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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、中間評価として、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、この中間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

局およ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［欠席］ 

 （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 研究部門長 

 （部会委員） 福田 孝一  九州電力株式会社 発電本部 地熱センター長 ［欠席］ 

 （部会委員） 森山 清治  出光大分地熱株式会社 社長付 

 （部会委員） 山口  勉  東邦大学 理学部生命圏 環境科学科 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 28年 2月 29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（以下、「資源機構」）技術評価ガイドラ

イン（以下、「本ガイドライン」）は、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（中間評価） 

 

  1. プロジェクト実施の妥当性（機構が継続して実施する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（最終目標は妥当か、変更の要はないか） 

  3. プロジェクト計画の妥当性（これまでの計画は妥当か、今後の計画は妥当か） 

  4. 実施者の事業体制・運営の妥当性（事業体制や運営は妥当か） 

  5. 計画と比較した達成度、成果の意義（計画と比較し中間目標は達成されているか） 

  6. 成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果（成果の公表、広報はなされている

か、実用化の可能性はあるか） 

  7. その他、総合コメント 

 

 



11 

 

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。 



13 

 

 

 ○ 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。 



16 

 

 

  ○ 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：涵養井、モニタリング井、涵養設備の設計と工事 

  ○ 坑井試験：モニタリング井および涵養井の坑内調査 

  ○ 涵養試験：掘削した涵養井による涵養作業 

  ○ 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：涵養前のバックグラウンド状態のモニタリング、涵養中のモニタリ

ングによる挙動把握、環境モニタリング 

  ○ マニュアル作成：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       

 涵養試験       

 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 

 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       

 涵養試験       

 貯留層挙動予測       
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 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       

   実績← →計画   

 

9. 事業費の年次展開 

 (1) 事前評価時 

 JOGMEC負担率：100%、予算の関係上変更の可能性あり。 

 

 (2) 中間評価時 

 JOGMEC負担率：100%、平成 27年度は地下設置型地震計等の工事が発生し、以降それ

らの維持費用の発生があること、モニタリングの追加分析等により事前評価時の予算より

増加の傾向となっている。 

 

 (3) 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 

 

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 地熱技術課長 担当審議役 

地熱技術課長 

担当審議役 

地熱技術課長 

  

 担当 地熱技術課員 地熱技術課員 地熱技術課員   

 

 (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 
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 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 

 (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涵養井のロケーションが決定されてい

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。 

  ・ 涵養井の掘削工事および涵養設備の工事が完了していること。 

  ・ 涵養開始前のモニタリングデータを取得していること。 

  ・ 涵養試験を開始し、注水による変化の有無を確認できていること。 

 ※ 達成度については「23. 中間評価時点における成果（達成度）」を参照のこと。 

 

14. 最終評価時点においての目標/成果の意義、位置づけ 

  ・ 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、涵養による蒸気過熱度の緩和効果を確認するこ

と。 

  ・ 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涵養効果を示すこと。 

  ・ 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。 

  ・ 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
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の持続性に貢献する技術となる。 

 

16. 事前評価に基づく計画の見直し 

 平成 25 年 4 月 16 日の業務評価委員会・地熱技術評価部会において審議をいただいた。

その際のコメントは以下のようなものであった。 

 

  ・ 本技術開発は、持続可能な地熱発電を実現する上で必要不可欠な技術であり、プロ

ジェクトの意義は十分に認められる。また、これまで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。このため機構が実施することも妥当

である。 

  ・ 技術開発目標は概ね妥当であるが、3 年経過時および 5 年経過時において注水涵養

による変化の有無が確認できるかどうかは疑問が残る。このため、3 年経過時には

変化の有無が確認できる観測体制、5 年経過時は（圧力）変化が確認できるくらい

がいいのではないか。 

  ・ 技術開発のスケジュールおよび予算とも妥当と考えられるが、注水涵養の考課は短

期間で明確に現れるとは限らないため、できるだけ長い注水期間を取るのが望まし

い。 

 

 上記のコメントを受け、当初計画通りに技術開発を進めていくこととした。委託先は、

平成 25～29年度の 5年間にわたって技術開発を委託することを前提に公募をおこない、地

熱技術開発株式会社、奥会津地熱株式会社、独立行政法人産業技術総合研究所（当時）の

三者連合体を委託先として選定した。 

 

