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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 30 年度から地熱発電技術研究開

発事業として坑井近傍探査技術の開発を実施することとしている。この技術開発は、坑井

近傍の地熱貯留層構造を高精度に把握するための、坑井を利用した物理探査技術を開発す

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  地熱情報研究所 代表 
 （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  九州大学名誉教授 
 （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 
               地質調査総合センター 研究戦略部長 
 （部会委員） 福田 孝一  九州電力株式会社 火力発電本部 部長(地熱)  
 （部会委員） 森山 清治  出光大分地熱株式会社 代表取締役社長付 
 （部会委員） 山口  勉  東邦大学 理学部 元教授 
 
 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 30 年 6 月 5 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。 
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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
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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 
 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



8 
 

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。 
 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：坑井近傍探査技術 
 英文名：Geothermal Borehole Exploration Techniques 
 
2. 研究期間・担当部・課 
 (1) 研究期間：平成 30 年度～平成 32 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。 
 地熱開発では、探査の段階から地熱発電所の運転開始までにかかる長期間のリードタイ

ム及び莫大な開発費用が大きな課題となっており、これらの削減は地熱開発を促進する上

で、喫緊な対応が必要な問題である。 
 国のエネルギーミックスを達成するためには、現在 14 年程度かかっているリードタイム

（30MW 規模の大型地熱発電所を想定）を 10 年程度まで短縮する必要がある。本技術開発

では、探査精度の向上に資する技術開発を推進することで、開発期間を短縮することを目

的とする。 
 
 (2) 研究概要 
 地熱探査において、探査精度の向上には、高い分解能を有する物理探査データを取得す

ることが肝要である。一般に、地表で調査を行うよりも、坑井を利用した調査の方が探査

対象に近い場所で調査が可能なため、高い分解能を有する。また、地表に比べ坑内ではノ

イズレベルが低く、品質の高いデータを取得することが期待できる。本技術開発では、坑

井近傍の地熱貯留層構造を高精度に把握するための、坑井を利用した物理探査技術の開発

を行う。 
 
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 
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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 月に開催された地熱発電における研究会において、早急に実施すべき技術開

発課題の一つとして、「坑井を利用した高精度フラクチャー探査技術の開発」が挙げられて

いる。また、平成 30 年に実施した、地熱開発事業者を中心としたヒアリングでの技術開発

に関する要望においても、当該技術を望む意見が複数寄せられており、優先度は高い。 
 
 (2) 研究を実施する意義 
 地熱開発コスト及び期間の低減に対し、掘削成功率の向上は大きな寄与をもたらす。一

方で、掘削成功率の向上のためには、地熱構造を詳細に把握し、地下リスクを低減するこ

とが肝要となる。 
 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いた。しかしながら、分解

能の限界から、地下深部の割れ目の位置を空間的に捕捉することが容易ではなく、貯留層

の存在やその位置の推定には大きな不確実性が存在していた。 
そこで、本技術開発では、坑井近傍の断裂を 10m オーダーという高い分解能で把握する

ための坑井を利用した物理探査技術を開発することを目指す。この開発技術は、サイドト

ラックや新掘井の掘削ターゲットの設定に資することにより、約 30%の掘削成功率の改善

に貢献することが期待される。 
なお、資源機構では、平成 25 年度から平成 30 年度にかけて、高い分解能を有し、石油

開発分野で発展の著しい弾性波探査を地熱探査に応用するための技術開発「地熱貯留層探

査技術」において、三次元的な断裂系の可視化技術等を中心した技術開発を実施した。し

かし、地表条件によっては、三次元弾性波探査の適用が難しい場合も想定される。本技術

開発で、坑井を利用した高い分解能を有する物理探査技術を開発できれば、このような状

況を補完できる技術となる。さらには、地表探査へフィードバックすることで、貯留層全

体に対する探査精度向上につながる可能性がある。 
 本研究と併せて実施する地熱貯留層掘削技術開発による掘削期間の短縮により、2020 年

度までに地熱資源開発に必要な期間を 2 年程度短縮できる目途を立てるもので、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。資源機構が主体となって本技術開発を実施することで、得られた成果を広く普及さ

せ、国内の地熱開発の促進に貢献することができる。 
 また、資源機構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波を、石油

の探査においては弾性波を利用した探査が行われることが多い。これらの知見を有する資
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源機構が実施することで、本技術開発を効率的に推進することができる。 
 
 (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や期間の短縮、地熱発電の更なる導入に向けて、

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、地熱貯留層の探査と言う点で、地下リスクを低減し、地熱開発コストや

