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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評価・管理技術の開発を実施することとした。この技術開発は、

地熱貯留層の評価・管理手法に関するガイドラインを作成することを目的としている。 

 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。 
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(2) 被評価者 

 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。 
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7. 評価結果等の取り扱い及び公開の在り方 

 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
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点にも留意する必要がある。 

 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：地熱貯留層評価・管理技術（EGS） 

 英文名：Geothermal Reservoirs Evaluation & Management Technique (EGS) 

 

2. 研究期間・担当部・課 

 (1) 研究期間：平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間） 

 (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、現在の最新の

技術を用いても地熱貯留層評価の予測と実測を一致させることは難しく、開発しても計画

通りの蒸気量が確保できないというリスクが存在する。 

 国内の地熱発電所においては、蒸気生産量と自然涵養量のアンバランスに起因する蒸気

不足や、貯留層の過熱化に伴う過熱蒸気ないしは二次的に発生する強酸性流体による地上

設備の腐食等の問題が発生している事例が見受けられる。こうした問題は、特定の発電所

に固有の事象ではなく、他の地熱発電所や新規開発地点でも発生するリスクを抱えている

ことから、安定的な地熱発電のため、効果的で費用対効果に優れた一般的な対処法の開発

が望まれる。 

 この対処法の一つとして、EGS 技術の一種で、海外で成功事例のある注水涵養が考えら

れる。日本の地熱貯留層の構造は、海外のそれと比べて規模が小さく複雑であり、周辺温

泉など環境保全にも万全を期す必要があることから、モニタリングの結果をみながら適切

に注水涵養を行うための技術開発の必要がある。 

 本技術開発は、実証試験および数値シミュレーションを通じて注水の規模により温泉帯

水層や地熱貯留層にどのような影響が及ぶのかを明らかにし、技術マニュアルを作成し、

地熱発電所への一般的な適用のガイドラインを示すものである。 

 

 (2) 研究概要 

 一般に、EGS技術は、以下の 3 つのタイプに区分することができる。 
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  ○ 人工貯留層の造成・エネルギー抽出利用（以下「タイプ A」）：き裂のない、あるい

は乏しい高温岩体を対象に、水圧破砕によって人工的に熱水系を造成し、発電を行

うタイプ。 

  ○ 天然貯留層の拡張・生産還元量増加（以下「タイプ B」）：水圧破砕等により低透水

性き裂の透水性を改善し、天然貯留層の拡張と生産還元量増加を図るタイプ。 

  ○ 天然貯留層の涵養・維持（タイプ C）：既存地熱発電所の地熱貯留層において一部ま

たは全部が過熱蒸気化した領域に水（還元熱水含む）を注入することで、蒸気生産

能力を維持・増強するタイプ。 

 

 過去、日本国内でも肘折や雄勝で高温岩体プロジェクト（タイプ A）が実施され、様々な

成果・知見が得られている。しかしながら商業発電に対しては経済的な目処が得られたと

は言えず、研究が終了した側面がある。一方、タイプ C の技術については国内でも貯留層

の過熱蒸気化などの問題を抱えている地域もあり、特に重点的に取り組むべき課題とみら

れる。 

 我が国の地熱事業者へのアンケート調査結果によると、タイプ C の天然貯留層の涵養・

維持（貯留層の過熱化や減衰問題対策）については、貯留層トラブルを抱える発電事業者

の多くがこの技術に興味を示しており、一部の事業者は積極的に自社の地熱開発地域に活

用したいと考えている。一方、タイプ A の人工貯留層の造成・エネルギー抽出利用技術に

ついては、経済性及び開発技術の不足などの観点から興味を持つ事業者は少ない。また、

タイプ B の天然貯留層の拡張・生産還元量増加については、貯留層トラブルを抱える発電

事業者の多くがこの技術に興味を示しているものの、具体的な計画をもっている事業者は

なく、かつ開発技術が不足していると感じている事業者が多い。研究開発期間も上記タイ

プ C の技術と比較するとタイプ A や B の技術は比較的長期にわたると考えられる。 

 したがって、我が国ではまずタイプ C の天然貯留層の涵養・維持（貯留層の過熱化や減

衰問題対策）について研究開発を実施していくべきと考えられる。 

 

