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第 1 章 提案公募事後評価、評価要領 

 

 

１．計画と比較した最終目標の達成度 

 設定した研究計画及び目標と研究成果を比較した場合、技術的な達成度はどの程度か。 

 

回答要領：コメント記入（評価における達成度の判断理由、重きを置いた要素、観点等を明

確にした上で達成度の度合いを記述。） 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・目標をすべて達成、もしくは上回る成果を得た  → Ａ 

  ・目標を概ね達成した(一部未達)    → Ｂ 

  ・目標を一部達成した     → Ｃ 

  ・目標は達成できなかった    → Ｄ 

 

２．研究成果の意義 

 事業目的(※)に照らし､達成した研究成果に技術的意義があるか。 

 

  回答要領：コメント記入（判断理由を記述。） 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・特筆すべき成果があり、極めて大きな意義がある  → Ａ 

  ・重要な成果があり、大きな意義がある   → Ｂ 

  ・一定の成果があり、意義はある    → Ｃ 

  ・意義のある成果はほとんどない。   → Ｄ 

※事業目的： 

【大型研究】 

我が国企業による天然ガス田開発を促進するために､天然ガス供給チェーン全体からみた技術

課題又は石油・天然ガスの探鉱開発に関する技術課題のうち、基礎～応用段階における独創

的・革新的な技術課題(実用化された場合に関連産業への波及効果が相当程度見込まれるもの)

につき公募により研究開発を実施するもの。 

 

【特別研究】 

我が国企業による天然ガス田開発を促進するために､天然ガス供給チェーン全体からみた技術 

課題又は石油・天然ガスの探鉱開発に関する技術課題のうち､応用～実証段階における即効性が

期待され短期間での実用化が見込まれる技術課題につき公募により研究開発を実施するもの｡ 
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３．実用化・活用の見通し 

 研究成果の実用化の可能性はあるか。 

  【大型研究】 

回答要領：コメント記入（以下の評価結果を踏まえた上で総合的に評価） 

 研究開発の基礎となる技術開発の成果が確実なものとなっているか 

 実用化された場合の波及効果は依然相当程度見込まれるか。 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・基礎技術が確立され、実用化のイメージが明確である → Ａ 

  ・基礎技術がほぼ確立され、実用化のイメージができる → Ｂ 

  ・基礎技術の確立は期待できる     → Ｃ 

  ・実用化の可能性はほとんどない（または波及効果はない） → Ｄ 

 

【特別研究】 

回答要領：コメント記入（以下の評価結果を踏まえた上で総合的に評価） 

 技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 

 実用化の見通し（実用化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等）は立って

いるか。 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・技術の見極めがつき、適用先が明確である         → Ａ 

  ・技術の見極めがつき、短期間での具体的適用の可能性が高い  → Ｂ 

  ・具体的適用の可能性はある       → Ｃ 

  ・実用化の可能性はほとんどない      → Ｄ 

 

4．その他 

 上記以外の指摘事項 

 

     回答要領：コメント記入（上記以外に指摘事項があれば記述。） 

以 上 
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第 2 章 平成 23 年度 事後評価実施テーマ概要及び評価結果 
 

 

１．大型研究「地中メタン再生技術の実用化研究－地中メタン再生技術の実用化に不可欠な各種

の室内実験データの収集－」（平成 20 年度採択・研究期間 2 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、油ガス田の資源活用の観点から、近

年、枯渇油ガス田の有効利用が見直されており、さらには天然ガスの安定的供給も重要な

課題となっている。 

そこで、枯渇油田に棲息する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

生物群を利用して、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最終目的とし、本提案研究では、同技術の実用化

に不可欠な各種の室内実験データの収集を目的とする。具体的には、提案者がこれまでに

実施してきた研究成果をふまえて、以下の検討を実施する。 

 

①地中水素・メタン再生に関わる基礎的データの収集 

②フィールドオペレーションを想定した地中メタン再生条件の明確化 

③フィールドオペレーションを想定した原油成分分解水素生成菌、水素資化性メタン生

成菌の水素・メタン生成促進条件の検討  

④地中メタン再生技術の適用拡大に関する検討 

 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・ この報告における「原油成分分解水素生成菌」が原油成分分解活性を実際に持っている

