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ま え が き

日本は火山列島であり、資源に乏しい我が国にとって、地熱資源は豊富に賦存

する貴重な自然エネルギーである。そして、地熱発電は、単位発電量に対する二

酸化炭素排出量が化石燃料と比較して格段に少なく、昼夜・天候に左右されない

ベースロード電源として利用できるという特長を有している。

平成 26（2014）年 4 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」における地

熱発電の位置付けとして、以下が述べられている。

○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、安定的に発

電を行うことが可能なベースロード電源を担うエネルギー源である。

○また、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行くことが必要である。

そして、平成 27（2015）年 7 月に、経済産業省がエネルギー基本計画の方針

に基づき決定した「長期エネルギー需給見通し」では、地熱発電は、平成 42（2030）
年度の電力の需給構造の電源構成における総発電電力量 10,650 億 kWh のうち、

1.0～1.1%程度（設備容量 140～155 万 kW 相当）が見込まれている。同見通し

の中で、「再生可能エネルギーについては、各電源の個性に応じた最大限の導入

拡大と国民負担の抑制を両立する。このため、自然条件によらず安定的な運用が

可能な地熱、水力、バイオマスを積極的に拡大し、それにより、ベースロード電

源を確保しつつ、原発依存度の低減を図る。」と述べられており、地熱発電に対

する期待は大きい。

地熱発電事業を取り巻く環境は、平成 24（2012）年 7 月に施行された再生可

能エネルギー固定価格買取制度（以下「FIT 制度」）をはじめ、地熱資源開発の

リスク軽減のための支援制度の創設、技術開発の支援拡充などの支援制度および

規制・制度見直しにより、格段に向上した。その結果、平成 27（2015）年 10 月

時点で FIT 制度開始後に新たに認定を受けた地熱発電設備容量は 73,085kW（51
件）となった。しかし、他の再生可能エネルギーと比較すると、新規認定の設備

容量は極めて少ない。このことは、地熱発電が他の再生可能エネルギーには無い

特有の課題を持っていることに起因しており、この課題の解決が今後の地熱発電

の推進のためには必要である。

以上を踏まえ、地熱エネルギー委員会では、地熱発電を取り巻く現在の課題と

望まれる施策を提言として取り纏めた。
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提 言 １

(1) FIT 制度の長期的な継続と現行の買取価格の維持

                        （参考資料８、９、10）
平成 24（2012）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

おいて出力 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。

一方、現在の買取価格・期間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、地熱発電は、着手してから事業化決定までに長期間を要すこと

より、FIT 制度および現行の買取価格が長期的に保証されない限り、事業者が

積極的に着手することは困難である。また、既に着手された地域を含めて事業

化が成立するためには、現行の買取価格の維持が不可欠である。

地熱発電は、二酸化炭素排出量が少なく、昼夜・天候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、FIT 制度を長期的に継続

し、事業として成り立つ現行の買取価格を維持することを要望する。

(2) 買取価格決定時期の早期化

（参考資料９）

大規模地熱開発の場合、現行の FIT 制度での買取価格の決定時期は、環境ア

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

大規模の地熱開発は開発リードタイムが長いため、現行制度変更や買取価格引

き下げがなされれば、開発機運は致命的に低下するものと懸念される。

また、現行制度下では買取価格変動リスクが大きく、大規模地熱開発事業が新

たに多数着手されることは、期待できない状況にある。

その一方で、FIT 制度の普及に伴い新たに参入した地熱開発の知見が乏しい一

部事業者の無秩序な開発により、地熱開発への一般の信頼性を損なうおそれがあ

るものと懸念される。

以上を踏まえ、地熱発電を飛躍的に普及させるために、以下の項目を要望する：

(1) FIT 制度の長期的な継続と現行の買取価格の維持

(2) 買取価格決定時期の早期化

(3) 地熱発電の秩序ある開発促進
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セス終了後（事業化検討開始から約 9 年目）であるため、事業者は買取価格変