 そこで実フィールドへの適用を通じ、注水涵養の要素技術の向上・開発を行い、それら

要素技術を総合した注水涵養最適化手法を構築する。具体的には、1)浅部の温泉帯水層と深

部の地熱貯留層を含めたモデルにおいて貯留層変動を高精度で再現するための数値シミュ

レーションの高度化、2)貯留層変動を精緻に把握するためのモニタリング精度の向上、3)

蒸気生産増加量の把握や地熱エネルギー回収量推定のためのトレーサー技術の開発、であ

る。そして、得られた知見に基づき、注水涵養技術マニュアルを整備する。さらに、注水

涵養技術等の一層の向上に資する情報の収集を実施する。 

 

 本技術開発は、平成 25 年度～27 年度の 3 年間（フェーズ 1）と 28 年度～29 年度の 2 年

間（フェーズ 2）に分けて実施する。 
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 ○ フェーズ 1（H25～27 年度）： 

  ・各種物理探査を実施し、地質モデルを構築する。 

  ・構築した地質モデルに基づき、注水井およびモニタリング井の位置を決定する。 

  ・数値シミュレーションにより、注水後の状態を予測する。 

  ・注水井およびモニタリング井を掘削し、注水設備を建設する。 

  ・注水前のバックグラウンド状態のモニタリングを行う。 

  ・注水試験を開始し、注水による変化の有無を確認する。 

 

 ○ フェーズ 2（H28～29 年度）： 

  ・注水試験を継続して実施する。 

  ・モニタリングを継続して実施する。 

  ・モニタリングで得られたデータをシミュレーション結果と比較する。 

  ・適宜地質モデルの見直し、シミュレーションの見直しを行う。 

  ・技術マニュアルを整備する。 

 

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 

 

 松川地熱発電所や上の岱地熱発電所、柳津西山地熱発電所では蒸気不足のみならず、貯

留層の過熱化に伴って二次的に発生する強酸性流体や過熱蒸気の生産に伴う地上設備の損

傷の問題も報告されており、対応に苦慮している。また、蒸気不足や流体の酸性化は、現

存の地熱発電所に発生するリスクがあり、この課題を解決することは将来の発電量の安定

化にも資するものである。 

 

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 

 本技術開発は、実証試験および数値シミュレーションを通じて注水の規模により温泉帯

水層や地熱貯留層にどのような影響が及ぶのかを明らかにし、技術マニュアルを作成し、

他の地熱発電所への適用のガイドラインを示すものである。他の地熱発電所にも応用が可

能となることで、貯留層トラブルを抱える発電所の適正な運転に資するものであり、優先

度は高い。 

 

 (2) 研究を実施する意義 

 注水による地熱貯留層の涵養は、古くはイタリアのラルデレロ地熱発電所で試みられ、
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米国のガイザースでは大規模な注水涵養により減退した地熱貯留層の生産能力の回復に成

功している。日本国内でも、過去に小規模な実証試験を行った実績はあるが、長期にわた

り本格的な注水涵養とモニタリングを行う試みは、コストおよびリスクの面からほとんど

行われていない。日本の地熱貯留層の構造は海外のそれと比べて規模が小さく複雑であり、

周辺温泉など環境保全にも万全を期す必要があることから、モニタリングの結果をみなが

ら適切に注水涵養を行う必要があり、実証試験を通じた技術の検証および技術マニュアル

等の整備による一般化は必要である。 

 

 (3) JOGMEC が実施する意義 

 上述したように、本課題はどこの地熱発電所でも発生するリスクがある。このため

JOGMEC が主体となって本技術開発を実施することで、その成果を他の地熱発電所にも応

用することができ、地熱発電所の安定的な運転に貢献することとなる。 

 

 (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

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、既存の地熱発電所の出力安定化に貢献する技術であり、結果的には地熱

