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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 28 年度事後評価実施テーマ概要及び評価結果 
 

 

１． フェーズ 1 案件「新しい光干渉法を用いた無電源 4D モニタリングシステムの開発」 

（平成 26 年度採択・実施期間 1 年 6 ヶ月） 

 

（１） 委託先：白山工業株式会社  

再委託先：株式会社地球科学総合研究所 

 

（２）技術開発の概要： 

本技術開発計画は、最新の光通信技術を適用しかつ光ファイバーを信号伝送路に用いた、

無電源で働くセンサ部を持つ長距離 4D モニタリングシステムの実現を目標とする。セン

サは、振動子とその変位により起こる光干渉を検出するレンズ付き光ファイバーで構成さ

れる。計測装置では、光通信で一般的な波長 1.55μm のレーザー光をパルス化して使用す

る独自の干渉計測により、サブ nm の微小変位から、従来測定ができなかった光波長数百

倍までの大きな変位を測定可能とし、結果として 120dB 以上の高ダイナミックレンジを

可能とする。またパルス光は分岐可能で、一本の光ファイバーに多数のセンサが接続でき

る。 

 本方式は、他分野での実施例はなく、独自の計測システムである。日本の光通信技術と

MEMS 技術から生まれた新しい光干渉法の無電源センサを開発する事により、従来では

困難だった耐環境性、多点接続、高ダイナミックレンジなどの課題を解決した日本初の独

自技術による 4D モニタリングシステムの具現化を目指している。なお、振動子は、金属

振動子と量産に優れたシリコン単結晶の MEMS 振動子の 2 種類を開発する。 

 

（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  基本性能の確認、長距離伝送技術、評価試験システムの開発と屋外試

験が目標であった。実施者の独自技術が貯留層モニタリングに適用可

能かどうかの基本技術の確認と屋外での試験は概ね達成されており、

目標はほぼ妥当であったと評価できる。 

 貯留層モニタリング、CCS 等の目的に資することができる長期安定

したモニタリングシステムの開発は非常に重要である。本プロジェク

トは、光通信技術に基づく新しい長期無電源 4D 多点モニタリングシ

ステムを開発するもので、産油国に貢献できる我が国技術として妥当

であると考えられる。 
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達成度  20km離れた２系統各３ユニットの３成分センサによる計測が可能で

あることが示された。位相シフトパルス光干渉法による計測原理が、

弾性波モニタリングに対して有効であることが、実験室および野外試

験において示され、長距離、多点、無電源モニタリングへの道が開か

れた。一方、唯一未達成となった MEMS 光センサの開発は遅れてい

る。本技術の貯留層モニタリングへの実用化のためには、MEMS 光

センサの実用化が不可欠と思われ、次期フェーズ等の検討に際しては

重点化が必要である。 

 センサ、ケーブル、信号処理の各構成要素は当初の計画をほぼ達成し

た。システムとしての稼働試験も良好な成績を収めているように見受

けられ、基本的なプロトタイプとしては実用可能なレベルに到達した

と考えられる。ただし、MEMS 振動子は未完成である。フェーズ 2 で

は、金属振動子に焦点を中て、センサの小型化とシステムの多点化、

長期安定化の性能を追求し実用システムの完成を目指す方向性がよ

いのではないだろうか。 

実用化  EOR、CO2 地中貯留等において、高精度、多点、高い対環境性、無

電源センサによる長期モニタリングが可能となれば、石油鉱業におい

て大きな貢献となることは明らかである。位相シフトパルス光干渉法

によるセンシングが、十分実用できるレベルであることを示したこと

はフェーズ１としては重要な成果である。一方、量産化低コスト化に

不可欠な MEMS 光センサ開発については、実験室での性能試験の段

階であり、実用化についてはめどがたっていない。センサ、システム

の小型化、高い耐環境性も今後の課題である。JJAP の論文公表は普

及に向けた重要な成果である。 

 基本的なシステムのプロトタイプとしては、実用可能なレベルに到達

していると考えられる。本システムは石油開発分野以外にも多方面に

波及する期待が持てる。ただし、その場合、小型化と低価格化は不可

欠であろう。実用までにはハードな環境における耐熱、耐圧、防塵、

防水、耐衝撃性の達成と、年単位の本当の長期安定性を検証する必要

がある。また、この技術ならではの多点観測が、既存の類似システム

を凌駕することができるのか、理論的・技術的にどこまで多点化が可

能なのか、示してほしい。 

 

その他  センサや長期モニタリング技術開発目標に関する議論と提案、柏崎テ

ストフィールドの提供、展示会等での広報に関する支援、次期フェー

ズに向けた実証試験案件やパートナーの推薦、などで大きな貢献がな

されている。 

 JOGMEC は、実証試験の提案、JOGMEC 資産の提供、産油国側へ

の技術提案などを実施している。 

 

 

（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．フェーズ 1 案件「弾性波トモグラフィによる油ガス層内流体のイメージング手法の開発」 

（平成 26 年度採択・実施期間 1 年 4 ヶ月） 

 

