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注）  上記は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構で平成 27 年 5 月 21 日（木）に開催

された平成 27 年度第 1 回、平成 27 年 10 月 2 日（金）に開催された平成 27 年度第 2 回、

平成 28 年 2 月 12 日（金）に開催された平成 27 年度第 3 回、業務評価委員会 石油・天然

ガス技術評価部会技術ソリューション事業技術評価部会によって審議された結果である。 
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第 1 章 技術ソリューション事業（技術開発）事後評価、評価要領 

 

 

１．プロジェクト目標の妥当性 

 ・技術開発目標は妥当であったか 

・情勢変化への対応は妥当であったか 

 

回答要領：4段階(A, B, C, D)評価とコメント記入（判断理由を記述） 

 

  評点記入《判定基準》 

  ・目標および情勢変化への対応は妥当であった  → Ａ 

  ・目標および情勢変化への対応は概ね妥当であった  → Ｂ 

  ・目標および情勢変化への対応に一部不十分な点があった → Ｃ 

  ・目標および情勢変化への対応ともに不十分であった → Ｄ 

 

 

 

 

 

２．計画と比較した達成度、成果の意義 

 ・計画と比較して目標は達成されたか 

 ・目標のうち達成されなかった部分の要因分析は適切か 

 ・要素技術から見た成果は得られたか 

 

  回答要領：4段階(A, B, C, D)評価とコメント記入（判断理由を記述） 

 

  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 
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３．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

 ・成果の実用化の可能性（開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 

 ・成果の公表・広報（論文発表、特許の取得等）は充分成されたか 

 ・成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

 

  回答要領：4段階(A, B, C, D)評価とコメント記入（判断理由を記述） 

 

  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 

 ・今後の案件展開等 

 ・JOGMECの役割、貢献度 

 ・その他、特記事項を記載 

 

     回答要領：コメント記入 

 

 

以 上 
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第 2 章 平成 27 年度事後評価実施テーマ概要及び評価結果 
 

 

１． 1 号技術開発「マイクロバブル CO2 圧入方式革新的 WAG（Water-Alternating-Gas） 

技術開発」（平成 25 年度採択・実施期間 1 年 6 ヶ月） 

 

（１） 委託先：公益財団法人 地球環境産業技術研究機構、再委託先：九州大学  

 

（２）技術開発の概要： 

生産性が低下した油田に CO2 を圧入し、石油回収率の向上や油田寿命の延長を図ると

共に、温室効果ガス削減に貢献できる CO2-EOR 事業が北米を中心に展開されている。掃

攻効率の改善を目指して、ナノ粒子を用いたフォームブロッキング(foam blocking)効果を

利用した回収率向上の技術開発も盛んになっている。本研究ではマイクロバブル（微細気

泡)CO2 を貯留層に圧入することにより、フォームブロッキング効果と同様な掃攻効率改

善が期待できる革新的WAG(Water-Alternating-Gas)の石油増進回収技術開発を提案する。 

坑井のチュービングやケーシングに設置された特殊なフィルターを介して、マイクロバ

ブル CO2 が発生し、貯留層に圧入されるため、ナノ粒子等に比べて経済性に優れており、

マイクロバブル発生装置の維持管理も容易である。現在、マイクロバブル CO2 方式の原

油増進回収技術の展開を視野に、北米や欧州だけでなく、中東の主な産油国も対象に入れ

た特許出願が行われている。本提案のマイクロバブル CO2 方式 WAG 技術は、我が国の

エネルギーセキュリティの確保だけでなく、地球温暖化をもたらす温室効果ガスの削減に

も貢献できる。 

 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  マイクロバブル CO2 生成フィルターの特許を持ち、EOR への応用す

るプロジェクトのフェーズ１として性能評価を計画したもの。コア掃

攻実験による定性的定量的性能評価と数値シミュレーションによる

メカニズム解明という目標は妥当。結果論であるが、提案者には石油

を対象とした研究経験がなかったことが、当初の実験等のトラブルの

原因となった。 

 CCS で培った技術を石油増進回収事業へ展開するというプロジェク

トである。マイクロバブル CO2 圧入方式（MB-CO2）による石油回

収コア実験と格子ボルツマン法（LBM）による孔隙スケールのシミ

ュレーションを実施することで MB-CO2 による石油回収挙動の定量

評価を行い、通常 CO2 圧入方式（NB-CO2）に比べて MB-CO2 が優

位性を有することを確認後、次のフェーズでの現場実証実験に移行し

ていくという目標は妥当であった。本来はインミシブルの条件下での

実験が望ましかったが、実験装置の制約上、ミシブル条件での実験に

なったのは仕方ないと判断される。 
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達成度  マイクロバブル（MB）と通常バブル（NB）の対照実験を 2 回実施

