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事業計画概要 

  1  
日本のエネルギー政策は、2011年の東北大震
災とそれに続く、国内54基の原子炉停止とな
った福島原発事故の後、前例のない変化に直
面しています。 
その結果、2011年以来同国はそのエネルギー
需要を満たすために、輸入した石炭、天然ガ
スおよび石油に大きく依存するようになりま
した。 
日本は極めて限られた燃料資源しか持たない
という事実により、再生可能エネルギー発電
の開発は、同国のエネルギー自給目標を達成
するための重要な取り組みとして注目されま
した。 
これを支援するために、経済産業省（METI）
は2014年に戦略的プラン、すなわち、エネル
ギー安全保障、環境の緩和、そして経済性の
頭文字を取った、エネルギー産業のための「3
E」の概略をまとめました。 
さらに、経済産業省は温室効果ガス(GHG)排
出量を2020年までに26％削減し、2030年まで
に再生可能エネルギーの割合を20％以上に増
やすことを目標とした、 

「2030年のベスト エネルギー ミックス 
プラン」を展開しました。 
これは今後数年間に、再生可能エネルギー発
電の成長を促進すると期待される野心的な目
標です。 

 
現在、再生可能エネルギー発電は、日本の総
発電量の15％を占めています。 
これらの技術に対し政府により提供された魅
力的な補助金により、水力および太陽光発電
と合わせると12％を占めています。 
他方、地熱発電は同国が世界第3位の地熱資源
を持っているにも拘わらず、総発電量のわず
か0.3％しか占めていません。 
この潜在的技術の活用は、同国の電力安全保
障と排出目標を達成できる有望なエネルギー
資源であることを示しています。 
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日本における潜在的な地熱エネルギーの
総量は23GWですが、現在設置されてい
る地熱発電施設の容量は523MWしかな
く、 
潜在的な総量のわずか2％に過ぎません。 
 
政府は探査する候補地を特定し、地元住
民への教育とビジネスを支援する最近の
取り組みに積極的ですが、過去数十年間
、同国の地熱発電に何ら重大な発展はあ
りません。 
地熱資源の活用における日本の非効率性
の多くは、次の原因により説明できます
。： 
 
(i) 政府によるインセンティブの欠如 ii) 
80％の高～中温の地熱埋蔵地がある国立
公園を保護するための厳格な規制の存在 
(iii) 
温泉の品質に影響を与える地熱発電に関
する否定的な世論。 
 
しかし、地熱発電の開発が停滞している
にも拘わらず、主として暖房目的で従来
利用されてきた、低温地熱発電を目標と
した投資や技術革新の増加は、これらの
技術に対応できる市場形成の可能性を非
常に増し、同国の新たな成長市場となる
ことが期待されています。 
従来の地熱発電開発者や装置供給者は、
これまで120℃以下の低温地熱にあまり
注目していませんでした。なぜなら、一
般に発電所出力は、中～高温の発電所よ
りもかなり小さくなり、 

既存の技術により低温（100℃未満）
で得られる効率は4～6％の範囲であ
り、とても低いからです。 

比較的に高額な資本コストも相まって、これは
低温地熱発電が多くのプロジェクトで経済的に
実行不能であると見做される結果につながって
います。 
 
しかし、これらの低温での技術革新、コスト削
減、および効率の倍増は、この技術を幅広い基
盤へ採用することが加速されると期待されます。 
 
温泉所有者へ適用される多くの利点、政府によ
り提供される固定価格買い取り制度と助成金融
資、国立公園内での開発制限の緩和、環境評価
要件不要、コミュニティレベルでの協力の強化
も相まって、これは28,000か所の温泉から7.5GW
市場の可能性への道を切り開く、低温地熱発電
を同国の地熱の可能性開発の潜在的なゲームチ
ェンジャーとしてお膳立てすることが期待され
ています。 

 
フロスト＆サリバンでは、日本における低温地
熱産業の開発は、同国の安定した、低排出発電
産業確立に寄与する重要なステップであると予
想しています。 
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技術の定義 

  2  
 
従来、地熱技術とは300℃以上の高温の熱
源から電力を作り出すことを指し、一般的
に、火山帯などの高い地殻活動のある地域
に見られます。 
低温地熱技術とは電力を作り出すために、
通常、二次流体の利用により、120℃以下
の資源を活用することを指します。 
低温の地熱源から得られるエネルギーは、
温泉、畜産、冷蔵、農産物の乾燥、 

空間暖房、そして何よりも発電を含む、無数
の用途に利用されます。 
これらの再生可能エネルギー資源は、年中無
休のベースロード電力を生み出すことが可能
です。 
 
表 1 
は、地熱資源の温度範囲とそれぞれの主な用
途の概要を示しています。 

 

表 1：地熱資源の適格性、2016年 
 

資源の種類 深度（単位：メートル) 温度 用途 

非常に低エンタルピー <1000 0-30°C 加熱 

低エンタルピー 1000-3000 50-120°C 暖房＆電気 

中程度のエンタルピー 500-1500 120-150°C 電気 

高エンタルピー 500-1500 150-350°C 電気 

深層地熱エネルギー > 3000 >200°C 電気 

          Electrical Research Institute (IEE); フロスト＆サリバン        
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日本の電力市場の現状と構造の概要	

