
油層シミュレーションの基礎 
 

受講者が達成しうる講義の効果及び成果： 

油層シミュレーション技術のベースである油層工学理論、数学的モデリング技術、数値

計算法について理解する。それらを背景知識として持った上で、現実の油層スタディへの

油層シミュレーション技術の適用方法について、実践的な知識を習得する。更に、先進的

もしくは高度な油層シミュレーション技術分野についても、それらの目的、必要性、実態、

適用方法に関し俯瞰を得る。 

 

受講対象者 

地質、物探、生産、油層 （業務経験 1～5年）    

 

受講条件 

油層工学の基本知識を持っていること 

 

講義内容 

 

1. 油層工学のレビュー （Reviewing Reservoir Engineering） 

・油層の概要 

・岩石・流体特性 

油層岩石の様態と特性 

油層内流体の種類と特性 

岩石・流体システム 

・排油メカニズム 

   原油の一次／二次／三次回収 

   排油メカニズムの種類・分類 

   掃攻効率と置換効率 

・IOR（Improved Oil Recovery）と EOR（Enhanced Oil Recovery ） 

IOR と EORの定義 

IOR と EORの種類と原理 

・油層挙動予測の基本手法 

挙動予測ツールの種類と原理 

挙動予測ツールの発展史と背景 

概要： 油層内流動を数学的にモデル化し、油層シミュレータや油層シミュレーションモデルを

作成する上での理論的基礎、あるいは背景知識となる油層工学上の知見につき概説する。 

 

2. 油層シミュレーションの基礎 （Fundamentals of Reservoir Simulation） 

・流体流動の数学的モデル化 

単相流動 

水と油の二相流動 

多成分多相流動 

流体の「ブラックオイルモデル」 

坑井モデル 

偏微分方程式、初期条件、境界条件 

・油層数値モデル 

   偏微分方程式の離散化 

   非線型方程式系の解法 
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   線型方程式系の解法 

   油層シミュレータの発展史 

   油層シミュレータの種類 

概要： 油層内流体流動をいかにして数学的にモデル化するか、更にそのモデル（偏微分方

程式系）をいかにしてコンピュータによる数値計算で解くかを説明する。 

 

3. 油層シミュレーションスタディ (Reservoir Simulation Study) 

・油層シミュレーションスタディの概要 

油層シミュレーションスタディの目的 

油層シミュレーションスタディのワークフロー 

・油層モデルの種類 

・油層シミュレーションスタディの種類 

・油層モデルの諸設定 

   グリッドシステム 

   帯水層 

油層構造、岩石、流体関連 

坑井関連 

数値解法関連（タイムステップ、収束判断、物質収支誤差、他） 

・油層モデルの初期化 

   初期設定方法の種類 

平衡初期化の原理 

・ヒストリーマッチング 

・挙動予測シミュレーション 

・開発計画と経済性評価 

概要： 油層シミュレーションスタディの全体像、ワークフローとその各ステップにおける作業

内容を詳述し、油田開発計画策定に油層シミュレーション技術がいかに活かされるかを解説

する。 

 

4. 数値シミュレーション演習 

・ソフトウェアの構成・使用方法 

・単純系のシミュレーション 

概要： 本研修で使用するシミュレーションソフトウェアの構成・使用法を習得する。更に、比

較的単純な系に対する数値シミュレーションの演習を行い、理解を深める。 

 

5. 油層シミュレーション演習 

・油層データの準備 (Data Preparation) とモデル構築 (Model Construction) 

・ヒストリーマッチング （History Matching） 

・予測シミュレーション (Prediction Simulation) と結果の評価 

概要： 仮想油田について油層モデルの構築、ヒストリーマッチング、予測シミュレーションの

演習を行う。時間的制約の関係上、準備に手間のかかるデータは前もって準備したものを使

うこととする。 

 

6. ［応用・上級-1］ ブラックオイルモデルとコンポジショナルモデル 

(Black Oil Model or Compositional Model) 

・油層内流体の実態と数学的モデル化 

・ブラックオイルモデリングとコンポジショナルモデリングの考え方 

・コンポジショナルモデルが必要となる状況 
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・コンポジショナルモデリング的見地から見たブラックオイルモデル 

・ガスコンデンセート層のシミュレーション 

・インミシブル／ミシブルガス攻法のシミュレーション比較 

概要： ブラックオイルモデルとコンポジショナルモデルの基本的な考え方と枠組みについて

対比的に解説する。更に、それらの実務における使い分け方について説明する。 

 

7. ［応用・上級-2］ フラクチャー型油層のシミュレーション 

(Reservoir Simulation for Fractured Reservoirs) 

   ・天然フラクチャー油層の数学的モデル化 

   ・二重孔隙率モデル 

   ・二重浸透率モデル 

   ・MINC法、その他のオプション 

   ・天然フラクチャー型油層の例題シミュレーション 

概要： 天然フラクチャー型油層の実態とそれらに対する数学的モデリング手法、並びにモデ

ルを規定する諸パラメータについて概説する。更に、天然フラクチャー型油層の例題シミュレ

ーションを提示し、理解を促進する。 

 

