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2１．「地熱井掘削における自主保安指針」の概要に
ついて

１．背景及び目的
・全国の地熱資源開発が活発に促進される中、作業員の高齢化や外国人技術者
の就業が増加しており、現場における基本的な危害及び鉱害防止への対応
が不足していることが問題点として挙げられる。

・地熱井掘削は陸上の石油井掘削と同程度の規模の掘削機械を使用する。石油
井掘削は鉱山保安法と鉱山保安規則等で危害及び鉱害防止を規定しているが、
地熱井掘削は労働安全衛生法等で規定されており、必ずしも地熱井掘削現場
の危害及び鉱害防止に即していない場合がある。

・そこで、「地熱井掘削における自主保安指針」を策定して、開発事業者や掘
削事業者の皆様の指針としていただくことで、地熱井掘削における危害及び
鉱害防止を確実に実施して、我が国の地熱開発の促進に資することを目的と
する。



3１．「地熱井掘削における自主保安指針」の概要に
ついて
２．概要
（１）策定の流れ
・かつて、（一財）新エネルギー財団（ＮＥＦ）が昭和61年に発行した「地熱井掘削自主
保安基準」（以下、自主保安基準）が地熱井掘削安全管理の指針となっていたが、平成
11年以降には改訂が行われておらず、それ以降、関係法規等の改訂やトップドライブ

（掘具上端で回転力を与える掘削方式）、アイアンラフネック（機械による掘具接続）な
ど、新しい地熱井掘削方式の利用が進んでいる。

・そこで、「自主保安基準」を参考に、関係法規等の改訂の反映や、新しい地熱井掘削
方式への対応を図ることが可能な新たな指針を策定した。

＜策定イメージ＞

地熱井掘削自主保安基準(参考)(ＮＥＦ作成)

地熱井掘削における自主保安指針(新規)(編集：ENAA※(受託先))

・関係法規等の改訂
・新しい地熱井掘削方式 etc

反映

・さらに、自主保安指針であるため拘束力はないが、各企業が安全管理マニュアルを作成
するための指針となり得る内容とした。

※ 一般財団法人エンジニアリング協会
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（２）記載事項
・「地熱井掘削自主保安指針」と「地熱井掘削自主保安指針解説」で構成。

「指針」：地熱井を掘削するうえで保安上重要な項目を簡潔に列挙
「解説」：「指針」の根拠となる法令や考え方の詳細を説明

・目次は3章で構成。
第1章「総則」 ：地熱井掘削現場における人に対する保安
第2章「保安の確保」： 〃 機器・作業に対する保安
第3章「環境の保全」： 〃 環境に対する保全

・外国人技術者の就業が増加していることを踏まえ、外国人技術者に向けに
の英語訳を作成した。

（３）検討委員会による諮問
・自主保安指針を策定するにあたり、有識者による「地熱井掘削における自主
保安指針検討委員会」を設置して延べ5回委員会を開催し、関連法令の現状、
地熱井掘削の現状、及び網羅する内容等の諮問を受けた。

１．「地熱井掘削における自主保安指針」の概要に
ついて



5１．「地熱井掘削における自主保安指針」の概要に
ついて

＜委員会メンバー＞

氏名 所属・役職

委員長 長縄 成実 国立大学法人秋田大学 大学院 国際資源学研究科 資源開発環境学専攻 教授

副委員長(作業部会委員長)
上滝 尚史

出光興産株式会社
資源部 地熱事業室 事業推進課 課長 日本地熱協会運営委員長

委員 阿部 剛 株式会社ベッツ 代表取締役

委員 井之脇 隆一 石油資源開発株式会社 技術本部 技術評価部 地熱技術グループ 地熱技術グループ長

委員 金子 孝夫 （元）鉱研工業株式会社 技術顧問

委員 佐倉 弘持 エヌケーケーシームレス鋼管株式会社 技術顧問

委員 白濱 章悟 株式会社J-POWERハイテック 発電事業本部 土木部 部長

委員 田中 敦子
国立研究開発法人産業技術総合研究所
地圏資源環境研究部門 CO2地中貯留グループ テクニカルスタッフ

委員 手塚 茂雄 電源開発株式会社 火力建設部長代理 兼 再生可能エネルギー事業戦略部 審議役

委員 藤貫 秀宣 日鉄鉱コンサルタント株式会社 常務取締役 試錐部長 全国ボーリング技術協会会長

作業部会委員 佐藤 修治 株式会社 利根エンジニアリング

作業部会委員 堀田 政敏 日鉄鉱コンサルタント株式会社

事務局 那須 卓 一般財団法人エンジニアリング協会 石油開発環境安全センター 所長

事務局 西野 卓也 一般財団法人エンジニアリング協会 石油開発環境安全センター 技術調査部長

事務局 山下 裕士 一般財団法人エンジニアリング協会 石油開発環境安全センター 技術調査部 部長代理



6２．記載内容
（１）目次

第１章 総則(General rules)
第１節 通則
第２節 安全衛生管理体制
第３節 届出及び許認可
第４節 災害時の救護等
第５節 安全教育、服装及び規律、