17. 平成 25年度の実績 

 本技術開発は、涵養の実証試験および数値シミュレーションを通じて、地熱貯留層への

涵養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、地

熱発電所へ適用する際の一般的なガイドラインを提示することを目的としている。公募の

結果、対象地域としては福島県の柳津西山地熱発電所周辺域となり、そこで涵養の実証試

験を行うことで最適化の手法の構築を目指していくこととなった。 

 平成 25年度は、新たに実施した地表調査で得られた知見を加えた総合解析により、地質

モデルを構築した。この地質モデルに基づき、複数の涵養シナリオについて予測シミュレ

ーションを行い、最適な涵養条件について検討した。二次元モデルでは過熱化の再現およ

び涵養の効果を確認した。三次元モデルでは、自然状態シミュレーション・ヒストリーマ

ッチングにおいて良好な相関が得られている。また改良点として、孔隙率等のパラメータ

ーに適正なものを選択することで現実の過熱化範囲を再現できる見通しが得られた。今後、

適正な過熱化範囲が得られた時点で、そのモデルを用いて涵養井の注水シミュレーション
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を実施することとする。なお、涵養井は坑底から注水することを前提として、既存掘削基

地から到達可能な範囲で涵養井の注水点を変化させ、涵養の効果を確認した上で、最終的

な涵養井の掘削計画策定の参考とする。 

 最終的な涵養井の掘削計画は数値シミュレーションの結果に基づき設計する予定である

が、平成 25年度時点では、血の池沢下盤断層南東部-1500～-1800m程度をターゲットとす

る涵養井および涵養設備の仕様設計を検討した。 

 

18. 平成 26年度の実績 

 平成 26年度は、前年度までの結果に基づき、貯留層シミュレーションを継続して実施す

ることで涵養位置を決定し、そのターゲットに対して涵養井を掘削した。また、地下にお

ける流体の流動をモニタリングするためには微小振動を捉えることが有効であることを再

度認識し、地下埋設型の地震計を 3 台追加することでモニタリング体制の充実を図った。

さらに取水権については、砂防指定地内行為は平成 27 年 1 月 5 日、取水申請は平成 27 年

4月 22日付にて許可となった。 

 

 貯留層シミュレーションは、涵養効果を最大化する箇所および注水量を検討するために

実施した。なお、シミュレーターは TOUGH2、貯留層モデルは三次元 MINC モデル、注

水流量は 100t/h、50t/h、30t/h、15t/hである。このシミュレーションによる検討、トレー

サー試験等によるショートサーキットの可能性の検討などにより、最適な涵養位置として

は血の池沢下盤断層の南東部、標高-1500m付近となった。 

 涵養井は平成 26年 7月における福島県自然環境審議会温泉部会において掘削の承認をい

ただいた。なお涵養井の名称は 14JN-R1とした。 

 涵養井は奥会津地熱（株）の敷地内Well 19サイトにて掘削工事（帝石削井工業株式会社

が受注）を行った。平成 26年 10月 11日より掘削を開始、8-1/2”坑の掘削中、深度 1926m

にて全量逸泥、深度 2034mにてドリリングブレークが発生した。この逸泥およびドリリン

グブレークにて想定した断裂を捕捉したと判断し、深度 2100mにて掘り止めとした（検尺

深度は 2100.26m）。 

 モニタリング井は既存坑井を改修して坑内圧力温度モニタリングのセンサーを設置し、

地熱貯留層の圧力と温度を観測する予定であった。改修後の平成 25年度に行った検層では

検層機が途中でつかえたため、パイプを坑内に下ろし、検層機をそのパイプ中に降下させ

ようとした。しかしパイプがさらに浅い深度でつかえ、硫化水素ガスも発生してきた。こ

のため作業は中止とし、モニタリング井にセンサーは設置できていない状況である。 

 その他のモニタリング項目としてはトレーサー試験や微小地震観測などがあり、中でも

微小地震観測のため、奥会津地熱（株）が自社で設置した観測点に加え、地表 5点・地下 1

点を追加した。しかし米国電力研究所との共同研究を通じ、地下設置型地震計の重要性を

再認識することとなり、これに伴い涵養井を取り囲むように地下設置型地震計 3 点を追加
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した。 

