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作成日 2003/2/5 
制度・プログラム名 地熱探査技術等検証調査  
事業(プロジェク名) 貯留層変動探査法開発 PJコード E97014 
事業の概要 地熱開発及び地熱発電所の安定操業に必要な、地熱貯留層の状態の変化を探

査・評価・管理するために必要な観測(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ)技術・解析技術を開発する。 
事業担当推進部室・担当者 新エネルギー・産業技術総合開発機構 地熱開発室 堀越孝昌・橋本幸治 

１．事業の目的・政策的位置付けについて                         
(1) NEDO が関与する意義 
 地熱エネルギーは，純国産の再生可能エネルギーであり，供給安定性に優れ，二酸化炭素排出によ
る環境負荷が小さい等の利点が多い．しかし，地熱開発事業者のなかには，研究開発に対する十分な
投資能力を有していない企業もあることから，我が国のエネルギー政策上，国の機関である NEDO が地
熱発電の導入促進を図る技術開発を行うことは意義がある． 

(2) 実施の効果（費用対効果） 
 開発した技術を毎年 1億円程度の費用で利用することによって、①補充井掘削コストの削減効果、②
設備利用率向上の効果が見込まれ、3～5 万 kW の地熱発電所において 1.3 円/kWh 程度のコスト削減が期
待される。 

(3) 事業の背景・目的・位置付け 
 本事業の背景として，多くの地熱発電所で，貯留層の温度・圧力の低下による発電出力の減衰問題が
深刻化し，それに対する有効な貯留層評価・管理技術が求められていた。また，発電出力の増大のため，
既開発地域周辺に賦存する地熱貯留層の探査技術や，周辺地域の開発が既存設備に及ぼす影響を評価す
る技術の開発が求められていた． 
 本事業では，既存の水理試験技術，各種探査技術および貯留層評価技術を向上させ，統合することに
より，地熱貯留層を形成する断裂系の水理特性を明らかにし，蒸気生産に伴って生じる地熱貯留層の変
動を重力，自然電位等の変化として正確に捉え，地熱貯留層の広がりや将来の変動を的確に予測する技
術を開発することを目的とした． 
 本事業は，地熱流体の生産・還元に伴う貯留層の変動を，既存の探査ツールの使い方を工夫し統合化
することにより，時間経過の中でその変化を総合的に抽出する探査技術の構築を目指したもので，この
ような総合的な技術は世界的に類がなく，新規性が高い技術として位置付けられる．  

２．研究開発マネージメントについて                       
【事業の目標】本研究開発では、断裂系の水理特性を把握する実用的な技術の開発、貯留層の状態の変
化や広がりを把握する実用的な技術の開発、貯留層の将来変動を予測する実用的な技術の開発を目指し、
その指標として、 
 ① 運転開始後５年程度で貯留層変動域を把握し周辺開発の指針を得ること、 
 ②貯留層の生産ゾーンと還元ゾーン（冷却域）の干渉の有無およびその程度を把握すること、 
を目標とした。 

主な実施事項 H9fy H10fy H11fy H12fy H14fy  

1. 断裂水理探査法開発 

2. 重力探査法開発 

3. 電気･電磁気探査法開発 

4. 地震波探査法開発 

5. 貯留層変動予測技術 

【事業の計画内容】 

6. 貯留層変動予測技術 
 （モデリング支援技術） 
（単位：百万円） H9fy H10fy H11fy H12fy 

(当初) 522 794 1,063 765 【開発予算】 総予算額 
（特会） (実績) 474 718 928 695 
経済省担当原課 産業技術環境局 研究開発課 【開発体制】 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

ＦＳ

ＦＳ

ＦＳ

ＦＳ

ＦＳ

ＦＳ･機器導入 基礎実験･解析法開発 

機器開発・フィールド実験・改良・
解析ソフトウェア開発 

数値実験
総括報告書 
総合貯留層ﾏﾆｭｱﾙ作成 

機器開発・フィールド実験・改良・
解析ソフトウェア開発 
機器開発・フィールド実験・改良・
解析ソフトウェア開発 
機器開発・フィールド実験・改良・
解析ソフトウェア開発 

