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 １日目  10月 25日（木） 虎の門  

 

  

10:00 受付開始 

 10:30-10:35（5） 開会の挨拶 ························································江波戸俊和（JOGMEC） 

～第三期中期計画期間の実績および第四期中期計画期間に向けて～ 

 10:35-10:55（20） 第四期中期目標および中期計画 ·································末廣能史（JOGMEC） 

 10:55-11:30（35） 海外地質構造調査事業 ································ 浅和 哲・棚村秀樹（JOGMEC） 

 11:30-12:30（60） メタンハイドレート研究開発事業 ··································山本晃司（JOGMEC） 

昼食 12:30-13:30 

 13:30-15:10（100） 
石油天然ガス開発部門における研究開発・技術支援の現況 －幕張 TRC30年の

節目に－ ················································ 佐伯龍男・加藤隆明（JOGMEC） 

 15:10-15:30（20） 柏崎テストフィールド掘削研修施設の紹介 ·····················萱場俊明（JOGMEC） 

休憩（15分） 

～特別講演～ 

 15:45-16:45（60） 石油市場に関する考察（現状と今後の展望）···················野神隆之（JOGMEC） 

 

 
  

第三期中期計画期間の最終年である平成 29 年度も、様々な調査や技術開発、実証などに取り

組んでまいりました。また、平成 30年度から平成 34年度までの 5年間にわたる第四期中期計画を

策定し、その第一歩を踏み出しました。JOGMEC-TRCウィークの初日である 10月 25日では、第三

期の実績を総括するとともに第四期目標期間における取り組み等を報告致します。 

また、技術開発機能オープン化、柏崎テストフィールドに設置した掘削研修施設について紹介し、

特別講演として石油市場を取りあげる予定です。 
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 2日目 10月 26日（金） TRC  

 

 

10:30 受付開始 

 11:00-11:40（40） TRCにおける研究・技術開発・技術適用の動向 ··············佐伯龍男（JOGMEC） 

～操業現場技術支援事業～ 

 11:40-12:10（30） 
ケーススタディ 1：北秋田地区生産性改善実証実験－八橋油田北部地域における

応力場評価－ ··························································· 津坂仁和（INPEX） 

 12:10-12:40（30） 
ケーススタディ 2：地表地化学探査の精度向上－国内開発フィールドでの取り組み

－ ·········································································· 有坂春彦（JAPEX） 

昼食&ポスターセッション 12:40-14:00 

～ジオメカニクス活用事例～ 

 14:00-14:10（10） 開発技術課の活動報告 ············································北村龍太（JOGMEC） 

 14:10-14:30（20） ジオメカニカルモデルのための力学試験 ····················関根孝太郎（JOGMEC） 

 14:30-15:00（30） 未固結層における出砂現象のモデリングと実験···············山本晃司（JOGMEC） 

 15:00-15:40（40） 
南関東ガス田における地盤沈下抑制のための操業管理事例およびガス増産手法

への取り組み ················· 村井大助（関東天然瓦斯開発）、中川 勉（JOGMEC） 

休憩（20分） 

～環境対策グランドデザイン～ 

 16:00-16:10（10） 施設技術課の活動報告 ············································三好啓介（JOGMEC） 

 16:10-16:40（30） 環境対策グランドデザイン ·········································川村和幸（JOGMEC） 

 16:40-17:00（20） 個別技術紹介：DDR膜を用いた CO2分離技術 ··············田中勝哉（JOGMEC） 

セッション終了後、ポスター会場にてフリーディスカッションの場を設ける予定です。 
 
  

午前のセッションでは、「操業現場技術支援事業」を取り上げ、本事業にて得られた成果等が実際

の操業に活用されている例を紹介致します。 

午後のセッションは、JOGMEC が注力する技術分野のひとつである「操業の高効率化・低環境負

荷」に関連する内容として、前半は坑井近傍やフィールドスケールおけるジオメカニクスの活用事例

について報告致します。後半は昨今の環境負荷低減が謳われる中、環境対策技術グランドデザイ

ンを示し、それぞれの課題への取り組みの一例である CO2分離技術について報告致します。 
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 3日目 10月 29日（月） TRC  

 

 

10:00 受付開始 

～EOR技術開発～ 

 10:30-10:40（10） 最新の EOR研究動向 ·············································岡野裕史（JOGMEC） 

 10:40-11:10（30） 
砂岩および炭酸塩岩における低塩分濃度水攻法の適用性評価 ······················ 

 ······························································ 森下諒一・香山 幹（JOGMEC） 

 11:10-11:50（40） 
超重質油に対するSA-SAGD法の実験研究～カナダでの実証試験/商業化のため

の基礎研究 ···························································今井素直（JOGMEC） 

 11:50-12:00（10） まとめ、今後の EORスタディ ·····································岡野裕史（JOGMEC） 