としても、分離された単菌の（非共生的）状態で、原油分解の結果として活発な水素の

生成が検出できるとは熱力学的に考え難い。報告者らは、SIP 法による実験結果を根拠と

しているが、この実験のネガティブコントロールは何であるかが不明である。

Thermotoga 属や Thermoanaerobacter 属の細菌種が、原油ではなく Yeast Extract や

Peptone を分解して水素を生成している事がより考えられるのではないのか。原油分解

に関与する水素生成菌の分離はこの研究の最重要課題であり、原油を分解しかつ水素を

生成しているという点についてはより明快な証左が必要である。 

・ このシステム構想自体は、枯渇油田から取り残し原油をメタンガス化して回収するシス

テムとしては有用だが、CCS と組み合わせる事を提案する場合は別の水素供給源を検討

すべきではないのか。 

・ 圧入 CO2 に微粉末化した有用微生物エアロゾル状態で混入する方法に関して、CCS では、

圧入された CO2 は地下貯留層内で超臨界状態となると想定されるが、超臨界 CO2 と直

接接触した菌体は細胞膜や細胞壁にダメージを受けて死滅する事が考えられる。MEOR

のように単純に菌体培養液を圧入する方が現実的ではないのか。 

・ 結論としては、将来的な観点から技術の目指す方向は面白いと考えるが、研究としては

依然未成熟な点があるとともに解釈や見解も一様に明確でない点も残されているので、

様々な要因により定量化が難しいために更に時間が掛るとの印象を持った。採算性につ

いての説明があるが、この根拠に不明な部分があり、理解が困難であった。高温高圧条

件（5MPa､75℃）の実験であるが、実際の油ガス田を考慮すればこの条件は十分ではな

いであろう。もう少し現実的な条件で実施すべき。珪砂表面の吸着促進剤として FeSO4
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が有効であるとの記述があるが、この使用が H2S の発生源となる懸念がある。また、実

際の油ガス田では鉄分がスケールを作る懸念があるのではないか。「硫黄酸化脱窒菌が

H2S 発生低減に効果がある」との記述に個人的な興味がある。H2S 発生は、例えばマチ

ュアな水攻法油田では障害となっており、この技術が有効活用出来れば良いのではない

かと期待する。 

・ 先日の石油技術協会の生産開発シンポジウム（CO2 セッション）でも、この研究成果と

同様の報告があった。油田中には水素生成菌とメタン生成菌が共存しているのだが、CO2

を入れると酢酸を作る菌が増殖し、水素生成菌が減ってしまう。その結果水素生成から

メタン生成へのプロセスは起きないとの結論だった。これはあくまでも一例であり、様々

なチームの成果を再度レビューし、いま何が問題となっているかについて整理し直した

上で、今後のフェーズについての研究計画を見直すべきであろう。 

・ この研究については基本的に水素源が問題と認識していたが、ここで問題視されている

のは、この研究では炭素源を原油に求めようとしており、その点について否定的な意見

が多いことであろう。なぜ炭化水素を対象としたのか。 

⇒（資源機構補足説明） 

炭化水素について、当初は糖分やモラセスの使用を考えていた。但しその時点で経済性

を評価した際、糖分やモラセスはバイオエタノール需要増大の影響によりコスト面で見

合わないとの判断があった。また、枯渇油田をどの様に活用するかを検討した際に、残

油と CO2 からメタンを生成することが出来ないか、との観点から対象とした。 

・ 有機物を加えるにしてもそこから CO2 が発生するので別途加える必要は無いであろう。

この技術には、地上の有機物が分解して CO2 を発生させるのに対し、その分解を地下で

発生させることにより温暖化を抑制するという意義はある。但し、地下の原油はそのま

までは分解しないので、そうなっていないものを分解させるためには相当な刺激を加え

ることが必要であり、その刺激は何であるのかといったことを考慮すると、この技術は

かなり難しいと各委員は判断している。 

⇒（資源機構補足説明） 

今回のフェーズではプロセスが成立するかについての確認を行った。その検証について

は一部を次のフェーズにも分けているが、今回の研究である程度の区切りが付いた。今

後についてだが、これまでの成果を整理した上で総括を行い、次のフェーズ以降に繋げ

たい。 

 

 

（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 

Ｃ Ｄ Ｄ Ｂ Ｃ Ｃ 
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２．大型研究「直接起震方式による次世代型人工震源の研究」（平成 20 年度採択・研究期間 2 年） 

 

（１）研究代表者：株式会社地球科学総合研究所 

  

