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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

発事業として酸性地熱流体発生機構解明技術の開発を実施することとしている。この技術

開発は、酸性流体が賦存する地熱地点での地熱利用技術の開発要素を抽出し、酸性流体を

有する地熱貯留層を利用可能とする今後の技術開発の基礎と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。 



5 
 

 
(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。 
 



6 
 

(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



7 
 

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：酸性地熱流体発生機構解明技術開発 
 英文名：Development of Assessment Technique for Occurrence of Acidic Fluids in 

Geothermal System 
 
2. 研究期間・担当部・課 
 (1) 研究期間：平成 30 年度～平成 32 年度（3 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及び地熱開発事業者の努力により、

現在の地熱による発電出力は約 500MW となっている。さらに、平成 24 年度に施行された

再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT 制度）により、新規の資源開発を含めて今後さ

らに発電開発の拡大が見込まれている。しかしながら、地熱系の高温流体の一部には酸性

熱水が存在することがあり、腐食による坑井や配管設備の破損等が地熱流体利用において

大きな障害となる。 
 酸性流体賦存への対応としては、酸性熱水を噴出させないように坑井を掘削・仕上げる

方法が考えられるが、そのためには酸性流体が賦存する領域や深度を正確に把握する必要

がある。しかし、酸性流体の産状や賦存域については、その発生メカニズムを含めて、探

査・調査技術が確立されていない。そこで、酸性流体の発生メカニズムを解明し、その性

状や賦存域をある程度把握できれば、中性熱水あるいは比較的弱い酸性の熱水を選択的に

噴出させることにより、地熱発電における出力増大に寄与できることとなる。なお、酸性

熱水が噴出するとしても、それを中和したり、耐食性の高い材料を配管等に使用したりす

る対策技術もあるが、基本的に高コストの開発となる。 
 本技術開発では、地熱地帯における酸性流体発生メカニズムを解明するための調査を行

い、その結果を基に酸性流体が賦存する地熱地点での地熱利用技術の開発要素を抽出し、

酸性流体を有する地熱貯留層を利用可能とする今後の技術開発の基礎とする。 
 
 (2) 研究概要 
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 地熱地帯における酸性熱水の特性や発生メカニズム等について、それを解明するための

調査・探査・解析に係る技術を開発するとともに、強酸性熱水噴出を避けるためや発電に

利用できる程度の酸性熱水を噴出・利用するための具体的技術の研究要素の抽出を行う。

これらの技術開発により、発電に適用可能な地熱流体の資源開発量の増大に寄与できる。 
 本技術開発での具体的活動は以下のとおりとする。 
 酸性熱水の性状や産状、発生メカニズム等に係る情報収集（文献資料調査、国内外の

フィールド視察） 
 酸性熱水の化学・同位体性状等の調査とそのデータに基づく発生メカニズム評価手法

の検討（フィールド試料採取、室内分析、机上検討） 
 地熱貯留層での酸性熱水発生の原因となる火山性（マグマ起源）流体の供給過程を把

握するための地表探査手法の検討（フィールド探査、室内解析） 
 酸性熱水の発生メカニズムや流動状況解明のためのシミュレーション解析技術の検

討（室内解析） 
 酸性熱水が賦存する地熱地点での地熱資源利用技術の開発要素の抽出（室内検討） 

 以上の活動に基づき、酸性熱水の特性や発生メカニズム等を把握するための技術として

成果を取り纏める。酸性流体が賦存する地熱地点での地熱資源利用技術の開発要素に関し

ては、本技術開発の継続案件として発展的技術開発での対象技術となる。 
 
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 
 地熱資源の三要素として重要な流体、熱、割れ目が揃っているにもかかわらず、流体性

