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「掘削エンジニアコース」 事業管理者向け講座 講座概要 

 

 「掘削エンジニアコース」の講座設定について 

対象者別に、下記の 2 講座を設けています。 

講座名※、 

対象者 

内容 日程（3 日間） 備考 

事 業 管 理 者

向け講座 

事業管理者として必要な掘削計画書及び報告書の作

成、資器材・人員等のロジ、各種トラブルに対する現場への

適切な指示・助言、等々習得のための座学講義及び関連

ソフトウェアを用いた演習体験 

2018/1/16～1/18 今回ご案内講座。 

お申込み受付中

（12/8 まで） 

現 場 監 督 者

向け講座 

現場監督者として必要な掘削技術・各種トラブルの早期

発見、等々習得のためのシミュレータを用いた実践演習およ

び座学 

2018/2/6～2/8 募集は締めきってお

ります。 

※2017 石油技術協会 春季講演会 作井部門個人講演でのご案内時から講座名が変更になりました。 

（変更前）「掘削エンジニアコース」掘削エンジニアコース →（変更後）「掘削エンジニアコース」事業管理者向け講座:今回ご案内講座 

         「掘削エンジニアコース」カンパニーマンコース  →          「掘削エンジニアコース」現場監督者向け講座 

 

 「掘削エンジニアコース」事業管理者向け講座の概要 

石油開発・生産会社の事業管理者として従事する技術者向けの講座です。 

理論的・経験的なアプローチによる座学と、ソフトウェアを用いた効果的・実践的な演習を行います。 

 

講座名 「掘削エンジニアコース」事業管理者向け講座 

コース期間 3 日間 

受講者定員 10 名 

開催日程 2018/1/16～18 

開催場所 JOGMEC 技術センター（TRC） 

受講対象者 石油開発・生産会社の若手エンジニアで事業管理者として従事する者。 

講師 
1・2 日目：JOGMEC 管理・研修部 研修企画課 太田仁（予定） 

3 日目：Landmark 社, 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ DUNCAN PETER BARNEVELD 

   ※３日目の講義は英語で行われます。 

 

本講座は、コントラクターの操業を適切に監督する立場にあり、掘削技術の基礎知識を持つ本邦石油会社の若手掘削

技術者が、プロジェクトを担当する前に、掘削現場でのトラブルに際し的確に対応・指示するための知識など、実践的な

知見を得ることを目的としています。 
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 事業管理者向け講座の内容 

石油開発・生産会社の若手掘削エンジニア（事業管理者）として必要な掘削計画書及び報告書の作成、資器

材・人員等のロジ、各種トラブルに対する現場への適切な指示・助言、等々習得のための座学講義及び関連ソフト

ウェアを用いた演習体験を行います。１日目・２日目は座学で一般共通事業及び周辺業務について学習し、3 日

目は Landmark 社製ソフトウェア DecisionSpace Well Planning、COMPASS、WellPlan 等を用いたソフトウ

ェア演習講義を行います。 

 

 

スケジュール 1日目 2日目 3日目 

9:00 

 

座学 

1. Operator とは？ 

2. 入札/契約 

3．保険 

座学 

8. Daily Drilling Report の読み方 

9. シェールガス 

10. Drilling Program 

11．Completion Report 

ソフトウェア演習 

（講師: DUNCAN PETER BARNEVELD 

Halliburton,Landmark） 

1.坑井設計ワークフローと坑跡設計の演習 

2.WellPlan を用いた解析演習 

10:00 

 

11:00 

12:45 

~13:30 
昼食 昼食 昼食 

13:30 座学 

4．Drlg Scdl_Actual_KKK Field 

5．資器材/ロジ資器材/ロジ 

6．CSG/CMTG 

7．Troubles 

座学 

12. AAA 石油会社歴史写真 

13. JOGMEC X-Field #2 Well 

14. HSE 

15. Horizontal Well 

2.WellPlan を用いた解析演習（続き） 

3.高度な解析支援ツールの紹介 

4.ディスカッション 
14:00 

15:00 

ラップアップ・アンケート記入 
16:00 

講座スケジュール ※スケジュールは変更となる可能性があります。 

 

