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緒　言

コロナ禍での世界的なエネルギー需給変動、地球温暖化問題に端を発するエネルギー
議論など、石油ガス開発事業は大きく変貌しつつあります。この先もこれら周辺環境が
変化するなか、日本へのエネルギー安定供給を確実に維持することがJOGMECに課せ
られた使命と考えています。そのためにも、JOGMECは石油ガス開発業界が直面する気
候変動対応を全力で支援し、技術開発支援を一層進化させて参ります。

エネルギーの形態とその調達は時代によって変化し続けることを理解しつつ、
JOGMECでは令和2年7月、近い将来のカーボンニュートラルを見据え「低炭素社会に向
けた技術事業戦略」を策定するとともにこれを実現するため組織改編を行い、石油天然
ガス開発技術本部内に「CCS推進グループ」を設置しました。また同年10月には菅総理
による「2050年カーボンニュートラル」宣言により国の指針が明確に示されたことで、
JOGMEC全体の取組として12月に「2050年カーボンニュートラルに向けたJOGMECの
CCS事業の取組み」を公開、その後具体的取組として同年12月に東シベリアでのアンモ
ニアバリューチェーン事業化調査、令和3年3月にはインドネシアにおけるクリーン燃料
アンモニア生産のためのCCS共同調査事業等を開始しております。

これら石油ガス開発が魁となり進めてきた取組をJOGMECの資源エネルギー全セグ
メントに拡大し、令和3年4月にJOGMEC内での横断的な取組を実現するため、新たに

「カーボンニュートラル推進本部」を設置しました。JOGMECでは低炭素社会実現に向
けた業界の取組を先取りする形で、日本国が目指すカーボンニュートラル社会に向けて
研究開発の側面から事業支援を進める所存です。

今般お届けする「石油天然ガス開発技術本部年報」は、技術事業戦略として方向付け
した低炭素社会実現への貢献、油ガス田開発の新たな可能性の追求、技術支援・探鉱開
発評価を支える基盤技術の維持・強化の3本柱に沿って令和2年度の研究開発成果を報告
申し上げるものです。関係機関・企業皆様のニーズをふまえ、今後とも効果的な支援を
実現する所存でおりますので、我々JOGMEC業務に対する忌憚のないご意見・ご助言を
お聞かせいただければ幸甚です。

令和3年6月

　石油天然ガス開発技術本部



【表記について】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は 「資源機構」「JOGMEC （Japan Oil, 

Gas and Metals National Corporation）」と、また、石油天然ガス開発技術本部は「技術本部」
「Oil & Gas Upstream Technology Unit」 と表記する場合がありますのでご留意下さい。

本年報中の本部名称については、平成30年7月1日付で改称された新名称を用いております。

【法人等略語一覧】
株式会社→（株）　　　　　　独立行政法人→（独法）
財団法人→（財）　　　　　　一般財団法人→（一財）
公益財団法人→（公財）　　　公益社団法人→（社団）
国立研究開発法人→（国研）
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第1編� 事業総括

1．事業総括
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、

JOGMEC）の技術センター（千葉市幕張エリアに設置さ
れている石油天然ガス開発の技術開発部門。虎ノ門本部
内の関連部署を含めて、以下、TRC＋［プラス］と呼
ぶ）にとって、2020年度は、新たな技術事業戦略を掲げ
て低炭素・脱炭素社会の実現に向けた第一歩を踏み出す
と共に、新型コロナウィルス（COVID-19）感染症（以
下、新型コロナ）の感染拡大と対峙した一年であった。

本章では、2020年度の活動の概要を報告する。

1.1　低炭素・脱炭素社会の実現に向けた取組み
重要なエネルギー資源の一つである石油天然ガスの国

内への安定供給のために、JOGMEC/TRC＋は上流企業
の活動支援としての研究開発事業を行ってきた。

その一方で、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の
排出量削減の重要性が認識されはじめ、これまで炭化水
素資源の開発に注力してきたJOGMECも、新たな視点
で、エネルギー産業への貢献を考える必要が生じている。

2020年7月1日にJOGMECが公表した新たな技術事業
戦略（図1に概略を示す）において、「低炭素社会の実
現への貢献」を研究開発事業の第1の柱と位置づけ、そ
の推進役として、CCS推進グループを新設した（図2）。
以下の3チームで構成されており、企画推進を担当する
総括・国際連携チーム、石油天然ガス開発において発生
する二酸化炭素の地下貯留［資源開発CCS］にEORの

知見を活用する地下評価技術チーム、低環境負荷技術の
開発に係わる知見を燃料水素及び燃料アンモニアのバ
リューチェーン構築などの新規事業の検討に活用する施
設技術チームである。

10月26日には、政府が2050年でのカーボンニュートラ
ルを目指すとの新たな方針を打ち出しており、JOGMEC/
TRC＋の低炭素・脱炭素社会の実現のための活動は、社
会全体の動向や必要性に応じて、具体的な対応や方向性・
対象範囲はさらに変化していくことが想定される。当面
は、JOGMECの所管業務である石油天然ガス開発事業と
の接点となる部分から、取り組みが始められている。詳
細は、第2編を参照されたい。

また、新たな技術事業戦略では、第2の柱として「油ガ
ス田開発の新たな可能性の追求」を、第3の柱として「基
盤技術の維持・強化」を掲げており、これらは、エネル
ギーの安定供給を目的とした、これまでのJOGMEC/
TRC＋の研究開発事業を継承するものである。社会の発
展と維持のためには、低炭素・脱炭素社会の実現と、エネ
ルギーの安定供給の両者をバランスよく進めていくことが
重要であり、後者のための具体的な活動を、第3編と第4編
に記載している。ただし、そこで用いられている知見や手
法、すなわち、デジタル技術や、そもそもの基盤となる技
術（地質学・物理探査・掘削技術・油層工学など）は
CCS等の先端事業にも必須であることから、第1の柱と同
様、低炭素・脱炭素社会の実現に深く関わるものである。

図1　技術事業戦略の概要

事業総括

 CCCCSS推推進進ググルルーーププのの設設立立
• 資源開発と一体となったCCS事業の支援・技術開発等を
推進するために設立

③③技技術術支支援援やや探探鉱鉱開開発発評評価価をを
支支ええるる基基盤盤技技術術のの維維持持・・強強化化

新新たたなな技技術術開開発発のの方方向向性性のの３３本本柱柱

①①低低炭炭素素社社会会のの
実実現現へへのの貢貢献献

②②油油ガガスス田田開開発発のの
新新たたなな可可能能性性のの追追求求

デジタル・
非在来型資源開発

我が国企業等への
技術支援・課題解決

CCS・水素・

燃料アンモニア*

• これまで以上に社会のニーズを先取りした事業支援を戦略的に行うべく、
新たな技術開発の方向性を定め技術事業戦略を策定

 我が国への炭化水素資源安定供給の任務を
引き続き機構が主体的に果たすため、
新たな技術開発の方向性3本柱を位置付ける

22005500年年カカーーボボンンニニュューートトララルルにに向向けけたた33本本のの矢矢

石石油油天天然然ガガスス開開発発技技術術適適用用にによよるるCCCCSSのの最最新新評評価価技技術術のの獲獲得得

CCCCSS事事業業にに関関すするる
最最先先端端技技術術・・知知見見のの獲獲得得

（（技技術術のの獲獲得得））

II

CCCCSS事事業業にに関関すするる
認認証証・・CCOO22削削減減量量のの認認定定

（（制制度度設設計計））

CCCCSS事事業業化化にに必必須須ななCCOO22削削減減量量評評価価・・認認定定ススキキーームムのの知知見見獲獲得得ⅡⅡ

ククリリーーンン燃燃料料アアンンモモニニアア
事事業業のの推推進進

（（具具体体的的事事業業のの立立上上げげ・・推推進進））

国国のの政政策策ででああるる燃燃料料アアンンモモニニアア事事業業にに先先鞭鞭ををつつけけたた事事業業推推進進ⅢⅢ
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1.2　新型コロナの感染拡大に伴う影響と対応
2020年初頭から、新型コロナの感染拡大の懸念が国内

でも意識されるようになり、多くの企業・組織と同様、
JOGMECでも職員に対して、時差出勤・在宅勤務（テ
レワーク）の奨励、不要不急の外勤・出張の自粛、
Web会議システムの活用、こまめなうがい・手洗い・
マスク着用・3密回避・ソーシャルディスタンシングな
どの徹底が呼びかけられるようになった。2020年3月30
日付けで、JOGMEC内の詳細な対応方針がまとめられ
ており、職員自身が新型コロナの感染の予防対策をはか
るとともに、職員の感染・発症が疑われる事象が生じた
場合には感染拡大を引き起こさない措置を未然に施すこ
とが念頭におかれている。

2021年3月末月現在、JOGMEC/TRC＋では、新型コ
ロナの感染が確認された事例はないが、新型コロナの感
染拡大によって、
①　 事業進捗の遅延（主として、共同研究先の現場作業

を伴うもの）
②　 業務の遅延や作業計画の見直し（主として、ラボの

分析・実験を伴うもの）
③　 対外的なイベント・講習の実施方法の変更
④　 就業形態の変化（テレワークの促進・Web会議シ

ステムの活用など）
といった影響を受けている。

このうち、①については、TRC＋によって開発を進
めてきた技術が、現場実証の段階で一時的に進捗が停滞
する、といった事例が複数生じた（第2編のI-2-①、②
を参照）。フィールド実証テストを、共同研究先の操業
フィールド、またはその一部を利用して行う計画であっ

たが、コロナ禍の中で、実操業を優先する、あるいは実
操業の一部を停止する措置がとられたために、テストの
実施時期が延期されている。ただし、新型コロナ対策が
施され、操業状況も回復しつつあり、実証実験の再開も
しくは開始準備が進んでいる。

一方、②については、TRC＋の場合、もうひとつの「現
場」に相当するのがTRCのラボ施設である。当該ラボで
は、上流企業の操業フィールドで取得されたコア試料等
を用いて、地下の状況を模した環境で、貯留層や飽和流
体の各種物性を測定・解析するものであり、TRC＋の存
在意義のひとつとなっている。測定・分析作業は一度開
始すると数日から数か月に及ぶものもあり、また装置自体
の安全対策上、電源等を簡単にON/OFFできるものばか
りではなかったことから、第1回目の非常事態宣言下の、
先の見通しが困難な状況において、安全策として、ラボ
施設の稼働を一旦停止した。この際、予め、ラボの休止
期間が、各プロジェクトのスケジュール上の許容範囲にあ
ることを確認しており、宣言解除後、徐々にラボ作業を再
開したことから、各プロジェクトの計画に重大な変更を及
ぼすには至らなかったが、TRC＋のラボは、もともと稼働
率が高かったことから、全体スケジュールはタイトな状況
が続いており、専門のラボスタッフの不断の努力と注意に
よって、コロナ禍の中、ラボの測定・分析作業が営まれて
いるのが現状である（詳細は第4編のⅣを参照されたい）。

また、③のように、人材育成や研究成果の普及を目的
にTRC＋が運営している各種イベントも、新型コロナ
の対策を行いつつ開催した。その形態は、開催前後の感
染の状況や、イベントの内容によって試行錯誤的に計画
されたため、対面の講義を行ったものから（基礎講座な

石石油油天天然然ガガスス開開発発技技術術本本部部

管管理理・・研研修修部部

管管理理課課

メメタタンンハハイイドドレレーートト
研研究究開開発発ググルルーーププ

事事業業推推進進チチーームム

虎虎ノノ門門本本部部
（（東東京京都都港港区区））

柏柏崎崎テテスストトフフィィーールルドド
（（新新潟潟県県柏柏崎崎市市））

企企画画調調整整部部

石石油油天天然然ガガスス開開発発推推進進本本部部

技技術術セセンンタターー TTRRCC
((千千葉葉県県千千葉葉市市))

企企画画課課海海外外探探査査課課

探探査査部部

物物理理探探査査船船

運運航航管管理理チチーームム

探探査査推推進進課課

国国内内探探査査部部技技術術部部

技技術術管管理理課課 デデジジタタルル企企画画チチーームム

デデジジタタルル推推進進ググルルーーププCCCCSS推推進進ググルルーーププ

総総括括・・国国際際連連携携
チチーームム

技技術術企企画画課課

新新規規事事業業支支
援援チチーームム

ロロシシアア
ググルルーーププ

事事業業推推進進部部調調査査部部

デデジジタタルル技技術術チチーームム

実実験験・・研研究究基基盤盤課課

施施設設技技術術課課

開開発発技技術術課課

探探査査技技術術課課

EEOORR課課
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技技術術課課
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施施設設技技術術チチーームム

地地下下評評価価技技術術
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研研修修業業務務課課

研研修修企企画画課課

普普及及促促進進課課

柏柏崎崎テテスストトフフィィーールルドド TRC＋(プラス)
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図2　TRC+全体とCCS推進グループ



― 5 ―

第1編� 事業総括

ど）、全面的にWeb形式で開催したもの（TRCウィー
ク、海外技術者研修など）がある（詳細は第5編のⅡ、
Ⅲを参照されたい）。対面での議論が困難となったこと
について、マイナス評価をする意見も、一部で根強く
あったものの、それ以上にWeb会議の利点を認識した
参加者も多く、新型コロナ禍（あるいはポスト・コロナ
における）今後のイベントの在り方を検討していくうえ
での、有益な意見が集まった。

就業形態全般への影響である④については、テレワー
クの奨励、Web会議の活用が半ば強制的に進んだが、
業務の内容によっては、対応は一様では無かった。技術
的な業務としては、前述の通り、ラボ施設における分
析・実験は、専門技術者の立ち会いが必要なものが多
い。また、ワークステーション等のシステムを使って行
うデータ解析や計算には、テレワークでの操作が馴染ま
ないものもある。完全なテレワーク化が困難なものにつ
いては、換気やソーシャルディスタンシングに十分注意
しながら作業を実施している。また、契約先との精算手
続きや、庶務業務など、ペーパーレス化への移行が途中
段階の業務もある。その一方、テレワークやペーパーレ
ス化などの理解と浸透は進んでおり、業務の在り方に関
する意識の変革は進んでいくものと考えられる。

1.3　上流企業の支援活動に係わる研究管理と、新規事
業の掘り起こし

JOGMEC/TRC＋が実施している事業は、国からの受
託事業（国内基礎調査、メタンハイドレート研究開発）
と人材育成事業のほかは、上流企業の石油天然ガス開発
事業の技術支援のための共同研究や、関連する基礎研究

（大学や研究機関と実施）が大半を占めている。
それらの共同研究・基礎研究は、予算規模や研究期間

に幅はあるものの、常時60件程度が同時進行しており、
さらに、その他に、検討・準備段階のものが20件程度存
在する。

それぞれの研究は、上流企業との定期的な意見交換や、
個別の打ち合わせなどから抽出された技術課題を基に研

究仕様を策定、公募手続き等を経て共同研究先を選定し、
研究契約を締結後、共同研究を開始している。一方で、
技術課題が特定企業の操業フィールドに特化されるもの
や、特定企業が独自に保有する技術・知見に係わるもの
などである場合には、適切な手続き を経て、相手先との
随意契約が締結されることもある。また、共同研究の成
果は、相手先の承諾の下、年次報告会（TRCウィーク）
や年次報告書（TRC年報）で公表しているが、守秘性
の高いものについては未公開としているものもある。

従来は、研究計画の進捗評価といった観点から事業管
理が行われていたが、TRC＋では、有限の研究リソー
ス（人材、研究予算など）を、上流企業の活動支援に効
果的に投入していくために、2018年度から、一定の評価
軸を設け、各研究の優先順位付けを試みている。

2020年度は、共同研究については、即効性と社会的需
要の二つの評価軸から、基礎研究については、実プロ
ジェクトへの適用可能性と社会的需要の二つの評価軸か
ら、優先順位付けを行い、合計11件の要注視案件を抽出
した（図3）。これらの案件については、計画を縮小す
る、一旦休止する、終結する、など、いろいろな選択肢
が考えられるが、今後、一定の猶予期間を設けつつ、相
手先と十分に協議のうえ、対応を決定することとした。

個々の研究の本来の価値を評価することには慎重であ
るべきだが、優先順位付けの継続的な試みは、TRC＋
の事業全体を振り返り、柔軟な思考で、今後の展開を議
論するための重要なツールとなっている。

TRC＋では、このように、共同研究・基礎研究の各
案件の、いわゆるスクラップ＆ビルドにも果敢に取り組
むとともに、新規事業の掘り起こしも行っている。 オー
プンラボ・操業現場技術支援事業といった制度を維持
し、共同研究に発展しうる技術課題についての初期検討
に対して、TRC＋のラボ施設や、各企業の操業現場で
行う機会を提供している。特に、操業現場技術支援事業
については、2020年度から、 年度をまたがる事業にも適
用範囲を広げる事に変更したため、問い合わせや応募数
が増加するといった効果があった。

低炭素社会
実現

重質油
（重炭素）

油ガスの
新たな
可能性

基盤技術の
維持

〇短期的成果
が⾒込める

△中⻑期的案件▲懸案事項あり

優先度⾼い案件
（良い案件）

議論が必要な案件
（要検討案件）

〇既存案件へ
成果を活⽤中

優先度⾼い案件
（良い案件）

議論が必要な案件
（要検討案件）

うまく進めばこちらへシフトうまく進めばこちらへシフト

社会的
需要

即効性

社会的
需要

実PJ適⽤

低炭素社会
実現

重質油
（重炭素）

油ガスの
新たな
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基盤技術の
維持

X

Y

X

Y

上流企業との共同研究
Goal︓企業課題解決

基礎研究 (⼤学・研究機関)
Goal︓実Projectへの展開

△新たなテーマと
して取り組み始め
たもの

▲懸案事項・5年
以上取り組んでい
る案件

図3　共同研究と基礎研究の優先順位付け
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低炭素社会の実現への貢献
【技術事業戦略の第１の柱】

Ⅰ．低炭素社会の実現

　１．資源開発CCS事業支援

　２．低環境負荷型技術の研究開発
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はじめに
気候変動問題へ対応するため、低炭素化・脱炭素化に

向けた動きは世界的に加速傾向にある。日本において
も、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル社会の
実現」という指針が示されたことで、再生可能エネル
ギーをはじめとするクリーンなエネルギーへの転換や水
素・アンモニアといった燃焼時にCO2を発生させない燃
料への転換が進むと考えられる。目標を達成するために
は、エネルギーの安定供給と経済合理性を確保しながら
段階的にカーボンニュートラル化を進めていくことが現
実的であり、引き続き化石燃料が重要な役割を果たす。
また、CCS、カーボンリサイクル等のCO2排出量の削減
にとどまらず、化石燃料を地下から水素を運ぶ乗り物と
して捉えることで、水素・アンモニアを安定的かつ経済
的に供給する役割を果たすことも考えられる。

長年、化石燃料の開発を担い、地下資源に関する幅広
い技術と知見を有し、かつ数多くの資源国との協力関係
を有するJOGMECには、脱炭素化型の資源エネルギー
の開発とともに、それを通じた気候変動対応と資源エネ
ルギー安定供給の同時達成を目指すという、これまで以
上に大きな役割と責任が期待されている。

JOGMECの取り組み
JOGMECは2020年7月1日にCCS推進グループを立ち

上げ、同日にリリースした「低炭素社会に向けた技術事
業戦略」に基づき、CCS推進事業およびクリーン水素・
アンモニア推進事業の取り組みを開始した。さらに2021
年4月1日には、化石燃料以外の金属鉱物資源や地熱等を
含む全部門にまたがるカーボンニュートラル推進本部を
創設し、「カーボンニュートラル・イニシアティブ」と
して、「クリーンな資源エネルギーへの取組強化」、「脱
炭素燃料・技術への取組強化」、「脱炭素化に必要な制度
整備への貢献」の3つの基本方針と具体的行動計画を開
示している。

石油・天然ガス開発部門が目指す脱炭素化とは、排出
するCO2と削減するCO2を相殺させる、カーボンニュー
トラル社会の実現である。変化するエネルギー需要に柔
軟に対応しながら、社会の要請に応じて役割や機能を変
化・変革させつつ、困難な課題の解決に向けて挑戦して
いく。これら技術開発事業の具体的取組を紹介するウェ
ブ サ イ ト と し て「 資 源 ミ ラ イ 開 発 」（https://mirai.

jogmec.go.jp/）を2021年4月に公開した。

2020年度の実績
資源開発CCS事業支援

CCS推進事業として、油ガス開発事業の一環として
行われるCCS（資源開発CCS）への技術貢献を当面の
活動と定め、技術開発および上流企業への技術支援を開
始した。

このうち、地下評価技術分野については、事業性評価
を行う上で、特に重要な「CCS対象構造の絞り込み」、

「地下貯留層評価」、「CO2貯留予測シミュレーション」、
「モニタリング/モデルキャリブレーション」を4つの技
術課題と定め、種々のスタディを通して技術開発に取り
組むとともに、将来的には地下評価作業全体のワークフ
ローの確立を目指している。
「CCS対象構造の絞り込み」・「地下貯留層評価」では、

東南アジア地域における高濃度CO2含有ガス田の開発に
向けたスタディにおいて、帯水層・枯渇ガス田へのCO2

貯留に対する地質評価を行い、CO2貯留シミュレーショ
ンを実施した（Ⅰ-1-①参照）。
「CO2貯留予測シミュレーション」では、ノルウェー

のSleipner CCSプロジェクトのデータを用いて、帯水
層へのCO2貯留のシミュレーション分析を行い、新しい
シミュレーション手法の検討を行った（Ⅰ-1-②参照）。
また、枯渇ガス田、特に、圧力が減退した枯渇ガス田へ
のCO2貯留については、貯留層工学の観点からシミュ
レーション・考察を行い、CO2貯留量評価にとどまらず、

Ⅰ．低炭素社会の実現
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2020年度の実績 
資源開発 CCS事業支援 
 
CCS推進事業として、油ガス開発事業の一環として行われる CCS(資源開発 CCS)への技

術貢献を当面の活動と定め、技術開発および上流企業への技術支援を開始した。 
 
このうち、地下評価技術分野については、事業性評価を行う上で、特に重要な「CCS 対

象構造の絞り込み」、「地下貯留層評価」、「CO2貯留予測シミュレーション」、「モニタリング
/モデルキャリブレーション」を４つの技術課題と定め、種々のスタディを通して技術開発
に取り組むとともに、将来的には地下評価作業全体のワークフローの確立を目指している。 
「CCS 対象構造の絞り込み」・「地下貯留層評価」では、東南アジア地域における高濃度

CO2含有ガス田の開発に向けたスタディにおいて、帯水層・枯渇ガス田への CO2貯留に対
する地質評価を行い、CO2貯留シミュレーションを実施した(2.1.1参照）。 
「CO2貯留予測シミュレーション」では、ノルウェーの Sleipner CCSプロジェクトのデ

ータを用いて、帯水層への CO2貯留のシミュレーション分析を行い、新しいシミュレーシ
ョン手法の検討を行った(2.1.2 参照)。また、枯渇ガス田、特に、圧力が減退した枯渇ガス
田への CO2貯留については、貯留層工学の観点からシミュレーション・考察を行い、CO2

