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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 

 （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  

 （部会委員） 森山 清治  出光大分地熱株式会社 社長付 ［欠席］ 

 （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 6 月 9 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である。 

 

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。 
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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
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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。 

 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 
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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
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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

するために技術開発であった。 

 

 (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. 事業費の年次展開 

 (1) 事前評価時 

 JOGMEC 負担率：100%、ただし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%。弾性波探査を中心とし、三次元の弾性波探査を実施したこと

により事前評価時の予算よりも増加している。 

ただし予算の関係上変更の可能性あり。 

 

 (3)  

  （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 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 

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 

 

地熱技術課員 

 

 

 

 (2) JOGMEC 外の研究体制（主たる研究実施場所） 

 本技術開発委託先は公募で選定する。 

 

 平成 25 年度は公募の結果、 

  ・地熱技術開発株式会社 
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  ・株式会社地球科学総合研究所 

 の二者からなる連合体に委託することとなった。 

 

 平成 26 年度および 27 年度は公募の結果、 

  ・株式会社地球科学総合研究所 

 に委託することとなった。 

 

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。 

 

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

公表を目指しいく。 
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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。

その際の主なコメントは以下のとおり。 

 

 (1) プロジェクトの意義 

  ・ 貯留層の空間的分布の把握、坑井の掘削成功率向上につながり、コスト低下にも貢

献することからプロジェクトの意義はある。 

  ・ 地熱貯留層に遭遇する確度の高い探査手法の開発は必要。 

 

 (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、資源機構のプロジェクトとして十分妥当。 

  ・ 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。 

 

 (3) 技術開発目標 

  ・ 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。 

  ・ もう少し目標を具体化して欲しい。 

 

 (4) 技術的有望性は見込まれるか 

  ・ 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。 

  ・ 目標を絞って技術開発を行えば、十分有効と認められる。 

 

 (5) 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、焦点を絞り、スケジュールを十分検討して欲しい。 

  ・ プロジェクトの 5 年間を高精度化と総合解析、ならびに技術動向調査となっている

が、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。 

 

 (6) 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

われる。 
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 (7) 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 

  ・ 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、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。 

  ・ 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。 

 

 (8) 意思決定プロセスは適切か 

  ・ 機構内の研究体制は、合議・意思決定の体制は十分と思われる。 

  ・ 期中および年度末での担当者および関係者間での成果報告、進捗確認などが行われ、

成果も報告会や学会などでの公表を行うとのことなので、内外の評価を受けながら

意思決定が適切になされるものと思われる。 

 

 (9) 成果の実用化の可能性 

  ・ 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。 

  ・ 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。 

 

 (10) 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。 

  ・ これまで地熱開発、技術開発にかかわる組織にて手薄であった広報活動がすでに全

国規模で実施され、成果の公表並びに技術的な成果の普及に向けた新たな体制が構

築されており、より広く成果の普及が期待される。 

  ・ 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。 

 

 (11) 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。明確な研究成果が得られるように、適切なフィールドを選択して頂

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
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取り組むことにたいして大きな期待をしている。 

  ・ 地表での探査でも、亀裂を直接見るのは弾性波を用いた地震探査が優位。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。 

 

 上記のコメントを受け、弾性波探査を中心に技術開発を実施していくこととし、まず同

手法が地熱に対して有効であるのかどうかの検討を行い、あわせて弾性波探査を地熱に適

用した場合の課題を抽出し、それらの課題に取り組んでいくこととした。 

 

17. 平成 25 年度の実績 

 弾性波探査における最新の処理技術を適用することでどの程度改善が見込めるのか、弾

性波探査を地熱貯留層の探査に適用する場合の課題は何か、これらを明らかにするため、

「地熱貯留層探査技術における弾性波探査の現況調査」を実施した。この調査は、①文献

調査、②専門家への聞き取り調査、③地熱事業者への聞き取り調査、④反射法弾性波探査

データの再処理、からなる。 

 文献調査や専門家への聞き取り調査により、事前のサーベイデザインによる調査計画の

最適化があげられた他、適切な静補正やノイズ処理の必要性、三次元弾性波探査の重要性

などの指摘、さらには弾性波探査データ解釈の経験が不足していることも課題としてあげ

られた。 

 一方、地熱開発事業者にとっては費用対効果が課題である。弾性波探査でどの程度の情

報が得られるのか、掘削位置の選定精度の向上や透水性の議論まで可能な結果が得られる

ならば、高額な探査コストを投入する価値があるとする事業者がいる。 

 既存データの再処理では、一部の地域では再処理による改善が見られ、断裂が明瞭に捉

えられる測線が見られた。 

 このように、弾性波探査によって地下構造が詳細に把握できる期待ができる一方、事前

のサーベイデザイン、静補正やノイズ処理、などが課題としてあげられた。このため、弾

性波探査の実証を通じて、どのように地熱貯留層の構造が見えるのかを把握し、適用事例

の蓄積およびコストダウンにつながる手法を検討することとした。 

 