 ≪1 日目・2 日目≫座学講義内容・テキストについて 

座学では、石油開発・生産会社の若手掘削エンジニア（事業管理者）を対象に、一般共通事業及び周辺業務

を掘削エンジニアというカンパニー側に軸足を置いた講義を行います。1 日目はカンパニーとしての心構え、入札、契

約、保険、ロジを含めた資機材関係及びスケジュール管理、トラブル等を、2 日目は日報の読み方、掘削計画書

（例）、完了報告書（例）、HSE、水平坑井実績例、シェールガス実績例等を学習します。 

講義で使用するテキストは、若手～中堅の掘削エンジニアが、オフィスに於いて掘削計画書等各種プログラムの作成

に必要な掘削技術を中心としたノウハウ、地質部門や油層部門及び他部とのスムーズな連携も出来るよう、場合に

よっては掘削現場で作業の指揮も執ることが出来るよう、必要な知見を十二分に盛り込んだ内容となっています。 
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 ≪3 日目≫ソフトウェア演習講義について（Landmark 社, 伊藤忠テクノソリューションズ㈱） 

ソフトウェア演習講義では、坑井設計及び掘削計画の作業プロセスを効率化するソフトウェア（DecisionSpace 

Well Planning、COMPASS、WellPlan等）を使用して、トルク＆ドラッグ、ハイドロリクスなど基本的な坑井プロパ

ティの計算・解析演習を行います。 

 

 講義の効果及び成果 

本トレーニングでは掘削エンジニアが坑井掘削を計画する上でのワークフローに沿って、オフィスでの作業を支援するツ

ールを紹介し、トルク＆ドラッグ・ハイドロリクス計算を始めとする実務を念頭に置いた問題演習や課題検討を行う。ソ

フトウェアを用いた演習や解説によって、エンジニアは坑井設計において必要となるパラメータとその変化の影響・効果

を体感でき、将来的には計画プロセスの作業効率を改善できる。また、熟練のエンジニアの経験を吸収することや、サ

ブコントラクタに作業をアウトソースしながら要点の見落としを防ぎ、設計のクオリティを維持することも容易になる。それ

らの結果として、仕上がる坑井のパフォーマンスを最高にすることで最終的には資産価値を最大化できる。 

 

ワークフローの始点として坑跡設計を行う。データ収集から始め、プラットフォーム配置の最適化、ターゲットの設定が

必要となる。一般に坑跡はプロスペクト・地形や構造物及び道路等の地上の状況・断層等の地質構造・坑井の近

接状況や理想的な坑井間隔など多くの要因に制限される。ここでは掘削・地質・油層・その他の各方面でリスクと利

点の間で議論となるため、懸案を柔軟に解消する事がソフトウェア上での作業に求められる。演習では多くの作業が

視覚的かつ対話的に行える DecisionSpace Well Planning を使用し、一部は COMPASS も参照する。 

 

さらに坑井設計におけるワークフローを辿る中で、いくつかのタスクに関して WellPlan ソフトウェアを用いて演習する。

トルク＆ドラッグ解析は荷重・流速等のハイドロリクス・温度等を基にストリングの3次元的な応力を計算し、地上から

坑底に至る各部にかかる力を割り出すと共に座屈や疲労による破断のリスクを示す。ハイドロリクス解析はリグと坑内

の循環システムにおける圧力損失を計算し、等価循環比重を示すとともにカッティングスの揚がりを評価する。スワブ

＆サージ解析はストリングの一時的な動きによって生じる坑壁への圧力変動を計算し、許容できるトリップスピードを

示す。これらの他にもセメンチングにおける解析やウェルコントロール解析、抑留トラブル時のスタックパイプ解析、ボトム

ホールアセンブリの振動解析等があり、時間の許す限り演習と概要説明を行う。 

 

チームの協力とソフトウェア上での精査により、坑井計画の初期段階で掘削における懸念を回避することができる。そ

して坑井を安全操業で制御下に置いたまま完堀し、それゆえに掘削コストを最小化することができる。本トレーニング

はそれらのスキル習得を加速するための入り口として有用である。 

 