貯留量評価にとどまらず、CO2 圧入による炭化水素ガス増進回収効果（Enhanced gas 
recovery）に関する検討を行った(2.1.3参照)。また、CO2を圧入する際に坑井内で相変化に
伴う急激な CO2物性変化が起こる可能性があることから、坑井内流動モデリングにてその
リスクを評価し、対応策の検討を行った(2.1.4参照)。 
「モニタリング/モデルキャリブレーション」については、今後想定している実証事業な

https://mirai.jogmec.go.jp/
https://mirai.jogmec.go.jp/
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CO2圧入による炭化水素ガス増進回収効果（Enhanced 
gas recovery）に関する検討を行った（Ⅰ-1-③参照）。
また、CO2を圧入する際に坑井内で相変化に伴う急激な
CO2物性変化が起こる可能性があることから、坑井内流
動モデリングにてそのリスクを評価し、対応策の検討を
行った（Ⅰ-1-④参照）。
「モニタリング/モデルキャリブレーション」につい

ては、今後想定している実証事業などに向けたCO2モニ
タリングについて初期検討を行った（Ⅰ-1-⑤参照）。

一方、今後、CCSの現場作業を推進・展開していく
ために、地下評価技術分野や施設技術分野を含む多岐の
技術分野のワークフロー構築を進めている。2020年度
は、坑井健全性評価（Ⅰ-1-⑥参照）、地下評価ワークフ
ロー（Ⅰ-1-⑦参照）、施設に係る経済性評価ワークフロー

（Ⅰ-1-⑧参照）の技術検討を実施した。
また、個別のプロジェクト支援にもすでに着手してお

り、CCS推進グループの発足に先行して、施設技術分
野とEOR分野の技術者が主体となって、JX石油開発株
式会社とともに、マレーシアにおける高濃度CO2含有ガ
ス田開発事業計画の可能性を検討している。本プロジェ
クトでは、CO2の分離回収および貯留（CCS）を含む事
業の技術的・経済的合理性を検討するとともに、生産さ
れた天然ガスを用いて水素を製造し、日本に持ち込むク
リーンなエネルギー創出にかかるサプライチェーンにつ
いても検討を行っている（Ⅰ-1-⑨参照）。

低環境負荷型技術の研究開発から、
クリーン水素・アンモニア推進事業への貢献へ

JOGMECでは、多様な上流油ガス田の仕様（インプッ

ト）、需要側の要求（アウトプット）を踏まえ、施設技
術を切り口のひとつとして、CCSを含む油ガス田開発
の事業支援の可能性を、各種の事業パートナーと検討し
てきた。前述の、マレーシアにおける高濃度CO2含有ガ
ス田開発に係るプロジェクトもそのひとつである。

また、個別技術としては、低環境負荷型の施設技術に
着目し、日揮グローバル株式会社、日本ガイシ株式会社
と共に米国テキサス州で実証試験中のDDR膜を用いた
CO2分離回収技術といったCCS事業に貢献可能な研究開
発（Ⅰ-2-①参照）や、スラッジ削減技術の実証（Ⅰ-2-②参
照）を行っている。

さらに、新たな資源創出の可能性を追求すべく、資源
の安定供給の新たな形として、水素・アンモニアの製
造、および日本への供給に関するバリューチェーンの構
築を目指した支援を進めている。既に多くの本邦企業が
低炭素型バリューチェーン構築に向けた事業検討を行っ
ており、JOGMECが三菱商事株式会社・バンドン工科
大学・PAUと共同で進めるインドネシアにおけるクリー
ン燃料としてのアンモニア生産のためのCCS調査や、
イルクーツク石油・東洋エンジニアリング株式会社・伊
藤忠商事株式会社と共同で進める東シベリア－日本間の
アンモニアバリューチェーンの事業化調査等を通じて、
それら事業構築の一部を支援している。今後も、資源開
発に伴うCCSや水素・アンモニア事業の技術支援を通
じて、エネルギー安定供給とカーボンニュートラルの実
現に積極的に貢献していく方針である。
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①　帯水層・枯渇ガス田へのCO2貯留に対する地質評価

実 施 期 間　　令和2年度～
担 当 部 署　　CCS推進グループ 地下評価技術チーム
担 当 者　　栗山祐太朗、島野恭史、岡部 博

基本情報（目的等）
東南アジア地域の高濃度CO2含有ガス田開発ではCO2

の削減が求められており、CO2を安定的に地下に貯留で
きる地域（以下、CCSサイト）のスクリーニングおよ
び選定を目的として地質評価をおこなっている。CCS
サイトに求められる地質的条件は、想定しているCO2貯
留量に十分な貯留容積およびシール層が存在し、貯留し
たCO2の漏洩リスクのある断層が存在しないことが重要
である。また、CO2は超臨界状態で地層に圧入されるた
め、貯留深度は800m以深が適切とされている[1]。これ
らの条件を満たすCCSサイトの候補地として、すでに
十分な地下データが存在することの多い、枯渇油ガス田
が挙げられる。また、通常の油ガス田の成立条件とは異
なり、貯留層に圧入したCO2は地層水に溶解することで
もトラップされるため、貯留層とシール層があれば、構
造の成立していない帯水層にも貯留が可能である[1]。本
スタディでは、公開されている情報や文献のほかに、三
次元地震探査データ、坑井データ、各種レポート類を使
用している。

研究内容および成果
1.	 CCSサイトのスクリーニング・選定（Site	screening	
&	selection）

下記の評価フローに従ってCCSサイトの選定を実施
した（図1）。
（1）海底地形図（ベースマップ）の作成

対象エリアが海域の場合、海底面の水深データを公開し
ている大洋水深総図（GEBCO; https://download.gebco.
net/）を使用して海底面のベースマップを作製した。
（2）広域地質情報の収集・整理

対象エリアの地史に関する情報や、地震探査断面、重
力探査マップを収集・整理し、堆積盆地の構造形態や、
堆積盆地を埋積した地層とその堆積環境、および主要な
断層の分布について把握を行った。併せて、貯留層や
シール層の性状を把握することを目的に、周辺に存在す
る油ガス田の情報収集も行った。
（3）広域地質情報に基づくCCSサイトスクリーニング
（候補地抽出）

（1）および（2）で収集した情報を統合して広域地質を
検討した結果、対象エリアでは厚い堆積物が存在し、
シール層として期待される泥岩層が広く分布している堆
積盆地の中央部地域がCCSサイトとして適していると
評価された。また、堆積盆地内には、複数のリッジで分

断された背斜軸に沿って多数の油ガス田が発見・開発さ
れていることから、CCSサイトの候補は油ガス田の分
布エリアと重複していることが確認された。最終的に、
ガス田開発におけるCO2処理施設の候補地との距離を考
慮して、複数のCCSサイトの候補を抽出し、（4）のサイ
ト選定を実施した。
（4）CCSサイト選定

抽出された複数のCCSサイト候補（枯渇油ガス田お
よび帯水層）を対象に、貯留岩の性状（深度、層厚、空
隙率、異常高圧層の存在等）、シール層の能力（側方連
続性、油ガス田におけるシール実績、漏洩リスクとなる
断層との位置関係等）に加えて、評価に用いるデータの
充実度・信頼度を考慮して順位付けを実施した。その中
から、地質的特徴と地上設備との位置関係を踏まえ、枯
渇油ガス田および帯水層について、それぞれ候補を選定
し、これらを対象として、地質モデルを構築することで
CCSサイトの詳細評価（Site characterization）を実施
した。

2.	 選定地の評価（Site	characterization）
選定されたCCSサイト候補に対して、CO2貯留量や長

期間の貯留安定性の評価を行う目的で詳細な地質評価を
行った。評価手法については、一般的な油ガス田評価に
準じているものの、各種データの扱い方や、地質性状の
評価においては、CCS特有の観点から作業を行う必要
がある。特に、CCSの貯留層評価で最も重要となるも
のがCO2の貯留容量（Capacity）と圧入性（Injectivity）
であり、これらの評価に関連する空隙率やネットグロス
層厚、浸透率などの岩石物性の評価が肝要となる。この
岩石物性の評価は検層解析に基づいて実施されることに
なるが、古くから開発されてきた枯渇油ガス田が評価対
象となる場合は、膨大な坑井データが存在し、そのデー
タクオリティが必ずしも良くないことが多い。そのた
め、データQC（Quality Check）に基づいて解析対象の
坑井を限定して検層解析を実施した。また、浸透率評価
においては実験室でのコア分析結果から空隙率と浸透率
の関係を検討し、その関係を検層解析データに適応する

図1　Major steps of the site screening and selection

 

https://download.gebco.net/
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ことで実施した。この場合、コア分析においてどのよう
な測定条件で分析された空隙率、浸透率であるか注意が
必要である。解析した岩石物性データに基づいて、地質
モデルを構築し、貯留層シミュレーションを行うこと
で、圧入したCO2の移動挙動、貯留量、長期（例えば
1000年間）の貯留安定性の評価を行った。

まとめ（今後の検討課題等含む）
CCSサイトのスクリーニング・選定においては、公

開情報や周辺油ガス田の地質データをもとに、対象の堆
積盆の地質情報の整理・検討を行い、複数の候補地を抽
出した。そのうち、地質的特徴と地上設備との位置関係

を踏まえた上で、枯渇ガス田および帯水層をCCSサイ
トの候補として選定した。また、選定されたCCSサイ
ト候補に対して、CO2貯留量や長期間の貯留安定性の評
価を行う目的で、検層解析、浸透率評価等の地質評価を
行い、地質モデル構築、貯留層シミュレーションを実施
した。

引用・参考文献
[1] DOE, “Best Practices: Site Screening, Site Selec-

tion, and Site Characterization for Geologic Stor-
age Projects 2017 REVISED EDITION,” 2017.
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②　帯水層へのCO2貯留シミュレーション

実 施 期 間　　令和2年度
担 当 部 署　　CCS推進グループ 地下評価技術チーム
担 当 者　　赤井崇嗣、栗山毅士、長谷川大真、岡部 博
研究委託先　　Halliburton Overseas Limited under the name of “Landmark”

基本情報（目的等）
帯水層へのCO2圧入について、異なる物理モデルに基

づく貯留層シミュレータを用いたモデリングスタディを
実施した。スタディにおいては、ノルウェー洋上の
Sleipner CCSプロジェクトにおける地質データを利用
した。このプロジェクトでは、1996年から長期間にわた
りCO2圧入が実施されており、複数の時期に3D seismic 
dataが取得されている（4D seismic data）。これにより
貯留層内でのCO2移動の様子が、一定程度把握されてい
る。これに対して、油ガス田開発で一般に用いられる
Darcy則に基づく貯留層シミュレータと、堆積盆スケー
ルでの原油集積過程のマイグレーションモデリング等に
使用されるInvasion Percolation（IP）モデルに基づくシ
ミュレータの両者を用いて、貯留層内のCO2挙動を評価
した。

まず、Darcy則に基づく貯留層シミュレータを用いて、
構造性トラップ、残留ガストラップ、溶解ガストラップ
といった各種のCO2貯留メカニズムを表現するモデルを
構築し、CO2の長期貯留安定性を検討した。これについ
ては、2．に示す。その結果、Darcyシミュレータは、各
種のトラップメカニズムを適切に表現することができる
ものの、計算時間が膨大となるため、地震探査等で得ら
れたCO2プルーム（CO2の広がり）などとのマッチング
を行う試行錯誤的なシミュレーションを実施することに
は限界があることが分かった。

そこで、圧入CO2の移動（マイグレーション）挙動を高
速にシミュレートすることが可能なInvasion Percolation

（IP）モデルに基づくシミュレータを用いた検討を行っ
た。3．に示すように、高速に計算が可能であるため、試
行錯誤的なシミュレーションの結果、観測されたCO2プ
ルーム形状によくマッチしたシミュレーション結果を得
る事がきた。

本スタディの目的は、DarcyおよびIPの両シミュレー
タの特性を、4D seismicにより観測されたCO2プルーム
の広がりとの比較検討により評価することにある。最終
的には、これら両者のシミュレータの利点を組み合わせ
たモデリングワークフローの構築を目指す。

研究内容および成果
1．4D	Seismic	dataからCO2プルームの抽出

Sleipner CCSプロジェクトにおいては、CO2圧入の前
後において、3D seismic dataが取得されている。本ス

タディでは、1994年に取得されたSeismic data（図1a）[1]

を用いて地質モデルを構築した。CO2の圧入対象となっ
ているUtsira層は、浅海環境における性状の良好な未
固結砂岩であり、層厚200～300m程度、空隙率35～40%
および浸透率は1D以上を有する[2]。比較的均質な砂岩
層であるものの、坑井で採取されたコアやガンマ線検層
において、1m以下から数m程度の厚さの頁岩層の挟在
が認められる。Seismic dataにおいてもこれらの挟在す
る頁岩層は、強い反射面として確認できる。地質モデル
構築にあたっては、これらの反射面に基づいて、対象層
内に合計9つの砂岩レイヤーを定義した。

CO2圧入後の2011年に取得された4D seismic dataを用
いて（図1b）、貯留層内に分布するCO2プルームの抽出
を行った。この時点において、約14MMトンのCO2が1
坑井から圧入されている。CO2圧入後のSeismic dataに
おいては、空隙内に存在するCO2により図1bの赤色で
示される箇所がSeismic anomalyとして確認できる。図
1aおよびbの2つのSeismic dataを用いて抽出された
CO2プルームの3次元分布を図1cに示す。観測された
CO2プルームは、挟在する頁岩層の影響を強く受けてお
り、各砂岩レイヤーに独立したCO2プルームが存在して
いる事がわかる。Seismic dataの垂直解像度、空隙内の
CO2飽和度変化に対する岩石物性変化の感度、CO2によ
る弾性波速度変化で生じる「Push down」効果等の不確
実性は伴うものの、本CO2プルームを以下に示す流動シ
ミュレーション結果との比較に用いた。

2．DarcyシミュレータによるCO2挙動予測
商用の多成分系多相流Darcyシミュレータを用いて

CO2圧入シミュレーションを実施した。図1cに見られた
ように、CO2プルームのマイグレーション挙動は、挟在す
る頁岩層の影響を強く受けている。従って、これらの薄
い挟在頁岩も、低浸透率および高いThreshold capillary 
pressure（限界毛細管圧力）を有するActive gridとして
モデル化を行い、64×118×154からなる合計約120万グ
リッドとなった。
図2aに示すように、主に挟在する頁岩層の縦方向浸

透率およびThreshold capillary pressureを調整するこ
とにより、9つの砂岩レイヤーに独立して存在するCO2

プルーム形状を得る事が出来た。ただし、レイヤーごと
のプルーム形状をSeismicから得られたそれと比較する
と、一部のレイヤーで十分なマッチングは得られていな
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い。本モデルでのシミュレーションには、CO2圧入期間
の10年程度を計算するのに約25時間を要する。従って、
さらなるCO2プルーム形状のマッチング精度の向上のた
め、入力パラメータを調整した試行錯誤的なヒストリー
マッチングシミュレーションを行うには膨大な計算時間
が必要となる。

得られたシミュレーション結果において、CO2圧入停
止後、さらに1000年間のシミュレーションを実施した。
圧入停止後も引き続き、浮力によりCO2プルームは上方
移動を続け、その移動経路の背後に残留ガストラップが
生じた。さらに、CO2の移動に伴って、溶解CO2の量も
増加し続けた。最終的に1000年後には、圧入したCO2総
量に対して、70%程度が溶解ガストラップとして、20%
程度が残留ガストラップとして貯留され、連続相として

のMovableガスとしては10%程度が構造トラップとし
て貯留される。本シミュレーション検討の詳細は、
Akai et al（2021）[3]に報告されている。

3．Invasion	Percolation（IP）シミュレータによるCO2
挙動予測

前節で述べたDarcyシミュレータでは、流体圧入に伴
い貯留層内に生じる①粘性力（Viscous force）、②水/
CO2の密度差に起因する浮力（Buoyancy force）、③水/
CO2 /岩 石 の3相 の 界 面 張 力 に 起 因 す る 毛 細 管 圧 力

（Capillary force）の3つを多相流Darcy則として定式化
し、これを解く。

一方、貯留層性状が良好であったり、圧入レートが低
い場合であったり、圧入井から十分離れた領域において

 
図1　4D Seismic dataからの圧入CO2プルームの抽出。（a）1994年に収録したCO2圧入前のSeismic data。

ベースラインとして使用した。（b）2011年に収録された約12MMトンのCO2圧入後のSeismic data。（c）
これらより抽出した貯留層内におけるCO2プルームの広がり。

 
図2　DarcyシミュレータによるCO2挙動予測結果。（a）10年後のCO2のプルームの広がり。（b）1000年間の長

期挙動予測シミュレーション結果。10年目以降の圧入停止後に残留ガストラップおよび溶解トラップの貯
留メカニズムが卓越していく。
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は、①粘性力（Viscous force）は、その他2つの力と比
べて十分小さく、②浮力と③毛細管力のバランスが流動
を支配するとみなす事ができる。すなわち、

ここで、Ptは、Total invasion pressure、P c
THは、Threshold 

capillary pressure、Δρは、水/CO2の密度差、g は重力
加速度、z －z0は連続相を形成するCO2カラムの垂直方
向高さである。Pt ≧0のとき、毛細管力が浮力を上回り
流体の進行が停止する。一方、Pt ＜0のとき、浮力が毛
細管力を上回り、流体は上方へ移動する。

式（1）で定式化される流体移動は、石油システム解析
における堆積盆スケールでの原油の集積過程の研究にお
いて古くから扱われている。その解析手法の1つとして
Invasion Percolationという数理モデルが提唱されてい
る。石油システム解析における式（1）の取扱については、
Nakayama et al（2011）[4]に良く整理されている。

IPモデル[5]を用いて、Sleipnerフィールドにおける
CO2の挙動予測シミュレーションを実施した。IPモデル
は、式（1）に支配される多孔質媒体内の多相流動をQuasi 
steady-stateを仮定して解くものであり、古くからこの
分野で用いられている。IPモデルでは、入力となる貯留
層物性は、主に次の4つのみである。P c

TH、空隙率（φ）、
Critical water saturation（Swc）、Trap gasusaturation

（Sgt）。このうち、流動挙動に最も大きな影響を及ぼすの
は、P c

TH の空間分布である。これについては、Seismic 
dataにおけるAcoustic Impedance分布をガイドとして
作成した不均質モデルを初期分布として、観測された
CO2プルーム形状とのマッチングにおけるチューニング
パラメータとした。他の3つについては、砂岩および頁
岩層のそれぞれに対して代表的な一定値を与え固定値と
した。IPシミュレータによるヒストリーマッチングの結
果により得られたCO2プルーム形状を図3bに示す。図2a
に示すDarcyシミュレータによって得られた結果よりも、
よりSeismicによる観測結果（図1c）に近い形状が得ら
れている。

IPモデルを使用する利点は、チューニングパラメー
タの少なさと、計算速度にある。前者については、すで

に述べたように、P c
TH の分布のみが、計算結果における

CO2プルーム形状を大きく左右する。一方、後者につい
ては、IPシミュレーションでは3,200万グリッドのモデ
ルを用いたが、その計算時間は1分以下であった。前節
のDarcyシミュレータとの単純な比較を行うと、4×104

倍の計算速度（グリッド数27倍、計算速度1,500倍）とな
る。

まとめ（今後の検討課題等含む）
Darcyシミュレータを用いて、種々のCO2貯留メカニ

ズムを表現するモデルを構築し、圧入CO2プルームのマ
イグレーション挙動予測ならびにその長期安定性評価を
行う技術を確認した。これは、機構が関与するCCSプ
ロジェクト初期段階のSite characterizationに活用され
ている。

一方、既に事業が進んでいるSleipnerプロジェクトの
事例を活用し、4D Seismic dataが活用可能な場合に対
して、DarcyおよびIPシミュレータを用いて、予測精
度向上のための貯留層モデルのチューニング手法を検討
した。Darcyシミュレータを用いた場合、正しいCO2プ
ルーム形状を得るためには、高解像のグリッドモデルを
使用する必要があり、計算時間も膨大になるため、高精
度のヒストリーマッチングを行う事には限界がある事が
わかった。そのため、支配方程式をより簡素化したIP
シミュレータを用いる事で、効率的に試行錯誤的なヒス
トリーマッチングが可能となり、より4D seismic data
による観測結果に一致したCO2プルーム形状を得る事が
出来た。

しかし、現状では、IPシミュレータにおいては、坑
井からの圧入圧力の検討や、長期の貯留安定性評価を行
う事が困難である。従って、今後は、DarcyおよびIP
の両シミュレータの利点を組み合わせたモデリングワー
クフローの構築を引き続き行っていく。

引用・参考文献
[1] “Sleipner 2019 Benchmark Model,” 2020. [Online]. 

Available: https://co2datashare.org/dataset/sleip-
ner-2019-benchmark-model. [Accessed: 01-Jul-2020].