動リスクを長期間抱えながら事業化検討を進めなければならず、事業化判断を

難しくしている。

事業を進める意思決定のためには、買取価格の決定時期を現行よりも前倒し

にすることが不可欠である。価格変動リスクを低減するために、買取価格決定

時期を大きな投資が必要となる噴出試験を目的とした調査井掘削時点まで早め

ることを要望する。

(3) 地熱発電の秩序ある開発促進

（参考資料 11）
FIT 制度に伴い、各地での小規模地熱発電の調査・開発が盛んになってきて

いるが、それに伴い、①自然環境や生活環境への悪影響が懸念される坑井仕上

げ、熱水処理方法、発電方法などを伴う設備設置及び行為、②同一の地熱貯留

層における重複した開発、③探査リスクを避けるため、既設発電所の地熱貯留

層近傍への掘削申請がなされる開発事業などお互いの影響を全く考慮しない開

発事業、などの無秩序な開発行為が散見される。これらは、地熱開発への一般

の信頼性を損なう可能性があると同時に、結果として地熱資源の浪費を招き、

FIT 制度での 15 年間の運用期間に対する不安要素となっている。

このような状況を鑑み、FIT 制度の認定運用の変更や『地熱開発に係る自治

体連絡会』などを媒介とした自治体レベルでの取り組みなど一定の開発ルール

を定めることで、早期に無秩序な開発が抑制されることを要望する。
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提 言 ２

(1) 既設地熱発電所に対する助成策の継続・強化

（参考資料３、５、12）
現行の中小水力・地熱発電開発費等補助金（地熱発電開発事業）は、平成 23

（2011）年度から補助対象が平成 22（2010）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、FIT
制度が適用されていない既設地熱発電所が対象となっており、蒸気生産量減少

や熱水還元能力低下に伴う発電出力の低下傾向が継続している既設地熱発電所

において、発電出力の維持・増大に大きく貢献している。補助制度が廃止され

た場合、投資手控えによる出力低下や、生産井・還元井掘削費用などの事業者

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。

さらに今後、主要設備の経年劣化も生じてくることから、設備更新への支援

を含めた既設地熱発電所への助成策の継続・強化を要望する。

(2) 新規地熱発電所に対する送変電設備増強への支援

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。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、事業の経済性に大きな

影響を及ぼす。

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。

特に、最近見られるようになった 100kW 規模の温泉発電等の小規模地熱発

電では、事業者が負担する費用は事業採算性への影響が非常に大きいことから、

小規模地熱発電に対しては接続を促進できる更なる支援を要望する。

２．既設および新規地熱発電所への支援の継続・強化

FIT 制度が適用されていない既設地熱発電所は、現行の補助制度が廃止された

場合、適切な設備更新ができず、結果として更なる出力低下も懸念されるため、

既設地熱発電所に対する補助制度の維持・拡充を要望する。

また、昨今の系統容量の問題から新規の地熱発電所について系統接続が容易で

はない場合があり新規地熱発電開発を停滞させるおそれがあることから、新規地

熱発電所の建設促進を目的とした系統接続に対する支援策を要望する：

(1) 既設地熱発電所に対する助成策の継続・強化

(2) 新規地熱発電所に対する送変電設備増強への支援
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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 30,000 10.4

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 515 285,780 0.2 23,470 2.2

（出典） １） 「火力原子力発電技術協会（2015）：地熱発電の現状と動向2014年版」を修正

   ２） 産業技術総合研究所 村岡洋文(2009)：“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）による

２．主要地熱資源国の地熱発電開発動向（1/3）

（出典）Bertani, R. (2015): Geothermal Power Generation in the World 

2010-2014 Update Report, Proceedings World Geothermal Congress 2015. 

21,443

12,635

73,574
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世界の地熱発電設備容量の変化（1990～2015）

（出典1:1990－2005の値） International Geothermal Association H/Pによる

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

（出典2: 2010,2015の値） Bertani, R. (2015): Geothermal Power Generation in the World 

2010-2014 Update Report, 

Proceedings World Geothermal Congress 2015. 

２．主要地熱資源国の地熱発電開発動向（2/3）
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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. (2015): Geothermal Power Generation in the World 

2010-2014 Update Report, Proceedings World Geothermal Congress 2015.

