この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○稲津委員長 次に、富田茂之君。
○富田委員 公明党の富田茂之です。
大臣所信に対する質疑ということで、再生可能
エネルギーについて何点か御質問をさせていただ
きたいと思います。
先週、三月の二十日に、第十五回の超党派地熱
発電普及推進議員連盟の総会が開かれました。こ
の議連の共同代表は自民党の二階俊博、民進党の
増子輝彦両幹事長であります。議連の幹事長は自
民党の林幹雄衆議院議員、事務局長はこちらにい
らっしゃる自民党の 川貴盛理事でございます。
また、希望の党の田嶋理事と私が副幹事長を務め
させていただいております。ここまでは宣伝にな
ってしまいましたが。
この議連では、実は、二〇一二年二月にアイス
ランドに赴きまして、地熱資源利用調査を実施い
たしました。翌三月に、調査結果を受けまして、
国立・国定公園の第二種・第三種特別地域の中か
ら垂直掘削と地熱発電所の設置が可能となるよう

環境省に申入れをいたしまして、環境省も、風致
又は景観の維持に著しい支障を及ぼさない場合と
いう条件付ではありますが、これを受け入れてく
れました。これにより、地熱発電の開発が一歩前
進いたしました。
また、この申入れの際に、国立・国定公園の特
別保護地区及び第一種特別地域の外からの傾斜掘
削については今後の検討課題とすることを明記す
ることもあわせて求めまして、二〇一五年にこの
規制が緩和されました。
皆さんのお手元に資料を配付させていただいて
おりますが、資料の一番目をちょっとごらんいた
だきたいというふうに思います。
我が国には世界第三位の地熱資源量、約二千三
百四十万キロワットを有するが、その約八割は国
立・国定公園内に存在ということで、なかなか開
発ができませんでした。
アイスランドで具体的にいろいろお伺いしまし
たら、日本では国立・国定公園の外から斜め掘り
をしているんだというお話をしましたら、笑われ
まして、斜めに掘っていって地熱の湯源に当たる
わけがないじゃないか、アイスランドでは、直接
直掘りをして、最後に、当たるか当たらないかと
いうところでは、四方八方にそこから曲げていく
んだ、その中で地熱を見つけ出すんだということ
を聞きまして、こういう申入れをさせていただい
て、規制が二〇一二年そして二〇一五年というこ
とで緩和をされてきました。
そういう認識で間違いないでしょうか。
○米谷政府参考人 豊富な地熱発電のポテンシャ

ルを有しております我が国において、地熱発電は
安定的に発電を行うことが可能な再生可能エネル
ギーとして重要であるとともに、利用に当たって
は、自然環境や地元への配慮が重要であると認識
をしています。
このため、環境省としては、幅広い関係者から
成る検討会の意見も踏まえまして、国立・国定公
園内の規制内容を見直し、先生がおっしゃられた
とおり、二〇一二年には、一九九四年から普通地
域においては認めていたんですが、それに加えて、
第二種、第三種特別地域において、自然環境と調
和した優良事例等について認めることといたしま
した。また、二〇一五年には、第一種特別地域の
地下部への傾斜掘削を認めるなどの規制緩和を行
ってきたところでございます。
○富田委員 この議連の総会では、地熱発電の開
発期間の短縮に向けた資源エネルギー庁の取組も
紹介をされました。資料の二をごらんいただきた
いと思うんですが、この二にありますように、こ
れまで十三・六年かかっていたものを九・九年に
短縮をしているんだというような説明がされまし
た。
実はこの委員会で、二〇一六年三月九日、この
件について私の方で質問をさせていただきまして、
当時の藤木部長が答弁をしてくれました。
前年、二〇一五年の十月にイタリアのラルデレ
ロ地熱発電所を視察してきまして、そのラルデレ
ロの発電所を経営しているエネル・グリーン・パ
ワー社の所長さんからお伺いしたところ、この会
社では世界でいろいろなところで地熱発電の開発