期間の短縮に資する技術開発であり、結果的には円滑な地熱開発事業展開に寄与すること

になる。 
 
6. 国内外の研究動向ほか 
 (1)海外の研究開発動向 
 坑壁、あるいは、坑井の極近傍を調査可能な検層調査以外で、坑井を利用した物理探査

としては、微小地震探査が海外においても一般的である。ただし、この手法は探査手法と

いうよりモニタリング手法として利用されていることが多い（米国、ニュージーランド、

アイスランド等）。 
 
 (2)国内での研究開発動向 
 国内においても、地熱地域における坑井を利用した物理探査手法としては、上記の海外

の技術動向と同様と考えられる。一方、地熱探査に関する研究開発としては、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。 
この中で「断裂型貯留層探査法開発」（昭和 63～平成 8 年度）では、坑井を積極的に利用

した探査技術開発が幾つか行われている。弾性波利用探査技術では、VSP (Vertical Seismic 
Profile)を用いることで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。また、

微小地震利用探査技術は、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

る手法であり、微小地震のデータ処理・解析・三次元表示ソフトウェアが開発された。 
その他、NEDO の「深部地熱資源調査」では、VEMP (Vertical Electromagnetic Profiling)

が開発され、地表－坑内間での電磁トモグラフィにより比抵抗構造が得られることが示さ

れた。さらに、「高温岩体発電技術」において実施された水圧破砕の評価等が微小地震の観

測等により実施された。 
 
 (3) これまでの資源機構における研究実績 
 上記の通り、地熱貯留層探査技術に関して、地熱地域における弾性波探査技術の開発を

実施（平成 25 年度～平成 29 年度）。 
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 (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 
 本技術開発では、AE 探査手法を主軸とした技術開発を推進する計画であり、主に以下の

実施項目からなる。既存調査機器を応用した探査システムの開発を優先し、新たな調査機

器の開発については、本技術開発期間中に想定される達成度等を考慮し、検討する。 
 
  ○ 情報収集： 

文献調査やヒアリング・アンケート等による技術課題の解決策や技術動向の調査 
  ○ 数値シミュレーション： 

現場実験や実証試験等に対する観測システム検討 
  ○ 探査システム設計・改良・評価： 

技術課題の対策を講じた探査システムの設計・改良・評価 
  ○ 野外試験・実証試験： 

技術課題解決のための野外実験、探査システムを用いた実証試験 
○ 調査・解析手法の取り纏め： 

有効と思われる調査・解析手法についての取り纏め 
 
 項目 H30 H31 H32 

情報収集    

数値シミュレーシ    

探査システム設計・改良・評価    

野外試験（H30）・実証試験（H31・H32）    

調査・解析手法の取り纏め    

 
  
9. 事業費の年次展開 
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 資源機構負担率：100%、予算の関係上変更の可能性あり。 
 
10. 経費区分 
 （項） 地熱発電技術研究開発事業費 
 （目） 地熱技術開発研究費 
 （細目）探査技術委託研究費 
 
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。 
 
12. 研究体制 
 (1) 資源機構内の研究体制 
 H30 H31 H32 
 総括 担当審議役（併） 

地熱技術課長 
  

 担当 地熱技術課員   
 
 (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。 
  また、地熱部内に設置した地熱貯留層探査技術推進委員会において、各研究年度に 2
回程度、担当者および受託者等の関係者、同技術推進委員が集まり、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。 
 
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 
・坑井近傍の断裂の位置を 10m オーダーの分解能で推定する手法を開発すること。 
・有効な観測システムは地熱開発状況や地表条件等フィールド依存性が高いことが想定さ

れる。地熱開発状況や地表条件について複数のモデルケースを想定し、費用対効果を提

示することで、実用化に向け、地熱開発事業者の開発技術の利用検討に資する。 
・本技術開発で得られた成果を地熱開発関係者に還元することを想定し、本技術開発にお
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いて有効と思われる調査・解析手法について取りまとめること。 
 
16. 研究成果の活用あるいは実用化の見通し 
 本技術開発により、坑井近傍の断裂構造の把握が期待されることから、サイドトラック、

あるいは、新掘井の掘削ターゲットの設定に利用できる技術となる。さらに、地熱貯留層

評価・管理等で利用する地質モデルの高精度化等への寄与も期待される。また、本技術開

発は、実証試験等の対象となった地熱発電所又は新規開発地点のみならず、他の同様の状

況にある地熱開発地域においても利用可能な技術である。 
 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、学会などの場で公

