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第１章 平成 20 年度 事後評価実施テーマ概要及び評価結果 
 
 
１．大型研究「大水深海洋石油生産システムのライザー挙動予測技術及び数値水槽の開発」（平成

18 年度採択、研究期間 2 年） 
 
（１）研究代表者：独立行政法人 海上技術安全研究所 
 
（２）研究概要 

1990 年代以降、技術革新とコスト削減により、海洋石油開発は急速に大水深化が進行した。大

水深域における海洋石油生産には、一般に浮体式構造物、係留系及び構造物と油井を繋ぐライ

ザー管が用いられる。現在、浮体式生産システムの最大適用水深は 1,920m に達しているが、

近い将来には 2,500m を超える大水深域での生産が行われることも予測される。このような未

知の大水深域における海洋石油生産システムの設計を効率良く行うためには、数値シミュレー

ションによる生産システム全体の解析システムを整備する必要がある。本研究では波浪や流れ

の中における浮体・係留系・ライザーの挙動を、数値計算によって明らかにし、大水深海洋石

油生産システムの安全性及び信頼性を、直感的且つ総合的に判断することが可能な数値水槽シ

ステムを整備する。 
 
（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 
・今後、重要になると考えられる大水深域における石油生産システム開発においてキー技術の

一つとなるライザーの渦励振の問題に対して、試験水槽を用いた実験データから、高レイノ

ルズ数域の振動する円柱流れに関する流体データベースを構築し、それに基づいてライザー

挙動予測プログラムを開発し、海外で広く用いられているものの中身が公開されていないシ

ミュレーションプログラムに一致する結果を得ている。自らの実測に基づくデータベースと

シミュレーション技術を確立できたことは、今後の大水深域石油生産システム開発に大きく

役立つ有意義な結果と思料される。 
・研究を進めるにあたっての方法論等は概ね非常に良く出来ており、目標を達成できていると

考えるが、計算結果が傾斜している場合に合わない点とか、計算に時間がかかりすぎる点等

あるのでもう少しブラッシュアップが必要という印象を受ける。実験データについて、本研

究で一番大事なのは、流体力データベースを如何に精度良く構築するかであり、今後の応用

として、数値水槽を構築するにしても、ライザー挙動の解析予測をするにあたってもキーと

なる項目と考えるので、データベースの管理、マネジメントをうまく行っていくことが大切。

JOGMEC がデータベースのマネジメントのイニシアティブをとって石油開発会社に使いや

すい形で提供出来るように努力して欲しい。 
・今後の研究のゴールとして、疲労解析を念頭に進めて欲しい。 

 
（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 
技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 
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２．大型研究「石油・天然ガス探鉱を目的とする実用的な時間領域電磁探査システムの開発研究」

（平成 18 年度採択、研究期間 2 年） 
 
（１）研究代表者：国立大学法人京都大学 
  
（２）研究概要 

JOGMEC が 1998 年のメキシコ国 Tampico/Panuco 地域において実施した時間領域電磁探査

法(TDEM 法)を PEMEX は高く評価し、2005 年に Tampico/Quebrech 地域において TDEM
法調査を独自に実施した。PEMEX は TDEM 法結果と 2D 地震探査データとの総合解析によ

り探鉱成功率の向上を期待している。 
しかし、従来の測定システムは、測定効率が低いため調査コストが高く、実用的ではない。本

研究では測定効率を高めて調査コストを安くするために、センサの小型・低コスト化、高出力

送信源と自動測定の技術開発を行う。 
 
（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 
・最終的な評価についてはメキシコでの実証の結果を見てから判断したい。センサ等は市販の