18. 平成 26 年度の実績 

 平成 25 年度の結果を踏まえ平成 26 年度から 2 年間にわたって弾性波探査の実証をする

こととした。実証フィールドとしては、当初、計画していた地域があったものの関係者の

了解を得ることができなかったため、鹿児島指宿市の山川地熱発電所周辺とした。 

 平成 26 度は同地域で実証を行うための準備作業を実施した。平成 27 年度に実施を予定

している三次元弾性波探査のため、サーベイデザインした。サーベイデザインでは、サー



20 

 

ベイデザインシミュレーションソフトを用い、仮定した調査測線に基づく受発振について

シミュレーションを繰り返し、取得されるデータ密度分布の均一性や受発振点間隔の偏り

がないデザインとなるように受発振点を調整した。サーベイデザインの修正のための現地

踏査や、農作業等の現地状況を加味した調査工程の策定を進め、調査計画の最適化を図り、

地元調整および各種許認可に必要な資料作成を行った。 

 また、不均質速度構造モデルの推定手法について、従来から行われている反射波を利用

した速度解析のほか、屈折走時トモグラフィと Full Waveform Inversion（FWI）の不均質

構造の推定精度や静補正問題の緩和に対する寄与を検討した。山川地域の地質構造を模し

た速度モデルに基づき逆解析を実施し、周波数成分による解析結果を比較したところ、詳

細な速度構造の把握には低周波数を含む広帯域データが必要であり、山川地域を想定した

速度構造の把握には、3Hz 程度の低周波成分が必要であることなどがわかった。 

 さらに、効率的なバイブレーターの発振方法の検討については、実証試験の基本仕様を

想定し、様々な高効率発振法について、各手法の長所・短所をまとめた。三次元調査では

同時発振することで容易に効率化が図れるものの、他の発振が影響するロングオフセット

データを利用する解析において品質が低下する懸念があり、精度の高い発振記録分離法を

組み合わせるなどの対策が必要であることがわかった。 

 

19. 平成 27 年度の実績 

 平成 27 年度では、山川地熱発電所周辺域において三次元弾性波探査（反射法調査）を実

施し、データを取得した。この三次元弾性波探査に先立ち事前調査（屈折法調査）も実施

した。 

 屈折法調査は平成 27 年 6 月 8 日～22 日にかけて実施し、浅層速度構造調査：43 地点、

ノイズ状況調査：30 地点のデータを取得した。浅層速度構造調査では、各地点における表

層層厚、表層平均速度、基底速度が推定され、これを基に山川地域周辺の表層速度構造分

布を作成した。解析結果については反射法調査における屈折静補正における表層速度の先

験的情報として用いられた。ノイズ状況調査により、発振エネルギーの減衰が強いエリア

や人工ノイズの入りやすい地点等が把握され、反射法調査の発振仕様の最適化に寄与する

情報を得た。 

 反射法調査は平成 27 年 8 月 20 日～10 月 14 日にかけて実施し、発振点数 3,262 点、受

振点数 4,990 点にてデータを取得した。取得したデータは、調査地域の中心を東西に横断

する二次元測線について先行的に処理を行い、最適なノイズ除去手法を検討することで、

三次元データの処理の向上を図った。当処理は、平成 25 年度に実施した地熱地帯で取得さ

れた「反射法弾性波探査データの再処理」で効果の得られたフローに準拠して実施した。 

 地熱地域において問題となる静補正処理については、事前に実施した浅層屈折法調査に

よって得られた表層速度を基準に、三次元弾性波探査において起振車が発振点ごとに記録

している地盤の応答特性（今回は剛性を利用）との相関から、地球統計学的手法を用いて
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調査地域全域の表層速度構造を推定し(コリンギング）、静補正処理に必要なパラメータを推