（１）委託先：JFE シビル株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

 「油ガス増進回収技術」および「非在来型資源開発技術」に関わる「油層キャラクタリ

ゼーション・モニタリング技術」の開発を提案する。 

油ガス増進回収において油層のキャラクタリゼーション、油ガス層内流体の挙動を把握す

ることは大変に重要である。この流体の挙動は油層シミュレーションにより検討すること

ができるが、地層条件などにより、シミュレーションで予想される流体挙動と実際の挙動

が一致しないこともあり、油ガス層の平面的イメージング、3 次元的流体変化の時系列的

に連続したイメージングが必要とされている。 

これらのイメージングを実現するために、油ガス層に水平な 2 本の坑井に、複数の発震器

(発震器アレイ)と複数の受振器(受振器アレイ)をそれぞれ設置し、複数の発震器から同時

に異なる疑似ランダム波を発震しこれを受振することで複数回計測を行い、弾性波フルウ

ェーブインバージョンや減衰率トモグラフィにより速度や減衰率の時系列イメージを出

力する手法を開発する。 

 

 

（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  ①広帯域震源波形の開発、②多重発震技術の確立、③モニタリング実証

が目標であった。油ガス田における 500-1000m の坑井間トモグラフィ

モニタリングへ向けた最終目標に対して、モニタリング実証での坑井

間距離 64m が妥当であったのか？減衰が大きな高周波を利用した長距

離のトモグラフィでは、震源のエネルギーを大きくすることをより重

視すべきであったのではないか？ 

 貯留層モニタリングのための効率的な坑内震源は、現在の技術開発の

動向から見ても将来にわたって必要性は高い。本プロジェクトは、同時

多点発震が可能な坑内震源を開発するもので、プロジェクト目標は妥

当であると考えられる。 

達成度  震源波形の開発では SN 比の向上が期待される Half cycle 擬似ランダ

ム波の開発、同時多重発震技術の確認、坑井間距離 64m 深度 25m で

のマイクロバブル水注入実験でのモニタリングに成功した。石油鉱業

に適用するためには依然として残る課題は大きいが、フェーズ１の目

標は十分に達成されたと評価できる。 

 本件は、新たなハードウェアを開発するものではなく、既存の震源装置

を利用した発震方式の開発であるといえる。フェーズ I の計画の目標

であった広帯域な震源波形の実現、多重発震技術の開発とそれらの実

証試験はそれぞれ達成されたと考えてよい。ただし、最終目標に掲げて

いるリアルタイムモニタリングシステムの全体像はまだ十分に見えて

こない。 
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実用化  坑井間距離が 100m 程度まででのモニタリングへの適用は実用段階と

思われる。その先へ進むためには波形の制御のみでは困難と考えられ

震源のエネルギーの増大が課題。海底敷設パイプライン、ケーブルのモ

ニタリングなど水中音響への応用の可能性があるかもしれない。 

 発震方式そのものは完成したと言ってよく、石油開発のフィールドに

おける実用にはかなり近づいたといえる。ただし、具体的に現在の試験

機を含めてどのようなハードウェアを用いて本発震方式を実現するか

については、フィールドに応じた検討が必要であろう。2D の坑井間ト

モグラフィは既存の手法であり、本システムでなくても実現されてい

るので、同時多点発震という利点を十分に生かした新たなモニタリン

グシステムの発想やデザインを練るべきではないか。 

 

その他  JOGMEC としては、震源波形開発において Half cycle 擬似ランダム波

の採用、多重発震におけるデータ分離技術等の重要な提案で、本手法開

発に貢献しており、JOGMEC による技術提案が成功した事例と言え

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 A C A A B 
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３．フェーズ 1 案件「高温高圧環境の作井で高生産性を可能にする時限分解性一時目止め材料 

の開発」（平成 26 年度採択・実施期間 1 年 7 ヶ月） 

 

（１）委託先：株式会社クレハ 

 

（２）技術開発の概要： 

 

① 最近、掘削技術の進歩に伴い、坑井の高深度化が進んでいる。高深度下の環境は厳し

くなり、特に高温高圧（HPHT）環境下で作井が進められる。一般に作井の掘削や坑井処

理作業において一時目止め材料が有効活用されているが、今後世界的に主流となる HPHT

環境下で理想的に機能する材料はまだ存在しない。高深度井戸貯留層の HPHT 環境下で

逸泥防止や仕上げ処理に対し、時限的に自己分解する一時目止め材を開発する事で、作業

効率化（コスト低減）と生産流体の高生産性を達成し、加えて作業安全性、環境負荷低減

にも貢献するソリューションを提供できる考えに至った。 

② 具体的目標は、100‐200℃の温度領域で、2-40 日の目止め性能を有する材料の開発

である。委託先が得意とする材料の改質・配合技術、機能発現に適した形状を可能にする

加工技術及び評価技術を駆使し、目標を達成する。 

③ 自己分解性を持つ材料としてポリグリコール酸やポリ乳酸などは、生分解性樹脂とし

て最終的に二酸化炭素と水に分解する。一般に、医療用材料や環境にやさしい包装資材と

して使用されている。 

④ 上記目標を達し、従来にない高温高圧に耐える時限分解性の一時目止め材料の開発が

出来れば、仕上げ処理の最適化による生産量の向上、作業安全性の向上、逸泥による流失

泥水量の削減、除去工程削減、それに伴う人件費の削減など、掘削経費の低減をもたらす

事に寄与する。 

 

 

（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  高温高圧下での一時目止材料の開発は、今後のニーズの広がりが期待

