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 １日目  10月 24日（木） 虎の門  

  

9:30 受付開始 

 10:00-10:10（10） 開会の挨拶 ······································································· 江波戸俊和 

総括報告 

 10:10-11:10（60） 技術部報告「オープンイノベーション」の観点から ···························· 佐伯龍男 

 11:10-12:10（60） 砂層型メタンハイドレート研究開発事業 ······································ 山本晃司 

昼食 12:10-13:30（80分） 

 13:30-14:30（60） 基礎調査事業報告 ······················································· 池俊宏・春田慶長 

 14:30-14:50（20） 機構の知的財産ポリシー ························································· 国司洋介 

休憩（20分） 

日本の E&P業界のデジタル化の現状とは？ 

 15:10-15:40（30） 基調講演①：高次元科学と探査 ························ 丸山宏（Preferred Networks） 

 15:40-16:10（30） 
基調講演②：Digitalisation: what Japanese companies need to do ················  

 ····························································· Martin Kelly(Wood Mackenzie) 

 16:10-16:40（30） 本邦 E&P企業の DX（デジタル・トランスフォーメーション）の取組み 

 ··········································································明吉研二（JOGMEC） 

 ············································································· 轟木俊男（INPEX） 

 ············································································ 高畑伸一（JAPEX） 

 ······································································ 門澤伸昭（JX 石油開発） 

 16:40-17:10（30） パネルディスカッション ···················· 明吉研二、轟木俊男、高畑伸一、門澤伸昭 

[会費制] 意見交換会（虎ノ門食堂） 17:25 開始 

 
  

  今年の JOGMEC-TRC Weekでは「オープンイノベーション＆デジタル技術」をキーワードに平成 30

年度に取り組んだ共同研究や技術開発、実証などの成果を報告するとともに、本中期目標期間にお

ける柱のひとつであるデジタル技術についても機構の取り組みなどを紹介します。また合わせて基礎

調査事業の報告も行います。 

  第 1 日目の前半は「総括報告」とし、技術部・メタンハイドレート研究開発グループ、国内探査部の

業務概要について報告します。また外部機関との協働の際に確認すべき事項として知財の取り扱い

がありますが、平成 30年に定めた知的財産ポリシーを紹介します。 

  さらに後半は日本の E&P業界におけるデジタル化をめぐる課題や取り組みを紹介します。 
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 2日目 10月 28日（月） TRC  

 

9:30 受付開始 

EOR技術に関する近年の取り組み 

 10:00-10:10（10） イントロダクション ··································································· 岡野裕史 

 10:10-10:50（40） CO2-EOR関連の取り組み・研究動向 ············································ 國枝真 

 10:50-11:50（60） 
低塩分濃度水攻法をはじめとするWater-based EOR技術の研究成果 

 ·············································································· 森下諒一・香山幹 

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

昼食&ポスターセッション 12:00-13:15（75 分） 

アスファルテン・エマルジョン問題への先端技術適用研究 

 13:15-13:30（15） 開発技術課活動紹介 ······························································ 北村龍太 

 13:30-13:50（20） エマルジョンに関する研究動向と取り組み ·································· 下河原麻衣 

 13:50-14:10（20） アスファルテンによる油層内影響のデジタルロックスタディ ················· 加藤是威 

 14:10-14:30（20） INPEX のアスファルテン問題への取り組み ······················· 高林克百（INPEX） 

休憩（15分） 

 14:45-15:25（40） マイクロモデルを用いた流動可視化技術 ········································· 大中温 

 15:25-15:55（30） 間隙スケールの流動シミュレーション技術 ···························· 辻健（九州大学） 

 15:55-16:00（5） まとめ ················································································· 北村龍太 