開発事業の円滑な実施に寄与することになる。 

 

6. 国内外の研究動向ほか 

 (1) 海外の研究開発動向 

 文献調査の結果、米国、豪州、フランス、ドイツ、スイス他で EGS のフィールド研究な

どについて報告が多い。傾向としては、米国では EGS のタイプ A に関する研究などは行わ

れておらず、既設発電所の周辺部の開発を主としたタイプ B に関する研究に重点が置かれ

ている（デザート・ピークやブラディスなど。タイプ A は経済的に見合わないとの考え）。 

 一方、米国のザ･ガイザースでは EGS のタイプ C である注水涵養が実施され、蒸気減衰

率を大きく改善する事に成功している。また、同ザ･ガイザースにおいて、深部の高温かつ

低透水性の貯留層においてせん断刺激を行うことで透水性を改善し、かつ、注水涵養によ

り蒸気量を増加させると言った研究も行われており、蒸気量増加の効果が確認されている。 

 豪州では水圧破砕による人工貯留層造成である EGS のタイプ A が主流であるが、大深度

の異常高圧層（貯留層の異常水圧）などによる坑井トラブルの問題、経済的な視点からの

問題も指摘されている。 

 欧州では、総じてタイプ B で、中温（～低）の岩体に人工的に（あるいは天然き裂を刺

激して）貯留層を造成して熱を回収するものであるが、フランスのソルツでは発電が行わ

れており、ドイツでは商用発電所が既に 3 箇所稼働している。これらの発電所ではバイナ

リーランキンサイクルによる発電を行っている。 
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 (2) 国内での研究開発動向 

 日本国内においてもタイプ A を含め水圧破砕（タイプ B）や注水涵養（タイプ C）が実

施された。タイプ A に関しては、肘折や雄勝を始め、そのポテンシャルが存在する地域は

少なくないと考えられるが、経済性の検討や開発技術の不足など克服しなければならない

ハードルは高い。タイプ B および C に関しては、そのニーズは地熱開発事業者が操業する

地熱発電所にある。 

 タイプ B に関して、葛根田地域では、過去に数回水圧破砕が実施された事例があり、AE

観測と水圧破砕の各段階で温度検層を実施し、き裂の進展状況を逐次評価しながら作業を

進めることで、蒸気生産能力を大幅に改善した例が報告されている。その一方で、蒸気量

増大に結び付かなかったケースも報告されており、水圧破砕により蒸気量が増量する条件

や水圧破砕工法上の検討課題が示唆されている。 

 タイプ C に関して、上の岱地域では、発電所冷却排水や還元熱水を貯留層内に還元する

事により、貯留層圧力の減衰を緩和し、さらには貯留層内の熱を回収することによって生

産量の維持、減衰率の低減、生産井の延命化が図られている。還元配置の最適化を進め、

還元トレーサーを実施しながら還元を進めた結果、涵養効果を一部確認しつつある。松川

地域では、注水により過熱蒸気であったものが過熱度の低下が認められ、また、非凝縮性

ガスの濃度も低下している。 

 このように、それぞれのタイプにおいて過去の実施例はあるものの、経験に基づいて実

施されたケースや技術不足のために必ずしも良い結果が得られなかったケース等もある。 

 

 (3) JOGMEC における研究実績 

 これまで、JOGMEC では地熱に関する技術開発は行ったことがない。 

 

 (4) 特許状況 

 特記事項なし。 

 

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 

 本技術開発は以下の項目からなるものである。 
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  ○ 全体計画・設計：詳細計画の検討および設計 

  ○ 地質調査：地質モデル構築のための地表調査の実施、およびその調査結果に基づく

地質モデル構築 

  ○ 掘削・設備工事：注水井、モニタリング井、注水設備の設計と工事 

  ○ 坑井試験：モニタリング井および注水井の坑内調査 

  ○ 注水試験：掘削した注水井による注水作業 

  ○ 貯留層挙動予測：総合解析の実施および数値シミュレーションによる将来予測、実

績に基づいた改良、様々な注水涵養条件におけるケーススタディの実施 

  ○ モニタリング：注水前のバックグラウンド状態のモニタリング、注水中のモニタリ

ングによる挙動把握、環境モニタリング 

  ○ マニュアル作成：注水涵養の操業の最適化およびスケール対策、成果の一般化を目

指した技術マニュアル作成のとりまとめ。 

 