定し、三次元反射法弾性波探査データ処理に適用した。通常、表層速度を一定と仮定して

行われる静補正に対し、今回の三次元弾性波探査では、空間的に推定された表層速度構造

を反映させ、受発振地点毎の表層速度に応じた正確な静補正処理の適用を実現している。 

 また、空間的に生じるデータ欠損について５D 内挿技術を試験し、効果が確認されたこ

とから正式な処理に採用した。この手法は、測線展開が地形条件によって制約を受けやす

い地熱地域におけるデータ欠損の補完方法として有効性が確認された。 

 処理されたデータについては、コヒーレンス解析を実施し、地質解釈に資する断層など

の構造について、それらを示唆する反射波形の空間的な分布（センブランス）を抽出した。

処理されたデータ及びコヒーレンス解析結果などについては、既存データとの対比を行い

ながら地質解釈をおこった。解釈の結果、センブランス構造の一部が既知の還元域に求ま

っていることに加え、坑井で確認している逸水箇所（非公開情報）とセンブランスが一致

していることが確認できた。以上のフェーズ１で得られた知見や成果を素材に、地熱探査

に弾性波探査を応用する際に参考となるガイドブック作成した。 

 

20. 地熱貯留層探査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「地熱貯留層探査技術推進委員会」を設置した。 

 

 (1) 平成 25 年度第 1 回（平成 26 年 2 月 5 日） 

 「地熱貯留層探査技術における弾性波探査の現況調査」の途中経過について報告。コス

トや費用対効果も検討課題であることの認識、さらに国内に技術が残るような技術開発を

目指すべきとの意見が出された。 

 

 (2) 平成 26 年度第 1 回（平成 26 年 11 月 27 日） 

 平成 25 年度に実施した「地熱貯留層探査技術における弾性波探査の現況調査」の報告、

課題の抽出、および山川地域で弾性波探査を実施する計画について意見をいただいた。 

  ・ 理想的な場所でデータを取り、そのデータを間引くことで厳しい条件を作り出して

検証する手法は間違っていない。 

  ・ 反射法だけでなく、既存の物理探査データと組み合わせて解釈すべき。 

  ・ 電磁探査も進捗している。反射法と電磁探査を組み合わせてみることも検討すべき。 

  ・ コスト改善も課題のひとつ。 

  ・ 機器のポータブル化の検討。 

  ・ 解釈は定性的ではなく定量的な解釈を視野に入れるべき。 

 

 (3) 平成 27 年度第 1 回（平成 27 年 8 月 31 日） 
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 本委員会会合は指宿市において委員会の議事のほか、現地見学もあわせて実施した。山

川地域において実施した浅層屈折法調査の結果およびノイズスプレッド調査の結果を報告

し、あわせて反射法の探査計画を審議いただいた。終了後、現地における調査状況を確認

し、フィールドテストで取得したデータが良好であり、調査結果が期待できるなどのコメ

ントを得た。 

 

 (4) 平成 27 年度第 2 回（平成 28 年 2 月 22 日） 

 本委員会会合では平成 27 年度事業のそれまでの進捗ならびに、平成 28 年度以降に取り

組む内容について報告した。平成 28 年度以降については、追加のアトリビュート解析や坑

井データなどとの十分な対比および検証が必要であることが指摘された。第二回実証試験

の計画案に関しても、坑井データとの対比検証が可能な場所を選択することなど、実施地

点の選択についてもアドバイスを受けた。 

 

21. その他特記事項 

 これまで、本技術開発に関連して実施した学会発表等は以下のとおり。 

 

 島田忠明（JOGMEC）、探査技術の現況調査概要、平成 26 年度第 1 回地熱研究会（平成

26 年 7 月 25 日） 

 

 岡部高志・高梨幸四郎・中田晴弥（GERD）、青木直史（JGI）、福田真人（JOGMEC）、

「地熱貯留層探査技術」における弾性波探査の現況調査結果（総合評価結果を中心として）、

日本地熱学会平成 26 年学術講演会（平成 26 年 10 月 30 日） 

 

 青木直史・新部貴夫・阿部進（JGI）、岡部高志・高梨幸四郎（GERD）、福田真人（JOGMEC）、

「地熱貯留層探査技術」における弾性波探査の現況調査結果（地熱地域における反射法デ

ータの最新技術による断裂系イメージングを中心として）、日本地熱学会平成 26 年学術講

演会（平成 26 年 10 月 30 日） 

 

