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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

発事業として小型ハイパワーリグの開発を実施することとしている。この技術開発は、小

型ハイパワーリグを開発することで掘削時間、費用の増大を抑え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
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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：地熱貯留層掘削技術（小型ハイパワーリグ開発） 
 英文名：Drilling Technique for Geothermal Reservoir （Small high power Rig 

development） 
 
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。 
 地熱発電認可出力は 500MW 程度で低迷していたが、近年の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、認可出力は増加の兆しが出始めている。しかしなが

ら、増加の傾向は 2030 年に 1,500MW を目指す政府方針に対し十分ではない。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。 
 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

（30,000kW の地熱発電所想定）を 10 年程度まで短縮する必要がある。そこで、地熱坑井

を短期間で掘削できる技術開発を「地熱貯留層掘削技術（小型ハイパワーリグ開発）」の目

的とする。本技術開発により、坑井掘削に要する期間を短縮することで、例えば積雪地域

において１シーズンに掘削リグ１台で２坑井を掘削できれば、地熱開発におけるリードタ

イムの短縮や開発コストの軽減、さらにはリグの稼働率向上による効率的な OJT による人

材育成を可能にする。 
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 (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

る。短期間に掘削するためには、すでに実施中の地熱用 PDC ビットによる掘進率の向上に

加え掘進していない時間を減らすことが効果的である。 
リグの組立・解体に要する時間の削減は、地下の状況に左右されず安定的に時間の短縮

が可能である。さらに林道の拡幅工事を不要にするなど付帯工事期間の短縮の短縮ができ

れば更なる効果が期待できる。以上の理由から、組立・解体作業が短縮でき、さらに林道

の拡幅工事など付帯工事を削減できる輸送を小型化したリグを研究テーマに選定した。 
 研究テーマ：小型ハイパワーリグの開発 

 
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 

リードタイム短縮に貢献するには、掘削及び掘削に付帯する工事期間を短縮することが

有効である。掘削作業以外の作業時間としては、以下が挙げられる。 
・リグ組立・解体時間 
・リグ故障に対応する時間 
・林道整備・敷地造成など付帯工事の時間 
組立・解体時間の短縮は地域性に依らずすべての掘削現場で実現可能な項目であり、本

テーマの開発に於いては、組立・解体時間の短縮を主目的とする。さらに、日本の標準的

な電機品の使用による故障時のダウンタイム削減も重要なテーマに位置付けた。 
既存リグ運搬にはトレーラーが必要であるが、林道の規格はトレーラーに対応していな

いため、状況によりトレーラーを通行可能とするために 1 年以上の期間を要する林道拡幅

工事を実施する場合がある。この林道拡幅工事を削減できればリードタイムの大幅短縮に

貢献可能である。 
 小型ハイパワーリグの開発は掘削技術推進委員会により推奨されており、小型ハイパワ

ーリグの開発により掘削期間の短縮に取り組むこととしたい。 
 
現状トレーラーにより輸送している大型リグを大型トラックのみにて輸送する場合、分

割により組立・解体日数が増加すると考えるのが通常である。これら相反する課題を解決

する設計が必要な技術開発である。十分な広さの敷地に於いて通常組立に 20 日、解体に 15
日、合計 35 日が必要であるが、地熱貯留層掘削技術における他のテーマと合わせ掘削日数

100 日から 20%削減して 80 日にするにするためには、5 日程度削減すれば全体目標の 1/4
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が達成可能である。組立解体の日数削減は地層状況に影響されず、常に成果が得られるテ

ーマのため、確実な成果が期待できるテーマである。 

 

さらに、付随する効果として、以下が挙げあれる。地熱開発において、大型の掘削リグ

搬入・搬出のため林道拡幅工事や橋の補強工事などの付帯工事が発生することがあり、工

事期間増加の一因となっている。大型トラックにより輸送が可能で、既存の大型リグと同

等の掘削能力を備えたリグがあれば、これらの付帯工事費用を削減することが可能となる。

林道の拡幅工事や敷地の造成が短時間で終われば、１シーズンに掘削リグ１台で２坑井の

掘削が可能なケースが増えると予想され、リードタイム削減に大きな効果が期待できる。

また、過酷な労働条件の職種であるため、若者の定着率の低さが、掘削業界の高齢化退職

による人員補強の障害となっている。そこで、自動化及び省力化が最新のリグには同時に

求められており、自動化により人材の習熟期間の短縮が期待でき、人材不足の解消にもつ

ながる。さらに、開発した制御技術が既存リグの改良に使用できれば、さらなる費用削減

並びに人材不足解消に効果が期待できる。 
 
 (2) 研究を実施する意義 
本技術開発は、リードタイムの短縮、開発コストの削減向け、地熱用 PDC ビットの実用

化を図るとともに、逸泥対策技術や小型ハイパワーリグを開発し、掘削期間を約 20%短縮

することを目標に実施する技術開発である。本研究と併せて実施する調査段階における掘

削成功率を改善する地熱貯留層探査技術により、2020 年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、日本国内で地熱掘削を行う掘削会社並びに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。掘削リグは海外製の大型リグが主流で、山間部に存

