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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。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） 秋好 真人  九州電力株式会社 地熱センター長 

 （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） 土屋 範芳  東北大学大学院 環境科学研究科 教授 

 （部会委員） 中尾 信典  国立研究開発法人産業技術総合研究所  

               地圏資源環境研究部門 部門長 

 （部会委員） 森山 清治  出光大分地熱株式会社 社長付（新規事業担当） 

 （部会委員） 山口  勉  東邦大学 地球環境科学部門 教授 

 

 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 27年 6月 4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 

 

(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

ビューの実施や、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又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：地熱貯留層掘削技術 

 英文名：Drilling Technique for Geothermal Development 

 

2. 研究期間・担当部・課 

 (1) 研究期間：平成 27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、探査から開発段階に至るまで 250 億円を超える投資が必要であること

（30,000kWの地熱発電所想定）、調査開始から発電所運転までは 10年を超える期間がかか

ることなども原因としてあげられる。この 250 億円を超える投資のうち、地下の調査・開

発に係る部分は 4分の 1程度であるが、その大半は坑井掘削である。 

 この坑井掘削のコストを下げることができれば地熱開発の促進に貢献することとなる。 

 また、地熱資源ポテンシャルの高い東北・北海道地方では積雪のため坑井の掘削が可能

な期間が春～秋に限定されるなど、期間的な制約があることも事実である。 

 そこで、地熱開発の坑井をより安価かつ短期間で掘削できる技術の開発を目的とする。

本技術開発により、この坑井掘削に係るコストを抑えることができれば、地熱開発の促進

につながると期待される。また、坑井の掘削に要する期間が短縮できれば、発電所建設ま

での期間が短縮できる効果も期待できるものである。 

 

 (2) 研究概要 

 地熱開発において坑井をより短期間に掘削することで、より安価になることが期待でき、

さらに掘削に要する期間も短縮できることが期待できる。短期間に掘削するためには、掘

進率を向上させる必要があり、掘進率の向上のため、掘削機器、特にビットの改良・製作
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を目指す。 

 石油資源開発株式会社他が調査を実施している武佐岳地域において、平成 25年に構造試

錐井の掘削に石油井用 PDC ビットを使用したことがあり、掘削作業の効率化に貢献するこ

とができた。このため地熱井用の PDCビットは掘進率向上が期待できる技術である。 

 

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 

 掘削コストの削減は、地熱開発を促進するための喫緊の課題である。掘削コスト削減の

ためには、その大宗を占めるリグの占有時間を低減することが最も効果的であり、エアレ

ーテッド掘削、掘進率向上のための地熱用 PDCビットなどがあげられ、さらには道路造成

や敷地造成が削減できる小型リグの高性能化なども、解決策の候補となる。 

 これら 3つの解決策のうち、地熱用 PDC ビットは良好な PDC カッターが開発できれば

成果が見込まれることから、優先的に取り組むこととしたい。 

 

 ① エアレーテッド掘削：エアレーテッド掘削技術はアンダーバランス掘削技術のひとつ

であり、地熱井用に開発された掘削技術である。逸泥対策が不要で、泥水柱圧が小さ

いため掘進能率が優れている。さらに、坑内抑留事故の軽減や掘削用水の確保が困難

な場所でも掘削が可能になるなど長所もある一方、エアーブラストやエロージョン・

コロージョンによる堀具の損傷が著しいこと、大型コンプレッサーが必要なために山

間部での使用が困難なこと、途中の段で使用する場合はケーシングセメンチングがフ

ルホールセメンチングにならないなど、別の課題への対応が必要になってくる。 

 

 ② 地熱用 PDCビット：PDCビットはベアリング機能がないため 100rpm以上の高回転

で掘削できる。また耐熱性も高く長寿命という特徴がある。しかしながら現在の PDC

ビットは石油井（堆積岩用）であり、地熱の地層（火成岩等）にはマッチしない場合

がある。地熱用 PDC ビットの技術開発は、掘進率の向上やビット交換回数の低減が

見込めることから、掘削コストの削減、掘削期間の短縮化に資するものである。 

 