でき、材料としての適用範囲の拡大を目指した本プロジェクトの目標

は妥当である。また、受託研究先は、これまでの研究開発経験からもプ

ロジェクトの実施機関として適切と考えられる。 

 亀裂の多い貯留層の掘削における時限分解性目止め材を開発して掘削

時のコストを削減するという着眼は素晴らしく、クレハの有する分解

性樹脂（PGA）の経験を通じて、ウレタン系樹脂を材料候補に選定し、

目止めの評価方法の確立、材料選定のスクリーニング、目止めのメカニ

ズム解析、材料設計の順番に、高温高圧条件下で使用可能な自己分解性

一時目止め材を開発するという目標設定は妥当であった。特定産油国

のニーズ調査を行い、120℃ x 14 日間を目止めの目標値として材料選

定～材料設計の作業を実施したことは高く評価される。綿密な計画に

基づいて、プロジェクト目標が達成するまでの流れが整理されている。 
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達成度  研究計画では、分解特性を幅広く制御するために、モノマー組成や混合

比、架橋密度などのパラメーターを制御しており、これらのパラメータ

ーを用いて、分解の温度・時間をある程度制御できることが分かった。

残念ながら、当産油国の泥水の pH が高く、ウレタン系樹脂の材料では

対応できないことが分かった。しかしながら、テレフタレート系樹脂や

ナイロン系樹脂で可能性のある新素材を見出しており、今後の展開が

期待できる。 

 スロットディスク、フィルターディスクを用いた透水試験、SEM や強

度試験を用いた目止め機構の解析など、目止め材開発にあたっての評

価試験方法は確立されており、今後の研究に利用できる。樹脂の分解性

マッピングは、貯留層温度に対する分解性素材のスクリーニングに大

いに役立っている。耐熱性ウレタン樹脂と汎用ウレタン樹脂のブレン

ドやパウダー/ペレット比率の調整によって目止めの効果を制御できる

という実験結果は、ペレットがスロットの上に梁のように留まり、その

後にパウダーが積層するという目止めの機構の説明と合わせて、亀裂

の多い貯留層に対する目止め材の一つの開発方針を示したものとし

て、大きな意義がある。 

しかし、最終的には、目止め材を混入する使用泥水の pH や添加剤との

適合性が問題になり、海外で実際に使用されている泥水に対しては、ウ

レタン系樹脂ではなく、分解性の遅いナイロン系樹脂を材料として選

定せざるを得ない結果となった。ナイロン系樹脂を材料として選定し

たときの閉塞解除期間については明確な結論は得られておらず、120℃ 

x 14 日間を目止めの目標値は達成できていない。そのため、一部未達

と評価した。 

実用化  材料開発には時間が必要であり、通常、計画通りにはいかない。特に、

本プロジェクトでは、１回の閉塞試験に、１ヶ月程必要としており、研

究の進捗は、必ずしも速いとは言えない。今後は、試験装置の数を増や

し、実験を効率的に進める必要がある。また、高分子化学を専門とする

研究者をアドバイザーに加え、分子量や結晶化度の影響、分解のメカニ

ズムなどを議論することは、有効であろう。大きな波及効果を得るに

は、データの積み重ねが必要であり、これにより、着実に適用範囲が広

がるものと考えられる。 

 使用する泥水条件と適用する貯留層条件によっては、本研究で得られ

た成果（例えば、耐熱性ウレタン樹脂と汎用ウレタン樹脂のブレンドや

パウダー/ペレット比率を調整した目止め材）は、実用化の可能性はあ

ると思われる。ただし、現場で適用されるためには、スロットディスク、

フィルターディスクを用いた透水試験だけではなく、実際の地層コア

を用いた目止め材の効果を確かめる実験が必要と思われ、今後は、石油

掘削にノウハウを有する泥水サービス会社との共同研究体制の構築が

望まれる。本研究では、目止め材に添加する素材の評価は十分に行われ

たが、目止め材のシステムとしての設計方法は確立できていないので、

実用化までにはコア試験等によるシステム評価が必要である。開発し

た目止め材そのものについては特許を申請した上で、泥水サービス会

社等と共同して、実用化に向けて研究を継続していくのが良いと思わ

れる。ウレタン系樹脂を材料とした目止め材が適用できる現場がどの

くらいあるのかの調査が必要である。なお、RDIF 泥水を用いた場合の

120℃の高温環境で使用可能な自己分解性一時目止め材については、ま

だ材料自体の検討段階であるため、実用化の可能性があるかは判断で

きない。 
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その他  材料開発のフェーズでは、JOGMEC が積極的に貢献することは、容易

でないと考えられるが、閉塞試験のサポートや産油国等との意見交換

のアレンジをしている。特に特定の産油国では、現時情報の収集などで

貢献が大きい。 

 JOGMEC Techno Forum、海外産油国や企業との面談を通じて、クレ

ハの PGA frac ball、PGA frac plug などの PR を行うとともに、亀裂

の多い貯留層の掘削における時限分解性目止め材に対するニーズ調査

に大いに貢献している。海外産油国に対して、日本の技術を PR する良

い機会を提供した。 

 

 

 

（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 

A B B A B C 
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４．フェーズ 1 案件「高感度磁気センサ（SQUID）を用いた広域電磁検層システムの 

開発：要素技術検証」（平成 26 年度採択・実施期間 1 年 6 ヶ月） 

 

（１）委託先：公益財団法人 国際超電導産業技術研究センター（ISTEC） 

   再委託先：三井金属資源開発株式会社 

 