 
図3　IPシミュレータによるCO2挙動予測結果。（a）2011年の約12MMトン圧入後に取得されたSeismic data。

図中の赤色部分にCO2の賦存が示唆される。（b）IPシミュレータによって予測された12MMトン圧入時の
CO2の貯留状態。
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③　枯渇ガス田へのCO2貯留シミュレーション

実 施 期 間　　令和2年度
担 当 部 署　　CCS推進グループ 地下評価技術チーム、技術部 EOR課
担 当 者　　赤井崇嗣、齋藤直輝、檜山学良、岡部 博

基本情報（目的等）
CO2の地中貯留にあたっては、深部帯水層への圧入、

枯渇油ガス田への圧入、採掘困難な石炭層（コールベッ
ド）への圧入の3つが有力な候補としてあげられている[1]。
本報告では、このうちの枯渇油ガス田、特に、生産後の
圧力減退した枯渇ガス田へのCO2貯留について、油層工
学の観点から考察を行った。これまでにもJOGMECで
は、枯渇油田へのCO2圧入についてはEORの観点から
継続的に取り組みを行ってきた。今般、JOGMECの技
術知見を広げる事を目的として、実際のガス貯留層を模
擬した仮想の貯留層モデルを構築し、枯渇ガス田への
CO2貯留を評価するにあたって留意すべき技術事項の抽
出を行ったので概要を報告する[2]。

研究内容および成果
1.	 CO2貯留量の簡易推定と溶解トラップについて
（1）物質収支に基づくCO2貯留量簡易評価

メタンを主成分とするドライガス貯留層に対して、炭
化水素ガス生産終了後に、初期のガス層圧力に達するま
で、CO2を貯留する事を考えた場合、貯留可能なCO2の
容積は、生産された炭化水素ガスと圧入するCO2の単純
な物質収支を考慮することで評価できる。すなわち、対
象ガス田の初期の貯留層温度・圧力条件において、生産
された炭化水素ガスと同体積を占めるCO2の体積を考え
る事によって以下の式により評価可能である。

ここで、V S
CO2, V S

CH4は、それぞれ標準状態における
CO2およびCH4の体積であり、Z R

CO2, Z R
CH4は、それぞれ

貯留層の初期温度・圧力状態における圧縮係数（z-factor）
を示す。本評価式は、Bachu et al（2007）[3]に基づくも
ので、その導出はAkai et al（2021）[2]に示されている。
式（1）は、対象ガス田の累計ガス生産量、初期の貯留層
温度・圧力の情報のみにより、CO2貯留量が評価できる
ため、特に、Site screening and selectionの段階[4]にお
いて、複数の枯渇ガス田の貯留容積を簡便に評価するの
に有効である。ただし、構造性のCO2トラップのみを考
慮しており、地層水へのCO2の溶解による溶解トラップ
は考慮されていない。
（2）貯留層シミュレーションによるCO2貯留量評価

仮想のガス田貯留層モデルを用いて、貯留層シミュ
レーションにより、式（1）によるCO2貯留量推定の妥当

性を確認した。また、地層水へのCO2の溶解による溶解
トラップについても評価を行った。
図1に示す仮想ガス田に対して、商用の多成分系多相

流シミュレータを使用し、ガス生産ならびにその後の
CO2貯留シミュレーションを実施した。様々な貯留層条
件下における式（1）の適用性と限界を評価するため、①
貯留層性状（空隙率および浸透率）の不均質性、②ガス
田下部のアキファーサポート（帯水層からの圧力）の強
さ、 ③ 生 産・ 圧 入 に 伴 う 岩 石 空 隙 の 圧 縮 率（Pore 
compressibility）について、異なる入力値条件をもつ、
合計12ケースのシミュレーションを実施した。なお、全
てのケースにおいて、ガス回収率が65%になるまでガス
生産を実施し、その後、貯留層圧力が初期圧力に戻るま
でCO2圧入シミュレーションを実施している。

一例として、図2に異なる貯留層性状（空隙率および
浸透率）を有する5つのケースのCO2圧入量の経時変化
を示す。なお、全てのケースの詳細については、Akai 
et al（2021）[2]に報告されている。全てのケースにおい
て、構造性のCO2トラップは、図中の点線で示される式

（1）によって評価される値±1%の範囲で良く一致した。
溶解CO2トラップは、ケースによって若干の差異が見ら
れるものの、構造性トラップの量の15%程度の量のCO2

が溶解トラップとして貯留された。
合計12ケースによる様々な貯留層シミュレーションの
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CCS EOR

CO2

3 [1]
CO2

JOGMEC CO2

EOR JOGMEC

CO2

[2]

CO2

(1) CO2

CO2 CO2

CO2

CO2

V S
CO2=

zR
CH4

zR
CO2 V S

CH4

(1 )
VS

CO2, VS
CH4 CO2 CH4 ZR

CO2, ZR
CH4

z-factor
Bachu et al (2007)[3] Akai et al (2021)[2] (1)

CO2

Site screening and selection [4]
CO2

CO2

(2) CO2

(1) CO2

CO2

1
CO2 (1)

① ②
③

Pore compressibility 12
65%

CO2

1

（1）

図1　深度2000m、貯留層厚50mを有する仮想ガス田の貯留層シ
ミュレーションモデル。緑色および青色は、それぞれガス
胚胎ゾーンおよびその下部のアキファーゾーン（帯水層）
を示す。2km四方の領域に5坑の坑井を配置している。
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結果、枯渇ガス田におけるCO2貯留量に最も大きな影響
を及ぼす要因は、生産・圧入に伴う岩石空隙の圧縮率の
ヒステリシスであることが分かった。すなわち、圧縮率
そのものではなく、生産に伴う圧力減退により、収縮し
た岩石空隙が、再度、CO2圧入に伴う圧力増加によって、
元の状態に戻ることができるかといった空隙圧変化に伴
う岩石空隙体積変化におけるヒステリシス挙動が、CO2

貯留量に大きな影響を及ぼした。
結論として、岩石空隙の圧縮率がヒステリシスを有す

る場合を除いて、全ての場合で、式（1）は、構造性の
CO2トラップ量を±1%の精度で評価できる事が分かっ
た。また、全てのケースにおいて、構造性のCO2トラッ
プ量の15～17%に相当する量が溶解トラップとして貯留
された。

2.	 CO2圧入による炭化水素ガス増進回収効果について
さらに、炭化水素ガスの生産とCO2の圧入を同時に行

うことで、より高い炭化水素ガス回収を期待するCO2圧
入によるガス増進回収効果（Enhanced gas recovery）
を検討した。文献においては種々のメカニズムが提唱さ
れているが[5]、ここでは、地層水の侵入により流動性を
失った残留ガス（Trapped gas）の回収効果について検
討した。

貯留層が強いアキファーサポートのもとにガスが生産
されている場合、ガス生産に伴って、ガス―水界面が上
昇し、ガス層が水没していく。その際に、流入した地層
水に掃攻されてしまったエリアについては、20～40%の
ガスが空隙内に取り残されてしまう。これは残留ガスと

呼ばれ、非連続相としてバブル状のガスが、毛細管圧力
により空隙中で保持され、取り残されてしまう。ここで
は、これらの非連続相として存在する炭化水素ガスを
CO2圧入により、再び、連続相とすることで、流動性を
与え、回収する効果を検討した。
図3に示す通り、最終的には自然減退のケースと比較

して10%以上高いガス回収率となることが示された。し
かし、坑井から生産されるガス中のCO2成分は、徐々に
増加していき、最終的には80%以上となるため、フィー
ルドでの適用にあたっては、CO2のリサイクリング設備
との併用が必要である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
Site screening and selectionの段階で貯留量を簡便に

評価する物質収支に基づく手法の妥当性について検討し
た。さまざまな貯留層条件の下で、本手法により、正確
に構造性のCO2トラップ量が評価できる事が分かった。
一方で、枯渇ガス田におけるCO2貯留量に最も大きな影
響を及ぼす因子は、生産・圧入に伴う岩石空隙の圧縮率
のヒステリシスであることが分かった。

本稿においては、枯渇ガス田に対して、Site screening 
and selectionの段階における簡易評価手法およびSite 
characterization段階における貯留層シミュレータを用
い た 評 価 を 示 し た。 今 後 も こ れ ら の 技 術 知 見 を
JOGMECが関与するCCS事業において活用していく。

引用・参考文献
[1] B. Metz, O. Davidson, H. De Coninck, and others, 

 

図2　貯留層シミュレーションによって得られた構造性および溶解ガスとしてトラップされたCO2量の経時変化。
図中の点線は、式（1）によって累計ガス生産量に基づいて評価されたCO2貯留量。ここでは、貯留層性状の
異なる5つのケースのシミュレーション結果を示す。
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Carbon dioxide capture and storage: special report 
of the intergovernmental panel on climate change. 
Cambridge University Press, 2005.

[2] T. Akai, N. Saito, M. Hiyama, and H. Okabe, 
“Numerical modelling on CO2 storage capacity in 
depleted gas reservoirs,” Energies, vol. 14, no. 13, 
p. 3978, 2021.

[3] S. Bachu et al., “CO2 storage capacity estimation: 
Methodology and gaps,” Int. J. Greenh. Gas Con-

trol , vol. 1, no. 4, pp. 430-443, 2007.
[4] INTERNATIONAL STANDARD, “ISO 27914: 

Carbon dioxide capture, transportation and geolog-
ical storage ─ Geological storage,” vol. 2017, 2017.

[5] A. Hamza, I. A. Hussein, M. J. Al-Marri, M. 
Mahmoud, R. Shawabkeh, and S. Aparicio, “CO2 
enhanced gas recovery and sequestration in 
depleted gas reservoirs: A review,” J. Pet. Sci. 
Eng., vol. 196, no. August, p. 107685, 2021.

図3　Enhanced gas recovery（EGR）ケースとNatural depletion（ND）ケースの比較。EGRケースにおい
ては、2015年から1坑の生産井をCO2圧入井に転用している。最終的にEGRケースは、NDケース
よりも10%以上高いガス回収率となった。
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④　CO2圧入時の坑井内流動モデリング

実 施 期 間　　令和2年度
担 当 部 署　　技術部 EOR課、CCS推進グループ 地下評価技術チーム
担 当 者　　齋藤直輝、赤井崇嗣、檜山学良、岡部 博

基本情報（目的等）
JOGMECでは、低炭素社会への実現に向けてCCSに

関連するスタディを行っている。CCS等を目的として
圧力の減退した枯渇油ガス田へCO2を圧入する場合、減
退した貯留層圧が、CO2圧入により回復していく過程で、
その圧力および温度条件によっては、坑井内で相変化に
伴う急激なCO2物性変化が起こる可能性がある。この挙
動について定量的な評価を行うことを目的として、本モ
デリングスタディを行った。

研究内容および成果
JOGMECが過去に実施したCO2圧入プロジェクトの1

つである、ベトナム洋上ランドン油田におけるCO2圧入
パイロットテストのデータ[1]を用いて、ソフトウェア上
で坑井内の圧力・温度プロファイルが再現できるかを確
認した。次に、枯渇ガス田へのCO2圧入を想定し、推定
された圧力・温度プロファイルから、CO2の相挙動と、
それに伴う潜在的なリスクについて検討した。

今回の検討は、Schlumberger社製管内定常流動シ
ミュレーションソフトウェアであるPIPESIMを用いて
モデリングを行った。本ソフトウェアは、相関式を用い
た管内の圧力とHoldup（各相の体積分率）の計算、お
よび熱平衡の計算を行い、管内の圧力・温度・流量など
を計算するものである。

1.	 ランドン油田におけるCO2圧入パイロットテストの
実績評価

ランドン油田におけるCO2圧入パイロットテストで
は、Pre-flowにて油の生産性を確認した後、CO2圧入を
行った。今回のモデリングにおいては、まずPre-flowの
圧力・温度プロファイルを再現するように相関式および
パラメーターをキャリブレーションし、そのキャリブ
レーション後のパラメーターを用いてCO2圧入時の管内
の温度・圧力評価を行った。キャリブレーションに使っ
たパラメーターは、Friction factor, Holdup factor, Heat 
transfer coefficientの3つであり、これらを調整するこ
とによって、フィールドで観測された坑口における圧
力・温度と、坑底における圧力・温度を再現した。

その結果、キャリブレーションにより、特に実測値と
の乖離が大きかった温度プロファイルの計算結果を改善
することができた。さらに、このキャリブレーション後
のパラメーターを用いて、CO2圧入時における圧力・温
度プロファイルを計算させると、実測値と概ね一致する

ことが確認された（図1）。
これらの結果より、生産実績のある油ガス田へCO2を

圧入する場合、生産テスト時のデータを用いて相関式を
キャリブレーションすることで、CO2圧入時においても、
実際のパフォーマンスに近い圧力・温度プロファイルを
計算で求めることができると考えられる。

2.	 枯渇油ガス田へのCO2圧入モデリングと相挙動
枯渇ガス田の場合も、上記ランドン油田への圧入と同

様に評価することができる。ただし、枯渇ガス田の場合
は、その主たる生産メカニズムが、ガス膨張によるもの
である場合、生産後に貯留層圧が静水圧を下回る場合も
ある。したがって、CO2圧入事業の中で、より大きな圧
力変化を伴う場合があり、図２に示すようにCO2排出源
から貯留層条件までの一連のプロセスにおける温度・圧
力変化を、CO2の相変化とともに、適切にデザインする
ことが重要である。

CO2は、排出源において回収し昇圧された後（Point 
A）、パイプラインを通って坑口まで運ばれ（Point B）、
そこから坑井を通って地下に圧入される。生産によって
ガス層の圧力が低くなっている場合、圧入初期における
坑底圧は気相の領域となる（Point C）。圧入を継続し、
貯留層の圧力が上昇してくると、坑底圧（および温度）
は上昇し、超臨界領域へと達する（Point D）。

このケースでは、坑口から坑底へ流れる際に（Point 

 
図1　キャリブレーション前後のPre-flowにおける圧力・温度プ

ロファイル（黒実線：キャリブレーション後、黒点線：キャ
リブレーション前）および実測値（黒点）と、キャリブレー
ション後のパラメーターを用いて計算したCO2圧入時にお
ける圧力・温度プロファイル（赤実線）および実測値（赤点）
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B→C）、液相から気相への相変化が起こるため、坑内
での温度低下が大きくなる懸念がある。このような場
合、坑口においてCO2を気相で圧入するように圧力・温
度を調整することで、急激な温度低下を避けるなどの対
応が必要となる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
枯渇油ガス田などの生産実績のあるフィールドへCO2

を圧入する場合、生産テスト時のデータを用いること
で、CO2圧入時の圧力・温度プロファイルを推定できる

ことを確認した。一般的に用いられるソフトウェア内で
のプリセットパラメーターでも計算自体は可能である
が、生産テスト時のデータを用いてキャリブレーション
を行うことで、精度を向上させることができる。

また、枯渇油ガス田などの圧力が減退しているフィー
ルドへCO2を圧入する場合、CO2の相変化に注意を払う
必要があることを、相図を用いて確認した。特に液相か
ら気相への相変化は急激な温度の低下を招くため、その
程度によっては、CO2ハイドレートの生成による生産障
害や、サーマルフラクチャリングなどの懸念がある。
CO2圧入を検討する上では、全ての圧入期間において、
CO2の圧力・温度・相挙動が意図したものになるよう、
それらをコントロールするための設備の導入なども検討
されるべきであろう。

引用・参考文献
[1] T. Uchiyama, Y. Fujita, Y. Ueda, A. Nishizaki, H. 

Okabe, S. Takagi, H. Mitsuishi, Y. Kawahara, L. 
Huy, T. Phan Ngoc, T. Nguyen Huu, T. Nguyen 
Van, H. Nguyen Ngoc, in: SPE Improved Oil 
Recovery Symposium, volume 2, Society of Petro-
leum Engineers, 2012, pp. 922-933. URL: http://
www.onepetro.org/doi/10.2118/154128-MS. 
doi:10.2118/154128-MS.

 
図2　相図におけるCO2圧入時の圧力・温度プロファイル

http://www.onepetro.org/doi/10.2118/154128-MS
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⑤　CO2モニタリングに関する初期検討

実 施 期 間　　令和2年度
担 当 部 署　　CCS推進グループ 地下評価技術チーム
担 当 者　　長谷川大真、加藤文人

基本情報（目的等）
CCSにおける各種のモニタリングの最新技術動向を

把握するために、関連文献をレビューするとともに、
Sleipner CCSプロジェクトの公開データを用いて、今
後取り組むべきCO2モニタリングについて検討した。

研究内容および成果
1.	 JOGMECの取り組み方針

CO2モニタリング技術について、米国エネルギー省
（U.S. Department of Energy：DOE）は、以下のよう
にまとめている[1]。

CCSプロジェクトを成功させるためには、CO2モニタ
リングの実施が不可欠であるが、サイトごとの周辺条
件、CO2漏洩のリスク、貯留層の地質条件、長期安定貯
留の成功要件（CO2排出基準）に沿ったモニタリング計
画を作成する必要がある。また、計画策定には、モニタ
リングの成否に係るリスク分析が不可欠で、計画のデザ
イン→リスクの把握→リスクの軽減→リスク評価→計画
の修正を繰り返すサイクルを通して計画を最適化するこ
とが重要である（図1）。

CO2モニタリング技術は大きく3 種類に分けられる。
（1）地中に貯留したCO2が大気に抜け出していないかを
モニターするAtmospheric monitoring、（2）地表や貯留
層より浅い地下（地表付近、通気帯、地下水源など）を
モニターするNear-surface monitoring、（3）貯留層やそ
の周辺、坑井内をモニターするSubsurface monitoring
である。

Atmospheric monitoringは光学センサーや同位体ト
レーサーを用いて、大気の成分を測定することによっ
て、地表への放出がないかを監視する。例えば、EDDY 
COVARIANCE [3]の技術では、地表センサーにて、CO2

ガス濃度、垂直風速、相対湿度、温度を測定しCO2フ
ラックス（流量）を算出する。センサーの高さにもよる
が、最大で数平方キロメートルのエリアを代表するCO2

フラックスを推定することができる。
Near-surface monitoringは地表・表層のサンプルを

採取して化学分析を行う手法と、人工衛星を用いてより
大局的な変化を観測する手法に大別される。サンプルの
採取では土壌ガスや地下水、人工衛星による測定では地
表面の変位や植物が発するCO2が監視対象となる。

Subsurface monitoringは大別すると坑井周りのモニ
タリングとCO2貯留層全体のモニタリングの2つに分け
られる。坑井周りのモニタリングでは物理検層ツール

（Wireline Logging Tools）や、その他の坑内測定機器
（Wellbore monitoring tools）が用いられる。貯留層全
体のモニタリングでは地震探査・重力探査・電気探査な
どが挙げられる。後者は分解能が低いが、より広範囲の
モニタリングが可能である。

なお、このうち、石油天然ガス開発に最も関連が深い
ものがSubsurface monitoringであり、JOGMECでは、
FWI（Full Waveform Inversion）技術のDAS-VSPデー
タへの適用によるCO2モニタリングを検討している。

2.	 既存CCSプロジェクトにおける岩石物性の評価事例
Subsurface monitoringを行ううえでは、CO2貯留層

の岩石物性の変化を把握することが重要である。海外に
おける既存CCSプロジェクトの事例を比較した。図2は
Sleipner [4]、Quest [5]、Otway（stage-2）[6]、およびAquistore [7]

の各プロジェクトにおける、貯留層の空隙率とP波速度
を軸としたプロットであり、カラースケールは帯水層の
水がCO2に40%置換された際の音響インピーダンスの変
化率（パーセント）を表している。音響インピーダンス
とは岩石の密度とP波速度の積であり、その差は地震波
の地層境界での反射係数を決定する。例えば、Sleipner
フィールドは、空隙率が高く、P波速度が遅くなってい
る。CO2圧入による音響インピーダンスの変化は大きく、
30%を超えることが分かる。そのため、CO2の圧入によ
り地震波の反射係数が大きくなると予想される。一方
で、Aquistoreフィールドでは、空隙率が低く、P波速
度が速くなっている。CO2圧入による音響インピーダン
スの変化は数%程度である。そのため、CO2圧入による
地震波の反射係数の変化は小さくなると予想される。こ
のように、CO2による貯留層の岩石物性の変化は対象と
する地質性状によって異なり、またそれによってCO2プ
ルームのモニタリングへ適用できる手法や戦略は異なっ

 

図1　CO2モニタリング計画の策定
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てくることに注意が必要である。

3.	 Sleipner	CCSのデータセットを用いた取り組み
国際的なCCSプロジェクトのうち、Equinor社がノル

ウェー領北海のSleipnerフィールドで行ったCCSプロ
ジェクトは、世界で初の産業規模のCCSプロジェクト
で、1996年にCO2圧入を開始し、これまでに1,600万ト
ン以上のCO2が貯留された。貯留したCO2に対して、地
震探査や重力探査によるモニタリングを行っている。
CO2 Storage Data Consortiumが当該プロジェクトの4D 
seismic、坑井、油層モデルなどのデータを無料で公開
している[2]。JOGMECでは地震探査データと坑井デー
タを入手してCO2プルームのモニタリングについて検討
を進めている[8]。

入手データには7か年（1994年、1999年、2001年、2004
年、2006年、2008年、2011年）にわたる4D seismicが含
まれている。1999年以降のデータにはCO2プルームを示
す振幅異常が確認でき（図3）、その振幅異常域を図4に

抽出した。図中の輪郭線はEquinor社が解釈したCO2プ
ルームの分布を表しており、JOGMECが抽出した振幅
異常域と概ね対応する。今後はより定量的な評価を行う
ことを目的として、岩石物性、AVO解析およびイン
バージョン解析などを検討していく予定である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
CO2モニタリングにはAtmospheric monitoring、Near-

surface monitoring、Subsurface monitoringの 3 種類が
ある。JOGMECは石油・天然ガス開発に関わりの深い
Subsurface monitoringを中心に知見を有しており、特
に、DAS-VSPへのFWI技術の適用などを検討していく
予定である。また、公開されているSleipner CCSプロ
ジェクトのデータを用いて、CO2プルームのモニタリン
グにおける効果的なアプローチを検討し、現在および今
後取り組むCCSプロジェクトへ活用する計画である。

謝辞
本スタディではSleipner CCSプロジェクトの公開

データを利用した。ここに記してデータ所有者である
PLO46鉱区権者に謝意を表する。

引用・参考文献
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[4] Falcon-Suarez, I., Papageorgiou, G., Chadwick, A., 
North, L., Best, A. I., and Chapman, M., 2018, CO2-
brine flow-through on an Utsira Sand core sample: 

図2　音響インピーダンスの変化率（パーセント）と主要
CCSプロジェクトの関係
カラースケールはSwを100%から60%に変化させた
場合の音響インピーダンスの変化率を示している。

 
図3　2011年取得の地震探査データと振幅異常[2]

 

図4　JOGMECにて入手データ[2]から抽出した振幅異常域
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⑥　CO2-EOR/CCSプロジェクトのための坑井健全性評価

実 施 期 間　　令和2年度
担 当 部 署　　技術部 開発技術課
担 当 者　　稲田徳弘、南原 雄、関 誠、北村龍太
共同研究先　　JX石油開発（株）

基本情報（目的等）
CO2-EOR/CCS技術を活用した油ガス田開発のフィジ

ビリティスタディの一環として、マレーシア及びインド
ネシアでの坑井健全性の評価を実施した。対象とする坑
井はCO2圧入・観測に使用される坑井、及び圧入対象エ
リアに既に掘削された試探掘井・開発井である。

研究内容および成果
1.	 作業概要

CO2-EOR/CCSプロジェクト全体のフィジビリティス
タディの一環として、坑井に関する以下の検討を実施し
た。

・ CO2-EOR/CCSプロジェクトの対象候補と考えら
れる油ガス田に関しての坑井データの収集及びそ
の取りまとめ

・ 坑井データに基づく既存井に関しての坑井健全性
の評価

・ 既発見・未開発フィールドに関する開発井の掘削
計画・費用試算

・ CCSに使用される新規坑井の設計・費用試算
・ 既存の坑井をCCSに転用する場合のフィジビリ

ティの検討・設計・費用試算
・ CO2-EOR/CCS関連の一般情報の収集ととりまと

め
・ CO2-EOR/CCS関連情報に基づく、より詳細な検

討を行う際の留意点の抽出
本論では、このうち、坑井健全性に係る内容について

述べる。

2.	 坑井健全性の必要性
既存の油ガス田の坑井や施設をCCSに転用すること

により、費用削減効果や、蓄積された地質データ・貯留
層データを活用できるなどの利点が見込まれる一方、課
題として、長期間のCO2圧入作業に対する坑井健全性の
確保が挙げられる。

坑井に適切な漏洩対策がなされていない場合があるほ
か、特に試探掘井ではCO2圧入を想定した対策がなされ
ていない状態で廃坑されている場合がほとんどである。

従って、CO2-EOR/CCSプロジェクトのフィジビリ
ティを検討するに際して、新規坑井はもちろん、その
フィールドに既に掘削された試探掘井・開発井も含めた
坑井健全性の評価が非常に重要となる。

3.	 坑井健全性の評価
CCSプロジェクトでは坑井の掘削により、掘削箇所

のキャップロックのシール能力が損なわれる可能性があ
るため、坑井を通じてCO2が圧入層以外に移動すること
を防止する対策が求められる。

圧入したCO2の移動を防止するためには、通常の坑井
仕上げにおいて基本的な考えとなっている2つの独立し
たバリアの設定が要求される。2つのバリアは一方が損
傷した場合でも他方で補完できるようにデザインされて
おり、バリアを構成する要素としては、セメント、ケー
シング、パッカー/ブリッジプラグが考えられる。