 ③ 小型リグの高性能化：米国ではユニット化した掘削機械があり、設営・解体も日本の

それより短期間である。しかしながら日本国内ではその道路事情から、搬入するため

には大型リグと同様、道路の拡幅補強が必要になる。小型で掘進能力が高い掘削設備

の技術開発は、搬入道路拡幅をしなくて済むこと、掘削用地が小さくて済むことにな



12 

 

るため、掘削コスト削減に大きく寄与する。しかしながら掘削機械だけでなく、掘削

櫓、掘削ポンプなどの掘削設備全体を対象にして技術開発をする必要があるため、広

範な技術開発になる可能性がある。 

 

 (2) 研究を実施する意義 

 本技術開発は坑井掘削の低コスト化を目指した技術開発である一方、掘削工事の短期間

化にもつながる技術開発である。地熱資源ポテンシャルの高い東北・北海道地方では積雪

のため坑井の掘削が可能な期間が春～秋に限定されるなど、期間的な制約があることも事

実である。このため掘削工事の短期間化により、地熱開発の促進に寄与することになり、

実施する意義は大きい。 

 

 (3) 資源機構が実施する意義 

 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、資源機構の石油部門の知見も活用できることが可能であり、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

的に推進し、円滑な事業展開が可能となる施策を推進している。 

 本技術開発は、地熱開発に不可欠な掘削作業の効率化に貢献するものである。 

 

6. 国内外の研究動向ほか 

 (1)海外の研究開発動向 

 米国エネルギー省（DOE）ではサンディア国立研究所を中心として掘削の研究開発を実

施しており、平成 9～10年当時にはすでに PDCビットの開発がすでに主流となっていたと

考えられる。しかしながら、PDC ビットも含めたフィクスドカッタービットはまだ発展途

上と考えられていた。その後の詳細は不明であるが、2012 年になって米国サンディア国立

研究所が地熱用ダイヤモンドビットの性能向上プロジェクトを進めているというアナウン

スがあった。このプロジェクトは、地熱資源評価のための試験的な掘削を行ったもので、

PDC ビットとその関連技術を実際の掘削環境で試験・評価した。試験では、深さ 3000 フ

ィートの坑井のうち 1291 フィートを 4 日間で掘削することができた。掘削速度は毎時 30

フィートになり、標準的なローラーコーンビットの 3 倍近い速さであるという評価であっ

た。 

 このように研究としては一定の進捗をみていると考えられるが、しかしながら実用化に

至ったという情報は得られていない。 
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 (2)国内での研究開発動向 

 平成 9 年度に新エネルギー・産業技術総合開発機構により「革新的坑井掘削技術に関す

る調査」がなされている。この調査は調査実施時の掘削技術およびコストの限界を明らか

にし、それに替わりうる掘削技術の研究動向、導入可能性、研究開発目標と課題を明らか

にすることを目的としたものである。 

 日本では、資源環境技術総合研究所で 5-5/8in の PDC フィックスドカッタービットを開

発し、250rpm以上の回転で使用できる見通しを得たものの、詳細は不明。 

 

 (3) これまでの資源機構における研究実績 

 資源機構では、これまで地熱の掘削分野における技術開発の実績はない。 

 一方、石油部門では掘削技術の研究として、平成 20～23年度にわたってレーザーによる

岩盤掘削手法の構築を試みた「レーザー掘削システムの開発」を実施したことがある。レ

ーザーは水へのエネルギー吸収率の高い CO2レーザーを用いたものの、ロータリー掘削と

の比較に値する掘削スピードが得られなかったこと、水圧上昇による掘削スピードの低下

が見られたこと、CO2 レーザーはファイバー伝送が不可なためレーザー発振器の坑内設置

が必要となるためシステムが複雑になること、等の理由で中止となった。 

 また、「レーザー掘削システムの開発」とは別に平成 24 年度に「ビットおよび拡掘機器

に関する動向調査」を実施した。この調査は、ビットの各要素（カッター、インサート、

ブレード、ベアリング、シール等）の最新技術、ビットデザイン最適化手法の現況調査、

および拡掘機器の分類や長所・短所、ビットと拡掘機器の組み合わせの相性、編成デザイ

ンの際の留意点などを調査したものである。 

 

