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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 30日（月）10:00～17:20 虎の門  

 

  

9:30 受付開始 

 10:00-10:10（10） 開会の挨拶 ····························································市川 真（JOGMEC） 

 10:10-10:30（20） 石油開発技術本部の概要 ···································· 江波戸 俊和（JOGMEC） 

～第三中期目標・計画期間の取組と総括～ 

 10:30-11:00（30） 探査部 ～地質構造調査による権益獲得支援～ ··············浅和 哲（JOGMEC） 

 11:00-11:30（30） 物理探査船グループ ～「資源」で本邦海域探査～ ········大竹 健司（JOGMEC） 

 11:30-12:00（30） 
メタンハイドレート研究開発グループ ～第 2回海洋産出試験のガス生産実験を終

えて～ ·······························································佐伯 龍男（JOGMEC） 

 12:00-12:30（30） 
技術ソリューション事業グループ ～最先端技術の適用による増産・コスト削減～

 ········································································三好 啓介（JOGMEC） 

昼食 12:30-13:30（60分） 

 13:30-14:00（30） 技術部 ～産油国・本邦企業を技術でサポート～ ········ 江波戸 俊和（JOGMEC） 

 14:00-14:30（30） 管理・研修部 ～研修・展示会で友好関係構築～ ··········石川 英伸（JOGMEC） 

休憩（15分） 

～権益維持、確保に向けた技術的な試み～ 

 14:45-15:05（20） EOR ～資産価値増加に向けて～ ·······························高橋 悟（JOGMEC） 

 15:05-15:25（20） 産油国関係強化への取り組み（アブダビへの技術貢献） ··北村 龍太（JOGMEC） 

 15:25-15:45（20） 技術でプロジェクトバリューの向上を ···························宮田 和明（JOGMEC） 

 15:45-16:05（20） 地質リスク評価技術の向上に向けて ························松澤 進一（JOGMEC） 

 16:05-16:20（15） オープンラボの取組状況 ·········································下田 直之（JOGMEC） 

休憩（15分） 

～特別講演～ 

 16:35-17:20（45） 石油市場に関する考察（仮） ·····································野神 隆之（JOGMEC） 

本年度は 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）の最終

年度となります。初日は技術本部の平成 28 年度および 29 年度の経過実績、ならびに本中期目

標・計画期間の最終年度としての着地点を見据えた総括をご報告するとともに、権益の維持、確

保に向けた試みと題して、JOGMEC が産油・ガス国と取組んでいる技術開発や本邦企業の権益

獲得に向けた支援事業をご紹介します。また、本年度より始まった技術開発機能オープン化（ラ

ボ施設、技術情報）の取組みについて報告します。 

さらに、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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ネットワーク構築パーティー （17:30開始 地下 1階食堂） 
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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 

 2日目 10月 31日（火）10:00～17:45 虎ノ門  

 

 
 

9:30 受付開始 

本邦周辺海域における探鉱開発の活性化に向けて 

～国内石油天然ガス基礎調査事業の取り組みと今後の展望～ 

（午前の部：10:15～12:40、午後の部：14:00～17:45） 

 

はじめに 

国内石油・天然ガス基礎調査の概要 

本邦周辺海域の石油・天然ガスポテンシャルと技術課題 

本邦周辺海域における探鉱・開発の活性化に向けて 

（外部関係者による講演と参加者によるフリーディスカッション） 

おわりに 
 

 
  

【参加対象者限定】 

本邦周辺海域における石油・天然ガスポテンシャルについては未だ基礎的なデータが取得され

ていない海域も残されているものの、昭和 30 年度から現在に至るまでの「国内石油・天然ガス基

礎調査事業」を通じて相当量の探鉱情報が蓄積されており、今後はこれらのデータを活用した民

間探鉱の活性化が望まれている。TRCウィーク 2日目は、本邦周辺海域において石油・天然ガス

の探鉱・開発の担い手となる石油開発会社を対象に、基礎調査事業の概要と本邦周辺海域の石

油・天然ガスポテンシャルについて紹介するとともに、国内探鉱・開発の活性化に向けた取り組み

や課題について外部関係者にも講演をいただき、国内探鉱の促進に向けた今後の展望について

議論することとしたい。 

 

