
超党派地熱発電普及推進議員連盟

アイスランド政府との対話及び地熱利用現地調査の結果概要

日程: 2月17日(金)｡18日(土) (2月16日(木)日本発～20日(月)日本着)

調査団:

団長:

副団長:

副団長:

事務次長:

民間企業｡有識者
幅康浩
神谷章夫
石井嘉朗
山下通郎
木村誠一郎

政府｡関係機関:
朝日弘
住谷安史
増山毒一
有馬純

2月17日(令)

増子輝彦議員(参,民主｡地熱議連共同代表)

富田茂之議員(衆｡公明,地熱議連事務局次長)

秋葉賢也議員(衆,自民,地熱議連)

高松和夫議員(衆｡民主｡地熱議連)

出光興産㈱　執行役員資源部長
三井石油開発(MOECO)業務部フェロー

国際石油開発帝石(INPEX)執行役員経営企画本部本部長補佐
石油資源開発(JAPEX)環境｡新技術事業本部副本部長
九州大学工学府水素エネルギーシステム専攻博士後期課程　他

経済産業省大臣官房審議官(エネルギー,環境担当)
資源エネルギー庁資源,燃料部燃料政策企画室長
(独)石油天然ガス,金属鉱物資源機構総務部長
(独)日本貿易振興機構ロンドン事務所長　他

1 ,ヨハンナ"シグルザルドッテイル首相との会談

2月1 7日(金)午前､調査団はヨハンナ｡シグルザルドッテイル首相を訪問｡

日本側調査団から､東日本大震災へのアイスランドの支援に対して感謝を述べ､

野田首相からの親書を手交｡また､東日本大震災,福島原発事故からの復興の取

り組みが精力的に進められ､エネルギー政策の見直しを進めている中､アイスラン

ドで普及している地熱エネルギーの活用状況を視察に来た旨､調査団の視察目的

を説明｡

シグルザルドッテイル首相からは､訪問を歓迎し､親書に対する御礼が述べられ

た｡また､東日本大震災について､お見舞いの言葉をいただき､アイスランドと日本

が真のパートナーとして協力していきたいと発言｡また､ 2008年にアイスランドが経

済危機にあった際､当時の麻生首相がアイスランドにIMFを通じた資金供与により

支援を打ったことに対する感謝と､アイスランド国民の日本に対する変わらない友

情｡親交の気持ちを表明｡
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2,オッスル"スカルプヘイジンソン外務通商大臣との会談

(1 )超党派地熱発電普及推進議員連盟とアイスランド外務通商省の覚書締結

シグルザルドッテイル首相を訪問した後､調査団はオッスル〟スカルプヘイジンソ
ン外務通商大臣との会談に臨み､超党派地熱発電普及推進議員達盟とアイスラン
ド外務通商省の間で､ ｢地熱エネルギー分野での協力に係る覚書｣を締結｡

本覚書は､両国が地熱エネルギーの重要性を認識し､人的｡技術的交流を通じた
協力を進める枠組みとなる｡なお､日本とアイスランドの間の調整役を果たすことと
なる共同作業部会の日本側代表はJOGMEC｡

また､日本側から､東日本大震災に際しては､アイスランドから多大な支援をいた
だいたことに御礼申し上げ､アイスランドが地熱の世界のリーダーとして推進してい

る地熱開発について､日本として今回締結された日本,アイスランド間の覚書に沿
って､協力を進める方針を表明｡
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(2)地熱開発の推進について