 (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 

 本技術開発は、PDC カッターの開発という基礎研究から開始となるが、その開発した

PDC カッターを用いたビット実機の試作までを含んだものである。 

 

8. 研究計画 

 本技術開発は、(1)PDC カッターの製作、(2)PDCビットの試作、(3)製作したビットの実
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証試験、よりなる。各項目の実施内容は以下のとおり。 

 (1) PDCカッターの開発 

  ・カッター材料の検討：原料粉末の粒径組み合わせなどの検討 

  ・カッター形状の検討：ダイヤ層と超硬基材との界面強度アップ等 

 (2) PDCビットの試作 

  ・ビットボディ製造の検討：鋳造技術など 

  ・PDCカッターとビットボディとの接合技術の検討：接合技術の確立 

 (3) PDCビットの実証試験 

  ・試験装置における室内試験：室内実験装置による試験 

  ・掘削現場における実証試験：地熱フィールドでの実証試験 

 

  項目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

(1) PDCカッターの開発 

  カッター材料の検討 

  カッター形状の検討 

カッターの製作 

および評価 

カッターの改良 

および評価 

カッターの改良 

および評価 

(2) PDCビットの試作 

  ビットボディ製造の検討 

  接合技術の検討 

カッター試験用 

コアリングビッ

ト製作 

フィックスド 

カッタービット 

の製作・評価 

フィックスド 

カッタービット 

の製作・評価 

(3) PDCビットの実証試験 

  試験装置における実証試験 

  掘削現場における実証試験 

コアリングビッ

トによる 

室内試験 

 

フィックスド 

カッタービット 

による室内試験 

地熱フィールド 

における試験 

地熱フィールド 

における試験 

 

9. 事業費の年次展開 

   平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

 地熱貯留層掘削技術 予算    

 （百万円） 決算    

       ※ 公募する関係上、各年度の事業費の明記は避ける。 

 

10. 経費区分 

 （項） 地熱発電技術研究開発事業費 

 （目） 掘削技術委託研究費 

 

11. 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。 
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12. 研究体制 

 (1) 資源機構内の研究体制 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

 総括  特別顧問 

 担当審議役 

 地熱技術課長 

  

 担当  地熱技術課員他 

  

  

 

 (2) 資源機構外の研究体制（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。 

 

13. 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平成 27年度前半を予定する。 

 また、担当者および委託先関係者が集まり進捗報告を実施し、情報を共有した上で以降

のスケジュール等を検討する会合を適宜開催する。 

 さらに資源機構内に外部有識者からなる「地熱貯留層掘削技術推進委員会」（仮称）を設

置し、本技術開発を効果的・効率的に進めるための助言をいただくものとする。この委員

会は進捗に合わせて適宜開催する。 

 

14. 中間評価の時期・目標・達成度 

 3年間の技術開発のため、中間評価は実施しない。 

 

15. 最終評価時点においての目標/成果の意義、位置づけ 

 3年間終了時点である平成 29年度末時点における本技術開発の目標は以下のとおり。 

  ○ 掘進能率： 通常の 2倍程度 

    ・ 8-1/2in孔掘削の場合：60m/日→120m/日 

  ○ 耐久性（ビットライフ）： 通常の 5倍増 

    ・ 8-1/2in孔掘削の場合 150m/個→750m/個 

    ・ 8-1/2in孔長 800mの場合（地熱井 2000mの標準掘削）で、ビット交換の掘具

揚降管回数を、5回から 1回に削減する。 

 