ものと見受けられ、それらを組み合わせればそれなりのシステムは造れるが、組み合わせに

ノウハウが認められるので実施した意味はあると考える。今後のメキシコ実証でフィールド

機器としての耐性、実用性のチェックがなされることを期待したい。 
・全体としてはホットな話題に取り組んでおり、石油会社の関心も高い。センサの開発という

よりは、その先にある現場のデータが採れ、どれだけの解析が出来るかということに関心を

持っており、実際のデータを見たい。研究自体についてはセンサを造るという意味において

目標を達成している。地質条件によって適用方法も変わると思われるので、PEMEX だけで

はなく機会を見つけて他でも使ってみる必要がある。関心が高い技術であり、今後も進めて

欲しい。 
・スケールダウンされ、コスト・オペレーション上もハードルを下げるという意味があったの

ではないかと考える。今後 PEMEX との共同研究でデータ取得機器とか、ソフトウェア解析

の開発がなされる予定と思われるが、実用化の面でのタイムスケジュールを教えて欲しい。

またこれだけ小さくなるとストリーマケーブルに入れて海でも使えるのではないかと思われ

るが、その辺も説明して欲しい。 
⇒（資源機構補足説明）タイムスケジュールについては、メキシコ現地でのデータ収得を平成

21 年 4 月末頃までに終了し、8 月中頃までにデータ処理と一次元インバージョンを終了させ、

9 月いっぱいかけて検層データ等を見ながら解釈に入りたいと考えている。当該技術が実用

に耐えうるか否かは、データ処理、現場作業、解析処理の過程で評価していきたいと考えて

いる。時間領域電磁法が、ある程度の効果があるにも係わらず、あまり使われてこなかった

理由として、解析技術が難しいということがあり、現時点では、殆どの場合で一次元インバ

ージョンに留まっている。次の研究課題は、解析技術であると考えている。三次元調査を念

頭にした面的配置については、電磁法は、波動方程式ではなく、拡散方程式に基づくため、

各センサをネットワークで繋いで一ヶ所で管理する方法は向かない。むしろ、今回開発した

機器のように、スタンドアローンで小さくばら撒く方が三次元調査には向いている。海洋調

査での適用については、磁場センサは振動に弱いので、ストリーマケーブルには格納できな

い。ストリーマケーブルを海底において着底させ、ケーブルを引っ張っていくというやり方

になるかと思うが、ロジスティック上の問題が大きいので勧められない。 
 

（参考）技術評価者による評価（評点法） 
 
 
 
 
 

技術評価者 1 技術評価者 2 
達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ 
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３．大型研究「海洋電磁探査法の研究－並列計算によるシミュレーションおよび次世代探査技術

の検討－」（平成 19 年度採択、研究期間 1 年） 
 
（１）研究代表者：株式会社ジオプローブ 

 
（２）研究概要 

Eidesmo 他 (2002)に始まる近年の MCSEM＊法は、海底下の電気的特性を得る技術として注目さ

れている。地震探査によるトラップ構造に加え、その内部の油、ガスによる比抵抗異常が分か

れば、探査精度が向上するからである。 

海洋は陸域と異なり、海水の導電性、流動、浮力などの問題が存在する。これらは探査深度、

解像度、測定方法に大きく影響するため、海域を考慮した探査法の検討が不可欠である。しか

し、解釈に必要な詳細技術が非公開で、石油探鉱技術者が誤った解釈をする可能性を残してい

る。 

JOGMEC は 2000 年から、MID＊, SQUID＊を用いた陸域での電磁探査法の開発を行っており、こ

れを海域に応用すれば新たな技術的優位が期待出来る。その反面、これら次世代センサを考慮

した探査は例がなく、基礎資料が必要である。 

本研究では数値計算および技術動向調査から、MCSEM 法の特性および次世代センサによる可能

性を探る。計算には MPI を使った並列計算機を使う。 

研究成果は、MCSEM 探査の測定仕様決定や解釈に役立ち、新たな機器を開発する上での基礎資

料となる。これらは石油探査技術向上に寄与すると期待される。 

MCSEM  : Marine Controlled Source Electro Magnetic Methods, 海洋電磁探査法 

MID    : Magneto-Impedance Device, 磁気インピーダンス素子 

SQUID  : Superconducting Quantum Interference Device, 超電導量子干渉素子 

MPI    : Message Passing Interface 

 
（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 
・海洋電磁探査については、実用的な技術として注目されている。一方で、水深の条件等の影

響を強く受けることから、本当に油ガス層の検知が期待出来るのかという目処を事前に得る

ことが困難との印象がある。また、地震探査よりも調査価格が安いというふれ込みだったが、

実際に検討してみると動復員費などが高額で、意外と安くないという現実から、事前に油ガ

ス層が検出出来るか否かを、数値シミュレーションで確認することは非常に重要であると思

われる。コントラクターに頼んでもポジティブな回答しか出してこないと思うので、

JOGMEC からのニュートラルな意見を期待している。ユーザーの観点から動向調査という

ことでも整理されており、今後もコンサルテーションして欲しい。なお、シミュレーション

を行ったということは、調査法の能力を検討するために実施したと理解したが、MI センサの

方では一次元インバージョンでも難しいところがあったと思うが、その辺は如何か。 
⇒（資源機構補足説明）この研究は周波数領域の電磁探査法である。時間領域より一般的には