 福田真人・高井克己（JOGMEC）、JOGMEC における地熱貯留層探査技術について、地

熱技術第 40 巻第 1･2 号（平成 27 年 5 月） 

 

 青木直史・新部貴夫・佐藤馨・阿部進（JGI）、福田真人（JOGMEC）、地熱貯留層探査

技術フィールド実証試験－山川地熱地域における 3 次元弾性波探査－、物理探査学会第 134

回（平成 28 年度春季）学術講演会（平成 28 年 5 月 16 日） 

 

 新部貴夫・青木直史・佐藤馨・阿部進（JGI）、福田真人（JOGMEC）、地熱地域の反射
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法探査における静補正処理の課題－山川弾性波探査実証試験における取組み－、物理探査

学会第 134 回（平成 28 年度春季）学術講演会（平成 28 年 5 月 16 日） 

 

 佐藤馨・寺西陽祐・新部貴夫・青木直史・阿部進（JGI）、福田真人（JOGMEC）、反射

法・屈折法統合解析による山川地熱地域の 3 次元構造イメージング、物理探査学会第 134

回（平成 28 年度春季）学術講演会（平成 28 年 5 月 16 日） 

 

 青木直史（JGI）、山川地熱地域における３次元弾性波探査実証試験、石油技術協会探鉱

技術委員会話題提供（平成 28 年 7 月 8 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達成すべき目標としては、以下のものとした。 

  ① 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。 

  ② 地震探査により、断裂のイメージングができていること。 

  ③ 電磁探査データおよび弾性波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。 

  ④ 計測機器の試作品ができていること。 

 

 事前評価におけるコメントを受け、弾性波探査を中心に技術開発を実施していくことと

したため、関連する目標としては②および③となる。なお④の目標は、事前評価の時点に

おいて物理探査の計測機器類の改良も想定したことから設定したものである。しかしなが

ら、弾性波探査において独立型レコーダーなど技術の進歩は見られていることから、デー

タの解析・解釈に注力することとした（この部分中間評価後に追記）。 

 目標②および③の達成度は以下である。 

 

  ② 山川地域で三次元の弾性波探査を実施し、データの処理・解析・および解釈を実施

したところ、地下の断裂の可能性を示すアトリビュートが坑井で確認している透水

性の良い領域に求められたものの、二次元的な評価に留まっている。掘削ターゲッ

トの選定や断裂の空間的な広がりを把握するためには、同様のアトリビュートが空

間的に求められることから、追加的なアトリビュート解析の実施や定量的な評価な

どを実施し、有意な断裂の三次元的な分布イメージを得ることが次期計画の目標と

なる。 

  ③ フェーズ１では弾性波探査データに特化し、断裂の構造を抽出することに注力した

ことから、現時点では他の物理探査データを統合した解析手法は達成していないが、

弾性波探査で得た三次元構造が、重力探査で推定された地質構造との整合に課題が

みられたことから、平成 28 年度以降に、解釈される地質構造モデルの精度の向上に
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つながる多種物理探査データとの統合解析を実施し、弾性波探査を主軸とした多種

物理探査データの統合解析手法を体系化する。 

 

23. 中間評価時における以降の計画 

 (1) 平成 28～29 年度の計画 

 平成 28～29 年度は、 

  ・弾性波探査データの追加処理およびアトリビュート解析を行う 

  ・弾性波探査データと他の物理探査データの統合解析を行う 

  ・山川地域以外において 2 回目の実証試験を検討する 

 の 3 項目を中心に実施することとしたい。 

 

 (2) 最終目標 

 最終目標は、中間評価時点にあらためて検討することとなっており、以下のようにする

こととしたい。 

  ① 弾性波探査データにより断裂を示唆するアトリビュート等が得られていること。 

  ② 弾性波探査データと他の物理探査データを統合した解析手法ができていること。 

  ③ 上記①や②の手法により断裂の位置がおよそ 10m程度の分解能で把握できている

こと。 

  ④ 弾性波探査データを地熱に用いる場合のガイドブックができていること。 

 

24. 中間評価に基づく計画の見直し 

 中間評価の段階では、これまでの進捗や今後の計画に関しては概ね妥当であるとの意見

をいただいた。このため計画通り進めていくこととしたい。 

 なお、最終目標のうち、「断裂の位置がおよそ 10m 程度の分解能で把握できていること」

に関しては、10m の妥当性等について検討をしていく。また成果品の一部であるガイドブ

ックに、弾性波探査のコストに関する情報も含めるよう検討していくこととしたい。 

 

