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制 度 名 ニ ュ ー サ ン シ ャ イ ン 

計 画 事 業 名
熱 水 利 用 発 電 プ ラ ン ト 等 開 発
深 部 地 熱 資 源 採 取 技 術 の 開 発

事業の概要  地下 3000m以深，温度 350℃程度が想定される深部地熱資源を安全かつ経済的に採取するために必要
な，高温高圧かつ硬質の地質環境下に適用可能な掘削技術および生産技術を開発する． 

1. NEDO の関与の必要性・制
度への適合性 

 深度が約 3000m以上に達する深部地熱井の掘削コストは，浅部地熱井のそれに比べてかなり高額にな
る．地熱発電量を早期に増大させるため，民間に先がけて国が深部地熱資源の性状に見合った深部掘削・
生産技術を体系化し，開発コストの削減を図る必要がある． 
深部地熱資源開発に必要な掘削・生産技術は多岐にわたっており，民間企業のみでは十分な研究開発が
見込まれない．また，深部地熱資源量は浅部地熱資源量を上回ると見積もられており，地熱発電量を即
効的に増大させる可能性を持っている．したがって，本プロジェクトは国が実施すべきものであると考
える． 

2. 事業の背景・目的・位置付け 浅部地域が開発され，地下に地熱資源の賦存が確認されている既開発地域で，より深部の地熱資源を
開発することは，新規地域での開発に比べ，そのリスクをかなり小さくでき，地熱発電量の増大に貢献
できるものと期待されている． 
このためには，地熱開発コスト全体に対して，50%程度を占める坑井掘削コストの削減が大きな技術

開発課題となっている．深部地熱井の掘削コスト削減のためには，高耐熱性，高耐久性の掘削およびそ
の周辺技術・検層機器の開発が求められている． 

3. 事業の目標 
（全体目標） 

 

深部地熱資源を効率的かつ経済的に採取するため，耐熱 350℃程度で使用可能なビット，泥水，セメ
ント，ダウンホールモータなどの掘削技術および耐熱温度 400℃の PTSD(Pressure, Temperature, 
Spinner, Density)検層技術と PTC(Pressure, Temperature, Chemical sampler)モニタリング技術，耐熱
温度 300℃のトレーサモニタリング技術，スケールモニタリング技術およびスケール対策技術などの生
産技術の開発を行う． 
H4fy H5fy H6fy H7fy H8fy H9fy H10fy H11fy H12fy H13fy 総額（10年間） 4. 事業の計画内容 

(単位：百万円) 
特別会計（電特） 54 200 202 341 340 343 308 246 224 147 2,405 

省内担当原課 産業技術環境局 研究開発課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 地熱開発室 

委託先 
＜掘削技術の開発＞ 
・全体開発設計           地熱技術開発(株) 
・耐熱耐久性ビットの開発      石油鑿井器製作(株) 
・高温掘削泥水の開発        (株)テルナイト 
・高温用セメントスラリの開発    (株)テルナイト 
   （再委託先：         宇部興産(株)） 
・高温用ダウンホールモータの開発  (株)三井造船昭島研究所 
                  (株)ワイビーエム 
・高温用高強度セメントスラリの開発 シュルンベルジェ(株) 
   （再委託先：         EPS， ATC） 
  
＜生産技術の開発＞ 
・全体開発設計            地熱技術開発(株) 
・PTSD検層技術           地熱技術開発(株) 
                  石油資源開発(株) 
・PTCモニタリング技術        地熱技術開発(株) 
   （再委託先：坑内サンプラ   ABB OS．） 
・高温トレーサモニタリング技術   石油資源開発(株) 
・スケールモニタリング技術     三菱マテリアル(株) 
・生産管理技術（技術調査）     地熱技術開発(株) 
・生産管理技術（スケール防止・除去技術）三菱マテリアル(株) 

 研究開発体制 

 
 