 なお、平成 26年度事業は、追加地震計の設置工事が大雪等による影響で遅れたこと、ま

た取水権の許可が平成 27 年 4 月以降になる見込みとなったこと、これらの理由で平成 27

年 7月 31日まで延長した。追加地震計は平成 27年 4月 23日から観測を開始、涵養設備は

平成 27年 6月 12日に竣工となった。 

 涵養試験は、平成 26年度中に開始する予定であったが、追加地震計によるバックグラウ

ンドの観測を 1か月程度は行う必要があるという判断に至ったため、平成 26年度中の涵養

開始は見送りとし、平成 27年 6月以降に開始することとなった。 

 

19. 平成 27年度の実績見込み 

 平成 25年度および 26年度事業により、涵養の準備が整ったことになり、平成 27年 6月

より涵養の試験を開始した。平成 27年度は、9月～11月中旬まで発電所の予防保全点検作

業が予定されており、この間は蒸気生産も停止となることから涵養も一時中止とした。 

 涵養は 6 月 4 日に開始し、短期で 50t/h、70t/h、100t/h と涵養量を増加させ、その後に

あらためて 50t/h、70t/h、100t/hのレートで涵養するステップレート試験を計画した。 

 しかしながら、変化に注意を払いつつ、様子を観察して進めたため、実際には以下のよ

うなレートでの試験となった。 

 

  6月 4日～6月 6日： 短期ステップレート試験 50t/h 

  6月 6日～6月 9日： 短期ステップレート試験 70t/h 

  6月 9日～6月 10日： 短期ステップレート試験 100t/h 

  6月 10日～6月 12日： 検層作業のため一時注水停止 

  6月 12日～7月 31日： 涵養試験 50t/h 

  7月 31日～8月 31日： 涵養試験 70t/h 

  9月 1日～11月 26日： 発電所の予防保全点検にともなう蒸気生産停止のため涵養

も停止 

  11月 27日～11月 30日： 短期ステップレート試験 50t/h 

  11月 30日～12月 2日： 短期ステップレート試験 70t/h 

  12月 2日～12月 4日： 短期ステップレート試験 90t/h 

  12月 4日～12月 25日： 涵養試験 70t/h 

  12月 25日～12月 26日： 近傍坑井にて過熱度の低下が見られたため涵養量を 50t/h

に削減して様子を見たものの改善みられず涵養停止 

  12月 26日～： 涵養停止 

 

 平成 27年 6月から 8月に実施した涵養試験においては、生産蒸気の増加・減少などの変

化は見られていない。シミュレーションでも最初の 3 か月では変化はなく、この点でシミ
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ュレーションによる予測とは整合的である。 

 トレーサー試験によれば、再湧出が確認できた坑井があり、血の池沢下盤断層への流動

が卓越している傾向が見られる。また微小地震観測では 1500以上の震源位置を決定するこ

とができた。震源は主に涵養井の近傍・北東・南東に分布する。また地化学分析を実施す

ることにより、天水方向へのシフトが確認できた坑井もある。 

 

20. 地熱貯留層評価・管理技術推進委員会の設置 

 本技術開発を効率的・効果的に推進するための助言を得るため、外部専門家等から構成

される「地熱貯留層評価・管理技術推進委員会」を設置した。 

 

 (1) 平成 25年度第 1回（平成 26年 2月 5日） 

 本研究の概要および進捗状況について委員各位に説明。コメントをいただいたところ、

シミュレーションでは深いところに涵養するより浅いところに涵養した方が良好な結果が

得られているとの指摘があり、以降もシミュレーションを継続して検討していくこととし

た。 

 

 (2) 平成 26年度第 1回（平成 26年 4月 22日） 

 4 月 21 日に現地見学会を開催し、これに引き続いて柳津町で委員会会合を開催。シミュ

レーション結果を基に涵養位置を議論したところ、さらに別の位置も検討すべきとの意見

があり、追加検討を実施。 

 

 (3) 平成 26年度第 2回（平成 26年 5月 12日） 

 第 1回に引き続いて涵養位置を議論し、位置を決定した。 

 

 (4) 平成 26年度第 3回（平成 26年 11月 20日） 

 涵養計画およびモニタリング計画について議論いただいた。主な意見は以下の通り。 

  ・ 微小地震のバックグラウンド状態のモニタリングを 1 か月程度は実施すべき。モニ

タリングよって多少の遅れが生じる可能性があるが、取れるデータは取れる時にし

っかり取っておくべき。 

  ・ 温泉に影響が出る可能性がある。涵養による影響なのか、季節変化なのか注意すべ

き。一番心配なのは温度の低下。 

 