  3  
 

資源の乏しい日本は、主なエネルギー
供給の94％を輸入燃料に依存していま
す。 
 
2011年の福島原発事故の後、同国は54
基の原子炉を廃止しなければなりませ
んでした。 
その結果としてもたらされた化石燃料
への強い依存は、エネルギー安全保障
を維持し、コストの膨張を防ぎ、排出
削減の誓約を尊重するために、同国の
発電ミックスの急速な多様化につなが
り、特に再生可能エネルギー発電へと
向かいました。 
 
全国の35の電力会社により構築された
低炭素社会に向けた行動計画によって
牽引され、2015年のCOP21でパリ協定を
採択した後、国別自主的貢献目標(INDC
)の下で日本政府により設定された排出
目標を満たすために、日本は水力、地
熱、太陽光、風力およびバイオマスエ
ネルギーへ大きな投資をしています。 

電気事業連合会によって公開された2016年のデ
ータによると、化石燃料がその年の発電を支配
しており、発電量の84.6％を占めています（石
炭36.6％、LNG44％、石油、液化石油ガス(LPG)
及びその他のガス9％）。 
1.1％は原子力発電源から、9.6％は水力発電源か
ら、そしてわずか4.7％のみがその他の再生可能
エネルギー源からもたらされています。 
 
しかし、再生可能エネルギー発電の割合を2016
年の11-12％から、2030年までに22-
24％（年間発電量約250TWｈに相当）まで増や
すために経済産業省によって設定された目標は、
正しい方向へ向かう第一歩です。 
これを支援する中で、経済産業省は再生可能エ
ネルギーの利用を推進するために、電力小売業
者に非化石燃料源を利用した発電から44％以上
の電力を調達するように命令を出しました。 
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図 1：技術ごとに分類した日本の発電、2016年 
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図 1：日本の電気ミックス 出典：国際エネルギー機関（2016年度）

この開発プログラムの一環として、政府は202
0年までに既存の2016年の容量の約2倍となる1
GWの地熱発電を開発する目標を設定しました
。 
この開発および再生可能エネルギー業界全体
としての開発の原動力は、再生可能エネルギ
ー発電技術のために2012年に導入されたFiTス
キームを確立する「電気事業者による再生可
能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
」です。 
 
この政策の導入以来、投資は主に太陽光発電
に向けられています。なぜなら、 

 
 

投資家はその技術の完成度、短い開発期間、急速
に下がるコスト、そして魅力的な固定価格買い取
り制度 

 
（10ｋW未満のプロジェクトには42円/kWh、10
ｋW以上のプロジェクトには40円/ｋWh） 
があるので、この技術が安全な賭けであると感じ
られたからです。 
その結果、太陽光発電は固定価格買い取り制度の
開始以来、同国の再生可能エネルギー成長におい
て支配的になっています。 

 

図 2：日本の再生可能エネルギー発電容量 
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大きな地熱埋蔵量があるにも拘わらず、地
熱発電は同国で大きな成長を示していませ
ん。それは主として、高額な初期費用、そ
して温泉業界からの経済性および環境的見
地での強い反対があることによります。 
特に、骨の折れる環境評価要件の対象とな
る、大規模な地熱プロジェクトは投資機会
が制限されており、その結果プロジェクト
開発のトレンドが減少するという結果をも
たらしています。 
しかし、小規模の低温地熱発電は、 

42円/ｋWhの魅力的なFiT、非常に低温の地熱
資源、120℃以下の資源からより高い効率を
達成できる技術の進歩、環境影響評価 (EIA) 
が不要なこと、国立公園内での開発制限の緩
和、政府による資金調達支援、そして暖房と
発電から温泉所有者に適用される多くの利点
などにより、将来の成長市場となることが期
待されています。 

 

 
表 2：地熱発電の固定価格買い取り制度 

 

発電量 大規模 

（15,000ｋW以上） 

小規模（15,000ｋW未
満） 

調達価格 27.3円/kWh 42円/kWh 

適格期間 15年間 15年間 

出典：経済産業省およびフロスト＆サリバン 



日本の温泉発電 
低温の地熱エネルギーから、クリーンな発電を得る新たな視界 

10 
 

日本の低温地熱エネルギーの可能性 

  4  
 

低温地熱エネルギーの候補地は同国全体で
約28,000か所あり、主なホットスポットは東
日本と北海道の丘陵地帯に見られます。 
これらの温泉は発電や直接利用するために
取り出され、総計毎分300万リットルの温泉
水を放出しています。 
 
しかし、これらの資源の80％は国立公園に
指定された地域にあり、そこでは環境省に
よって探査や開発が制限されています。 
これらの制限は、歴史的に見て市場全体の
発展をほとんど阻害してきました。 
これらの規制は、2012年3月に環境省により
緩和され、プロジェクト開発に利用できる
場所はかなり増えたものの、高額な初期費
用と同国の温泉の温泉療法の価値がリスク
に晒されると受け取られたことから温泉業
界から強い反対があり、 

今日まで同国内の低～中温地熱プロジェクト
の受け入れを停滞させることにつながってい
ます。 

 
 