一方、CO2は水と共存する環境では炭酸となり、ケー
シング、パッカー/ブリッジプラグなどの金属製品を腐
食・劣化させる可能性がある。CCSのように永続的な
CO2漏洩防止が求められる場合には、金属やシールの信
頼性が問題となるため、長期的なシール能力という点で
は、セメントが最も信頼性が高いと考えられている。セ
メントについては、炭酸によるセメントの溶解・炭酸カ
ルシウムの析出が想定されるが、米国テキサスでの
SACROC Unit CO2-EORプ ロ ジ ェ ク ト で、 一 般 的 な
Portland-basedセメントが使用され、30年間のCO2圧入
の後にもそのシール性能に顕著な劣化が確認されなかっ
たという事例がある。また、国内でも17年間にわたる
CO2圧入において、数年おきにセメント評価検層を実施
しているが、これまでのところ劣化を示す結果は認めら
れないという報告がある。

このようにセメントに対する信頼性は比較的高いもの
の、リスクをさらに低減するため、圧入層がセメントで
カバーされて上下層への移動が防御されているか、セメ
ントがCO2とケーシングの接触を防御しているか、ケー
シングが腐食した場合でもセメントがバックアップとし
て機能しているかといった、複数個所での対策が坑井健
全性評価の主眼となっている。

セメントによるバリアの有効性を確認するために、精
密なセメント評価検層が実施されるが、10年以上過去に
掘削された既存井では評価に必要な情報が不足する場合
が多い。このような場合、セメンチング作業の精査にく
わえて、問題が示唆される場合には圧入されたCO2がど
のように広がっていくかシミュレーションを実施し、
CO2漏洩のリスクを見積もることが重要となる。

評価の基準についても統一されたものはないが、マ
レーシアを想定したフィジビリティスタディでは、以下
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のガイドラインを参照のうえ、評価作業を実施した。
 “PETRONAS Procedures and Guidelines for 

Upstream Activities”
 Oil & Gas UK Well Decommissioning Guidelines
 ISO-27914 for  Carbon d iox ide capture , 

transportation and geological storage
 Underground Injection Control （“UIC”） 

Program Class VI Well Plugging, Post-Injection 
Site Care, and Site Closure Guidance （“UIC 
Class VI Well Plugging Guidance”）

また、インドネシアについても同様のフィジビリティ
スタディを実施し、その際には、30m以上のセメントコ
ラムがあることや、セメント評価検層データがあること
を条件に評価している。

いずれのフィジビリティスタディにおいても、既存坑
井がCO2移動の原因とならないこと、開発計画において
は、既存坑井に対して必要な検査を実施すること、新規
開発井の設計においてもCO2圧入の特殊性を考慮し、各
バリアの耐食材料選定などが適用されていることを重視
した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
マレーシア、インドネシアでのCO2圧入を伴う事業へ

の検討作業を通じ、既に掘削・仕上げされている坑井の
健全性の状況・CCSに利用する場合の問題点、圧入井
の設計、等多岐にわたる知見が得られた。CCS事業の
推進に向けて、引き続き知見を習得していく。
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⑦　CCSにおける地下評価ワークフロー

実 施 期 間　　令和2年度～
担 当 部 署　　CCS推進グループ 地下評価技術チーム
担 当 者　　森下諒一、島野恭史、赤井崇嗣、岡部 博

基本情報（目的等）
CCSにおいては、適切なCO2貯留サイトを選定し、数

値モデリングやシミュレーションによって長期的な貯留
安定性やリスク評価を行う必要がある。そのため、一連
の地下評価のワークフローを確認し、各評価項目におけ
る注意点等の洗い出しを行った。

研究内容および成果
National Energy Technology Laboratory（NETL）によ

る「Best pract ices  manual」[1] [2 ] や、Technica l 
Committee ISO/TC 265によるISO27914 [3]に基づく、地
下評価の全体的なワークフローを図1に示す。

貯留サイトのスクリーニングで候補地を選定し（Site 
screening）、そして選定された候補地に対してさらなる
詳細検討を行う（Site characterization）。さらに、石油
ガス開発と同様に貯留層モデルを作成し、流動シミュ
レーションを行う（Modeling and simulation）。その結
果はリスク評価（Risk assessment）等に活用される。
さらに操業中のプロジェクトでは、モニタリング結果な
どからモデルを更新し（Monitoring verification）、CO2

圧入を最適化していく（Design modification）。本稿で
は、デスクトップスタディで行われる赤枠で示す3つの
項目について、その概要を示す。

1.	 候補地の選定（Site	screening）
はじめに、対象地域周辺の地質データ、陸上標高/海

底面の水深データ、プロジェクトで活用可能なインフラ
データを用いて、広範な堆積盆地スケールにてCO2貯留
に適さない地域を排除する。対象地域のより詳細な地質
データを考慮して、様々な評価基準[4-6]を参考に、候補
地をさらに絞り込む。

選定に際しては、十分なCO2貯留量を見込めることが

重要である。特に対象貯留層の深度は、地下状態のCO2

密度がその温度・圧力に応じて大きく変化するため、
CO2貯留量に大きな影響を及ぼす。図2に、深度に対す
る（a）地温分布および圧力分布、その温度圧力条件に
対応するCO2の（b）密度、（c）容積係数、（d）地層水に
対する溶解度を示している。容積係数については、深度
1,000mにおいては～5×10－3 rm3/sm3程度であるのに対
し、深度2,000mにおいては～3×10－3 rm3/sm3程度と、
特に大きく変化していることが分かる。深度が浅く圧力
が 低 い 場 合、CO2が 十 分 に 圧 縮 さ れ な い た め、
800m-2,500mが適切とされている。

帯水層圧入おいては、枯渇ガス田への圧入と比較し
て、より良好な貯留層性状が求められる。これは、静水
圧状態にある貯留層に対して、地層水をCO2で置換する
二相流プロセスを考慮するためである。貯留層や遮蔽層
に亀裂が生じない程度の圧力差を負荷しながら、流動抵
抗の生じやすい二相流置換を行う必要があり、高浸透性
で十分な層厚を有する貯留層を選定することが重要であ
る。また、地層水の塩分濃度が高くなればCO2の水への
溶解度が低下するため、塩分濃度が数十万ppm以上の
帯水層は避けた方がよいことも知られている。

また、遮蔽層として機能するCap rockの性状もCCS
特有の重要な評価基準であり、遮蔽層の毛細管圧力によ
るCO2保持能力（Threshold capillary pressure）のみな
らず、その連続性や微細な亀裂といったCO2漏洩の原因
となりうる構造的な欠陥の有無を、定性的に評価するこ
とも重要である。

2.	 選定地の詳細検討（Site	characterization）
選定された候補地に対して、検層やコアといった坑井

データや地震探査データを用いて、貯留に関連する各種
地質パラメータを定義する。なお、枯渇ガス田の場合は
データが十分にあるが、帯水層への圧入の場合、対象地
域のデータが入手不可能な場合もあり、その場合、近隣
の油ガス田鉱区のデータを活用する。

まず、貯留層とCap rockを定義し、深度・圧力・温
度を評価する。そして、地震探査データから地質構造や
断層を評価しCO2が平面的に広がる領域から、断層から
十分離れた場所を圧入エリアとして絞り込む。さらに、
坑井において取得された検層や岩石コアデータから、空
隙率・浸透率やNet Payを評価し、数値モデリングに用
いる物性値を取得する。

図1　CCS評価におけるワークフロー
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3.	 モデル作成とシミュレーション（Modeling	and	
simulation）

最後に、解釈された地質情報から岩相・空隙率・浸透
率などを分布させた三次元の数値モデル（図3）を作成
する。そして動的なパラメータを加えたシミュレーショ
ンモデルを用いて、CO2挙動を予測することで、圧入デ
ザインの決定、リスク要因の同定、長期間における貯留
安定性の評価を行う。　

モデル作成には、表現したい地質の特性や貯留層の状
態を明確に意識する必要がある。例えば枯渇ガス田の場
合、ガスの生産によって一旦上昇したガス/水界面（Gas 
water contact: GWC）が、CO2によってどの程度押し下
げられるかの評価が重要である。また、帯水層の場合、
CO2が貯留されるメカニズムもより検討されなければな
らない。

動的な解析には、CO2と水の多相流動を支配する毛細
管圧力や相対浸透率の選定が重要である。これらの値
は、貯留層性状に依存するが、流体の置換されるプロセ
スによって異なるヒステリシスも考慮する必要がある。

枯渇ガス田へのCO2圧入では、ガスが生産されて水で
充填された空隙スペースを、再度CO2が置換するプロセ
スであるため、Drainage過程（Secondary Drainage）
を対象とする。一方、帯水層では、地層水をCO2が置換
するDrainage過程（Primary Drainage）に加え、中長
期的にはCO2を水が置換するImbibition過程も考慮す
る。これは、圧入停止後に浮力によってCO2が上方移動
する過程で、残留ガストラップが生じるためである。

モデルが完成すると、1,000年といった長期間にわた
り、遮蔽層からの漏洩を起こすことなく、貯留層内にて
安定した貯留メカニズムに移行していくことを確認す
る。圧入されたCO2は、長期間地中にとどまることで、
微細な孔隙内部へのトラップやCO2が水に溶けやすいこ
とで生じる水中への溶解、ミネラル分と反応することに
よって生じる鉱物化といった、より安定した貯留メカニ
ズムに変化していくことが知られている。

まとめ（今後の検討課題等含む）
CCSに係る地下評価のワークフローの検討を行った。

本ワークフローや、JOGMECの培ってきた物性値測定
やシミュレーション技術を、CCS事業の推進に活用し
ていく予定である。

引用・参考文献
[1] National Energy Technology Laboratory, “Best 

Practices: Risk Management and Simulation for 
Geologic Storage Projects”, p. 114, 2017.

[2] ─, “Best Practices: Site Screening, Site Selection, 
and Site Characterization for Geologic Storage 
Projects 2017 REVISED EDITION”, 2017.

[3] INTERNATIONAL STANDARD, ISO 27914: 
“Carbon dioxide capture, transportation and geo-
logical storage ─ Geological storage”, vol. 2017, 2017.

[4] A. Chadwick, R. Arts, C. Bernstone, F. May, S. 
Thibeau, and P. Zweigel, “Best practice for the 
storage of CO2 in saline aquifers-observations and 
guidelines from the SACS and CO2STORE pro-
jects”.

 British Geological Survey, 2008, vol. 14.
[5] A. Raza, R. Rezaee, R. Gholami, C. H. Bing, R. 

Nagarajan, and M. A. Hamid, “A screening crite-
rion for selection of suitable CO2 storage sites”, 
Journal of Natural Gas Science and Engineering, 
vol. 28, pp. 317-327, Jan 2016.

[6] A. Ramirez, S. Hagedoorn, L. Kramers, T. Wilden-
borg, and C. Hendriks, “Screening CO2 storage 
options in The Netherlands”, International Journal 
of Greenhouse Gas Control, vol. 4, no. 2, pp. 367-
380, Mar 2010.

[7]  “Sleipner 2019 Benchmark Model”, 2020. [Online]. 
Available: https://co2datashare.org/dataset/sleip-
ner-2019-benchmark-model. [Accessed: 01-Jul-2020].
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図2　静水圧、地温勾配30℃/kmおよび地表温度20℃の仮定のも
とに得られた（a）地下の温度圧力分布と、それに対するCO2

の（b）密度、（c）容積係数、（d）地層水への溶解度 図3　地質モデルにおける空隙率分布の例（ノルウェー
Sleipner CCSサイト[7]）

https://co2datashare.org/dataset/sleipner-2019-benchmark-model
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⑧　CCSにおける施設分野の経済性ワークフロー

実 施 期 間　　令和2年度
担 当 部 署　　CCS推進グループ 施設技術チーム、技術部 EOR課
担 当 者　　高柳正純、赤井崇嗣、岡部 博

基本情報（目的等）
JOGMECでは、CO2-EORに加えて脱炭素化に貢献す

るCCSプロジェクトも推進している。これらのプロジェ
クトにおける施設技術の知見を踏まえ、同分野に係る経
済性評価のワークフローを報告する。

研究内容および成果
1.	 ワークフローの範囲

CO2-EOR/CCSプロジェクトのPhaseについては、表
1の通り、PreFSやFSといったPhase-1、2、FEEDやパ
イロットテスト等のPhase-3、EPCI段階のPhase-4に分
けられるが、本稿ではスタディ段階のPhase-2までを対
象とする。

2.	 ワークフロー概略
ワークフローの概略を図1に示す[1]。関連施設検討、

プロジェクトコスト見積り、経済性評価の順で作業が進
む。

（1）関連施設検討
本検討では、CO2源調査、CO2分離・回収（この中に

はプロセス検討、CO2-EORでは原油回収施設といった
検討を含む）及び、CO2輸送・圧入がある。

このうち、CO2分離・回収設備検討の手順は図2の通
りである。まず、検討のベースとなるBasis of Design

（設計ベース）を確定させる必要があり、この中には
CO2濃度やガス生産量といった分離・回収すべきCO2が
含まれている油ガス相の情報も必要となる。次に化学吸
収、物理吸収、深冷分離、膜分離といったCO2分離・回
収のプロセスを検討し、また設置場所が海上や陸上と
いった要因を考慮して、複数のケースを設定する [2]。こ
れらのケース毎のコスト（CAPEX、OPEX）を推定し、
加えて環境影響といったパラメーターを評価して各ケー
スのランク付けを行い、最適なケースを選定する。

（2）プロジェクトコスト見積りのワークフロー
プロジェクトコストを見積る手順を図3に示す。各機

器や施設の仕様を決定するためUniSim等のプロセスシ
ミュレーターを使い、プロセス計算を行う。コスト計算
にはQue$torを使用する。なおQue$torの見積り精度は
図4の通り、AACE（Association for the Advancement 
of Cost Engineering）でClass5（－50%～+100％）相当の
精度である[3]。

（3）経済性評価のワークフロー
経済性評価のワークフローを図5に示す。必要な情報

として、掘削コストや施設コスト等、生産プロファイル
（CO2-EORの場合）、コストプロファイル、製品価格

 

Phase Period （例）

□ Field selection & Data Review
□ Pre-feasibility study
□ Comprehensive feasibility study
□ Pilot test design
□ Pilot test execution
□ Post-pilot FS（パイロットテスト結果の反映）

□ FEED実施

□ EPCIに向けてのFID

□ EPCIの⼊札、実⾏
□ Commercial Operation

Objectives

4

3～6 months

6～24 months

12～24 months

3～4 months

1

2

3

表1　CO2-EOR/CCSプロジェクトにおける各Phaseの内容

 
図1　CO2-EOR/CCSの施設関連ワークフロー概略

 
図2　CO2分離・回収設備検討のワークフロー
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（CO2-EORの場合）等を用意し、IRR（内部収益率）、
NPV（正味現在価値）、NCF（ネットキャッシュフロー）
を計算し、経済性評価を行う。最後にCAPEX、OPEX
等の経済性に与える影響を調べるため、これらの変数の
振れ幅に対する感度分析を行う。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本ワークフローは、過去の施設関係検討作業の実績・

知見を踏まえたものであり、高い再現性が期待できる。
しかし、新たなCO2-EOR/CCSプロジェクトを行うたび
に検証を行い、アップデートしていくことが重要であ
る。

引用・参考文献
[1] ISO 27914 Carbon dioxide capture, transportation 

and geological storage ─ Geological storage
[2] ISO/TR 27912 Carbon dioxide capture ─ Carbon 

dioxide capture systems, technologies and pro-
cesses

[3] IHS Que$tor Feb.2017
 

図4　Que$tor見積り精度

 

図3　プロジェクトコスト見積りのワークフロー

 
図5　経済性評価のワークフロー
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⑨　マレーシアにおける高濃度CO2含有ガス田開発事業の可能性検討

実 施 期 間　　令和元年度～令和3年度
担 当 部 署　　CCS推進グループ 地下評価技術チーム
担 当 者　　難波一夫、田中勝哉、三好啓介、赤井崇嗣、島野恭史、森下諒一、南條貴志、岡部 博、他
共同研究先　　JX石油開発株式会社

基本情報（目的等）
本研究は、マレーシアにおける高濃度CO2含有ガス田

を対象に、CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）
を適用し、その開発可能性をマレーシア国営石油会社ペ
トロナス（以下、ペトロナス）の協力のもと、JX石油
開発株式会社（以下、JX石油開発）とJOGMECが共同
で検討するものである。

マレーシアにおける天然ガス鉱区は、マレー半島沖、
サラワク沖、サバ沖の3地域のオフショア鉱区が生産量
の太宗を占める。しかしながら、オフショア鉱区は、既
に炭化水素ポテンシャルが高い有望エリアの探鉱が成熟
化している。また、炭化水素資源量は依然豊富なものの
CO2含有量が高いガス田が未開発のまま残存しており、
そのCO2含有量は高いもので50%を超える。とりわけマ
レー半島沖では、複数の高濃度CO2含有ガス田が、その
随伴して生産されるCO2の処理を含めた事業採算性の観
点で開発が遅れており、既発見未開発のガス田が多数存
在する。

本共同研究ではJX石油開発と協働し、CO2の分離回
収および貯留方法を含む、高濃度CO2含有ガス田開発お
よびCCSの評価を行い、事業の技術的、経済的合理性
を検討するとともに、CCSで地下に圧入されるCO2の貯
留安定性についても考察を行った。さらに、生産された
天然ガスを用いて水素を製造し、日本に持ち込むクリー
ンなエネルギー創出にかかるサプライチェーンについて
も検討を行った。

研究内容および成果
1.	 地下評価

本年度は対象となる高濃度CO2含有ガス田について、
ペトロナスから入手した地下データをもとに資源量評価

（原始埋蔵量、可採埋蔵量（含CO2量））を実施した後、
当該資源量に対応した対象ガス田の開発順序、生産レー
トなどを考慮した生産プロファイルを算出した。併せ

て、近傍の老朽化油ガス田、帯水層などのCCS候補地
について、地質学的観点、開発ガス田、陸上施設サイト
との距離等をもとにスクリーニングし、有望サイトを選
定した。また、当該有望サイトに圧入したCO2の貯留安
定性についても検討した。

2.	 地上設備評価
地下評価と並行して、①天然ガス処理（含むCO2分離

設備・サイト選定等）と、②マレーシア現地で水素を製
造して日本に供給するまでのサプライチェーン、2つの
ワークスコープに対して、開発計画を検討した。①②と
もに、要素技術の特徴・優位性・コストに関する最新情
報を技術プロバイダーから入手して比較検討を実施、要
素技術を選定したうえで、技術的・経済的に有望な開発
コンセプトをまとめた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年度は地下評価・地上設備評価を実施し、想定

される開発計画を策定した。令和3年度は、令和2年度の
成果をもとに経済性を精査するとともに、ペトロナスと
の協議を通じて開発シナリオ検討を継続する。また、
CCS事業の実施にあたり今後整備すべき法制度、二国
間クレジット方法論についての検討を継続する。

JOGMECはJX石油開発のマレーシアにおける将来的
なガス田開発への参入機会創出に寄与するとともに、
CO2の分離回収、輸送および貯留を含む、CCSバリュー
チェーンにかかる知見獲得を目指し、環境負荷軽減に貢
献していく所存である。

謝辞
JOGMECは、ペトロナスおよびJX石油開発から本研

究の概要を紹介する許可をいただきましたことに感謝申
し上げます。
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①　DDR膜によるCO2分離回収技術のフィールド実証試験

実 施 期 間　　平成30年度～令和4年度
担 当 部 署　　技術部 施設技術課
担 当 者　　田中勝哉、三好啓介
共同研究先　　日揮グローバル株式会社

基本情報（目的等）
目的と経緯

原油増進回収法のひとつであるCO2-EORでは、随伴
ガスに含まれるCO2を分離回収して再圧入することによ
り、原油回収率の効率化が図られる。

JOGMECは、CO2/CH4分離に関して既存の高分子膜
を性能面で凌駕する可能性を有するゼオライト膜につい
て、その技術開発動向に関心を持ち、特に、産油国側の
求める高圧条件下での適用に適した日本ガイシ（NGK）
製のDDR型ゼオライト膜（DDR膜）に着目し、その適
用可能性の調査検討を行ってきた。

平成29年度～平成30年度に実施したニーズ・シーズ調
査では、米国CO2-EORフィールドにて小型DDR膜（注1）

による実ガスを用いた分離試験を実施し、その性能につ
いての有効性を確認した。（注1、径30㎜、長さ160㎜）

その結果を踏まえ、商業サイズの大型膜（注2）を用い
たフィールド実証試験を行い、適用性評価、システムの
設計・最適化検討、経済性検討を実施する。（注2、径180

㎜、長さ1000㎜）

技術の紹介
DDR膜によるCO2分離技術の開発は、日揮株式会社

（現日揮グローバル株式会社、JGC）、NGKが共同で取り
組んできたものであり、NGKは膜の開発（注3）を、モジュー
ル化を含むガス分離システムについてはJGC・NGKが共
同で開発した。（注3、本実証試験ではNGKはJGCの外注先とし

て膜の提供等で協力）DDR膜は、モノリス型一体成型によ
る大きな膜面積と、高いCO2/CH4分離性能、高CO2分圧
条件への適用性、高耐久性が主な特徴である。（図１）

大型DDR膜はセラミック一体成型の円筒支持体が
ベースとなり、内部に均等に配置された多数の細孔内面
にDDR型ゼオライトの薄膜が形成されている。CO2を
含むガスは細孔の中に導入され、CO2は膜を透過して多
孔質支持体の外部へ、CH4は細孔内に留まり支持体下流
に移動することにより、CO2/CH4分離が行われる。

研究内容および成果
1.	 全体スケジュール概要

DDR膜に関するフィールド実証試験は平成30年度
（2019年2月）より令和4年度（2023年1月）にわたる複数
年事業である。平成30年度～令和2年度は実証設備の準
備（設計、調達、組み立て、現地据え付け（但し令和2
年度の大半は新型コロナ感染影響による現地作業は中
断）を行い、令和3年度より現地実証試験実施を行う予
定である。

また、実証準備・実施活動に並行し国際会議・展示会
等において当該技術の紹介、学会論文への掲載等を通じ
て技術の広報活動に取り組んでいる。

2.	 令和2年度活動内容
（1）新型コロナウイルス感染拡大の影響による中断に

至る経緯
令和2年初頭から発生した新型コロナウイルス感染拡

大の影響により、米国内においても大統領により国家非
常事態の宣言が出された。この宣言を受け、3月17日に
油田のオペレーターは感染拡大を防ぐため、“No Non-
essential Visitors to Any Locations”というポリシーを
策定、本実証試験事業は“Non-essential Work”に該当
するとの判断となり、暫定60日間の工事中断が決定され
た。実証試験設備は実証試験サイトにて油田の既設生産
設備との接続工事の途中であったが、試験設備の保護の
ための養生をして再開を待つという判断をせざるを得な
かった。なお、当時の新型コロナウイルスの広まりを見
ると60日間後の再開は現実的ではなかったため、各種開
口部を塞ぐだけではなく、より長期間耐えられるように
十分に窒素で加圧保持するなど十分な対策を計画し、試
験設備の養生作業を実施した。

（2）試験中断中の活動
試験サイトである油田への入構禁止は当初60日間で開

始したものの、延長・更新が繰り返された。現地への派

 

図1　DDR膜によるCO2分離
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遣メンバーも全員帰国し、待機・再開後の復旧・コロナ
禍での実証試験実施の検討などを現地側関係者とリモー
トで連絡を取りながら実施した。