し、1 回目は実験条件が適切でなく、改良した 2 回目の実験で 3％の

増収効果が示された。現状では再現性は不明。他の EOR に対して基

本的な優位性が示されたという段階に達していないと思われる。さら

に、今後、水攻法との組み合わせ、インミシブル条件での実験などに

よる評価が必要。数値シミュレーションではインミシブル条件ではほ

ぼ妥当な結果が得られたが、実験の説明はできていない。 

 石油回収コア実験では、通常 CO2 圧入方式（NB-CO2）に比べて

MB-CO2 が優位性を有することを確認できている。X 線 CT を用いた

画像解析結果で、明らかに MB-CO2 によるコア内流体の掃攻挙動は

NB-CO2 による掃攻挙動とは異なっていることが計測されており、マ

イクロバブルが入りコア内の遺留水を押して掃攻率を改善している

効果が認められる。 

このように、MB-CO2 と NB-CO2 はコア内で異なる流動形式になっ

ていることは把握されたが、一方で、油回収率の差は僅かであり、実

験数も少ないことから、コア内部で起こっている増油メカニズムにつ

いてはまだ解明されていない。コア実験では、コアの不均質性（コア

に垂直方向の層理）の影響もみられるので、あと数回は実験データを

取得して再現性の確認も含めた検討が必要と思われる。 

 LBM による検討は，一般的な流れの計算にとどまっており、MB-CO2

の挙動解明までには至っていない。 

実用化  実験により MB の効果が認められたが、さらに統計的評価ができる実

験を続けて基本性能での優位性を示すこと、メカニズムの理論的な解

明が必要。基本性能の優位性が示されれば、圧力損失などコスト増の

要因が少ないことから実用化の可能性は高いと思われる。実用化に向

けては、大規模なフィルターの製造法などが課題となる。 

 MB-CO2 圧入方式を国内のフィールドで試験後に、中東の油田に適

用するというシナリオが描かれている。油田の掃攻率改善の手段とし

て、フィールドへの適用試験へつながる可能性は高いと判断される。

また、CO2 マイクロバブルの発生機構については 3 つの特許を有し、

海外の学会でも発表を行っており、実用化された場合の技術ソリュー

ション事業としての波及効果は大きい。 

 ただし、石油開発会社などとの意見交換で質問があるように、現場に

適用する前に、MB-CO2 による増油機構に関する理論を明らかにす

ることと、実際の坑井での MB-CO2 発生装置の設置法などについて

の検討が必要と思われる。 今後の現場適用を考えると、LBM による

シミュレーションよりも、MB-CO2 圧入による石油回収コア実験の

シミュレーションを実施して、まずはコア実験での油回収挙動を予測

する手段を確立することが重要と思われる。 

 

その他  石油開発の視点からのコア掃攻実験の評価、実験手法の改良、石油会

社へのプロモーションにおいて JOGMEC の貢献は大。 

 RITE は CCS の研究を実施している機関であり、室内実験や理論面

での学術的な知見を多く有し、石油回収に対する知見は JOGMEC が

補って、石油民間会社の意見を入れながら結果をとりまとめてきたこ

とは高く評価される。今後の案件展開としては、コア実験で MB-CO2

によるコア内流体の掃攻挙動の優位性が確認できているので、今後は

その挙動をシミュレーションできるかを確認し、フィールドスケール
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でのシミュレーションを行うことが重要ではないかと思われる。ま