8. ［応用・上級-3］ EORの油層シミュレーション 

(Reservoir Simulation for EOR) 

   ・ガス攻法 EOR （ミシブル・インミシブルガス攻法） 

   ・熱攻法（水蒸気攻法、SAGDなど） 

   ・ケミカル攻法（ポリマー攻法、ASP攻法など） 

   概要： 各種 EOR法のメカニズムについてシミュレーション例をまじえながら説明する。 

 

9. ［応用・上級-4］ シェール資源の貯留層シミュレーション 

(Reservoir Simulation for Shale Resources) 

・フラクチャーネットワーク形成のメカニズム（応力干渉と天然フラクチャー） 

・シェール油・ガス層に適用可能な水圧破砕シミュレータ（次世代型水圧破砕 

シミュレータ） 

・次世代型水圧破砕シミュレータとレザーバーシミュレータの統合ワークフロー 

概要： シェールガス層におけるハイドロリックフラクチャー形成のメカニズム（フラクチャー間

の応力干渉および天然フラクチャーの影響）およびそれを予測するための水圧破砕シミュレ

ータの概要を解説する。さらには、水圧破砕シミュレータの予測結果を取り込んで、シェール

層からの油・ガスの生産挙動を予測するための、一般的なワークフローについて解説する。 

 

10. ［応用・上級-5］ 自動ヒストリーマッチングと開発計画最適化 

（Automatic History Matching and Optimization） 

・自動ヒストリーマッチング技術 

・開発計画の最適化技術 

概要： 商用ソフトウェアを用いて実際の油層評価/開発計画検討を行う場合において，一般

的に使用されている手法について説明する。さらに幾つかの計算例を示すことで，使用される

手法の利点や限界についての理解を深める。 
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講義スケジュール 

 

月 日 午前(10:00～12:45) 午後(13:45～17:00) 

Day1 

（月） 

講義スケジュールの概要説明 

講義(1)：油層工学のレビュー 

・油層の概要 

・岩石・流体特性 

・排油メカニズム 

・IOR と EOR 

・油層挙動予測の基本手法 

講義(2)：油層シミュレーションの基礎 

・流体流動の数学的モデル化 

・油層数値モデル（1/2） 

 

演習(1)：数値シミュレーション演習 

・ソフトウェアの構成・使用方法 

 

Day2 

（火） 

講義(3)：油層シミュレーションの基礎 

・油層数値モデル（2/2） 

 

 

 

 

 

演習(2)：数値シミュレーション演習 

・単純系のシミュレーション 

講義（4)：油層シミュレーションスタディ 

・油層シミュレーションスタディの概要 

・油層モデルの種類 

・油層シミュレーションスタディの種類 

・油層モデルの諸設定 

・油層モデルの初期化 

 

演習(3)：油層シミュレーション演習 

・油層データの準備とモデル構築 

 

Day3 

（水） 

講義(5)：油層シミュレーションスタディ 

・ヒストリーマッチング 

 

演習(4)：油層シミュレーション演習 

・ヒストリーマッチング  

講義(6)：油層シミュレーションスタディ 

・挙動予測シミュレーション 

 

演習(5)：油層シミュレーション演習 

・予測シミュレーションと結果の評価 

 

Day4 

（木） 

講義(7)：油層シミュレーションスタディ 

・開発計画と経済性評価 

 

演習(6)：油層シミュレーション演習 

・予測シミュレーションと結果の評価 

演習(7)：油層シミュレーション演習 

・予測シミュレーションと結果の評価 

Day5 

（金） 

講義(8)：応用・上級（演習 orデモ付） 

・ブラックオイルモデルとコンポジショ

ナルモデル 

・フラクチャー型油層のシミュレーショ

ン 

・EORの油層シミュレーション(1/2) 

 

講義(9)：応用・上級（演習 orデモ付） 

・EORの油層シミュレーション(2/2) 

・シェール資源の貯留層シミュレーショ

ン 

・自動ヒストリーマッチングと開発計画

最適化 

・まとめ 
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講義形式： 

座学 5日及びソフトウェア（ブラックオイル油層シミュレータ IMEX、コンポジショナル油層シミュレータ

GEM、Advanced Processes & Thermal シミュレータ STARS、 自動マッチング＆最適化ソフトウェア CMOST、

入出力ソフトウェア Builder＆Results）を利用した演習 5日。ただし、同日に座学と演習の両者を行うた

め、講習期間全 5 日。 

 

担当講師（予定） 
日本オイルエンジニアリング株式会社 

  （敬称略） 

松本行弘  開発技術部  部長 

船津邦浩  開発技術部  次長  

張  淑涛  開発技術部  技師長 

大内久尚  開発技術部  技師長 

河田裕子  開発技術部  技師長  

中島千博  開発技術部  主任  

 

以上 