 

 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 

 ○ 妥当である。断裂型貯留層を高精度に検出する可能性が見出されてきており、継続し

て進めて欲しい。 

 ○ 日本で地熱資源開発を進めるには地下探索の基礎的技術の確立が必須であり、本プロ

ジェクトを継続することには妥当性がある。 

 ○ 妥当である。 

 ○ JOGMEC 地熱部は、「地熱貯留層探査技術」、「地熱貯留層評価・管理技術」、「地熱貯

留層掘削技術」を進めており、また空中物理探査事業も進めている。空中物理探査は

重力探査と電磁探査であり、この「地熱貯留層探査技術」の中核が弾性波探査技術の

精密化であることは全体としてはバランスのとれた技術開発が進められていると評

価できる。 

 ○ 妥当。 

 ○ 開発後はより高精度に地下構造を把握することができ、更なる地熱開発に大いに寄与

できると考えられるため、妥当と評価する。 

 ○ 機構は、油ガス貯留層、金属鉱床の探査技術に関する豊富なノウハウと実績を有して

おり、機構が実施することが妥当である。 

 

2. プロジェクト目標の妥当性 

 ○ 妥当である。断裂型貯留層の高精度検出は、探査リスクの低減に最も貢献する。 

 ○ 広く活用できる汎用的な探索技術の蓄積を行うという点からは妥当と考える。変更の

必要はない。ただし、2030 年目標の達成への貢献を強く期待するということになる

と、別の判断もありえる。 

 ○ 断裂は地質断層あるいは比抵抗不連続面に関連して存在すると考えられるので、これ

らの情報と併せた解析により、断裂位置の分解能の議論が必要と考えられる。分解能

として明記している 10m の意味するところを、今少し詳しく説明が必要かと思われ

る。 

 ○ 数値目標として、断裂系の位置評定精度を 10m 程度としているが、現実的には困難

な目標であると考えられるし、10mという数値をあげると、深度－周波数の関係を無

視した物理的に間違った印象を与えてしまう。従来法に比べて評定精度が 50%向上と

か、区間内断裂系分解精度が 2 倍になったとか、従来法との技術比較を目標値に据え

るべきではないか。 

 ○ 「断裂の位置がおよそ 10m 程度の分解能で把握できていること」について、探査手

法のもつ分解能を考え、「10m オーダーの分解能を目指す」程度にした方が安全と思

う。 
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 ○ 妥当と評価する。 

 ○ 10m 程度の分解能については、これを達成するための技術的ブレークスルーがどこに

あるかが明確ではない。 

 

3. プロジェクト計画の妥当性 

 ○ 概ね妥当である。なお、わが国の地熱地域の多くは山岳急峻地に存在しており、その

ような地域でも適用できるような反射法の観測法・解析法に関する検討が欲しい。 

 ○ 「2. プロジェクト目標の妥当性」に対する評価と同じく、基礎的な探索技術の蓄積

という点からすれば妥当な計画である。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 計画はおおむね妥当であると判断できる。山川地熱地帯をモデルフィールドに設定し

ており、今後、山間部への展開を視野にいれている。民間事業者にとっては、山間部

での適用性を見せてもらえればありがたいとは思うが、まずは山川地域での実証をき

ちんとみせることではないだろうか。サーベイデザインの重要性をきちんと見せるこ

と、重力など他の探査手法との比較と総合化のプロセスを見せること等、山川での結

果を整理してみせることが他地域への適用のインセンティブを与えると考えられる。 

 ○ 妥当。 

 ○ 実用化に向けて、これまでの計画、今後の計画とも必要な事項であり、妥当と評価す

る。 

 ○ 事前評価時に設定した四つの目標を整理し、弾性波探査に関する二つの目標に絞った

ことは研究開発を効率的・集中的に進める上で妥当であったと考える。 

 

4. 実施者の事業体制・運営の妥当性 

 ○ 妥当である。特に問題は生じていないと思われる。 

 ○ 妥当と考える。 

 ○ 妥当である。 

 ○ 特に問題はない。 

 ○ 妥当。 

 ○ 妥当と評価する。 

 ○ 「地熱貯留層探査技術推進委員会」により適切な助言を得ており、技術開発の運営は

妥当であると判断する。 

 