米国にて試験を実施するために必要なビザの発給が停
止するなど、試験体制への影響も発生した。このような
状況を鑑み、新型コロナウイルスが早期に収束しなかっ
た場合を想定した設計変更および試験体制の見直しを実
施した。具体的には、ビザ発給が再開されないことも考
え、少人数で現場を運営するために必要なサンプリング
手順を考慮したサンプリングシステムの改造、分析シス
テムの増設、マニュアルバルブのオートメーション化、
センサーの追加等を実施すべく、試験設備の再設計を行
い、現地協力企業と共に改造設計を進めた。また、少人
数で安全に膜カートリッジの入替を行うため、ガント
リークレーンの利用方法の再考、そのために必要なガイ
ドレールの改造設計などを実施した。また試運転や運転
方法の変更も余儀なくされ、マニュアルの整備および運
転システムの変更対応を行った。また、これらの改造設
計を進めることと並行し、新型コロナウイルス対策を踏
まえた試験遂行方法の検討および文書化、現場再開時に
行うべき確認項目および実施項目の検討および現地協力
企業との調整を行った。

（3）再開・復旧、実証準備
上記業務の傍ら、定期的に油田オペレーターと連絡を

取り合い、コロナ感染状況を確認する中で、限られた人
数による現場工事の再開が認められた。日揮社内の米国
派遣許可を受けた上で、令和2年11月より現地工事を再

開した。現地工事としては試験設備の改造、未完了の配
管の完了、電気計装の接続の完成、設備の試運転調整を
経て、試験設備を完成した。

3.	 令和3年度以降の活動予定
令和3年度は実証試験を開始し、高濃度CO2を含む実

ガスを用いてDDR膜分離システム性能の確認を行う予
定である。

謝辞
米国での現場対応を主導している共同研究先の日揮グ

ローバル（株）殿、DDR膜の製造・供給元で現場への人
員派遣もしている日本ガイシ（株）殿のご協力に感謝し
ます。

 
図2　試験計測装置
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②　原油スラッジ削減技術の開発（フェーズ2）

実 施 期 間　　平成30年度～令和4年度
担 当 部 署　　技術部 施設技術課
担 当 者　　池田憲治、川村和幸、三好啓介
共同研究先　　コスモ石油（株）、アブダビ石油（株）

基本情報（目的等）
一般に産油国において生産された原油は、一旦原油タ

ンクに貯蔵して静置した後に、上澄みをタンカー等で出
荷する場合が多く、静置している間に原油タンクの底に
はスラッジ（沈殿物）が堆積することになる。原油タン
クは定期的に開放点検が必要となるので、UAE・アブ
ダビに位置するムバラス島などの現場では「COW

（Crude Oil Washing）工法」、日本語に言い換えると
「原油共洗い工法」という日本発の既存技術を用いて原
油スラッジを排出し、全て産業廃棄物として処分してい
る。ところが、ここで処分されている原油スラッジに
は、もともと油分が多量に含まれている上に、COW工
法により原油でさらに希釈されるため、有用な油分（原
油）を多く含んでいる。

そこで、このスラッジ中の油分を回収して資源の有効
利用を図るとともに、産業廃棄物の量を削減すること
で、操業コスト削減および環境負荷低減に資することを
目的としてJOGMECとコスモ石油（株）は「原油スラッ
ジ削減技術の開発（フェーズ1）」に関する共同研究を平
成28年7月に開始した。

平成28年度は、ラボスケールの試験（ボトルテスト：

70g）を実施して①遠心分離技術により原油スラッジに
含まれる油分を50％回収するとともに廃棄スラッジ容積
を50％以上削減する、②遠心分離技術により回収した油
分を原油と混合して再資源化（再原油化）する、の2点
について実現可能性を確認した。

平成29年度は、ラボスケールからスケールアップし、
①遠心分離技術については、アブダビ石油の実フィール
ドにおいて小型の3相遠心分離機及び実原油スラッジを
用いた小規模なパイロット試験を実施し、油分、水分、
固形分の3相に分離しながら安定的に運転できることを
確認した。また、②再原油化技術については、ラボス
ケールの試験結果と流動解析ソフトを活用して、スケー
ルアップした際に回収油分を原油と混合して再原油化で
きることを確認し、当該技術の実用化に一定の目途をつ
けた。

平成30年度は、これまでの成果を実証するための「原
油スラッジ削減技術の開発（フェーズ2）」を開始した。
ここで実施する実証試験では、原油タンクからCOW工
法で原油スラッジを排出した後、遠心分離技術で油分を
回収し、再原油化技術で製品原油とするまでの工程を一
連のパッケージとして実証する必要があり、これには実

精製施設

全量産業廃棄物処分

COW (Crude Oil Washing)⼯法
原油共洗い⼯法

再原油化技術
回収油を原油と混合して
再資源化(製品原油)

この技術を使うと

遠⼼分離技術

廃棄物量50%削減

原油スラッジ
排出

これまでは

再スラッジ化しない

原油タンカー

⽣産施設
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フィールド、実原油スラッジ、実規模の機器が必要とな
る。そこで、長納期品の機器調達から開始したが、承認
手続きや詳細設計に時間を要したために、平成30年度の
実証試験の準備に関する進捗は機器調達の契約手続きを
締結するまでとなった。

令和元年度は、実証試験機器の調達が主な業務とな
り、遠心分離機、ポンプ等の主要機器を日本国内におい
て製作し、実フィールドに向けて輸送を開始した。一
方、実フィールドにおいて実施した追加の検証試験に解
析を加えて、遠心分離技術については原油スラッジの性
状変化への追従性を検証し、再原油化技術については混
合方法を検証した。

研究内容および成果
令和2年度は、実フィールドに輸送した機器を用いて

設置工事・試験準備を実施し、実証試験を年度内には完
了する計画であった。しかし、年度当初からの新型コロ
ナウィルスの影響により、現場作業は全て延期、年度内
に実証試験の準備に着手することができなかった。一
方、実証試験時の遠心分離や再原油化の運転要領につい
て、方針を取りまとめを実施した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度も、新型コロナウィルスの影響が予測され

るが、可能な限り早い実証試験の開始を目指す。





第3 編
油ガス田開発の
新たな可能性の追求
【技術事業戦略の第２の柱】

Ⅰ．デジタル技術

　１．概念実証（Proof of Concept）

Ⅱ．タイトオイル/ガス開発

　１．実操業プロジェクトの支援

　２．タイト貯留層最適化に向けて

Ⅲ．メタンハイドレートの研究開発

　１．貯留層評価

　２．長期陸上産出試験

　３．生産システム改良

　４．日本周辺海域の資源量評価

　５．環境影響評価

Ⅳ．EOR

　１．CO2-EOR事業の推進

　２．EORの基盤技術

　３．新規EOR技術
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1．デジタル技術開発、2年目の取り組み
JOGMECは、2018年7月に、石油天然ガス開発技術本

部技術部にデジタル技術推進チームを設置するととも
に、2018年10月から2019年2月にかけて経済産業省と
JOGMECを事務局とする「資源開発2.0」デジタル有識
者勉強会を実施し、外部有識者の意見を踏まえて、
JOGMECデジタル技術開発の方針を策定した。その結
果、資源開発技術の高度化に取り組んでいくために、
JOGMECに「デジタル技術活用の知的基盤」を構築す
る方向性が決定し、技術開発以外の油ガス開発事業への
活用も本格的に進めていくため、デジタル技術推進チー
ムを発展的に解消し、2019年5月、デジタル推進グルー
プを石油天然ガス開発推進本部内に立ち上げた。

発足2年目にあたる2020年度は、新型コロナウィルス
感染症の拡大に伴う影響を強く受けることとなったが、
引き続き本邦E＆P企業によるデジタル技術の適用支援
を主体に、以下の4事業を実施した。

1． 本邦E＆P企業の課題解決のためのデジタル技術
適用

2．デジタル技術活用のための人材育成
3．外部連携及び情報の収集と発信
4． JOGMEC自らの技術評価能力向上のためのデジタ

ル技術適用
「1．本邦E＆P企業の課題解決のためのデジタル技術

適用」では、デジタル技術の導入促進を目的として、各
企業が直面している技術課題について、PoC（Proof of 
Concept：概念実証）から現場実証に至る共同スタディ
を実施している。2020年度は、前年度からの継続分も含
めて、合計12件を実施した。特筆すべきは、このうちの
2件（掘削安全性向上およびナンノ化石の自動解析）は
現場実証段階に至っており、JOGMECの目指す、将来
の現場におけるコスト削減や作業効率向上に直結する
ツールの開発が進みつつある事を示している（図1）。
また、PoCのうち2件（BSR自動抽出ワークフロー予察
調査およびラボ技術伝承）は、本邦E＆P企業との共同
スタディではなく、将来の企業支援ツールとして、
JOGMEC主導で実施している。各案件の概要は後述す
る。
「2．デジタル技術活用のための人材育成」では、

JOGMEC職員自身がデジタル技術活用の牽引役となる
べく、人材育成に取り組んだ。デジタル技術に関する指
標として、JDLA（一般社団法人日本ディープラーニン
グ協会）が実施している「G（Generalist：ディープラー
ニング等の基礎知識の習得）検定」と「E（Engineer：
自らディープラーニングを実装する能力の習得）資格」
の取得を推進し、2020年度は約10名がG検定に合格し、
2名がE資格を取得し、累計はG検定が47名、E資格が
13名となった。

Ⅰ．デジタル技術

 
図1 今中期のデジタル技術PoC及び現場実証の件数とデジタル人材育成の進展 図1　今中期のデジタル技術PoC及び現場実証の件数とデジタル人材育成の進展
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また、E＆P事業で用いられる実データへの機械学習
適用に関する内部研修（2019年度に引き続き実施した初
心者向けのコースと、新たに中上級者向けとして自ら設
定したテーマでプロダクト作成を行うコースの2つ）を
オンラインにて実施した。オンライン開催は、新型コロ
ナウィルス感染対策によるものであるが、この研修で得
られた知見を活用して、2021年度には本邦E＆P企業向
けの研修開催という形で結実させたいと考えている。
「3．外部連携及び情報の収集と発信」においては、技

術コンサルタントとして石油開発関連（E＆P）技術と
データサイエンスの双方の専門性を有するマサチューセッ
ツ工科大学の仲田博士を起用し、石油ガス開発業界の物
理探査と掘削分野におけるデジタル技術の世界的な最新
動向調査を実施した。調査結果の報告会には、JOGMEC
と本邦E＆P企業から200名近くの参加者が得られ、
JOGMECのみならず本邦E＆P企業へも知識還元を行
い、デジタル知識のレベル向上に貢献した。

また、2020年度後半にCCS推進事業と一緒にデジタ
ル推進事業の取り組みをまとめ、「資源ミライ開発」の
ホームページを作成したが、2021年4月に以下のアドレ
ス（https://mirai.jogmec.go.jp/digital/）で公開したの
で是非ご参照頂きたい。

最後に「4．JOGMEC自らの技術評価能力向上のため
のデジタル技術適用」においては、前年度から引き続
き、クラウドベースのデータ管理・利用システムを試験
的に導入し、本格導入に向けJOGMECの現行システム、
データ利用環境との比較を行うと共に知見を集積してい
る。更に、リスクマネー案件評価や地質構造調査事業等
への活用を出口とする地下評価技術を中心としたJOGMEC
の業務の効率化や高精度化に資するテーマの選定・絞り
込みを行い、2021年度にPoCを開始する予定である。

2． 2020年度に実施した企業等の課題解決に向けたデジ
タル技術適用

2020年度は以下のような案件で企業等の課題解決に向
けたデジタル技術適用のPoC（概念実証）や現場実証を
実施しており、このうち「BSRの自動抽出ワークフロー
予察調査」および「ラボ技術伝承」はJOGMEC主導で、
他案件は民間石油開発企業と共同で実施している。また

「AIを用いた石灰質ナンノ化石の自動解析」と「掘削を
対象としたデジタル技術適用による安全性向上に関する
調査」については2020年度に現場実証に取りかかり始め
たところ。

我々の実施したデジタル技術適用のPoCは大きく2つ
の技術領域に分けられる。一つは直接コスト削減に繋が
る「自動解釈や操業効率化・自動化」の領域であり、こ
の分野は現在、エンジニアリング会社やサービス会社が
力を入れて様々なツールやサービスを開発している状況
にある。JOGMECとしてはこれらの技術に対し、如何
に最適（使いやすく、費用も適切）な技術を選ぶかとい

う観点が必要で、各技術の違いや長所・短所を見極め
る、目利き力を延ばしていくことが必要である。もう一
つは、民間石油開発企業主導で従来から実施している

「意思決定や経済性評価に用いる技術」の領域であり、
従来の理論式を用いたアプローチでうまくいかなかった
ところに機械学習やビッグデータを取り入れて精度をよ
り向上させている例が出始めている。JOGMECとして
この領域で重要視していることは、自分達の強みのある
分野にこそデジタル技術を取り入れて強化していくとい
うことと、意思決定に用いることが可能となる導出過程
が説明可能なAIを導入するということである。

〈探査技術分野〉
探査分野においては、現在深層学習による技術革新が

起こった画像認識技術を活用したPoCの実施を中心に
行っており、2020年度より新たにAIを用いたカッティ
ングスの自動記載を開始した。
・AIを用いた石灰質ナンノ化石の自動解析（継続案件、

詳細は3-I-1-①参照）
堆積物の年代を特定するための示準化石として知られ

ている石灰質ナンノ化石を、掘削時に自動かつリアルタ
イムで同定し、堆積物の年代を決定するAIを2019年度
に作成した。2020年度はアルゴリズムを改良し精度向上
を図った上で、現場実証を実施した。
・カナダオイルサンドの貯留層岩相推定（継続案件、詳

細は3-I-1-②～④参照）
カナダオイルサンドの坑井データおよび三次元地震探

査データに対して、機械学習を適用し、坑井位置での岩
相識別および三次元的な岩相分布推定の自動化に関する
PoCを継続実施した。
・AIを用いたカッティングスの自動記載（新規案件、

詳細は3-I-1-⑤参照）
坑井掘削時のカッティングスの観察及び記載は地質技

術者ごとに微妙に差異が生じること、また時間を要する
作業であることから、これをAIに行わせるべく、カッ
ティングスを自動解析するAIの基礎を作成することが
でき、今後本格的に精度向上を目指す。
・断層自動解釈（断層位置不確実性の評価（継続案件、

詳細は3-I-1-⑥参照））
従来の断層解釈は、解釈者の主観的な判断に拘束され

る。デジタル技術を用いた断層自動解釈を実施し、解釈
された断層の位置の不確実性について評価し、自動解釈
による断層位置の決定精度の客観的高精度化に取り組ん
だ。
・BSR自動抽出ワークフロー予察調査（新規案件）

メタンハイドレート探鉱において、メタンハイドレー
トの存在を示唆する海底疑似反射BSR（Bottom Simu-
lating Reflector）は、従来技術者の手により解釈を行っ
ているが、機械学習によって自動化可能かどうかを検証
する目的で、予察調査を実施した。
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〈掘削技術分野〉
・掘削を対象としたデジタル技術適用による安全性向上

に関する調査（継続案件、詳細は3-I-1-⑦参照）
掘削データを対象にAI 技術を用い、「抑留」の異常

予兆が検知できるアルゴリズム等の開発に取り組み、
2020年度は「抑留」の異常予兆検知アルゴリズムの比較
改良を行ったほか、現場実証として抑留予兆検知システ
ムのユーザーインターフェイスを開発し、実際の掘削船
におけるデモンストレーションを実施した。

〈油層技術分野〉
・データ分析技術を活用した貯留層評価手法の検討（新

規案件、詳細は3-I-1-⑧参照）
貯留層モデルの作成が難しい油田に対して貯留層評価

に関する課題を設定し、それらを解決しうるデータ分析
技術の調査とそれら技術の実油田データに対する適用可
能性の検討を行った。

〈施設技術分野〉
・原油採取設備へのリアルハプティクス技術の適用によ

る異常検知（新規案件、詳細は3-I-1-⑨参照）
原油の採取に用いられるサッカーロッドポンプの運転

状態を推定するためにリアルハプティクス技術（人の持
つ力触覚を再現することにより、微妙な力の変化具合を
捉える技術）を適用し、実証試験を通じて既往のサッ
カーロッドポンプの荷重計で測定しているデータと同等
のデータが取得できることを確認した。
・石油・天然ガス事業のインフラ設備健全性点検等に対

する包括的なドローン活用（新規案件）
生産設備における高所や天然ガスパイプライン網にお

いて、点検の際のデータ取得効率化、その分析精度、お
よび操業安全性の向上が大きな課題となっている。そこ
にドローンおよびその周辺技術（運航システム、画像等
含めたセンサー技術、AI解析等）を適用することで、
課題解決を目指すPoCを実施した。

〈非在来型油ガス田開発技術分野〉
・機械学習とマイクロサイスミックを使用したシェール

ガス・オイルの生産量予測手法開発（フェーズ1）（新
規案件、詳細は3-I-1-⑩参照）
第一フェーズとして、機械学習を用いてマイクロサイ

スミック・データから破砕エリアのイメージングを行っ

た。
・シェールガス・オイルフィールドのビッグデータと説

明可能なAIを用いた生産量予測及び仕上げ作業の最
適化手法の開発（フェーズ1）（新規案件）
北米のシェールガス・オイルフィールドで日々取得さ

れるビッグデータ（地質・坑井・生産データ）を用い
て、当該フィールドの中長期的な生産量予測及び当該
フィールドで掘削される坑井の仕上げ作業の最適化を目
指すものである。特色として従来機械学習の結果を導出
する過程が不明（ブラックボックス）なものではなく、
意思決定において重要な“導出過程が可視化できる（説
明可能な）”ものを目指しており、フェーズ1として実施
した結果、従来手法よりも機械学習を用いた方が少ない
誤差で予測可能であることを確認した。

〈実験・分析分野〉
・デジタル技術を用いた実験・分析ワークフローの最適

化（継続案件、詳細は3-I-1-⑪参照）
実験・分析技術は個々の技術者の知見・経験に依存し

ているもの多く、熟練技師の退職などにより、技術が継
承できなくなる懸念がある。そのため、「ラボ分析の補
助ツール（機械学習モデル）」及び「データマネジメン
トツール」をTRCラボに導入し、作業の標準化と効率
化を図った。

3．今後の取り組みについて
世界的な機運の高まりがみられるSDGs（Sustainable 

Development Goals：持続可能な開発目標）や、低炭素
社会の実現に向けたエネルギー開発がE＆P業界に求め
られている今、JOGMECは、本邦E＆P企業への技術
支援の一環として、デジタル技術の開発・適用に取り組
んでいく。

そして、2021年度以降も本邦E＆P企業の国際競争力
強化や資源外交に資するデジタル技術に対して、PoCか
ら技術実証、技術実装へ発展させる取り組みを継続す
る。また、PoCの実施と併せて内外の人材育成を進める
ほか、動向調査を実施し、JOGMECが情報ハブとして
の役割を果たす。更に取り組み状況については、新たに
2021年4月にホームページ上で公開した「資源ミライ開
発」を通じて定期的に発信していく。
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①　石灰質ナンノ化石の自動同定

実 施 期 間 平成30年度～令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム
担 当 者 南條貴志
共同研究先 富士通株式会社、国立大学法人秋田大学、株式会社INPEX

基本情報（目的等）
石灰質ナンノ化石は示準化石としてよく知られてお

り、石油開発の分野においても地層の堆積年代を決定す
るために用いられている。石油開発における掘削作業で
は、カッティングスと呼ばれる掘り屑が掘削用泥水と共
に地表まで上がり地層サンプルとして回収される。この
掘り屑中に含まれる石灰質ナンノ化石により、地層の堆
積年代を推定することが可能である。石灰質ナンノ化石
の同定には高い専門性が必要であるため、これまでは掘
削後に石灰質ナンノ化石の専門家に同定を依頼して堆積
年代を決定することが多かった。この場合、掘削リグ上
で堆積物の年代を同定することが難しく、掘削オペレー
ションの意思決定に使うことはできなかった。そこで、
掘削中に石灰質ナンノ化石を用いてリアルタイムで堆積
年代を決定し、掘削オペレーションの意思決定ができる
ようにすることをめざし、平成30年度より富士通株式会
社、株式会社INPEX、並びに秋田大学とAI技術を用い
て自動同定するための共同研究を実施している。

研究内容および成果
令和2年度はフェーズ2としてフェーズ1に作成された

AIに対して以下の4つの項目を実施した。
①　白亜紀の石灰質ナンノ化石を自動同定するための改

良
②　白亜紀のカッティングス試料を使った汎化性能の検

証
③　石油開発のリグで使用するためのプロトタイプの作

成
④　新第三紀の石灰質ナンノ化石を自動同定するための

AIの検証
白亜紀の石灰質ナンノ化石を自動同定するための改良

（①）については概ね改良が終了し、4坑井分の白亜紀の
カッティングス試料を用いて作成したAIの汎化性能

（どのようなデータ群についても確度の高い結果を出せ
る性能）の検証を行った（②）。この検証においては、

石灰質ナンノ化石の保存状態が良い坑井の試料を用いた
検証では、良好な結果が得られ、現場適用に向けた成果
が得られた。一方で、石灰質ナンノ化石の保存状態が悪
い坑井の試料（例えば石灰質ナンノ化石が溶解されてい
る等）では識別が難しく良好な結果は得られなかった。
現段階では石化質ナンノ化石の保存状態が良好な坑井に
対してAIを用いることが適切であると考えている。石
油開発のリグで使用するためのプロトタイプについて
は、現場作業者の利便性を考慮し機能を制限、できるだ
けシンプルに使えるものを目指し作成を行ったところで
あるが、今後は実作業を通し検討を継続する予定である

（③）。
白亜紀の石化質ナンノ化石がクロスニコル（互いに直

交する方向の2枚のニコルを重ね合わせ、この状態で2枚
のニコルの間にプレパラートを入れて観察すること）の
みで石灰質ナンノ化石を同定できるのに対し、新第三紀
の石灰質ナンノ化石の同定は、クロスニコルとオープン
ニコル（1枚のニコル（偏光板）でプレパラートを観察
すること）の両方を駆使して行う必要がある。しかしな
がら、形状等は類似している部分も多いため、新第三紀
の石灰質ナンノ化石を自動で同定するAIの検証（④）
は、白亜紀を対象として作成したAIの方式をベースに
検証を行い方式の妥当性を確認し課題を明確化した。後
は新第三紀に最適化させたAIとするため、課題を解決
し改良を進めていく。

まとめ（今後の検討課題等含む）
白亜紀のカッティングス試料を使ってAIの検証を実

施し、概ね良好な結果が得られ、現場適用に向けて順調
に進んでいる。新第三紀のAIについては、白亜紀のAI
をベースに作成を行った。改良の余地はあるものの、改
良の方針は立っており将来的には良い結果が得られるで
はないかと考えている。現場適用を想定したシステムに
ついては、現場での使用を想定して更なる改良を加える
予定である。
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②　AI技術を用いたオイルサンド貯留層の岩相推定－検層データ解析および岩相識別モデルの
構築

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム／技術部 探査技術課
担 当 者 石鍋祥平、Levi Knapp、石丸卓哉
共同研究先 石油資源開発株式会社（JAPEX）
研究委託先 株式会社地球科学総合研究所（JGI）、一般財団法人深田地質研究所（FGI）

