        ・坑井掘削費、坑井調査費、付帯工事費等に要する経費に対して定額 

        ・既存温泉への影響を把握するためのモニタリングに要する経費に対し 

て定額 

 

１．２．地熱資源探査資金出資事業１．２．地熱資源探査資金出資事業１．２．地熱資源探査資金出資事業１．２．地熱資源探査資金出資事業                                            【平成【平成【平成【平成 25252525 年度予算年度予算年度予算年度予算    60606060 億円】億円】億円】億円】    

                (1) (1) (1) (1) 対象事業対象事業対象事業対象事業    

      本邦法人が国内において行う地熱資源の探査に必要な資金で次の要件を 

満たす事業： 

        ・自然公園法、温泉法、森林法等の許認可事項が明確になっているも 

の。 

        ・調査範囲の土地を保有、または地権者の合意・許可が得られているも 

の。 

        ・開発地域の利害関係者（地方公共団体、温泉事業者等）のプロジェクト 

への賛同が得られるもの。 

                (2) (2) (2) (2) 出資限度額出資限度額出資限度額出資限度額    

        ・地熱の探査に必要な資金に充当される出資の額の 50％以内 

 

１．３．地熱資源開発資金債務保証事業１．３．地熱資源開発資金債務保証事業１．３．地熱資源開発資金債務保証事業１．３．地熱資源開発資金債務保証事業                                【平成【平成【平成【平成 25252525 年度予算年度予算年度予算年度予算    20202020 億円】億円】億円】億円】    

                ((((1) 1) 1) 1) 対象事業対象事業対象事業対象事業    

      本邦法人が国内において行う地熱資源開発のために必要となる坑井の掘削、パイ

プライン等の敷設その他これらに付随する作業および発電のために必要となる設備

の設置に必要な資金に対する債務の保証で、次の要件を満たす事業： 

        ・自然公園法、温泉法、森林法等の許認可事項が明確になっているもの。 



 - 19 - 

        ・開発範囲の土地を保有、または地権者の合意・許可が得られているも 

の。 

        ・開発地域の利害関係者（地方公共団体、温泉事業者等）のプロジェクト 

への理解が得られるもの。 

                (2) (2) (2) (2) 保証限度額保証限度額保証限度額保証限度額    

        ・坑井掘削等に必要な資金の各金融機関別債務に 100 分の 80 以内を乗 

じた額 

    

    

２．地熱開発理解促進関連事業支援補助金（資源エネルギー庁）２．地熱開発理解促進関連事業支援補助金（資源エネルギー庁）２．地熱開発理解促進関連事業支援補助金（資源エネルギー庁）２．地熱開発理解促進関連事業支援補助金（資源エネルギー庁）    

【平成【平成【平成【平成 25252525 年度予算年度予算年度予算年度予算    28282828 億円】億円】億円】億円】    

                (1) (1) (1) (1) 対象事業対象事業対象事業対象事業    

      地方公共団体、温泉事業者、第三セクター等が地熱開発の理解の促進のため、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 

                (2) (2) (2) (2) 補助額補助額補助額補助額    

        ・1/1（全額） 

    

    

３．中小水力･地熱発電開発費等補助金等（新エネルギー導入促進協議会３．中小水力･地熱発電開発費等補助金等（新エネルギー導入促進協議会３．中小水力･地熱発電開発費等補助金等（新エネルギー導入促進協議会３．中小水力･地熱発電開発費等補助金等（新エネルギー導入促進協議会））））    

【平成【平成【平成【平成 25252525 年度予算地熱分年度予算地熱分年度予算地熱分年度予算地熱分    6.76.76.76.7 億円】億円】億円】億円】    
３．１．フラッシュ発電方式：中小水力･地熱発電開発費等補助金（地熱発電開発事３．１．フラッシュ発電方式：中小水力･地熱発電開発費等補助金（地熱発電開発事３．１．フラッシュ発電方式：中小水力･地熱発電開発費等補助金（地熱発電開発事３．１．フラッシュ発電方式：中小水力･地熱発電開発費等補助金（地熱発電開発事    

業）業）業）業）    
（平成 25 年度新エネルギー導入促進協議会（NEPC）公募要領による） 

    (1) (1) (1) (1) 対象事業（平成対象事業（平成対象事業（平成対象事業（平成 22222222 年度以前に本補助事業における審査等を受けた事業）年度以前に本補助事業における審査等を受けた事業）年度以前に本補助事業における審査等を受けた事業）年度以前に本補助事業における審査等を受けた事業）    

    

