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第 1章 はじめに 

 

 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、平成 25年度から地熱発電技術研究開

発事業として地熱貯留層探査技術の開発を実施することとした。この技術開発は、地熱貯

留層をより高精度で探査する技術の開発を目的としている。 

 今回の評価は、事前評価として、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 業務評

価委員会 地熱技術評価部会において実施されたものである。 

 本報告書は、当該分野に関わる国内外の研究開発動向や社会情勢の変化を踏まえつつ、

プロジェクトの目標・計画、研究体制、成果の意義、実用化の可能性・波及効果などに関

する、この事前評価結果をとりまとめたものである。今後プロジェクトを実施していく際

には事前評価結果を研究計画に反映させながら、プロジェクトを実施していく。なお、評

価者、被評価者、評価事務局及び審議日は次のとおりである。 

 

 評価者： 

  業務評価委員会 地熱技術評価部会 

 

 （部会長）  江原 幸雄  九州大学名誉教授 

 （部会委員） 青島 矢一  一橋大学 イノベーション研究センター 教授 

 （部会委員） 糸井 龍一  九州大学工学研究院 地球資源システム工学部門 教授 

 （部会委員） 海江田秀志  (財) 電力中央研究所 地球工学研究所地圏科学領域 

               上席研究員 

 （部会委員） 土屋 範芳  東北大学大学院 環境科学研究科 教授 

 （部会委員） 當舎 利行  (独) 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 

               主幹研究員 

 （部会委員） 久富 洋一  九州電力株式会社 発電本部再生可能エネルギー部長 

 （部会委員） 森山 清治  出光大分地熱株式会社 社長 

 

 被評価者（担当課）： 

  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

  地熱部 地熱技術課 

 

 評価事務局： 

  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

  評価部 業務評価課 

  

 審議日：平成 25年 4月 16日 
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第 2章 技術評価ガイドライン 

 

 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 技術評価ガイドライン（以下、「本ガイ

ドライン」）は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「資源機構」）が実施する技術開

発プロジェクトの技術評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめた

ものある。 

 

1. 技術評価の目的 

 技術評価の目的は以下の項目から成る。 

(1) 技術開発に対するニーズの反映 

 技術開発プロジェクトの目標、成果、資源機構の業務における位置付けを明確にするこ

とにより、技術開発プロジェクトに対して確実に社会的ニーズや資源機構のニーズを反映

させる。 

 

(2) より効率的・効果的な技術開発の実施 

 評価をする者（評価者）と評価を受ける者（被評価者）が意見交換を通じ研究開発・技

術開発の意義、内容、達成状況、今後の方向性等について検討し、より効率的・効果的な

技術開発を実施していく。 

 

(3) 国民への開示 

 技術開発プロジェクトの意義や内容については、評価結果の公表を通じて一般国民に開

示していく。 

 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

 評価の結果を事業や技術開発プロジェクトの継続、拡大、縮小、中止など資源の配分へ

反映させることにより、資源の重点化及び効率化を促進していく。 

 

2. 技術評価の基本理念 

 評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

プロジェクトの実施者は、積極的に成果を公開し、その内容について広く学識者、成果の

応用分野の有識者等の意見を聴く。評価事務局（資源機構 業務評価・審査グループ 業務

評価チーム）においては透明で公正な評価システムの形成、定着を図るため、評価手続き、

評価項目・評価基準を含めた評価システム全般について予め明確に定め、これを公開する。 
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(2) 中立性の確保 

 評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導

入等により、中立性の確保に努める。 

 

(3) 継続性の確保 

 技術開発プロジェクトにおいては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評

価とそれを反映したプロジェクトの推進というプロセスを繰り返していく時系列のつなが

りにも意義がある。したがって、当該担当部・課にとって、評価結果を後の技術開発プロ

ジェクトの企画立案等に反映させ易い、継続性のある評価方法で評価を行うことが必要で

ある。 

 