た、現場適用を考えると、石油会社と共同で研究を実施する体制が必

要である。その他のコメントは，以下の通り。 

 坑井で多量にマイクロバブルを発生させる装置は、フィルター以外に

もあるのではないかと思われる。フィルター形式は特許を取得してい

るので優位性はあるが、コア実験ではフィルターとコアが接触してい

るのでマイクロバブルを発生しやすい構造になっている。実際の坑井

ではこの構造（フィルターと地層との接触面）をどのように実現する

のかの具体的なイメージが描きにくい。坑井でのバブルを発生させる

装置としては、必ずしもフィルターは最も適するのかはわからないの

で、マイクロバブルを発生させる装置については、他の方式も検討し

たら良いと思われる。 

 コア実験は短いコア長さ、短時間スケールでの計測結果であり、CO2

で飽和された水を使用している。一方、フィールドでは、より長い時

間スケールで CO2 で飽和されていない地層水中への圧入になる。新

規の増油回収手法であり技術が確立した場合の波及効果は大きいの

で、マイクロバブルの長期安定性（地層内に入っていった場合にどの

くらいの時間バブルは安定でいるのか）や地層水への CO2 溶解の影

響（CO2 で飽和されていない地層中へ MB-CO2 を圧入していった場

合の影響）も考慮して、コアスケールの WAG シミュレーションで

MB-CO2 の効果を明らかにして、フィールドのパイロット試験に進

めるという方向性が良いと思われる。実験結果を如何に活用して次の

フェーズに進めていくかについては、石油開発会社と研究機関の間で

十分な検討が必要と思われる。 

 LBM のシミュレーションを実証するにはより微細な実験計測系が必

要であるが、一方で、MB-CO2 の増油効果を実証するコア実験には、

より大きなスケールの実験が必要になる。今後はより実践的な方向を

考えて、後者を重点的に実施する方向が良いと思われる。 

 

 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

B B B A B B 
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２．1 号技術開発「微生物利用 EOR（MEOR）促進技術の開発」 

（平成 25 年度採択・実施期間 1 年 6 ヶ月） 

 

（１）委託先：石油資源開発株式会社、再委託先：大阪ガス株式会社、中外テクノス株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

 MEOR 技術は安価な EOR 技術として 1960 年代から実証試験が注目され、わが国にお

いては 2004 年頃より油層内微生物についての研究開発がなされており、国際的に優位な

技術として早期確立が期待されているが、経済的に利用可能な技術として未だ確立されて

いない。一方、近年 CBM ガス田において地下微生物活性化による増ガス技術が報告され

ており同技術の油田への適用実証試験が実施され始めている。 

 今般、微生物活性化技術とわが国が優位性を持つ MEOR に関連する微生物反応に関す

る技術を組み合わせることにより、増油メカニズムの解明および微生物反応の短期化によ

る高い増油促進効果が見込まれ、MEOR 技術に革新的効果があると期待される。 

    そこで、MEOR 技術の実用化を最終目標とし、国内油田での実証試験(フェーズ 2)を実

施する為に、フェーズ 1 として以下の検討を行う。更に副次的目標として、本技術開発成

果の CBM ガス田開発へのフィードバックによる増ガス効果への貢献も見据える。 

1. 実フィールドに存在する有効微生物の調査及び微生物活性化技術の適用法の検討 

2. 微生物反応モデル化および油層モデリング・シミュレーションへの適用法の検討 

尚、1.については CBM ガス田試料に対しても実施する。 

 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  本研究の中で MEOR に有効な微生物群を探索するというのは妥当で

はなかった。本来、有効な微生物群を確保して提案するべきもの。

MEOR に効果的と判断できる程度の原油および石炭層の分解は確認で

きず、それを期待したプロジェクト目標は過大であった。MEOR 実用

化へのブレークスルーのために必要な技術・知見がなかった。「石炭層

に対する ECBMR 技術商業化した」という情報も、本当に増収効果が

あったのか疑わしい。本事業では、油層内微生物活動に関して、少な

くとも「実験室では EOR に有効」という知見を持って、その微生物を

油層内で活性化する手段を見つけることを目指すべきであった。 

 本プロジェクトは、米国企業の石炭層に対する ECBMR 技術を参考に

して、in-situ MEOR のメカニズムとして、油層常在微生物群による原

油分解、有機酸生成および CH4 生成の代謝経路を考え、この代謝速度

を添加剤によって促進することによって、油回収率の向上を狙った研

究であった。微生物反応の促進は MEOR 技術の実用化を進める上での

最重要課題であり、技術開発目標自体は妥当であったと判断される。 

しかし、研究を進めていく段階で、米国企業の ECBMR 技術では微生

物が石炭自体を分解したのではないことがわかり、上述の代謝経路で

は油回収率の向上は望めないという結果となった。プロジェクトの目

標を設定する段階で、米国企業の ECBMR 技術に対するレビューが不

足していたのではないかと思われる。 

 