９位

８位

519

536
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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

2010～2015年度：経済産業省・財務省ホームページ(2015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

2012～2015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（2015）：地熱発電の現状と動向2014年版

発電電力量
(MWh)

認可出力
(MW)

予
算

額
(億

円
)
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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（2015.6）：地熱発電の現状と動向 2014 年版 p.1

※1

※1

※1

追記：※1 東北水力地熱㈱は平成 27（2015）年 7 月から東北自然エネルギー㈱に社名変更
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６．世界のエネルギー起源 CO2 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｣ 2015 EDITION 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.

（2013 年）
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８．再生可能エネルギー発電設備の導入状況
  

（出典） 固定価格買取制度情報公表用ウエブサイト

(平成28年2月)

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
2,455 万 kW となった。うち太陽光発電設備が 97％を占める。地熱はわずかにす
ぎない。
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９．地熱開発におけるリードタイム

       および買取価格決定時期
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１０．地熱発電の開発案件の状況

  
（出典） 資源エネルギー庁「再生可能エネルギー各電源の導入の動向について」 (平成27年3月)
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１１．無秩序な開発と発生する問題

② 同一の地熱貯留層における重複した開発
などお互いの影響を全く考慮しない開発事業

事業者Ｂ 事業者Ａ

生産井 還元井

同じ貯留層の狭い範囲で生産・還元する

還元流体
（冷）

温泉事業者

温泉井

生産流体（熱）

個々の事業は規模
が小さいため、全体

の 採取量が 大きい
のに十分なモニタリ
ングがなされない

影響

温泉井

地権者＆
事業者

温泉
事業者

既設発電所

民有地

③ 探査リスクを避けるため、既設発電所の地熱
貯留層近傍への掘削申請がなされる開発事業

浅 部 開 発 によ

り温泉との離隔
距離が近づく

地熱水の河川等への放流
（写真は海外の例）

環 境 ア セ ス の

対象とならない
新 規 の 地 熱 発
電所

噴出した流体の停止が困難な、あるいは流
量を制御できない坑井仕上げ

セメント

ケーシング鋼管

ケーシング

鋼管の肉厚
がい材質が
不適切

セメントを打たない

坑口装置（弁）
坑口装置（弁）がない
あっても耐圧がない

不適切な井戸仕上げの例適切な井戸仕上げ

汚れる・錆びる・騒音など
の近隣の苦情

万が一近隣温泉に影響
しても停止が困難である

坑口から蒸気

や熱水が漏
れ出て近隣に
飛散

農業用水等の水質や
生態系への影響

水質 汚濁法の 特定
施設 （宿泊業）に該

当 し な い 温 泉 掘 削
（ 日 帰り 温泉 施 設 ・
足湯等）を目的に温

泉として掘削された
井戸で発電を行う場

合、発電後の排水に
関する規制がない

騒音対策等が不十
分な発電設備

① 自然環境や生活環境への悪影響が懸念され
る設備設置及び行為

無秩序な開発の事例について
無秩序な開発の類例 事 象 発生が予想される問題の例

①

自然環境や
生活環境へ
の悪影響が
懸念される坑
井仕上げ、熱
水処理方法、
発電方法など
を伴う設備設
置及び行為

噴出した地熱蒸
気・地熱熱水を

無制限に河川
等に放流する
開発事業

・発電利用ないし発電利用＋熱利用（浴用を
含む）を目的として新たに掘削した生産井から
噴出する熱水をそのまま河川などに放流して
いる。

・有害物質の河川等への流入による農業用水等の水質へ
の影響。
・有害物質の河川等への流入や藻の大量発生等による生
態系への影響。

噴出した流体の

停止が困難な、
あるいは流量を

制御できない坑
井仕上げを行う
開発事業

・ケーシングを落とし込むだけでセメント仕上
げをしない坑井
・適正な耐圧性能の坑口装置（弁）を設置しな
い坑井
・要求される鋼管の材質・厚み等から著しく劣
るケーシング鋼管を用いるなど、将来的に制
御不能になる可能性のある坑井