(1)事前評価時 

 フェーズ 1 フェーズ 2  

 H25 H26 H27 H28 H29  

 全体計画・設計       

 地質調査       

 試験設備設計・工事       

 坑井試験       

 注水試験       

 貯留層挙動予測       

 モニタリング       

 技術マニュアル作成       

 情報収集・技術動向調査       

 

(2)中間評価時 

 （中間評価時にあらためて中間評価後の計画を記載） 

 

9. 経費区分 

 （項） 地熱発電技術研究開発事業費 

 （目） 貯留層管理技術開発研究費 

 （細目） 貯留層管理技術開発研究費 
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10. 研究形態 

 委託研究とする。 

 

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） 

 本技術開発の委託先は公募により決定するものである。5 年間にわたって作業を行うこと

を前提に公募を行うが、年度ごとに契約を締結する。実証の対象となる地熱発電所事業者

の了解を事前に得ておくこと、および実証試験の結果が地熱発電所の運転に影響を与えた

としても JOGMEC にその責任を問わないことが条件となる。 

 

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進捗および計画を報告し、事前評価および中間評価について意

見を頂き反映することとする。 

 事前評価は 5 年計画の最初にあたる 25 年度前半を予定する。また平成 27 年度には中間

評価を予定する。 

 さらに地熱部内に EGS 検討委員会（仮称）を設置し、各研究年度に 2 回程度、担当者お

よび受託者等の関係者、同検討委員会委員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。 

 

13. 中間評価の時期・目標・達成度 

 (1) 時期：平成 27 年度 

 (2) 目標： 

  ・ 浅部の温泉帯水層と深部の地熱貯留層を含めた詳細な地熱構造モデルを構築してい

ること。 

  ・ 地質モデルと数値シミュレーション等により注水井のロケーションが決定されてい
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ること。 

  ・ 数値シミュレーションにより、プロジェクト終了時点、注水開始 10 年後、30 年後

における貯留層挙動の予測を示すこと。 

  ・ 注水井の掘削工事および注水設備の工事が完了していること。 

  ・ 注水開始前のモニタリングデータを取得していること。 

  ・ 注水試験を開始し、注水による変化の有無を確認できていること。 

 

14. 最終評価時点においての目標/成果の意義、位置づけ 

  ・ 注水涵養試験結果およびモニタリング結果と、数値シミュレーションによる予測結

果が一致すること。 

  ・ 近傍の過熱化した生産井において、注水涵養による蒸気過熱度の緩和効果を確認す

ること。 

  ・ 注水涵養試験結果に基づき実施する生産予測シミュレーションにおいて、米国ガイ

ザースの生産井の減衰に対する改善例と同等またはそれ以上の注水涵養効果を示す

こと。 

  ・ 注水涵養による周辺環境（温泉・地下水・誘発地震等）への影響評価法を確立する

こと。 

  ・ 注水涵養技術の体系化を行い、技術マニュアルを整備すること。 

 

15. 研究成果の活用あるいは実用化の見通し 

 本技術開発は、実証の対象となった地熱発電所のみならず、他の同様の貯留層トラブル

を抱える地熱発電所にも応用できる技術となる。また新規の地熱開発においても、発電所

の持続性に貢献する技術となる。 

 

 

 



18 

 