しかし、最近の技術の進歩は、発電向け既存
技術の低い転換効率を理由として、従来主と
して暖房目的で利用されてきた、120℃以下
の低温地熱資源から発電することを可能にし
ています。 
これは、発電に利用できる地熱候補地を拡大
し、同時に温泉所有者への環境影響リスクを
減らしています。 
さらに、温泉ではこれらの技術により、熱を
温泉水に移動させる前に、地熱を活用して発
電できます。 
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現在、温泉運営者は入浴に適した温度にす
るために、多くの場合温泉水を冷やす必要
がありあすが、これらの技術により同時に
発電しながら、温泉水を冷却することがで
き、貯蔵された熱の価値を最大に高めるこ
とができます。 
これにより発電事業者と温泉所有者は「ウ
ィン-ウィン」関係を構築できます。 
このような進歩には、温泉の開発されてい
ない発電の可能性を非常に高めることによ
り、同国の国内発電に大きく貢献する可能
性を秘めています。 

フロスト＆サリバンでは、これらの技術を使
用すると、同国の低温(<120°C)地熱発電には
既存市場で最大7.5GWの可能性があると推定
しています。 
この温泉から得られる地熱の可能性に加えて
、日本には石油やガスの見込める井戸や廃れ
た地熱井戸に埋蔵されている、未使用の地熱
埋蔵地が数多く存在します。 
これらの埋蔵地はもはや生産に利用されてお
らず、低温地熱発電開発の標的とすることが
できます。 

 
 

低温地熱技術の概要 

 
発電のために低～中温地熱資源の転換
用に市場で入手できる従来型の技術に
は、温水の温度に従って、作動流体と
して適切な熱媒を採用した、バイナリ
ーサイクルと有機ランキンサイクル(O
RC)技術が含まれています。 
単独のバイナリーユニットには、1ｋW
から数MWの範囲の能力があります。 
発電所出力は通常中～高温の発電所より
もかなり小さいが、コストはそれでもか
なり高いので、ORCの既存の製造メー
カーは、あまり低温の熱に注意を払って
きませんでした。 
従来型のバイナリー発電の発電所では、
低温(<100℃)で達成できる効率は低く、
4-6％の範囲です。 
部分的に、高い圧力レベルでの運転技術
からもたらされる低い出力効率と高額な
メンテナンスコストにより、 

このようなプロジェクトの模索は、経済的に
実行可能であると見做されていませんでした。 
 
50ｋWクラスのカリーナサイクル発電シス
テムは、新潟県松之山温泉の現場でフィー
ルド試験が実施されました。 
一種のバイナリーサイクルであるカリーナ
サイクルは、作動流体としてアンモニア水
を利用します。 
しかし、この技術は90℃程度の低い地熱を
変換できるだけで、標準的なORC技術に比
べ高額な資本コストと複雑さが伴います。 
これが幅広く採用されるための障害となっ
ています。 
日本において低温地熱発電が幅広く基盤と
して採用されるためには、これらの技術を
超えて、120℃以下でより高い効率とより大
きな経済的実行可能性のある、低温の熱を
取り入れる技術改良と革新が必要です。 
そのような技術革新の例として

、Climeonの熱発電システムがあり
ます。 



日本の温泉発電 
低温の地熱エネルギーから、クリーンな発電を得る新たな視界 

12 
 

 

 
Climeonの熱発電システムは、低温の廃
熱を活用する一方で、従来型のバイナリ
ー発電サイクル技術の最大2倍の効率を
達成し、経済的実行可能性のあるソリュ
ーションの代表的なものです。 
過去においては、70-
120℃の範囲の低温地熱資源は、これら
の温度での有機ランキンサイクルシステ
ムの低い転換効率を理由として、主とし
て暖房目的で開発されています。 
有機ランキンサイクルやカリーナサイク
ルなど、120℃以下の低温の熱を発電の
ために転換する現在の方式は、大きなエ
ネルギー損失を理由として低い効率を示
し、プロジェクトの経済的実行可能性を 

制限しています。 
しかし、Climeonの熱発電システムは、特許
取得の凝縮ソリューションと低圧技術のお
かげで、これらの温度での発電でより高い
効率をもたらす可能性を提供しています。 
低い運転圧力により、内部エネルギー消費
量は、従来のORCシステムと比較して90％
削減できます。 
この成果が、120℃以下から始まる低温熱
源から電力を生み出すことを経済的に可能
にしている、より一層簡単なソリューショ
ンです。Climeonのソリューションは2.5bar
の低圧で機能し、150ｋWのモジュールから
、最大50MWの大規模システムまでを提供
するコンパクトでスケーラブルなものとな
っています。 

 
 

同国での低温地熱プロジェクト採用が増加
する傾向は、地元および国際的企業双方に
よるプロジェクト投資への新たな関心によ
って明らかです。 
例えば、中央電力株式会社は、日本の熊本
県の小国温泉リゾートで地元の住人と協力
して、2014年に10年ぶりに最大出力2MWの
小規模地熱発電所を開発しています。 
これらのプロジェクトは、より深い井戸掘
削や温泉水の品質への影響（どちらも影響
がないことを示す）に関して、温泉の所有
者の懸念を和らげるのに役立っています。 
このプロジェクトの試運転以来、日本全国
でさまざまな計画段階にあった7つのプロジ
ェクトが近づいています。 
低温地熱には、温泉所有者にこのような協
力を通して独自に発電する能力をもたらす
可能性があります。 