 
(2)(2)(2)(2)    補助率補助率補助率補助率    

     ・調査井掘削事業：1/2 以内 

        ・地熱発電施設設置事業：1/5 以内 
    
３．２．バイナリー発電方式：新エネルギー等導入加速化支援対策事業（新エネルギ３．２．バイナリー発電方式：新エネルギー等導入加速化支援対策事業（新エネルギ３．２．バイナリー発電方式：新エネルギー等導入加速化支援対策事業（新エネルギ３．２．バイナリー発電方式：新エネルギー等導入加速化支援対策事業（新エネルギ    

ー等事業者支援対策事業）ー等事業者支援対策事業）ー等事業者支援対策事業）ー等事業者支援対策事業）    
        →（平成 25 年度以降廃止） 

    
３．３．バイナリー発電方式：新エネルギー等導入加速化支援対策事業（地域新エ３．３．バイナリー発電方式：新エネルギー等導入加速化支援対策事業（地域新エ３．３．バイナリー発電方式：新エネルギー等導入加速化支援対策事業（地域新エ３．３．バイナリー発電方式：新エネルギー等導入加速化支援対策事業（地域新エ    

ネルギー等導入促進事業）ネルギー等導入促進事業）ネルギー等導入促進事業）ネルギー等導入促進事業）    
        →（平成 25 年度以降廃止） 
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１１．環境影響評価の概要 

 

環境アセスメントの手続き環境アセスメントの手続き環境アセスメントの手続き環境アセスメントの手続き    

 
 環境アセスメントは、対象事業が周辺の自然環境、地域生活環境などに与える

影響について、一般の方々や地域の特性をよく知っている住民の方々、地方公共

団体などの意見を取り入れながら、下図の流れに沿って事業者自らが調査・予

測・評価を行うことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

１２．環境影響評価対象事業規模（発電所） 
 

 

 

 

 

 

 

 

（出典） 環境省「環境アセスメントガイド」(平成24年3月23日) 

＜＜＜＜第一種事業及び第二種事業の規模第一種事業及び第二種事業の規模第一種事業及び第二種事業の規模第一種事業及び第二種事業の規模＞＞＞＞
（環境影響評価法施行令（平成９年政令第３４６号）別表第１の５の項参照）

第一種事業 第二種事業
水力発電所 ３万kW以上 2.25万kW以上３万kW未満
火力発電所 １５万kW以上 11.25万kW以上１５万kW未満
地熱発電所地熱発電所地熱発電所地熱発電所 １万１万１万１万kWkWkWkW以上以上以上以上 0.750.750.750.75万万万万kWkWkWkW以上以上以上以上 １万１万１万１万kWkWkWkW未満未満未満未満
原子力発電所 すべて
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１３．温泉法第三条等 
 

 温泉法（昭和二十三年七月十日法律第百二十五号、最終改正）では、第二章温

泉の保護等において、次のように示している： 

 

 

（土地の掘削の許可） 

第三条 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定める

ところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権

利を有する者でなければならない。 

 

（許可の基準） 

第四条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 

一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認める

とき。 

（以下省略） 

 

 

１４．「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電 

関係）」 
 

 環境省自然環境局が平成 24 年 3 月に出した「温泉資源の保護に関するガイド

ライン（地熱発電関係）」は、地熱開発のための掘削許可に係る判断基準の考え

方を次のように示している： 

 

 

（ガイドライン 12ページ）
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１５．地熱発電開発における坑井掘削費の占める割合 

 

地熱発電所建設費内訳地熱発電所建設費内訳地熱発電所建設費内訳地熱発電所建設費内訳    

（3万 kWモデルケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）日本地熱開発企業協議会、第 3回調達価格等算定委員会資料 

 

費費費費    目目目目    費用（億円）費用（億円）費用（億円）費用（億円）    割合（割合（割合（割合（%%%%））））    

調査・開発 
地表調査 2 1 

坑井掘削 71 27 

環境影響評価 3 1 

地上設備建設 183 71 

総 額 259 100 
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１６．傾斜掘削技術とコスト 
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１６．傾斜掘削技術とコスト（続き） 
 

 

（出典）資源エネルギー庁第２回地熱発電に関する研究会「資料５」 
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平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    地熱エネルギー委員会名簿（地熱エネルギー委員会名簿（地熱エネルギー委員会名簿（地熱エネルギー委員会名簿（22222222 名）名）名）名）    

    