TRC ウィーク 2 日目では、国が保有する基礎調査データや企業から提供を受けた機密性の高

い情報を扱うことから、国が基礎調査データの開示対象としている組織に所属される方を対象に

参加登録を限定させていただきます。 

恐縮ではございますが、本趣旨をご理解いただけるようお願いいたします。 
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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 11月 1日（水）10:00～17:15 TRC大講堂  

 

 

9:30 受付開始 

 10:00-10:15（15） 石油開発技術本部の概要 ···································· 江波戸 俊和（JOGMEC） 

～高度技術こそが操業コスト削減への近道～ 

 10:15-10:40（25） 海洋開発技術に関する取り組みの紹介·······················浅沼 貴之（JOGMEC） 

 10:40-11:00（20） 原油スラッジ処理実態調査報告 ································川村 和幸（JOGMEC） 

 11:00-11:25（25） 
セラミック膜による随伴水処理技術の小規模実証試験中間報告 

 ········································································川村 和幸（JOGMEC） 

 11:25-11:50（25） 
ゼオライト分離膜（ZEBREXTM）を用いた天然ガスからの CO2分離技術 

 ······························ 森田 穣（JOGMEC）・蛙石 健一（千代田化工建設(株)） 

 11:50-12：00（10） 
油井管材料選定ソフト（J-Tube Mate）のウェブ公開について 

 ········································································宮田 和明（JOGMEC） 

 12:00-12:20（20） 
平成 28年度技術動向調査・廃坑/廃山に関する最新技術動向調査結果概要 

 ········································································小薗 孝彦（JOGMEC） 

昼食 ＆ ポスターセッション 12:20-13:50 （13:20 受付開始） 

最新鋭ラボ機器紹介ラボツアー （登録制） 

 12:20-13:20（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） 

 

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ーや

開発現場は厳しさを増しています。 

 3 日目午前の部では、日本企業が取り組む環境対策技術のなかで、環境負荷を低減させる

だけでなく操業の高効率化にも貢献することが期待できる技術を取り上げ、操業の高効率化・低

環境負荷に貢献する調査や技術開発の成果について報告します。 

 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や研究を行っています。3 日目のラボツアーではコア試験や岩石力学

特性測定、地化学分析などの機器を紹介します。 

 午後の部では、探鉱・開発において、その評価精度を高めるための取り組み内容について

紹介します。探鉱精度の向上のための技術開発や調査、解析が難解な貯留岩に対する評価手

法の試みなどにつき、議論を深めたいと考えます。 
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～探鉱・開発における地質評価技術の高精度化～ 

 13:50-14:00（10） JOGMEC G&G分野の活動内容・今後の取り組み ········加藤 文人（JOGMEC） 

～探鉱ポテンシャル評価手法の調査・研究～ 

 14:00-14:20（20） 
デルタ供給系がもたらす微生物起源ガスポテンシャルとハイブリッド根源／貯留岩 

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

 14:20-14:40（20) 
石油天然ガス探鉱における Non-seismic物理探査技術の利用動向調査 ··········  

 ···········································································伴 英明（JOGMEC） 

 14:45-15:05（20) 
地表地化学探査の精度向上 - 国内開発フィールドへの適用 - ······················· 

 ·········································································· 鬼嶋 正則（JAPEX） 

 15:05-15:25（20) 
地質リスク評価における DHI コンセプトの検討と導入に向けた取り組み ············ 

 ···········································································池 俊宏（JOGMEC） 

休憩 （20分） 

～難解析貯留層のキャラクタリゼーション～ 

 15:45-16:10（25） 
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 ········································································· Mu Luo (INPEX) 