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 

 ・ 持続可能な地熱発電を実現する上で、地熱貯留層評価・管理技術に基づく、出力の安

定性維持は必要不可欠な技術であり、プロジェクトの意義は十分ある。 

 ・ 既存の地熱発電所および新規開発地点の発電所における出力維持のためにも本プロジ

ェクトで取り組む意義は大きい。 

 ・ 米国などで実証済みの貯留層の涵養による生産蒸気の減衰を回復させる技術は、国内

でも適用の期待が大きく、本プロジェクトでこれを課題として取り組むことは意義あ

る。 

 ・ この評価管理技術は、温泉などの浅部地熱資源に対する影響を評価することにも結び

つくことから、民間の事業では妥当で無く国のプロジェクトとして実施する意義は大

きい。 

 ・ 我が国の地熱発電所は平成 12 年以降新設がないにもかかわらず、総発電電力量は平成

9 年をピークに徐々に漸減している。これは、貯留層評価技術の未熟さ（貯留層能力と

発電規模のアンバランス）の他運転開始後の蒸気不足、流体の酸性化による設備損傷

のため安定運転が維持できていないことが原因である。当プロジェクトは貯留層能力

改善に成功事例のある注水涵養を行うための技術開発の確立を目指したもので、安定

的な地熱発電の維持に必要な技術開発プロジェクトである。 

 

 (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。 

 ・ 本プロジェクトが取り組む技術課題について、系統的かつ実際のフィールドを対象と

した技術開発は行われてこなかったので、JOGMEC が取り組む価値は高い。 

 ・ 国内の地熱貯留層への地表水による涵養に関して、現象の解明や対処は企業レベルで

は資金や技術力の点から対応は難しく、国の資金による貴機構での実施が妥当と判断

される。 

 ・ 資源機構が地熱資源開発を推進する国の唯一の機関であることを考慮すると、当該プ

ロジェクトを資源機構が実施する妥当性は高いとともに、我が国における資源・エネ

ルギーの安定供給確保をポリシーとしている資源機構の業務に合致する。 

 ・ 貯留層の過熱化が発生するリスクはあることから、本技術の成果を一般化するために

も、資源機構により実施していただきたい。 

 

2. プロジェクト目標の妥当性  

 (1) 技術開発目標は妥当か 
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 ・ おおむね妥当と思われるが、既設発電所の出力減衰問題には 2 つの側面があること（１

つは熱水卓越型発電所における問題、もう１つは蒸気卓越型発電所における問題）を

認識し、それらに適切に対応する必要があると思われる。熱水卓越型地熱発電所の場

合、設備容量が過大である場合があり、持続可能な発電量（生産と補給の関係）を見

極めることがまず必要であると考えられる。蒸気卓越型地熱発電所の場合、もともと

水の補給量に比べ、相対的に供給される熱が大きく、したがって、蒸気生産量の低下、

過熱化が起きやすいので、それを防ぐためには、人工的な水の補給が必要と考えられ

る。2 つの問題を同時に解決するとすれば、両課題を同時に追求できるように慎重に計

画を立てる必要があると考えられる。 

 ・ 5 年の期限が設定されており、この期限内に達成すべき目標は適切である。注水継続に

伴うモニタリング項目として、探査手法を適用した貯留層挙動のモニタリングも必要

かと思われる。 

 ・ 本研究計画では、目標が 3 年経過時点および 5 年経過時点で明確になっているが、3

年経過時点で注水による変化の有無を確認できるかどうか、同様に 5 年経過時点での

注水涵養による蒸気過熱度の緩和効果が確認できるかどうかも、反応に時間が掛かる

と思われることから、疑問が残る。3 年時点では変化の有無を確認できる観測体制がで

き、5 年時点で変化（恐らく圧力）が確認できるくらいの方が良いのではないかと思わ

れる。 

 ・ 実証フィールドでの結果を指標として使用することとなっており、妥当と考える。た

だし、目標を適正に捉えるためには、モニタリング手法について十分な精査が必要と

考える。 

 