状が酸性であるために開発に繋がっていない地域が複数存在している。また、既に開発さ

れた地熱発電所においても、一部の坑井で酸性流体を噴出するために当該坑井を利用でき

ていない場合がある。 
 本技術開発は、酸性流体の発生メカニズムを明らかにし、その特性等を把握する方法を

取り纏めることにより、上記のような酸性流体を有する地熱貯留層を利用可能とすること

を目指しており、地熱発電量の増加に直結するものであることから、優先度は高い。 
 
 (2) 研究を実施する意義 
 地熱開発における課題であるリードタイムの短縮、開発コストの削減、設備利用率の向

上に資する技術開発のひとつとして、酸性流体の存在が明らかな地熱貯留層を利用可能と

することは喫緊の課題であり、また、新たな地域での地熱資源開発を促進するうえで、火
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山により近いエリア等での調査・開発を進める際に酸性地熱貯留層に遭遇する可能性は十

分考えられるため、本技術開発の実施は有効である。 
 
 (3) 資源機構が実施する意義 
 上述したように、酸性地熱貯留層の利用に関する課題は、既に顕在化している地域だけ

でなく今後も多くの地熱調査地域や地熱発電所で課題となるリスクがある。このため資源

機構が主体となって本技術開発を実施することで、その成果を多くの地熱調査地域や地熱

発電所にも応用することができ、地熱開発の更なる促進に貢献することとなる。 
 なお、噴出した酸性熱水を直接的に中和したり、耐食性の高い材料を配管等に使用した

りする対策技術もあるが、資源機構ではこれら対策技術でなく、地熱貯留層における酸性

流体発生メカニズム等を明らかにして、利用可能な状態の流体を得るための技術を開発す

る。 
 
 (4) 経済産業省の政策との関連 
 経済産業省では、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、地熱資源の開発可能領域の拡大に貢献する技術であり、地熱発電の設備

容量の増加に直接的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 
 地熱地帯における酸性熱水の存在は、日本だけでなく海外では米国、コスタリカ、アイ

スランド、メキシコ、フィリピン、台湾などでも古くから確認されており、その成因など

については多くの地熱技術者や大学関係者などにより研究されてきている（例えば

Truesdell（1991）など）。酸性熱水の化学性状に関しては、塩酸酸性と硫酸酸性のタイプ

があることや、成因については火山性のマグマ起源流体の混入や熱水系での硫化水素ガス

の酸化による硫酸の発生などがあることが知られている。同位体を適用した研究としては、

IAEA（2005）による、世界各国の酸性熱水の成因や産状に関する研究もある。ただし、酸

性熱水の賦存域や流動状況についての、地表探査による把握技術等については研究事例は

ごく少ない。酸性熱水の調査・探査技術は、未だ確立されたものとは言い難い。 
 一方、酸性熱水の利用技術に関しては、コスタリカやフィリピンなどで地熱生産井の坑

内での中和技術などの研究があるが、その技術の長期的な適用はコスタリカのミラバジェ

ス地熱発電所でのものが唯一の事例である。 
 
 (2)国内での研究開発動向 
 地熱発電開発に係る調査・研究としては、NEDO による以下のものがある。 
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・平成 4 年度調査報告書 酸性熱水の対策技術等に関する調査研究 
・平成 14・15 年度エネルギー・環境国際共同研究提案公募事業 強酸性地熱流体の発電

利用に関する調査研究 
 ただし、上記の調査・研究は、国内外の研究動向の現状調査や、中和利用技術の情報収

集調査等が中心で、本格的な研究・技術開発は行なわれていない。 
 国内でこれまで酸性熱水が確認された地熱地点としては、鬼首・八丁原・山川・澄川（以

上既設発電所あり）・白水越（調査井複数本で確認：未開発）などがあり、それぞれの開発

会社・調査会社などで酸性熱水に関する調査・研究等が行われており、成因などについて

ある程度の検討・評価が行われている。しかし、解析・評価手法などは各々で異なってお

り、統一された手法は確立されていない。 
 
 (3) これまでの資源機構における研究実績 
 資源機構では、これまで地熱の酸性流体に係わる技術開発の実績はない。 
 
 (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 
 本技術開発は以下の項目からなる。 
 酸性熱水の性状や産状、発生メカニズム等に係る情報収集（①情報収集） 
 酸性熱水の化学・同位体性状等の調査とそのデータに基づく発生メカニズム評価手法