在することが多い日本の地熱地域で利用できる小型ハイパワーリグは開発されていない。

組立解体時間が短縮可能なリグは今後の地熱開発促進のために不可欠であり、資源機構が

実施して国内のメーカーを後押しすることで、困難な技術開発を可能にすることができる。 
 
 (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 
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海外の掘削リグに関しては、輸送サイズが日本より遥かに大型の車両で運搬可能なため、

掘削リグは組み立てが容易な方向に輸送サイズが大型化している。省力化・自動化のため

に、単一の組み立て方式しか選択出来ず、2000 ㎡程度の敷地ではリグアップできないリグ

である。海外で開発されている最新のリグは日本国内の地熱掘削には適用が困難なリグで

あることを確認した。 
 
 (2)国内での研究開発動向 
 平成 9 年度に NEDO 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 全断面ビット開発し、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。 
 逸泥対策セメンチング技術では、国内の土木分野でセメントによる地下水や海洋の汚染

防止対策として、水中不分離セメントが実用化されている。本技術を地熱井掘削に応用し

た事例は国内外共に見受けられない。 
 
 (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として、PDC ビットの開発を

平成 27 年度から平成 29 年度の 3 年間実施した。平成 30 年度を最終年度として PDC ビッ

トの実用化に目途を付けたい意向。 
 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 
 地熱井掘削に関連する掘削リグの小型化に関する特許は見当たらなかった。 
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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 
 
 小型ハイパワーリグに関しては、設備の詳細設計及び一部製作を行う。制御プログラム

の製作、電気室の試作、既存リグを改良することにより、実機試運転まで含む実用化研究

である。 
 さらに提案公募の内容からテーマに沿う案件については研究に含めたい。 
 
8. 研究計画 
 小型ハイパワーリグの開発の実施内容は以下のとおり。 
  ・詳細設計：仕様の決定と図面製作  
  ・電機設備設計：制御プログラムの製作 
  ・電機設備試験：電気制御室、制御室の製作、動作試験 
 
  項目 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 
(1) 小型ハイパワーリグ 
  

詳細設計 
制御プログラム

の製作 

電機設備製作 
制御室製作 
既存リグ改造に

て動作試験 

プログラム改良

既存リグにて負

荷試験 
マニュアル化 

 
9. 事業費の年次展開 
 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）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。 
 
12. 研究体制 
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 (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） 
  提案型公募により選定 
 
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。 
 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」から、本技術開

発を効果的・効率的に進めるための助言を頂くものとする。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 
 (1) 地熱貯留層掘削技術全体目標 

地熱用 PDC ビットの実用化、逸泥対策セメンチング技術の開発と共に掘削期間を

20％短縮する技術を開発する。 
 

(2) 小型ハイパワーリグの開発目標 
組立・解体作業日数の短縮目標は 3000 ㎡程度の敷地の場合 6 日、2000 ㎡程度の敷

地の場合 4 日とする。 
           既存リグ       小型 HP リグ    短縮日数 

広い敷地  組立 20 日／解体 15 日  組立 17 日／解体 12 日   6 日 
狭い敷地  組立 26 日／解体 20 日  組立 24 日／解体 18 日   4 日 
 

16. 研究成果の活用あるいは実用化の見通し 
 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。 
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 本技術開発の成果は、資源機構成果報告会、学会、地熱関連協会に積極的にアピールす

る。 

 
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 
  ・ 具体的な目標値を設定すべきとのコメントを受けて、15 ページ目の「15.(2)小型ハ

イパワーリグの開発目標」に追記。 
 
 (2) その他成果の普及 
  ・ 積極的な広報活動を期待するとのコメントを受けて、16 ページ目の「16.研究成果

の活用あるいは実用化の見通し」を修正。 
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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 
 十分ある。特に小型ハイパワーリグ開発（AI 導入）。特に若手技術者の定着を目指して。 