 (5) 平成 27年度第 1回（平成 27年 4月 14日） 

 平成 26年度進捗のレビューおよび涵養計画・モニタリング計画について議論した。涵養

することによって何がおこりそうなのかを予測し、それに対する対応の方針を策定すべき

という意見をいただいた。 
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 (6) 平成 27年度第 2回（平成 27年 11月 24日） 

 涵養（平成 27 年 6 月～8 月）の進捗の報告。涵養試験中の PT モニタリング結果や地化

学モニタリング状況、トレーサー試験結果、微小地震観測結果など。 

 

21. その他特記事項 

 本技術開発に関連する特記事項として以下の 2点をあげる。 

 

 (1) 米国電力研究所との共同研究 

 平成 26年 3月 20日に米国電力研究所（EPRI）との共同研究の契約を締結した。この共

同研究は、米国および日本における EGSプロジェクトのデータをレビューするもので、当

初は多くの参加者を募るコンソーシアム方式であったものの、契約を締結したのは機構だ

けであり、このため「共同研究」と称している。 

 この共同研究で、ガイザースおよび肘折、雄勝のデータをレビューした。得られた成果

は本技術開発の委託先に開示したほか、日本地熱学会平成 27年度学術講演会において「国

内外における EGS技術の適用について」という企画セッションを設け、そのセッションに

おいて可能な範囲で日本の事業者に対して報告した。 

 

 (2) 学会発表等 

 これまでに行われた学会発表等は以下のとおり。 

 

【平成 26年度】 

 長谷英彰・佐藤龍也・大里和己・岡部高志（GERD）、佐伯和宏（奥会津）、藤本顕治

（JOGMEC）、奥会津地熱地帯における貯留層シミュレーションによる涵養井位置の検討、

日本地熱学会平成 26年度学術講演会、2014年 10月 30日 

 

 佐藤龍也・岡部高志・大里和己（GERD）、佐伯和宏（奥会津）、藤本顕治（JOGMEC）、

奥会津地熱地帯におけるマルチトレーサ試験結果、日本地熱学会平成 26 年度学術講演会、

2014年 10月 30日 

 

【平成 27年度】 

 Takashi OKABE, Tatsuya SATO, Kazumi OSATO (GERD), Kazuhiro SAEKI (OAG), 

Keiichi SAKAGUCHI (AIST), Kenji FUJIMOTO, Tadaaki SHIMADA, Toshiyuki 

TOSHA (JOGMEC), Current Status of Technology Development for Geothermal 

Reservoir Evaluation and Management, World Geothermal Congress 2015, 23 April 

2015. 
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 岡部高志（地熱技術開発）、涵養型 EGS－注水による資源の再生－、日本の EGS将来像

に関するワークショップ、2015年 6月 26日 

 

 Takashi OKABE, Tatsuya SATO, Masashi KATO (GERD), Yasuyuki ABE (OAG), 

Hiroshi ASANUMA (AIST), Tadaaki SHIMADA (JOGMEC), Current status of 

technology development for geothermal reservoir evaluation and management at the 

Okuaizu geothermal field, The 21st Formation Evaluation Symposium of Japan, 14 

October, 2015. 

 

 岡部高志・佐藤龍也・加藤雅士（地熱技術開発）、阿部泰行（奥会津地熱）、浅沼宏（産

総研）、大石隆行・佐藤啓（JOGMEC）、柳津西山地熱発電所における涵養試験について、

日本地熱学会平成 27年度学術講演会、2015年 10月 21日 

 

 佐藤龍也・長谷英彰・佐波瑞恵・岡部高志（地熱技術開発）、阿部泰行（奥会津地熱）、

大石隆行・佐藤啓（JOGMEC）、奥会津地熱地域における過熱化した貯留層への注水涵養

効果に関するパラメータスタディ、日本地熱学会平成 27 年度学術講演会、2015 年 10 月

22日 

 

 寺澤佑貴・浅沼宏・相馬宣和（産総研）、岡部高志（地熱技術開発）、阿部泰行（奥会津

地熱）、大石隆行・佐藤啓（JOGMEC）、柳津西山地熱地帯における涵養注水実験時に観測

された微小地震の統計学的評価に関する基礎研究、日本地熱学会平成 27 年度学術講演会、

2015年 10月 22日 

 