しかしながら、現在、中央電力、出光興産お
よびオリックスにより開発された大きなプロ
ジェクトを合わせて、ほんの一握りの低温地
熱プロジェクトしかなく、2012年から2016年
までに低温プロジェクトで付加された総容量
は、わずか5.5MWでした。 
それゆえ、この技術には大きな可能性があり
ますが、プロジェクト開発における技術と認
可の問題を主な理由として、日本の市場は未
だに発生段階にあります。 
温泉所有者が温泉の水量と品質が劣化するこ
とを恐れている場合、この技術の利点への理
解の欠如が、都道府県の認可を得る上で障害
となっています。 
しかし、中央電力などのプロジェクトのテス
トケースでは、地元住人と協力して試運転が
実施されており、この技術の信頼性と最終的
な利益へのエンドユーザーの信頼が増してい
るので、開発に勢いが増しています。 
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日本の地熱資源 

  5  
 

次の図は、2012年に環境省により国立公園
の探査制限が緩和された後に利用できるよ
うになった、日本における地熱資源の詳細
を示しています。 
 
2014年に取得された最新のデータによれば
、約44の候補地が現在探査あるいは開発中
です。 
そのうち、19の候補地は10MW以上の可能
性があり、7つの候補地は1から10MW、そ
して18の候補地は1MW未満です。 
合計7つの小規模バイナリープロジェクト（
0.003 
から2MW）は、2013年と2014年に試運転さ
れました。 

特定されたすべての箇所の地熱探査での可能
性は、 総計8.8GWです。 
このうち、小規模、低温地熱プロジェクトは
、最も高い可能性を示しました。 
小規模、低温プロジェクトに適用できる地帯
の概要は、以下に示されています。 
 
国立公園特別地域IIおよびIIIは、総計で7.7G
Wの可能性がある、小規模地熱プロジェクト
が独占的開発権を持つ地域を示しています。 
これらは低温地熱開発を前進させるための重
要な地域となることが予想されています。
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図 3：地熱エネルギー発電所候補地調査用地図 

 
 
 

Kamikawa –cho, Shiramizusawa Region 

Shintoku-chou, Tomurashi Region 

Akaigawa-mura, Amemasudake Region 

Sapporo-city, Toyoha Region 
Okushiri-machi, Okushiri island Region 

Aomori-city hakkouda North-West Region 

Hirosaki-city Iwaki-yama Dake-Onsen Region 

Yuzawa-city  Kijiyama/Shitanogake  Region 

Yuzawa-city Wasabizawa Region 

Togamachi-city Matsunoyama-Onsen Region 

Itoigawa-city, Itoigawa-city Region 

Kurobe-city, Unazuki-Onsen Region 

Tomiyama-city, Tateyama Sanroku Region 

Takayama-city, Okuhida-Onsengo Nakao-Onsen Region 

 

Takayama-city, 

 
 

Shibetsu-chou, Musadake Region 
 
 
 
 
 

Ashoro-chou, Satomigaoka Region 
Touyako-city, Touyako-Onsen Region 

Kazama ura mura Shimofuro Region 
Mutsu-city, Gaku 

Hachimantai-city Atsubi Region 

Hachimantai-city Matsuo Hachiman Tai Region 
Shizuku ishi-chou Ami hari-Onsen Region Yuzawa-
city Koyasu Region 
Fukushima Prefecture Agatsuma Region 

Fukushima-city, Tsuchiyu-Onsen Region 
Fukushima Prefecture, Bandai Region 

 
Gotsu-city Arifuku-Onsen Region 

Kokonoe machi, Ohiratani Region 

 
Taketa-city Hijdake north-part Region 

Unzen-city Obama-Onsen Region 

East Izu-chou Atagawa-Onsen Region 

Tanabe-city Hongu-chou Region 
Bepu-city, Bepu-Onsen Region Kokonoe 

machi, Noya Region 
Kokonoe machi, Sugawara Region 

Oguni-machi, Dakeno yu Region 
Kirishima-city, Hakusui Region 
Kirishima-city, Eboshi dake Region 

Ibusuki-city Ikedako east-part Region 

 
 
 
 
 

10MW < 
 

1MW < < 10MW 
 

< 1MW 

(探査、評価および設備） 

• 10MW以上の候補地19か所 
• 1MW-10MWの候補地7か所 

• 1MW未満（2014年7月現在）の候補地
18か所 

•  

現在のプロジェクト 
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特定されたすべての箇所の地熱探査での可能性は、 総計8.8GWです。 
このうち、小規模で低温地熱プロジェクトは、最も高い可能性を示しました。 
小規模、低温プロジェクトに適用できる地帯の概要は、以下に示されています。 
 

 

表 3：潜在的に開発可能な場所と地熱エネルギー探査に関する最新の規制 
 

 
地熱埋蔵地帯 

 

 
候補地 

 

 
2012年の規制前 

 

 
2012年の規制後 

 

可能性(
MW) 

 
 

国立公園第1種特
別地域 

 

 
11か所 

 

 
地表の調査と開発が禁止さ

れています 
 

 
開発は許されていません
が、地表の調査は許され

ています 
 

 
 
2,600 

 
 

国立公園第2種お
よび第3種特別地

域 
 

 
 

11か所および2
2か所 

 

 
 

地表の調査と開発が禁止さ
れています。 

 

