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JOGMEC-TRC WEEK 2020

今年のJOGMEC-TRCウィークは

「低炭素社会実現への貢献・新技術事業戦略」をキーワードとし、

7月1日に公表した技術事業戦略に沿って、主に昨年度実施した事業の報告を行います。

「低炭素社会実現への貢献・新技術事業戦略」

形式 ： オンライン配信（Cisco Webex Events）
［ご注意］※事前登録制です。 ※視聴には、Cisco Webex Meetingsアプリをインストールする必要があります。



JOGMEC-TRCウィーク 2020 

✤ 上記プログラムは今後の検討により、時間等変更することがあります。

また、進行により、講演時間が前後することもありますのでご了承ください。 ✤ 
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１日目  11月 16日（月） TRC 

低炭素社会実現への貢献 

13:30 開演 

 13:30-13:35（05） 連絡事項 ·········································································· 普及促進課

 13:35-13:40（05） 本部長挨拶 ······································································· 江波戸俊和

技術事業戦略 

 13:40-14:00（20） JOGMEC/TRCの技術事業戦略について ···································· 末廣能史

 14:00-14:20（20） 技術総括報告 ······································································· 佐伯龍男

 14:20-14:30（10） Q&A

休憩（15） 

低環境負荷型技術 

 14:45-14:55（10） 低環境負荷に向けたアプローチ ················································· 三好啓介

 14:55-15:05（10） DDR型ゼオライト膜を用いた CO2分離・回収 ······························· 田中勝哉

 15:05-15:15（10） 原油スラッジ削減技術の開発 ···················································· 池田憲治

 15:15-15:25（10） セラミック膜随伴水処理技術：商業化に向けて ······························· 川村和幸

 15:25-15:35（10） Q&A

休憩（15） 

低炭素化、低油価環境に対応した EOR技術への取り組み 

 15:50-15:55（05） EOR・CCSの取り組み ······························································· 岡部博

 15:55-16:05（10） EORスクリーニングプロセス ····················································· 齋藤直輝

 16:05-16:15（10） 低油価環境に対応する EOR技術の基盤研究 ····················· 香山幹・綱内翔一

今年の JOGMEC-TRCウィークは「低炭素社会実現への貢献・新技術事業戦略」をキーワードとし、

7 月 1 日に公表した技術事業戦略に沿って主に昨年度実施した事業の報告を行います。初日である

11月 16日は、技術事業戦略の紹介及び技術総括報告から開始します。 

次に、施設技術課では、低炭素社会実現に資する技術として特に「低環境負荷型技術」に焦点を

当て、CO2分離、廃棄物削減、随伴水処理など JOGMECにおける技術開発の取り組みなどを紹介し

ます。 

最後に、EOR 課の発表「低炭素化、低油価環境に対応した EOR 技術への取り組み」では、二酸化

炭素回収・貯留（CCS）の一翼を担うことが期待されている CO2-EOR についての発表を中心とし、基

盤研究やフィールド適用を目指した共同研究、適切な EOR 手法をスクリーニングするプロセス、EOR

シミュレーションにおける不確実性を低減するための取り組みについて報告します。
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 16:15-16:25（10） 低炭素化にも貢献する SA-SAGD適用に向けた取り組み ················· 田代浩樹 

 16:25-16:35（10） Q&A 

 16:35-16:45（10） 油層シミュレーションにおける不確実性評価 ·································· 森下諒一 

 16:45-16:55（10） EORを実施するための地上施設検討 ········································· 高柳正純 

 16:55-17:05（10） CO2-EORで培った知見の CCSへの適用 ··································· 赤井崇嗣 

 17:05-17:15（10） Q&A 
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 2日目 11月 17日（火） TRC  

油ガス田開発の新たな可能性の追求 ―タイトオイル/ガス開発― 
 

13:30 開演 

 13:30-13:35（05） 連絡事項 ·········································································· 普及促進課 

タイトオイル/ガス開発 （実フィールドを対象にした共同スタディ） 

 13:35-13:45（10） タイト貯留層開発の最適化に向けた取り組み ································· 伊藤義治 

 13:45-13:55（10） タイト貯留層を対象とした EOR/IOR技術の共同研究 ··················· 有馬雄太郎 

 13:55-14:05（10） 
米国ヘインズビルシェール層を対象とした水圧破砕デザインの評価に関する共同

研究 ········································································· 竹内傳・石渡友章 