達成度  計画した油層内での原油分解微生物による EOR の可能性は不明なま

まである。栄養培地において微生物増殖による界面活性効果が確認さ

れたという成果が得られたのみである。現段階では、原油を分解する
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微生物群の同定、分解メカニズムの解明、微生物活性の測定、培養条

件の解明といった基礎研究が必要なことが示された。一方、コア掃攻

実験による MEOR の有効性の定量評価法は今後も使える成果である。 

 嫌気環境においては油層常在微生物群による原油分解反応の速度は極

めて遅いため、その速度を促進するための活性剤（酸化剤等）の選定

が鍵であった。この選定実験を通じて、多くの有益な実験データは蓄

積されている。しかし、選定された活性剤（クエン酸鉄）を添加した

培養実験では、C7～C28 のアルカン類以外の軽質成分が分解され、微

生物の作用によって逆に残存する油が重質化されてしまい、原油の回

収率の向上には逆効果となることが判明した。このように、原油分解

の代謝経路を促進する活性剤の選定という目標は達成されているが、

それによって原油回収率を向上するという目的は達成できていない。

その後の地下微生物反応のモデル化、油層シミュレーションへの適用

法検討も、推測ベースの検討に留まっている。 

 米国企業の ECBMR 技術についての実験的検討から、微生物反応によ

って生成する CH4 は、添加剤または石炭中に含まれる易分解性の有機

物由来である可能性が導かれた。これは当初に想定していた代謝経路

による CH4 生成とは異なる結果であり、原油や石炭を直接分解する微

生物反応は難しいという結論に至っている。 

 培養実験、コア掃攻実験の分析から、油回収率の向上に寄与する微生

物の機能は、界面活性剤の生成、非水溶性ポリマーやソルベントの生

成と推定され、これらの代謝生成物の由来は、原油でなく、添加剤に

由来するものであると推定された。これも一つの成果であるが、MEOR

を促進する斬新的な成果ではない。 

 

実用化  当初の計画で目指した成果は得られておらず実用化は遠い。微生物の

界面活性効果が、ケミカル攻法と比較して経済性を持ちうるか評価で

きれば波及効果が期待できる。 

 報告書では、国内油田への in-situ MEOR技術の適用による回収率10%

向上について、置換効率を 5%向上させた場合には掃攻率を 10%程度向

上させることによって達成できる可能性があるとして、実用化の可能

性はあると結論付けているが、MEOR による増油メカニズムが明確に

されておらず、すぐに実用化のレベルには達していない。国内油田と

いう対象フィールドは存在するので、今後も室内実験での検討を続け

て増油メカニズムが明らかになった時点で、再度、技術の実用化を図

るという方針が望ましいのではないかと思われる。 

 

その他  MEOR は長期的には期待される技術であり、大学や研究機関と連携し

た基礎研究の継続が重要であり、JOGMEC のサポートが望まれる。 

 微生物反応の短期化による高い油増進効果を目指して、油層常在微生

物群による原油分解，有機酸生成およびCH4生成等の代謝経路を考え、

この代謝速度を添加剤によって促進することによって油回収率の向上

を図るというアイディアは革新的であり、本研究が成功した場合のイ

ンパクトは非常に大きいと考えられる。結果として、このアイディア

を実現することができなかったことは残念であったが、残油飽和率が

極めて低い油層や残存する原油の組成によっては本アイディアは有効

な場合もあると考えられるので、実験的検討を継続的に行うように研

究計画を再構築するのが良いのではないか。 

JOGMECテクノフォーラム 2014での産油国へのPRやオマーンSQU
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などとの情報交換によって、日本の MEOR に対する技術力を PR でき

ているので、今後も、この技術を継承していくことは重要である。地

下の原油増進だけを対象とするのではなく、製油所の重質留分に対し

て本技術を適用してバイオポリマーやソルベントなどを生成するとい

った研究も視野に入れたらどうかと思われる。 

 

 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

C D D C C C 
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３．1 号技術開発「NORM 可視化技術の開発」（平成 25 年度採択・実施期間 1 年 1 ヶ月） 