 
環境に配慮した場合に限
り、小規模な開発のみ認
められる場合があります。 
 

 
 
 
7,700 

 
 

国立公園普通地域 

 

 
 

5か所 
 

開発は認められていません
が、環境へ配慮する場合に
限り、小規模な開発のみ認
められる場合があります。 
 

 
 

大規模、小規模双方の開
発が認められます。 

 

 
 
 
1,100 

 
出典：フロスト＆サリバン 

 
 
 

国立公園特別地域IIおよびIIIは、小規模地熱プロジェクトが独占的開発権を持つ地域を示していま
す。 
れらの地域は総計7.7GWの地熱発電の可能性を持ち、低温地熱開発が前進している主な地域を示
しています。 
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低温地熱発電への原動力と拘束力 

  6  
 

表 4：低温地熱発電の市場の原動力と拘束力の概要 
 
 
 
 

2012年に確立された再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FiT)は、今後の低温地熱発
電開発の主要な原動力となることが期待されています。 
小規模（低温を含む）地熱プロジェクト(＜15 MW)は、大規模プロジェクト(＞15 
MW)向けに提供される27.3円/ｋWh（0.24ドル/ｋWh)の固定価格よりもかなり高い、42円/
ｋWh（0.37ドル/ｋW)のFiTから15年間利益を被ることができます。 
これらはまた、太陽光発電向けに提供されているFiTよりも25％高く、小規模風力発電以
外の再生可能エネルギーに対して同国内で提供されている中で2番目に高い買取価格です。 
さらに、2012年以降減少している太陽光発電などのその他の再生可能エネルギー技術とは
異なり、小規模地熱に対するFiTはこの期間変更されていません。 
また、7MW未満の容量のプロジェクトは、環境評価を受ける必要がなく、プロジェクト
開発期間をかなり削減できます。 

 

FiTと小規模地熱の環境評価要件不要 

市場の原動力 
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低温地熱プロジェクトの採用を支援する日本石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
と呼ばれる独立行政法人が政府によって2004年に設立されました。 
建設段階でプロジェクト総融資額の最大80％の保証がJOGMECにより提供されます。 
これらは、小～中規模地熱プロジェクトに対して提供され、民間企業へ債務保証を与えま
す。 
JOGMECは、経済産業省からの1億円の補助金と合わせて2015年に試運転が実施された土
屋温泉での温泉バイナリーに6億円の最初の融資保証を担当しました。 

 

 

低温地熱は、エンドユーザーにシステムの最終的な利益を増やす多方面に適用できる用途
を提供します。 
システムは、発電ならびに地域暖房、温室、漁業、鉱物資源回収、および工業用プロセス
加熱など、直接的な用途への応用の双方を提供します。 
さらに、この技術は入力用の温水を冷却する必要性を取り除く一方で、同時に温泉所有者
が使用する電力を提供します。 
これは、相互利益のために低温地熱運営者と協力して、温泉所有者がこの技術を採用する
可能性を増やします。 

 
 

 

発電用に温泉の熱の活用を目指したプロジェクトへの経済産業省の資金や小規模再生可能
エネルギープロジェクト向けのソフトバンクの子会社SBエナジーの融資などの資金調達
メカニズムは、プロジェクトの発展を促進することが期待されています。 
このスキームでは、再生可能熱エネルギー活用設備の総開発コストの50％の補助金を地方
自治体へ、そして33％を民間セクターの運営者へ与えます。 
2014年の時点で、40億円（3億5120万ドル）の総予算がこのスキームに割り当てられてい
ます。 

 

 
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は推定1,484億円の予算を持ち、新エネルギ
ー分野（再生可能エネルギー、 
水素および燃料電池）の研究開発活動を発展させ、促進することに専念しています。 

政府の融資保証 

地熱エネルギーの本来の特徴は、その用途の実行可能性を高めます。 

小規模地熱発電プロジェクトへの資金調達は、民間投資を促進しています 

注目が増した再生可能エネルギーとエネルギー効率に対する研究開発は、低温地熱への注目

を牽引しています。 
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NEDOはエネルギー効率の高い技術を開発し、環境への影響を低減するパイロットプロジ
ェクトを実施するために精力的に活動しており、同国の温泉発電を特定し、モニタする責
任を担っています。 
研究開発への取り組みは、数多くの製造メーカーが低温および中温の熱を電力へ転換する
技術を開発できるようにして います。 
NEDOの取り組みの直接的な結果として、日本国内での実行可能性調査のために、カリー
ナサイクルを用いた小規模、低温地熱発電の開発に研究開発助成金を提供しています。 
このような措置により、低温地熱プロジェクトの開発が注目を集めています。 

 

 

 

特に、低温地熱エネルギーに関して、様々な個々のプロジェクトから得られたビジネス事
例の比較、様々な経験や教訓について、開発者向けに公開された技術的、財政的、そして
法的な情報は限られています。 
しかし、このギャップは地熱データの理解と提供、地方自治体へその用途に関する利点を
よりよく理解してもらうため 
の助言の提供を目的として、2016年にJOGMEC内に設置された地熱発電助言専門家委員会
によって埋められています。 

 

 

三菱重工業（MHI）、富士電機、東芝など、日本の主要な大手技術企業は、地熱発電設備
の幅広い専門的技術を持っています。 
しかしながら、これらの企業は大規模な地熱プロジェクト向けの直接タイプ（フラッシュ
）の蒸気タービンの強力な技術的ポートフォリオを持っていながら、低温バイナリーシス
テムにおける技術的な存在感は限られています。 
地元の技術的リーダーシップと低温地熱エネルギー向けの一体型モジュール式ソリューシ
ョンが欠如していることは、同国の大規模開発にとって主要な拘束力となっています。 

. 
 