・噴出する地熱流体の周辺への飛散により、家屋・車両・
植物などが真っ白になる、錆が著しいなど。
・サイレンサーなどの設備がないために地面に直接噴出
する蒸気によって視界が悪くなる。
・噴出による騒音が大きく、近隣住民からの苦情が殺到す
る。
・明らかに事業開始後に周辺の温泉に影響が出始めたが、
流量を絞ることができない。

騒音対策等が
不十分な発電
設備を伴う開発

事業

・防音壁などの対策工事が不十分 ・近隣住民より低周波雑音等による安眠妨害の苦情が殺
到する

②

同一の地熱貯留層における
重複した開発などお互いの
影響を全く考慮しない開発
事業

・地熱貯留層が明らかにつながっている隣接
する土地で、それぞれ別の事業者が相互の
調整を行わずに開発を行っている。

・過剰採取により、坑井の生産量が減少し、相互の発電量
が減る。
・個々の事業規模が小さいため、周辺温泉のモニタリング

等が十分に実施されておらず、操業に伴い、温泉への影
響が発生する。
・事業規模が小さい場合等、生産・還元を同一貯留層内の
近距離で行ったこと で減衰したにもかかわらず、隣接事業
者の操業により減衰した疑義をかけられる可能性。

③

探査リスクを避けるため、既
設発電所の地熱貯留層近
傍への掘削申請がなされる
開発事業

・既存発電所の内部ないし隣接する民有地の
所有者と事業者が共同で掘削を行い開発を
行っているが、既設発電事業者との調整がな
く実施されている。
・事業者が非常に狭い範囲で生産井・還元井
を掘削したため、還元水の影響により生産
ゾーンの急速な冷却が発生する。

・十分な貯留層管理により安定的に発電を行っている既設
発電所のバランスが崩れて、既設発電所・事業者双方の
発電量に影響を与える。
・事業規模が小さく、十分なモニタリングを実施していない
ため、比較的浅い深度で開発を行うことで近隣温泉への
影響が発生した場合に、既設発電所側の操業による影響
に問題がすり替えられる可能性。
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１2．平成 27 年度の地熱発電の支援制度

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 27 年度予算 160 億円】

１．１．地熱資源開発調査事業費助成金交付事業  【平成 27 年度予算 80 億円】

    (1) 地熱資源開発事業者等が行う事業

       (a) 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) 坑井掘削等事業費

        ・坑井掘削費、坑井調査費、附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調査に要する経費に対し

て定額

    (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

検討するために行う事業

    (a) 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) 坑井掘削等事業費

        ・坑井掘削費、坑井調査費、附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調査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           【平成 27 年度予算 9 億円】

    (1) 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）の当該プロジェクト

への賛同が得られるもの。

    (2) 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に 100 分の 50 以内を乗じた額

１．３．地熱資源開発資金債務保証事業        【平成 27 年度予算 71 億円】

    (1) 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。

        ・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）の当該プロジェクト

への理解が得られるもの。

    (2) 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
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２．地熱発電技術研究開発事業（石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び新エネルギー産業技

術総合開発機構）

【平成 27 年度予算 29.8 億円】

２．１．地熱発電技術研究開発事業（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）

【平成 27 年度予算 15.8 億円】

平成 25 年度より地熱発電技術研究開発事業として次の二分野の技術開発を行っている；

(1) 地熱貯留層探査技術開発

(2) 地熱貯留層評価・管理技術開発

平成 27 年度からは坑井掘削のコスト削減を目指す地熱貯留層掘削技術開発を開始；

(3) 地熱貯留層掘削技術開発

２．２．地熱発電技術研究開発事業（新エネルギー産業技術総合開発機構）

【平成 27 年度予算 14 億円】
    平成 25 年度より地熱資源の有効利用のための次の四つの分野の技術開発を行い、

我が国の地熱発電導入拡大を図っている；
(1) 環境配慮型高機能地熱発電システムの機器開発
(2) 低温域の地熱資源有効利用のための小型バイナリー発電システムの開発
(3) 発電所の環境保全対策技術開発
(4) (1)～(3)以外で地熱発電の導入拡大に資する革新的技術開発