基本情報（目的等）
本共同研究は石油資源開発株式会社（JAPEX）が現

地法人Japan Canada Oil Sands Ltd.（JACOS）を通じ
て開発に取り組むハンギングストン鉱区において、坑井
データおよび三次元地震探鉱データに関するAI技術の
直接的貢献に係る知見を得ることを目的として取り組む
ものである。共同研究の対象データは
①検層データ、②コア写真データ、③地震探査データ
の3つに大別され、本稿ではこのうち①「検層データ解
析および岩相識別モデルの構築」について報告する。

今回研究対象としたオイルサンド開発鉱区において、
オイルサンド貯留層を形成するMcMurray層（McM層）
の岩相は、JACOSの地質技術者によって蛇行河川系の
堆積相として5種類（Facies 1～5）に区分されている。
これらの岩相は、観察された岩石の泥または砂の見かけ
存在比や堆積相解釈等を考慮に入れて注意深く解釈さ
れ、鉛直方向10cmの区間毎にそれぞれ割り当てられて
いる（岩相ラベル）。しかし、地質技術者による解釈に
おける課題として、岩相識別結果の一貫性および解釈に
要するコスト等が認識されている。前回研究 [1]ではこの
ような課題の解決を目指し、検層データ解析を用いて機
械学習による岩相自動識別モデルの構築を行った結果、
約69％の正解率を示した。検層データを用いた岩相自動
識別は、コアデータを用いた同様の解析に比べ低コスト
であることから、この代替手法としても期待される。本
研究では識別モデルのより一層の精度向上を目指し、検
層データ解析に関するJACOSからの助言やイメージロ
グデータを活用しつつ、諸解析およびモデル構築による
結果の改善に取り組んだ。

1．検層データ解析
本研究における検層解析は、新規坑井の検層解析を行

うことで機械学習に用いる入力値の多様性を広げるこ
と、そして、前回研究時にJACOSから指摘のあったカ
リ長石含有の影響による高ガンマ線砂岩層の存在を検討
し本解析に反映することにより、前回研究の結果を改善
することを目的としている。検層解析はJAPEXから提
供された185 坑井のデータに対して行われた。

カリ長石の影響を調べるために一般的な岩相表現であ
るClay Volume値は、ガンマ線検層データ（VCLGR）

と、中性子検層およびバルク密度検層データ（VCLND）
の2通りの方法から算出した。結果として、多くの坑井
では両Clay Volume値は調和的であるが、一部の坑井
でClay Volume値に両者のギャップが見られた。特に
McMurray層の中部から上部にそのギャップが見られ、
コア観察で砂岩層と解釈されている箇所でVCLGRが
VCLNDより大きい値を示している（図1）。このことか
ら、McMurray層の中上部でカリ長石の存在、もしく
は鉱物組成の変化が示唆される。鉱物組成を直接的に観
測したデータがないために詳細な検討はできないもの
の、一部区間でカリ長石などの影響が考えられることか
ら、本研究ではVCLNDを用いてビチューメン飽和率な
どを求めることとした。

多くの坑井にはコアから分析された孔隙率とビチュー
メン飽和率データが存在し、これらのデータは検層解析
のキャリブレーションで用いられた。結果として、本研
究で解析された孔隙率とビチューメン飽和率は、コア分
析値と調和的な結果を示し、カリ長石などの影響が見ら
れる箇所については前回研究結果よりもコア分析値に近
い値となった。従って、今回の解析結果を用いることに
より、岩相識別モデルでの精度が改善されることが期待
される。

2．イメージログ解析
坑井検層においては、電気比抵抗を観測することで裸

坑表面の状態を画像データ（イメージ）の形で得るイ
メージログ検層が行われる。イメージログデータは堆積
物の様子を直接表現していることから、岩相識別の精度
を向上させることが期待されている。本研究ではこれを
踏まえ、イメージログ解析を行い岩相識別モデルに資す
る情報を抽出することを目的としている。作業項目は下
記の通りであるが、本稿ではこのうちの一部について報
告する。

（1）イメージログQC
●　データおよびラベルの確認
●　イメージログデータ品質の確認
●　コントラクターによる既存解釈結果の確認

（2）イメージログ解析
●　イメージログと各種データ（岩相ラベル、コア写真

等）の対比
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●　Surface typeの分類
●　Dip azimuth dispersion（傾斜方位分散）の計算
●　イメージログと岩相ラベルの関連付け

本研究では、イメージログデータに加え、受領したイ
メージログ解釈データ3つ（①地層傾斜角、②傾斜方位、
③Surface type）を併せて用いた。このうち、岩相境界
のキャラクターを示すSurface typeは岩相識別に特に有
効であると期待される。なお本解釈データはデータ取得
会社によるものであり、JACOSの技術者によって付与
された岩相ラベルと直接リンクするものではない点に留
意されたい。

岩相識別モデルの精度向上への寄与には、岩相との固
有の相関を持つ特徴量を抽出することが必要である。そ
こで、本研究では受領した3つの解釈データに加えて
Dip azimuth dispersionを算出して用いた。Dip azimuth 
dispersionは傾斜方位の変動を表しており、“Bedding”
の区間では比較的一定の値を示す一方、“Breccia”, “Slump”
または“Bedding Deformed”の区間では比較的大きな
変動を示す傾向が見られる。このことから、中間的な岩
相である岩相２～４を識別するのに有効であることが期

待される。
最後に、これらの特徴量がどのように岩相識別に影響

を与えるかを理解するため、①地層傾斜角、②傾斜方
位、③Surface typeに④Dip azimuth dispersionを加え
た4つの特徴量と岩相ラベルを比較した。地質学的な観
点から、解釈データの地層傾斜角は模式的なチャネル

（チャネルプロファイル）における地層変化と関連して
いることが予想される。比較結果から、今回の解釈デー
タにおける各岩相の傾斜角の中央値はこのような理論的
な分布とほぼ一致することが分かる（図2、3）。傾斜方
位は岩相との明確な関係がみられないものの（図3B）、
それを用いて計算したDip azimuth dispersionでは岩相
ラベルごとのキャラクターが見られる（図3C）。

3．機械学習を用いた岩相識別モデル
前回研究[1]においてMcM層に相当する区間の検層

データを用いて機械学習による岩相識別モデル構築およ
びその評価を行ったところ、全体のaccuracyは69％程
度となった。モデルは特にFacies 1および5のそれぞれ
均質な砂岩層および泥岩層の予測において良好な推定結

3 
 

 

図１．VCLGR と CLNDの比較 

 
2. イメージログ解析 
本研究では、イメージログデータから得られるテクスチャー情報は堆積物を直接表現し、

なおかつ他の岩石物理学的データから独立しているために岩相予測の精度を向上させるこ

とができるという仮説の下、岩相識別ワークフローにこれを導入することを目的としてい

る。データには Baker Hughes STARツールのマイクロ比抵抗イメージを使用し、各層のテ

クスチャー特性と地質表面のテクスチャー特性を観察した。作業項目は下記の通りであり、

本稿ではこのうちの一部について報告する。 
A．イメージログ QC 
 データおよびラベルの確認 
 イメージログデータ品質の確認 
 コントラクターによる既存解釈結果の確認 
B．イメージログ解析 

図1　VCLGRとCLNDの比較
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果を示した一方、Facies 2, 3, 4の中間的な岩相において
は推定精度が悪化した。これら中間的な岩相は、砂と泥
の量比だけでなく、堆積構造も考慮して分類されてい
る。このことから、岩相識別精度を向上させるために

は、堆積構造を加味した特徴から岩相の推定を行う必要
があることが分かった。そこで本研究では、堆積構造に
着目した手法を用いて高精度の岩相識別モデルを構築す
ることを目指した。本稿ではこのうち研究手法の概要お5 

 

 

図２．地層傾斜角のヒストグラムおよび河川模式図 
（ヒストグラム中の色は Surface type を示す） 

 

 
図３．ボックスプロットおよびヒストグラム 

(A)地層傾斜角 (B)傾斜方位 (C)dip azimuth dispersion と岩相  
(D) Surface type と岩相 

図3　ボックスプロットおよびヒストグラム 
（A）地層傾斜角（B）傾斜方位（C）dip azimuth dispersionと岩相（D）Surface typeと岩相

5 
 

 

図２．地層傾斜角のヒストグラムおよび河川模式図 
（ヒストグラム中の色は Surface type を示す） 

 

 
図３．ボックスプロットおよびヒストグラム 

(A)地層傾斜角 (B)傾斜方位 (C)dip azimuth dispersion と岩相  
(D) Surface type と岩相 

図2　地層傾斜角のヒストグラムおよび河川模式図（ヒストグラム中の色はSurface typeを示す）
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よびイメージログデータの導入による岩相識別精度への
寄与について報告する。

本研究では検層データに対して前処理を施した後、それ
らを特徴量とするCNN（Convolutional Neural Network）
の岩相識別モデル構築を行った。特徴量には本来1次元
で記録される検層データを、複数チャネルを持つ2次元
状のデータに加工しこれを用いた。次に、CNNモデル
の推論の結果得られる隠れ層出力（中間出力）をイメー
ジログデータ（地層傾斜角、傾斜方位、Surface typeな
ど）と合成して得られた入力値を用いて岩相識別モデル
構築を行い、結果を評価した。（図4）

検層データのみを用いた結果と中間出力とイメージロ
グデータを併せて用いた結果を示す。検層データのみを
用いた場合、前回研究と同様にFacies2, 3, 4からなる中
間岩相の識別が困難である一方、イメージログデータを
併せて用いることでこれらの精度が大きく改善している
ことが分かる。（図5、6）

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究では検層データおよびイメージログデータの解

析を行い、これらのデータや解析結果を用いた岩相識別

6 
 

 
3. 機械学習を用いた岩相識別モデル 
前回研究において McM 層に相当する区間の検層データを用いて機械学習による岩相推定

モデル構築および推定精度の評価を行ったところ、全体の accuracy は 69%程度となった。

勾配ブースト木によるモデルは特に Facies 1 および 5 のそれぞれ特徴的な砂岩層および泥

岩層の予測において良好なスコアを示した一方、Facies 2,3,4の中間的な岩相においては比

較的低いスコアを示しており、検層データから比較的容易に得られるような砂と泥の量比

のみならず、堆積構造をも加味した推定を行うモデルが本タスクにおいて要求されること

が分かった。そこで本研究では、前回研究の結果を踏まえてより高精度の岩相推定モデル

を構築することを目指した。本稿ではこのうち研究手法の概要およびイメージログデータ

の導入による岩相識別精度への寄与について報告する。 
本研究では検層データに対して前処理を行ったのちにまずそれらを用いた CNN
（Convolutional Neural Network）による岩相識別モデル構築を行った。特徴量には検層デ

ータを１項目ごとに深度方向に連続に切り出して列方向に拡張して項目ごとにまとめた複

数チャネルを持つ 2 次元状のデータに加工しこれを用いた。次に、CNN モデルの推論の結

果得られる隠れ層出力（中間出力）をイメージログデータ（地層傾斜角、傾斜方位、地層

境界タイプなど）と合成した特徴量を用いた FCNN（Fully Connected Neural Network）に

よる岩相識別モデル構築を行い、結果を評価した。（図４） 
 

 
図４．作業ワークフロー 

 
検層データのみを用いた結果と中間出力とイメージログデータを併せて用いた結果を示す。

検層データのみを用いた場合、前回研究と同様に Facies2,3,4 からなる中間岩相の識別が困

難である一方、イメージログデータを併せて用いることでこれらの精度が大きく改善して

いることが分かる。（図５，６） 

図4　作業ワークフロー

図5　岩相識別結果（テスト坑井のうち2例を表示）  
左：検層データのみ、中央：正解ラベル、右：検層データ
およびイメージログデータ

図6　岩相識別結果（全テスト坑井） 
左：検層データのみ、右：検層データおよびイメージログデータ
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モデルの改良を目指した。検層データ解析では前回研究
での指摘を踏まえてClay Volumeを再算出し、より正
確な孔隙率および水飽和率を得た。イメージログデータ
解析ではデータQCおよび解釈データの岩相識別への有
効性評価を行った。これらの解析結果は岩相識別モデル
において特徴量として用いられ、特にイメージログ解析
データの岩相自動識別への有効性が示された。
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③　AI技術を用いたオイルサンド貯留層の岩相推定－コア写真データ解析および岩相識別モデ
ルの構築

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム／技術部 探査技術課
担 当 者 石鍋祥平
共同研究先 石油資源開発株式会社（JAPEX）
研究委託先 株式会社地球科学総合研究所（JGI）、一般財団法人深田地質研究所（FGI）

基本情報（目的等）
本共同研究は石油資源開発株式会社（JAPEX）が現

地法人Japan Canada Oil Sands Ltd.（JACOS）を通じ
て開発に取り組むハンギングストン鉱区において、坑井
データおよび三次元地震探鉱データに関するAI技術の
直接的貢献に係る知見を得ることを目的として取り組む
ものである。共同研究の対象データは
①検層データ、②コア写真データ、③地震探査データ
の3つに大別され、本稿ではこのうち②「コア写真デー
タ解析および岩相識別モデルの構築」について報告す
る。

対象地域では100以上の評価井でコアの写真データが
取得されており、地質技術者の目視による岩相判読を通
じて10cm単位の岩相ラベルが生成されている。岩相判
読作業の効率化とともに潜在的な解釈の恣意性を排除す
るため、2019年度は機械学習によるコア写真の判読を通
じた岩相分類を試み、約70％の平均正解率を達成した。
2020年度はさらなる正解率の向上を目指し、新規に掘削
された37の坑井データを追加して昨年の写真、岩相識別
モデルの検証を行い、モデルの改良を実施した。

研究内容および成果
手法

まず目視判読による岩相ラベルを正解ラベルとし、深
層学習モデルを用いて6区分の岩相（クラス）への分類
タスクを行った。次に貯留岩相と非貯留岩相という2ク
ラス分類タスクについて検討した。深層学習は複数に連
なる計算によって実現されており、用途に応じて様々な
形態が提案さている。今回はCNN（Convolutional Neural 
Network）モデルのうち、コア写真を使って訓練した
Wide ResNet50-2を採用した。

2クラスの分類タスクにおける正解ラベルについては
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（図1）について検討した。「弱い教師付き学習」では画
像データから抽出した特徴量と検層データからラベリン
グ関数を定義してラベル生成モデルを構築し、確率的ラ
ベルを生成した。

結果
6クラスの分類タスクにおいて、検証データに対し昨

いて機械学習用の検証データと学習データを表現したところ、学習データにおいてラベル

2（貯留層相当）とラベル 4（非貯留層相当）の距離が近く、現状の機械学習による分類が

難しいことが明らかとなった。 
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減した。これらの改良は解釈の恣意性のリスクが高いタスクにおいて有用であると考えら

れ、今後の応用が期待される。 
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年同様70％程度の正解率が得られ、新規データに対する
判読作業時のガイドとして、昨年度のモデルが新規掘削
坑井に対しても有効であることが確認できた。また、2
クラスの分類タスクについては、「弱い教師付き学習」
による確率的ラベルに基づく正解ラベルを用いた場合
に、検証データに対する推論結果（図2）で約95％の平
均正解率が得られ、昨年同様の成果が得られた。しかし
ながら、新規掘削坑井のデータは写真のレイアウトや色
味が異なっており、コア写真の画像抽出法の改良・既存
コア写真も含めた色補正・正規化が必要となるなど、変
更事項に伴う前処理作業は依然として存在していた。特
に、画像特徴量に基づいたスペクトル距離を用いて機械
学習用の検証データと学習データを表現したところ、学
習データにおいてFacies 2（貯留層相当）とFacies 4

（非貯留層相当）の距離が近く、現状の機械学習による
分類が難しいことが明らかとなった。

まとめ（今後の検討課題等含む）
6クラスの分類タスクについては、深層学習モデルの

適用フローを構築し、昨年同様の正解率を得たが、コア
の画像データから特徴量を抽出可能なネットワークの検
討など学習モデルの性能に影響を与える要素は数多くあ
り、継続的な検討と性能の向上に追随していくことが求
められる。他方、2クラスの分類タスクについては、正
解ラベルの構築方法について改良を行い、「弱い教師付
き学習」によるラベル生成モデルならびに基準を適用す
ることで、属性の異なるデータを有効に活用し、正解ラ
ベル間の整合性を逸するリスクを低減した。これらの改
良は解釈の恣意性のリスクが高いタスクにおいて有用で
あると考えられ、今後の応用が期待される。
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図 1-2：6クラス分類タスクの検証データにおける予測結果 
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図2　 6クラス分類タスクの検証データにおける予測結果 
（左が岩相ログ、右が推定岩相ログ）
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④　AI技術を用いたオイルサンド貯留層の岩相推定－地震探査データ解析および3次元貯留岩
相推定モデルの構築

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム／技術部 探査技術課
担 当 者 石鍋祥平、加藤文人、中山貴隆
共同研究先 石油資源開発株式会社（JAPEX）
研究委託先 株式会社地球科学総合研究所（JGI）、一般財団法人深田地質研究所（FGI）

基本情報（目的等）
本共同研究は石油資源開発株式会社（JAPEX）が現

地法人Japan Canada Oil Sands Ltd.（JACOS）を通じ
て開発に取り組むハンギングストン鉱区において、坑井
データおよび三次元地震探鉱データに関するAI技術の
直接的貢献に係る知見を得ることを目的として取り組む
ものである。共同研究の対象データは
①検層データ、②コア写真データ、③地震探査データ
の3つに大別され、本稿ではこのうち③「地震探査デー
タ解析および3次元貯留岩相推定モデルの構築」につい
て報告する。

本研究では地震探査データを用いて貯留岩相の分布お
よび確率を三次元的に推定することを目指す。前回研究[1]

ではAVOインバージョン結果等を入力値とした新たな
岩相推定ワークフローが確立された。本研究では、正解
率のさらなる向上を目指し、まず地震探査データの解析
からデータ品質の地域性を反映したアトリビュート（属

性値）を作成してAVOインバージョン解析の精度向上
を図る。そして、地質学的情報等の適切な入力値選択を
行うことによって岩相推定ワークフローの改良を実現し
た。

研究内容および成果
1．地震探査データの解析

前回研究で得られたAVOインバージョン解析の結果
を検討したところ、インバージョン精度が合成地震記録
と地震探査データの相関と対応していることが明らかと
なった（図1）。本研究で用いるAVOインバージョンに
おいては、地震探査データの品質をアトリビュートとし
て入力することでその精度の向上が期待されている。こ
れらを踏まえ、本研究では地震探査データとインバー
ジョン精度の関係性について精査を行ったのち、イン
バージョン解析の改善に資する情報（データ品質アトリ
ビュート）の抽出を試みた。精査の結果、本鉱区のター

2 
 

ータの相関、および前回研究のインバージョン解析結果（密度）と検層データの相関を

それぞれ内外挿した結果と、平均周波数から作成したインバージョン解析のための事前

情報を図 2に示す。それぞれの結果からエリア北側では各データの相関が高く、また平

均周波数が高い傾向となっており、エリア南側では、相関および、平均周波数が低い傾

向が示された。 

 

 
図 1 相関値のクロスプロット 

縦軸：インバージョン検層ログの相関値 

横軸：地震探査データと合成地震記録の相関値 

 

 

 

図 2  

左図：地震探査データ、合成地震記録の相関値 

中図：インバージョン結果と検層ログの相関値 

右図：作成したインバージョンの事前情報 

 

 

図1　相関値のクロスプロット 
縦軸：インバージョン検層ログの相関値 
横軸：地震探査データと合成地震記録の相関値
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ゲット区間における地震探査データの平均周波数分布が
インバージョン精度とよく対応していることが分かっ
た。そこで、ターゲット区間の平均周波数を加工してこ
れをデータ品質アトリビュートとした。合成地震記録と
地震探査データの相関、前回研究のインバージョン解析
結果（密度）と検層データの相関、データ品質アトリ
ビュートをそれぞれ図2に示す。それぞれの結果から、
エリア北側ほど各データの相関が高く、また平均周波数
が高いといったデータ品質の地域的傾向が示された。

2．震探AVOインバージョン解析
地震探査データの解析（図2）から、調査エリアの南

側は北側に比べて、ターゲット区間における地震探査
データの周波数が相対的に低く、かつそのエリアは前回
研究で実施したインバージョン解析の結果（密度）と検
層データとの相関が低いエリアと概ね整合的であること
が分かった。したがってデータ品質アトリビュートを事
前情報として与えて、インバージョン解析の改善を図っ
た。具体的には、Bayesian linearized AVO inversionコー
ドの中の観測データの共分散行列を修正して、データ品
質の悪いところ（南側）は地震探査データからの貢献を
低く抑えて、逆にデータ品質の良いところ（北側）は地
震探査データからの貢献を高めることとした。更に、ス
タディエリア内において、2019／2020年冬季に37本の新
規坑井が掘削されているため、新規坑井のデータも加え
て事前情報であるモデルパラメータの共分散行列とバッ
クグランドモデルを修正した。再実施したインバージョ
ン解析の結果は入力値の一つとして用いた。

3．岩相推定ワークフローによる貯留層確率評価
坑井位置で定義された岩相ラベルを3次元に展開し、

フィールド規模の岩相モデルを構築する手法として、検
層データと地震探査アトリビュートの相関を用いてこれ

を推定するMulti-Attribute Analysis （MAA）が知られ
る。本鉱区の開発においては、従来より市販ソフトウェ
アによるMAAが用いられてきた。前回研究ではMAA
に代わる独自のワークフローを構築し70％程度の正解率
を得たが、その結果が地質モデルと一部で齟齬があるこ
とが課題として挙げられていた。そこで本研究ではこれ
ら課題を認識した上で、ワークフローのさらなる改良に
取り組んだ。

まず、新規掘削坑井を用いたモデルの汎化性能の検証
を実施し、既存MAAと同等かそれ以上の性能があるこ
とを確認した。続いて、ワークフロー周辺の検討を実施
した。ワークフローに関して本研究で注目したのは以下
の2点である。まず1つ目は特徴量の選択である。機械学
習においては、モデルの入力値となる特徴量が目的の情
報を推定するのに有効なものとなるように抽出・選択す
る必要がある。本研究では既存の3D地震探査データか
ら得られた各種特徴量、ラベルの3次元位置情報ならび
に地層の傾斜情報から得られた特徴量を新たに追加し
て、別稿[2]「AI技術を用いたオイルサンド貯留層の岩
相推定－コア写真データ解析および岩相識別モデルの構
築」で用いられた2クラスの岩相ラベルを教師データと
する分類学習を実施した。各特徴量に対し、物理的背景
を考慮した岩相分類タスク（弱学習タスク）を実行した
後、それらの結果を特徴量とするアンサンブル学習を
Bayesian Additive Regression Tree （BART）を用いて
実施した。2つ目は解析の適用領域である。本研究では
深度変換による正解率低下を低減させるために、これま
で時間領域にて行っていたアンサンブル学習を深度領域
で実施した（図3）。

新たな特徴量として追加された岩相ラベルの空間・幾
何学的分布と3D地震探査データの震幅情報からそれぞ
れ推定された貯留層分布（図4）、さらにクラスタリン
グの結果による地質の地域性把握は、これまでの機械学
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習に欠けていた地質学的な情報を多く取り入れたものと
なった。ワークフローの検討については、深度領域にお
いてアンサンブル学習を用いたことにより、評価用坑井
位置で従来型より5％程度高い正解率（81％）が得られ
た。また、新たに検討結果を追加した地震探査インバー
ジョン結果を用いたところ、初期モデルの影響が緩和さ
れ、岩相の広域空間分布がより明瞭に反映された（図5）。