ｼｽﾃﾑ設計・ﾎﾟｽﾄﾌﾟﾛｾｯｻ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等開発
まとめ・ﾏﾆｭｱﾙ
H13fy 
まとめ・ﾏﾆｭｱﾙ
まとめ・ﾏﾆｭｱﾙ
まとめ・ﾏﾆｭｱﾙ
まとめ・ﾏﾆｭｱﾙ
まとめ・ﾏﾆｭｱﾙ 
H13fy H14fy 総額 
700 50 3,893 
651 45 3,511 
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委託先 （断裂水理）    石油資源開発(株)  
（重力)         奥会津地熱(株)・東北電力(株) 
（電気･電磁気）  日鉄鹿児島地熱(株)・日鉄鉱業(株)・ 

 日鉄鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株) 
（地震波）     三菱ﾏﾃﾘｱﾙ資源開発(株)・地熱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 
（貯留層変動予測）電源開発(株)・三菱ﾏﾃﾘｱﾙ(株) 
（モデリング支援）西日本技術開発(株) 

 

カップルド研先 (独) 産業技術総合研究所 
【情勢変化への対応】平成 10年度に必要な予算確保が困難であることが明確になったこと及び FSの
結果を踏まえ、透水率検層法の開発を中止。同様の理由で重力探査法の坑内重力計の開発を中止。 
 平成 13年度に、政策的理由から総合フィールド実験・技術の統合化が出来なくなり、NEDO事業では
各要素技術の統合化の指針作成と総括報告書作成による取りまとめに変更。産総研は、研究開発データ等
を活用し、地熱開発事業者との共同研究を通じて総合フィールド実験を補完。 
【今後の事業の方向性】産総研は地熱開発事業者との共同研究や取得したデータを解析し、NEDO事
業で残された課題の取りまとめを実施。地熱開発事業者が本研究開発の成果の中から、それぞれの地熱開
発フィールドに適した手法を貯留層管理や周辺域開発に活用。一部の要素技術は、委託先の関係会社が技
術サービスを実施。 

３．研究開発成果 

 
テーマ 開発項目 成 果 概 要 

圧力遷移試験法 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御による圧力遷移試験ｼｽﾃﾑの実用機を作製し、ﾌｨｰﾙﾄﾞ実証実験を通
じて、実用技術として確立。 

傾斜計利用観測法 肘折高温岩体実験場、柳津西山地熱発電ﾌｨｰﾙﾄﾞの実験を通じて、高感度傾斜計
を利用した地下の透水性が高い断裂の分布を観測・解析する手法を確立。 

 
坑井水理試
験法 
 
 二相流量計測法 ﾚｰｻﾞｰ流速計を用いた二相流配管から直接連続計測可能な二相流量計測法の基

礎実験を行い、二相流計測法の基礎技術を確立。 
ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫﾝ VSP FSの結果、開発コストを考慮し、開発休止。 透水率検層

法 個別ﾌｨｰﾄﾞｿﾞｰﾝ流量計 FSの結果、開発コストを考慮し、開発休止。 
重力観測ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開
発、解析・評価 

柳津西山地区に重力観測ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを構築し、長期観測を通じて、標準的観測
法を作成。解析ではﾉｲｽﾞ除去法を確立。ﾋｽﾄﾘｰﾏｯﾁﾝｸﾞを実施し、精度がよい貯
留層ﾓﾃﾞﾙを作成。 

重力探査法 
 

坑内重力計 FSの結果、開発ｺｽﾄを考慮し、開発中止。重力ﾎﾟｽﾄﾌﾟﾛｾｯｻを用いた既存の坑内
重力計の適用可能性を検討。 

SP ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発 大霧地区に SP ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ観測ｼｽﾃﾑを構築し、長期観測を通じて標準的な観測法
を作成。生産・還元に伴う SP変化を確認し、地熱貯留層の変動観測に SP ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞが有効性を実証。 

比抵抗ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開
発 

大霧地区に MT ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ観測ｼｽﾃﾑ設計・構築し、短期間ながら予想された比抵
抗変動と調和的な比抵抗変動を観測。 

電気・電磁
気探査法 
 
 

SP･MT ﾋｽﾄﾘｰﾏｯﾁﾝｸﾞ SP観測ﾃﾞｰﾀと貯留層ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果を用いて、ﾋｽﾄﾘｰﾏｯﾁﾝｸﾞを行い、貯留層ﾓﾃﾞ
ﾙの精度を向上する技術として実証した。改良した貯留層ﾓﾃﾞﾙを用いて将来の
貯留層変動予測を実施。 

