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地熱井掘削用PDCビット実用化の
フォローアップ共同研究



1. 概要
1-1. 共同研究体制

（共同研究）

（外注先）
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1-2. スケジュール

項 目 内 容 担 当
スケジュール

R2 R3
R3

追加

（１）PDCカッター選定
・性能評価
・PDCカッター選定

KM

（MMC）

（２）PDCビット製作 ・8-1/2in×2個製作 KM

（３）室内試験
・PDCビット室内試験
（現場実証試験前後）

KM

（AIST）

（４）現場実証試験 ・地熱井掘削現場（2カ所）
KM

（JOGMEC）

（５）総合評価 ・成果のまとめ
KM

（MMC・AIST)

（６）～(９)ロウ付け試験・評価 ・ロウ付け 再現/試験/評価 KM

（10）総合評価 ・成果のまとめ KM
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1-3. 到達目標および実施方法・内容

1-3-1. 到達目標
① 技術開発プロジェクト時点の半分以下の8-1/2”PDCビット製作費を可能とする。（850万円程度）
② 同プロジェクトで開発したPDCビットと同等の性能を保有するビットを製作し、現場で実証する。
③ 商品化に向けて、販売価格600万円程度を可能とする手法を検討する。

1-3-2. 実施方法・内容
① 市販品PDCカッターのサンプルを購入し、耐摩耗性、耐衝撃性評価を行い、組織解析後に使用カッターを選定する。
② 選定カッターおよび性能比較用の開発カッターD（以下、カッターD)を搭載する実証試験用PDCビットを2個製作する。
③ 実証試験用PDCビット2個の室内試験・現場実証試験を実施する。
④ 総合評価
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カッターの選定
・価格と性能
・対応の自由度

2. PDCカッターの選定

カッターDに対して、
性能優位な材種4種

市販品カッターの調査
11種類
（中国、米国、韓国、英国）
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3. PDCビット製作：同じデザインのビットを2個製作

6

開発品-7のデザインを承継

➢ 後列カッターの剛性向上を目的とするカッ
ター厚み5mmから8mmへの変更
（前列カッターと同じ厚み）

➢ 上記の後列カッター配置に伴うブレード部
の最小限の形状変更

開発品-7刃面デザイン：黒線
変更部 ：赤点線



3. PDCビット製作：開発品-7デザインを承継
新規8-1/2”PDCビット仕様 名称 PDC-JK-1／PDC-JK-2

ブレード数 8

IADCコード M433

PDCカッター

サイズ φ13.44 mm

セカンダリの有無 有

フェイス 75

ゲージ 8

合計 83

チャンファ 有

アレスタ 有

ノズル 数－サイズ
6－ノズル本体径

20.4 mm

WH2-φ10 mm
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No JK-1 JK-2 No JK-1 JK-2 No JK-1 JK-2
1 37 前列 76
2 38 後列 77
3 39 前列 78
4 40 後列 79
5 41 前列 80
6 42 後列 81
7 43 前列 82
8 44 後列 83
9 45 前列
10 46 後列
11 47 前列
12 48 後列
13 49 前列
14 50 後列
15 51 前列
16 52 後列
17 53 前列
18 54 後列
19 前列 55 前列
20 後列 56 後列
21 前列 57 前列
22 ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ 後列 58 後列
23 前列 59 前列
24 後列 60 後列
25 前列 61 前列
26 後列 62 後列
27 前列 63 前列
28 後列 64 後列
29 前列 65 前列
30 後列 66 後列
31 前列 67 前列
32 後列 68 後列
33 前列 69
34 後列 70 ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
35 前列 71 選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD
36 後列 72 ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ

73 選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD
74 ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
75 選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD

ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD

前列

選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD
ｶｯﾀｰD
ｶｯﾀｰD

ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ

ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ

選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ

ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ

選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ

N

選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ
ｶｯﾀｰD

選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ

選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ 選定ｶｯﾀｰ

選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD
選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD

選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ

選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ

選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ
選定ｶｯﾀｰ ｶｯﾀｰD 選定ｶｯﾀｰ

領域 領域 領域

C 前列

選定ｶｯﾀｰ

S

ｶｯﾀｰD

G 前列

3. PDCビット製作:

カッターの配置

領域
Ｃ：コーン
Ｎ：ノーズ
Ｓ：ショルダー
Ｇ：ゲージ

8



4.現場実証試験結果
①PDC-JK-1

・ 期間：2021年9月20日～ 2021年9月21日
・ 住所：北海道
・ 抗井：構造試錐井

8-1/2”区間（1、433.6~1、442.4m） 傾斜角：約40°
・ ビット回転：最大160 rpm （ロータリー + モータ）

・ 岩種：（NEDO近隣調査にて採取されたコア試料より）

試料① 深度 243.2-243.4 m 珪化岩／凝灰岩（UCS 140 MPa）
試料② （UCS 128 MPa）
試料③ 深度 263.6-263.8 m 珪化岩／凝灰岩（UCS  277 MPa）
試料④ （UCS 198 MPa）