 (2) 技術的有望性は見込まれるか 

 ・ この技術が確立されれば、持続可能な地熱発電実現に対する大きな支援技術になり、

大いに有望な技術であると考えられる。 

 ・ 本技術開発は、地熱資源の持続性の面からは極めて重要であり、本プロジェクトにて

開発した技術は国内にとどまらず海外のフィールドへの移転の可能性もあり、将来的

に有望性は大きい。 

 ・ 既に米国などで成功例もあるので技術的には有望だと思われる。 

 ・ 日本独自（日本のき裂系地熱貯留層の特性に合致したシミュレーションコード）のシ

ミュレーターが作れるかが重要なポイントであるが、そこについての具体的シナリオ

は示されておらず、現時点でこの提案技術の有望性は具体的に評価できない。しかし、

技術開発の方向性としてはきわめて妥当であり、期待したい。 

 ・ 減衰対策として技術的な有望性はある。米国での先例があるものの、地質条件の異な

る我が国の貯留層への適用が躊躇されていた。各地熱地帯の地質的特異性を克服する

技術として成就することを期待する。 
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 ・ 日本の地熱貯留層は海外と比べ規模が小さく複雑であり、その上周辺温泉など環境保

全にも万全を期す必要があることから、注水涵養を行う際はきめ細かい計画・実施・

評価技術を確立する必要がある。当技術開発は我が国の実情を踏まえたものであり、

広く応用できる技術として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 

 ・ 概ね妥当と考えられるが、注水の効果は必ずしも短期間で明確に現れるとは限らない

ので、出来るだけ長い注水期間が取れるように計画するのが望ましい。 

 ・ 実フィールドを対象とした実証試験であり、また、注水涵養による効果の検証には長

期間のモニタリングが必要であることから、プロジェクトのスケジュールにはある程

度時間的な余裕が必要であり、適切に計画されている。 

 ・ スケジュールがかなりタイトのように思われるが、国の予算の費用対効果を考えると

成果が急がれるのはやむを得ないのかもしれない。 

 ・ 本プロジェクトは、地熱帯水層への注水を行うことが柱となっており、このためには

圧入を行うための多額の費用を必要とする坑井が必要である。一方、本プロジェクト

は、5 年計画の 3 年目に中間目標を定めて中間評価を実施することとなっていることか

ら、プロジェクトの前半に巨額な予算が必要とされるが、上記の理由によりプロジェ

クトの推進にとっては必要な措置と判断でき、スケジュール予算とも妥当と判断でき

る。 

 ・ 非常に重要な技術であるが、成果を得るにはそれなりの時間が必要である。期限内に

実用化技術、または目に見える成果が得られるかは慎重に対応すべきであり、一定の

評価をしながらも、息の長い技術開発と位置づけて、粘り強く進めるべき分野である。 

 ・ スケジュール：フェーズ 1、2 に分け具体的な実施項目が挙げられており妥当である。

予算：掘削工事を伴うことより総額は 20 億円となるが、妥当と判断。 

 

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 

 ・ 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

れる。 

 ・ 資源機構での担当者の専門は、地質、物理探査、資源工学、掘削など当該技術を実施・

運営するに十分な技術的背景を持った実施者であり、事業体制や運営について特に問

題となる点は見当たらない。 

 ・ 実証試験を行う上で、地元関係者の理解が十分得られるかどうかが重要である。 

 

 (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 
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 ・ これまで機構においては、地下探査、石油生産等の経験が十分あることから、機構関

係者間の連携は十分行われると思われる。委託先は、公募により決定されるので、競

争の結果、実施されるものと思われる。 

 ・ 定期的に担当者および関係者による成果報告と進捗の管理が行われ、外部専門家から

なる検討会にも諮問して進めるとのことなので、適切な連携が図れると思われる。 

 ・ 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お

よび中間評価で意見を反映させること、さらに地熱部内に EGS 検討委員会を設置し、

各年度 2 回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 

 ・ 合議・意思決定の体制は十分と思われる。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。 

 ・ 定期的関係者間の報告会や進捗の管理、および外部専門家からなる検討会での諮問な

どを受けて進めるとのことなので、意思決定プロセスは適切に行われるものと思われ

る。 

 ・ プロジェクトでは、資源機構内に設置する検討委員会にて、機構担当者、公募で決定

される受託者等が集まり、研究の推進に関する検討を行うこととなっている。この中

で、プロジェクトの意思決定がなされるが、この検討委員会以外でも委託先との連絡

体制の構築を図り、機構の意思が速やか正確に伝達されることが必要と思慮される。 

 