 

（１）委託先：三菱重工業株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

 油ガス田において、自然起源放射性物質(NORM)が問題となりつつあり、NORM の分

布状況を把握するための環境測定技術が重要となってきている。 

 従来行われている空間線量の測定や試料採取による分析では、多大な労力と時間を要し

ている。また、作業者が被ばくするために安全上注意が必要となっている。 

 委託先は、JAXA と共に宇宙ガンマ線の高感度観測のための研究開発を進めてきた。ま

た、平成 23 年の原発事故を受け、福島県で人工放射性物質の可視化が試みられた。それ

によりコンプトンカメラが除染作業等における放射性物質可視化に有用であることがわ

かり、委託先はコンプトンカメラ ASTROCAM7000HS を H24 年度製品化した。本技術

開発は、この ASTROCAM7000HS に改良（センサの核種パラメータの最適化、センサの

処理ソフトウェアの最適化、三次元化の事前検討）を加える事により、広範囲の NORM

の分布状況を離れた位置から短時間で測定することを目指した。 

 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  目的の項目としては妥当。三次元化に含まれる定量化は独立して明記

してほしかった。 

各項目に現場でのニーズに合致する数値目標が示されていなかったの

は残念。但し、結果にその数字が記載されていることで解決はされて

いる。 

 提案書において、目的の最初の部分で「NORM 測定に必要な感度、エ

ネルギー範囲等に対応できるセンサの最適化を検討する。」とあり、 

目標はセンサの各種パラメータおよびソフトウェアの最適化となって

いた。結果として、既存カメラについてセンサの核種パラメータと処

理ソフトウェアの最適化は行われたものの、感度向上とエネルギー範

囲の拡大（高エネルギーγ線の測定）が今後の課題であり、そのため

に新センサの開発が必要であることが明確になった。 

このように本研究は新センサ開発の前段階として有用な研究であった

が、測定対象の放射能強度についてやや当初見通しが甘かったように

も感じられるため、評点は B とした。 

達成度  NORM 可視化の可能性を示せたのは評価できるが、感度不足は目的の

未達成と判断される。定量化、高感度化を含む次ステップの計画を策

定したことは評価できる。 

 実際の NORM のγ線エネルギースペクトルを明確にし、近距離では既

存カメラで測定できたこと、また遮蔽物の影響を明らかにするととも

に３次元計測の事前検討を行ったことなど、既存カメラでできること

は十分に行われたと考えられる。 
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実用化  感度不足のため NORM 測定の需要は少ないであろう。現状で NORM

にとらわれず使用できるケースを提示できるのではないか。 

 実用化の目途は、まず今後の高感度・広帯域センサの開発に依存する

ため、評点は C とした。その他、価格も考慮した市場ニーズ・市場規

模を的確に把握することも今後重要と思われる。 

その他  三次元化による定量を検討しているが、定量化、高感度化は三次元化

よりも優先されるのではないか。現状の製品でも NORM に限らず、使

用可能な場所に成果を提案し続けることを希望する。例えば鉱山跡地、

炭鉱、レアアース鉱山などへの展開は図れないか。 

 試料入手、海外プロモーション活動への協力などで JOGMEC は十分

に貢献していると考えられる。 

 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

B B C B A C 
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４．1 号技術開発「合理的 NORM 管理システムの開発」 

（平成 25 年度採択・実施期間 1 年 6 ヶ月） 

 

（１）委託先：日揮株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

 石油、天然ガス生産プラントにおける作業員の防護、環境対策（排水、汚染物等）のた

め、資源国向け NORM 管理ガイドライン（システム）を構築するとともに、NORM 廃棄

物の処理・最終処分のためのシナリオ（処分場オプションと処分場に適合する処理技術ポ

ートフォリオ）を構築することを目的とした。 

 そこで、国際管理基準の動向調査、NORM 管理システム先進国における実情調査を実

施し、これに基づき、様々な NORM の存在状況や環境にふさわしい管理ガイドライン（シ

ステム）、処理処分シナリオを構築した。 

 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  プロジェクトの目的は概ね妥当であったが、成果の検証の目標がなく、

評価があいまいになりかねない恐れがあった。 

 目標は、(1)国際管理基準の調査、(2)NORM 管理先進国の実情調査、(3)

