
1 

「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」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、海外及び国内に於い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、シュルンベルジェ社の次世代クラウドソリューション（DrillPlan

ソフトウェア）を用いた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 2019 年 1 月 16 日(水)～18 日(金) 

開催場所 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 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海外及び国内に於いて事業管理者と

して従事する者。 

講師 

1・2 日目：石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

管理・研修部 研修企画課 太田仁（予定） 

3 日目：シュルンベルジェ㈱ 

Drilling Product Analyst(Product Champion）Steve LI 氏 

※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、海外及び国内に於いて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。 

 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、シュルンベルジェ社講師により、シュルンベ

ルジェ社製ソフトウェア Drill Plan を用いたソフトウェア演習講義を行います。
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 講座スケジュール 

 

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: Steve LI, Schlumberger） 

Section1. DrillPlan Overview 

Section2. DrillPlan Demonstration 

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 

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 

 

Section3 Collaborative design  

(Practical Session) 

14:00 ※詳細は次のページをご参照下さい。 

15:00 
ラップアップ・アンケート記入 

16:00  

17:00 
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、さらに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。 

 

 ≪3 日目≫ソフトウェア演習について 

シュルンベルジェ社講師により、シュルンベルジェ社の次世代クラウドソリューション（DrillPlan ソフ

トウェア）を用いた実践的な演習を行います。詳細については、次のページをご参照ください。 

 

 



COURSE SYLLABUS 

Section 1: DrillPlan Overview 

 Digital well construction lifecycle

 Why DrillPlan

Section 2: DrillPlan Demonstration 

 Project and Team

 Well design workflows

 Automated engineering analysis

 Automated time and cost estimate

 Design deliverables

Section 3: Collaborative design 

     (Practical Session) 

 Participation in role play

 ATD discovering

 AEA and Design validation

 Activities Orchestration

 Authority for expenditures (AFE)

DrillPlan 
Next Generation Well Construction Design Software 

DrillPlan forms a fully integrated well construction solution in the DELFI cognitive E&P environment, which is 

a secure, cloud-based space built on key premises that make it unique in Schlumberger software portfolio. 

The fundamental course introduces new users to DrillPlan functionality with emphasis on Automation and 

Collaboration. The course covers basic usage of the software, providing an understanding of how to get 

started with DrillPlan, the available software and hands-on practicing.  

LEARNING OBJECTIVES

 Demonstrate use of DrillPlan, project set-up, well design, automated engineering analysis (A/C, T&D,

Hydraulics, Casing strength, …), automated time and cost estimate, design deliverables.

 Attain a basic understanding of performing basic well planning operations in DrillPlan.

 Hands-on practice DrillPlan in DELFI environment.

 Discover how to deliver a drilling program in the automated and collaborative environment.

PARTICIPANTS 

Drilling engineers, well engineers, operation managers of Operators and drilling service vendors, with no 

prior experience in DrillPlan software. 

PREREQUISITES 

 General knowledge of petroleum drilling and well construction engineering as well as elemental

software skills is recommended.

DELIVERY METHODS 

 Classroom lecture-style

 Guided Hands-on practicing

 Discussion and case studies

 Multiple role plays with feedback
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