5. 計画と比較した達成度、成果の意義 

 ○ 概ね達成できていると思われる。ただし、当初の目標に掲げていた 4 項目目の④「計

測器の試作品ができていること」の削除に関しては、具体的に説明が必要と思われる。 

 ○ 事前評価に対応して焦点をあてなおした中間目標は十分達成している。 
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 ○ 既開発域で、地下の情報が得られている地域で手法を適用することにより、詳細な議

論がなされており、中間目標は達成されている。井戸の掘削データとの対比を行って

いるので、掘削の際に遭遇した断裂の特性、たとえば逸水の程度、生産能力などのよ

り詳細なデータの取得が可能であれば、併せて検討していただきたい。 

 ○ おおむね達成されている。 

 ○ 妥当。 

 ○ 中間目標は達成されていると評価する。 

 ○ 断裂のイメージングである目標②については、これを達成しており、28 年度以降の

研究成果に期待できる。電磁探査データとの統合化である目標③については、達成さ

れていない。 

 

6. 成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

 ○ 明瞭な成果が得られており、実用化が期待される。その実現のためには、項目 7 にも

書いたが、ガイドブック作成において工夫が望まれる。また、最終的には学術誌に論

文としてまとめることが重要であるが、調査・解析が進行中であり、既に途中結果が

国内外の学会等で発表されているのは良いことである。今後も引き続き、国内外の学

会等（日本地熱学会、物探学会、地球惑星科学連合大会、地震学会、米国 GRC 年会、

米国 Stanford Workshop、NZ GNS Science との会合等）で口頭発表し、他機関・他

国の研究者・技術者との意見交換を図り、成果の充実を図って欲しい。なお、年度ご

との報告は、充実した日本語の報告書（あるいは資料集）を準備することでよいので

はないか。学術誌発表はその後で良いのではないか。 

 ○ 実用化の可能性は十分ある。今後事業者に広く活用してもらうように、事業者のニー

ズを丁寧に拾い上げるなど、工夫は必要であると思われる。 

 ○ 成果については、適宜学会等で公表されており、広報活動は適切に行われている。 

 ○ 国内での学会発表など成果の公表は評価できる。国際的なプレゼンスの向上に努めて

いただきたい。ガイドブックは民間の期待も大きいであろう。 

 ○ 新規および既存発電所で探査精度を上げることが喫緊の課題であり、実用化した際の

波及効果は大きいと思う。費用対効果やコスト低減の検討もよろしくお願いしたい。 

 ○ 実用化の可能性は高いと考えられますが、計測機器の開発等により調査費用をいかに

低減できるかどうかが重要な要素になるものと考える。 

 ○ 日本地熱学会、物理探査学会等において積極的に成果の公表がなされていることを評

価する。公表を予定しているガイドブックは実用化にとって大きく寄与すると考える。 

 

7. その他、総合コメント 

 ○ 最終的には、反射法適用法に関してガイドブックを作成することになっているが、3

次元フルスペックだけでなく、重力探査や電磁探査の結果を深めるようなプロセスの、
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経済性のある効果的な適用法も加えて欲しい。また、高温であるが低透水性の坑井を

使った、坑井周辺の断裂を検出する地震探査法も検討して欲しい。 

 ○ 基礎的な技術の蓄積を主としていることから、2030 年目標達成に対して必ずしも直

接的な貢献を求める必要はないかもしれないが、それでも、地熱資源開発に対する期

待が大きい中、本プロジェクトを継続するには、一定の貢献を示す必要はあると思う。 

 ○ ガイドブックの作成は、事業者が弾性波調査方法の導入を検討する際に有用と考えら

れるので、コスト等を含めた情報も必要と考えられる。弾性波探査を地熱開発のどの

段階で適用するのが有効であるであるかについての情報をガイドブックに記載して

ほしい。 

 ○ 空中物理探査（重力偏差、電磁探査）と、この弾性波探査とのギャップが大きい。

JOGMEC が先導する地熱探査の技術として、それぞれがどういう意味を持つのか、

また、地熱発電量増大のために、それぞれの物理探査技術の位置づけがわかるような

全体的な絵が必要だと感じた。 

 ○ 物理探査データの解釈結果を、坑井データ、地質データ、他物探データ等と比較検討

し、その有用性を十分に検証していくことがやはり重要であると思う。 

 

 

   以 上 

 

 