- 1 -

a

衆議院経済産業委員会議事速報（未定稿）
平成30年3月28日

をやっているけれども、大体五年から六年で操業
に至っているというようなお話がありましたので、
その旨、藤木部長に尋ねまして、日本で何でこれ
ができないんだということを尋ねましたら、藤木
さんはこんなふうに答えてくれました。
環境アセスメントを短縮していくということで、
この手続の迅速化、例えば今まで百五十日ぐらい
かかっていた審査期間を四十五日程度に短縮する
とか、あるいは環境影響調査の前倒し、こういっ
たものをやる必要がある、また、掘削の期間の短
縮、あるいは調査期間の短縮ということに取り組
まなければならない、そのためには、地下数千メ
ートルの地熱の分布をより正確に把握して、調査、
探査の成功率を高める、そういったことも必要だ
し、掘削機器の先端部分の強度を高めて、これで
掘削速度を速めるといったような技術開発、こう
いったようなことも重要だろうというふうに答弁
をされていまして、この資料の二にあるように、
それぞれの段階で短縮に努めてきていただいたと
いうふうに理解をしております。
ただ、この説明の際に、こんなふうにも資源エ
ネルギー庁の方は説明をしてくれました。ただ、
アセス期間の半減というところの説明で、幾つか
の手続を並行的に実施することで期間の短縮を図
っているが、結果いかんによっては、手続を初め
からやり直す必要が生ずるリスクを事業者が負う
可能性もあるというふうに言われていました。
これでは、せっかく期間の短縮にエネ庁の方で
努めてくれたとしても、事業者の方としてはやは
り手を挙げにくくなる、一旦並行でやってみたけ

れども、もう一回またもとに戻らなきゃならない
ということでは、なかなか、開発してくれという
ふうには言えないんじゃないか。この事業者が負
うリスクの軽減策というのは検討していないんで
しょうか。
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
地熱発電の環境アセス期間の短縮につきまして
は、経済産業省におきまして、手続に要する期間
の短縮をする実証事業を実施しているところでご
ざいます。
これは従来、配慮書、方法書、これは環境調査
のやり方を決める手続でございますけれども、こ
れを行ってから環境調査を行うということでござ
いましたけれども、この環境調査を前倒しして、
配慮書、方法書の手続と同時並行で進めるという
ものでございます。この場合、委員御指摘のとお
り、先行して行った環境調査のデータに不備があ
った場合には環境調査をやり直さなきゃいけない、
こういうリスクが生じるものでございます。
そこで、手戻りのリスクを軽減するための方策
でございますけれども、あらかじめ事業者にガイ
ドをつくって、これを参照してもらえれば環境調
査のやり方に不備があるということはなくなるだ
ろうということで、今このガイドをつくることを
取り組んでいるところでございます。具体的には、
手戻りを防止するための計画の立て方とか、それ
から専門家に事前にこういう項目を意見聴取すべ
きとか、そういうような環境調査のやり方を記載
することとしております。
それから、海外の地熱開発期間につきましては、