（２）技術開発の概要： 

 石油貯留層特性解析や EOR モニタリングへ適用が進められている坑井を利用した電磁

探査法に関し、坑井近傍のみならずより広域の比抵抗値の分布や変化量の評価を可能とす

る革新的な新技術の実現をねらいとする。具体的には、鋼管ケーシングを通しての坑井間

隔 1000 m での比抵抗分布のモニタリング、高精度３方向データ取得による高付加価値解

析、貯留層の高精度モデリングの実現を目標とし、経済的かつ効率的な石油増産回収に資

する。これまで、坑井を利用する電磁探査は、センサ感度の限界等によりその適用領域が

坑井近傍に限られていた。一方、金属部門における電磁探査装置（SQUITEM3 号機）へ

の適用で探査深度向上効果が実証された高温超電導磁気センサを利用することで、その低

周波領域までの高感度性能により、鋼管ケーシングを通した長距離坑井間での電磁検層の

実現が期待できる。前年度の研究開発において、解析技術や磁力計を構成する圧力容器、

長距離制御などの要素技術に一定の見通しが得られた。本技術開発においては、前年度に

明らかになった課題や 1000 m 級の坑井中で使用する際の安全性など検層システムとして

考慮すべき種々の課題の解決を図ると共に、改良した要素技術を組み合わせた形での検証

を行う。 

 

 

（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  本プロジェクトでは、ISTEC が設計・製造技術を有する高温超電導

SQUID を坑井間電磁探査の受信センサとして利用し、高精度の石油貯

留層解析や EOR のモニタリングを実現させることを最終目標としてい

る。そのうちで、フェーズ１では、深度 1,000m 級での坑井内 SQUID 磁

力計と 1,000m での坑井間距離を可能にする送受信システムの開発、解

析ソフトウェアなど、要素技術の開発・実証を目標とした。高温超電導

SQUID センサは、高周波数帯域での高感度の磁場計測ができ、液体窒素

で冷却可能な革新的なセンサであり、金属探査での試用実績もあったこ

とから、まずは距離 1,000m 級での探査システムを開発するという目標

は妥当であったと評価される。ただし、フェーズ１で実施した要素技術

の検証と、このシステムの比抵抗モニタリングとしての現場適用の間に

はスケールギャップがある。柏崎テストフィールドでの 1,000m 級での

システム機能試験の終了後から深度 3,000～4,000m の油ガス田への適

用に向けての課題が明確に抽出されていないと感じる。 

 深度 1,000m 級坑井での坑井間距離 1,000m での送受信を目指した

SQUID 磁力計と送受信システムの開発という目標の設定は概ね妥当で

ある。 

 

達成度  SQUID 磁力計要素技術開発については、室内実験によって、耐圧容器の

圧力が 70MPa まで耐えること、新型クライオスタットで液体窒素の保

持時間は 40 時間まで可能なことが確認されている。計画目標は、温度

200℃、圧力 45MPa の圧力温度条件に耐える性能を有する磁力計の開発

であったので、耐圧は目標値以上の値を達成している。一方、温度につ
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いては、一部未達と判断した。センサを 80K まで冷却しないといけない

ので、液体窒素の気化ガスのガス抜きが必要となる。これに対しては、

リリースチューブの材質・径の変更によって対応可能としているが、液

体窒素の気化量は使用条件（坑井深度と経過時間）によって変わるので、

磁力計として 200℃の坑井へ何時間程度使用可能なのか、またエレクト

ロニクス回路の耐熱性能があるのかが不明である。 

高出力送信装置と受信装置の開発については、送信の磁気モーメント

27,740A・m2 の装置を開発でき、ケーブルも含めて、800m までの伝送

と送受信が可能なことが柏崎テストフィールドでの試験で確認されてお

り、研究目標は達成されている。解析技術の開発については、地下埋設

物の影響評価やノイズ除去についての検討が行われており、要素技術と

しては目標達成している。 

以上のように、個々の技術開発については概ね目標が達成されているが、

システムとしての機能試験（柏崎テストフィールドでの測定実験）では、

エアガンピットなどの埋設構造物の影響や他の電磁ノイズの影響を強く

受けており、耐久性も含めて、現場でシステムとして機能するのかの保

証は得られていない。高感度の高温超電導 SQUID センサを高温高圧条

件下の坑井間電磁探査で使用するための要素技術の開発・検討が多方面

から実施され、現場適用時の課題が抽出されたことは大きな成果と考え

られるが、技術開発フェーズの観点では、まだ要素技術の機能試験が終

わった段階と判断される。 

 磁力計とシステムの要素開発については、おおむね計画通りに進展し、

計画に対して一応の達成がなされている。一部の項目にはまだ改良の余

地があり、特に使用可能時間の長時間化は実用化に当たっては必須であ

ると思われる。対策の検討がなされているようであるので、今後の技術

開発に期待したい。鋼管の影響除去の検討はまだ途上であるようだが、

鋼管の影響の評価や影響除去の目標について定量的に検討されるべきで

あり、目標達成を見通した方法論が提示されているようには思えない。

実証試験で取得したデータの品質に問題があるとのことで、苦労してい

るのは理解できるが、その対応策は示されていない。代替の試験場所を

用いて実証試験を継続すると同時に、ノイズ対策やノイズ除去の方策を

探る必要があるのではないか。周辺ノイズに大きく影響され、使用場所

を選ぶような装置では普及が望めない。 

 