 

低温地熱プロジェクトの可能性と利点に関する知識不足は、国内の温泉所有者により市場
で受け入れられる妨げとなっており、市場の成長を拘束しています。 
On温泉所有者は温泉での地熱プロジェクトの建設は、温泉水量を枯渇させ、入浴用の水
質に影響を与えると考えています 

出典：フロスト＆サリバン 

市場の拘束力 

低温地熱発電に関して公表されている技術情報の欠如 

低温地熱発電向けの効率的な技術の歴史的な欠如 

温泉での低温地熱プロジェクトへの世論の反対 
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運転能力 
 

 

図 4：2016年から2020年までの日本の地熱発電設備容量の予測 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典：フロスト＆サリバン 
 
 

フロスト＆サリバンでは、低温地熱技術の
設備容量は、2016年の5.5MWから2020年に
は80MWまで増加し、 
その期間の複合年間成長率は95％になると
予測しています。 
これは主として、この期間に試運転が予定
されている主要な低温地熱プロジェクトに
よって牽引されるものと予測されています。 
新しいプロジェクト開発を牽引している市
場の要因には、プロジェクト開発期間を短
縮し、コミュニティレベルでの協力を強化
し、低温地熱プロジェクトへの投資を増や
す、小規模地熱プロジェクトに対し必要と
なる環境評価がないこと、 

魅力的なFiTの発行と補助金融資により、政
府がエネルギー安全保障の改善に注目してい
ること、そして国立公園内での低温地熱埋蔵
地の特定、探査および開発制限の緩和に関し
て、政府が注目していることが挙げられます
。 
これらの要因を考慮すると、低温地熱の将来
は有望であるように思われ、提供される固定
価格と適用される政策が同国で確立されてお
り、明確に定義されています。 
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表 5：日本市場に適した低～中温地熱発電の主な開発者 

  

オリックス JFE エンジニアリング 

ElectraTherm TLuxe power 

Climeon AB 富士電機 

Ormat Technologies Inc., コベルコ* 

川崎重工* Turboden 

IHIプラント建設株式会社* 
 

IHIプラント建設株式会社*. 
出典：フロスト＆サリバン  

 
 

低温地熱エネルギーの市場競争は、地元企
業によって支配されていますが、近年、地
熱設備での世界的な専門的技術を活用した
世界的なプレイヤーが流入しています。 
日本は地熱探査、開発およびモニタリング
用に技術的に最先端の設備を幾つか提供し
ており、地熱タービンと発電機の開発にお
いては世界をリードしています。 
川崎重工業、富士電気、および東芝は、洗
練された地熱設備の供給で世界市場の70％
を占めており、川崎重工、コベルコ、IHI、
および富士電機は 

小型バイナリー発電所向けの50-
100kW発電機の開発に関っています。 
しかしながら、地熱設備供給における優位
性にも拘わらず、これらの供給者は一体型
モジュール式ソリューションとして地熱バ
イナリー発電システムを最近になって供給
し始めたばかりです。 
今日まで、低温地熱資源からエネルギーを
生み出す可能性を実現するためには、国内
に明確な技術的なギャップが存在していま
す。 
世界的な市場のプレイヤーによる技術革新
は、この技術的ギャップを埋めるための重
要な手段を提供しています。 
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選択した成功談 1:  

Ormat Technologies 土屋温泉での設置 

 

アメリカ合衆国を本拠地とする再生可能
エネルギーのプロバイダーであるOrmat 
technologiesは、2015年に土屋温泉で400k
Wのバイナリー地熱発電所の試運転を実
施しました。 
土屋は原子力発電所事故現場に近い福島
県に位置しています。 
Ormat 
technologiesは、4,000ｋWの温泉バイナリ
ー地熱発電所でその地域を再活性化させ
ました。 
幅広い知的財産と技術的ノウハウを十分
に活用して十分に活用して、Ormat 
technologiesは地元コミュニティーの信頼
を得るために地熱技術を展開することが
できました。 
また、この設備は地熱発電所が有害な影
響を与えるとの誤解について、温泉所有
者の不安を軽減しました。 
同社は2つの水源が利用できるというコミ
ュニティの地理的環境を活用しました。 
既存の井戸からは100℃の地熱温水が得ら
れ、 タービンを運転 

 
 
 
 
 
 
 
するための二次流体の加熱に利用されまし
た。 
他方の水源である10℃の山の水が、冷却水
として作用させるために引き込まれました。 
この発電サイクルは温泉水を70℃まで上げ
ることができ、その一方で山の水の温度は
約20℃に上昇しました。残りの山の水と温
泉水は近くの温泉に戻され、「ウィン-
ウィン関係」が構築されています。 
このプロジェクトの総コストは570万ドルと
推定され、同社は 
経済産業省から812,000ドルの補助金を受け
取り、その一方で、JOGMECから残りの金
額に相当する融資保証を受けています。 
発電された電力は、その後、東北電力株式
会社へFiT価格の0.32ドル/ｋWhで15年間売
却されます。 
このような成功談は、企業が自主発電を目
的とした地元コミュニティーや地方自治体
と連携するうえで役立っています。 
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選択した成功談 2:  