表を目指しいく。 
 
17. 事前評価に基づく計画の見直し 
 業務評価委員会・地熱技術評価部会（平成 30 年 6 月 5 日開催）の委員コメントを受けて、

計画を一部見直した。 
 
 (1) 技術開発目標 
  ・ 機器の開発なのか、解析手法の開発なのか、どちらの優先順位が高いのか読み取れ

ないとのコメントを受けて、探査システムの開発を優先させる旨、13 ページ目の「8.
研究計画」に追記。 

  ・ このプロジェクトの目標が明確でないとのコメントを受けて、本技術開発を地表探

査へフィードバックして貯留層全体の探査精度につなげる旨、11 ページ目の「5.(2)
研究を実施する意義」に追記。 

 
 (2) 目的達成のためのスケジュール・予算 
  ・ 実証試験の時間がもっと必要とのコメントを受けて、13 ページ目の概略スケジュー

ルに実証試験の時期を追記。 
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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 
 坑井周りの断裂系を正確に予測評価することがきわめて重要である。ただ、坑井を用い

るのであるから、孔井周りだけでなく、貯留層全体の断裂構造の把握にまで拡張すべきで

ある。研究の意義が十分あるが、研究目的の設定をより高度化すべきである。また、30％
の掘削成功率の改善に資するかについては、根拠がなく不明である。 

 本プロジェクトは坑井の成功率向上に大きく貢献すると考えられ、意義は十分にある。 

 掘削成功率の向上は地熱開発のコストや期間を大きく低減する。本プロジェクトは、坑

井近傍の断裂を 10m の分解能で把握しようとするものである。本プロジェクトの目標を達

成することは、国内の地熱発電量の増大を図る上で大きな意義がある。 

 十分意義がある。 

 掘削で逸泥層を捕捉できずサイドトラックに移行する際、坑井近傍の断裂構造を 速や

かに把握できれば、不必要な掘削コストの回避が可能であり、意義は大きい。 

 掘削井からの直接断層、破砕帯を把握できればサイドトラックの掘削ターゲット選定が

容易になり掘削成功率向上が期待される。掘削井 1 本 1 本が無駄にならずに掘削費のコス

トダウンつながる技術開発と思う。 

 地熱開発コストの多くを占める坑井掘削の成功率向上を図ることは急務である。そのた

めの坑井近傍探査技術の開発プロジェクトは、意義が大きいと考えられる。 

 地熱発電の設備容量の増大を加速させるには、地熱貯留層の構造を把握して、坑井の成

功率を高めることが必須である。そのために地表からの探査に加えて、坑井を利用した精

度の高い探査を行うことには意義があると考える。 

【資源機構側コメント】 
 坑井を利用した調査では、高い分解能や高品質のデータを取得できる可能性が高い一方

で、空間的な調査可能範囲が地表探査より不利になる傾向にある。本技術開発では、まず

は、貯留層全体をカバーすることを目指すより、坑井近傍を高精度に探査することを志向

する。 
電磁探査や重力探査といった従来の探査に、高い分解能を有する探査手法を加えること

でターゲットを絞り込むことができ、掘削成功確率の向上につながる。 
 
 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） 
 多くの事業者が必要としている技術であり、資源機構が主導する意義は十分ある。 
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 石油、金属資源分野において種々の探査技術ならびに経験を有しており、これらを活か

した取り組みが可能であることから資源機構のプロジェクトとして適切である。 

 資源機構は、平成 25 年度から平成 30 年度にかけて「地熱貯留層探査技術」を実施して

おり、当初の目標を達成している。「坑井近傍探査技術」は「地熱貯留層探査技術」により

明かとなった重点開発事項の開発を目的としており、これまでの経緯から資源機構が実施

する必要がある。 

 資源機構が行った「貯留層探査技術（H25～H29）」で目標として上げられていたが実現

されていない（前プロジェクトでは 50m 程度）。 

 広く適用されるべき地熱技術であり、資源機構のプロジェクトとして妥当である。 

 技術開発はすべての地熱開発事業者に等しく恩恵となることが大切であり、国の機関で

ある資源機構が推進することが最もふさわしいと考える。 

 企業が実施するにはリスクの大きい事業を手掛けることが資源機構の技術開発の役割で

ある。その意味で資源機構のプロジェクトとすることは妥当であると考えられる。 

 地下探査技術は、事業者に広く活用される必要があり、公的資金による開発が適当であ

る。また、金属や石油探査の実績がある資源機構が本プロジェクトを遂行することは妥当

である。 

【資源機構側コメント】 
 平成 25 年～平成 29 年にかけて実施した「地熱貯留層探査技術」の技術開発では、中間

評価に基づく目標の見直し及びその後の検討により、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」については、10m オーダーの分解能を目指す