微小地震観測ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽ
ﾃﾑ開発 

微小地震の震源移動等をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞし、地熱発電所の運転による貯留層内の温
度・圧力・流体移動域等の変動を把握するための手法およびﾂｰﾙ（地震波変動
ﾃﾞｰﾀ処理・解析ｼｽﾃﾑ(MEPAS)等）を開発。 

地震波探査
法 

弾性波速度構造変化調
査法 

貯留層変動に伴う弾性波速度構造変化を抽出する手法を検討。反射法ﾃﾞｰﾀの散
乱重合法の重合前ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝ処理および重合速度ﾊﾟﾈﾙを用いる対比することに
より、従来よりも明瞭な反射ｲﾍﾞﾝﾄの検出が可能であることを示す。 

ﾎﾟｽﾄﾌﾟﾛｾｯｻ開発 重力、SP、比抵抗（直流法、MT/CSMT法）、地化学ﾎﾟｽﾄﾌﾟﾛｾｯｻを開発。ﾃﾞｰﾀ･
ﾍﾞｰｽおよび貯留層ｼﾐｭﾚｰﾀ･ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ（TOUGH2、SING2用）を開発。 

貯留層ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ技術開
発 

地熱貯留層 STARを PC化。MINC ﾓﾃﾞﾙを導入し、実ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃﾞｰﾀを使用し、ﾎﾟ
ｽﾄﾌﾟﾛｾｯｻを用いた貯留層ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞを実施して特性を評価。 

貯留層変動
予測技術 

ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ支援技術 ｺｱ･断裂系ｼｽﾃﾑを適用し、山葵沢･秋ﾉ宮地区のﾓﾃﾞﾙを精緻化。石英･ｼﾞﾙｺﾝを用
いた簡便・迅速な TL強度年代測定手法を開発。ICP-MS装置を用いた熱水性
鉱物中の微量化学成分濃度の定量分析法を開発。 

総合フィールド実験およびシステム統合化 政策的理由により、NEDO地熱開発全体が終了されることになり、本研究開発
は要素技術開発までで研究開発を終了。統合化を目指し、産総研にて地熱開発
事業者との共同研究により総合ﾌｨｰﾙﾄﾞ実験を継続中。 

  
特許・論文等 NEDO：特許 ０件、論文  ４４件 

産総研：特許 ５件、論文  ９３件 
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４．実用化、事業化の見通し 
・圧力遷移試験ｼｽﾃﾑ・傾斜計利用観測法は、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる技術ｻｰﾋﾞｽが開始の見込み。 
・重力ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ・SP ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑは、NEDO事業の結果を利用し、地熱事業者が貯留層管理の為に採
用の見込み。また、石油、天然ｶﾞｽ、地層処分などの分野にも利用される可能性が見込まれる。 
・地震波変動ﾃﾞｰﾀ処理・解析ｼｽﾃﾑ(MEPAS)は、既に 14の地熱開発事業者、研究者が利用。貯留層ｼﾐｭﾚｰﾀ
PC版、各種ﾎﾟｽﾄﾌﾟﾛｾｯｻは、既に 14の地熱開発事業者、研究者が利用。今後徐々に普及の見込み。 
・ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ支援技術・ｺｱ断裂系ｼｽﾃﾑは、地熱開発促進調査で既に利用。今後の地熱開発で利用の見込み。 

実施時期 平成 11年度 中間評価実施 評価履歴 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
実施時期 平成 15年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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評価概要（案） 
 
１． 総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは地熱エネルギーの安定供給とコスト削減に必須であることか
ら、事業の位置付けは明確であり、必要性に関しても十分な意義がある。また、
CO2 排出量の削減、自然エネルギーの活用など時宜を得た計画は妥当である。特
に、フェーズ１における「要素技術開発」とフェーズ２における「統合化システム
開発」からなる研究計画は妥当といえる。 
国の政策変更によってプロジェクトが途中中断となり、フェーズ２には進めなか
ったものの、フェーズ１の研究成果については概ね目標を達成したと評価する。 
本事業では各種の方法で得られた結果を貯留層変動について実証するという視点
が重要であるが、プロジェクト中断のため間接的な実証に留まったことは残念であ
る。また、統合化した貯留層変動探査技術の実用化・事業化の見通しや経済的貢献
度がやや不明瞭であると思われる。 
 