３．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 27 年度予算 28 億円】

    (1) 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) 補助額

       ・1/1（全額）

４．環境アセスメント調査早期実施実証事業（新エネルギー産業技術総合開発機構）

【平成 27 年度予算 20 億円（但し、地熱＋風力）】

    (1) 目 的

      風力発電と地熱発電に係る環境アセスメントの迅速化を行うため、環境アセスメント

手続き期間の半減を目指し、環境調査の前倒・並行実施の方法論に関する知見を

得ることを目的とする。

    (2) 事業内容

      ①環境アセスメント調査早期実施実証事業

②環境アセスメント前倒データベース化事業

    (2) 事業規模

      ①については助成対象費用の 1／2 以内とする。

②については委託事業とする。
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５．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 27 年度予算地熱分 7.4 億円】
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）

（平成 27 年度新エネルギー導入促進協議会（NEPC）公募要領による）
(1) 対象事業（平成 22 年度以前に本補助事業における審査等を受けた事業）

(2) 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

６．地熱・地中熱等の利用による低炭素社会推進事業（環境省地球環境局）

【平成 27 年度予算 16 億円】

６．１．地熱・地中熱等利用事業の事業化計画策定

    (1) 地熱・地中熱等を利用し、環境に配慮しつつ低炭素社会の構築に資する事業の

基本設計調査、熱需要調査、事業性等具体的な事業化計画の策定を支援

    (2) 既存の温泉熱を利用した多段階利用の実施が見込まれる場合において、国と都道

府県が連携し、既存温泉の湧出状況、熱量、成分等を継続的にモニタリング調査し、

その結果を取りまとめ公表する。

６．２．地熱・地中熱等利用事業

    地熱・地中熱等を利用し低炭素社会の構築に資する発電、熱利用・供給設備等、計

測・モニタリング装置等付帯設備の導入を支援

７．風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業（環境省総合環境政策局）

【平成 27 年度予算 11.7 億円（但し、地熱＋風力）】

再生可能エネルギーとして期待されている風力発電や地熱発電（「風力発電等」という）

について、騒音・低周波音、動植物（バードストライク等）、景観及び温泉等への環境影響

が懸念されている。風力発電等について、適正な環境配慮を確保した健全な立地を円滑

に進めていくため、環境アセスメントに活用できる環境基礎情報のデータベース化及びそ

の提供を通じて、質が高く効率的な環境アセスメントの実施を促進する目的で行う。



- 19 -

　　　　　　　　自　　平成２６年７月　１日

　　　　　　　　　　　　　　任　　期

　 　　　　　　　　至　　平成２８年６月３０日

氏　　名 　　会  社  名  等　　　 役　　　職

牛　山　　　泉   足利工業大学  理事長兼学長

笠　　　俊　司   株式会社ＩＨＩ
 技術開発本部 管理部
技術企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当部長