5. 実用化，事業化の見通し 本プロジェクトで開発済み，あるいは開発中の掘削・生産技術は地熱地域の下部，周辺部の資源開発，
および，海外の深部地熱資源あるいは高温の浅部地熱資源，火山周辺の地下調査に適用できると期待さ
れる．掘削技術の実用化は，委託先が製品を販売することにより，また，生産技術の実用化は，委託先
が中心となってサービス体制をとり作業サービスとして行う．本プロジェクト終了後，開発した掘削お
よび生産技術が広く普及するには，コストダウン等を図る必要があると考える．また，本プロジェクト
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では，例えば耐熱耐久性ビット（耐熱温度 350℃）の場合，中間目標として 300℃のものも開発してい
る．これらのものについては，浅部地熱資源の開発への活用が期待できる． 

6. 今後の展開 掘削技術に関しては，高精度・高傾斜掘削技術，小口径・大口径掘削技術，新たな高効率掘削技術等
ならびにコスト削減が，今後の研究開発課題であると考える．生産技術に関しては，一層安価で効率的
なスケール対策技術や，的確な貯留層管理技術が重要であろう． 

7. 中間・事後評価 中間評価：平成 5年度および 11年度実施 
8. 研究開発成果 特許（出願）数：０（１０）件，査読論文数：国内２，国外５，新聞発表数０件 

（査読論文数：国内１１，国外４６：産業技術総合研究所によるもの）

基本計画の変更 平成９年度，平成 10年度 
変更内容 （ダウンホールモータ） 

耐熱性の目標を非掘削時 350℃，掘削時 250℃を，非掘削時 250℃，掘削時 200℃
に変更（平成 9年度）． 
実機製作を中止（平成 10年度）． 
（高温用セメントスラリ） 
比重 1．5，耐熱性 300℃で圧縮強度 200kg/cm2以上の高強度・高耐久性セメン
トの開発（平成 10年度）． 
（トレーサモニタリング技術） 
耐熱温度 350℃を，耐熱温度 300℃へ変更（平成 10年度）． 

9. 情勢変化への対応 

評価履歴 中間評価（産業技術審議会 エネルギー・環境技術開発部会 評価委員会 地
熱評価小委員会）（平成 5年度） 
中間評価（産業技術審議会 評価部会 地熱技術開発評価委員会）（平成 11年
度） 

10． 今後の事業の方向性 
 

ビットの対摩耗性の向上，高強度を有する高温用セメントスラリの開発と実用化，高温用トレーサの
実証試験と解析ソフトの開発，スケールモニタリング技術とスケール防止・除去技術の開発と実証． 
地熱企業の基盤が脆弱であることから，コスト低減のための技術開発を行う必要があると思われる．

作成日 平成 14年 10月 11日 
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「熱水利用発電プラント等開発  
深部地熱資源採取技術の開発」 

（事後評価）評価概要（案） 
 
１ 総論 
１）総合評価 
石油代替及び CO2削減等の地球温暖化対策において、純国産で環境負荷の小さい
地熱エネルギーの開発は重要であり、産学官連携による体制のもと、プロジェクト
を推進したことは適切であったと思われる。 
プロジェクトの技術開発目標は概ね達成されており、採取技術における高温耐久
性を飛躍的に高めたことは高く評価できる。しかし、成果の普及・広報が少なく、
特許取得等を含め、今後も積極的に行うべきである。 
実用化に関しては、PTSD 検層技術、PTC モニタリング技術に関する技術レベルが
高く、商品化が期待できるが、全体的に経済面での課題が残されている。 
また、当初の計画では当該技術の他分野への応用は十分に考慮されていないため、
現在の地熱開発を取り巻く環境を考慮して、プロジェクトの成果を活用する方法を
考えるべきである。 
 
２）今後に対する提言 
成果の普及を国内に限らず、開発途上国を含めた海外へも積極的に行うとともに、
技術の転用に関しても、例えば石油資源開発や学術調査などの地熱開発以外への応
用も視野に入れて実用化を目指すべきである。 
技術面に関しては、スケール防止・除去技術は既存の地熱開発においても多くの
ニーズがある。地熱深部井掘削におけるコスト削減のためにも実用化が期待されて
いる重要な技術であるため、今後も推進を行うべきである。 
プロジェクトで開発された成果のきちんとした継承をはかることが望まれる。 
 
 
２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
地熱開発は地球環境問題対応において、クリーンエネルギーの一つとして期待さ