 16:10-16:30（20） 火山岩を対象とした探鉱の動向と技術課題 ·····················馬場 敬（JOGMEC） 

 16:35-16:55（20） 
シェール貯留層が含有する有機物タイプとその貯留層性状に与える影響度評価手

法の検討 ···························································Knapp Levi（JOGMEC） 

 16:55-17:15（20） 女川層酸処理メカニズムの解明のための取り組み ·········福成 徹三（JOGMEC） 

ネットワーク構築パーティー （17:30開始 TRC食堂） 
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 ４日目 11月 2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概要 ···································· 江波戸 俊和（JOGMEC） 

～ラボを活用した EOR技術開発～ 

 10:15-10:30（15） EOR課の活動報告 ··················································高橋 悟（JOGMEC） 

 10:30-11:00（30） LSWFの成熟油田への適用性評価 ···························松山 隆介（JOGMEC） 

～非在来型油ガス田開発研究～ 

 11:00-11:15（15) 活動報告 ·······························································高木 是（JOGMEC）  

 11:15-11:30（15） 研究の方向性 ···································· 伊藤 義治 / 田中 浩之（JOGMEC） 

～非在来型・モニタリング研究～ 

 11:30-12:10（40) 
カナダでの水圧破砕モニタリング（マイクロサイスミック） 

 ························································ 内田 真之介・黒澤 功（JOGMEC） 

 12:10-12:30（20) 
ノースモントニーMS解析とジオメカ統合解析技術 

 ······································································ 熊野 裕介 氏（JAPEX） 

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。 

 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） 

EOR 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く、JOGMEC の重点分野の

一つとなっています。本セッションでは、ラボでの実験・分析結果を中心に、低塩分濃度水攻法

（LSWF）に関する産油国や大学との共同研究を紹介します。 

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の影響で、オペ

レーター各社は資産の整理やプロジェクトの入れ替えを進める一方、経済性改善が喫緊の課題

となってきています。JOGMEC が共同研究等で関わるプロジェクトにおいても、コスト削減や作

業効率化の動きが加速化されています。そのような流れの中、非在来型油ガス田技術課では、

国内外の大学の先進技術の力を借りて、また、最新モニタリング手法を取り入れながら、研究の

質を上げるべく研究開発を実施してきています。 

午前と午後の前半のセッションでは、水圧破砕モニタリング研究と実証試験の結果をご紹介

するとともに、光ファイバーを使ったセンシング技術を報告します。引き続き午後の後半のセッシ

ョンでは、水圧破砕と酸処理とナノレベルの流動研究についてご報告し、最後に北米の主要ベ

ーズンのシェールオイル開発ポテンシャル調査について報告します。 
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 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） 

 14:00-14:40（40） Distributed Fiber Optic Sensing for Shale Reservoir 

 ······················································ Dr. Martin Karrenbach（OptaSense） 

～非在来型・生産性改善研究（水圧破砕・酸処理）～ 

 14:40-15:00（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（Phase 2） 

 ······································································· 杉山 広巳 氏（INPEX） 

 15:00-15:20（20） 水圧破砕亀裂の可視化研究 ······························· 陳 友晴 助教（京都大学） 

 15:20-15:40（20） 水圧破砕シミュレーション研究 ··································田村 浩平（JOGMEC） 

 15:40-16:00（20) 
イーグルフォード共同研究（水圧破砕シミュレーション） 

 ········································································· 中田 守 氏（JAPEX） 

休憩（10分） 

～非在来型・流動性評価研究（ナノスケール）～ 

 16:10-16:30（20) ホーンリバー浸透率高精度評価 ······························ 島本 辰夫 氏（INPEX） 

 16:30-16:50（20） 
分子動力学シミュレーションによるナノ空隙におけるメタンガスのすべり流に関する

検討 ······················································· 村田 澄彦 准教授（京都大学） 

～非在来型・北米のポテンシャル調査～ 

 16:50-17:30（40） 
Status and Perspectives on U.S. Tight Oil Development 

 ································································· Mr. Vello A. Kuuskraa（ARI） 

［会費制］ ネットワーク構築パーティー （17:45開始 TRC食堂） 

  
 