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） 

 ・ 当該技術が確立されれば、既設発電所・新規発電所に係らず、持続可能な地熱発電実

現のため利用されることになると思われる。また、実フィールドを対象として技術開

発を行うため、得られた成果については極めて実用性が高い。 

 ・ 充分期待したい。ただし、汎用性などについては、まだ充分には練られておらず、今

後の推移を見守りたい。EGS 技術というよりは、貯留層管理技術としての位置づけが

妥当であり、管理技術としての確立に力点を置くべきである。 

 ・ 当該技術は、過熱蒸気化が進んで貯留層の減衰をもたらしているいくつかの地熱地帯

での適用が予想され、マニュアルにより技術が普及する物と考えられる。 
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 ・ 実証フィールドでの事例に基づく応用が期待される。 

 

 (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。 

 ・ 成果については他の地熱開発地域においても適用が可能であり、国内外のフィールド

への適用が期待される。 

 ・ 本成果は国内のみならず、海外でも適用可能な技術なので、普及先は広いと思われる。 

 ・ さまざまな分野・地域に波及できる技術であるが、説明を聞く限り、やや手法やター

ゲットを絞り込みすぎていて、他地域へ展開できるか良く見通せない。誘発地震問題

の解決に結びつけられるかがもう一つのポイントと考えられる。 

 ・ 本プロジェクトの成果により積極的な関与が可能であるとの認識が地熱開発業者の間

に広まることにより他の方法への道が開ける。また、プロジェクトでは浅層温泉帯水

層への影響をモニターするため、浅部から深部までのモデリングを実施するが温泉へ

の影響の評価もプロジェクトの成果として期待でき、温泉と共生する地熱開発の一翼

を担える。 

 

6. その他コメント 

 ・ 注水とその効果の明確な検証には、時間がかかる可能性があり、時間が不十分であっ

たので、十分な成果が得られなかったということのないように、綿密は計画を立てて

欲しいと思う。 

 ・ 注水を行う場合、生産井あるいは観測井と注水井との水理的つながりの有無とそのつ

ながりの強さを定量的に評価することのできるトレーサー試験の実施と結果の解析は

重要な技術的課題であり、試験法と解析手法を目標の一つであるモニタリングの中に

組み入れていただきたい。 

 ・ 本プロジェクトで掘削する坑井の利用について、国やプロジェクト実施箇所と事前に

調整して、プロジェクト終了後も活用できるようにして頂きたい。 

 ・ 注水涵養は評価できる技術であり是非前に進めていただきたいが、最終的には将来予

測が可能な貯留層シミュレーターを開発できるかどうかにかかっている。この分野は

諸外国（特にアメリカ）に大きく水を空けられている。早急に Made in Japan の技術

を開発する必要がある。目標や、ターゲットを絞り込んでいることは一定の評価がで

きるが、一方で、あまりにタイトになってしまった技術開発は他への転用や拡張性に

乏しい懸念がある。絶えず、技術の全体像を見極めて、個別技術の開発を進めていた

だきたい。 

 ・ プロジェクトの 3 年目の中間評価にてどのような評価基準によりプロジェクトを評価

するのか評価方法を十分に検討しておく必要があると考える。 
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 ・ 温泉への影響を十分に把握するため、総合的なモデルを作り様々な監視方法によりモ

ニタリングを実施してプロジェクトを遂行してほしい。 

 ・ 水圧破砕等の高圧注水によって地震が誘発されると警戒する人がいるため、注水して

岩石に刺激を与える際に発生する信号と、地震とを混同しないよう、注意が必要であ

る。 

 ・ 当技術開発は、研究開発より注水涵養を実施して蒸気生産が実質的に改善され安定運

転が確保されることを一番に期待する。よって、あえて実証地点を 1 か所に絞り、集

中して研究開発に取り組んで成果を上げていただきたい。 

 

 

 