実用化  成果の発表・広報活動については、ADIPEC2015、TechnoForum2015 で

の展示発表、および学会誌での発表を通じて、NOC やサービス会社への

PR がよく行われている。しかし、高温超電導 SQUID センサの石油現場

への適用自体が新しい試みであるため、本技術の実用化に向けては、次

の技術開発フェーズでは、より実際の導入環境に近い条件でのシステム

の機能試験が必要である。さらに技術実装の段階に至るには、実フィー

ルドでの実証試験を要する。実用化までのシナリオとしては、柏崎テス

トフィールドでの深度 1,000m での試験、海外の EOR 現場での実証試

験を経て、中東陸上油田での EOR モニタリングでの実証（深度 3,000～

4,000m）を行う開発スケジュールが描かれており、東南アジア産油国の

NOC や国際的なサービス会社が開発投資に興味を示していることから、

具体的適用の可能性はあると判断される。 

ただし、まだ 300m 坑井の現場でシステムとして機能するのかの保証が

得られておらず、EOR のモニタリングに適用した時のデータ取得法と解

析のイメージが明らかになっていない段階であるから、現在の研究体制
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のままでは短期間での本技術の実用化は難しいと思われる。システムと

しての機能検証が得られた後は、電磁探査の運用ノウハウと特許を有す

るサービス会社や NOC との共同出資・共同研究の体制を作り、実用化

までの開発シナリオ（技術革新シナリオ）を描くのが良策ではないかと

思われる。  

 将来的に実用化を期待したい技術であるが、装置の改良と実証試験を重

ねる必要があり、現状では短期間での実用化が可能という判断には至ら

ない。成果の公表は行われており、興味を持つ相手先もでていることか

ら、普及広報の成果は上がっていると判断できる。 

 

その他  本研究の実施者は石油開発の知識は少ないので、技術実証フィールドと

しての柏崎テストフィールドの提供、坑井間電磁探査モニタリングの解

析補助などの面で、JOGMEC の貢献は、プロジェクトの遂行にあたっ

て不可欠であった。4 件の特許が共同出願されており、技術開発におけ

る JOGMEC の貢献度は高く評価される。また、ADIPEC2014、

ADIPEC2015、TechnoForum2015 での展示発表を行い、NOC やサービ

ス会社への PR にも大いに貢献している。2016 IPTC（バンコク）では、

坑井間電磁モニタリングの模型の展示を行うようであるが、要素技術の

開発状況の説明だけでなく、石油フィールドへの SQUID の適用イメー

ジがわかるような PR をしていただきたいと思う。 

JOGMEC は、中東産油国との共同研究で陸上 CO2-EOR モニタリング

への適用に向けた FS を実施しているほか、東南アジア産油国の NOC や

海外サービス会社との接触・議論の役割を担った。日本の技術を海外展

開する場合には、その技術を適用する実フィールドを確保することが実

用化に向けての鍵になるので、重要な役割を担っている。高温超電導

SQUID センサは日本の独自技術なので、今後もこの活動を継続するこ

とによって、本技術の具体的適用の可能性が高まると思われる。 

 海外でのプロモーションや実証試験フィールドの検討、連携先の模索、

技術・開発面のサポートなどの貢献が行われている。本件に限らず、技

術ソリューション事業において、必要に応じて JOGMEC が技術的な連

携や助言ができる組織を探したり加えたりすることができるとよいのか

もしれない。 

 

 

 

（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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５．フェーズ 1 案件「低濃度 NORM 分布可視化のための高感度ガンマ線カメラの開発」 

（平成 26 年度採択・実施期間 1 年 7 ヶ月） 

 

 

（１）委託先：国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA） 

   再委託先：三菱重工業株式会社（MHI） 

 

（２）技術開発の概要： 

①自然起源放射性物質（NORM）は、原油・天然ガスフィールド及び生産設備に集積して

おり、管理や処分が重要な課題である。現状は携帯式検出器等により放射能の検出が行

われているが、作業員の被ばくや、予期せぬホットスポットが存在する可能性がある。 

②本技術開発では、JAXA が宇宙観測用に開発した超広角コンプトンカメラ技術を元に、

MHI が開発・商業化したカメラである ASTROCAM7000HS の技術をベースとして、よ

り高性能の NORM カメラの開発を行った。高いエネルギー分解能、高い角度分解能、短

時間で可視化する感度、広い視野、広帯域化、所定のガンマ線カウント数、ASTROCAM

と同等以下のサイズのモジュール化、同期作動システム構築を目標として技術開発を実

施した。 

③上記目標を達成するため、半導体素子の種類、積層枚数等をシミュレーションで検討し、

高効率イメージャ、広帯域 ASIC、小型高速データ処理ユニット、小型電源ユニット、

熱・機構設計、実装方法の検討、ソフトウェアの開発を実施してカメラモジュールを製

作し、ラボ試験を実施し、上記目標を達成した。また、実用化に向けたフィールド調査

を行った。 

 

（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  NORMの状態把握は重要な課題であり、それに対しエネルギー分解能、

角度分解能、感度、広視野化、広帯域化、コンパクト化などは屋外での

迅速・簡便な測定に必要なものであり、設定は妥当と考えられる。測定

時間についてはケースを限定しても具体的な値が示されるべきであっ

た。 

 低濃度 NORM の分布を可視化するカメラは新規性があり、それを実現

するという本プロジェクトの目標は妥当であり、技術的な意義は大き

い。現段階では普及・実用化の目途が立っていないことから評点はＢと

したが、我が国の優れた技術として存在意義があると思われる。 
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達成度  提案書における目標は、①広帯域、②高感度、③高エネルギー分解能、