16. 研究成果の活用あるいは実用化の見通し 
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 既存地熱発電所における補充井の掘削、新規地熱開発における地熱貯留層の探査、生産

井・還元井の掘削に活用できる技術である。 

 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可能性 

 1) プロジェクトの意義 

 掘進効率・耐久性の大幅向上を目指した本技術開発は、地熱貯留層評価の迅速化、ひい

ては開発リードタイム短縮に寄与するので、本プロジェクトの意義は大きい。なお、外国

の地熱地域において、わが国の地熱井掘進率より大きいものの報告がしばしば見られ、こ

れらの検証も進めてもらいたい。 

 地熱開発における坑井掘削が開発コストに大きな割合を占めることを考慮すると、掘進

率の向上は不可欠であり、掘削コスト抑制の技術開発は急務。 

 掘削コスト低減のために、汎用性の高い PDCビットの開発は非常に重要。 

 石油井では普及が進んでいる PDCビットを地熱井でも普及させ、掘削コスト低減を可能

とすることの意義は大きい。過去に PDCビットを使用し、期待した性能が発揮できなかっ

た経験を有しているが、年月を経てその技術開発の進歩を確認・実証することが出来れば、

その他の分野でもその知見が横展開され技術力向上に寄与するものと考える。 

 

 

 資源機構側コメント： 

 掘削コストの低減のための技術開発は、他の地熱技術開発と同様に様々な要素技術が必

要と考えている。掘削コストの削減のためには、その大宗を占めるリグの占有時間を低減

することが最も効果的であり、エアレーテッド掘削の改良、逸泥対策、掘進率向上のため

の地熱用 PDCビットなどがあげられる。これらのうち、事業者からも要望が高く新たな素

材の開発などで劇的な進歩が期待できる PDCビットの開発に着手したい。 

 

 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） 

 地熱開発全般に関与している資源機構がプロジェクトの意義を明確に示し、適切な委託

者を選定するならば妥当と言える。 

 PDCビットの耐熱性向上は地熱坑井に適用する上で解決すべき問題であり、新技術とし

て確立する意義有りと判断される。 

 国内ビットメーカーは経営規模が小さく R&Dの予算も限られており、企業が実施するこ

とのできないリスクの伴った事業を手がけることが資源機構の役割と思う。資源機構のプ

ロジェクトとして妥当である。 

 

 

2. プロジェクト目標の妥当性 

 1) 技術開発目標は妥当か 
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 掘進能率・耐久性とも大幅でかつ明確な数値目標が示されており、やや高い目標とも見

えるが概ね妥当と言える。なお、実験に用いる岩石は花崗岩だけで十分か。代表的な火山

岩である安山岩はどうかも検討してほしい。 

 目標値は妥当。 

 達成のための要素を PDC カッターとビットに分けそれぞれ数値目標を定めており、その

数値も妥当。付け加えるならば、掘進時間とともにゲージ落ちしないことも目標に掲げら

れたらよいと思う。 

 

 

 資源機構側コメント： 

 PDC ビットは岩質によっていくつかの種類を用意する必要がある。今まではローラーコ

ーンビットで掘削に多大な日数を費やしていた硬質の岩石（花崗岩）を、まずは本技術開

発の第一のターゲットとし、かつ他の岩質に対応するカッターの開発も考慮していく。 

 

 2) 技術的有望性は見込まれるか 

 有望と見込まれる。ただし過去にも地熱 PDCビットの研究開発が国の研究機関で行われ

たが画期的な成果に至らなかったようである。そのプロジェクトの十分な検証も事前に進

めてほしい。 

 地熱への適用課題、すなわち耐熱性がある程度クリアされれば PDC ビットの普及が見込

まれ、コスト削減に直結すると見込まれる。 

 地熱井では使用が進んでいない PDC ビットを汎用化させると掘削の安全性向上につな

がる。また、カッターの性能向上はスタビライザーやリーマーなどに応用されるなど技術

的有望性が見込める。 

 