※一軸圧縮強度を測定したコアと今回の掘削対象岩石は物性が異なる可能性が高い
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TOTAL

岩石強度
[MPa]

（277）

実掘削時間
[hr]

3.7

実掘削長
[m］

8.8

実掘進速度
[m/hr]

2.4

掘進能率
[m/日※]

48

IADC摩耗
(in/out)

2/3

ゲージ落ち 無し

※1日を20時間換算

直前に使用していた
ローラー・コーンビット
は径で約10mm摩耗

①PDC-JK-1

10

カッター

カッター
カッター

D

選定
カッター

合計

配置数 29 54 83

破損数 1 4 5

リーミング区間 掘削区間

ROP  [m/hr]

WOB [ton]

ROP  [m/hr]

WOB [ton]

掘進長 [m] ／ 深度 [m]



・ 期間：2021年12月8日～ 2021年12月14日
・ 住所：大分県
・ 抗井：資源量調査井

8-1/2”区間（710.3~933.4m） 傾斜角：約38°
・ ビット回転：最大100 rpm （ロータリーのみ）

・ 岩種：（NEDO近隣調査にて採取されたコア試料より）

試料① 深度 680.0-680.1 m 輝石安山岩溶岩（UCS 348 MPa）
試料② 深度 681.0-681.1 m 輝石安山岩溶岩（UCS 384 MPa）
試料③ 深度 1093.05-1093.15 m 輝石安山岩質火山角礫岩（UCS 210 MPa）
試料④ 深度 1303.2-1303.3 m 輝石安山岩溶岩（UCS 184 MPa）
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TOTAL

岩石強度
[MPa]

（184）

実掘削時間
[hr]

64.9

実掘削長
[m]

223.1

実掘進速度
[m/hr]

3.4

掘進能率
[m/日※]

68

IADC摩耗
(in/out)

2/1

ゲージ落ち 無し

※1日を20時間換算

PDC-JK-2
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Run1 Run2 Run3

20.3m 114.9m (135.2m) 87.9m (223.1m)

✖ 脱落 2個 ✖ 脱落 4個（計6個） ✖ 脱落 3個（計9個）
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5. 室内試験の結果
江持安山岩供試体の一軸圧縮強度 110～130MPa
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6. カッターの摩耗体積比較
開発品-7/JK-1/JK-2のビット比較

掘削長 477 m

掘削長 8.8 m 掘削長 223.1 m
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PDC-JK-1 PDC-JK-2

カッターD 選定カッター カッターD 選定カッター



7. 総合評価
7-1. カッターDとの比較における選定カッター評価

評価項目 カッターD 選定カッター

性能

耐摩耗性 ≦ ○

耐衝撃性 ≒ ○

耐熱性 ＞ △

コスト ＜ ◎

納期 ＜ ◎

その他
・直接の購入可能

・必要に応じて、直接の情報交換も可能
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7-2.現場実証試験後のビット性能評価に基づく検証

●ビットゲージ付近のカッターには
リーミングによる顕著な損傷が認め
られるが、それ以外のカッターについては、
中度の摩耗状況であり、カッターのダイヤ層
の残存量からは、使用可能な状態であった。

●室内試験結果から、一軸圧縮強度110～130MPa

程度の岩石強度の場合には、相応のビット荷重をか
ければ、ROPの改善が確認された。

●PDCビットの使用する前のローラーコーンビットに
は10mm程度のゲージ落ちが確認されており、PDC

ビットからローラーコーンビットへ交換した直後の
ROPが3.5m/hrであったことから、相当の岩石強度で

あったものと考えられ、一軸圧縮強度を測定したコア
と今回の掘削対象岩石は物性が異なる可能性が高
いと考えられる。
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PDC-JK-1 PDC-JK-2
●脱落した9個以外の残存カッターは、ダイヤ層先端部が軽
度に摩耗している程度であり、充分な切削性能を有していた。

●ビットコーン領域では4個のカッターが喪失されたために、
φ50mm、 深さ30mmの窪みがビットボディ中央領域に形成
されており、この部分が掘削障害となったものと判断された。
しかしながら、室内試験による一軸圧縮強度110～130MPa