 14:05-14:25（20） 
女川タイトオイル層を対象とした酸処理デザインの最適化に関する共同研究

Phase-2 ·································································· 玉川哲也（JAPEX） 

 14:25-14:35（10） Q&A 

休憩（15） 

タイトオイル/ガス開発 （水圧破砕メカニズム解明に向けた取り組み） 

 14:50-15:10（20） 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） 

 15:10-15:30（20） 

鵜ノ崎海岸女川層での水圧破砕およびAE観測（小規模水圧破砕現場試験を目指

して）（秋田での２年間のスタディ総括、カルガリーでの新たな取り組み）·············  

有馬雄太郎・竹内傳・黒澤功 

 15:30-16:00（30） 
Using DAS to monitor fluid injection: Application to the proposed KIQ-START 

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

 16:00-16:10（10） Q&A 
 
  

シェール革命と称される米国のタイト貯留層からの原油生産量の増加は 2019 年度も維持され、米

国は世界第 1 位の産油国のポジションを堅持してきました。しかし、2020 年に新型コロナ感染症拡大

による燃料需要の低下と油価・天然ガス価の低迷によって、北米のシェール開発を取り巻く環境も大

きな変化に晒され、今後はこれまで以上に低油価耐性を持った効率的な資源開発が求められると予

想されます。こうした状況の中で、JOGMEC ではこれまで民間企業と共に実施してきたコスト削減・生

産量増加を目指した坑井デザインの最適化を目的とした共同研究に加え、シェールオイルの増進回

収技術（IOR/EOR）による直接的な回収率改善技術にも着目し、民間企業との共同研究にも着手しま

した。前半のセッションでは、こうした民間企業との実フィールドプロジェクトでの共同研究の取り組み

を紹介し、後半のセッションでは、未解明の部分が未だに残る水圧破砕によるフラクチャーの伸展メカ

ニズムの解明に向けた最新の取り組み状況について紹介します。また、昨年度も講演頂いたカルガリ

ー大学 David Eaton教授による光ファイバーを用いたモニタリング技術である DASに関する特別講演

も予定しています。 
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 3日目 11月 18日（水） TRC  

油ガス田開発の新たな可能性の追求 ―デジタル技術― 

―メタンハイドレート商業化に向けてー 

13:30 開演 

 13:30-13:35（05） 連絡事項 ·········································································· 普及促進課 

デジタル技術 

 13:35-13:40（05） デジタル・トランスフォーメーション（DX）の取り組み ·························· 加藤隆明 

 13:40-14:00（20） 掘削データへの AI技術適用による 抑留予兆検知 ························· 安部俊吾 

 14:00-14:20（20） デジタルアニーラを用いた LNGバリューチェーン最適化手法調査 ······· 谷口大樹 

 14:20-14:35（15） 石油天然ガス開発事業におけるデジタル技術動向 ·························· 河野裕人 

 14:35-14:55（20） AIを用いた石灰質ナンノ化石の自動解析 ···········  山田吾郎（富士通株式会社） 

 14:55-15:10（15） Q&A 

休憩（15） 

メタンハイドレート 

 15:25-15:35（10） 砂層型メタンハイドレート研究開発フェーズ４の進捗 ························· 山本晃司 

 15:35-15:55（20） 
メタハイシステム・貯留層評価に向けた検層・コアの地質評価フロー ················· 

 ················································································ タンティン アオン 

 15:55-16:15（20） アラスカ陸上産出試験フィールドにおける 3D DAS-VSP実施概要 ········· 藤本暁 

 16:15-16:35（20） 生産システムの管内流動（フローアシュアランス）に関する検討 ··········· 大森元裕 

 16:35-16:55（20） 出砂モデルのパラメータ導出に係る実験的研究 ····························· 安部俊吾 

 16:55-17:05（10） Q&A 
 
  

JOGMECは 2018年より本邦 E&P業界のデジタル化を進めるための活動を開始し、2019年に

デジタル推進グループが設立されました。JOGMECにデジタル技術活用の知的基盤を構築する

べく、本邦 E&P企業によるデジタル技術の適用支援と、自らのデジタル技術の向上のため、PoC

及び調査、現場実証に取り組んでいます。 本セッションでは 2019年度に取り組んだ内容の中か

らいくつか面白い結果が得られたので紹介します。 

次に、国産の海洋天然ガス資源として注目されるメタンハイドレートについては、令和元年度よ

りフェーズ４の研究開発に移行し、商業化に近づけるために様々なテーマについて研究を続けて

います。ここでは、現在の課題・進捗と今後の実施内容について概括するとともに、資源探査・生

産技術それぞれについて、最新の成果を報告します。 
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 4日目 11月 19日（木） TRC  