測定システムが造りやすく解析技術も楽になるものの、送信源のソースの影響が入ってくる。

時間領域の場合は、電気を遮断した後の応答を観測するので、ソースの影響が無いところが

メリットになっている。海洋の場合、周波数領域電磁法は、良導体の海水の影響でソースの

影響が小さくなり、大地からの応答が卓越するため、深海で適用しようとする考えが登場し

てきた。１、２年前までは、水深の浅いところでは、周波数領域の海洋電磁法は、適用が難

しいという話だったが、現在は各コントラクターが、色々とアイディアを出してきている。

水深の浅いところでは、時間領域電磁法も原理的には適用出来るはずであるが、今後検討す

べき点は多い。 
・注目している技術であり、タイムリーに実施していると評価する。特に検出限界、測定適用

についてはコントラクターに聞いても良い話が多いので、その中で第三者の目からシミュレ

ーション出来ることになったのは大変良いことと考える。動向調査については、次世代とい

うキーワードがあったので現状把握はされているが、専門家の目から今後どう発展していく
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等のコメントがあれば良かった。ソフトについては JOGMEC で保有しているということだ

が、シミュレーションを依頼するのは可能か。また、油ガスの有無を比較して比抵抗値を出

しているが、実際の調査を考えた場合その辺のベースラインはどの程度にしているのか。実

際にデータを取得して解析する際に油が存在しない場合のデータは無いので、上の層の物性

が分からないと出来ないということになるのか。 
⇒（資源機構補足説明）本研究ではユタ大学のソフトを使っているが、他にもっと良いものが

あるとの情報もあるので、コストも含めてベストのものを選択したいと考えている。

JOGMEC で３Ｄ計算をやろうと思えば可能ではあるが、そもそも、数値計算には誤差があ

るので注意する必要がある。また解析については、観測データからインバージョン解析によ

って比抵抗分布を計算している。水深は境界条件として与えることが必要。 
 
（参考）技術評価者による評価（評点法） 

技術評価者 1 技術評価者 2 
達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 
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４．大型研究「石油・天然ガス資源探査のための実用的な SQUID-TDEM 法システムの開発」（平

成 18 年度採択、研究期間 1 年） 
 
（１）研究代表者：三井金属資源開発株式会社 
 
（２）研究概要 
平成 13 年度から高温 SQUID 超電導磁力計を用いて「金属鉱床探査のための時間領域電磁法

探査装置（SQUITEM）」の開発が行われ、国内外で実施された適用試験を通じて従来の時間領

域電磁探査法(TDEM 法)より探査深度が大きく、鉱物資源分野での実利用が期待出来る技術レ

ベルに達したことが確認された。 
石油・天然ガス探査においては、近年、反射法地震探査を用いた地質構造調査と試掘を行って、

油・ガスの存在を確認する方法に、時間領域電磁探査による比抵抗データを加えた総合解析を

行い、ボーリング掘削の削減や石油終掘地域の再評価などに適用され始めている。しかし、地

下数 km の深部地層内の比抵抗変化を的確に捉えるための技術革新の必要性、測定効率、調査

コストについては、大きな問題があり、汎用技術として確立されていない。そこで、本研究で

は上記 SQUITEM 技術を基盤に、実用性の高い石油・天然ガス探査のための時間領域電磁探

査法装置(SQUID-TDEM)の開発を行う。 
 
（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・研究開発テーマとしての結果は十分出ていると思われる。本研究は過去の研究実績に基づい