れる重要な技術開発であるとともに、プロジェクトで目標としている深部地熱技術
開発は、現段階では民間ベースの研究開発が非常に難しいと考えられるため、NEDO
及び産総研が行う事業としては妥当である。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
実用化を考慮した目標設定をしており、深部地熱開発に必要と考えられる研究項
目が網羅されていることは適切であった。ダウンホールモータの中断は情勢変化に
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対応した計画変更であり妥当と考えられる。 
NEDO、産総研、民間企業による研究体制は産学官の利点を生かしているが、弾力
的なチーム編成を行い、共同研究等を推進して効果的なプロジェクトマネジメント
を行うなどの対応が必要であった。 
 
３）研究開発成果について 
耐熱耐久性ビット、高温掘削泥水と高温用・高強度セメントスラリ等の掘削技術、
PTSD 検層技術及び PTC モニタリング技術、高温トレーサモニタリングとスケール
対策技術等の生産技術、いずれの開発も深部地熱資源開発に欠かせない要素技術の
開発を目指し、世界トップレベルの成果をあげている。さらにいくつかの要素技術
の性能についてはフィールド実験により検証もされており高く評価できる。 
その一方で、波及効果の乏しい技術の開発に限られており、地熱開発以外の他分
野への応用も視野に入れるべきである。 
成果の公表については、論文数は多いが特許等の取得が非常に少なく、普及広報
における努力が望まれる。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
開発目標を達成しており、今後、多くの運用試験を実施することにより、地熱エ
ネルギー開発に貢献可能な技術に成り得ると考えられる。 
しかし、わが国の地熱エネルギー開発が停滞している現状では、プロジェクトの
成果を地熱開発だけで実用化させることは非常に難しいと考えられる。 
プロジェクトの成果を活用するためには、既存の地熱井や、石油、天然ガスある
いは学術的掘削などの地熱開発以外の分野への技術の転用を積極的に行っていく
必要があると思われる。



 

 

 成果に対する評価 

掘削技術 高温耐久性ビット、高温用・高強

メントスラリ及び高温削除泥水など

素技術開発における目標は、ほぼ達

れている。研究開発成果としても世

ップレベルであり、高く評価される。
その一方で、既存技術の応用が多
新規性に欠ける点もあった。 

生産技術 高温・深部井の検層技術・モニタ

グ技術の目標である耐熱温度の向上

成されている。高温トレーサモニタ

グ技術、スケール防止・除去技術に

ても目標は達成されており、全体と

世界トップレベルの成果をあげている
しかし、海外技術の転用や基礎段
技術開発で留まっている部分もあり
のような部分においては独自技術の
と更なる実証研究を行うことが望
る。 
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要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

    

実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

度セ

の要

成さ

界ト

 
く、

技術的には実用化レベルに近いと考え

られるが、地熱資源開発が停滞している

現状を考慮すると、実用化は難しいと思

われる。 
地熱井以外の高温井や深部井等への応
用も検討することが必要である。 

高温掘削技術への需要を考えると、今

後はビットの耐摩耗性等の更なる性能向

上とコスト低減が必要となる。 
また、異業者との研究ネットワークを
構築し、地熱開発以外の分野への実用化
も含めた検討を行うことも望まれる。 

リン

は達

リン

おい

して

。 
階の
、そ
開発
まれ

PTSD 検層技術及び PTC モニタリング技

術の開発レベルは実用化に近いと考えら

れるため、更なる検証によるデータ収集

を行うことが望まれる。 
また、現在の深部地熱開発を取り巻く
厳しい環境を考えると、地熱井以外の高
温井や深部井への利用や、地熱開発以外
への応用も視野に入れ、実用化を目指す
べきである。 

PTSD 検層技術及び PTC モニタリング技

術は、ほぼ完成されており、適用範囲を

広く考え実用化を目指すべきである。 
スケール対策技術、トレーサ技術は非
常に重要な成果を上げているが、基礎的
な開発段階であり、今後も更なる技術開
発及び検証を行う必要があると考えられ
る。 
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評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.7  A A B A B A 

２．研究開発マネジメントについて 1.8  B B B C B B 

３．研究開発成果について 1.8  B B C B B B 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.7  B C B B C B 

 

（注） Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 