まとめ（今後の検討課題等含む）
地震探査データとAVOインバージョン結果を精査し

た結果、AVOインバージョンの精度向上に資するデー

タ品質アトリビュートを抽出することができた。さらに
これを用いることで、前回研究に比べてより精度の高い
AVOインバージョン解析を実施することができた。

特徴量ごとの弱学習結果を入力として用いるアンサン
ブル学習を実施することにより、物理的背景の異なる特
徴量間で独立性が保たれること、分類結果に対する各特
徴量の寄与度合いが明確化することとなり、従来の
MAAよりも利便性の高いワークフローとなった。

他方、アンサンブル学習への入力値として追加された
新たな特徴量は、単なる特徴量としての意義だけでな
く、個々に評価、解釈可能なものであることがわかっ

4 
 

習を用いたワークフローにより、評価用坑井位置で従来型より 5%程度高い正解率（81%）

が得られた。また、新たに検討結果を追加した地震探査インバージョン結果を用いたとこ

ろ、初期モデルの影響が緩和され、岩相の広域空間分布がより明瞭に反映された（図 5）。 

 

図 3：アンサンブル学習を用いた岩相推定のワークフロー 

特徴量ごとに分類タスクを実行し、結果を弱教師と見立ててアンサンブル学習を行う。 
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（c）貯留岩相クラスに対するGradCamの結果 黄色枠線内にGradcamが適用された領域。 
チャネル構造（赤矢印）が3D CNNの推定に用いられている。
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た。今後、貯留岩の岩相推定ワークフローへの適用だけ
でなく、地質構造・堆積相解釈など多方面での適用が期
待される。

謝辞
本共同研究は石油資源開発（株）との共同研究により実

施されたものであり、本稿の執筆にはJAPEX社・河村
知徳氏、JGI社・越智公昭氏に多大なご協力をいただい
た。Japan Canada Oil Sands Ltd.には本稿掲載の許可
をいただいた。ここに記して謝意を表する。

引用・参考文献
[1]　石鍋祥平、加藤文人、Levi Knapp、内田真之介、

2020：AI技術を用いたオイルサンド貯留層の岩相
推定：令和元年度石油天然ガス開発技術本部年報、
24-30、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源
機構石油天然ガス開発技術本部

[2]　石鍋祥平、2021：AI技術を用いたオイルサンド貯
留層の岩相推定 – コア写真データ解析および岩相
識別モデルの構築：令和２年度石油天然ガス開発技
術本部年報、48-49、独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構石油天然ガス開発技術本部

5 
 

チャネル構造(赤矢印)が 3D CNN の推定に用いられている。 

 

 

図 5：機械学習による岩相推定の例（貯留岩相の確率分布） 

MAAを用いた従来手法の結果（上段）およびアンサンブル学習の結果（下段）。 

 

まとめ（今後の検討課題等含む） 

地震探査インバージョンの入力となる地震探査データの解析、および、新規データの追加

などによるインバージョン解析結果の精度向上を図り、MAAの入力データを作成した。 

特徴量ごとの弱学習結果を入力として用いるアンサンブル学習を実施することにより、

物理的背景の異なる特徴量間で独立性が保たれること、分類結果に対する各特徴量の寄与
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他方、アンサンブル学習への入力用データとして複数追加された新たな特徴量は、単なる特

徴量としての意義だけでなく、個々に評価、解釈可能なものであることがわかった。今後、

貯留岩岩相推定のワークフローの適用だけでなく、地質構造・堆積層解釈など多方面での適
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⑤　AIを用いたカッティングス自動解析

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム
担 当 者 南條貴志、石丸卓哉
共同研究先 JX石油開発株式会社

基本情報（目的等）
カッティングスとは地下を掘削した際にでてくる掘り

屑である。この掘り屑を地質技術者が観察することで地
層の様子を推定することが可能となる。このカッティン
グスの観察及び記載は、石油開発のほぼすべての坑井で
リアルタイムで行われ、地質技術者のルーチンワークと
なっている。しかしながら、地質技術者ごとに細かな点
において差異があり完全には統一されていないこと、ま
た時間のかかる作業であることから、石油開発会社には
AI技術を適用させることができないかという要望があ
る。そこで本研究では、JX石油開発株式会社と共同で
カッティングスの自動解析（分類）を目的としたAIの
作成に取り組んだ。

研究内容および成果
AIを用いてカッティングス中に含まれる粒子及び岩

石片を7つのクラス（Sand, Silt, Mud, Quartz, Particle 
black, Tuff, Unknown）に分類した。図1にクラス及び
教師データの例を示す。AIが分類した粒子及び岩石片
をベースとして、岩相、色調、粒度、淘汰度、球形度、
並びに円磨度について画像解析のプログラムで判定を
行った。この判定には深層学習の一種であるセマン
ティックセグメンテーションと呼ばれる手法を採用した。

AIが分類した粒子及び岩石片の判定精度については、
改善の余地は残るものの、全体の傾向は掴めている結果
となった。図2に結果の例を示す。図2の例では、Sand
のAI評価結果は画像数が多くなるにつれて実際の結果

に一致したが、MudやSiltはそれほど整合しなかったこ
とがわかる。この理由としては、MudとSiltの分類は技
術者が行っても難しいため、現時点でのAIでは判別が
難しかったことが考えられる。しかしながら、AIが解
釈した画像においては、ある程度の解釈ができており、
現在の精度でもガイドとしての使用に耐えうると考えら
れ、PoC（Proof of Concept：概念実証）段階としては
良好な結果が得られたと判断している。一方で、AIが
分類した粒子及び岩石片の精度が上がらなかった理由
は、教師データの品質にあると考えている。本研究では
5人の地質技術者が共同で教師データを作成したことで、
教師データの品質にバラつきがあった可能性がある。セ
マンティックセグメンテーションは、深層学習の中でも
特に教師データの作成に時間がかかることから、教師
データの数を確保するためには、教師データの作成に多
くの人的リソースを投入する必要がある。このため、今
後AIの精度を高めていくためには、GAN（Generative 
Adversarial Network：敵対的生成ネットワーク）を
使って教師データを生成する等の工夫を行う必要があ
る。

まとめ（今後の検討課題等含む）
現場に適用するためにはまだまだ改良する点がある

が、まずガイドとして利用する基盤は構築されたと考え
ている。引き続き、自動でカッティングスの観察及び記
載が行うことのできるAIを作成するために、今後も研
究を続けていく予定である。

図1 ラベリングソフトウェアを用いた教師データの作成図1　ラベリングソフトウェアを用いた教師データの作成
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図2 Well logの評価結果とAIの評価結果の比較図2　地質技術者の評価結果とAIの評価結果の比較
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⑥　AIを用いた自動断層尤度解析

実 施 期 間 令和元年度～令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム
担 当 者 橘田和泰、石鍋祥平、小西祐作
共同研究先 Halliburton Overseas Limited, under the name of Landmark、株式会社INPEX

基本情報（目的等）
石油・天然ガスの探鉱・開発において、試探掘井や開

発井掘削の際に、断層に遭遇すると、逸泥や坑壁崩壊に
伴う掘削編成のパックオフ（抗壁より崩壊した岩石によ
り掘削編成が埋積され掘進できなくなること）等の掘削
障害が発生する場合がある。このため、事前に断層の位
置を精度よく把握し、断層を可能な限り避けた上で、最
適な掘削計画を立案する必要がある。

更に、断層は油やガスの地層中の移動の障害にもなり
得ることから、油ガス層の開発計画を策定する際にも、
断層位置やその規模の把握は重要である。

断層の把握のために現在最も多く利用されるのは、反
射法地震探査により得られる最終重合断面図から断層を
抽出する手法である。この手法は、地質・物理探査技術
者（解釈者）が「手動」解釈するものであり、一般的に
多くの時間を要する。特に、立体的に複雑な形状を呈し
ている断層の解釈では、二次元の断面図から三次元的な
形状を推定することもあり、さらに多くの時間を要す
る。また、断層解釈の結果は、解釈者の熟練度や主観的
な判断に大きく拘束され、解釈者が異なれば、それぞれ
に異なる断層解釈結果が得られる傾向が強い。解釈の違
いがこの様に大きければ、精度の高い解釈結果とは言え
ない。

そこで機械学習（ML）を用いた、高速な「自動」解
釈手法を取り入れることができれば、地質・物理探査技
術者の大幅な作業時間の短縮につながる。更に、「手動」
では限度のある三次元的な断層解釈をMLにより行うこ

とで、解釈の高精度化も期待され、その結果、開発計画
の最適化が、実現され、本邦石油開発企業の収益性向上

（コスト削減・生産量増大）に繋がると期待される。（図
1）

本概念実証（PoC）では、MLにより三次元地震探査
データ上のある位置に断層が存在する確からしさ（尤
度）を自動的に解析する自動断層尤度解析を実プロジェ
クトの三次元地震探査データに適用した上で、更に最適
と思われる手法・パラメータを摘出・検証し、従来の

「手動」断層解釈よりも精度を高めたワークフローを実
現することを目的としている。

研究内容および成果
まず、三次元地震探査データにノイズ除去処理を適用

したのち、各種サイズミックアトリビュートを計算し、そ
れを用いて断層尤度アトリビュートの計算を適用した[1] [2]。
なお、ここで言うアトリビュートとは、最終重合キュー
ブのデータに数学的処理を適用した地質解釈者の解釈作
業を補助・促進する情報のことである。

次に、断層尤度アトリビュートに対して、「平均」「標
準偏差」「最大値」「最小値」などを計算するという統計
学的計算手法を適用し、断層位置や、断層面の大きさや
その断層の変位を定性的に推測できた。

最後に、ML及び統計学的な計算を実施し、上記で三
次元地震探査データ上に解釈された断層に対して、同
データ上のある位置での断層の存在の尤度を定量的に求
め、断層とその周辺において断層の存在の不確実性を表

機機械械学学習習をを用用いいたた自自動動断断層層解解釈釈

震震探探デデーータタ

ここここでで、、ずずれれてて
いいるる。。

震震探探デデーータタ解解釈釈
ソソフフトト上上でで、、
「「断断層層」」とと記記録録

• 手手動動でで、、時時間間ももココスス
トトももかかかかるる。。

• 震震探探デデーータタ解解釈釈者者のの
熟熟練練度度やや主主観観的的なな判判
断断にに拘拘束束さされれるる。。

震震探探デデーータタ

震震探探デデーータタ解解釈釈者者のの熟熟練練度度やや主主観観的的なな判判断断

機機械械学学習習でで自自動動的的にに判判断断

• 自自動動でで、、時時間間ももココスス
トトもも削削減減。。

• 客客観観的的なな判判断断にによよるる
解解釈釈結結果果。。

従従来来のの断断層層解解釈釈

震震探探デデーータタ解解釈釈
ソソフフトト上上でで、、
「「断断層層」」とと記記録録

ここここでで、、ずずれれてて
いいるる。。

図1　手動解釈と自動解釈
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現することが可能となった。

まとめ（今後の検討課題等含む）
三次元地震探査データの最終重合キューブから、各種

サイズミックアトリビュートを計算し、さらに断層尤度
アトリビュートを求めた。断層尤度アトリビュートへ統
計学的手法を適用し、断層の有無に関する定性的な評価
を実施した。定性的な結果にMLを用いて定量的評価を
実施することで、断層の存在尤度を自動的に計算した。

本PoCは、R&D的要素が非常に大きいプロジェクト
であり、今回の最大の成果は、このワークフローならば
ここまで定量的な断層の自動解釈ができる事例が示され
たことであるが、今後は、様々な鉱区で利用できるワー
クフローに拡張する必要がある。

謝辞
本PoCはHalliburton Overseas Limited, under the 

name of Landmark、株式会社INPEXと共同で実施し

たものであり、成果の公表許可を頂いたことを感謝す
る。

関連発表、関連リンク等
The Society of Exploration Geophysicists 91st 

Annual International Meeting（2021年9月）

引用・参考文献
[1]　Hale, D., “Methods to compute fault images, extract 

fault surfaces, and estimate fault throws from 3D 
seismic images”, SEG GEOPHYSICS, VOL. 78, NO. 2 

（MARCH-APRIL 2013）; P. O33-O43.
[2]　Harris et al., “Subseismic Fault Identification Using 

the Fault Likelihood Attribute: Application to Geo-
steering in the DJ Basin”, Unconventional Resources 
Technology Conference （URTeC） DOI 10.15530/
urtec-2019-602, 2019.
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⑦　掘削を対象としたデジタル技術適用による安全性向上に関する調査

実 施 期 間 平成30年度～
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム
担 当 者 安部俊吾、三好啓介
研究委託先 国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）
共同研究先 国立大学法人東京大学、石油資源開発株式会社（JAPEX）、株式会社INPEX（INPEX）

基本情報（目的等）
掘削中の坑内環境等を把握するには、個々のセンサ

データを組み合わせた統合的な解釈が必要である。更に
は異常を示す特徴が多種多様であり、計測データから異
常予兆を早期に捉えることが困難な場合がある。本研究
では、掘削トラブルの中から特に操業への影響が大きい

「抑留」を対象に、デジタル技術を用いて、掘削データ
に潜在している特徴を抽出し、異常予兆を検知すること
を目的とする。

平 成30年 度 よ り、JAMSTECへ の 業 務 委 託 の 下、
JAMSTECのほか協力機関であるJAPEXおよびINPEX
より提供された掘削データを用い、JAMSTECおよび
東京大学にて抑留予兆検知アルゴリズムを構築してき
た。なお、委託機関、協力機関等とのデータのやり取り
にあたっては、データ合意書およびデータマネジメント
プランを締結している。

研究内容および成果
1．アルゴリズムの開発

令和元年度までに、JAMSTECおよび協力機関より
提供された掘削作業中に取得されるデータ及び掘削作業
日報を基に、抑留に関する情報の含有が見込まれる20種
類のパラメータを選定し、それらにタグ名の定義および
単位の共通化などの処理を行ったうえで、複数の機械学

習手法および深層学習手法を適用し比較評価を実施し
た。

令和2年度は、特に有望と評価した、①混合確率モデル、
②LSTM-AE（Long short term memory- Auto Encoder）、
③3D-CNN（Con volutional Neural Network）の3つのア
ルゴリズムに関し、さらなる改良や精度の定量評価、抑
留パターンにおける検知精度の比較等の作業を進めた。

2．抑留予兆検知システムユーザーインターフェイスの
開発およびデモンストレーションの実施

異常予兆検知システムの実用化を目指し、アルゴリズ
ムの開発と併せ、ユーザーインターフェイスの開発を進
めた（図1）。図1は、上述②のLSTM-AEを用いて構築
したモデルに対し計算された損失関数に基づき、ある閾
値を超えると抑留予兆を検知し、左上の印が赤色になる
ような設定としたものである。この閾値についても、画
面上で自由に設定できるようになっており、誤検知や検
知漏れの頻度を考慮の上、ユーザーが操作することが可
能である。

また、試作版のシステムを実際の掘削船に搭載し、各
種掘削機器の稼働状況等のデータが伝送され、リアルタ
イムで抑留予兆検知を行う一連のプロセスについて、デ
モンストレーションを実施した。特段の問題は確認され
ず、引き続きユーザーインターフェイスを含めた改良を

←正常時：緑
異常検知時：赤

予め設定した閾値を超えると
異常検知と判断

↓

図1 抑留予兆検知システムユーザーインターフェイス(試作版)図1　抑留予兆検知システムユーザーインターフェイス（試作版）
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進めていく。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究にて開発を進めている抑留予兆検知システムの

実用化に向け、今後アルゴリズムの絞り込みや識別結果
の操業上での評価等、さらなる検討が必要となる。令和
3年度以降、複数のアルゴリズムを用いたシステムの開
発についても着手する予定である。
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⑧　データ分析技術を活用した貯留層評価手法の検討

実 施 期 間 令和2年度～
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム
担 当 者 森下諒一、渡辺 潤、小西祐作
共同研究先 石油資源開発株式会社

基本情報（目的等）
一般的に、油ガス田における生産計画の最適化にあ

たっては、貯留層モデルを用いた数値シミュレーション
が実施される。しかし、貯留層モデルの作成に必要な地
震探査データが存在しない、あるいは精度が低い場合、
そのような評価は難しいため、検層や生産履歴といった
限定されたデータを用いて、生産計画を最適化する必要
がある。そのため本取組みでは、データが限定された条
件下での貯留層評価に資するデータ分析技術に関する最
新技術を調査し、実油田データへの適用可能性を検討し
た。

内容と成果
まず、対象油田の選定と、利用可能なデータを基にし

た課題設定を行った。対象油田として、坑井数や生産期
間の面でデータ分析に親和性が高いと思われる操業中の
ものを選定した。その際、利用可能な主なデータは、各
坑井における検層、流体の生産／圧入履歴、坑口圧力、
水量率（Water Cut）であり、デジタル化されている50
年弱の期間を対象とした。これらを基に、データ分析が
解決しうる操業課題の候補として、岩相分布の推定や生
産量予測、坑井間の導通性評価などを挙げた。

次に、学会への参加や大学へのヒアリングを通して、
上記課題解決に資する最新技術の情報収集を行った。学
会は、オンラインで開催された二つの学術講演会（Society 
of Petroleum Engineers Annual Technical Conference and 
Exhibition: SPE ATCEおよびInternational Conference 
on Machine Learning: ICML）を対象とした。例えば、
ICMLで発表されたNatural Gradient Boosting （NGBoost）
と呼ばれる勾配ブースティングの派生手法は、地下評価
における時系列解析での不確実性評価に用いることがで
きると考えた[1]。一方、大学としては、貯留層評価に対
するデータサイエンスで先駆的な研究をしている、ヘリ
オットワット大学（HWU）およびテキサス大学オース
ティン校（UT Austin）に面談を申し込み、以下の情報
を得た。HWUでは、自然電位検層の形状を分類し、岩
相分布の推定に活用する研究結果[2]が、対象油田に適用
できると考えた。またUT Austinでは、“Digital Reservoir 
Characterization Technology: DiReCT”というコンソー
シアム[3]が行っている、貯留層のモデリングから地下の
不均質性や不確実性評価の精度向上に至る、データサイ
エンスを基にした幅広い研究の概要を聴取した。

最後に、情報収集の結果を整理し、データ量や技術的
難易度、想定される効果などを勘案し、対象油田のデー
タに適用すべき技術の優先度を決定した。その結果、
UT Austinの開発している坑井間の導通性評価を第一候
補とした。この技術は、圧入井と生産井の流体レートの
相関を、時系列データの類似度を測るDynamic Time 
Warping（DTW）という手法を使って分析するもので
ある。実際に、一般的なDTWのアルゴリズムを試験的
に一部の実油田データに適用したところ、少ない計算量
で導通性評価が可能であることも確認した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
今年度は、貯留層モデルの作成が難しい油田に対して

貯留層評価に関する課題を設定し、それらを解決しうる
データ分析技術の情報収集を行った。次年度は、坑井間
の導通性評価技術を対象鉱区全体で実施し、また、不確
実性を加味した生産予測に取り組む。

謝辞
本共同研究にあたってご協力いただいた、石油資源開

発およびアドバイザーの東京大学大学院・合田准教授に
感謝申し上げる。
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⑨　原油採取設備へのリアルハプティクス技術の適用による異常検知

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム
担 当 者 河野裕人、三好啓介、小西祐作、加藤隆明
共同研究先 株式会社INPEX、千代田化工建設株式会社、慶應義塾大学

基本情報（目的等）
油層の圧力減少による生産能力減退を補う手法とし

て、サッカーロッドポンプ（SRP）（図1）による採油が
行われている。このSRPにおいては、ロードセル（荷
重センサ）をロッドに設置しその荷重変化を計測するこ
とで、地下に設置されたポンプの稼働状況を推定してい
る。しかしながら、常時測定が行われていない操業現場
には、トラブル等の事象を事前に検知し、それに基づく
操業の変更や生産量の最適化は実施されていないという
課題がある。

一方、近年、「力」の微妙な変化を測定・伝達するこ
とができるリアルハプティクス技術（以下、RH技術）
の応用研究・実用化が大きく進展している。上記課題に
対しても、SRPを駆動するモータ電流等に対してRH技
術を適用することでロードセルの代替としての機能を付
与することができる。また、その他の操業データ（SRP
稼働データ、生産量、坑底圧力等）とこのロードセル代
替機能との相関関係把握による生産状態の変化や異常状
態の検知が常時可能となることが期待される。

本研究では、このRH技術を操業現場のデータ処理に
適用することにより、トラブルの事前回避（検知・対
処）や生産量の最適化に寄与させることを目的とする。

研究内容および成果
1．RH技術の適用可能性検討

ここでのRH技術は、電動機の電機的特性に基づいて、
電動機に加わる外乱力を推定することで、対象物の機械

的特性を数値化する技術である[1]。本技術を用いること
で、ロードセル等の測定機器を用いることなく、「力」
センサレスでの「力」情報の測定が可能となることか
ら、故障耐性やコスト面で優れており、坑井の常時監視
等において、従来技術に対して安定的なデータ取得が期
待される。

本研究では、RH技術をSRPで使用されている電動機
に実装し、地中内の坑井の状態がロードセルを用いるこ
となく数値化可能であることを確認する。また、RH技
術を用いてSRP先端の力を推定し、ロードセルにより
得られた測定試験データと比較することで、RH技術の
適用可能性を検証する。

2．実証試験
（株）INPEXの秋田鉱場に設置されているSRPを対象

に、RH技術の実証試験を実施した。本実験では、RH 
の測定結果とロードセルの応答との比較を行い、特に生
産流体にガスが含まれる場合は地下ポンプの稼働に支障
を来すことから、本事象時の応答の変化についての検証
をおこなった。

図2に、RHとロードセルによる測定結果の比較を示
す。応答のダイナミックレンジは異なるが、力応答の挙
動が類似していることが確認でき、RHの測定挙動は
ロードセルの測定挙動に追従した良好な結果を得た。ま
た、ロードセルと同様に、SRP下降開始後の力応答に着
目することで、ポンプ内に混入したガスを検出できる可
能性が明らかとなった。具体的には、SRP下降開始後に
力応答が速やかに低下をしていればガスがポンプ内に混
入していない通常の負荷状態であり、SRP下降開始後に
力応答が維持され低下しないようであればガスが含まれ

図2　ロードセルの応答とRHの応答との比較

図1　サッカーロッドポンプ（提供：株式会社INPEX）
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ている状態であると分かる。上記分析結果より、RHシ
ステムはロードセルの代替として一定の有用性があるこ
とが示唆された。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究では、SRPの運転状態を推定するためにRH技

術の適用を検討し、実証試験を通じて既往のロードセル
で測定しているデータと同等のデータが取得できること
を確認した。

本研究は地上で得られるデータから地下の状況を推定
することを試みるものであるため、将来的には坑井掘削
におけるドローワークスの稼働状況にRHを適用するこ

とにより、地下での掘削状況の把握に寄与する可能性も
示唆される。

謝辞
本稿作成に当たってご協力いただいた、共同研究先の

株式会社INPEX、千代田化工建設株式会社、慶應義塾
大学に感謝申し上げます。
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[1]　大西公平、「リアルハプティクスの拓く未来」、日本