既発見油田からの原油生産を増大させる Enhanced Oil Recovery（EOR）技術を取り巻く状況

は、環境や油価の変動によって日々変化しています。午前のセッションでは、CCUS（Carbon 

Capture, Utilization and Storage）の一手法として注目されている CO2-EORの研究動向や機構の

長年にわたる取り組みの他、低コスト・低環境負荷のため様々な地域で研究されている低塩分濃

度水攻法などの Water-based EOR技術における機構の研究成果について報告します。 

また、古くからのフィールド操業課題に対しては、確立された対処法の確実な実施に加え、先端

技術を用い、対策の高精度化、自動化等を目指す取り組みも進んでいます。午後前半のセッショ

ンでは、油田操業における技術課題からアスファルテン析出・エマルジョン生成問題への対策研

究について紹介します。発生メカニズム解明のための詳細なスケールでの観察実験、その知見を

組み入れた数値シミュレーション等に関し、展望も含めて報告します。 

午後の後半では、時代の潮流である AI、ロボット関連から、「施設技術の未来像」と題して陸、

海、空、それぞれの現場におけるロボット適用の取り組みに関して紹介します。 
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休憩（20分） 

施設技術の未来像－ロボット適用の可能性 

 16:20-16:35（15） 施設技術課活動紹介 ······························································ 三好啓介 

 16:35-16:55（20） 
防爆性能を有するモビリティの可能性について－プラントを自動巡回するロボット

の開発－ ······························································ 大西献（三菱重工業） 

 16:55-17:15（20） 水中ドローン（AUV）開発と事業化の取り組みについて ··· 阪上裕志（川崎重工業） 

 17:15-17:35（20） 石油備蓄基地管理におけるドローン活用の取組み状況について ········· 東田隆祥 
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 3日目 10月 29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 

 10:00-10:20（20） 活動報告と研究の方向性 ························································· 伊藤義治 

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 

 10:40-11:20（40） 
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・笹谷勇登（JAPEX）、黒澤功（JOGMEC） 

 11:20-11:25（5） Q&A 

休憩（10分） 

 11:35-12:05（20） シェール分析結果 ····································································· 竹内傳 

流動評価研究 

 12:05-12:25（20） Adsorption Behavior in Nanopores ····················· Yunfeng Liang（東京大学） 

 12:25-12:30（5） Q&A 

昼食&ポスターセッション 12:30-13:40（70 分） 

最新鋭ラボ機器紹介ラボツアー（定員制） 

 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

非在来型油ガス田技術課技術者の案内で見学して頂きます。なお都合によりお見

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。 

2010 年ごろから急速に発展してきたシェール（タイト）ガス・オイル開発は、オペレーター各社の

それぞれのシェール層に対する知見が蓄積され、ポートフォリオの最適化を進め、より効率的な開

発計画を求めるようになってきています。一方で、シェール層に形成される水圧破砕の複雑な形状

把握は、多くのオペレーターにとって不確実性が高く、坑井デザイン最適化にとって大きな技術課

題となっています。このような潮流を踏まえて、機構では民間プロジェクトの開発計画の最適化に

資する共同研究を進めるとともに、国内外の大学の先進技術を取り込みながら、水圧破砕によるフ

ラクチャーの伸展メカニズムの解明など基盤的な知見向上にも取り組んでいます。 

午前のセッションでは、民間企業プロジェクトへの技術支援の例としてカナダにおける共同研究

を紹介致します。午後のセッションでは、水圧破砕のメカニズム解明の取り組みとして実施した秋

田県での露頭試験の結果について報告するとともに、分子シミュレーションやシェール以外のタイト

貯留層開発技術として再注目している酸処理への取り組みなどを紹介します。 
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 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） 

 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 

 13:40-14:10（30） 
秋田県女川層の既存孔を用いた追加応力場測定調査（小規模水圧破砕現場試験

を目指して） ····························································· 竹内傳・有馬雄太郎 

 14:10-14:40（30） 鵜ノ崎海岸女川層地質評価 ············· 千代延俊（秋田大学）、竹内傳（JOGMEC） 

 14:40-15:00（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） 

 15:00-15:05（5） Q&A 

休憩（20分） 

水圧破砕関連最新研究 

 15:25-15:55（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） 

 15:55-16:15（20） 
酸処理におけるワームホール進展現象の実験的解析及び数値計算による研究 

 ······································································· 古井健二（早稲田大学） 