 相馬宣和・桑名栄司・浅沼宏（産総研）、岡部高志（地熱技術開発）、阿部泰行（奥会津

地熱）、大石隆行・佐藤啓（JOGMEC）、奥会津地熱地域における涵養注水時 AE/微小地震

の分布域の検討、日本地熱学会平成 27年度学術講演会、2015年 10月 22日 

 

 長谷英彰・佐藤龍也・岡部高志（地熱技術開発）、高倉伸一（産総研）、阿部泰行（奥会

津地熱）、大石隆行・佐藤啓（JOGMEC）、奥会津地熱地域におけるMT法 3次元インバー

ジョン解析、日本地熱学会平成 27年度学術講演会、2015年 10月 23日 

 

22. 中間評価時点における成果（達成度） 

 中間評価時における目標は以下のとおり。 

  ① 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。 
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  ② 地質モデルと数値シミュレーション等により涵養井のロケーションが決定されてい

ること。 

  ③ 数値シミュレーションにより、プロジェクト終了時点、涵養開始 10 年後、30 年後

における貯留層挙動の予測を示すこと。 

  ④ 涵養井の掘削工事および涵養設備の工事が完了していること。 

  ⑤ 涵養開始前のモニタリングデータを取得していること。 

  ⑥ 涵養試験を開始し、注水による変化の有無を確認できていること。 

 

 上記の目標に対する達成度は以下のとおり。 

  ① 温泉帯水層も含めた地熱モデルは構築してあるものの、温泉モニタリング観測結果

に基づいてモデルを見直す予定である（平成 27年度末まで）。 

  ② 涵養井のロケーションは奥会津地熱（株）のWell 19敷地内、ターゲットも血の池

沢下盤断層の南東延長部に決定した（達成）。 

  ③ 数値シミュレーションでは涵養開始 15年後までの予測が示されている。それ以降は

計算に時間がかかる、あるいは計算が止まってしまう等のために実施できていない。 

  ④ 涵養井は平成 26年 12月に仕上げ、血の池沢下盤断層の延長に相当する断裂を捕捉

したものと見られる。また涵養設備は平成 27年 6月に完成（達成）。 

  ⑤ 涵養試験は平成 27 年 6 月に開始。この時までにモニタリングデータとしてバック

グラウンドの微小地震をおよそ 1 か月間観測した他、温泉の連続モニタリングも実

施（達成）。 

  ⑥ 涵養試験は平成 27 年 6 月に開始。生産蒸気の増減は確認できていないが、トレー

サー試験や微小地震観測などから、涵養した水は地熱貯留層に広がっている可能性

があるものと解釈できる。 

 

23. 中間評価に基づく計画の見直し 

 中間評価においては否定的な意見・コメントはなく、このまま計画を継続していくこと

とする。ただし、以下を課題として認識し、解決策を検討していくこととしたい。 

 

 (1) モニタリング井 

 モニタリング井は、既存坑井であるWell 12を改修して用いる予定であったものの、坑内

状況が予想以上に悪く、かつ作業中に硫化水素が発生したこともあり、観測機器を設置で

きないままでいる。再度この坑井（Well 12）を改修する、または別の坑井（生産井など）

をモニタリング井に用いる、新規に掘削する、などの案を検討していく。 

 

 (2) 経済性評価 

 安定した蒸気生産を継続するため、涵養することで蒸気生産を安定化させる方法と、補



26 

 

充井を掘削すること蒸気生産を一定レベルに保つ方法がある。本プロジェクトを通じて、

どちらが経済的なのかを評価できるようにすることも課題のひとつである。 

 

 そのため、最終目標のうち 3番目の目標を以下に変更することとしたい。 

 【変更前】 

  ・ 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、涵養による蒸気過熱度の緩和効果を確認するこ

と。 

  ・ 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涵養効果を示すこと。 

  ・ 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。 

  ・ 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。 

 

 【変更後】 

  ・ 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、涵養による蒸気過熱度の緩和効果を確認するこ

と。 

  ・ 人工涵養が他の手法より経済的に優位な場合の指針を得ること。［この目標のみ変

更］ 

  ・ 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。 

  ・ 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。 

 

 

 以上 
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第 4章 評価結果 

 

1. プロジェクト実施の妥当性 

  （機構が継続して実施するプロジェクトとして妥当であるか） 

 ○ 全体として当初計画通り進行しており、今後継続することが妥当である。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 重要な技術であり、今後も進める必要がある。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 妥当である。地熱が再生可能エネルギーとして見直され、国の支援がさらに充実、強