3. 本ガイドラインの適用範囲 

 本ガイドラインに係る技術評価の対象となる技術開発プロジェクトは以下のとおりであ

る。 

  ① 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち「大型な技

術開発」及び「公募型研究」 

  ② 金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクト 

  ③ 鉱害防止に係る技術開発プロジェクト 

  ④ 地熱発電技術研究開発事業に係る技術開発プロジェクト 

 

4. 評価の類型と実施時期 

 評価は、技術開発プロジェクトの実施期間に対するその実施時期により、事前評価・中

間評価・事後評価に類型化される。 

 原則として、技術開発プロジェクト開始前に事前評価を、プロジェクト終了後に事後評

価を実施する。プロジェクト期間が５年以上の場合及び後継プロジェクトの提案を予定す

る場合には、プロジェクト期間中に中間評価を実施する。 

 後継プロジェクトが実施されることとなったプロジェクトについては、事後評価を省略

し、後継プロジェクト終了時にあわせて評価を実施することができることとする。 

 

5. 評価体制 

(1) 評価者 

 資源機構の外部に属する者で、当該技術開発プロジェクトの知見を有する専門家、自然

科学一般に深い見識のある者、社会科学一般に深い見識のある者、当該技術開発プロジェ

クトで開発された技術を利用する産業界に属する有識者や専門家等。 

 

(2) 被評価者 
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 技術開発プロジェクト実施担当部・課 

 

(3) 評価事務局 

 ・評価部 業務評価課 

 ・技術企画部 評価・普及課 

 

(4) 評価委員会 

 評価は、上記評価者で構成される下記評価委員会により実施される。 

① 業務評価委員会 石油・天然ガス技術評価部会 

 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち「大型な技術開

発」及び「公募型研究」の評価 

② 業務評価委員会 金属資源開発・鉱害防止技術評価部会 

金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトの評価鉱害防止に係る技術

開発プロジェクトの評価 

③ 業務評価委員会 地熱技術評価部会 

 地熱発電技術研究開発事業に係る技術開発プロジェクトの評価 

 

6. 評価の方法 

(1) プロジェクト原簿 

 プロジェクト原簿（第 3 章）又はそれに相当するプロジェクト内容を記述した資料に基

づき評価を実施する。 

 

(2) 評価項目 

 評価の類型に応じた「技術評価・評価項目」（別紙）に従い評価を実施する。 

 

(3) 評価手法 

 技術開発プロジェクトの類型、評価の類型に応じて適切な評価手法を用いる。複数の技

術開発プロジェクト間の相対的評価を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考え

られ、技術開発プロジェクトの類型、評価の類型及び対象案件の態様に応じて適宜活用す

ることが望ましい。 

 

(4) 評価の簡略化 

 評価の実施に当たっては、評価者及び被評価者の過重な負担を回避するため、メールレ

ビューを実施したり、評価項目を限定する等の簡略化を行うことができるものとする。 

 

7. 評価結果等の取り扱い及び公開の在り方 
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 評価結果及びこれに基づいて講ずる叉は講じた措置については、機密の保持が必要な場

合を除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開す

ることとする。 

 

8. 評価システムの見直し 

 いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるもので

あり、その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがっ

て、評価作業が終了する度ごとにその評価方法を点検、より精度の高いものとしていく努

力が必要である。また、本ガイドラインについては、こうした一連の作業を踏まえ、原則

として毎年度、見直すこととする。 

 

9. 評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者の対等性 

 ① 評価者と被評価者の関係 

 評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見

と情報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味

で相互に相手を評価するという緊張関係を構築し、この中で、討論を行い、評価を確定し

ていく必要がある。 

 

 ② 評価者に係る留意事項 

 研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとし

て捉えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必

要である。 

 

③ 被評価者に係る留意事項 

 被評価者は、評価を技術開発プロジェクトの質をより高めるものとして積極的に捉え、

評価は評価者・被評価者両者の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必

要である。 

 

(2) 評価の不確実性 

 評価時点では見通し得なかった技術や社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で、

評価作業は常に不確実性を伴うものである。従って、評価者はその精度の向上には必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努め