資源国の NORM 実情調査、(4)サーベイ・モニタリング手法の構築、(5)

プラント管理システム構築、(6)廃棄物処理技術ポートフォリオ、(7)処理

シナリオ構築であった。このうち特に(2)、(3)の重要性は高く、それらの

調査を踏まえた(4)～(7)の取り組みも妥当な目標だったといえる。 

本研究結果は現時点での NORM の国際状況、および NORM 管理の考え

方を多面的・総合的に述べたものとして、たいへん有意義だったと思わ

れる。ただし、今回構築した管理システムを今後どのようにして“我が

国の資源権益獲得の戦略の重要なツール”としていくかが明確ではなか

った。 

 

達成度  目標は概ね達成したようであるが、管理システムに入れるべき項目の一

覧表が完成したという印象である。これでも有用なことは確かであるが、

具体化する場合に不足がないかどうかの検証がされていない。 

これから先はここの施設に対応したものとなるので、作成するのは難し

いことは分かるが、例示がほしかった。 

 前項で記した通りNORM管理先進国および資源国の調査によるNORM

の現状把握について大きな意義があったと考えられ、目標の各項目につ

いて相応の成果が得られている。また別途進行している NORM カメラ

の開発・実用化に役立つ有用な知識が得られたと考えられる。最終目的

の管理システムの開発について、本研究成果は資源国向けの基準・ガイ

ドライン作りの有用な基礎資料になると思うが、現実の対象に対し、ふ

さわしいオプションをどのように選定していくかが曖昧な印象を受け

た。 
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実用化  この成果が NORM 管理先進国のものに比べ、どこが優れているのか、

比較検証が欲しい。優位性を十分に説明できない場合は、今後、優位性

を得るための戦略について触れて欲しかった。 

 本研究成果を今後，資源国で活用していく見通しは現時点で明確とはい

えない。また本研究でまとめられた管理・処理のシナリオは妥当と思わ

れるが，そこに含まれる様々な要素技術について委託先がどの程度精通

しているかが資源国の信頼を得る上で重要となるようにも思われる。 

その他  外国への売込みで外国との競争になったときの強みは何か。世界への売

り込みの展開をどう図るのか。 

 

 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

B B B B B C 
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５．1 号技術開発「セルロースナノファイバーを主体とした生物分解性・環境適合性石油開発用

ケミカルの開発」（平成 25 年度採択・実施期間 1 年 6 ヶ月） 

 

（１）委託先：第一工業製薬株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

セルロースナノファイバーはセルロースを化学修飾することなく、繊維をナノ分散化す

ることで、あたかも水に溶けているような状態になり、特異な水溶液物性を有することが

知られている。委託先は、このセルロース繊維を一部変性した後物理的にナノレベルまで

微細化したセルロースナノファイバーが、化学修飾したセルロース誘導体の水溶液と同レ

ベルの水溶液状態になることに加え、繊維の性質を残して良好な増粘性を示すことを利用

して化粧品等への用途活用を進めている。 

 本技術開発は、セルロースナノファイバーの絡み合い状態を調整することで、高粘性

と同時に流動性を有する新たな石油開発用薬剤、具体的にはウォーターコントロール、モ

ビリティコントロール及びフラクチャリング用薬剤としての適用を目指す。そのために、

油層条件における本薬剤の増粘性、流動性及び金属イオンによるゲル化反応の評価を行う

とともに既存薬剤との比較を行うことで石油開発用薬剤としての適用性を評価する。 

本薬剤は、生物分解性が高く、再生可能なセルロースを原料としていることから、環境

に優しい薬剤であり、石油・天然ガス開発事業の低環境負荷化に貢献することが期待でき

る。 

 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  新材料の特徴を活かして、油ガス田開発での有効な用途を探索するも

のであり、フィーシビリティー研究としては、概ね妥当な目標と考え

られる。また、プロジェクトの研究内容や評価手段、問題点の改善努

力も、全て実用化に則したものであり、妥当である。 

 本プロジェクトは、自社で開発したセルロースナノファイバー(CNF)