 16:15-16:20（5） Q&A 

休憩（10分） 

Key note talk 現場では何が起きているのか（アカデミアの視点） 

 16:30-17:10（40） 
Hydraulic fracturing, microseismic monitoring and induced seismicity ··········· 

 ······················································ David Eaton（University of Calgary） 

[会費制] 意見交換会（TRC食堂） 中止 
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 4日目 10月 30日（水） TRC  
 

9:30 受付開始 

 10:00-10:10（10） 探査技術課活動報告 ······························································ 加藤文人 

先端ラボ技術を用いた地質評価 

 10:10-10:40（30） JOGMEC TRC における地質学的分析技術の現状 ························· 服部達也 

 10:40-10:55（15） 
JOGMEC TRC におけるシェール・タイト貯留層キャラクタリゼーション研究の概要

 ······················································································ 内田真之介 

 10:55-11:20（25） 
The influence of organic matter, minerals, and diagenetic processes on shale 

reservoir porosity: Duvernay Formation, Alberta, Canada ··········· Levi Knapp 

 11:20-11:50（30） 
アブダビ洋上の白亜紀セノマニアン層から産出する原油のバイオマーカーおよび

安定炭素同位体比 ································································· 天羽美紀 

昼食&ポスターセッション 11:50-13:15（85 分） 

ラボツアー（定員制） 

 12:30-13:00（30） ラボツアー 

光ファイバーセンシング技術の適用 

 13:15-13:40（25） hDVS/DASテクノロジーとその応用 ····················· 木村恒久（Schlumberger） 

 13:40-14:00（20） 地熱開発における VSP適用例（木地山地域） ································ 毛利拓治 

 14:00-14:20（20） Aquistore CCS現場におけるケーススタディ ································· 下田直之 

 14:20-14:40（20） 
光ファイバーを用いた分布式ひずみ測定による地層変形モニタリングの事例紹介

 ·················································································· 橋本励（RITE） 

 14:40-15:00（20） シェール水圧破砕モニタリングへの適用 ·········································· 市川大 

  機構では、TRC に保有する豊富なラボ分析機器を活用し、地質や物理探査の専門家とラボ分

析技術者が協力して、様々なタイプのフィールドや岩石を対象として技術開発に取り組んでいま

す。午前のセッションでは、TRC の保有機器および活用事例の概要と、近年の取り組みの成果を

紹介します。 

  また、近年では光ファイバーを用いた観測（DAS）が盛んに活用されるようになり、今までにない

ジオメトリ、コンセプトのデータが得られるようになりました。機構でも通常の VSP データ収録への

活用のほか、シェール水圧破砕モニタリングや地盤沈下監視に活用してきました。午後の前半の

セッションでは、活用法の理解を深めるため、DASを用いた観測事例を紹介します。 

  午後の後半は、機構が取り組んでいるデジタル・トランスフォーメーションの取組みを紹介しま

す。 
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 15:00-15:10（10） 総合討論・Q&A 

休憩（15分） 

デジタル・トランスフォーメーションの取り組み 

 15:25-15:35（10） デジタル・トランスフォーメーションの取り組み ································· 明吉研二 

 15:35-15:55（20） デジタル人材育成 ·································································· 末廣能史 

 15:55-16:20（25） AIを用いた炭酸塩岩の岩相解析 ··············································· 南條貴志 

 16:20-16:45（25） AIを用いた石灰質ナンノ化石の解析 ······························· 山田吾郎（富士通） 

 16:45-17:10（25） 掘削データへの AI技術適用による抑留予兆検知 ··························· 三好啓介 

[会費制] 意見交換会（TRC食堂） 17:25開始 
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