ることが必要である。係る観点から、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度

に減点法で評価することとなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害する恐れがある

点にも留意する必要がある。 
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 また、技術開発にしばしば当初目的としていなかった成果が生じることがあるが、こう

した成果も積極的に評価することが必要である。ただし、これはあくまでも副次的結果で

あり、本来目指していた成果が十分得られなかったことを補償するものとして位置付ける

べきではない。 

 

(3) その他の留意事項 

 ① 所期の成果を上げられなかった技術開発 

 技術開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることも

ある。したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の技術開発にこれを

生かすことが重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者

や組織、機関を否定的に評価すべきものではない。また、評価が積極的な技術開発の実施

の阻害要因とならないよう留意しなければならない。 

 

 ② 数値的指標の活用 

 論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有する

が、技術開発プロジェクトにおいては技術開発分野や内容により、その意味は大きく異な

り得るものであり、必ずしも成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これ

らを参考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 
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（別紙） 

 

技術評価・評価項目（事前評価） 

1. プロジェクト実施の妥当性 

 1) プロジェクトの意義 

 2) 資源機構が実施する必要性（資源機構のプロジェクトとして妥当であるか） 

 

2. プロジェクト目標の妥当性 

 1) 技術開発目標は妥当か 

 2) 技術的有望性は見込まれるか 

 

3. プロジェクト計画の妥当性 

 1) 目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 

 

4. 実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当か） 

 1) 技術開発実施者の選定等は適切に行われるか 

 2) 関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 

 3) 意思決定プロセスは適切か 

 

5. 成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

 1) 成果の実用化の可能性 

（資源機構が開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 

 2) その他成果の普及は期待できるか 
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第 3章 プロジェクトの概要 

 

1. 研究テーマ名 

 和文名：地熱貯留層探査技術 

 英文名：Geothermal Reservoirs Exploration Techniques 

 

2. 研究期間・担当部・課 

 (1) 研究期間：平成 25年度～平成 29年度 

 (2) 研究担当部・課：地熱部 地熱技術課 

 

3. 研究目的 

 (1) 研究目的 

 わが国には多くの火山が分布し、その地熱ポテンシャルも世界第三位である。地熱エネ

ルギーは、純国産の再生可能なエネルギーであり、二酸化炭素の排出が少ないという環境

負荷の点でも優位である。また、太陽光や風力などと違って発電量に安定性があり、その

開発促進はわが国のエネルギー政策上重要な課題のひとつである。 

 これまでに実施されてきた地熱開発に関する国の事業および地熱開発事業者の努力によ

り、現在の地熱による認可出力は約 515MW に達している。しかしながら、1999 年以降、

新規の事業用地熱発電所の設置はない。これは自然公園など立地条件に制限があることも

一因であるが、断裂から構成されている地熱貯留層を探すのが困難という地下のリスクが

存在し、坑井掘削位置の選定に不確実性が存在することにも一因がある。 

 坑井の成功率は「50%程度」（江原幸雄九州大学名誉教授）との見解があるほか、NEDO

促進調査のうち調査 Bおよび調査 Cの掘削調査（50坑）をレビューしたところ、成功率は

38%であった（19/50）。ただし調査 Cに限れば 67%（14/21）である（この場合の「成功」

は「噴気に成功しておりその噴出熱水の地層内での温度が 200 度以上」であることとし、

断裂に逢着しても噴出がなかった坑井は不成功）。 

 地熱資源開発には地下に存在する地熱貯留層を探しだし、そこに坑井を掘削して地熱流

体を採取することが必要である。しかしながら地下構造の把握には不確実性があり、坑井

が断裂に逢着しないという地下リスクが存在している。 

 本技術開発は、キャップロックと断裂から構成される地熱貯留層を、より高精度で把握

することを目的とする。 

 また、本技術開発は、地熱貯留層評価・管理技術における地質モデルの高精度化にも貢

献する技術となる。 

 

 (2) 研究概要 

 地下の構造を知るには、物理探査データを用いて地下構造の把握が肝要である。物理探



11 

 