④高角度分解能であった。これらに対する成果は次の通り。 

(1). カメラモジュール試作： センサーを多層積層とすることにより上

記目標②③④を達成した。 

(2) 高効率センサ試作： 素子を厚型とし、少ない層数で目標②③を達

成できることを実証した。 

(3) 広帯域 ASIC（信号読み出しの IC）の試作： 上記目標①を達成す

るための ASIC の広帯域化に成功した。 

(4) その他、データ処理ユニットの小型化、複数カメラの同期測定シス

テムを開発した。 

以上のように目標①がカメラモジュールとして実証されていないのは

残念であるが、実質的に目標はすべて達成されている。 

実用化  性能評価は全て単一線源でのもの。複数線源の混合物での実績が示さ

れていないこと、実証試験が行われていないことがマイナス要因と考

えられる。 

 必要性能を達成する技術の見極めはついたといえるが、短期間での具

体的適用の可能性は明確でない。防爆仕様ではないことも普及を制限

する一因となっている。それから普及のためには、本カメラの有用性と

価格のバランスがとれていることも大切と思われる。今後のプロモー

ション活動により本技術が実証試験に進むことが望まれる。 

その他  石油系産油地だけでなく、無機物の鉱山も対象に実証試験場所を調査

してはどうか。 

 国際会議等でのプロモーション、海外実証先の調査において JOGMEC

は貢献している。 

 

 

 

（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 A C B A C 
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６．フェーズ 1 案件 「大水深石油開発技術への炭素繊維素材の適用に関する研究 

（緊張係留式プラットフォーム TLP の Tendon 等への炭素繊維ケーブルの適用）」 

（平成 26 年度採択・実施期間 1 年 7 ヶ月） 

 

（１）委託先：東京製綱株式会社  

 

（２）技術開発の概要： 

海洋油田開発は近年大水深化が進み水深 3,000m に達する勢いである。当該開発に用い

られる海洋構造物や周辺機器は大水深化に対応する必要が有るが、特に難しい技術課題は、

海底と洋上設備等を結ぶ細長機器類（例えば係留索や Riser 等）である。その理由は、大

水深に対応する為の高強度化と軽量化を同時に満足しなければならない点であり、炭素繊

維素材の適用がソリューションの候補として広く知られている。しかし、炭素繊維素材の

適用に関しては開発段階であり実用化の目途は立っていない。これは、細長体成型という

技術ハードルの高さは勿論のこと、評価手法が未開発な為であり、新素材を適用する際に

はどの業界でも高いハードルとなるものである。提案者は、炭素繊維素材を細く長く且つ

撚りを入れた加工が出来る世界唯一の会社であり、橋梁等の分野における細長加工物に関

しても高い実績を有している。又、機構との共同研究を通じスーパー繊維という新素材を

用いた係留索の開発と ISO（International Organization for Standardization）化にも取

り組んでいる。本研究では、限界水深 1,500m の TLP(Tension leg platform)の Tendon、

インストール等に課題を持つ BSR(Buoyancy supported riser)システムの係留索、超大水

深海洋構造物の係留索等への適用の為の技術開発と評価手法の確立を目標とする。 

 

 

（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  今後の大水深の油ガス田開発に不可欠な技術であり、プロジェクトの

目標は妥当である。Technical Qualification（TQ）に時間が必要である

が、ケーブル技術を深化させるためにも重要なステップと考えられる。 

 海洋石油開発の海域は、水深 1500m を超える大水深の重要性が増して

きている。海洋石油開発では、ライザー管、係留系の素材としてもっぱ

ら鋼管が使われてきたが、技術的限界に近付きつつある。そこで陸上で

成功を収め、日本がトップランナーである炭素繊維素材を、海洋石油開

発に適用しようという着眼点は優れている。海洋石油開発のうち、TLP

のテンドンと BSR の実態を丁寧に調査したうえで、重量と施工性の観

点から、これら施設への太径炭素繊維ケーブルとして、炭素繊維素材の

適用性を明らかにしている点は評価できる。 
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達成度  19000kN 級のケーブルを実現していることは大きな成果である。また、

疲労試験やトルク試験などで、優位性を見出していることも評価でき

る。 

 技術開発については、太径炭素繊維ケーブルの開発で、新端末加工技術

を開発し、引張試験を行い目標破断荷重 19,000kN を達成した。評価

手法の検討については、公正な第 3 社認定機関である DNV にて太径

炭素繊維ケーブルの試験体の評価試験を行い、DNV から TLP・BSR へ

の太径炭素繊維ケーブル展開の Statement Feasibility(FS)を取得した

ことは高く評価したい。本課題の技術開発段階は、TRL で 1/3 までは

クリアしたものと判断される。技術開発ならびに評価手法共に、計画を

達成したことは評価できる。 

実用化  具体的適用の可能性は高い。DNV での TQ の最終フェーズまでにはや

や時間がかかるが、着実に実用化に近づいている。 

 現在の油価の低迷ならびに NOC、IOC の厳しい経営状況では、本課題

の成果の早急な実用化並びに目標とした分野への展開は、開店休業と

なることはやむを得ないと判断される。しかし、遠からず本課題の成果

は、技術開発段階 TRL で、2/3、3/3 の段階に入るものと思われる。 

その他  適切な時期にフェーズ２がスタートすることを期待している。普及活

動における JOGMEC の貢献度は大きい。 

 本課題である炭素繊維素材の海洋石油分野への展開にあたって、基本

的な技術開発シナリオづくりや、技術開発会社、海洋石油事業者、公正

な第３者認証機関、産油国等への積極的な仲介で、JOGMEC の払った

多大な貢献は高く評価できる。 

 

 

（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 A C A A C 
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７．フェーズ 1 案件 「自己組織化ナノ材料を用いた随伴水処理技術の開発」 