（２）研究概要： 

長年、陸上地震探査に使用されてきた、バイブレータ（以下、油圧サーボ型バイブレー

タ）は、リアクションマスを油圧で上下に正弦振動させ、その結果生じる慣性力をベース

プレートへ間接的に伝達し、起震している。一方、本研究で提案する人工震源（以下、本

震源）では、慣性力は用いず、超電導コイルからベースプレートに直接伝達される「電磁

力」が起震力となっており、過去に例のない独創的・革新的な方式である。 

この『直接起震方式』は、起震機構がシンプルなだけではなく、起震力の直接制御が可

能となり、震源波形制御の改善・震源波形の再現性向上が期待できる。また、電磁力の伝

達には、時間的遅れがなく、且つ、全て電気制御であるため、応答性向上も図れる。これ

らの結果、高精度地震探査・4D 地震探査に寄与すると思料する。加えて、本震源は、油

圧サーボ型バイブレータとは異なり、低周波領域での起震力を大きくすることができるた

め、深部探査にも有用となる。 

尚、本研究では、2 台の試作機（常電導コイル型、超電導コイル型）を製作し、室内実

験・野外実験を経て、超電導コイル型試作機を改良の上、既存油圧サーボ型バイブレータ

との比較実験も行う。 

 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・ この研究の目指すところやアイデア自体を面白いとの印象を持った。この技術により非

常にきれいなスイープが得られるのも魅力的であり、更に再現性があることから、今後

求められる四次元震探といったサイスミックでの適用可能性もあるだろう。更にブロー

ドバンド化により低周波が得られる点も、物理探査で一般的に求められるところである。

そのような意味から、これは魅力的な手法であろう。小型装置により程度の成果が得ら

れた点からも、この研究の意義は大きいと言えるであろう。一方で実用化の観点で評価

すると、大規模な電源が必要となる点や、実際に陸上で震探を行うのはリモートな地域

であるため液体窒素の確保が困難であることから、厳しいと言わざるを得ない。そのよ

うな観点からこの研究を振り返ると、そのような困難さはある程度最初の段階で判って

いたのではないかと思料される。検証用の装置についても、予算の制約があったとのこ

とだが非常に小規模であり、実用化には根本的な設計見直しが必要という結果となって

いる。今回の研究成果を見ると、実用化についてほとんど触れられていないようだ。実

用化の目処が立たないためにこの研究は終了となると、実際に研究を実施したことと、

結果に対する判断との間に矛盾を感じてしまう。研究の初期若しくは中間段階で、何ら

かの評価を行い、そもそもこの研究は 2 年程度で結論が出るものではなく、5 年程度かけ

るべき、といった判断に至らなかったのはなぜか、そのような振り返りが必要であろう。 

⇒（資源機構補足説明） 

ご指摘の点については、資源機構側でも十分に認識している。本研究には 2 つのポイン

トがあり、その 1 つが、ベースプレートを直接制御する方式が採用されたことである。

ただし、この技術で実際にどれほどの効果が得られるかという点については、ベースプ

レートを直接起震しても、ベースプレートと地盤の相互作用が生じるので、元々は地盤

の影響による非線形性をどこまで排除出来るかが不透明であり、震源の機構を変えても

効果は得られないのではとの想定もあった。本研究によって、地盤の非線形性の影響自

体は残るものの、震源の機構によって、その影響はかなり改善される事が実証出来、直

接起震方式が実用性のある手法であることが判明した。その意味で研究の価値は大きか

ったというべきであろう。 

但し、もう 1 点のポイントである超電導コイルの利用については、通常の反射法地震探
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査で用いられるパワーを確保できる段階にはいたっておらず、実用化段階まで機器の開