査には、重力探査、磁力探査、電磁探査、地震探査などがあげられる。ここでは、地熱開

発にて用いられることの多い電磁探査データ、および地下のイメージングという点では解

像度の高い地震探査データを用いた高精度の解析手法の検討を行うとともに、計測機器の

改良も検討し、さらに総合的な解析手法の検討を実施する。 

 

4. 研究の動機 

 ■ 担当課(者)の発意  □ 他部からの要請   □ 企業からの要請 

 □ 国からの要請  □ 財団、特殊法人等からの要請 

 

5. 研究の必要性・背景 

 (1) 当該技術の研究開発対象としての優位性 

 平成 21年 5月の資源エネルギー庁電力基盤整備課「地熱発電に関する研究会（第 4回資

料）」において、早急に実施すべき技術開発課題として、(1)坑井を利用した高精度フラクチ

ャー探査技術の開発、(2)総合的貯留層評価・管理技術の開発、(3)非定常坑井シミュレータ

ーの開発、(4)スケール・酸性流体対策技術の開発、(5)小規模地熱発電装置の開発、(6)EGS

技術の評価に基づく実用化技術の開発、があげられている。 

 本技術課題は、(1)に関連するテーマであり、優先度は高い。 

 

 (2) 研究を実施する意義 

 地熱資源を構成する三要素は、(1)マグマだまり等から放出される「熱」が、(2)地中の「水」

を温め高温の熱水ないし蒸気となって、(3)地層のき裂や割れ目などの「器（地熱貯留層）」

に貯まることが必要である。 

 これまで、地熱の探査手法としては、重力や電磁探査などのデータに地表のリニアメン

トや露頭観察などの情報を基に、「地熱貯留層」の存在を推定しており、断層の存在には不

確実性が存在していた。本技術課題は、この不確実性の低減に資する技術であり、地下に

おけるリスクの低減に資する技術開発である。 

 

 (3) JOGMECが実施する意義 

 本技術は、日本国内で地熱開発を実施するすべての事業者がユーザーとなりうる技術で

ある。 

 また、JOGMECには金属部門と石油部門があり、金属の探査においては電磁探査、石油

の探査においては地震探査が通常使われている。このため、金属部門と石油部門の長所を

取り入れることで相乗効果を期待することができる。 

 

 (4) 経済産業省の政策との関連 

 経済産業省では、地熱開発のコスト低減のため、技術的、社会経済的各種の施策を総合
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的に推進し、円滑な事業展開が可能となるよう施策を推進している。 

 本技術開発は、地熱貯留層の探査と言う点で、地下リスクの低減に資する技術開発であ

り、円滑な事業展開に結び付く技術である。 

 

6. 国内外の研究動向ほか 

 (1)海外の研究開発動向 

 海外においても地熱の探査は、地質調査や地化学調査により有望域を絞り込んだ上で、

電磁探査や重力探査を実施し、坑井掘削位置を決定しているのが通常の手法である。また

地震探査では S波スプリットを用いた手法などが一部で用いられている。 

 