（平成 26 年度採択・実施期間 1 年 7 ヶ月） 

 

（１）委託先：国立研究開発法人産業技術総合研究所  

 

（２）技術開発の概要： 

本技術開発は、随伴水中の化学成分（水溶性有機物、多環芳香族炭化水素、重金属、硫

化水素等)を簡易に除去する処理技術の開発を目的とするものである。  

提案者らはグリシルグリシンと脂肪酸を結合したペプチド脂質が有機ナノチューブな

どの自己組織化ナノ材料を形成すると共に、溶液中の重金属や蛍光色素などの有機物を吸

着することを見出している。すでにメキシコ油田などの随伴水を使用した初期的な実証研

究を行い、油分、重金属イオン、多環芳香族炭化水素を除去することを明らかにした。 

本技術開発では、重金属選択性や水溶性有機物の除去機能などを強化したペプチド脂質

を設計および合成すると共に、増粒・高分子化・膜化・強磁性付与などの分離・回収技術

を併せて開発する。これにより、水溶性有機物など化学成分全般に対する高い除去能力に

分離・回収の容易さを備えた新しい吸着剤を開発する予定である。 
開発した技術は、(株)日立製作所の凝集磁気分離システムにおける凝集剤および磁性粉の

代替品として実証試験を行い、その後、メキシコ油田における随伴水処理への適用を想定し

ている。 

 

（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  随伴水中の重金属、水溶性有機物の除去は、重要な課題であり、これら

の１段階での除去を目指した本プロジェクトは、適切な目標を掲げて

いると考えられる。自己組織化ナノ材料の優位性を確認しつつ、実用化

に向けた多角的な取り組みを行っている。 

 独自に開発した自己組織化ナノ材料の各種吸着性能を向上させて、随

伴水から一段階で水溶性有機物、重金属、多環芳香族炭化水素、硫化水

素等の化学成分全般に対する除去能力をさらに高める。材料としての

取り扱い性の向上。凝集磁気分離システムにおける凝集剤及び磁性粉

の代替品として、メキシコやカナダの随伴水処理への適用を目指す。以

上の目標は野心的で、ある程度の成果を出しており、目標及び情勢変化

への対応は適切なものであった。 

達成度  研究計画では、高い目標を掲げていたが、重金属の除去以外は、十分な

性能を発揮していない。しかしながら、重金属の除去特性では、予想を

上回る強い吸着性能を見出しており、今後の展開が期待できる。オイル

成分の分離は、分離のメカニズムが全く異なるため、他の吸着材を併用

することで、最終目標に近づけると考えられる。 

 ナノ材料の吸着の選択性、吸着力を高める脂質を設計・合成した。無電

解ニッケルーホウ素メッキにより強磁性を付与出来、取り扱い性は向

上した。重金属は飽和するまで何回も再利用できること、油分、有機物

は熱水で除去できる。随伴水を用いて調べたところ、重金属除去に関し

ては活性炭、キレート樹脂より優れているが、フェノール、ガソリン成

分は除去されなかった。 



20 

実用化  全体を通して、他の分離技術との比較実験が弱く、優位性の確認が十分

ではない。しかし、委託費が少ないにもかかわらず、幅広い検討を行い、

詳細な研究報告を行っていることを評価したい。実用化には、吸着材の

コスト低減が必須であり、安価な界面活性剤の混合、ポリマー等の他の

吸着材の併用などで、低コスト化の糸口を見出して欲しい。重金属分離

の要素技術としては、研究を継続する価値があると思われる。 

 実用化するためには、ガソリン成分への吸着能力の強化や、他材料との

併用により排出基準をクリアする吸着能力を実現する必要がある。た

だ、これらの問題をクリアしても、本自己組織化ナノ材料は非常に高価

であるので、実用化するためには価格の問題を解決する必要があるの

ではないか。 

その他  有機材料の研究者と上手くコミニュケーションしながら、材料評価や

関連企業との紹介、協力などを精力的に行っていると感じられる。貢献

度は、非常に高い。 

 JOGMEC の機能を活かし、研究開発の補助となる企業との協議を行っ

たり、実用化に向けて海外展示での紹介も積極的に行うなど、本技術開

発の推進に尽力された。 

 

 

（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 C C 
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８．フェーズ 1 案件 「氷海開発を支援するための高精度氷況観測技術の開発」 

（平成 26 年度採択・実施期間 1 年 10 ヶ月） 

 

（１）委託先：国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 

 

（２）技術開発の概要： 

近年、北極海等の氷海域における資源開発の機運が高まりつつあるが、海氷及び氷山の存

在等が障壁となり開発の難易度は極めて高い。このため開発に先だって想定海域の氷況を把

握することが必要不可欠となる。近年、氷況観測に用いられるセンサ技術は大きく進歩した

が、氷海域におけるエンジニアリングに必要な情報は未だに充足していない。本提案では氷

の「形状」「移動速度」「海底との干渉」を把握できるセンサの高精度化・高機能化を進め、取

得された物理値を利用して氷海開発の施設設計及び運用を支援するツールを開発することを

目標とする。 

本提案で技術開発の対象とするセンサは、①海氷や氷山の氷厚等を上空から観測する電磁

誘導センサ（EM-BIRD）及び②氷分布、速度を観測するオンボードレーダ、③海底堆積層を観

測するサブボトムプロファイラ（SBP）である。これらは従来、主として陸上地形や地表下観

測、波浪計測、海中埋設物の調査等の異分野で利用されてきた技術であるが、氷山や海氷の

観測に応用することにより高精度な観測データの入手が可能となる。以て本邦企業が氷海開

発に参入する際に必要な支援情報の充実を図るものである。 

 