Climeon ABの アイスランドでの分散型地熱発電契約 

 

スウェーデンに拠点を構えるClimeon 
ABは、低温の熱を電力に転換する技術を
提供している、クリーンテクノロジー設
備の販売者です。 
Climeon 
ABは、アイスランドで2,500世帯に十分
に給電できる、単相15MW地熱発電プロ
ジェクト向けに設備とサービスを提供す
るために、アイスランドの企業であるCP 
Energy Holdingと協力関係を結びました。 
この注文には、30か月間に10から15か所
に設置する、Climeon熱発電モジュール10
0基の提供を含んでいます。 
Climeon熱発電モジュールは、低エンタル
ピーの地熱井戸からの熱など、低温の熱
から発電します。 
 

この協力では、一切補助金を受けない、 
大規模な分散型地熱エネルギー設備を目標とし
ています。 
このシステムは、コンパクトで柔軟かつスケー
ラブルな150ｋWの装置から構成されます。 
温水と冷水、およびガスとの温度差を利用して
、Climeon熱発電システムは最大14％の記録的
に高い効率により、低温地熱（70℃程度の低温
）を利益の出るクリーンな電力へ経済的に転換
します。 
アイスランドで低エンタルピー分散型地熱電力
を作り出す、Climeonの新しい革命的なプロジ
ェクトは、温泉の膨大な可能性があり、低温の
地熱源からクリーンな発電をする技術的能力が
実証されれば、日本のエネルギー市場が複製で
きる貴重な成功事例となります。
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表 6: 1. 日本における現在の低温地熱プロジェクトの概要 
 

プロジェクトの
場所 

 

関係者 
 

設備容量 

 

試運転日 

 

岩手県 
 

JFEエンジニアリング、三井石油開発、石油
天然ガス・金属鉱物資源機構、日本重化学
工業株式会社の合弁企業 
 
 
 

 
 
7 MW 

 
 
2018年 

福島県土湯温泉 
 

Ormat 
TechnologiesおよびJFEエンジニアリング 
 

 
0.4 MW 

 
2015年 

八丈島 
 

オリックス 

 
4.4 MW 2022年 

大分県 

 

出光興産 

 
5 MW 2017年 

別府 

 
ElectraTherm 110 KW 2016年 

栗駒国定公園 
 

住友林業およびRENOVA 

 
2 MW 2016年 

大分県別府 
 

Thai Luxe Enterprises 500 KW 2017年 

小浜温泉 

 

神戸製鋼所 

 
60 KW 2011年 

別府温泉 

 

アネスト岩田株式会社 

 
5.5 KW 2013年 

熊本県、 
小国温泉 

 

中央電力株式会社 
 

 
2 MW 

 
2014年 

出典： 
フロスト＆サリバン 

 
以下は、2015年以来日本で供用が開始
された低温地熱プロジェクトの概要を
説明しています。 
 
岩手県の7MW発電所 

 (2017年試運転） 

 

 

JFEエンジニアリング、三井石油開発、
政府系の日本石油天然ガス・金属鉱物資
源機構および日本重化学工業による合弁
会社は、2017年3月に岩手県で約7MWの
地熱発電所の試運転を実施しました。 
85億円（7580万ドル）のコストが予想さ
れるこの施設は、2018年に操業開始する
予定です。 
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八丈島の4.4MW発電所 

（2022年試運転） 
リース会社のオリックスは、老朽化した東
京電力の設備置き換えの一環として、八丈
島に4.4MWの地熱発電所を建設する契約に
調印する予定です。 
 
予定される投資額は50億円（4400万ドル）
近くになり、試運転は2020年に実施される
予定です。 
さらに、オリックスは合計容量30MWの10
のプロジェクトを検討しており、その他幾
つかの地熱発電の候補地の探査およびび調
査を始めています。 
 
オリックスは、現在、法人顧客向けで日本
で4番目に大きい独立系発電事業者（IPP）
です。 

 
大分県の5MW発電所 

 (2017年試運転） 
石油会社の出光興産は、2017年3月に大分県
で商業化を開始した、5MW滝上バイナリー
発電所を建設しています。 
この発電所は、従来の地熱発電では利用で
きなかった低温の蒸気と温水を活用するた
めにバイナリーサイクルを利用しており、
年間31GWｈの発電量が予想されています。 
 
別府の0.11MW発電所 
（2016年試運転） 

米国を拠点とする再生可能エネルギー企業
であるElectraThermは、2016年4月に別府で
同社のPower+ Generator™ 
4400の試運転を無事に実施しました。 
同社は現在、その発電所の通算運転稼働時
間が 

3,000時間を超えたことを報告しています。 
同社は、77-
122℃の範囲の低温水から最大110ｋWを発電
するために、ORCと 
ElectraThermが特許を持つ、ツイン 
スクリュー パワー 
ブロックを使用しています。 
 
栗駒国立公園の2MW発電所 
（2016年試運転） 

日本の木材およびバイオマス企業である住友
林業は、同社が日本で所有している栗駒国立
公園内の森林で2MWの地熱発電所を開発す
るために、2016年にRENOVA（再生可能エネ
ルギーの独立系開発者兼運営者）との戦略的
提携を締結しました。 
 
