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独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構  JOGMEC-TRCウイーク事務局 trc-week@jogmec.go.jp 

 １日目  10月 11日（火）13:30～17:30 虎の門  

 
 

 

13:00 受付開始 

 13:30-13:40（10） 
開会の挨拶  ～技術開発ロードマップと技術開発機能オープン化～ 

 ·········································································· 市川 真（JOGMEC） 

 13:40-14:00（20） 資源開発に向けた取り組み ······························ 斎藤 秀幸 氏（経済産業省） 

 14:00-14:20（20） 石油開発技術本部の成果報告 ································· 横井 研一（JOGMEC） 

～産油国への貢献～ 

 14:20-14:40（20） 海外地質構造調査を通じた近年の取り組み ················· 古川 稔子（JOGMEC） 

 14:40-15:00（20） 産油国との EOR技術協力 ········································ 高橋 悟（JOGMEC） 

 15:00-15:20（20） 技術ソリューション事業 ·········································· 三好 啓介（JOGMEC） 

 15:20-15:30（10） 産油国技術者研修 ··············································· 早川 智雄（JOGMEC） 

休憩（20分） 

～技術開発ロードマップと技術開発機能オープン化～ 

 15:50-16:10（20） 石油市場の中期的展望 ········································· 高木 路子（JOGMEC） 

 16:10-16:30（20） 石油開発技術の展望 ··············································· 伊原 賢（JOGMEC） 

 16:30-16:50（20） 石油探鉱のリスク評価 ··········································· 松澤 進一（JOGMEC） 

 16:50-17:30（40） 技術開発ロードマップと技術開発機能オープン化 ··········· 北村 龍太(JOGMEC) 

ネットワーク構築パーティー （17:45開始 地下一階食堂） 

 
  

JOGMECの第三期中期目標・計画期間（平成 25年 4月〜平成 30年 3月）は、技術開発にお

いて増進回収法、非在来型油ガス田開発技術、海洋開発技術及び環境対策技術を重要 4 分野

とし、3年目にあたる平成 27年度は引き続きこれらの技術開発を推進し権益獲得を目指し活動し

ました。 

本日は石油開発技術本部の平成 27年度および平成 28年度前半の活動・成果の概要を報告

すると共に、産油国への貢献として権益獲得が期待できる海外地質構造調査事業、技術協力、

技術ソリューション事業及び産油国技術者研修の活動を取り上げて紹介します。また、短期的な

コスト削減と中長期的な埋蔵量増大、産油国との関係強化に資する技術開発に向け、技術開発

ロードマップと技術開発機能オープン化（ラボ施設、技術情報）の取組みについても報告します。 
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✤ 上記プログラムは、時間等、変更することがありますのでご了承ください。 ✤ 

 
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構  JOGMEC-TRCウイーク事務局 trc-week@jogmec.go.jp 

 2日目 10月 12日（水）10:00～16:40 虎ノ門  

 

 

9:30 受付開始 

 10:00-10:15（15） 石油開発技術本部の成果報告 ································· 横井 研一（JOGMEC） 

～国内近海の資源は何処～ 

 10:15-10:25（10） 「資源」の紹介 ····················································· 橘田 和泰（JOGMEC） 

 10:25-10:45（20） 物探船で取得した３Dデータ、およびデータ処理実績 ······ 橘田 和泰（JOGMEC） 

 10:45-11:15（30） メタンハイドレート研究の現状 ··································· 佐伯 龍男（JOGMEC） 

昼食＆ポスターセッション 11:15-13:00 （12:30 受付開始） 

～国内資源開発での課題克服～ 

 13:00-13:20（20） 
浅層への還元強化による水溶性天然ガス増産検討のための基礎調査 

 ································································ 大庭 慶一 氏（㈱合同資源） 

 13:20-13:40（20） 
八橋油田群北秋田地区における生産性改善技術実証試験 

 ···················································· 中村 真一 氏（国際石油開発帝石㈱） 

 13:40-14:00（20） 
女川層タイトオイル開発をめざして ～ H23-26 操業現場技術支援事業 

 ····························································· 横井 悟 氏（石油資源開発㈱） 

～国内企業の環境対策技術は二刀流～ 

 14:00-14:30（30） 「CO2分離技術」の紹介 ············································ 森田 穣（JOGMEC） 

 14:30-14:50（20） 原油スラッジ削減技術の開発 ·························· 千代田 修 氏（コスモ石油㈱） 

休憩（20分） 

～特別講演～ 

 15:10-16:40（90） 
石油市場の現状とその背景－なぜ価格は急落したのか－ 

 ······································································· 野神 隆之（JOGMEC） 
 
  