 セメンチング、ハイパワーリグの性能向上は掘削期間の短縮に直接的に影響する。き

わめて重要なプロジェクトであると考えられる。 

 リグの小型化を図ることにより、山間地等での掘削を可能にでき意義が認められる。 

 地熱開発のリードタイムを 14 年程度から 10 年度程度まで短縮するという目標を達成

する上において、逸泥対策技術と小型ハイパワーリグの開発にターゲットを絞った本プ

ロジェクトの意義は大きい。 

 小型ハイパワーリグについても初期調査の工期短縮に効果的であり、意義は大きい。 

 掘削のコストダウンとリードタイムの短縮につながる本技術開発は、地熱事業の調

査・開発から操業まですべての段階で活用できるので意義があると考える。 

 地熱発電所建設までに必要なコストのうち、地下調査に要するコストの大半が坑井掘

削である現状を踏まえると、掘削コストを低減するための技術開発が急務であり、よっ

て、本プロジェクトの意義は大きいと考えられる。 

 長期エネルギー見通しに沿って地熱発電の設備容量の増大を加速させるには、掘削時

間の短縮とコスト削減が必須である。PDC ビットの実用化と逸泥対策技術の開発ととも

に、工事期間の延長や林道工事などのコスト増の問題を解決する本技術開発を行うこと

には十分な意義がある。リグのコストや性能と、開発コストの削減とを天秤にかけたと

きに、本当に経済性を確保できるのかの継続的確認が必要。 

 
 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） 
 個別開発事業者が行うのが困難であるため、資源機構が実施するのは妥当。 

 多くの事業者(現場)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。 

 資源機構は、これまでに掘削技術の研究開発として「掘削機材開発」を実施しており、

地熱井の掘削において豊富なノウハウを有している。本研究開発は単独の民間企業での

実施が困難であることから、資源機構が実施する必要がある。 

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

 資源機構が先導的に技術開発を行うことで日本国内の掘削関係者に等しくその恩恵が
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受けられるので貴機構のプロジェクトとして妥当と考える。 

 企業が実施することのできない、リスクを伴った事業を手掛けることが資源機構の役

割と思うので、当該プロジェクトは妥当と考えられる。 

 地熱開発を加速するためには、本技術が事業者に広く活用される必要がある。また現

状地熱開発が大きな収益となりにくいことからして、民間企業にこの種の技術開発を行

うインセンティブは乏しいと考えられる。ゆえに公的資金による開発が適当である。 

 
2. プロジェクト目標の妥当性 
 1) 技術開発目標は妥当か 
 諸外国では余り発想しないので、我が国が世界の先頭に行う技術開発として特に意義が

ある。 

 ハイパワーリグは、15 トントラックでの輸送が可能なリグの開発なのか（説明用パワー

ポイント）、プロジェクト原簿では、自動化、省力化を進めるような書きぶりである。どち

らが本当の技術開発目標なのだろうか？ 

 掘削期間を 20%短縮することで(開発にかかる想定期間は 3 年)、地熱開発期間全体が 2
年短縮される根拠がわからない。 

 リグの小型化ハイパワー化を目的として具体的な目標（仕様）がパワーポイントの資料

に明示してあるが、既存のリグ（運搬には 25 トントラックが必要）の能力が比較してある

と理解しやすい。 

 「逸泥対策セメンチング技術の開発」と「小型ハイパワーリグの開発」のいずれにおい

ても、掘削期間を 20％程度短縮するとの数値目標を提示しており、技術開発目標は妥当で

あると評価する。 

 目標としては妥当であるが、プロジェクト終了時の評価は定性的なものになると考える

（具体的な掘削期間短縮日数を示すことができるか不明）。 

 実機製作の一歩手前までの設計を目標としており、ユーザーにとっては各社の事情によ

って仕様を調整できる余地が残っており現実的な目標と思う。 

 妥当。 

 得られた情報からは具体的な目標（性能、コストなど）がわからないのでなんともいえ

ない。 

【資源機構側コメント】 
 プロジェクトのメイン目的は掘削日数の削減である。小型ハイパワーリグに於いては、

標準施工日数 100 日のうち狭い敷地環境で 4 日、広い敷地環境で 6 日の短縮を目指す。逸
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泥対策と PDC ビットと合わせ 20 日削減することが目標。掘削期間削減目標に林道拡幅工

事による削減は含んでおらず、林道拡幅工事が必要な地域にはさらなる効果を見込む。 
 
 2) 技術的有望性は見込まれるか 
 有望である。 

 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。小型ハイパワーリグ

をどのように開発していくのか、逸泥防止セメントをどのように開発していくのか、その

方法論が記載ないためコメントできない。 

 20%の掘削期間の短縮という技術開発目標は有望であると評価する。 

 技術的に目標達成まで至ると考える。 

 日本国内の地熱掘削リグは海外と比べると自動化が遅れ設備自体も老朽化しており、設

備更新時期に来ていると思われるので、本小型リグの提案は時機を得たものと考える。 

 見込まれる。 

 国内市場に限らず、海外市場も視野に入れることができるのであれば非常に有望。日本

の特殊な事情にだけ適合した技術であれば、当面必要としても、発展性は乏しいかもしれ

ない。 

【資源機構側コメント】 
 付随する効果として、現状の機械式の古い掘削設備が、開発された設備に更新されるこ

とで、トラブル防止による日数削減と共に、若手人員の習熟期間や掘削技術者の若返りが

期待できる。 
開発終了後は、開発した制御プログラムを理解するための講習が実施可能と考えている。

シーケンサの仕組みやプログラムを編集する講習を資源機構で実施することで、電気設備

のトラブル対応が容易にできることを目指す。国産電機品の使用効果と共に電機トラブル

時の仮復旧時間を削減可能と見込んでいる。 
リードタイムの大幅削減には、小型ハイパワーリグの実用によって、積雪地方では 1 基

地にてこれまで年間 1 本の調査井を 2 本掘削可能にする効果を含む。 
 
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 
 3 年では短いのではないか。短期間しかできないのであればスケジュールを極めて綿密で