基盤技術の維持・強化～開発技術 

 

 

13:30 開演 

 13:30-13:35（05） 連絡事項 ·········································································· 普及促進課 

坑井・施設健全性管理への取り組み 

 13:35-13:45（10） 開発技術分野の活動概要紹介 ·················································· 北村龍太 

 13:45-14:05（20） 坑井健全性管理の概要について ················································ 稲田徳弘 

 14:05-14:25（20） 
柏崎テストフィールドの実験坑井への坑井健全性管理システムの適用について 

 ···························································································· 南原雄 

 14:25-14:35（10） Q&A 

休憩（15） 

 14:50-15:05（15） 施設健全性管理の概要について ················································ 鈴木陽洋 

 15:05-15:25（20） 
海洋生産施設の健全性管理システム構築に関する取り組み 

 ······································································ 中野圭崇（JX石油開発） 

 15:25-15:45（20） 
海洋生産・出荷施設の最適モニタリング及び健全性診断手法等に関する取り組み

 ······································································ 山口晋平（アブダビ石油） 

 15:45-15:55（10） Q&A 

 15:55-16:00（05） クロージング ········································································· 北村龍太 

  

近年、油ガス田の安全操業に必要となる技術として、坑井や生産施設の健全性を保持するため

の技術及びシステムへの関心が高まっています。JOGMEC では、本邦石油会社等の安定操業へ

の貢献に資する技術開発を推進している中で、健全性管理（Integrity Management）のための取り

組みに注目し、技術開発や本邦石油会社との共同研究を進めています。 

セッションの前半では、坑井健全性管理（Well Integrity Management）について、本邦石油会社等の

ニーズを踏まえ JOGMEC が実施している坑井健全性管理システムの開発や、柏崎テストフィール

ドへの坑井健全性管理システムへの適用に係わる取り組みを紹介します。 

セッションの後半では、施設健全性管理（Asset Integrity Management）について、JOGMECが本邦

石油会社との共同研究で実施している、生産施設等を対象とした施設健全性管理システムの構築

や、モニタリング及び健全性診断手法等に係わる取り組みを紹介します。 
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 5日目 11月 20日（金） TRC  

基盤技術の維持・強化～探査技術 

国内基礎調査 

 

13:30 開演 

 13:30-13:35（05） 連絡事項 ·········································································· 普及促進課 

基盤技術－探査技術分野 

 13:35-13:45（10） 基盤技術と企業支援に関する取り組み ········································ 加藤文人 

 13:45-14:05（20） 
Controls on resistivity and water saturation in a low-resistivity sandstone oil 

reservoir ·········································································· Levi Knapp 

 14:05-14:25（20） 
微生物起源ガス探鉱評価のための微生物起源ガス生成メカニズムの検討 ·········  

 ························································································· 天羽美紀 

 14:25-14:35（10） Q&A 

 14:35-14:55（20） 
Diffraction Imaging ～基盤岩フラクチャー貯留層への適用～ ························  

 ········································································· 大津啓（JX石油開発） 

 14:55-15:15（20） FWIを用いた reservoir monitoringへの取り組み··························· 毛利拓治 

 15:15-15:30（15） Q&A 

休憩（15） 

国内基礎調査 

 15:45-16:05（20） 国内石油・天然ガス基礎調査の概要 ·············································· 池俊宏 

 16:05-16:15（10） Q&A  

 

第５日目の前半は「基盤技術報告」とし、技術部・探査技術分野の紹介です。JOGMEC では、

TRC に保有する豊富なラボ分析機器やソフトウェアを活用し、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の探鉱・開発に係る技術開発

に取り組んでいます。地質関連の取り組みとして、検層での低比抵抗の砂層からの原油の生産の

原因の検討状況を、また、近年世界的に注目されているバイオジェニックガスについてのこれまで

の取り組みのまとめやこれからの展望について紹介します。また、物理探査関係の取り組みとし

て、イメージングにより精度の高いフラクチャー分布を導いた方法と結果を紹介するとともに、継続

的に取り組んでいる FWI技術についてこれまでの成果を総括します。 

そして後半は「国内基礎調査」として、その業務概要を紹介します。令和元年から物理探査船

「たんさ」の運航が開始され、データ収録の例として、調査効率の向上、ノイズレベルの軽減をあげ

て紹介します。 
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