こととした。第 1 回実証試験の山川地域での弾性波探査の結果、50m 程度の分解能を達成

している。 
 
2. プロジェクト目標の妥当性 
 1) 技術開発目標は妥当か 
 妥当である。 

 妥当である。ただし、H25～H29 のプロジェクトをよく検証する必要あり。 

 坑井近傍の断層の位置を 10m オーダーの分解能で推定する手法を開発するという技術開

発目標は妥当である。 

 サイドトラックを行い 10m 違いで断層に遭遇した事例があり目標としては妥当と考え

る。 

 プロジェクト原簿では目標分解能は 10m となっているが、説明用パワーポイントでは可
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探距離 50m 程度、幅数十 m の断裂系の捕捉となっており、齟齬が見られる。また、スケジ

ュールを見ても、機器の開発なのか、解析手法の開発なのか、どちらの優先順位が高いの

か読み取れない。 

 孔井周りだけでなく、地表からの探査データとの統合化と合わせて、貯留層全体の断裂

構造の把握にまで拡張すべきである。いずれにしろ、このプロジェクトの目標が明確でな

い。 

 坑井近傍の断裂を 10ｍオーダーで把握する根拠はいかなるものか？サイドトラックでこ

の断裂を坑井から狙う場合この程度の精度で把握することができれば十分という根拠を示

してもらえれば目標の妥当性が判断できるように思う。 

【資源機構側コメント】 
 断裂の形状は様々であるが、資源機構が保有する優位な断裂を含む坑井データ等を鑑み、

幅数十 m の断裂系を以て代表値とした。これは、本技術開発の目標の一つである「10m オ

ーダーの分解能で推定する手法を開発すること」と整合する。このような断裂系を少なく

とも坑井から半径 50m 離れた範囲で探査可能なシステムを想定している。 
本技術開発では、3 年間の期間から、既存調査機器を応用した探査システムの開発を優先

的に実施する。新たな調査機器の開発については、本技術開発期間中に想定される達成度

等を考慮し、検討することとする。 
 上述の通り、3 年間の技術開発の中で、まずは、貯留層全体をカバーすることを目指すよ

り、坑井近傍を高精度に探査することを志向する。本技術開発が達成されれば、地表探査

へのフィードバックにより、貯留層全体の探査精度につながる可能性がある。 
 
 2) 技術的有望性は見込まれるか 
 何を開発するのかはっきりしないので、コメントのしようがない。この技術開発により、

掘削成功率が 30%向上する根拠が読み取れない。 

そもそも掘削成功率の向上が妥当な目標設定か？このプロジェクトで見込める成果は、断

裂系の捕捉精度の向上ではないかと考えられる。地表からの探査データでは得られない精

度で断裂系を捕捉し、その結果から地表探査データにフィードバックをかけて、地表探査

データの精度向上にまでつなげるような技術展開が望まれる。 

 目標に数値目標(10m オーダー)が設定されており、技術的に達成可能な数値目標である

と考える。 

 見込まれる。 

 分解能の向上は可能と考えるが、実用化レベルに達するかどうかは不明である。 

 AE の活用が進んでおり有望性は十分見込まれる。 
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 見込まれる。微小地震探査法の開発を想定されているようであるが、掘削時のドリルビ