 

 資源機構側コメント： 

 新たな焼結ダイヤモンドの開発技術が進んできている等、以前の研究開発が行われてい

た時期とは環境が違っていると考えられる。地熱用 PDCビットは、高回転で使用できる可

能性が高く、ダウンホールモーターと併用することで高掘進能率を確保できる技術開発と

考えている。 

 

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 

 スケジュールは概ね妥当と思われる。予算については初年度を終えた段階で次年度以降

に必要な予算に目安をつけることができるのではないか。目標実現を第一として予算を弾

力的に運用してほしい。 
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 予算については評価が難しいが概ね妥当と判断。スケジュールに関してはできる限りの

前倒しが望まれる。 

 実証試験を含め 3年間が予定されており、期間としては妥当と考えられる。 

 ボーリング実証実験をするとすれば、まだ計画が充分に練られていない。 

 スケジュールは概ね妥当である。予算については、新たに試験器具などを製作するよう

なことになれば予算は不十分に思える。 

 

 

 資源機構側コメント： 

 部会委員の意見を受けて適正な執行予算となるようにプロジェクトを運営していく所存

である。また、現場実証試験についてはまだまだ不十分な点があることは承知しており、

本技術開発を進めていく中での課題と認識している。 

 

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 

 資源機構は地熱開発の全般に通じているので選定は適切に行われるものと考えている。

なお、地熱部門だけで運営するのではなく、他部門の掘削関係者の助言・協力を受けるこ

とが望ましい。 

 公募による企画競争なので適切と考えられる。ただし、学識経験者や専門家による審査

を経て実施者を選定すべきである。 

 

 

 資源機構側コメント： 

 委託先は機構ホームページ上の公募により選定する。選定にあたっても外部有識者から

なる委員会に意見を求める等、検討する。 

 

 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 

 地熱部の他の業務において石油部門、金属部門の技術職員による技術検討会が実施され

ており、このような形を十分に生かすことでより連携ができるのではないか。 

 十分な体制である。制度設計はなされている。 

 担当者および委託先関係者が集まり進捗報告を実施し情報を共有化するとなっており、

連携が行われる管理体制になっていると思われる。 

 

 

 3) 意思決定プロセスは適切か 

 石油部門、金属部門等の関与が適切でかつ推進委員会が十分機能すれば適切になると思
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われる。 

 外部専門家からなる推進委員会の設置などにより、適切なプロセスになると考えられる。 

 

 

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） 

 掘削関係者の多くが期待しており、高性能の PDC カッター、PDC ビットができれば利

用を試みる企業が多数でることを期待している。コストも十分納得できるような成果を期

待したい。 

 実証試験によって実用性を検証する予定であり、これにより開発した技術の信頼性を得

ることができれば、現場での導入は進むと考えられ、成果の実用化の可能性は高いと考え

られる。 

 資源機構の調査事業に採用されるようなスキームを今後検討すれば、普及に結びつくも

のと考えられる。 

 目標が達成できれば実用化の可能性は高い。報告会での公表の他、学会や工業権出願な

ど幅広く知らしめる努力をする事により、一般社会へ認知されて実用化の可能性が高まる

と思う。 

 

 

 2) その他成果の普及は期待できるか 

 成果は必ず現場に普及すべきである。目標実現を期待しているが、目標を達成できない

場合には、よく検証し近い将来実現する道を必ずつけてほしい。 

 コスト削減効果が高く、普及が期待される。 

 成果公表をクローズしてでも特許化を進めるべき案件である。 

 積極的な広報活動を期待する。 

 カッター部の新たな素材（PDC）の開発は、素材そのものがビットメーカーに限らず一

般金属材料、工具への応用など普及が期待できる。 

 

 

 資源機構側コメント： 

 工業所有権などの知的財産の確保に影響しない範囲において、現場への普及を促進する

ため積極的な広報活動を行うなど、工夫を検討したい。 

 

           以 上 

 