 (2)国内での研究開発動向 

 探査に関する技術開発として、これまで NEDO により「仙岩・栗駒地域調査」「高密度

地磁気電流法の開発」「断裂型貯留層探査法開発」が行われてきた。 

 「仙岩・栗駒地域調査」（昭和 55～63 年度）では、仙岩地域および栗駒地域をモデルフ

ィールドとして、各種探査手法を適用し、各手法の有効性・コスト・問題点・課題等を明

らかにし、あわせて同地域の地熱資源の評価を行ったものである。これによって、地熱有

望地域を抽出する探査技術体系はほぼ確立することができた。 

 「高精度地磁気電流法の開発」（昭和 59～63年度）の着手時、MT法は地下深部（1000m

以深）の比抵抗構造の探査が有効な地熱探査手法として注目されていた。しかしながら当

時の MT 法は測定・解析コストが高く、装置も大掛かりで可搬性についても改良が必要で

あった。そこで、よりポータブルでかつ可搬性に優れたシステムに改良され、地熱開発促

進調査等においてMT法は標準的な探査手法となった。 

 「断裂型貯留層探査法開発」（昭和 63～平成 8年度）では、地下の複雑な断裂型地熱貯留

層の探査に有効と考えられる弾性波利用探査法開発、電磁波利用探査法開発、微小地震利

用探査法開発、の研究開発を実施した。弾性波利用探査技術では、反射法地震探査が断裂

を伴う地質構造の解明に有効な手段であることが示された。また、VSP を用いれば坑井周

辺の速度構造などを精度よく把握することができ、さらに坑井間トモグラフィにより、坑

井間の地質構造の推定に有効であることが示された。電磁波利用探査手法開発では、アレ

イ（測線）に沿って多点同時にデータ取得が可能なアレイ式 CSMT 法を開発した。この手

法は、概査～準精査段階における標準的な手法として定着した。微小地震利用探査技術で

は、微小地震を観測することで、その震源分布から断裂群を補足する手法である。この手

法は、これまでモニタリングとして用いられていた微小地震を地熱貯留層の探査にも活用

するための技術開発であった。 

 

 (3) これまでの JOGMEC における研究実績 

 JOGMECでは、これまで地熱分野における技術開発の実績はない。 
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 電磁探査に関しては、金属部門で SQUITEM の技術開発を行った実績がある。時間領域

電磁探査法は、金属資源探査に広く適用されている。しかし探査深度が深部化する傾向が

あり、従来の測定装置では十分でない。このため、TEM 法の磁力計に高温 SQUID（超伝

導量子干渉素子）を導入し、探査深度と精度の向上を図っている。 

 石油部門では、地震探査の重合前深度マイグレーションの手法による基盤岩フラクチャ

ーのイメージングの実績がある。この手法等を地熱にも応用することで技術開発の進展が

期待できる。 

 

 (4) 特許状況 

 なし。 

 

7. 研究の分類 

   ■ 基礎研究 

   ■ 応用研究 

   □ 実用化研究 

   □ 操業支援型研究（支援先：  ） 

   □ その他 

 

8. 研究計画 

 本技術開発は、物理探査により地熱貯留層の高精度な把握を目指すものであり、以下の

技術課題からなる。 

 

  ○ 物理探査データ解析の高精度化： 

   ・ 電磁探査データ解析：複雑な地質構造に対応した解析手法の検討および実証を行

う。また空中電磁探査と合わせた解析手法を検討する。 

   ・ 地震探査データ解析：微小地震観測に基づいた断裂系の評価、S波スプリッティ

ングの検討や、2D および 3D の地震探査（反射法・屈折法）による速度解析、

重合前深度マイグレーション処理、波形属性解析等の実施によって断裂のイメー

ジング向上を検討する。 

   ・ 計測機器開発：解析の高精度化に必要なデータを経済的に取得するための計測機

器の設計および試作を行う。 

  ○ 総合解析：電磁探査および地震探査を含めた各種データの総合解析手法の検討を検

討し、実証を行う。 

  ○ 技術動向調査・情報収集：海外の地熱資源開発における物理探査手法の最新技術、

他の資源探査分野における物理探査手法で応用可能な手法等の技術動向の調査もあ

わせて実施する。 
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 項目 H25 H26 H27 H28 H29 

物理探査データの高精度化      

総合解析      

技術動向調査      

 

9. 経費区分 

 （項） 地熱発電技術研究開発事業費 

 （目） 貯留層探査技術開発研究費 

 （細目） 貯留層探査技術開発研究費 

 

10. 研究形態 

 委託研究とする。委託研究先は公募により決定する。 

 

11. 研究体制 

 (1) JOGMEC内の研究体制 

 H25 H26 H27 H28 H29 

 総括 島田 忠明     

 担当 藤本 顕治 

都築 雅年 

三宅 一弘 

高井 克己 

佐藤  啓 

江頭 沙織 

    

 

 (2) JOGMEC外の研究体制（主たる研究実施場所） 

 本技術開発委託先は公募で選定する。 

 