我が国のエネルギーの大部分は海外に依存し、世界情勢の不確実性によりその生産量や油

価は大きく変動し、消費や生産活動等にも影響を与えています。 

前半は、JOGMEC が実施している国内資源開発について、海洋と陸上での開発についての

現状を紹介します。海洋での資源開発は三次元物理探査船「資源」を用いた３D データ収集と処

理実績の現状と将来の国産エネルギーとして期待されているメタンハイドレート研究の現状を紹

介します。陸上での資源開発はタイトオイル、水溶性ガス田の開発に関して民間企業と共同で研

究しているプロジェクトを紹介します。 

後半は、環境対策技術は環境負荷を低減させるだけでなく、生産量の維持・増産やコスト削減

にも貢献する二刀流とも言える本邦企業の共同研究・スタディについて報告します。 

また、特別講演では、石油市場に関する考察を紹介します。 
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独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構  JOGMEC-TRCウイーク事務局 trc-week@jogmec.go.jp 

 
 

 3日目 10月 13日（木）10:00～17:30 TRC大講堂  

 

 

9:30 受付開始 

 10:00-10:15（15） 石油開発技術本部の成果報告 ································· 横井 研一（JOGMEC） 

～低油価時代の EOR～ 

 10:15-10:25（10） 低塩分濃度水攻法（LSWF）の技術開発概要 ·················· 高橋 悟（JOGMEC） 

 10:25-10:45（20） LSWFの実験による増産評価 ································· 松山 隆介（JOGMEC） 

 10:45-11:15（30） LSWFのシミュレータ開発 ····························· 栗原 正典 教授（早稲田大学） 

昼食 ＆ ポスターセッション 11:20-13:00 （12:30 受付開始） 

最新鋭ラボ機器紹介ラボツアー （登録制） 

 11:20-12:20（60） コア流動実験を可視化可能な X線CTスキャナ装置，岩石の力学的特性を評価す

る三軸圧縮試験装置など 3 機器を見学して頂きます。都合によりお見せできる機

器が変更となる場合があります。 

 X線 CTスキャナ装置（コア流動実験の可視化） 

 三軸圧縮試験装置（弾性波速度測定，岩石力学試験） 

 ガスクロマトグラフ質量分析計（GC/MSMS） 

～探査・モニタリング技術の開発現状～ 

 13:00-13:10（10） 技術部探査技術課の昨年度の成果概要 ····················· 加藤 文人（JOGMEC） 

～地質的アプローチによる効率的な在来型・非在来型油ガス田開発～ 

 13:10-13:30（20） 
統合モデリングによる仁賀保亜堆積盆女川層シェールのポテンシャル評価 

 ·········································································· 高野 修（JOGMEC） 

昨今の油価の急激な下落に伴い、資源・エネルギーを巡る国際情勢、とりわけオペレータや

開発現場は厳しさを増しています。 

午前のセッションでは、低油価が続く昨今においても産油国からのニーズが高い EOR技術に

関し、低塩分濃度水攻法（LSWF）を中心に、JOGMEC が産油国や大学と共同で実施している

事業について紹介します。 

また、TRC では実験機器を備えたラボを保有しており、石油開発における様々な技術的課題

を克服するための実験、研究を行っています。ラボツアーでは、EOR 関連技術開発のための機

器を中心にご紹介します。 

午後のセッションでは、シェールガス・オイルを含む油・ガス田の探鉱・開発現場で必要とされ

ている地質・物理探査手法による統合的な評価、および EORやCCS等の現場において必要と

されている次世代の貯留層モニタリング技術について、TRC での取り組みや研究成果を報告し

ます。また、本課題に対して積極的に取り組まれている外部の研究機関や大学等の専門家を招

聘して、関連技術に関する話題提供を実施していただきます。 
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独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構  JOGMEC-TRCウイーク事務局 trc-week@jogmec.go.jp 

 13:30-13:50（20) 
Multimodal characterization of organic matter in the unconventional petroleum 

systems ··························································· Hamed Sanei（NRCan） 

 13:50-14:20（30) 
Montney Formation CGR distribution: integrated mud gas and cuttings 

analysis············································· 加藤 文人/Knapp Levi（JOGMEC） 

 14:20-14:40（20) 
セーシェル諸島で採取されたタールの地化学分析による根源岩評価 

 ······································································· 天羽 美紀（JOGMEC） 

休憩 （20分） 

～物理探査技術を用いた貯留層モニタリング技術～ 

 15:00-15:10（10） TRCで技術開発中の貯留層モニタリング技術について 

 ······································································· 加藤 文人（JOGMEC） 

 15:10-15:30（20） ACROSS 震源を用いたカナダ・アクイストア CCS フィールドでのベースラインデー

タ取得 ······························································· 中務 真志（JOGMEC） 

 15:30-15:50（20） 貯留層の連続モニタリングに向けた試み ················· 辻 健 准教授（九州大学）  

 15:50-16:10（20） 苫小牧ＣＣＳ大規模実証試験におけるモニタリング 

 ························································ 齋藤 秀雄 氏（日本 CCS調査㈱） 

休憩 （20分） 

 16:30-16:50（20） 
第 1回メタンハイドレート海洋産出試験における物理探査モニタリング 

 ······································································· 小林 稔明（JOGMEC） 