ットのノイズを震源とし、地表面または地震計用坑井内で受振する、いわゆる逆 VSP 型の

探査技術も有望と考えられる。それを含め、過去の技術開発の文献調査等をしっかり行っ

てもらいたい。 

 サイドトラックや新掘井の掘削ターゲットの設定に利用できることなど、応用範囲を広

げることができるという意味では有望な技術であると考える。 

【資源機構側コメント】 
 本技術開発の設定目標の一つとして、目指すのは「坑井近傍の断裂の位置を 10m オーダ

ーの分解能で推定する手法を開発すること」である。上述の通り、まずは坑井近傍を高精

度に探査することを志向し、本技術開発が達成されれば、地表探査へのフィードバックに

より、貯留層全体の探査精度につながる可能性がある。 
 
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 
 目的がはっきりしないのでコメントできない。 

 妥当である。 

 3 年間は十分でない可能性がある。焦点を絞り、従来の掘削結果で高温だが、難透水性で

あった坑井に対して、早目に実験計画を立てる。 

 地震学的手法だけでなく、電磁気的手法も検討してはどうか。ケーシングを線電源とし

て、坑井周辺地表に超多点のセンサー配置が H21 の地熱発電研究会でも提案あり。 

 特段の問題はないと考える。 

 本技術を広く応用するためには実証試験の時間がもっと必要と思われるので今後検討し

てもらいたい。 

 おおむね妥当と考えられる。 

 技術開発のスケジュールとしては妥当であると考えるが、可能であれば、前倒しして技

術の活用に向けた取り組みがあるといいのではないか。予算については根拠がわからない

ので判断できない。 

【資源機構側コメント】 
 3 年間の技術開発の中で、初年度に具体的な方向性を固め、翌年度以降から実証試験を計

画する。本技術開発の実施にあたっては、地熱貯留層探査技術推進委員会から助言を受け

る等、適切なマネジメントに努める。探査手法は地震学的手法に注力するが、電磁気学的

手法等他の手法を排除しない。 
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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 
 公募で選定するとなっており、適切である。 

 委託先は公募により決定されるので、適切に実施されると考える。 

 ３.に関連した大学研究者も選定するのが良いのでは。 

 公募の予定であること等、適切である。 

 経験者を中心に公募されるので問題ないと思われる。 

 公募によるものと想定されるので、適切と考えられる。 

 公募プロセスの詳細がわからないのでなんともいえないが、不適切なことがあるわけで

はない。 

【資源機構側コメント】 
 本技術開発の実施者は公募によって選定する予定である。技術課題の検討のため、特に

初年度においては、大学等研究機関へのヒアリングを実施し、大学研究者の知見を本技術

開発に反映する予定である。 
 
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 
 公正公平な公募により、適切な競争原理が働くと考えることができる。 

 地熱貯留層探査技術推進委員会により、関係者間の連携が十分な体制となっている。  

 地震法と電磁法の両法を取り入れ、競争的あるいは相補的に行うのが良いのではないか。 

 特段の問題はないと考える。 

 実証フィールドの提供が重要と思うのでその点を配慮してもらいたい。 

 現時点ではよくわからない。 

 おそらく問題ないと思うが、得ている情報からは詳細が不明。 

 
 3) 意思決定プロセスは適切か 
 専門家による第三者委員会で進捗・計画管理がなされる予定であり、適切である。 

 委員会等を通じて進捗や計画の管理がなされる予定であり、適切である。（福田委員） 

 適切と思う。 

 外部有識者からなる技術推進委員会の設置などにより、適切に技術開発状況が管理され

るものと考えられる。 
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 おそらく問題ないと思うが、得ている情報からは詳細が不明。 

 
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） 
 解析手法についてまとめるとだけなっており、ガイドブックなり、マニュアル化などの

作業が必要と考えられる。 

 地熱井の探査のみではなく、評価・管理技術においても本技術を利用することが可能で

ある。 

 焦点を絞り、早くフィールド実験を開始することで、可否の早期の判断が可能。 

 分解能が高いこと、費用がリーズナブルであること、更には測定準備から結果の把握ま

で短時間で行えることが重要であり、活用できるレベルに達することを期待する。 

 コストと実証事例の公表で広く認知、利用されるものと思う。 

 資源機構の地熱助成事業で使ってもらうようなスキームを今後検討すれば、普及に結び

付くものと考えられる。 

 サイドトラック、新掘井のターゲット設定や、貯留層管理・評価でも利用できるという

ことであり、実用化の可能性は高いと考える。 

【資源機構側コメント】 
 本技術開発の最終年度には、本技術開発の成果をまとめ、ガイドブックやマニュアル等

に類するものを作成予定である。ただし、当該文書をガイドブックとするか、マニュアル

とするかについては、生じた成果を鑑み検討することとする。 
 
 2) その他成果の普及は期待できるか 
 特になし。 

 掘削した坑井近傍の断裂の存在とそこまでの距離を探査する技術の必要性は開発現場か

らも寄せられている。本技術の開発が待ち望まれており、開発に成功すれば迅速に普及す

るものと考えられる。 

 報告会の実施や学会での公表により、成果の普及が期待できる。 

 高温だが難透水性の坑井を復活できる可能性があり、成功率の向上に寄与できれば、導

入の開発事業者が増加（普及）。 

 論文発表等を通じて、成果の普及が期待できる。 

 坑井の仕上げ状況により本技術が利用できるか可否が分かれる場合は、利用できる坑井
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仕様をクリアにしてもらいたい。 

 積極的な広報活動を期待する。 

 既存の発電所でも活用できるという点で期待できると考える。 

 
以 上 

 