化される中、我が国の既設発電所の出力が近年低下していることは大きな問題である。

この原因は機構が指摘している通り貯留層管理に負うところが大きい。本プロジェク

トは貯留層の涵養技術を開発し、蒸気生産量と自然涵養量のバランスをとることで安

定的な生産を継続させることを目的としている。本技術が確立し、普及すれば既設発

電所の安定操業に大きく貢献するものと考える。 

 ○ 国内において過熱蒸気化した地熱貯留層を対象とした涵養実験については例が無く、

国が行うプロジェクトとして妥当であると判断する。 

 

2. プロジェクト目標の妥当性 

  （最終目標は妥当か、変更の要はないか） 

 ○ 妥当であるが、研究期間内に涵養の効果を、出来るだけ判断できる計画にしてほしい。 

 ○ 概ね妥当である。 

 ○ ガイザースとの比較は、地質条件等の違いもあり、あまり意味をなさないので技術開

発目標を普遍的技術への道筋を見据えた目標に設定する必要がある。たとえば、①予

測したシミュレーション結果と同等の実験結果が得られた、②蒸気生産量が改善した

（もしくは貯留層（生産量）の持続性について改善することができた）、③涵養ター

ゲットを合理的に設定でき、また過熱蒸気を含む貯留層シミュレーションの計算時間

を大幅に短縮できた（もしくは流体の物性変化が急激に起こる場合の貯留層シミュレ

ーション方法を提案できた）、④持続的地熱貯留層の改善技術としてマニュアル化で

きた。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 妥当である。地熱構造、規模等は各地熱地域で異なっているので、目標設定において、

米国ガイザースの改善事例（数値）と比較して成否を判断することより、その地域の

経年変化に対して改善があればそれで十分と考える。また、当該実験フィールドでは

二次的に発生する強酸性流体対策も喫緊の課題であるので、貯留層涵養技術の一つと

して、改善指標として地化学的研究目標を置いても良いと考える。 

 ○ 最終目標は妥当である。ただし、フェーズ 2の 2年間でガイザースと同等の注水涵養
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効果が得られるかは、2 年間の期間で十分であるか否かは現時点では判断できない。

今後、場合によっては、フェーズ 2の延長も視野に入れるべきである。 

 

3. プロジェクト計画の妥当性 

  （これまでの計画は妥当か、今後の計画は妥当か） 

 ○ 涵養効果を得るには、まだ、時間或いは量が足りない可能性がある。ストレステスト

を実施して、短期間でも影響評価できる、涵養量・涵養期間・涵養圧力等に目安を得

る必要があるのではないか。 

 ○ 温度圧力をモニタリングするための観測井が設置できないのは、涵養に伴う貯留層挙

動の変化を把握する上で重要な問題である。観測井については今後どのように対応し

ていくのか。 

 ○ 意義のある技術開発であると考えられる。ただし、経済性評価を行う必要がある（も

しくは他の貯留層改善技術との比較をする必要がある）。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 妥当である。27 年度までの涵養井の掘削成功、注水涵養実験の開始など計画は妥当

と判断するが、既存井によるモニタリング井が機能していないので、今後の計画では、

予算の関係もあるかと思うが、地下の情報を直接検知できる観測井を確保して注入状

況の把握と理解に努めて頂きたい。 

 ○ これまでの計画は妥当であったと判断する。今後の計画について、地熱貯留層の性状

をモニタリングするための坑井がないとのことであり、引き続き、代替手段の検討を

進めるべきである。 

 

4. 実施者の事業体制・運営の妥当性 

  （事業体制や運営は妥当か） 

 ○ ほぼ計画通り進行しており、体制・運営とも妥当である。 

 ○ 問題は無い。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 妥当である。事業体制・運営は問題ないと考えるが、稼働中の地熱発電所であるため、

実験の実施が運転に影響し、中断を余儀なくされる場合もあるので自ずと限界がある

事は理解せざるを得ない。 

 ○ 事業体制と運営は妥当である。特に、地熱貯留層評価・管理技術推進委員会により適

切な助言が得られており、プロジェクトが円滑に進行している。 

 

5. 計画と比較した達成度、成果の意義 

  （計画と比較し中間目標は達成されているか） 
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 ○ 短期間で涵養効果を見出すには、涵養量・涵養期間・涵養圧力等不十分である可能性