12. 進捗・計画の把握体制 

 外部有識者から構成される独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 業務評価委

員会 地熱技術評価部会において、事前評価について意見を頂き反映することとする。 

 事前評価は初年度にあたる 25年度前半を予定する。 

 また、各研究年度の中間期および年度末には担当者および関係者が集まり成果報告会を

実施、研究の進捗に関し詳細に報告・検討を行い、その後の研究計画等について総合的に

調整を図ることとする。 
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13. 中間評価の時期・目標・達成度 

 3年間終了時における目標は以下のとおり。 

  ・ 電磁探査により、複雑な地質構造でも比抵抗構造の把握ができていること。 

  ・ 地震探査により、断裂のイメージングができていること。 

  ・ 電磁探査データおよび地震探査データ等を統合した総合的な解析手法ができている

こと。 

  ・ 計測機器の試作品ができていること。 

 また、本技術開発で得られた成果は地熱貯留層評価・管理技術における地質モデルの高

度化に応用することを検討していく。 

 

14. 最終評価時点においての目標/成果の意義、位置づけ 

 新規に開発した機器を用いた探査手法、および高精度な解析手法ができていること。な

お、中間評価時点にあらためて検討する。 

 

15. 研究成果の活用あるいは実用化の見通し 

 新規の地熱開発における地熱貯留層の探査に用いられる他、既存地熱発電所における地

質モデル構築などにも応用できる技術である。さらに温泉帯水層との関係の議論や地滑り

等の防災面の議論にも寄与する技術となる。 

 本技術開発の成果は、報告会などを主催し、公表や普及に努める他、学会などの場での

公表を目指していく。 
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第 4章 評価結果 

 

1. プロジェクト実施の妥当性  

 (1) プロジェクトの意義 

 ・ 本技術開発は、貯留層の空間的分布の把握や蒸気生産井の掘削成功率の向上につなが

り、地熱発電のリスク低減、発電コスト低下に大いに貢献することができると思われ、

実施する意義は十分にある。 

 ・ 地熱貯留層の探査は、操業開始前のみならず操業後も重要な技術であり、貯留層に遭

遇する確度の高い探査手法の開発は必要である。 

 ・ 本技術開発を推進することは、開発エリアにおいても生産基地、還元基地の効率的配

置など土地改変面積を縮小させる他、温泉湧出との関連性も把握することが期待され、

自然環境保全にも資するものである。 

 

 (2) 資源機構が実施する可能性（資源機構のプロジェクトとして妥当であるか） 

 ・ 個別企業では実施が困難と考えられ、十分妥当であると思われる。 

 ・ 国産のエネルギー資源である地熱エネルギー資源の開発を促進するうえで、国内外の

エネルギー資源開発に関わる経験を有する JOGMEC が本プロジェクトを実施するこ

とは極めて望ましい。 

 ・ 探査技術は、各地熱地帯ならびに地熱開発地帯で共通して実施される技術であること

から、国の資金による資源機構のプロジェクトとして妥当である。 

 ・ 資源機構が実施母体として、このプロジェクトを実施する事は妥当であるが、今まで

地熱研究や技術開発を行ってきた（たとえば産総研の地熱部門や関係する大学等）と

は緊密な連携をはかるべきである。 

 ・ 機構は、金属および石油・ガス・ウランの探査、開発から坑廃水処理まで鉱山開発に

かかわる技術開発、開発資金の支援から地域住民との折衝調整までを執り行い、優れ

た人材と技術を有している。技術面では、金属探査における電磁探査と石油探査にお

ける地震探査（地熱の断裂系探査に有望と思われる基盤岩フラクチャーのイメージン

グの実績）に技術開発力と経験者を有しており、地熱探査に 2 つの探査法の長所を取

り入れることで相乗効果が期待できる。 

 

2. プロジェクト目標の妥当性  

 (1) 技術開発目標は妥当か 

 ・やや目標が広く、断裂の高精度イメージングに集中したらどうかと思われる。分解能

の違いを活かし、電磁探査では断裂とその周辺を含めたやや広い構造探査を、地震探

査では断裂そのものを検出するという「役割分担」と「統合化」を考えてはどうか。

また、地震探査において、精度向上のため坑井を利用することを考えてはどうか。 
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 ・ もう少し目標を具体化して欲しい。「比抵抗構造の把握」「断裂のイメージング」では、