の検討（②化学・同位体性状調査） 
 地熱貯留層での酸性熱水発生の原因となる火山性（マグマ起源）流体の供給過程を把

握するための地表探査手法の検討（③地表探査） 
 酸性熱水の発生メカニズム・流動状況解明のためのシミュレーション解析技術の検討

（④シミュレーション解析） 
 酸性熱水が賦存する地熱地点での地熱資源利用技術の開発要素の抽出（⑤利用化技術

要素抽出） 
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 各項目の実施スケジュールの概要は下表のとおり。 

 H30 H31 H32 

 ①情報収集    

 ②化学・同位体性状調査    

 ③地表探査    

 ④シミュレーション解析    

⑤利用化技術要素抽出    

 
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）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） 
 本技術開発の委託先は公募により決定する。3 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。 
 
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、担当者及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
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スケジュール等を検討する会合を適宜開催する。 
 さらに委託業務の中で外部有識者からなる「地熱酸性熱水検討会」（仮称）を設置し、本

技術開発に関する技術的な助言を頂くものとする。この検討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 
  ・ 地熱地帯における酸性流体の発生メカニズムを解明すること。 
  ・ 各種の化学・物理データ（酸性熱水の同位体性状や、火山地帯を含む地表物理探査

データ等）を利用して酸性流体の賦存状態や流動に関する多角的な探査・調査・シ

ミュレーション解析を行い、有効な技術を抽出・取り纏めること。 
  ・ 酸性流体を有する地熱貯留層を利用可能とする技術の確立に向けて、酸性熱水が賦

存する地熱地点での地熱利用技術の開発要素を抽出すること。 
 
16. 研究成果の活用あるいは実用化の見通し 
 本技術開発は、実証試験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発電所にも応用できる技術となり、また新規の地熱開発においても、

利用可能な地熱資源の増大に貢献する技術となる。 
 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

公表を目指していく。 
 
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 
  ・ 各種化学・物理データを利用した多角的な探査・調査・解析技術の開発はもう少し

具体化してもらいたいとのコメントを受けて、15 ページ目の「15.最終評価時点に

おいての目標/成果の意義、位置づけ」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 
 プロジェクトの意義は認められる。 

 酸性流体を利用することができれば、既存の発電所の利用率向上に寄与でき、また発電

量の増加につなげることができ意義は認められる。 

 地熱開発の可能範囲を広げるためには必要な基礎的な研究であり、意義はあると考える。 

 酸性熱水を噴出するために使用を止めた坑井（特定の断層エリア）があり、これを利用

できれば蒸気量確保に非常に有益であり、意義は大きい。 

 酸性熱水に逢着したために開発を断念した地点や開発後も多大の労力を強いられている

発電所もあり、本プロジェクトは、発電可能な地熱資源量拡大に直接的に結びつくもので

あり、その意義は大きい。 

 酸性熱水に遭遇すると生産自体が不可能となる現状では、酸性流体の発生メカニズムの

解明、さらには酸性流体の産状や賦存域を把握するための探査・調査技術を確立すること

が喫緊の課題のひとつである。その意味で、本プロジェクトの意義は大きい。 

 企業からの要請による研究開発であり、現場からの要請に応えるために、酸性地熱流体

の発生機構を解明することは、この地熱資源を利用する上において大きな意義がある。  

 一見基礎研究のように見えるが、地熱流体の性状を把握しないと材料や開発技術の設計

目標すら立てることができない。研究的要素が強い技術開発を進めることにより、地熱技

術の全体的な向上が見込まれる重要な課題である。 

 
 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） 
 資源機構のプロジェクトとして妥当である。 

 酸性流体の発生メカニズム解明のためには、理学的研究を強化するために、国研や大学

の研究者を広く集める必要があり、また、現場のデータを丁寧に収集・記述する必要があ

り、国をあげての対応が必要。 

 資源機構はこれまでに地熱酸性流体に関する研究開発を実施した実績はないが、H25 年

度以降、地熱貯留層評価・管理技術の研究開発を実施しており、この分野において豊富な

知見を有している。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。 

 個別企業では対応できない研究的要素の強い技術課題であり、資源機構が主導する意義
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は十分ある。 