発を目指すとなれば期間は 5 年から 10 年が必要であり、費用も年間数億円必要となる

と、資源機構として直ちに継続に踏み切るだけの枠組みを持っていない。具体的なフィ

ールドがあり、本成果の適用について検討出来るのであれば、研究継続の可能性がある

だろう。有る程度長期的に取り扱う中で、そのような機会も出て来るのではないかとの

期待を持っている。資源機構として諦めたわけではなく、この技術を上手く生かせる機

会があれば生かしたいとの希望は持っている。但し直ちに方向付けを行うのは困難であ

る。 

・   アイデアは面白く、この研究をここで切ってしまうのは惜しいのではないか。 

⇒（資源機構補足説明） 

 この研究が次のステップに移るには、需要者側からの強い要請等が必要であり、かつ、

開発者側からも人的・資金的にも自律的に一定の意欲を示してもらう必要があるが、そ

こまでには至っていないのが現状である。まずは、本研究の成果を普及し、新たな認識

形成につながっていくような努力をしていくこととしたい。 

・ 実験機の能力についてだが、当初計画では 5kN だったものが実際には 1kN となってい

る。専門家ではないのでこの差が意味するところが良く判らないのだが、有る程度実用

化を視野に入れた目標である 5kN が最終的に 1kN に終わってしまった点は、計画の達

成度としては評価を厳しくせざるを得ないであろう。研究の途中で 5kN が無理であり

1kN に見直すという判断がなされたのであろうが、その時点で実用化が困難であるとの

認識があったのであれば、なぜ研究の中断という判断が出て来なかったのかが疑問であ

る。先程の説明で技術的に見て高い成果であることは理解できるのだが、元々の計画が

達成困難と判った時点で、ある程度厳しい判断を下すことがあって然るべきだったので

はないか。技術としては良いものであるので、年間数億円の費用があれば継続可能との

説明があったが、そのような規模の研究と判っていたのであれば、これはそもそも資源

機構のプロジェクトとして採択すべきものだったのかという疑問に戻ってしまう。 

⇒（資源機構補足説明） 

この研究はそもそも、いきなり実用レベルの能力の装置を作るというものではなく、先

ずはプロトタイプを作るというものであった。5kN という能力をもたせるには、材質等

の関係から複数のコイルを組み合わせざるをえないことが研究の過程で判明し、それに

よる構造上の複雑さによって、異なる要因の問題点が発生することが見込まれたこと、

もともと 5kN という能力自体が、直ちに現場に適用できるようなレベルでは無いことな

どから、1kN に仕様変更を行った。本研究において、直接起震方式の効果を適正に判定

するという意味では、5kN を 1kN に変更したことによる影響は無いと認識している。 

・ バイブロサイスについては世界規模の企業があるのか。そのような企業にこの技術を提

供し、そこから実用化を目指すことはあるのか。 

⇒（資源機構補足説明） 

 世界規模の企業は幾つかある。但しこの研究成果をそのような企業に提供するには、知

財の取扱い等を慎重にするべきである。今回の研究成果は非常に価値のあるものと認識

しており、無償等で簡単に公開することはしない。 

・ 知財の確保は必要である。しかしその後で、バイブロサイスの有力企業に技術を提供す

る方法もあるのではないか。 

⇒（資源機構補足説明） 

 それも選択肢の一つではあり、技術戦略として考えていきたい。 

・ この技術では「超電導」であることと「直接起震」であることのどちらが大切なのか。 

⇒（資源機構補足説明） 

 「直接起震」であることが重要である。 

・ そうであるなら何故「超電導」という方式を選択したのか。 

⇒（資源機構補足説明） 

 パワーの問題等のため、超電導方式によって一定の効果をあげたいという考えであった
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が、5kN という当初の設定レベルにおいても解決すべき課題が多いというのが、実験に

より確認された。 

 

（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 

Ｃ Ｃ Ｄ Ａ Ｃ Ｃ 
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３．大型研究「流体挙動シミュレーションによる CCS 貯留層評価技術に関する研究」（平成 21

年度採択・研究期間 2 年） 

 

（１）研究代表者：プログレステクノロジーズ株式会社 

 

（２）研究概要： 

重点技術分野「環境調和型油ガス田開発技術」の一つとして、二酸化炭素地中貯留（CCS）

における貯留層評価の高精度化を目指す。CCS では油ガス田に比べ坑井数が制限される

ため、貯留層モデルの「不確実性」が大きい。本研究では、「流体挙動シミュレーション」

を多用することによって、貯留層を統計的に評価し、二酸化炭素漏洩防止の観点から貯留

層の健全性を評価する手法を開発する。更に、CCS において最大限の有用な情報が得ら

れる坑井掘削位置を推定し、効率化・コスト削減を実現する技術の開発を行う。 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・ 貯留層モデルの統計的評価手法の確立の上で前提となる流体シミュレーションの高速化