安全推進活動

第２章 保安の確保
(Ensurance of safety)

第１節 スピンドル式掘削装置
第２節 掘削やぐら
第３節 ワイヤーロープ(ドリリン

グライン)及びキャット
ライン

第４節 巻上装置、同付属器具及び
掘削用泥水ポンプ他

第５節 作業場の柵囲その他
第６節 噴出防止
第７節 ケーシング及びセメンチング
第８節 エアー掘削・空気混合泥水掘削

第９節 注水作業
第10節 坑口装置、セパレーター

及びサイレンサー
第11節 粉じん及び有害ガス対策
第12節 安全確認・点検者

第３章 環境の保全
(Environmental Conservation)

第１節 熱水、廃泥水、廃油等に対す
る対策(熱水、廃泥水、廃油
の排出等)

第２節 騒音、振動対策（騒音）
第３節 粉じん対策
第４節 抑留時における環境の保全
第５節 蒸気、熱水の噴出時における

対策
第６節 地熱井の休止又は廃坑の措置



7２．記載内容
（２）第１章 総則
第１節 通則
＜概要＞
・本指針の目的や用語の定義等を記載。

＜記載事項＞
目的、用語の定義、適用範囲

第２節 安全衛生管理体制
＜概要＞
・労働安全衛生法等の内容を参考に、常時使用する労働者数50人未満を「小規模」、

50人以上を「大規模」と区分し、それぞれ法令等で必要な安全衛生管理体制を記載。
小規模事業者（10人以上50人未満）

単独事業者の場合
業者が入る現場の場合

※関係請負人はその請負人も含む



8２．記載内容
（２）第１章 総則

＜記載事項＞
１．小規模事業場の安全衛生管理体制
・地熱井掘削事業場として主流である20人程度の小規模な事業場における安全衛生
管理体制に関する下記事項を記載。
項目：安全衛生推進者の選任

関係労働者の意見の聴取
混在作業による労働災害の防止
統括安全衛生責任に準ずる者等の選任
統括安全衛生管理の充実
店社による事業場の指導、支援の充実
免許、資格、講習等を必要とする工事及び作業

２．大規模事業場の安全衛生管理体制
・小規模な地熱井掘削事業所の場合と異なり、常時50人以上の労働者を使用する
大規模な事業所の安全衛生管理体制について、労働安全衛生法に規定されてい
る下記事項を記載
項目：統括安全衛生管理者の選任、安全管理者の選任、衛生管理者の選任、

産業医、作業主任者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、
店所安全衛生管理者の選任、安全衛生責任者、安全委員会、
衛生委員会、安全衛生委員会



9２．記載内容
（２）第１章 総則

第３節 届出及び許認可
＜記載事項＞
・掘削作業用の機器を使用する際に必要な下記法令に関する届出、検査等及び許認可
を記載。

法令：労働安全衛生法、労働基準法、高圧ガス保安法、電気事業法
ボイラー及び圧力容器安全則、火薬類取締法、消防法他

第４節 災害時の救護等
＜概要＞
・作業時に災害が起きた際の対応等を記載。

＜記載事項＞
周知義務、応急救護、災害の報告、見取図の作成等、原因の究明、再発防止



10２．記載内容
（２）第１章 総則

第５節 安全教育、服装及び規律、安全推進活動
＜概要＞
・事業所の安全に関する事項を記載。

＜記載事項＞
１．安全教育
２．作業員の服装及び規律
３．安全推進活動
（１）災害事例研究
（２）自主保安訓練
（３）始業前/終業前ミーティング
（４）ヒヤリハット活動
（５）KY活動（危険予知活動）
（６）健康管理
（７）新規入場者教育



11２．記載内容
（３）第２章 保安の確保

第１節 スピンドル式掘削装置
＜概要＞
・スピンドル式掘削装置については、ロータリー式掘削装置を
中心とした過去の基準等にも記載が乏しく、地熱調査井で多く
利用されていることから、別途スピンドル掘削に精通した専門
家による作業部会を設置し、スピンドル式掘削装置に特化した
保安対策の検討を実施し、自主保安指針に反映させた。