 講義内容 

1. 坑井設計のワークフローと坑跡設計の演習(1～1.5 時間) 

概要：このセッションでは、坑井設計のワークフローについて概説するとともに、DecisionSpace Well Planning

を使用した坑跡設計を主に扱う。ソフトウェア上で対話的な 3 次元ビューを用いて課題演習を実施する。 

・坑井計画の要点 

・ジオサイエンスデータの 3 次元視覚化と対話的な坑井計画プロセスの解説 

・ターゲット設定、プラットフォームの設定、地上・地下の制約条件に基づく 3 次元の坑跡設定と掘削パラメータ（ 
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ドッグレッグ、方位、傾斜等）の把握 

・坑跡設計を実際に行う演習と、後の演習のため掘削ソフトウェア共通のデータベース（EDM）への坑跡データ

取込み 

 

2. WellPlan を用いた解析演習 (2.5 時間程度) 

概要：このセッションでは、WellPlan のモジュール群を活用する手法を概説し、一部の作業について課題演習を

実施する。ワークフローに沿って基本的なツールの演習を優先し、高度な解析ツールについては次のセッションでの

紹介に留める。また演習時間の経過に応じて一部の課題については概説に留める。 

・坑井計画ワークフローに沿った WellPlan を含む EDT suite (Engineer’s Desktopdrilling application)

の紹介と EDM データベースの紹介 

・掘削データ入力の概説と部分的な演習（測地系、坑跡、ホール、ストリング（編成）、流体、地下情報、リグ、

オペレーション） 

・トルク＆ドラッグモジュールの紹介、トルク解析、軸方向荷重、コンタクトフォース、ストリング全体に渡る 3 軸応力

計算の演習 

・ストリング深度に対するドラッグチャートの作成 

・座屈と金属疲労の評価演習。ストリングの回転速度から潜在的な破損の可能性を検知し破断のポイントを示 

 す 

・トルク/ドラッグを考慮した最適な坑跡設計と掘削編成デザインの概説。トルク/ドラッグやコンタクトフォースを最小

化し、ケーシングの摩耗を軽減する 

・ハイドロリクスモジュールの紹介、ホールクリーニングの解析演習。ビットのトータルフローエリアと流量を最適化し、ハ

イドロリック馬力・インパクトフォース・ノズルでの速度を最大化する。 

・リグの循環システム最適化を概説。実際のリグの循環圧力を参照する。 

・スワブ＆サージモジュールの紹介、スワブ/サージ圧力と ECD（等価循環比重）をトリップスピードに対して解析 

する 

 

3. 高度な解析支援ツールの紹介 (1 時間程度) 

概要：このセッションでは WellPlan 及び他の EDT アプリケーションから比較的高度な解析ツールについて概説

する 

・EDT に含まれる、カタログエディタ、リグエディタ 

・ウェルコントロールモジュールとキルシートの作成 

・セメンチングモジュール 

・BHA ダイナミクスモジュールおよびスタックパイプ解析 

・ジャーの運用とバックオフ解析 

 

4. ディスカッション(30 分程度) 
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 演習講義で使用するソフトウェアについて 

・ソフトウェア名：COMPASS 

特徴：同ソフトは坑跡設計ソフトウェアであり、検討ツールと 3 次元可視化ツールを備える。 

 

・ソフトウェア名：DecisionSpace Well Planning 

特徴：同ソフトは坑跡設計・検討・データ蓄積用ソフトウェアで、3 次元ビューを用いて標準的なワークフローに沿っ

た形で対話的な手法によりエンジニアの作業を支援する。 

 

・ソフトウェア名：Engineer’s Data Model 

特徴：同ソフトは今回採用するソフトウェア群に共通するデータモデルを蓄積するデータベースを扱うソフトウェアおよ

びデータベースである。 

 

・ソフトウェア名：WellPlan 

特徴：同ソフトは内蔵のモジュールにより坑井設計および掘削計画に必要なシミュレーション計算ツールを提供し、

掘削エンジニアの坑井設計業務および各種検討業務を支援する。 

以上 