を、GPU で動作する TOUGH2 の開発により、ほぼ初期の目的（10 倍化）を達成した。

また、TOUGH2/ECO2N の改良などにより、圧入した CO2 の挙動や存在形態に影響を

与える各種因子の影響度を推定・評価する手法、特に不動 CO2 と溶解 CO2 の量に影響

をもたらす各種因子の影響度を評価する手法の確立等に関するモデルシミュレーション

でも一定の成果を収めた。また、CO2 の遺漏を防止する上で重要な圧入レートをコント

ロールする機能をシミュレーションに加えるとともに、実際の CCS 実証サイトのデータ

を使って、開発した流体シミュレーションの有効性を検証し、大筋で良好な結果を得た

といえる。 

・ 有限要素法によるシミュレーション高速化という大きな貢献をしており、差分法のシミ

ュレーション以外のものに新たな目を向けさせたことは大きい。 

・ アメリカで開発された TOUGH2 に GPU を導入することによって、超大型コンピュータ

ーの世界で取り扱われるようなシミュレーションを、通常のワークステーションを使っ

て比較的に容易にかつ安価にやれるようにしたという点で、すなわち、CCS の基盤的技

術力の底上げに貢献したという点で評価される。 

・ この報告書は油層工学の知識の CCS への応用であり、シミュレーションの部分は良い教

科書/参考書となる。その部分だけ、分かりやすく、懇切にまとめれば意義があると思わ

れる。在来型天然ガス層の異常高圧の原因の一つとして、長いガスコラムがある。CCS

でも CO2 の長いコラムができれば異常高圧になる可能性があるのではないのか。この点

も検討してもらう必要があるのではないのか。 

・ CCS における本研究の必要性・出発点を、CCS 対象域では地質データ等の情報が少なく

貯留層の不確実性が大きいことにおいているが、もっとも重要な貯留層の枠組みについ

ての基本情報は、あくまで地震探査などの物理探査や掘削によるボーリングデータ、検

層データの解析と総合化によって得られるのであって、統計手法の開発やその適用、そ

れを効率的に実現化するシミュレーション計算の高速化によって得られるとは考えにく

い。本研究の必要性・意義は、貯留層に対する CO2 の効率的で安全な貯留法の確立には、

統計的手法をはじめとして、いまだ確立すべき多くの手法があり、それらの効率的適用

と効能を確認するために多くのモデルでのシミュレーションを行う必要があり、それら

を現実に可能にする基盤的技術として、シミュレーション計算の高速化が避けられない

ということではないのか。今後本研究の実用化を考える場合には、本研究の意義づけ、

目的、適用が可能な条件などについて、再度確認し明確にする必要があると考えられる。 

・ 実際にどの様にこの手法を適用するのか、将来像はどの様なものかが問題であろう。こ

の分野の研究者によると、やはり市販のソフトを使っているとのことであった。この研

究の将来像はどの様なものであるか、是非お示し頂きたい。もう一点であるが、貯留層
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評価というのは実際に井戸を掘った上での物理探査や物理検層のデータを確り把握して