これも委員御指摘のとおり、米国やインドネシア
では六年、アイスランドでは六年半というふうに
されておりまして、現状では日本は十四年という
ことで、これでも短いということでございます。
これは今、更に調査を続けているところでござい
ますけれども、委員御指摘のとおり、掘削とか建
設の期間がかかる、それから環境調査の話、加え
ましてこういう問題があるというふうに聞いてお
ります。更に海外の制度、それから先進技術、こ
れを収集しまして、我が国のより効率的な開発に
つなげていきたいというふうに考えているところ
でございます。
○富田委員 ぜひ、急いでやっていただきたい。
いつまでもこんなものを待っていられませんので、
よろしくお願いします。
また、この議連の総会においては、ＪＯＧＭＥ
Ｃから地熱発電の技術開発についての紹介もござ
いました。皆さんの手元に資料三として配らせて
いただいておりますが、この資料にありますよう
に、「リードタイムの短縮、コスト削減、出力の
安定化等の技術課題を解決するための技術開発と
して地熱貯留層探査技術開発、地熱貯留層掘削技
術開発、地熱貯留層評価・管理技術開発を実施中。
」とのことでありました。資源エネルギー庁とし
ても最大の支援をお願いしたいというふうに思い
ます。
この資料の一番右にありますように、福島県の
柳津西山地熱発電所において、人工涵養試験、外
部から水を人工的に地下に注水する試験を開始し
ているとのことであります。
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この人工涵養を実用化している米国カリフォル
ニア州のガイザース地熱発電所を、私は昨年八月
視察してまいりました。このガイザースでは、一
九六〇年に地熱発電の商業生産を開始したそうで
す。そして現在十六の発電施設が存在し、総設備
容量は百二十七万キロワット。米国最大級の地熱
発電地帯でした。ところが、ガイザースは、一九
八〇年代から九〇年代にかけて貯留層が枯渇しか
けたそうであります。一九九七年、生活排水の処
理水を地熱貯留層に注入する、向こうではリチャ
ージと呼んでいましたが、これを、人工涵養技術
を実施した以降、発電能力は回復したということ
であります。
ＪＯＧＭＥＣの説明によりますと、この人工涵
養試験について、米国電力研究所と今共同研究を
やっているんだというような説明があったんです
が、ガイザースでは二十年にわたってこの人工涵
養技術が実際にもう使われていますので、こうい
う経験、知見をもっと活用する方法はないんでし
ょうか。どうでしょうか。
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
人工涵養技術は、貴重な地熱資源を適切に管理
し、長期にわたり安定的に利用できるようにする
ための技術でございまして、日本におきましても
積極的に技術の取得、導入を進めていきたいとい
うふうに考えております。
委員御指摘のありましたように、ＪＯＧＭＥＣ
では、平成二十五年より、福島県の柳津西山地熱
発電所におきまして我が国に適した人工涵養技術
を開発中でございまして、事業実施に当たりまし

ては、長年この技術の実施をしてきた米国の電力
研究所、これは委員御指摘のガイザース、ここと
技術の交流を行っているということで、この電力
研究所と行うということでございますけれども、
ここと共同開発事業を行って、米国の経験、知見
を今取り入れようというふうにしているところで
ございます。今この柳津西地域の発電所のデータ
を米国の電力研究所で解析、評価していただいて
いるところでございます。
○富田委員 ガイザースに視察した際、ガイザー
スの技術研究員の方が、自分はラルデレロでも働
いていたことがあると、イタリアの最古の地熱発
電所です。そういう人的交流もしていかないと、
せっかくの経験、知見というのは生かせないと思
いますので、今部長が答えられたのに加えて、そ
ういった点もぜひ検討していただきたいというふ
うに思います。
最後に、系統運用問題について大臣にお尋ねし
たいというふうに思います。
世耕大臣は、所信におきまして、「再生可能エ
ネルギーについては、最大限の導入と国民負担の
抑制を両立するため、コスト低減の取組を強化す
るとともに、既存系統を最大限に活用するための
運用の見直しやルールの明確化を進めてまいりま
す。」と表明されました。この発言は、私は大変
重要な発言だというふうに思うんですね。
大手電力会社による系統容量の占有が再エネの
導入を阻害しているという主張を、今多くのメデ
ィアが発信しております。他方、利用率のみで空
き容量があるかのような論調は誤っているという