発電された電力は、その後、日本のFiT制度
の下で地元の電力会社へ売却されます。 
同社は同国の再生可能エネルギーのポートフ
ォリオを拡大するため、 
約1億8100万ドルの投資を計画しています。 
 
大分県の総計1.5MW発電所 
（試運転実施中） 

Thai Luxe 
Enterprisesは、その子会社を通じて日本の大
分県に小規模な地熱発電所を建設しています
。 
Thai Luxe 
Enterprisesは、主として動物飼料の企業です
が、TLuxe 
Powerと呼ばれる地熱投資に焦点を当てた子
会社を設立しました。 
計画される総投資額は、8つの地熱発電所に
対し2,300万ドル近くに達します。 
 
さらに、3つの地熱発電所が検討されていま
す。 
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同社は、125ｋWの設備容量を備えた12の低
温地熱発電所をすべて日本の大分県、別府
に建設する計画を持っています。 
現在、4基が設置されており、総容量は500
ｋWとなっています。 
 
その他の例 
建設されている低温地熱発電所のその他の
例には、次のものが含まれます。： 
神戸製鋼所により 

長崎県雲仙市の小浜温泉に設置された設備容
量60ｋW；温泉からの発電を目的としてIHI
によって開発された20ｋWの熱 
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最終提言 

  7  
 

原子力後の時代には、日本は外国への資源
の依存と世界的な政治の変化のリスクを緩
和するために、すべて国内の再生 
可能エネルギー資源の可能性を取り入れる
ことが必須です。 
2011年以来、コストがかさむ化石燃料輸入
への依存を減らし、安定したエネルギー供
給を達成し、温室効果ガスの排出を削減す
るために、再生可能エネルギー発電開発に
向けたパラダイムシフトが起きています。 
この証明として、環境への懸念を高める代
わりに、関西電力と東燃ゼネラルによる千
葉県での1GW石炭火力発電所の建設計画が
最近白紙撤回されました。 
 
低温地熱発電には、これらの要求を満たす
上で大きな貢献をする可能性があり、小規
模地熱開発向けの魅力的なFiTと経済的支援
、従来必要とされた環境評価の必要性の減
少、 

技術的な進歩と価格の低下、コミュニティレ
ベルでの協力の強化、保証および融資と埋蔵
地の特定における政府の支援、そして国立公
園内での開発制限の緩和により、2020年に向
けて市場採用の加速が示されることが期待さ
れています。 
しかしながら、120℃以下の温度の地熱埋設
地へアクセスできる新たな技術革新は、全体
としてプロジェクト開発と市場を牽引するた
めに、ますます増加する対応可能な市場可能
性全体に対し主要な原動力となることが期待
されています。 
 
さらに、2016年4月の日本の電力市場の完全
自由化は、従来のエネルギー源よりも低いか
、同等の価格を提示することで、再生可能エ
ネルギープロバイダーが顧客ベースを拡大で
きる興味深いシナリオを作り出しています。 
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このシフトを考慮すると、コミュニティ発
電プロジェクトを含む分散型発電に、より
大きな焦点が当てられ、電力のビジネスモ
デルが一層柔軟になることが期待されてい
ます。 
低温地熱発電所は、地域コミュニティーへ
の低炭素電力供給として、理想的なエネル
ギーソリューションであることを示してい
ます。 
しかしながら、この市場は電力並びに付加
価値サービスを生み出し、劇的にそのよう
なプロジェクトの魅力と採用を増やすため
に、温泉所有者と連携できる低温地熱エネ
ルギー企業により、主に牽引されることが
期待されています。 
 
 
日本国内のエネルギー危機は、外国企業が
同国の地熱ポートフォリオに貢献できる興
味深いチャンスを切り開いています。 
 

しかしながら、 
企業は市場への足掛かりを得るために、太陽
光発電などの十分に確立された代替技術と競
合する必要があります。 
地元やコミュニティとの強力な関係を構築す
ることは、同国の温泉に付随する強力な文化
的価値と環境への影響を恐れた抵抗があるの
で、プロジェクト開発にとっての重要な成功
のための基準となります。 
 
市場が成熟するに連れ、120℃以下で運転す
る低温地熱技術の実証は、日本における安定
した、低二酸化炭素放出の発電に寄与する同
国の地熱の可能性を活用する上で有望なゲー
ムチェンジャーであることを示しています。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成長のためのパートナー企業であるフロスト＆サリバンは、今日の市場参加者の成功を左右する世界的な試練と関連

する成長機会に対応するために、先見性のある革新的技術を活用して、お客様と提携しています。50年以上に亘り、
当社は世界的な1,000の新興企業、公共部門および投資コミュニティー向けに成長戦略を開発しています。あなたの
組織は次の業界収斂の大きな波、常識を覆す技術、ますます高まる競争の激化、メガトレンド、画期的な成功事例、

顧客の動力学の変化、そして新興市場諸国経済への備えはできていますか？ 
 

詳細については、以下までお問い合わせください。： 

ROSS BRUTON 
Programme Manager & Principal for 
Smart Energy Systems 
P: +44 (0)20 8996 8547 
E: ross.bruton@frost.com 