実施し、それにより精度を上げるものであり、統計的手法は依然として発展途上である

との印象を持った。繰り返しになるがこの技術の将来像について「数年後にはこうなる」

というものを示して頂きたい。市販は出来ないであろうが、各社が使えるものを目指し

て頂きたい。 

・ この研究は、計画の立て方や目標の設定は非常にリーズナブルであり、これからのトレ

ンドを先取りしたものであろう。シミュレーションの高速化については、現在であれば

「京」が世界一になったようにスパコンの速度が向上しており、CPU ベースでも並列数

が大きくなれば高速化が出来ている。そうは言っても、各石油会社がスパコンを使用す

る状況にはならないため、今後は GPU ベースのコンピュータでスタディーすることとな

ろう。従って、GPU ベースのコードを開発し、スタディーして行く方向性は間違ってい

ない。その中で GPU 自体の高速化はトレンドに乗ったものであり、開発が今後更に進ん

でいくであろう。そして商用の油層シミュレーションも GPU ベースに移行して行くであ

ろう。問題はモンテカルロシミュレーションにある。統計的な評価を行う上で、モンテ

カルロシミュレーションの実施においてリアライゼーションのケース数を幾つにするか、

どれだけの数を実施すれば統計的に有意な評価が出来るのかが問題である。今回の 16 ケ

ースは明らかに少ない。では 1 万ケースを実施するという場合に、1 万ケース分のデータ

を用意し、それをシミュレータにセットするのを人手でこなすのはとても無理である。

従って、シミュレータを確保した上での評価の手法、つまりどのようにテンプレートを

構築するかについての検討を行って頂ければ、実用化に近づき、実際に役立つものが出

来るであろう。また、例えば地中貯留の検討は、坑井が多くあるフィールドではなく、

地震探査の結果があり、圧入井がせいぜい 1～2 本あるような状態から始まるであろう。

その場合には、どの場所に坑井を掘れば必要となるデータを得られるかについて、相当

数のスタディーを実施する必要がある。従って、計算方法のみでなく評価システム全体

を考え、研究を進めて頂ければいいのではないか。 

⇒（資源機構補足説明） 

この研究を始めるにあたり、類似研究事例を調査している。その結果、シミュレーショ

ンの高速化は事例があるのだが、統計的な評価手法については事例が無かった。そのた

め、今回の研究は斬新な研究内容であると認識しており、今後も取り組んで行くべき課

題と考えている。 

・ CCS を始める前においてはデータが無い。そこで多くのリアライゼーションを作り、統

計的な評価を行っても、確率的にはかなりの幅があるだろう。ヒストリが出てくること

により、モデルを見直すことが出来、その結果評価の幅が徐々に狭くなり、確度の高い

評価が出来るということであり、そのためにＨＭを導入することではないのか。多くの

データがあるモデルでシミュレーションを行っても、これまでのシミュレーション手法

と何ら変わらないだろう。CCS を行う上で、震探モデルしかない中で先ずシンプルな

Reservoir Model を作り、坑井の周りの多少のデータを地球統計学的に散らしてデータを

作り、最初はそれにより評価をしなくてはならない。その結果評価結果も幅のあるもの

となるのだが、HM により評価幅を狭め、より確度の高いモデルに変えていこうという

ものではないのか。このような認識で宜しいか。 

⇒（資源機構補足説明） 

ご指摘の通りである。 

 

（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 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 
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４．特別研究「ブリルアン後方散乱とレイリー後方散乱による光ファイバを用いたハイブリッド

型坑井内圧力・温度分布モニタリングシステムの開発」（平成 22 年度採択・研究期間 1 年） 

 

（１）研究代表者：三菱商事株式会社 

 

（２）研究概要： 

近年、坑井内に圧力・温度等のモニタリングシステムを設置し、リアルタイムで得られ

たデータをベースに Reservoir Monitoring や Flow Control を行い、生産の最適化や可採

埋蔵量の増加を図り、油ガス田の価値向上を目指す技術の導入が進んでおり、今後はさら

なる需要増加が見込まれる。 

従来、坑井内の圧力や温度などの情報を得るためには、ワイヤーラインに設置した電気

式ゲージなどで定点測定する手法が一般的に用いられ、光ファイバケーブルによる坑井内

の分布測定は、DTS(Distributed Temperature Sensing system)による温度測定に限定さ

れていた。本研究グループは、2009 年度操業現場技術支援事業において本技術を適用し、

ブリルアン後方散乱を用いて圧力・温度分布を同時にモニタリングする DPTS

（Distributed Pressure and Temperature Sensing system）技術を用いて国内ガス田モ

ニタリング試験を実施し、その結果、圧力・温度の変化を連続的に計測・モニタリングす

ることに成功した。しかしながら、本技術を更に厳しい条件下（高温・高圧）で坑井へ適

用する場合は、安全に坑内に設置できる光ファイバケーブル及び端末構造などの開発が必

要であること、またブリルアン後方散乱のみを利用した計測では十分な精度が得られない

ことが判明した。 

本研究では、これまでのブリルアン後方散乱に加えて、レイリー後方散乱も同時に計

測・解析するハイブリッド型の測定機器及びケーブル（以下"ハイブリッド DPTS システ

ム"）を開発し、オペレーショナルな試験を実施し、その成果を確認する。また、将来的

には、その成果を踏まえて高温・高圧下での実証試験の実施、本システムの実用化を目指

す。 

 