昼食 ＆ ポスターセッション 12:00-13:30 

～地質・物理探査技術開発の最新の取り組み～ 

 13:30-13:45（15） JOGMEC G&G分野の活動内容・今後の取り組み ··········加藤文人（JOGMEC） 

～貯留層評価・モニタリングの最新技術（Optical Fiber Sensing、FWI等）～ 

 13:45-14:05（20） 
DASと常設型震源のVSPによるモニタリングの可能性―カナダ・アクイストアCO2 

貯留場ケーススタディ ···············································中務真志（JOGMEC） 

 14:05-14:25（20） 
光ファイバーセンシングによる地層安定性や坑井健全性監視技術開発 ·············  

 ················································································ 薛 自求（RITE） 

 14:25-14:45（20） 
アクイストア CCSサイトにおける ACROSSモニタリングデータ解析 ················ 

 ··········································································下田直之（JOGMEC） 

 14:45-15:05（20） 
米国テキサス州陸上油田を対象とした物理探査による CO2EORモニタリングの有

効性評価 ···························································重松愛二郎（JOGMEC） 

Enhanced Oil Recovery（EOR）は、既発見油田からの原油生産を増大させる取り組みで、低

油価環境でも継続的なニーズがあります。JOGMECは、長年取り組んできたCO2攻法以外にも、

近年注目されている低塩分濃度水攻法や重質油に対する EOR の基礎研究にも取り組んでいま

す。午前のセッションでは、最新の研究動向を踏まえて、低塩分濃度水攻法の実験研究、重質油

を対象とした水蒸気攻法 SAGD（Steam-Assisted Gravity Drainage）の改良版である Solvent-

assisted SAGDの実験研究について報告します。 

午後のセッションでは、貯留層評価・モニタリングのための最新技術として、光ファイバーセンシ

ング技術やフルウェーブフォームインバージョン技術等の適用事例を紹介致します。さらに、注目

を集めるAI・デジタル技術に関して、外部の専門家を招聘し、地質・物理探査分野において進む本

技術の適用への試みや今後の発展・期待などについて議論を深めたいと考えます。 
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 15:05-15:25（20） 
長岡 CCS サイトで取得された坑井間地震探査データへのフルウェーブインバージ

ョンの適用 ····························································中村悠希（JOGMEC） 

休憩（20分） 

～G&G分野で進む AI・デジタル技術の適用～ 

 15:45-16:00（15） JOGMECにおける AI活用に向けた取り組み ·················· 田中 暁(JOGMEC) 

 16:00-16:15（15） AIを用いた炭酸塩岩の岩相解析 ······························ 南條貴志（JOGMEC） 

 16:15-16:30（15） 
深層学習ニューラルネットワークによるイベント堆積作用の逆解析 ···················  

 ··········································································· 成瀬 元（京都大学） 

 16:30-16:45（15） 
物理探査・地質評価における AI技術の導入 ·············································· 

 ··········································赤間健一・小沢光幸（JAPEX）、越智公昭（JGI） 

 16:45-17:05（20） 産学官パネルディスカッション ················································· 講演者 4名 

［会費制］ 意見交換会 （TRC食堂） 17:30開始 
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 4日目 10月 30日（火） TRC  

 

 

9:30 受付開始 

～非在来型油ガス田開発研究概要と今後～ 

 10:00-10:10（10） 活動報告 ······························································· 高木 是（JOGMEC） 

 10:10-10:20（10） 研究の方向性 ························································伊藤義治（JOGMEC） 

～北米における本邦企業との共同研究～ 

 10:20-10:40（20） 
ホーンリバーにおけるマイクロサイスミッククラスタリング解析 ·························  

 ··········································································下田直之（JOGMEC）  

 10:40-11:25（45） 
ノースモントニー鉱区での MS解析と既存坑井の仕上げ考察 ·························  

 ·································· 熊野裕介（JAPEX）、北村重浩・角野弘明（JOGMEC） 

休憩（10分） 

～流動評価研究～ 

 11:35-11:50（15） 
相対浸透率およびWettability測定 – カナダモントニータイト層 – ··················  

 ··········································································伊藤義治（JOGMEC） 

 11:50-12:10（20） Methane Adsorption Behavior in Nanopores ········ Liang Yunfeng（東京大学） 

昼食 ＆ ポスターセッション 12:10-13:45 

最新鋭ラボ機器紹介ラボツアー （登録制） 

 13:00-13:30（30） 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

当課技術者の案内で見学して頂きます。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 10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） 