御指摘もあります。まあ、どちらも正しいんだろ
うなと思うんですが。
そんな中、先日、私の友人から、今資料四で皆
さんのお手元にお配りしております、安田陽京都
大学大学院特任教授が書かれました「送電線は行
列のできるガラガラのそば屋さん？」という書籍
が送られてきました。これですけれども、なかな
かデータ分析をきちんとされて、私の、文系出身
の人間にはなかなか理解しにくいんですが、それ
でも本当に一つ一つきちんと書かれておりました。
この本に関しては、実は、三月十二日付の毎日
新聞「風知草」におきまして、山田孝男特別編集
委員が大変わかりやすくまとめてくれておりまし
た。こんなふうに山田さんは言われています。安
田さんは、膨大な公開資料を読み解き、電力会社
が満杯と主張する送電線の平均利用率が実は二〇
％未満だと指摘した、送電線は一つのルートに二
回線ある、一方を塞がれれば電力会社は満杯だと
説明する、落雷や台風などでショートした場合に
備え、他方を残しておくという考え方である、だ
が、国際水準から見て厳格過ぎる、もう少し柔軟
にできないかというのがこの安田さんの、それが
最終的な結論だと。かなり詳しくそういったとこ
ろを書いていただいておりました。
この安田さんの本の中でも実は指摘があったん
ですが、今、一月二十四日に開催されました経済
産業省のもとの再生可能エネルギー大量導入・次
世代電力ネットワーク小委員会の第二回会合にお
きまして、グローバルスタンダードを俯瞰しつつ、
欧米では実施していない取組であっても、こうす
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れば実現できるという視点に立って、日本独自の
日本版コネクト・アンド・マネージの実現に向け
た検討を行うという議論がされた。コネクト・ア
ンド・マネージというのは、その名のとおり、ま
ず接続、コネクトを許可して、その後、運用面で
管理、マネージするという方法だというふうに説
明されています。安田さんもそういう方向に進む
べきだというふうにこの本の中で指摘されている
んですね。
こういう議論が開始されたということを踏まえ
て、大臣は今後、この系統運用の見直しやルール
の明確化にどのように取り組んでいかれるんでし
ょうか。
○世耕国務大臣 まず、送電線の容量の問題、私
もこの安田さんが書かれているものをいろいろ読
ませていただいて、こうやってデータを出してい
ただいて、冷静に議論していただくということは
歓迎したいと思いますが、少しやはり我々と考え
方が違うところがあるわけです。どうしても、バ
ックアップ回線をしっかりとって、Ａ地点とＢ地
点を結んでいる送電線が二回線以上ないと、万が
一落雷などをしたときに、そこの送電ができなく
なるわけですから、二回線見ておいて、そしてそ
のうち一個はあけておくので、そもそも使用する
率は五〇％からスタートをするわけです。
これは、世界に比べて厳しいという御意見は、
日本はやはりネットワーク構造が島国ですから違
うんですね。ヨーロッパは国もまたいだメッシュ
状の送電網ができているので、どこか一個が切れ
てもいろいろな迂回ルートをつくることができる

わけですが、日本はある意味串刺し状になってい
て、本当になかなか迂回することができないとい
う問題点もある。だから、そういう意味で、安田
先生から見ると少し厳し目になっているのかもし
れません。
もう一つは、電力というのは平均値で議論して
もしようがなくて、やはりピークのときにちゃん
と耐えられなきゃいけないということであります。
安田先生の議論は、これは数字は間違ってはいな
いと思うんですが、平均値で御議論されていると
いうところが我々と違うのかなというふうに思っ
ています。
ただ、我々もこのままでいいとは全く思ってお
りませんで、系統の増強工事がなくても一定の条
件のもとで風力発電等の電源の接続を認めるコネ
クト・アンド・マネージといった仕組み、これは
海外でも入れているところがありますので、今ま
さにスピード感を持って検討を進めているところ
であります。過去の実績をもとに将来の電流の流
れをより精緻に想定をして空き容量を算出する手
法が、技術的な検討を終えて、これはもう実現可
能となりました。四月から導入をいたします。こ
れをやれば、例えば東北の北部エリアでは最大一
・六倍の容量の電源を新たに接続できるようにな
るわけであります。
あと、電力というのは自由化が今まさに始まっ
たばかりでありますが、私は通信出身でありまし
て、やはり三十年間かけて、既存の事業者と新規
参入事業者の間の接続ルールというのをずっと洗
練されたものをつくり上げてきた、それと見比べ

るとちょっとまだ電力の接続ルールというのは少
し透明感が低いかなというふうにも思いますので、
現行のルールが透明で公平なものなのかというこ
とをもう一度きっちり確認をして、海外でもいろ
んなルールの例というのが出てきていますから、
そういった先進事例を取り入れながら、必要な見
直しを行うとともに、ルールの明確化というのを
しっかりとやってまいりたいというふうに思って
います。
○富田委員 今大臣が言われた公平性というのが
一番大事なんだと思うんですね。
新設の、新しく参入する業者からしてみたら、
今のルールでは既存の業者だけが得するんじゃな
いかというように、そういう懸念があって、なか
なか、ここが参入障壁になっているというのは間
違いないと思いますので、ぜひ、今大臣が言われ
た方向でリーダーシップをとっていただきたいと
思います。
ありがとうございました。終わります。
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