 16:50-17:10（20） 
豪州イクシスフィールドでの繰り返し地震探査による貯留層モニタリングの可能性

評価 ································································· 吉松 圭太（JOGMEC） 

 17:10-17:30（20） 
マイクロバブル圧入モニタリングにおける坑井間地震探査データへの弾性波 FWI

の適用 ······························································ 毛利 拓治（JOGMEC） 

ネットワーク構築パーティー  （ 17:45開始 TRC食堂） 
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独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構  JOGMEC-TRCウイーク事務局 trc-week@jogmec.go.jp 

 ４日目 10月 14日（金）10:00～17:00 TRC大講堂  

 

 

9:30 受付開始 

 10:00-10:15（15） 石油開発技術本部の成果報告 ································· 横井 研一（JOGMEC） 

～非在来型油ガス田開発研究～ 

 10:15-10:25（10） 非在来型油ガス田技術課の活動報告 ··························· 高木 是（JOGMEC） 

～操業現場支援事業及び関連研究～ 

 10:25-10:45（20) 
北秋田におけるタイトオイル開発と応力評価 

 ····················································· 安藤 慎吾 氏（国際石油開発帝石㈱）  

 10:45-11:05（20) コアを用いた応力評価 ··········································· 長野 優羽（JOGMEC） 

休憩（15分） 

～非在来型油ガス田技術課での研究～ 

 11:20-11:50（30) 
イーグルフォード共同研究（フラクチャーシミュレーション） 

 ··········································· 中田 守 氏/大畑 可菜 氏（石油資源開発㈱） 

 11:50-12:10（20) カナダでの共同研究（マイクロサイスミック） ····················· 黒澤 功（JOGMEC） 

 12:10-12:30（20) シェールコアへのラボ技術適用 ································ 赤井 崇嗣（JOGMEC） 

昼食 ＆ ポスターセッション 12:30-14:00 （13:30 受付開始） 

最新鋭ラボ機器紹介ラボツアー （登録制） 

 12:30-13:30（60） ナノレベルサイズのシェールの孔隙を可視化できる走査型電子顕微鏡、マイクロレ

ベルの亀裂の可視化が可能なマイクロ X線 CTスキャナ装置など 3種類の機器を

見学して頂きます。都合によりお見せできる機器が変更となる場合がありますの

で、ご了承ください。 

シェール（タイト）ガス・オイル開発は、油価の下落及び低迷する北米のガス価による影響でプ

ロジェクトの進捗に影響を及ぼしています。本邦企業参画のプロジェクトでも、経済性改善が喫

緊の課題となってきており、コスト削減や作業効率化が必要不可欠になってきています。非在来

油ガス技術課では国内現場支援や大学との共同研究も取り入れ、昨年に引き続き研究開発を

実施してきております。 

午前のセッションでは、国内でのタイトオイルの開発に向けた支援事業と研究、北米エリアで

の国内企業との共同研究の主な成果を報告します。 

午後のセッションでは、シェール（タイト）ガス・オイルの開発に向けた大学との協力事業、北米

外のシェール開発ポテンシャル調査について報告します。最後に、近年話題となっている、IT 技

術の非在来型油ガス田への適用可能性についての事例を紹介します。 

また、午前中最後の枠で当課の共同研究に使われたコア分析技術のご説明を行い、ラボ機

器の基礎知識をご理解いただいたうえで、昼食時間の一部を利用させていただき、ラボツアーを

企画しておりますので、是非ご参加下さい。 
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 走査型電子顕微鏡（FIB/SEM：数十ナノレベルで切削しながら表面観察） 

 マイクロフォーカス X線CTスキャナ（マイクロレベルの孔隙 3次元構造解析） 

 超低浸透性岩石浸透率測定装置（PDP-200：十数 nDの浸透率を測定） 

～大学との共同事業～ 

 14:00-14:25（25） 水圧破砕亀裂の可視化に関する研究(1) ·················· 陳 友晴 助教（京都大学） 

 14:25-14:50（25） 水圧破砕亀裂の可視化に関する研究(2) ·················· 直井 誠 助教（京都大学） 

休憩（10分） 

 15:00-15:30（30） 
頁岩孔隙内の流動現象の数値計算に関する研究 

 ··························································· 梁 云峰 特任准教授（東京大学） 

 15:30-16:00（30） 非在来型資源に関わる水圧破砕の研究 ········· 古井 健二 准教授（早稲田大学） 

～北米外のシェール開発ポテンシャル調査～ 

 16:00-16:30（30） シェール開発ポテンシャル調査（アルゼンチン、メキシコ） ···· Scott Stevens（ARI） 

～ビッグデータ活用の可能性～ 

 16:30-17:00（30） ビッグデータの石油開発への応用 ························· 赤間 悟 氏（日本電気㈱） 
 