を、石油開発分野のモビリティコントロールや逸泥防止に適用しよう

という試みで、研究目標は新規性・独自性に優れており、セルロース

の再生可能資源の活用を図るという点で、興味深い研究であった。計

画は、CNF 溶液の物性試験、環境適合試験、コア圧入実験、その後の

展開で構成されており、プロジェクトの目標と計画は妥当であった。

また、CNF 水溶液のコアへの圧入性の悪さ、耐塩性の悪さが実験で判

明したため、実証フェーズには進まずに、他の予算で圧入性改善の基

礎研究を継続的に続けるという判断も妥当と思われる。 
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達成度  プロジェクトの目標達成に向けて、着実な研究を実施し、EOR 用材料

としてのポテンシャルを評価している。また、圧入性の向上など、弱

点の克服にも努力しているが、残念ながら、実用化が見込めるレベル

までには到達していない。ゲル化の塩濃度依存性など、油ガス田開発

への適用性を議論するための基礎データが得られたことは、概ね評価

できる。 

 CNF 水溶液の粘度、ゲル化特性、コア流動特性などに関して、ポリア

クリルアミドや CMC などの従来石油開発のモビリティコントロール

材として使用されているポリマー水溶液との比較も含めて、貴重な実

験データが取得されている。また、計画自体は予定通りに遂行された

と判断できる。ただし、その結果で判明した事実（CNF 水溶液をコア

に圧入していくと CNF でコアの孔隙が目詰まりしてしまうことと、塩

分濃度を上げると粘度が大きく低下してしまうこと）は、実油田に適

用するには致命的な欠陥であり、その改善策を提示するところまでは

研究は進まなかった。 

実用化  当初の EOR 用の新材料としては、期待された成果が得られているとは

言いがたい。耐熱性や塩濃度依存性など、新たな知見が得られている

ので、特定用途での止水材など、より適切な出口を見つける必要があ

ろう。また、材料コストの問題は大きく、油ガス田開発以外の分野で

別途用途があり、量産化と低コスト化が実現していることも重要であ

ろう。 

 通常、EOR など現場で使用する水溶液は、目詰まりを防ぐために地上

でメンブレンフィルターを通した後で油層内へ圧入する。CNF 水溶液

のコア圧入実験結果をみると、泥水がろ壁を作るのと同じく、コア入

口付近でファイバーが目詰まりする傾向を示している。低粘度化 CNF

を用いた実験でも、やはり最終的に目詰まりしてしまう。目詰まり現

象を解消しない限り（CNF はすべて地上のフィルターでろ過されてし

まうので）、油層内に圧入する水溶液への添加剤としての用途として

CNF を現場に適用するのは難しい。実用化するためには、CNF の形

状をより微細化するなどの改善が必要と思われる。 

その他  本プロジェクトでは、JOGMEC のサポートが随所に感じられ、十分な

情報交換が行われていたように考えられる。セルロースナノファイバ

ーは、例えば、オイル耐性分離膜用の新素材としても期待でき、この

ような新たな用途開発に向けて、今後も JOGMEC との連携を継続す

ることが期待される。 

 今後の案件展開：CNF が地層孔隙の目詰まりを生じさせることから、

水層の遮水、泥水添加剤としての用途は考えられるので、今後は別用

途での利用を検討していくのが良いのではないかと思われる。

JOGMEC の貢献度：実験装置の提供、文献調査、海外展示会での PR

などで、研究に大いに貢献している。一方で、油層内圧入流体の持つ

べき性状についての基礎知識について、プロジェクト提案者に研究当

初から説明しておく必要があったと思われる。 
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（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

技術評価者 1 技術評価者 2 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

目標の

妥当性 
達成度 実用化 

B B C B B C 
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６．1 号技術開発「D-CPOX による天然ガスからの合成ガス製造 -反応器設計技術の確立-」 

（平成 25 年度採択・実施期間 1 年 11 ヶ月） 

 

（１）委託先：千代田化工建設株式会社  

 