    氏氏氏氏    名名名名    所所所所    属属属属    ・・・・    役役役役    職職職職    

委員長委員長委員長委員長    後藤後藤後藤後藤    弘樹弘樹弘樹弘樹    出光大分地熱株式会社出光大分地熱株式会社出光大分地熱株式会社出光大分地熱株式会社    地熱事業総括マネジャー地熱事業総括マネジャー地熱事業総括マネジャー地熱事業総括マネジャー    

副委員長副委員長副委員長副委員長    森田森田森田森田    誠也誠也誠也誠也    日鉄鉱業株式会社日鉄鉱業株式会社日鉄鉱業株式会社日鉄鉱業株式会社    資源開発部資源開発部資源開発部資源開発部    地熱開発課長地熱開発課長地熱開発課長地熱開発課長    

委委委委    員員員員    佐伯佐伯佐伯佐伯    和宏和宏和宏和宏    奥会津地熱株式会社奥会津地熱株式会社奥会津地熱株式会社奥会津地熱株式会社    取締役副社長取締役副社長取締役副社長取締役副社長    

委委委委    員員員員    諸岡諸岡諸岡諸岡    幸一幸一幸一幸一    三菱マテリアル株式会社三菱マテリアル株式会社三菱マテリアル株式会社三菱マテリアル株式会社    資源・リサイクル事業本部資源・リサイクル事業本部資源・リサイクル事業本部資源・リサイクル事業本部    
    エネルギー事業部エネルギー事業部エネルギー事業部エネルギー事業部    地熱・電力部地熱・電力部地熱・電力部地熱・電力部    部長補佐部長補佐部長補佐部長補佐    

委委委委    員員員員    花野花野花野花野    峰行峰行峰行峰行    日本重化学工業株式会社日本重化学工業株式会社日本重化学工業株式会社日本重化学工業株式会社    エネルギー部エネルギー部エネルギー部エネルギー部    技師長（地熱担当）技師長（地熱担当）技師長（地熱担当）技師長（地熱担当）    

委委委委    員員員員    和田和田和田和田    泰剛泰剛泰剛泰剛    石油資源開発株石油資源開発株石油資源開発株石油資源開発株式会社式会社式会社式会社    環境・新技術事業本部環境・新技術事業本部環境・新技術事業本部環境・新技術事業本部    
    新技術開発部新技術開発部新技術開発部新技術開発部    担当次長担当次長担当次長担当次長    

委委委委    員員員員    山中山中山中山中    和彦和彦和彦和彦    三井金属鉱業株式会社三井金属鉱業株式会社三井金属鉱業株式会社三井金属鉱業株式会社    金属・資源事業本部金属・資源事業本部金属・資源事業本部金属・資源事業本部    資源開発部資源開発部資源開発部資源開発部    
    副部長副部長副部長副部長    

委委委委    員員員員    栗澤栗澤栗澤栗澤        孝孝孝孝    北海道電力株式会社北海道電力株式会社北海道電力株式会社北海道電力株式会社    発電本部発電本部発電本部発電本部    火力部火力部火力部火力部    
    火力計画・環境グループ火力計画・環境グループ火力計画・環境グループ火力計画・環境グループ    担当課長担当課長担当課長担当課長    

委委委委    員員員員    島貫島貫島貫島貫    義雄義雄義雄義雄    東北電力株式会社東北電力株式会社東北電力株式会社東北電力株式会社    火力原子力本部火力原子力本部火力原子力本部火力原子力本部    火力部火力部火力部火力部    
    地熱統括センター地熱統括センター地熱統括センター地熱統括センター    副所長副所長副所長副所長    

委委委委    員員員員    手川手川手川手川    典久典久典久典久    
東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社    フュエル＆パワーカンパニーフュエル＆パワーカンパニーフュエル＆パワーカンパニーフュエル＆パワーカンパニー    
火力部火力エンジニアリングセンター火力部火力エンジニアリングセンター火力部火力エンジニアリングセンター火力部火力エンジニアリングセンター    

        設計グループマネージャー設計グループマネージャー設計グループマネージャー設計グループマネージャー    兼兼兼兼    地熱技術担当地熱技術担当地熱技術担当地熱技術担当    

委委委委    員員員員    森本森本森本森本    貴英貴英貴英貴英    九州電力九州電力九州電力九州電力株式会社株式会社株式会社株式会社    発電本部発電本部発電本部発電本部    地熱センター地熱センター地熱センター地熱センター    
    運営グループ運営グループ運営グループ運営グループ    副長副長副長副長    

委委委委    員員員員    手塚手塚手塚手塚    茂雄茂雄茂雄茂雄    電源開発株式会社電源開発株式会社電源開発株式会社電源開発株式会社    火力建設部火力建設部火力建設部火力建設部    地熱・土木建築室地熱・土木建築室地熱・土木建築室地熱・土木建築室    
    地熱総括マネージャー地熱総括マネージャー地熱総括マネージャー地熱総括マネージャー    