程度の岩石強度の場合には、この窪み領域に形成される岩

石の残芯を壊しながら連続掘削が可能であることが確認され
た。

●当該ビットの実掘削長は223.1mであったが、現場実証試
験後の室内試験における開発品-7およびJK-1との比較にお

いて、残存しているカッターが相応の切削性能を維持している
ことが確認された。

岩石の残芯



8. PDCの実用化への検証事項
ロウ付け強度に起因したビット強度不足の原因究明と対策

揚管完了直後に脱落し、
回収されたNo.29カッター

カッター超硬側 母材側

ロウ付け剥離面
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8-1. 2種類のフラックス使用によるロウ付け再検証
8-1-1. 試料の製作

試料 カッターD
選定
カッター

計

フラックスa
断面観察

（接合長/膜厚/酸化膜）
4 4 8

フラックスb
断面観察

（接合長/膜厚/酸化膜）
4 4 8

合計 8 8 16

試験済みのマトリックス焼結体を使用

フラックスa

フラックスb

試料製作（ワイヤーカット加工）
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フラックス
試料
No.

対象接合長 有効接合長
隙間数

総隙間長

[mm] [mm] 比率 [mm] 比率

a 平均 12.1 10.2 85% 3.0 1.9 15%

b 平均 12.0 4.4 37% 4.4 7.5 63%

8-1-2. ロウ付け接合長およびロウ付け膜厚の比較

有効接合長比率
フラックスa：85% ＞ フラックスb：37%
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フラックス
試料
No.

膜厚

[mm]

a 平均 0.08

b 平均 0.06

①有効接合長および総隙間長の比率

②ロウ付け膜厚の測定
膜
厚

フラックスaとフラックスbでは、
全体の銀ロウ厚みに顕著な違いはない



8-1-3. ロウ付け接合面の酸素濃度および酸化膜厚の比較

フラックスa フラックスb

二次
電子像

酸素
マッピング

21

超硬

銀ロウ

超硬

銀ロウ

超硬

銀ロウ

超硬

銀ロウ

評価 フラックスa フラックスｂ

酸素濃度 低い 高い

酸化膜 無し 有り



PDCカッター
直径

超硬側
接合面積 面積比

チャンファ

[mm] [mm] [mm2] [%]

カッターD 13.44 0.40 125.4 100

選定カッター 13.44 0.90 106.4 85

8-2. ロウ付け接合面積
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カッターDと選定カッターの異なる

チャンファーと同様の接合面積を有
する試験片A、Bの2種類を製作し、

引張試験によるその接合強度を比
較検証した。

チャンファ
平均値

[kN]

C0.4 25.3

C0.9 32.9

本試験では、接合面積が小さいC0.9がそれよりも
15%大きいC0.4に比べて、より大きい接合強度とな
った。この結果については、 差し込み嵌合を設けて
試験片を製作したために、C0.9の方が角の隙間が

大きいため、ロウが広がりやすくロウ付け強度が高
まったものと推論された。

ロウ付け接合強度は、ロウ付け面積に比例する。

C0.4 試験片 C0.9 試験片

破断後の試験片



⚫ ラボ試験において開発カッターDと同等以上の性能と評価された選定カッターは、現場実証試験において
も隣接するカッターの摩耗度比較から耐摩耗性は同等以上であり、耐衝撃性についても同等であること
が確認された。

⚫ 1回目のPDC-JK-1の現場実証試験では使用方法に問題があり、2回目のPDC-JK-2では掘削中にカッタ
ー脱落が発生したために、ビットの総合性能評価までには至らなかった。

⚫ PDC-JK-2のカッター脱落については、フラックスbの使用によるロウ付け強度の低下にあったことが検証
結果から明らかになり、PDCビットの強度不足の原因として特定された。
このため、カッターの脱落が一度も発生していない延べ8回の現場実証試験におけるフラックスaの使用
によるPDCビットの実績を踏まえ、開発品7と同等の性能を有した8-1/2”PDCビットを提供できることが
実証された。

⚫ カッターDと同等の性能を有した選定カッターの採用により、大幅にカッター費用を低減することが可能と
なる。一方のビットの製作費用については、同じ設計およびモールドを製作する場合には、それらの費用
が低減されることから、販売価格600万円程度での商品化が見込めることが確認された。

9.まとめ

23



10. PDCビットガイドブック作成

・平成27 年度～平成 30 年度（ 4 年間）
「地熱貯留層掘削技術開発（地熱井用
PDC ビット」

・令和3 年度～令和 4 年度（ 2 年間）
「地熱貯留層掘削技術開発（PDC ビット）
実用化のフォローアップ共同研究」

延べ6 年間にわたる開発からフォローアップ
期間に製作された当該 8-1/2”PDC ビットに
ついて、石油技術協会編ビットマニュアル（
1995 ）をベースに、現場実証試験で得られ
た実際の掘削データを取り入れた、新たなガ
イドブックを作成した。
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