研究成果の評価基準がないように思える。坑井掘削位置や経路を選定するのに十分な

精度で、比抵抗構造の把握や断裂のイメージングができる必要がある。 

 ・ 計測機器の開発もせめて何を測定する機器か特定する必要もあると思われる。 

 ・ 計測機器の試作については、どのような機器を作成するかについての説明がやや不十

分。 

 ・ 技術開発目標ならびに計画が、まだ十分に絞り切れていない印象を受ける。電磁探査

については、MT法を用いるのか CSMT法、AMT法なのか。複雑な地質構造にどのよ

うに対応するのか。地震探査は、人工震源を使うのか。自然地震を使うのか。これに

よって、観測方法も全く異なる。反射法も、我が国の地熱地帯が山間部に立地してい

る条件を考えると、受信点は平面的に分布させても発信点は線的にならざるを得ない。 

 

 (2) 技術的有望性は見込まれるか 

 ・ 目標を絞って技術開発を行えば、十分有望であると認められる。 

 ・ これまでの地熱開発・探査を通じて明らかとなっている解決すべき課題が十分に把握

されているので、それに的を絞り、集中的に取り組むことにより、新規性を持つ技術

が開発される可能性を有している。 

 ・ 過去 10年以上、国内では地熱技術開発が行われて来なかったが、この間国外では探査

機器や探査技術の開発は進んでおり、これらを参考に新たな機器開発を行えば、有効

な技術として開発できる可能性は高いと思われる。 

 ・ 近年データ処理技術の向上は目覚ましく、従来認知できなかった複雑な構造も把握で

きるものと期待している。なお、地震探査における断裂のイメージング向上は、石油

の断裂型貯留層でも研究されているもので、技術的有望性は十分見込まれる。 

 

3. プロジェクト計画の妥当性  

 (1) 目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 

 ・ 概ね妥当と思われるが、最終的に「期間が短かったため、技術開発が十分行えなかっ

た」ということにならないように、焦点を絞り、スケジュールを十分検討してもらい

たい。機器開発は、断裂をより有効に検出するためという目標を明確に保持して実施

してもらいたい。 

 ・ 目標があまり具体的でないため、目的の達成度の評価が難しい。予算は、開発した機

器や技術の検証のための坑井掘削費が大きく、既存の地熱開発地域など坑井が存在す

る地域での検証がコストダウンに効果的と思われる。それ以外は妥当と判断される。 

 ・ まだ具体的な研究計画が練り込まれているとは考えにくいことから、動向調査などの

FS的な事業を先行して進めて、開発目標と開発主題を定めてから実施をすることも検

討に値すると考える。 



18 

 

 

4. 実施者の事業体制・運営の妥当性  

 (1) 技術開発実施者の選定等は適切に行われるか 

 ・ これまで機構においては、地震探査・電磁探査の経験が十分あることから、そのよう

な背景から技術開発実施者が選ばれると思われ、適切に行われると思われる。 

 ・ 委託先は公募による企画競争で選定するとのことなので、適切に行われるものと思わ

れ、また、より高い技術レベルにおける競争となるよう期待する。 

 

 (2) 関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 

 ・ 計画では期中および年度末に担当者および関係者による成果報告と進捗確認が行われ

るとのことなので、関係者間の連携は図れるものと思われる。 

 ・ 実証フィールドの事業者と十分意見交換する等の協力体制が重要と考える。 

 ・ 外部有識者からなる JOGMEC 業務評価委員会地熱技術評価部会において事前評価が

なされていること、および各研究年度の中間期および年度末に担当者及び関係者が集

まり成果報告会を実施、研究の進捗に関し詳細に報告・検討を行い、その後の研究計

画等について総合的に調整を図ることとなっており問題ないと判断される。 

 