（２）技術開発の概要： 

我が国のエネルギーセキュリティ向上の一環として、天然ガス資源の権益確保を加速す

るための資金化ツールの一つとして天然ガス液体燃料化(GTL)技術がある。近年では大型

ガス田のみならず、未利用小規模ガス田や非在来型ガス田への適用が望まれている。これ

に対し、委託先は装置の大幅な小型化および低コスト化を可能とする直接接触部分酸化法

(D-CPOX)による合成ガス製造技術を開発しており、幅広い規模に適用可能な合成ガス製

造方法の確立を目指している。GTL プロセスに D-CPOX を適用した場合、天然ガス消費

量および CO2 排出量を既存の競合技術より削減可能であり、かつ CO2 を高濃度で回収で

きるため CO2 回収貯留(CCS)に適しており、環境調和型合成ガス製造方法と位置付けられ

る。 

H14～H23 年度の石油・天然ガス開発促進型大型・特別研究にて接触使用を確定し、

H24 年度革新公募において安全性・安定性・スケールアップ性に優れたプレート型反応デ

ザインを提案した。本提案ではプレート型反応器の有効性をラボレベルで確認するととも

に、反応シミュレーターを高精度化し、反応器の詳細設計を実施する。また、資源開発会

社や商社と実証・商業化体制を構築し、H27 年度以降のパイロット実証およびその後の商

業化を加速する。 

 

 

（３）技術ソリューション事業技術評価部会審議内容（概要） 

 

項目 審議結果内容 

目標の妥当性  酸素（空気）による天然ガスからの合成ガス（水素と一酸化炭素の混

合物）の製造法は、一般には炭化水素の一部を燃焼して生成した水（水

蒸気）と二酸化炭素（炭酸ガス）により、残った炭化水素を水蒸気改

質，炭酸ガス改質（ドライリフォーミング）して製造する、いわゆる

ATR 法である。本技術開発で取り上げた、天然ガスを一段で直接酸素

により合成ガスを製造する D-CPOX 法は実用化実績はもとより、基礎

研究でも証明された実績をもたない新技術であり、我が国独自の画期

的新技術として高い意義を有する。反応効率、熱効率ともに ATR 法を

凌駕する高い目標が設定されており、過去の研究成果を踏まえて妥当

な目標設定がなされている。 

 反応器は一般に小さいほうが良く、資源小国のわが国が今後益々重視

しなければいけない未利用の小規模天然ガス田の有効利用には特に小

型反応器が適しているので、その研究開発は重要である。本研究は新

しい化学反応原理に基づいて反応器の大幅なコンパクト化を目指すも

ので、挑戦的でもあり、資源小国のわが国にとって目的の妥当性は極

めて高い。 
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達成度  酸素による一段での合成ガス生成が検証されたとは言い切れないが、

これを主反応とするための触媒開発、爆発回避の安全運転に関する対

策、及び反応器シミュレーターの開発に関しては概ね当初の目標を達

成している。安全性・安定性の観点からプレート型反応器が提案され

ており、課題解決の対策は検討されているものの、炭素析出とガスシ

ール対策が、特にスケールアップした場合に課題として残る。 

 今回の開発項目は、（１）触媒パッケージ材料の選定、（２）設計シミ

ュレーターの開発とフォーム触媒検証、（３）0.3BPD プレート反応器

製作と実証試験、でありいずれも難度の高いものであったが、新規な

材料の選定、新規なフォーム触媒の開発、などを実現し、0.3BPD プレ

ート反応器の製作と実証試験に成功している。成果の意義は大きいと

言える。 

実用化  実用化の可能性は原油価格の影響を大きく受けるが、ATR 法と比較し

た経済性評価では建設コストなどで優位性が見出されている。小型合

成ガス製造法としての利点を生かせる適用対象を中心に積極的な展開

が望まれる。 

 現在の油価の下落という背景では成果の実用化の可能性は若干下がっ

たと考えられるが、油価下落の原因（シェールオイルの生産、中国経

済の不振、OPEC の産油量の維持）が流動的で今後反騰する可能性が

高いので、その時に備えてスケールアップを実施すべきである。また

本研究開発の新規性は高いので波及効果も大きいと考えられる。 

その他  これまでにも研究開発段階や事業化促進に向けて JOGMEC の貢献が

なされたと判断される。今後次のフェーズを目指して、長期的な視点

で事業が実現するためには、ビジネスパートナー確保等に JOGMEC

の積極的な貢献が及ぶことを期待したい。 

 小規模天然ガス田の有効利用を想定したこの種の研究開発は資源小国

であるわが国にとって極めて重要であるが、民間企業や大学だけで進

めるのは到底不可能である。JOGMEC が支援するのが必然的で、した

がって JOGMEC の貢献は極めて大きいと言える。 

 

 

（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 
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