がある。一定程度の影響評価が可能になるよう工夫して欲しい。 

 ○ 貯留層の将来予測数値シミュレーションにおいて 15 年以降は計算が停止するなどの

問題が生じているが、それへの対応策を考える必要がある。 

 ○ 中間目標は達成できていると評価できる。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 達成している。当該発電所の予防保全点検により中断するまでは問題なし。 

 ○ 地熱構造モデルの構築（中間目標 1）と貯留層挙動の予測（同 3）に関しては、基本

的には達成しているが、今後も現場から得られるモニタリングデータをもとに見直し

が必要である。その他の中間目標については当初の計画通りに達成されている。 

 

6. 成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

  （成果の公表、広報はなされているか、実用化の可能性はあるか） 

 ○ まだ涵養効果を定量的に評価する結果が得られておらず、実用化を期待しているが、

現状では不明である。ただ、涵養効果は見えており、他地域での同様な実験結果の取

りまとめと比較・統合化をして、改善点などを検討して欲しい。公表・広報は国内外

で行われており、概ね妥当と見られる。なお、短期間で査読付き論文にまとめること

は必ずしも必要ではなく、技術開発そのものの深化が重要であり、現状を内外の学会

等で詳細に報告し、広く意見を募り、目標達成を目指して欲しい。 

 ○ 成果については学会等で発表されており、公表および広報の面からは問題ない。注水

涵養が貯留層に及ぼす影響並びにかん養の効果を定量的に評価するための様々な測

定・観測が実施されており、その中から最も効果的な手法を抽出することができれば、

涵養評価のための標準的な手法として他地域への導入が可能となる。併せて様々な手

法の経済性の面からの順位付けなども行うとよい。 

 ○ 成果の公表など、妥当であると考えられる。実用化についても一定の方向性は認めら

れるが、技術としての普遍化、経済性評価などを進める必要がある。 

 ○ 既存発電所の多くが同様の問題を抱えているので実用化した際の波及効果は大きい

と考えられる。実用化の可能性も高い。 

 ○ 成果の公表（学会等）、広報（新聞記事等）は積極的になされている。 

 ○ 委託先の地熱技術開発及び産業技術総合研究所により積極的な成果の公表がなされ

ている。プロジェクト終了時にはマニュアルが公表される予定であり、他のフィール

ドにおいて涵養を実施する場合に参照されることが期待できる。 

 

7. その他、総合コメント 

 ○ 本業務は技術開発がメインであり、純粋に技術的観点から、諸条件の下での涵養効果

を定量的に示すことがポイントであるが、技術確立後実用化されるためには、事業者
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が採用を決める上で、経済性も重要な判断となりうる。したがって、以下のような経

済性比較もマニュアルには記述できることが望ましい。①涵養する場合、②涵養せず

に(a)新たな生産井の掘削行わない場合、および(b)生産井の補充掘削がある場合の経

済性比較を行っておく必要があるのではないか。当初の研究目的の中にも、「費用対

効果に優れた一般的な対処法を開発すること」が入れられている。 

 ○ トレーサー試験により、トレーサーの生産井への回帰が確認されている。トレーサー

試験は涵養井から生産井へ貯留層内をどのように流体が回帰しているかの情報を含

んでおり、これを定量的に解析し、その結果を貯留層モデルに反映することにより、

貯留層モデルの改良・精緻化を図れる。その意味では、トレーサー試験結果を貯留層

モデルへどのように反映させるかについての技術的な指針・手法を本プロジェクトで

確立することができれば、他地域への波及効果は大きい。 

 ○ 温泉の温度低下については、誤解を与えやすい内容であったので、資料段階でも丁寧

な説明が必要と思う。 

 ○ 観測データを用いたヒストリーマッチングにより、貯留層モデルを改良していく際、

試行錯誤になるところをどれだけ系統的に改良していけるかが鍵となる。修正するパ

ラメーターの優先順位など、モデル改良をしていく際のノウハウを技術マニュアルに

しっかりまとめていただきたい。 

 ○ 2015年 11月の注水試験再開後、過熱度の低下に改善が見られなかったとの事であっ

た。これは注入水が継続的に熱の供給（加熱）を受けられないことを意味するのか気

になる。 

 ○ フェーズ 1の 3年間で多額の費用を要する新規坑井やモニタリング設備等のハードウ

ェア整備がおおよそ当初の計画通り終了したと考える。フェーズ 2の 2年間が本プロ

ジェクトの中核となるフェーズであり、大きな成果を期待する。 

 

   以 上 

 

 