 (3) 意思決定プロセスは適切か 

 ・各年度の中間期・年度末に担当者が集まり成果報告会が実施され、研究の進捗に関し

て詳細に報告・検討を行い、その後の研究計画等について総合的に調整を図ることに

なっているので、適切に意思決定プロセスが行われると思われる。 

 ・ 問題点を挙げるとすれば、密な意思の疎通が年 2 回の連絡会で適切かと思える。定期

的な検討の他、随時必要に応じて実施することが必要と考えられる。 

 ・各研究年度の中間期および年度末に担当者および関係者が集まり成果報告会を実施し、

その後の研究計画等について総合的に調整を図ることになっているが、意思決定プロ

セスは分かり難い。 

 

5. 成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

 (1) 成果の実用化の可能性 

   （資源機構が開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 

 ・ 新規・既設の地熱発電所の地熱貯留層検出に十分利用されるシナリオになっていると

思われる。 

 ・ 開発目標がやや漠然としているため、成果の実用化の評価は難しいが、それなりの成

果が得られれば、需要は多いので波及効果も大きいものと思われる。 

 ・成果としての技術は、報告会を主催して普及を図るほか学会などでの発表を行う計画

となっていることから、プロジェクトについては広く行き渡ると考えられる。 
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 ・ 高精度化であっても高コストであれば使いづらいため、導入時のコストを意識した開

発をお願いしたい。 

 ・ 研究目的である地熱有望地の比抵抗構造の把握と断裂のイメージングは地熱開発事業

者にとりもっとも有用な地熱貯留層データであるので、新規開発地点、既存地熱発電

所においても十分に活用される技術となる。 

 

 (2) その他成果の普及は期待できるか 

 ・ 資源機構としての報告会の実施、学会等での公表を目指しているので、普及は期待で

きると思われる。 

 ・ 地熱開発において地下構造の探査は最も重要な課題であり、本研究の成果は多くの地

熱開発地域で適用される可能性があり、広く普及することが期待される。 

 ・ 高精度化だけでなく、得られた結果の見せ方（3Dによる視覚化）も重要であり、解析

のし易さ、評価のし易さ等も兼ね備えれば、普及は期待できる。 

 

6. その他コメント 

 ・中途半端な結果に終わることがないように、十分ターゲットを絞り、技術開発を進め

て頂きたい。 

 ・ 地表探査による地下深部の断裂の存在を高精度に把握することは、これまでの地熱開

発においても重要な技術開発の課題であったが、本プロジェクトにてこの課題に取り

組むことにたいして大きな期待をしている。地表からの探査だけでなく、不成功井を

利用した坑井周辺の断裂の存在を検知する探査手法の開発についても機会があれば、

検討していただきたい。 

 ・ 補充井の成功率を上げるための坑井近傍のフラクチャーを高精度で探査する技術も求

められると思う。この場合、坑井を用いた VSP 法や逆 VSP 法などの手法開発が求め

られることになる。 

 ・ 亀裂を直接見るのは弾性波を用いた地震探査が優位と思える。一方、電磁波は変質し

た帽岩を探査するには弾性波より優位である可能性がある。この異なる特徴をどのよ

うに融合させるのか。たとえば、弾性波の 3D解析により構造を求めて、電磁特性を逆

解析するなどの方法があるかもしれない。 

 ・ 当技術開発は事業者にとり喫緊の課題であり、研究終了後に公開するのではなく、途

中経過のデータも含め成果公表の時期をあらかじめ定め、早期に公開していただきた

い。 

 ・ 電磁探査測定器を公園内で埋設する場合、許認可が下りにくい。地震探査は国内の陸

上部では実施困難などの問題があるので、研究計画にある計測器開発は高精度化を目

指すほか、設置が簡単な測定器の試作も考えていただきたい。 

 ・ 昨年 9 月中旬からわずか半年で部署の体制作りから研究計画の策定と実施など、関係
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各位におかれましては大変なご苦労があったことと思う。これからのわが国の地熱開

発における重責を担う機関として今後益々の発展を期待する。 

 

 

 