オッスル〟スカルプヘイジンソン大臣は､日本の震災に心を痛めており､アイスラ

ンドとして､協力を惜しまないと表明｡日本として地熱を利用して地域暖房にも早く

取り組むことを推奨｡

また､スカルプヘイジンソン大臣は､ 2010年11月の｢日本〃アイスランド地熱エネ

ルギーフォーラム2010｣の際に来日した際､当該フォーラムで日本の民間企業の

経営陣が熱心に講演を聴講しているのを目の当たりにして､その熱意に感銘を受

けたこと､また､アイスランドと日本の個別の企業を連携させていくことが必要であ

ることを述べ､迅速な行動が重要であると指摘｡

日本側調査団からは､約2,300万kW(原発23基分)あると言われる国内の地熱

資源の開発を進めるため､大幅に増額した予算を活用して､ JOGMECが開発支援

に関与し､政府と民間でスクラムを組んで､しっかり推進していきたい旨を述べた｡

また､国立公園の中にある地熱資源の規制緩和により垂直掘削を可能として飛躍

的に地熱開発を促進したいという考えを表明｡

3｡スヴァンティス｡スヴァヴァスドッティ環境大臣との会談

スカルプヘイジンソン外務通商大臣との会談に続き､日本側調査団はスヴァンデ

イス,スヴァヴァスドッティ環境大臣との会談に臨んだ｡

スヴァヴァスドッティ環境大臣は､原発依存度低減という意味で､地熱の役割は

大きいと指摘｡また､アイスランドは100年以上の地熱の歴史があり､今では90%

の家庭が地域暖房を利用するに至っていることを紹介し､自然環境との整合につ

いては､持続可能性の観点が重要と指摘｡

日本側調査団からは､日本では､自然環境保護の規制があることを背景として､

地熱開発が進んでいないが､エネルギー政策の見直しを求められる状況の中で､

アイスランドが地熱大国となった知見を日本で活かしたいこと､さらに､日本の地熱

資源の多くが国立公園の中にあり､自然環境との整合性を図りつつ､その開発を

進めるべく､国立公園内における垂直掘削を求めている点を紹介｡

環境省との意見交換において､以下の話があった｡

>　アイスランドでは､ 1970年代から地熱発電の導入を進め､ co2排出量を削

減｡アイスランドは､国土の約20%が｢保護区｣｡

-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



>　国立公園等の｢保護区｣内には､ 69箇所の地熱"水力開発候補地があるが､

この開発候補地は､ ｢開発可能地域｣､ ｢検討中の地域｣､ ｢開発不可地域｣

の3つに評価,分類して､開発可否を検討｡なお､アイスランドでは､ ｢保護

区｣内での地表調査やボーリングが可能｡

>　地熱がアイスランドで進展した理由は､ (1 )1900年代初頭から導入された

地域暖房の活用(生活に密着した熱利用)により､住民に地熱の重要性と地

熱活用の理解が広く浸透､ (2)1970年の石油危機に際して､石油から脱却

し､地熱発電に切り替える際にも､住民の理解を確保､ (3)30万人という国民

の数に比べて､エネルギーが豊富にあったので､比較的環境に影響の小さ

い地域から開発を進めることができたこと等を指摘｡

∴ごご∴∴ � 

:千 ��悶事着 i 辻ﾘ耳馼棠+y�ﾉ�(��ｨ耳耳��｢�ZHﾎ�+�4x�ｲx耳耳,X耳璽����` i 

""∴: ∴三∴∴ ? ゝ〃○○ 

≡器繋 一一~一筆ズ ��ﾒ�〃Si 倅��

∴ヽ一.｢一一一一 --i-_a ∴∴ ������Κ���

スヴァヴァスドッティ環境大臣との会談

4,アイスランド,エネルギー局等との意見交換

アイスランド葵エネルギー局(発電所の操業等の許認可機関) ､アイスランド｡ジオ

サーベイ社(地熱調査会社)､アイスランドドリリング社(掘削会社)から､それぞれ

の事業概要について説明を受けた｡
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アイスランド｡エネルギー局等との意見交換
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2月18日(土)

レイキヤビック,エナジー(Reykjavik Energy)社(レイキヤビック市が株式の95%を

保有)から､アイスランドの地熱発電の概要説明を受けた後､同社が保有している
下記の発電所の視察を行った｡

" , _'L2.I.JZ電着端整墨iflwtお鮭誤字敵利用) ｡生産能力を有

する大規模な地熱発電所｡
三菱重工製の蒸気タービン6基と東芝製の低圧ユニット1基を導入｡

2,スバルツエンギ地熱発電所 (H｡Sエナジー社)
出力5万kWのタ 士

-　ケフラヴィーク国際空港の近くにあり､年間45万人の来訪者がある観光施

設ブルーラグーン(温水プール)が近接｡発電事業の他に養殖､病院施設
(特に皮膚疾患)などを有し､資源公園として機能｡

3,その他(養魚場)
一　地,.､を利用した養魚場を訪問｡
-　タラ,ヒラメ｡鯉を一定温度の水槽で養殖し､成長の速度を増して､短期間で

成魚を得ることが可能｡

ヘトリスへイジ地熱発電所

(白い建物が蒸気冷却塔)

｡海水を使った冷却が特徴｡
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熱利用による魚の養殖施設

(スバルツエンギ地熱発電所周辺)
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熱利用による地域暖房(迎賓館)