具体的である必要。2030 年度の国の目標実現のためだけでなく、日本が世界に先駆けて開

発する意気込みを持つ。将来は外国に輸出。 

目的がはっきりしないのでコメントできない。 
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一部製作とあるが、どの部分をプロジェクト期間内に製作する予定なのか？ 

「逸泥対策セメンチング技術の開発」では現場実験、「小型ハイパワーリグの開発」では

既存機器の改造が予定されており、スケジュールは妥当であると評価する。 

 特段の問題はないと考える。 

 掘削関係者にとって喫緊の技術開発なので 3 年間の開発期間は妥当と思う。 

 妥当。 

 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、3 つの技術を合わせて普及を進

めるための取り組みについても計画があった方がいいのではないか。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】 
 制御プログラム、電気制御室、制御室の製作を行う。 
 
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 
 恐らく日本の関連技術の総力をあげる必要があるのではないか。資源機構が強力なマネ

ージメントを取る必要性。 

 公募で選定するとなっており、適切である。 

 情報がないので判断できない。 

 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。 

 公募の予定であること等、適切である。 

 提案型公募で行われるので適切に行われると思う。 

 公募による選定のため、妥当。 

 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】 
 資源機構の掘削専門家がプロジェクトを担当する。 
 
 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 
 我が国の関連技術の総結集と国・資源機構のリーダーシップ、マネージメント。 

 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。 
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 地熱貯留層掘削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。 

 特段の問題はないと考える。 

 提案型公募で行われるので適切に行われると思う。 

 関係者間の連携が図られる体制になっていると推察する。 

 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 
 多様な企業集団（国研・大学を含む）を国・資源機構が指導、マネージメントする必

要。 

 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。   

 資源機構内の合議・意思決定の体制は適切である。 

 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。 

 担当者及び委託先関係者の進捗報告会や学会などでの公表など内外の評価を受けなが

ら進めるので適切になされると思う。 

 外部有識者からなる技術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。 

 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） 
 必ず実用化するとの強い決意必要。国内だけでなく、国外輸出までを考える。現在の地

熱蒸気タービンのシェアと同じようなものに育てる。 

 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。 

 地熱井の掘削のみではなく、探査においても本技術を利用することが可能である。 

 仕様書作成に近く、ユーザーにとって採用の可否を判断できる材料を提供するので実用

化の可能性は高いと考える。 

 資源機構の調査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。 

 この技術（をつかった製品）がどの程度の能力を発揮し、その程度のコストで製造でき



22 
 

るのかといったことに依存する。従来機に比べて、価格性能比が落ちるとするなら、その

分、林道建設や期間短縮の効果がどの程度でるのかを可能な限り推計して比較することが

必要。実用化と普及の可能性はそれ次第である。 

【資源機構側コメント】 
 制御プログラムのマニュアル化を計画している。リグの設計に関しては、設計図面を公

表し、掘削会社が製作図面を無償で使用可能とする。輸送の小型化に関しては日本でのニ

ーズが高いと認識。 
リグ更新のコストに関しては、掘削事業者の更新スケジュールにて掘削事業者の判断に

より実施される。主な掘削事業者の地熱用リグが 30 年以上経過しており、更新時期である

ことから、成果の活用を期待している。 
 

 2) その他成果の普及は期待できるか 
 小型ハイパワーリグが実用化されれば、国内外の地熱だけでなく、国内外の土木・建築

分野でも進出可能ではないか。 

 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。 

 平成 32 年度（最終年度）にはマニュアルの作成が予定されているが、本プロジェクトの

成果を広く普及するために、「ガイドブック」を作成し、地熱開発業者に提供することを希

望する。 

 論文発表等を通じて、成果の普及が期待できる。 

 仕様書作成に近く、ユーザーにとって採用の可否を判断できる材料を提供するので実用

化の可能性は高いと考える。 

 積極的な広報活動を期待する。 

 技術的ブレークスルーによって海外市場まで視野に入る技術となれば大きな普及が期待

できる。 

【資源機構側コメント】 
 本技術開発の成果は、資源機構成果報告会、学会、地熱関連協会に積極的にアピールす

る。 

 

以 上 