委委委委    員員員員    鹿野鹿野鹿野鹿野        潔潔潔潔    鹿島建設株式会社鹿島建設株式会社鹿島建設株式会社鹿島建設株式会社    土木営業本部土木営業本部土木営業本部土木営業本部    営業部営業部営業部営業部    部長部長部長部長    

委委委委    員員員員    松村松村松村松村    修治修治修治修治    株式会社熊谷組株式会社熊谷組株式会社熊谷組株式会社熊谷組    土木事業本部土木事業本部土木事業本部土木事業本部    特別プロジェクト室特別プロジェクト室特別プロジェクト室特別プロジェクト室    
    環境再生エンジニアリング部環境再生エンジニアリング部環境再生エンジニアリング部環境再生エンジニアリング部    部長部長部長部長    

委委委委    員員員員    小嶋小嶋小嶋小嶋    令一令一令一令一    大成建設株式会社大成建設株式会社大成建設株式会社大成建設株式会社    エンジニアリング本部エンジニアリング本部エンジニアリング本部エンジニアリング本部    
    エネルギー・インフラ・国際グループエネルギー・インフラ・国際グループエネルギー・インフラ・国際グループエネルギー・インフラ・国際グループ    主事主事主事主事    

委委委委    員員員員    山田山田山田山田    茂登茂登茂登茂登    富士電機株式会社富士電機株式会社富士電機株式会社富士電機株式会社    発電プラント事業部発電プラント事業部発電プラント事業部発電プラント事業部    
    火力・地熱プラント火力・地熱プラント火力・地熱プラント火力・地熱プラント総合技術部総合技術部総合技術部総合技術部    担当部長担当部長担当部長担当部長    

委委委委    員員員員    松村松村松村松村    忠彦忠彦忠彦忠彦    ＪＦＥエンジニアリング株式会社ＪＦＥエンジニアリング株式会社ＪＦＥエンジニアリング株式会社ＪＦＥエンジニアリング株式会社    パイプライン本部パイプライン本部パイプライン本部パイプライン本部    
    電力・資源事業部電力・資源事業部電力・資源事業部電力・資源事業部    建設部建設部建設部建設部    部長部長部長部長    

委委委委    員員員員    谷口谷口谷口谷口    晶洋晶洋晶洋晶洋    株式会社東芝株式会社東芝株式会社東芝株式会社東芝    電力システム社電力システム社電力システム社電力システム社        
火力・水力事業部火力・水力事業部火力・水力事業部火力・水力事業部    火力プラント技術部火力プラント技術部火力プラント技術部火力プラント技術部    参事参事参事参事    

委委委委    員員員員    小林小林小林小林    征幸征幸征幸征幸    三菱日立パワーシステムズ三菱日立パワーシステムズ三菱日立パワーシステムズ三菱日立パワーシステムズ株式会社株式会社株式会社株式会社    営業営業営業営業総括総括総括総括部部部部    
国内営業国内営業国内営業国内営業部部部部    営業二課営業二課営業二課営業二課    課長課長課長課長    

委委委委    員員員員    齋藤齋藤齋藤齋藤    仁史仁史仁史仁史    
新日鉄住金エンジニアリング株式会社新日鉄住金エンジニアリング株式会社新日鉄住金エンジニアリング株式会社新日鉄住金エンジニアリング株式会社    
    エネルギーソリューション事業部エネルギーソリューション事業部エネルギーソリューション事業部エネルギーソリューション事業部    地熱発電推進部地熱発電推進部地熱発電推進部地熱発電推進部    
    シニアマネジャーシニアマネジャーシニアマネジャーシニアマネジャー    

委委委委    員員員員    小関小関小関小関    武宏武宏武宏武宏    三菱マテリアルテクノ株式会社三菱マテリアルテクノ株式会社三菱マテリアルテクノ株式会社三菱マテリアルテクノ株式会社    資源・環境資源・環境資源・環境資源・環境・エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー    
事業部事業部事業部事業部    資源調査部資源調査部資源調査部資源調査部    副部長副部長副部長副部長    

委委委委    員員員員    大里大里大里大里    和己和己和己和己    地熱技術開発株式会社地熱技術開発株式会社地熱技術開発株式会社地熱技術開発株式会社    取締役営業・事業開発部長取締役営業・事業開発部長取締役営業・事業開発部長取締役営業・事業開発部長    
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