（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  個々の開発目標は妥当。3 つのセンサのデータの統合も氷況データベー

スの構築で達成。サブボトムプロファイラでは機器の性能確認、小規模

の実証実験は計画されたものの、本格的な実証実験が計画されなかっ

たことが、商品化の説得力の弱点となる可能性がある。 

 氷況観測技術として、氷域現場での直上からの氷況観測、船上ないし施

設上からの氷況観察、海面下からの氷況観測、ならびに、氷海開発を支

援するための氷況データベース整備の 4 項目を、取り上げたことは、

日本国内での氷海技術者の現状ならびに海外氷況観測技術の動向から

見て、妥当である。実海域試験の実施に当たっても、現地の情勢変化へ

の対応も、適切に行われており、妥当と判断できる。 

達成度  技術目標は全て達成している。EM バードについては多種の状況を把

握できるシステムになっている。オンボードレーダ、サブボトムプロフ

ァイラともに目的は達成している。個々のセンサは実用化直前の段階

にある。 

 個別技術 3 項目と、それらの技術から得られるデータならびに衛星情

報から得られるデータを融合して、氷海開発に活用できるソフトの開

発の項目の、全 4 項目の計画はすべて達成されていると判断できる。

さらに一部の技術では実用化の直前の段階に達していることは評価し

たい。高機能型 EM-BIRD の開発では、カナダ、北海道、グリーンラ

ンドで、プロトタイプモデルの実海域試験を実施しており、特許申請も

行っており、実用化間近にあることは、高く評価できる。オンボードレ

ーダの開発では、北海道で実用化試験を行い、サブボトムプロファイラ

の開発では、長野県と北海道で実海域試験を行い、共に当初の計画の目

標は達成している。氷況データベースの開発は、氷況データベースシス

テムを構築し、北海道で運用テストを実施しており、計画の目標は達成
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している。 

実用化  それぞれのセンサのスペックは優れているものの、実際の状況での使

用実績が EM バードのみで、実用化のためにはトータルシステムのデ

モンストレーションが必要。センサを個別に商品化するルートも考え

られる。オンボードレーダ、サブボトムプロファイラは商業化を見据え

た規模のデモンストレーションが必要であろう。また、氷海に限らず海

底、湖底の地質調査用にも展開できるのではないか。 

 成果の本格的な実用化を目指すためには、今後、1 年氷、多年氷を含む

氷海域で、3 年以上にわたる実海域試験が要求されている。このために

は、実海域試験を行う海域の確保が重要となる。具体的な海域として

は、オホーツク、グリーンランドが想定されるものの、油価が低い現状

では、実海域試験を行うことは困難である。しかし、OPEC による原

油生産調整の合意や、トランプ大統領の誕生などにより、油価の回復が

期待されるので、遠からず、氷況観測システムの実海域試験が行われる

ことが想定される。そうすれば成果の実用化の可能性は高くなる。 

今回のフェーズ 1 案件の公表、広報は、JOGMEC テクノフォーラムや

北方圏国際シンポジウムで行われており、さらにノルウェーとロシア

の氷海域石油関連企業にもプロモーションが行われていることは評価

できる。高機能型 EM-BIRD の開発では、特許が 1 件申請されている。

今回開発された氷況観測技術は、日本独自の有用な技術であるので、成

果の普及、波及効果は今後の発展が期待される。 

 

その他  デモンストレーションを行うにも場所の確保が必要。提案者の組織の

みでは困難が予想されるので、JOGMEC のバックアップに期待。 

 現在の低油価の現状では、案件の早期の実用化への展開は望めない。し

かし近い将来、油価の回復が予想されているので、本案件の実用化への

展開が期待される。本案件で果たした JOGMEC の役割は、実質的な

コーディネーターであり、プロモーターであるので、JOGMEC の貢献

度は高く評価できる。氷海開発の分野は、Oil & Gas, Mining, Tourism, 

Fishing, Whaling, Shipping が期待されている。それに伴い、氷海開発

支援技術は、氷況観測（Ice）技術以外にも、Low Temperature, 

Darkness, Operation, Remoteness, Environment, Icing などがある。

氷海開発支援技術の開発は、長期戦略の下で、民間レベルでは対応でき

ないので、国家プロジェクトとして取り組まれるべき課題である。国際

的活動状況から見ると、極域観測、北極海輸送などを含めても、氷海開

発支援技術のセンターは Oil & Gas にあるとみなされている。そこで

日本としても、氷海開発支援技術のセンターとして、JOGMEC に実質

的なコーディネーターやプロモーターとして機能してもらうことを期

待したい。JOGMEC に期待したい当面の課題としては次の 3 点があ

る。先ず、第一に、実質的なコーディネーターとして機能しながら日本

の氷海技術者の育成を支援し、氷海開発支援技術として、技術ソリュー

ション事業（フェーズ 1 案件）の新しい案件を創出することである。

第 2 に期待したいことは、日本の氷海技術のガラパゴス化を避けつつ、

海外とのオープンイノベーションに乗り出すために、海外他機関の JIP

に積極的に参加することである。第 3 に期待したいことは、OTC 等の

著名な海洋技術関係の国際展示会場にブースを設けて、氷海開発支援

技術情報を積極的に発信することである。 
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（参考）技術評価担当委員による評価（評点法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

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 A B A A C 