２）今後に対する提言 
新規の地熱地域の開発が難しい今後でも、類似のプロジェクトの必要性は継続す
ると考えられる。特に、大きな領域の透水性分布を直接的に計測する方法の進展を
促進するプロジェクトが鍵といえる。また、各事業主体との連携の強化や統合化と
体系化を事前に視野に入れた立案と実施が望まれる。 
ただし、研究開発・技術開発を国が行えば、その後の事業化のフェーズで民間企
業が参入することが期待できるのか、もし期待できないとするならば、どのような
事業形態が考えられるのかについての検討が必要だと考えられる。 
さらに、地熱開発プロジェクトに対する一般の理解を得るには新エネルギー全体
における地熱発電の位置付けを明確に示す必要がある。また、これまでの投資の効
果をあげるため、成果の普及に関しても人・モノ・金を投入することが必要である。 
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２． 各論 
１）事業の位置付け･必要性について 
クリーンな国産エネルギーとしての地熱エネルギーの増産技術に係る研究開発
は極めて重要であり、近年の地球環境問題などもあって、国民の関心はさらに高ま
っていくと予想される。 
既設発電所の発電能力増強や経済性の向上といった本プロジェクトの目的は地
熱エネルギーの安定供給とコスト削減に必須であるが、現状の地熱産業の規模を考
慮した場合、民間のみに研究開発を任せることは開発コストの面で限界があること
から NEDO の関与は妥当と考えられる。 
なお、一般の理解を得るために新エネルギー全体における地熱発電の位置付けを明
確に示すこと、及び事業の投資効果を評価するための材料の提示が必要であると思
われる。 

 
２）研究開発マネージメントについて 
本プロジェクトの目標は明確であり、目標設定も含め概ね妥当と考えられる。ま
た、目的達成に必要な探査手法は概ね網羅されており、フェーズ１及びフェーズ２
における研究開発計画も妥当であったと考えられる。 
本プロジェクトで真に評価すべき事業体制は、フェーズ２の「統合化」における
体制であったことを考えるとフェーズ２が実施されなかった状態で事業体制につ
いて評価することは難しいものの、実現性を考えた場合、概ね妥当であると言える。
しかし、プロジェクトリーダが不在であり、フェーズ１つまり個々の要素技術開発
の段階から将来の実用化をにらんだ要素技術間の連携が行われたかどうか疑問で
ある。 
また、成果の普及を有効にするため、成果の受け取り手の関与を求める体制の構
築を検討すべきであったと思われる。 
 
３）研究開発成果について 
残念ながら国の政策変更によるプロジェクトの途中中止によって、プロジェクト
の最大の特徴であり最終目標でもあるフェーズ２の「技術の統合化」は達成されな
かったものの、「要素技術開発」であるフェーズ１における目標はほぼ達成したと
判断できる。しかし、本プロジェクトの主題の解明により、発電量の維持・増強に
対して、従前に比してどの程度の経済効果が見込まれるのかがやや不明瞭である。 
論文、口頭発表の数はプロジェクトの実施期間を考えれば妥当と考えられるが、
本プロジェクトの成果の普及、特に一般向けの情報発信は不十分であり、さらに積
極的な普及が望まれる。    

    
４）実用化、事業化の見通しについて 
経済効果の見込みが不明瞭である事から、事業化へのシナリオはなお不透明であ
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る。要素技術開発の段階においても実用化、事業化までのマイルストーンを示すこ
とが必要と考える。さらに、地熱発電の事業スキーム、事業者の参入障壁をなくす
ための施策、開発地域の理解を得るための施策、社会の理解等、需要を喚起する施
策などの検討も必要である。 
一方、本プロジェクトの成果は発展途上国や他分野への波及効果が大きいと考え

ら、特に、個々の要素技術については地下水流動予測や防災計測などの分野の技術
発展に寄与すると判断できるが、そのためには関連分野への積極的な広報が必要と
考えられる。 
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1.6

2.0

2.0

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

4.実用化･事業化の見通し

3.研究開発成果

2.研究開発マネジメント

1.事業の位置付け・必要性

平均値

 
 
 
 
 
 
 
 
＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)研究開発成果について 

・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(3)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の位置付け･必要性について 2.6 A B A B A
２．研究開発マネージメントについて 2.0 A C B B B
３．研究開発成果について 2.0 B C A B B
４．実用化・事業化の見通しについて 1.6 B C C B B

（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。