＜記載事項＞
１．作業準備

移動・輸送、機器据付、作業開始前、試運転
２．運転

運転、ワイヤーライン工法作業における安全上の取り扱い
３．作業後の整備

スピンドル式掘削装置
出典：「地熱エネルギー技術読本」

（平成28年4月25日、株式会社オーム社）



12２．記載内容
（３）第２章 保安の確保

第２節 掘削やぐら
＜記載事項＞
・本節以降（第2節～第12節）はスピンドル式および

ロータリー式に共通した安全基準を記載。
・掘削やぐらに関する下記項目に関する安全基準を記載。

項目：控綱、通路、天場、固定はしご、墜落制止用器具、
安全降下器等、クラウンシーブ、ヘッドプーリー、
過巻防止装置、点検

ロータリー式掘削装置

掘削やぐら

第３節 ワイヤーロープ(ドリリングライン)及びキャットライン
＜記載事項＞
・ワイヤーロープ及びキャットラインに関する下記項目の
安全基準を記載
項目：具備事項、安全率、ドリリングラインの管理
（例）揚降管時のドリリングラインの仕事量の計算式の記載

ワイヤー
ロープ



13２．記載内容
（３）第２章 保安の確保

第４節 巻上装置、同付属器具及び掘削用泥水ポンプほか
＜記載事項＞
・巻上装置および掘削用泥水ポンプに関わる下記項目
の安全基準を記載
項目：掘削巻上装置のブレーキ、非常遮断機、

ウェイトインジケータ等、ロータリー
ホース(デリバリーホース)、パイプトング、
トラベリングブロック、フックブロック、
パイプ用エレベーター、掘削用泥水ポンプ
泥水タンク、照明、点検

巻上装置

掘削用
泥水ポンプ

第５節 作業場の柵囲その他
＜記載事項＞
・安全な作業場を確保するための安全柵囲に関わる
下記項目の安全基準を記載
項目：柵囲その他の危険防止設備、被覆

スピンドル式掘削装置の柵囲
出典：「鉱研工業株式会社パンフレット」

柵囲

巻上装置、掘削用泥水ポンプ
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第６節 噴出防止
＜記載事項＞
・噴出防止に関する下記項目の安全基準を記載
項目：噴出防止装置、耐圧試験、非常用泥水・冷却用

清水等、作動試験

２．記載内容
（３）第２章 保安の確保

噴出防止

第７節 ケーシング及びセメンチング
＜記載事項＞
・ケーシングとセメンチングに関する下記項目の
安全基準を記載
項目：ケーシング、セメンチング・セメント

・ケーシング
・セメンチング

第８節 エアー掘削・空気混合泥水掘削
＜記載事項＞
・エアー掘削と空気混合泥水掘削に関する下記項目の
安全基準を記載
項目：エアーライン及びバルブ類、ブルイ―ライン、

耐圧試験、運転、安全弁、圧力計及び温度計

噴出防止、ケーシング及びセメンチング



15２．記載内容
（３）第２章 保安の確保

第９節 注水作業
＜記載事項＞
・地熱井の透水性改善を目的とした注水作業
に関する下記項目の安全基準を記載
項目：導管及びバルブ、圧力弁及び圧力計、

耐圧試験、運転

第10節 坑口装置、セパレーター及びサイレンサー
＜記載事項＞

・坑口装置、セパレーター及びサイレンサーに
関する下記項目の安全基準を記載
項目：エアーライン及びバルブ類、ブルイー

ライン、耐圧試験、運転、安全弁、
圧力計及び温度計

透水性改善のイメージ図

坑口装置



16２．記載内容
（３）第２章 保安の確保

第11節 粉じん及び有害ガス対策
＜記載事項＞

・粉じん、有害ガス（炭酸ガス、硫化水素）および可燃性天然ガス対策に関する安全
基準を記載

（例）酸素濃度低下における酸素欠乏症の症状

第12節 安全確認・点検者
＜記載事項＞
・安全管理者又は安全衛生推進者が任命した点検者が行う点検・測定の具体的な箇所
を記載



17２．記載内容
（４）第３章 環境の保全

＜概要＞
・地熱井の掘削及びこれに関連する調査等を行うにあたり、環境保全のために行う
必要のある下記対策を記載

＜記載事項＞
第１節 熱水、廃泥水、廃油等に対する対策
１．熱水の排出
２．廃油、廃泥、カッティングス等の処理
３．泥溜及び濾過池の堰堤の築造

第２節 騒音、振動対策
第３節 粉じん対策
第４節 抑留時における環境の保全

⇒抑留時に軽油等を使用してはならない旨を記載
第５節 蒸気、熱水の噴出時における対策
第６節 地熱井の休止又は廃坑の措置



３. おわりに

開発事業者や掘削事業者の皆様の指針としてい

ただくために、「地熱井掘削における自主保安指

針及び解説」を策定いたしました。これらの資料

をご活用いただき、地熱井掘削における危害及び

鉱害防止を確実に実施していただきますよう、ど

うぞ宜しくお願い申し上げます。

ご安全に
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