て実施されたということであり、研究の結果については、安定感があり過ぎて逆にサプライ

ズはなかったといった印象を受ける。研究計画は元々の 3 年から 1 年にまとめ直したことに

より結果的に良くなったと考える。 
・前回の技術評価部会で審議した MI センサは小さくなった、見やすくなったということで分

かり易かったのに対して、今回のセンサについては、精度は良いもののコストが高いという

ことは事前に分かっており、実際の結果もその通りで、測定ノイズの問題があって適用範囲

が限られるという結果になっている。想定されていたことがその通りだと分かったことに意

義はあるものの、MI センサに比べると素直に褒め難いというところがあり、評価が難しい。

最初の 3 年間で 3 億円という研究計画を 1 年計画の 6 千万円に見直したことは重要で、研究

計画の効率化、研究資金の効率的な使い方という面で、JOGMEC も良い仕事をしたと判断

される。 
・本研究の要点は、従来センサにおいては電磁場の変化（微分）を計測していたのに対して電

磁場の絶対値を計測可能とした点であると認識している。この結果、深部情報を含んでいる

長時間記録の収録が可能となり、分解能の飛躍的向上も達成している。 
金属探査においては既に鉱床発見の実績を上げているとの報告もあり、最近は更なる高精度

化を目指してセンサの改良もなされつつあり、石油探査への適用も期待されると考える。私

見では、石油天然ガスの直接探査実現の可能性が最も高い技術は、「地震探査で得られる地下

構造に地下の比抵抗分布を重ね合わせたもの」と考えられるので、本技術はその可能性の向

上に大きく貢献出来ると期待される、システムの更なる最適化とフィールド実験の積み重ね

が望まれる。 
 
（参考）技術評価者による評価（評点法） 
 

技術評価者 1 技術評価者 2 
達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 
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５．大型研究「地中メタン再生を担う原油分解水素・メタン生成菌群と水素・メタン生成促進法

の探索」（平成 19 年度採択、研究期間 1 年） 
 
（１）研究代表者：中外テクノス株式会社 

 
（２）研究概要 

CO2 は地球温暖化の主たる要因と考えられており、その効果的な処理技術の一つとして、CO2
の地中貯留技術の研究が進められている。一方、近年、枯渇油ガス田の有効利用が見直されて

おり、更には、天然ガスの安定供給も重要な課題となっている。 
そこで本研究では、枯渇油田に棲息する土着の原油成分分解水素生成菌や水素資化性メタン生

成菌等の微生物群を活性化させて、枯渇油田に圧入し地中貯留した CO2 をメタンに変換するこ

とにより、天然ガス鉱床の再生を図る技術の開発を目的とし、研究代表者がこれまでに実施し

てきた研究成果をふまえて、「地中メタン再生を担う原油分解水素・メタン生成菌群の探索なら

びに能力評価」に関する検討を実施する。 
 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 
・炭化水素によるメタン生成システムが確立できたこと、水素生成菌２種類を組み合わせ

ることにより水素生成能力が高まることを発見したこと等、ある程度の成果は達成でき

たと思うが、当初の目標値に達していないという点では十分とは言えない。水素生成菌

を２種類、共培養した際に、メタン生成菌は入れていたのか、いなかったのか。報告書

を読んだだけでは把握できなかった。色々な知見が得られたとは思うが、目標値が達成

できていないということで他の事項についても検討する必要がある。本研究はフェーズ

３に進んでいるということだが、このような基礎的な部分についても研究を行うかどう

か確認したい。 

⇒（資源機構補足説明）基本的に本研究は基礎的なものと考えている。また、以前本評価部会

の下部組織である審査専門委員会の中でも評価委員からコメントがあったが、バイオの研究

は比較的時間がかかるものであり、本研究も実用化までにはまだハードルがあり、来年とか

再来年に急に成果が出るというものではなく、細く長く続けるべきものと考える。ただし提

案公募型研究で続けるのかどうかは別途検討すべきであり、基盤研究的にアプローチしてい

くべきとの感触を持っている。 
・今後の課題として報告書に記載されていた水素生成速度の高速化条件の変更については、

引き続き実施した方が良いが、他にも興味深い知見が得られている。原油由来の水素生

成菌分解物の影響等に関する研究も行われてはいるものの、実証されていないので、そ

の点も含めて研究を進めていけば良いのではないかと考える。 

・達成度については、原油を使うということで目標値を 4 分の 1 低く設定したが、この研究に

用いた菌では、その目標値の 4 分の 1 から 3 分の 1 の結果しか得られておらず、当初目標と

している菌が見つかっておらず、厳しい評価になるが、達成できていないと考える。ただし

この様な地道な研究は続けていくことが大事であり、意義は認められる。 
・既分離菌、今回新しく探した菌ともに、同じ油田から探しているが、どのような意味合いが

あったのか疑問であり、違うサイトのサンプルで探すという方法もあったのではないかと考

える。JOGMEC では、バイオについて 20 年以上研究を行っており情報が蓄積されていると

思うので、どこのサイトの菌がどのような能力を持っているかをもう一度整理し直すことが

必要ではないか。また本研究については評価が定性的であり、定量的な評価ができていない。

例えば何日間培養した際に菌が何倍に増えたか、どれだけの個体数の中でどの位の水素が生

成しているか等の評価が示されておらず、生成能力の評価に疑問が残る。すぐに成果が出る

研究ではないということについては理解しているので、JOGMEC の中で今後継続するかど

うか検討して欲しい。 
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（参考）技術評価者による評価（評点法） 
 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 

技術評価者 1 技術評価者 2 

 
 

以 上 
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