檜　山　浩　國   株式会社荏原製作所  技術・研究開発統括部長

　川　越　祐　司　 　株式会社ＮＴＴファシリティーズ
 取締役
エネルギー事業本部長

中　嶋　規　之   大阪ガス株式会社  顧　　問

新　川　隆　夫   鹿島建設株式会社  執行役員環境本部長

三　浦　良　隆   関西電力株式会社  研究開発室長

後　藤　　　清 　株式会社関電工  取締役副社長

佐々木　有  三   九州電力株式会社  取締役 常務執行役員

櫻　井　繁　樹 　京都大学大学院総合生存学館  教　　授

石　垣　和　男   株式会社熊谷組  取締役副社長

倉　重　有　幸   公営電気事業経営者会議  専務理事

水　口　　　誠   株式会社神戸製鋼所  常務執行役員

佐　野　正　治   国際石油開発帝石株式会社
 取締役 専務執行役員
技術本部長

武　内　敏　秀 　西部ガス株式会社  常務執行役員

小　島　信　一   佐藤工業株式会社
 常務執行役員

土木事業本部長

田　坂　精一郎   四国電力株式会社  常務取締役

細　川　政　弘   清水建設株式会社  執行役員

福　島　隆　史 　シャープ株式会社  東京支社次長

小　倉　　　滋   JFEスチール株式会社  専　　務

西　島　弘　也 　JXエネルギー株式会社  取締役　常務執行役員

牛　根　克　弘   JX金属探開株式会社  代表取締役社長

橋　口　昌　道 　一般財団法人 石炭エネルギーセンター  専務理事

福　島　研　也   石油資源開発株式会社
 参事　環境・新技術事業本部

新技術開発部部長

杉　本　博　文   全国町村会  経済農林委員長

新エネルギー産業会議審議委員名簿
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氏　　名 　　会  社  名  等　　　 　役　　　職

平　野　敦　彦 　ソーラーフロンティア株式会社  代表取締役社長

中　西　　　毅   大成建設株式会社
 常務執行役員
エンジニアリング本部長

髙　橋　紀　行   株式会社竹中工務店  顧　　問

中　村　　　慎   株式会社竹中工務店
環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部

ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ長

茅　　　陽　一  公益財団法人 地球環境産業技術研究機構  理　事　長 

中　田　晴　弥   地熱技術開発株式会社  代表取締役社長

瀬　古　一　郎   中央開発株式会社  代表取締役社長

平　野　正　樹   中国電力株式会社  常務取締役

島　田　邦　明   帝石削井工業株式会社  代表取締役社長

村　山　　　均   電源開発株式会社  代表取締役副社長

高　島　賢　二 　一般社団法人 電力土木技術協会  専務理事

徳　本　　　勉   東京ガス株式会社  ソリューション技術部長

黒　川　浩　助   東京工業大学  特任教授

石　谷　  　久 　東京大学  名誉教授

芋　生　憲　司   東京大学  教　　授

山　口　　　博   東京電力株式会社  取締役 代表執行役副社長

志　賀　重　範   株式会社東芝  執行役専務

住　吉　幸　博 　東芝燃料電池システム株式会社  代表取締役社長

前　原　雅　幸 　東電設計株式会社  顧　　問

中　村　  　修 　東邦ガス株式会社
 取締役専務執行役員
技術開発本部長

笹　川　稔　郎   東北電力株式会社  取締役副社長

乘　京　正　弘   飛島建設株式会社
取締役専務執行役員
土木事業本部長

樫　根　喜　久   トヨタ自動車株式会社  東京技術部 部長

野　口　義　文   日鉄鉱業株式会社  常務取締役

豊　田　正　和  一般財団法人 日本エネルギー経済研究所  理　事　長

田　中　一　幸  一般財団法人 日本環境衛生センター
 東日本支局 環境工学部
副参事兼建設技術課長

小　野　信　市   株式会社日本製鋼所  常務執行役員 研究開発本部長
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氏　　名 　　会  社  名  等　　　 　役　　　職

井　島　功　晴   日本電気株式会社  ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ主席主幹

入　澤　　　博 　株式会社ニュージェック  執行役員 

菊　地　保　旨 　株式会社安藤・間
取締役常務執行役員
土木事業本部長

野　村　淳　二   パナソニック株式会社  顧　　問

高　本　　　学   株式会社日立製作所 電力ｼｽﾃﾑ社 電機ｼｽﾃﾑ事業部長

小　橋　　　亙   日立造船株式会社  常務取締役 事業企画本部長

  神　本　正　行　   弘前大学　  学長特別補佐

江　口　直　也   富士電機株式会社 執行役員 技術開発本部長

赤　丸　準　一   北陸電力株式会社  取締役副社長　副社長執行役員

酒　井　　　修   北海道電力株式会社  取締役副社長

横　田　　　浩   前田建設工業株式会社  常務理事

前　田　太佳夫 　国立大学法人三重大学  教　　授

茂　住　洋　史   三井金属鉱業株式会社  執行役員　資源事業部長

土　井　宣　男 　三井造船株式会社  取締役 技術開発本部長

八　島　英　彦   三菱化学株式会社
 執行役員　経営戦略部門
RD戦略室長

児　玉　敏　雄   三菱重工業株式会社 技術統括本部長

山　脇　雅　彦 　三菱電機株式会社
 電力・産業ｼｽﾃﾑ事業本部
副事業本部長

近　藤　比呂志   三菱マテリアル株式会社  常務執行役員

有　木　和　春   三菱マテリアル株式会社
資源ﾘｻｲｸﾙ事業本部　ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部
地熱・電力部長