シェール（タイト）ガス・オイル開発は、特定の優良エリアを除いて高収益を維持できるという状況

にはないものの、北米のシェールガス・オイルの生産量は比較的堅調に推移しています。このよう

な背景から、大型アセットの売買も活発に行われています。JOGMEC としては、技術向上による経

済性改善を目指し、コスト削減や作業効率化に資する研究を実施しているところです。さらに、国内

外の大学と連携のもと、研究の質的向上を図っています。 

午前のセッションでは、本邦企業と実施している共同研究に加え、ナノシミュレーション等の流動

評価研究結果を報告致します。午後の前半セッションでは、前半は国内非在来資源関連研究と水

圧破砕最新技術研究結果を報告致します。後半は海外から招聘したマイクロサイスミック・地質の

研究者による、より専門的な講演を企画しております。 

また、成果に資するラボ機器を紹介するラボツアーも企画しておりますので是非ご参加下さい。

なお、一部の発表が英語になりますがご了承下さい。 
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 超低浸透性岩石浸透率測定装置（PDP-200：10数 nDの浸透率を測定） 

～国内非在来資源関連研究～ 

 13:45-14:15（30） 
鵜ノ崎海岸女川層でのコアリングおよび応力場測定（小規模水圧破砕現場試験を

目指して） ······························· 田中浩之・有馬雄太郎・兵藤大祐（JOGMEC） 

 14:15-14:45（30） 鵜ノ崎海岸女川層地質評価 ·········· 千代延俊（秋田大学）、北村重浩（JOGMEC） 

 14:45-15:05（20） 女川層を対象とした酸処理デザインの最適化 ···················· 玉川哲也（JAPEX） 

休憩（10分） 

～水圧破砕最新技術～ 

 15:15-15:45（30） 室内実験における水圧破砕亀裂の可視化研究 ················ 陳 友晴（京都大学） 

 15:45-16:05（20） 水圧破砕シミュレーション研究（２） ·······························田村浩平（JOGMEC） 

～非在来型・北米のポテンシャル調査～ 

 16:05-16:20（15） AIに関連する発表（仮） ············································· 黒澤 功（JOGMEC） 

 16:20-17:00（40） DAS Microsesimic··············································· Barry Fish（NanoSeis） 

 17:00-17:40（40） 
モントニー地質概要及び北米主要岩石と水圧破砕との関係考察 ·····················                 

 ···················································· Per Pedersen (University of Calgary) 

［会費制］ 意見交換会 （TRC食堂） 17:45開始 
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 5日目 10月 31日（水） TRC  

 

 

9:30 受付開始 

～これまでのメタンハイドレート技術開発～ 

 9：45-10：00（15） メタンハイドレート技術開発の 18年と海洋産出試験 ·········山本晃司（JOGMEC） 

 10：00-10：45（45） 
これまでのフィールドオペレーション-操業の視点による紹介- 

 ················································································ 高橋秀明（JMH） 

～資源量評価と地層特性把握のための技術～ 

 10:45-11：10（25） 
堆積盆シミュレーターを用いたメタンハイドレートシステム評価 ························ 

 ······························································ タン ティン アオン（JOGMEC） 

 11：10-11：35（25） 検層と地震探査による貯留層モデリング技術  ··················· 玉置真知子（JOE） 

休憩（10分） 

 11:45-12：05（20） 圧力コアの取得と解析に関する技術  ··························鈴木清史（JOGMEC） 

 12：05-12：40（35） 
第 2回海洋産出試験に係る物理探査モニタリング ······································ 

 ····························· 小林稔明（JOGMEC）、高橋浩央（OCC）、寺西陽祐（JGI） 

昼食&ポスターセッション 12:40-13:45 

～海洋・陸上での生産を実現するための技術～ 

 13：45-14：00（15） 流況の解析手法について  ········································ 和田良太（東京大学） 

 14：00-14：30（30） 生産試験システム（ライザー、EDP-WCP、坑内機器） ·············· 岸 恵一（JMH） 

 14：30-14：50（20） 貯留層シミュレーションの考え方と進展 ············ 熊谷健一・大槻 敏（JOGMEC） 

 14：50-15：10（20） 坑内のモニタリング技術······ 王 暁星（JOGMEC）、菅野貴行（シュルンベルジェ） 

 15：10-15：30（20） 出砂対策の技術 ·····················································中塚善博（JOGMEC） 

休憩（10分） 

～環境影響を評価するための手法～ 

 15:40-16：40（60） 環境影響を評価するための手法 ······························· 荒田 直（JOGMEC） 
 

メタンハイドレート研究開発は、できるだけ既存の石油・天然ガス開発技術を活用し、国内外の企

業や研究機関と連携のもと進めています。 

今回は、過去 18 年間にわたる研究開発の実績並びに海洋産出試験について、またその他の話

題を選りすぐり、これまでに明らかとなった研究成果をはじめとした内容の解説や、現在取り組んで

いる研究開発を報告致します。 
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