 企業が実施することが困難な、リスクを伴う技術開発課題であるので、資源機構が実施

する必要性は高い。 

 本研究が基礎研究であること及びその成果を国内事業者に利用普及させるには資源機構

が最も適していると思う。 

 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。 

 このような基礎的研究はスピルオーバー効果が期待されるので政府機関が関与する必要

性が高い。 

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

 酸性熱水の産状など、発生メカニズムの解明にまずは注力してもらいたい。 

 発生メカニズム解明のためには理学的研究に注力する必要あり。一方、酸性熱水を利用

可能にする工学的研究も必要ではないか。 

 酸性流体の発生メカニズムを解明し、地下での流動を把握することにより酸性流体が噴

出しないような開発方法、開発要素を抽出することを目的としているが、具体的にどのよ

うな方法あるいは要素を念頭に置いているのか説明がほしい。 

 酸性流体の発生メカニズム、酸性熱水利用技術の開発要素の抽出はよいと思うが、各種

化学・物理データを利用した多角的な探査・調査・解析技術の開発はもう少し具体化して

もらいたい。 

 項目としては妥当であると考えるが、資料では「･･･の検討」と書かれており、具体的な

開発成果が何になるのか不明である。 

 技術開発目標にはなじまない。研究目標を明確化すべきである。 

 国内において多くの地熱地点で、酸性熱水が確認されている。案の目標に加えて、酸性

熱水の資源量を評価することが望ましい。 

【資源機構側コメント】 
 最終目標について、「各種化学・物理データ（酸性熱水の同位体性状や、火山地帯を含む

地表物理探査データ等）を利用して酸性流体の賦存状態や流動に関する多角的な探査・調

査・シミュレーション解析を行い、有効な技術を抽出・取り纏める」と、より具体的な表

現に修正する。 
 なお、酸性熱水の資源量については、潜在的には可採地熱資源量の約 30%にも達すると
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の試算もあり、本プロジェクトではこの評価を精査するよりも、技術課題の解決策の検討

に注力したいと考える。 
 
 2) 技術的有望性は見込まれるか 
 技術的有望性は見込まれる。 

 国内外で多くの事例があり、基礎調査が行われているため有望性は見込まれる。 

 技術が確立されれば、開発地域を広げられるという意味で、有望であると考える。 

 本プロジェクトは、室内での研究開発にとどまるが、今後、現場での研究開発に発展す

れば有望なプロジェクトであると評価する。 

 地域により酸性流体の発生メカニズムは様々であり、うまく分類し、利用技術の確立に

繋げていくかが重要である。 

 11 ページ目の「3.(2)研究概要」に記載の内容は妥当な内容であり、これらの成果をとり

まとめることによって、酸性地熱流体への対応方法がおのずと明確化できると判断される。 

 酸性熱水発生メカニズムは解明できるのではないか。酸性熱水の有用化技術の開発は難

しいかもしれない。ただ、以下のような現象があることに注意。一般に腐食性といわれる

高温火山ガスももともと酸素が含まれていないため、それを使って材料試験を行っても、

腐食の状況は通常発電に使われる蒸気の場合とそれ程変わらない。 

【資源機構側コメント】 
 酸性熱水の有用化技術の開発は容易ではないと思われるが、高温火山ガスの特徴にも留

意し、酸性流体を利用可能とする生産技術や掘削仕上げ技術等の開発に繋がるよう取り組

みたい。 
 
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 
 妥当である。 

 酸性地熱流体に関する技術開発は、これまでに殆ど実施されていない。酸性地熱流体に

関する研究の第一段階として、案のスケジュールと予算は妥当である。 

 期間が短いので、日本全体の関連研究者を糾合する必要があるだろう。 

 予算に関しては根拠がわからないため判断できない。 

【資源機構側コメント】 
 委託業務の中で設置する検討会等を通じて関連研究者の意見を幅広く収集し、本事業に

活用したいと考える。 
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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 
 公募により選定するため適切である。 