柴　田　芳　彰   三菱マテリアルテクノ株式会社  資源･環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長

森　川　哲　也   株式会社明電舎  常務執行役員

関　  　和　市 　逢甲大学大学院  客員教授

山　本　俊　一 　矢崎エナジーシステム株式会社  環境システム事業部 事業部長

秋　吉　　　優 　株式会社ユーラスエナジーホールディングス  執行役員

76名
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氏　　名  所　属　・　役　職

委員長

○
有木　和春

 三菱マテリアル株式会社

　 資源・リサイクル事業本部　エネルギー事業部　地熱・電力部長

副委員長

○
深澤　秀明  日鉄鉱業株式会社　資源開発部　地熱開発課長

委　員

○
竹中　照雄  出光大分地熱株式会社　代表取締役社長

委　員

○
阿部　泰行  奥会津地熱株式会社　代表取締役副社長　兼　西山事業所長

委　員 花野　峰行
 日本重化学工業株式会社

 　エネルギー部　フェロー（地熱エネルギー担当）

委　員

○
和田　泰剛

 石油資源開発株式会社

　 環境・新技術事業本部　地熱開発部　担当次長

委　員 山中　和彦  三井金属鉱業株式会社　金属事業本部　資源事業部　副事業部長

委　員 古川　周司
 北海道電力株式会社

　 発電本部　火力部　火力計画・環境グループ　副主幹

委　員 小野寺　亨
 東北電力株式会社

　 火力原子力本部　火力部　地熱統括センター副所長

委　員 森岡　宏之
 東京電力株式会社 経営技術戦略研究所

　 土木・建築エンジニアリングセンター　スペシャリスト

委　員 本山　達也
 九州電力株式会社

　 発電本部 地熱センター統括グループ　グループ長

委　員

○
阿島　秀司  電源開発株式会社　火力建設部　地熱室　総括マネージャー

委　員 鹿野　潔  鹿島建設株式会社　土木営業本部 営業部長

委　員 松村　修治
 株式会社熊谷組

　 土木事業本部　環境再生エンジニアリング部　部長

委　員 川原　正人
 大成建設株式会社　エンジニアリング本部

　 エネルギー・インフラプロジェクトグループ　シニアエンジニア

委　員

○
山田　茂登

 富士電機株式会社

　 発電プラント事業部　火力・地熱プラント総合技術部　担当部長

委　員 松村　忠彦
 ＪＦＥエンジニアリング株式会社

　 エネルギー本部　電力・資源事業部　技術部長

委　員 谷口　晶洋
 株式会社東芝　電力システム社

　 火力・水力事業部 火力プラント技術部　参事

委　員 小俣　紀之
 三菱日立パワーシステムズ株式会社

　 営業総括部　国内営業部　次長

委　員 齋藤　仁史

 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　地熱発電推進部

　　 シニアマネジャー

委　員

○
小関　武宏

 三菱マテリアルテクノ株式会社

　 資源・環境・エネルギー事業部　資源調査部　部長補佐

委　員

○
大里　和己  地熱技術開発株式会社　取締役事業開発統括部長

委　員 高市　和義
 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

　 科学システム事業部　科学システム開発部　部長代行

　　○　 ：　 幹事委員

平成27年度　地熱エネルギー委員会名簿（23名）



地熱エネルギーの開発･利用推進に関する提言

平成 28 年３月

この提言書は、新エネルギー産業会議の審議を経て、新エ

ネルギー財団がまとめたものです。内容などのご照会につき

ましては、下記事務局までご連絡願います。

一般財団法人 新エネルギー財団 計画本部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目13番２号

TEL 03－6810－0362
FAX  03－3982－5101