（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 

・ 応答性等一部未達の項目があるものの、今後の改善の可能性は見えており、まずまずの

目標達成度であると考えられる。 

・ 時間応答性や圧力の測定精度など、数値そのものでは一部当初の目標に達していないも

のもあるが、本研究目的達成に掲げられた５つの基本課題（ハイブリッド型 DPTS 計測

技術の開発、高圧・高温条件下でのアーマード型 DPTS ケーブルの開発、シングルエン

ド技術の開発、リューブリケータを用いた性能評価試験、オペレーション試験による検

証）克服への取り組みがいずれも実施され、いずれの場合も、基本的には成功裏の成果

を収めていると評価できる。 

・ 技術面では、回収率増加に直接資する技術であり、エネルギー生産技術としての意義は

大きいものと思われる。また、ビジネスモデル的にはキーとなる要素技術に特化して、

それをキーに国際展開するというような位置どりを明確にすると本開発の意義がより明

確になるものと考えられる。 

・ ますます深部化（高温化、高圧化）する坑井環境下での石油・天然ガスの円滑、安全、

効率的な生産開発を行うには、過酷な坑井環境の状況を地表から正確にモニターする技

術・媒体の存在とその不断の進展、革新が不可欠であるが、本研究の成果は、そうした

技術の進展に大きく貢献できる可能性が高いと期待でき、技術的意義が大きいと判断さ

れる。 

・ 開発自体がかなり絞り込まれた内容であり、実用化は十分期待できる。また、これによ

り化石エネルギーの回収率が向上することが考えられるので波及効果への期待も大きい。 

・ 時間応答性や圧力の測定精度など、数値そのものでは一部当初の目標に達していないも
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のもあるが、１年間で５つの基本課題すべてに取り組むなど意欲的であり、また、それ

ぞれの課題で基本的には克服や成功裏な結果が得られていると判断されるので、この経

験をさらに活かして当初の目的やそれ以上の目的が達せられるように、そして実用化・

商品化につながるように、完成に向けた本研究の継続、次フェーズの研究が望まれる。

なお、金属アーマード型 DPTS ケーブルに用いる外壁用ワイヤーが、坑井内の高温高圧

下の流体中に長期間さらされて錆びることなどによる劣化が起きないか、物理的強度と

ともに化学的強度、耐久性についても十分留意する必要があると思われる。 

・ 光ファイバを用いて圧力・温度・歪を測定する技術はかなり以前から存在している。特

に変位測定についてはトンネル等で既に実用化もされている。今回の研究で最も評価出

来るのは、アーマードケーブルでスリックラインを使って井戸に下ろせるという技術が

出来たことである。しかし他の点についてであるが、業界誌にファイバケーブルの特集

があり、今回の資料に示されたスペック以上のものが出来ていることが紹介されている。

温度圧力だけでなく、ケミカルやサイスミックの測定技術も出来ているし、水素による

ファイバ損傷への対応もなされている。本研究において、既存技術がどの様であるかに

ついて詳細に調べ、次の戦略を練る方が宜しいのではないか。知財取得を検討する上で

も、そのような調査が必要であろう。他委員からも最終目標についてのコメントがあっ

たが、これはあまり努力せずに達成可能であろう。既に出来ている装置スペックを最終

目標とするのではなく、世界の技術レベルに追い付く上で何をすべきかを考えるべきで

あろう。前述の業界誌に紹介されていた技術はスリックラインではなくパーマネントの

計測用であり、高温高圧下で 4 秒程度の時間応答性となっていた。世界の技術はそのよ

うなレベルまで進んでいるので、そのような点を更に研究し、次の技術を開発するよう

な研究にされるのが宜しいのではないか。 

⇒（資源機構補足説明） 

ご指摘の業界誌については内容を把握していないので、その紹介技術についてしっかり

と確認させて頂く。 

・ 本研究は 1 年間という短期間のものであるが、その中で「時間応答性」のみ当初目標が

達成されていない。目標を設定する上である程度勝算があったはずであろうが、上手く

行かなかった事についてどの様な要因があったのか。 

⇒（資源機構補足説明） 

レイリーによる計測データの量が想定よりも増大し、計算機による解析に時間を要して

しまった。つまり処理能力の問題であり、単純化すれば処理能力の高いＣＰＵを使えば

応答性も速くなるはずである。 

 

（４）補足：事後説明（概要） 

技術評価部会において指摘があった項目について、以下の通り委員に対して事後説明を

行っている。 

① 業界紙のファイバケーブル特集での紹介 

業界紙で紹介された光ファイバセンサは、DSS（Distributed Strain Sensing）、

DTSS（Distributed Temperature and Strain Sensing）等であり圧力の測定はでき

ない。FBG（Fiber Bragg Grating）は圧力測定が可能であるが分布計測ではなく、

定点圧力の測定となる。 

② 既存解析装置のスペックについて 

既存解析装置はダブルエンド方式によるものであり、高温高圧下で適用するべきケ

ーブル径には適用できないため、シングルエンド方式での技術開発を進めている。 
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（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

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 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 