 公募によって行われるので経験・技術力のある研究者を選定できると思う。 

 地球化学者、化学者、化学エンジニア、現場研究者・技術者を糾合し、うまくリーダー

シップを取り、適切にマネジメントする必要あり。 

 情報がないので判断できない。 

 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】 
 公募の際に、関連研究者の意見を幅広く収集する方策を提案書に織り込んでもらう等し

て、適当な委託先の選定に努める。 
 
 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 
 資源機構のもとに多様な人が集まるので、資源機構がリーダーシップを取り、マネジメ

ントに留意する。 

 研究機関を想定した委託研究である。競争原理にはなじまない。 

 地熱酸性熱水検討会を設置することにより、関係者間の連携が十分な体制となることが

期待できる。 

 進捗報告会やスケジュール等の会合が適宜開催され、外部検討会もあり連携・競争が行

われる組織になっていると思う。 

 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。 

 特段の問題はないと考える。 

 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 
 資源機構内の合議・意思決定の体制は適切である。 

 資源機構内の研究体制は、経験者を有しており適切になされると思う。 

 地熱技術評価部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。  

 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。 
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 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。専門

家委員会が進捗管理だけでなく、相互の項目が連携して、酸性地熱流体に関しての体系化

された知識となるように、積極的な関与が望まれる。 

 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。 

 資源機構のもとに多様な人が集まるので、資源機構がリーダーシップを取り、マネジメ

ントに留意する。 

 
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） 
 酸性流体生成メカニズムの解明が前提。酸性流体の有用化工程の実現。併せることで普

及・波及。 

 ここで開発する技術の実用化というよりも、周辺技術の実用化に貢献できる技術となる。 

 本技術開発は、地熱資源の開発可能領域の拡大に貢献する技術であり、酸性地熱流体が

発生する地熱地点では実用化される可能性が大きい。 

 酸性熱水に関連する問題を抱えている地熱ディベロッパーは少なくないと推察されるの

で、よい成果が得られれば、その波及効果は大きいものと考えられる。 

 酸性熱水の利用の道筋が示せれば、酸性熱水の坑井を持っている開発地点や発電所のほ

か新規開発者にとって将来計画を立てることが可能となり十分に活用される技術となる。 

 酸性貯留層を有する地域の地熱貯留層を利用可能とするためには、14 ページ目のスケジ

ュール表の⑤に記載のとおり、利用化技術要素を抽出し、後継の技術開発も実施していく

ことが必要と思われる。 

 報告会や学会で広めるということであり、それはよいと思う。より直接的に事業者に技

術移転する方法があるとよいかもしれない。 

【資源機構側コメント】 
 成果を積極的に公表するとともに、技術開発要素を抽出・提示することにより、地熱事

業者が直接的に利用できる技術の確立に繋げていきたい。 
 
 2) その他成果の普及は期待できるか 
 酸性流体が賦存する貯留層の低コストでの開発利用方法を開発できればその成果の普及

は十分に期待できる。 

 酸性流体生成メカニズムの解明と酸性流体の有用化工程の 2 つが実現すれば普及は期待
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できる。 

 よい成果が得られれば、地球科学的な観点からも、火山防災など、普及が期待できる。

積極的な広報活動を期待する。 

 報告会、学会・学術会議等での公表を通じて成果の普及が期待できる。 

 
以 上 