AEM学会誌 Vol. 25, No.1（2017）
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⑩　機械学習とマイクロサイスミックを使用したシェールガス・オイルの生産予測開発（フェーズ1）

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム
担 当 者 黒澤 功
共同研究先 Massachusetts Institute of Technology

基本情報（目的等）
機構ではシェールガス・オイル開発の効率化に必要な

技術として、坑井デザイン・生産操業の最適化の研究を
実施している。その中でも特に、水圧破砕伸展メカニズ
ムの解明として、マイクロサイスミック（以下「MS」と
いう。）から推定される破砕エリア：Stimulated Reservoir 
Volume（SRV）と実際のSRVの関係解明を最重要項目
として取り組んでいる。

研究内容および成果
以下の3点が主な課題点として挙げられる。

（1）シェールガス・オイルの生産量評価において、現状
ではMSの解析を通じてSRVの範囲を計算してい
るが、従来の手作業による解析では、人的なバイア
ス・MSの検知数限界・長い解析時間など多くの問
題を抱えている。MSの発生を人間が認識し解析で
きるのは実際に発生しているMSの約1％にとどま
り、残る99％はノイズに埋もれて判別がつかない極
めて小さい規模のMSである。このことから、SRV
を詳細に把握できず、生産量の評価を見誤っている
ケースが多い。つまり、残る99％のデータにも価値
のあるデータが含まれているが、現在の手法では解
析できず活用できていない。

（2）SRVを詳細に把握する為には、従来のMSの観測
デ ー タ だ け で な く、DAS（Distributed Acoustic 
Sensing）、DTS（Distributed Temperature 
Sensing）、Chemical Tracerなど各種モニタリング
手法からのデータを用いてより信頼性を高めていく
ことが望ましい。これらの各種データを用い、統合

的にSRVの解釈が行なわれているが、依然改良の
余地も多く、かつ、機械学習を使用したアプローチ
は未だ発展途上である。

（3）現状ではリアルタイムでの計画変更に資する情報提
供・分析はできていない。

これらの問題を解決すべく、Massachusetts Institute 
of Technology（MIT）と共同で本研究を実施した。

新手法としてNakata and Beronza （2016）が開発し
たGmRTMをベースとして水圧破砕における3つセン
サーの配置（Surface array, Vertical array, Horizontal 
array）を想定して合成したMSデータより、MSの発生
分布等の推定、すなわち破砕エリアのイメージングを実
施した。オリジナルのGmRTMは地震観測網をベース
に作成されており、シェールガス・オイルの現場で用い
られるセンサー配置や数とは異なり、それらに対応する
ために改良版GmRTMを作成した。具体的には、使用
するセンサーの組み合わせを変更することで対応可能に
した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
公開されているオープンなデータを使用して新手法に

てS/N比に良いデータや2時間のambient noiseデータ
を使用してイメージングを実施した。現状では計算時間
の関係で2Dの結果のみであるために、今後は3Dの計算
とより多くのデータに対してイメージングする予定であ
る。また、Ambient noiseデータはセンサーの配置に
よってartifactが出るためにartifactを軽減する必要があ
る。
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⑪　デジタル技術を用いた実験・分析業務の効率化

実 施 期 間 平成30年度～令和2年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル技術チーム
担 当 者 森下諒一、三野泰之、小西祐作
共同研究先 株式会社日立製作所

基本情報（目的等）
技術センター（TRC）のラボでは、実験・分析を通

して、様々なプロジェクトに関するデータ取得を行って
いる。一方、これまで培ってきた実験・分析ノウハウの
継承や、データ加工や保存の効率的な運用が課題となっ
ている。そのため、平成30年度に実施した「デジタル技
術を用いた実験・分析業務効率化」のコンサルテーション
結果を踏まえて、ラボの業務効率化を目的とした深層学
習を用いたツール開発による概念実証（Proof of Concept: 
POC）およびデータ管理方法の検討を行った。

内容と成果
1．機械学習を用いた弾性波到達時刻抽出ツールの開発

平成30年度のコンサルテーションでは、作業内容や
データ量、技術的な難易度などを考慮して、複数の実
験・分析業務の中から、機械学習モデルを適用可能なも
のとして、データの品質が担当者の技量によって左右さ
れうる、いわゆる属人化しやすい業務を選定した。

選定されたひとつが、弾性波速度測定である。これ
は、岩石コアに設置された起振点から受振点に振動が伝
わる時間を測定することで、岩石中を弾性波が伝わる速
度を求める実験である。このとき、受振点で取得した波
形の立ち上がりの時刻を弾性波到達時刻として抽出する
作業（図1）が必要となるが、膨大なデータ数に対して
目視で行うため、多くの作業時間を要していた。これま
でも、この読み取り作業を自動化する試みは行われてい
たが、精度を高めるのは困難であった。その理由として
は、短周期ノイズ除去による適切なスムージングや、S
波の信号に含まれるP波ノイズの見分けなど、複雑な判
断を同時に行う必要があったためである。そこで、本
POCでは、画像内の全画素にラベルやカテゴリを関連
付けて画像から物体を分離・識別する「セマンティック
セグメンテーション」を用いて、波形の到達前後を領域
として切り分けるコンセプトを適用した。ネットワーク
には「U-net」を用い、残差を学習する「ResNet」や、
領域境界の学習を厚くする「Attention機構」を組み込
み、1次元データ向けモデルにカスタマイズした（図2）。
手法の妥当性検証には、P波とS波合わせて777の手作
業で解析した教師データを準備した。これらのうち667
を学習用、52をバリデーション用、58を評価用として、
評価用データの平均絶対誤差（Mean Absolute Error: 
MAE）を求めた。その結果、最終的なモデルにおいて

0.039 µsecという精度を達成し、目視で要求される精度
である0.1 µsecを大きく上回ることができた。

この深層学習モデルを使うことにより、ラボでの目視
作業の大半を自動化できると考えている。そして、作業
の時間短縮が図られるだけでなく、これまで目視で読み

弾性波
到達時刻

図1　弾性波形（P波）の例[1]

図2　弾性波到達時刻抽出法のネットワーク構造の概略[1]
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取り作業をしていた人的資源を、データの品質確認に振
り替えることができるため、データの質が向上すること
も期待される。このように、機械学習を用いた業務支援
ツールの開発は、機構が資源国や本邦民間企業と行うス
タディを早く正確に実施することにつながると考えてい
る。

2．ラボにおけるデータマネジメントシステムの検討
データ管理の最適化は、ラボ業務効率化の要である。

まず、弾性波到達時刻抽出ツールのような機械学習を
ベースとした業務支援ツール開発では、形式の揃った大
量の教師データが必要である。また、地下評価スタディ
の実施に際しても、エンジニアとラボ間のデータ共有を
円滑に進める必要があり、効率的なデータ管理は必須と
なる。そのため今年度は、最新のデータマネジメント
ツールに対するラボデータの適用性検討を行った。

今回検討したのは、ETL（Extract, Transform and 
Load）ツールである。これは「データパイプライン」
の役割を担い、実験・分析で取得した生データの加工と
保存を、ノンコーディングで機械的に行うことができる

（図3）。このツールを選択した理由は、操作が単純と見
込まれ、適切であると判断したためである。今回は、機
械学習モデルの教師データ作成を念頭に、コア流動試験
および弾性波速度測定のデータ加工と保存を行った。そ
の結果、専用のソフトウェアをETLツールによってつ
なぎ合わせることで、従来はデバイス間のデータ移動が
必要であった作業が、シームレスかつ自動的に行えるこ

とを確認した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本取り組みでは、技術センターのラボにおける業務効

率化POCを、最新のデジタル技術を用いて実施した。
今後、今回開発した弾性波到達時刻抽出ツールを実プロ
ジェクトでも支援ツールとして活用し、業務効率化効果
を定量的に測定する予定である。そして、本POCを足
掛かりに、他の実験・分析業務でも機械学習を使った同
様のPOCを行いたいと考える。その前提として、ラボ
とエンジニア双方が使いやすいデータマネジメントの在
り方を、データの守秘性も考慮しながら、引き続き検討
していく。

謝辞
深層学習モデルの開発とデータマネジメントシステム

の検討にご協力いただいた株式会社日立製作所および学
習用データをご提供いただいた九州大学大学院・辻教授
に感謝申し上げる。

参考文献
[1]　諏訪雄二、顧 志明、小幡拓也、中川慎二、森下諒

一、澤山和貴、辻 健。機械学習による弾性波初動
点の自動解析、第13回データ工学と情報マネージメ
ントに関するフォーラム（DEIM 2021）論文集、
E21-4. 2021.

図3　データマネジメントシステムにおけるデータパイプラインの位置づけ
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タイトオイル・ガス開発への技術支援の取り
組み

コロナ禍による燃料需要の低下によって、停滞してい
たタイト貯留層開発も、掘削や仕上げ作業の変化（図1）
にみられるように、徐々に回復傾向を示している。その
一方、一般的なシェールオイル開発の損益分岐点は原油
価格で約50米ドル／bblと言われている中、北米の
シェール開発会社にとって厳しい状況であることには変
わりなく、今後益々、事業の収益性の改善が求められる
と予想される。仕上げデザインの最適化や増進回収技術

（IOR/EOR）の重要性が増していると考えられることか
ら、北米シェールオイル・シェールガス開発プロジェク
トに参画する本邦企業の資産価値の向上を目指した技術
支援を継続するとともに、将来を見据え、未解明部分の
多いシェール開発の基礎研究に注力した。

2020年度の成果
（1）民間企業支援型の共同研究

2020年度は、米国での2件の共同研究プロジェクト及
び1件の国内タイト貯留層開発の共同研究を継続・実施
した（図2）。

①　米国Eagle FordシェールオイルのIOR/EORスタ
ディ

JOGMECは、坑井間隔最適化による減退抑制や仕上
げ手法・デザインの改善によるEUR（Estimated Ulti-
mate Recovery）の向上・開発コストの削減といった技
術支援をこれまで進めてきたが、水平坑井掘削技術や多
段階式の水圧破砕技術の成熟等によって、シェール開発
に必要なコストは比較的安定した状態になっている。本
件では、直接的に坑井あたりの回収率を向上させる技術
開発に着目し、INPEX Eagle Ford, LLCがオペレータ
を務める米国テキサス州Eagle Fordシェール開発鉱区
で、近年注目されているガス圧入による増進回収（EOR）
の実証試験を通して、坑井当たりの可採埋蔵量の増加を
目指している。2年目にあたる本年度は、増進回収効果
に大きな影響を与える浸透率及び相対浸透率を評価する
ため、デジタルロック技術を適用した浸透率の推定を試
みた。また、マイクロサイスミックデータやバイオマー
カー分析と統合的に評価することで、水圧破砕の伸展範
囲を推定し、水圧破砕デザインの最適化を検討する試み
も実施した（Ⅱ-1-①参照）。

Ⅱ．タイトオイル／ガス開発

2 
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②　米国ヘインズビルシェール層の再仕上げデザインの
最適化

こ の 共 同 研 究 は、 東 京 ガ ス の 子 会 社TG Natural 
Resource LLCが操業している米国テキサス州東部から
ルイジアナ州に広がるヘインズビルシェール層のガス開
発事業への技術的支援として2019年度から実施してい
る。カナダで培ってきた知見と経験を活かして、各種
データの統合解析による仕上げデザインの最適化を目標
としていたが、上述の通り新型コロナ感染症に伴うエネ
ルギー需要の低下によって、新規開発が難しい状況と
なったことから、既存坑井を対象とする再仕上げ

（Refrac）による増産技術の研究にシフトする事とした。
本年度は、デジタル技術を活用した再仕上げ対象坑井の
選定プロセスの検討や、貯留層シミュレーションを用い
た再仕上げ効果の検証を実施した。
③　国内タイト貯留層開発に向けた技術支援

このほかに、国内では、秋田県女川層タイトオイル開
発を対象とした酸処理デザインの最適化に関する石油資
源開発株式会社（JAPEX）との共同研究を行い、次年
度以降に実証試験を検討している実坑井周辺の地質検討
及び坑井内流体の採取のための小規模な坑内作業と流動
試験を実施した（Ⅱ-1-②参照）。

（2）タイト貯留層開発の最適化に向けた基礎研究
シェール事業全般に停滞傾向が認められた一方、2020

年度は、未解明部分の多いシェール開発のための知見向
上を目指し、大学や各種研究機関との基礎研究を進め
た。

これまで、JOGMECでは、水圧破砕による亀裂伸展
メカニズムの解明を重要な技術課題と位置付け、縦

6.5cm×横6.5cm×高さ13.0cmの岩石試料を用いた実験
室規模での水圧破砕試験（京都大学への委託研究）と、
数m規模の露頭での水圧破砕実験を実施してきた。
2020年度は、室内実験に関しては、露頭試験の候補地と
して検討しているカナダ・モントニー層の頁岩サンプル
を用いて水圧破砕試験を実施し、基礎物性と水圧破砕挙
動の把握を試みた（Ⅱ-2-①参照）。露頭試験に関しては、
カルガリー大学と技術協議を継続し、露頭試験の対象候
補地を選定した。また、露頭試験で形成される数m規
模の亀裂を可視化する硬化性樹脂について、①候補とな
る樹脂の選定、②樹脂を圧入するためのパッカーの開発

（図3）、③亀裂の入ったコアの回収法の検討等を行った
（Ⅱ-2-③参照）。

また、実験室レベルから露頭試験レベルで得られた知
見を実フィールドに活用するために、2020年度から、
フェーズフィールド法と呼ばれる岩石破壊力学分野で用
いられている亀裂伸展シミュレーションに関する共同研
究を、ドイツ・ヘルムホルツ環境研究センター（UfZ）
と開始した（Ⅱ-2-②参照）。

早稲田大学、米国・テキサスA＆M大学やドイツ・
UfZなどと協働で実施している酸が伸展する際に生じる
ワームホール現象のモデル化に向けた共同研究では、コ

図2　非在来課の活動エリア

図3　露頭試験に利用予定のパッカー試作品
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ロナ禍で米国の大学がロックダウンする等で実験スケ
ジュールに影響は出たが、当初予定していたIndiana 
Limestone、Austin Chalk、Edwards Whiteといった炭
酸塩岩露頭サンプルを用いた酸処理実験は完了した。次
年度以降は、酸処理実験によって形成されたワームホー
ルのCT画像の解析を進めて、数値計算による実験結果
の検証を実施する予定である（Ⅱ-2-④参照）。

さらに、ガス圧入などのEORによる増油メカニズム
を把握するために必要となる微小孔隙構造のガス流動や

吸着現象、流体の相挙動を解明するために分子動力学を
用いたシミュレーション開発の共同研究を再開した（Ⅱ-2-
⑤参照）。

参考文献
[1] U.S. Energy Information Administration（EIA）, 

Drilling Productivity Report.
[2] International Energy Agency（IEA）, World 

Energy Investment 2020
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①　米国Eagle Fordタイト貯留層を対象としたEOR/IORパイロット試験に向けた取り組み

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 有馬雄太郎、関根孝太郎、竹内 傳、大槻 敏、黒澤 功、石渡友章、伊藤義治
共同研究先 INPEX Eagle Ford, LLC, INPEX

基本情報（目的等）
本共同研究の目的はEagle Fordシェール貯留層での

増進回収（EOR: Enhanced Oil Recovery, IOR: Improved 
Oil Recovery）のメカニズム解明を目指すものである。
初年度の令和元年度は、コアを用いたラボ分析等を実施
し、貯留層特性を評価した[1]。令和2年度は、基盤研究
を推進するとともに、増進回収技術の実証試験を想定し
てFront End Engineering Design（FEED）スタディを
実施した。本稿では主に基盤研究について報告する。基
盤研究では、デジタルロック技術のための三次元モデル
構築を目的に、追加のラボ分析を実施した。さらに、水
圧破砕デザインの最適化に向けて、マイクロサイスミッ
ク解析、バイオマーカー分析、DNA分析を統合的に評
価することで、水圧破砕による亀裂の広がりを推定する
事も試みた。また、水圧破砕後のフローバック流体の塩
分濃度が破砕流体の塩分濃度よりも高い原因を明らかに
するために、フローバック流体の塩分濃度に関する分析
も実施した。

研究内容および成果
1．マトリックス浸透率測定

令和元年度よりJOGMECは圧力減衰法を用いて、Eagle 
Fordのシェールサンプルの浸透率測定を試みている。
令和元年度の検討では、貯留層性状を評価するに足る見
かけ浸透率を評価することができたものの、絶対浸透率
の定量化には至らなかった。令和2年度では、令和元年
度に用いた実験手順を変更し、浸透率評価手法を改良す
ることで絶対浸透率測定を試みた。絶対浸透率は異なる
流動圧試験により得られる見かけ浸透率によるKlinken-
berg プロットによって求めた。一方、見かけ浸透率は
圧力減衰曲線に理論モデルをフィッティングすることに
よって求めた。本スタディではシェールの浸透率異方性
を考慮し、層理面方向に流れが卓越する一次元ガス流動
モデルと三次元等方性ガス流動モデルの2つを検討して
いる。浸透率の異方性を考慮する点において、対極的に
あるこれら2モデルを用いることで、シェールサンプル
の絶対浸透率がとり得る範囲を規定することができた

（図1）。

図1: Klinkenberg plot の結果例
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2．デジタルロック技術適用の検討
デジタルロック技術によるシェール岩石の絶対浸透率

および相対浸透率の推定に向け、先行して実施した浸透
率測定結果を受け、異なる流動特性を有することが明ら
かになった3つのサンプルのFIB-SEM画像（解像度：約
10nm/pixel）を取得した。さらに、このFIB-SEM画像
の輝度ヒストグラムから孔隙、有機物、マトリックスの
3つの領域に分類した予備的な三次元モデルを構築する
ことにより、デジタルロック技術適用に向けてのワーク
フローの検討、課題抽出を行った（図2）。

3．水圧破砕亀裂の高さの評価
水圧破砕高さおよび生産流体の起源層準を推定するた

めに、バイオマーカー分析、DNA分析、マイクロサイ
スミックモニタリング（令和元年度に実施）を実施し
た。3つの分析技術の共通点から、Lower Eagle Fordが
生産流体の起源層準と推定され、水圧破砕の高さに関し
ては、マイクロサイスミックとDNA分析からは同層準
を突き抜け、上位層準に伸展する傾向が確認された。

4．フローバック水の塩分濃度測定
水圧破砕後の生産水の塩分濃度は時間とともに上昇

し、破砕流体の塩分濃度よりもはるかに高くなる。Zeng

ほか（2020）[2]で、高塩分濃度生産水のひとつの理由と
して、流体とシェール岩石の相互作用が指摘されてお
り、その相互関係の影響を検証するために、岩石の吸水
過程実験を実施した。粉砕したコアサンプルを純水に浸
し、2日間隔で計30日間のpH値およびイオン濃度（Cl－、
Na＋、K＋など）の変化を測定した。結果として、pH値
はコアサンプル注入後すぐに変化、8.1で安定した。こ
の結果はZengほか（2020）と概ね一致する。各種イオ
ン濃度の変化についてはイオンによって異なっている。
一例として図3にCl-のイオン濃度変化を示す。これらの
イオン濃度変化は残留塩、鉱物の溶出に主に由来すると
示唆される。

まとめ（今後の検討課題等含む）
1．マトリックス浸透率測定

一次元モデルでの見かけ浸透率は、三次元モデルの見
かけ浸透率よりも高い値を示す。三次元モデルにより得
られる見かけの浸透率によりKlinkenberg浸透率を求め
た場合、サンプルによっては値が負になることがある
が、そのようなサンプルにおいても一次元モデルによる
評価では、正のKlinkenberg浸透率を与える。真の絶対
浸透率は、2つの理論モデルで得られた結果の間にある
ものと考えられる。得られた絶対浸透率は次フェーズの

図2: 三次元デジタルロックモデル

Pore

Organic Matter

Matrix

Pore Organic matter

図2　三次元デジタルロックモデル

図3: Cl-イオン濃度変化
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デジタルロックモデリングの入力値として用いる予定で
ある。

2．デジタルロック技術適用の検討
シェール岩石のデジタルロック構築においては、ナノ

スケールでの孔隙構造の把握と1003～10003µm3の範囲で
ある可能性が高い（Kelly et al., 2016）[3]と言われている
代表要素体積を如何に考慮するかが重要となる。これを
念頭に、次フェーズではより合理的なモデリングアプ
ローチを検討する計画である。

3．水圧破砕亀裂の高さ評価
水圧破砕亀裂の高さおよび生産流体の起源層準はバイ

オマーカー分析、DNA分析、マイクロサイスミックモ
ニタリングの3つの技術を統合解析することで推定され
た。一方でDNA分析は高度な技術であり、生産層準を
特定するための1つの手法であるが、DNA分析の結果の
一部は仕上げデザインと一致していないことが判明して
いる。今後、DNA分析に係るサンプリング時のコンタ
ミネーションやデータ解釈については更なる検討が必要
となる。

4．フローバック水の塩分濃度測定
今回の実験結果から得られたイオン濃度の値は、

Zengほか（2020）と概ね同じオーダーの結果が得られ
た。Zengほか（2020）および、この実験から得られた

イオン濃度から推定すると、流体とシェール岩石の相互
作用は水圧破砕後のフローバック流体の塩分濃度が高く
なる原因としては小さいことが示唆される。一方で、実
験条件（温度、流体と岩石の体積比率）はZengほか

（2020）では議論されていないため、本測定結果に関し
て検討が必要である。

謝辞
本稿への掲載について許可を頂きました株式会社

INPEXおよびINPEX Eagle Ford社に感謝いたします。

関連発表・関連リンク等
[1]　伊藤義治・関根孝太郎・Levi Knapp・黒澤 功・有

馬雄太郎、2020：米国イーグルフォード・タイト貯
留層を対象としたEOR/IOR技術の共同研究、令和
元年度 石油天然ガス開発技術本部 年報、39-40

[2]　Zeng, L., Reid, N., Lu, Y., Hossain, M.M., Saeedi, A. 
and Xie, Q. 2020. Effect of the Fluid－Shale Inter-
action on Salinity: Implications for High-Salinity 
Flowback Water during Hydraulic Fracturing in 
Shales. Energy Fuel 34, 3031-3040.

[3]　Kelly, S., El-Sobky, H., Torres-Verdín, C. and Bal-
hoff, M.T. 2016. Assessing the utility of FIB-SEM 
images for shale digital rock physics, Advances in 
Water Resources 95, 302-316.



― 72 ―

タイトオイル／ガス開発第3編　Ⅱ．タイトオイル／ガス開発　1．実操業プロジェクトの支援

②　女川層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-3

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 竹内 傳、加藤政史、石渡友章、田村浩平、伊藤義治
共同研究先 石油資源開発株式会社（JAPEX）

基本情報（目的等）
2012年に機構の操業現場支援事業として実施した女川

層タイトオイル層準への酸処理の結果、油生産量が10倍
以上に増加した。坑井試験解析および増油の仕方から、
炭酸塩鉱物が充填された天然亀裂（ベイン）を酸によっ
て溶解し、油の流路となる貯留層の孔隙を増加させたこ
とが増油の理由と考えられている。タイトオイル層準へ
の酸処理による増油メカニズムを定量的に明らかにする
ことは、国内タイトオイル開発の仕上げデザインを最適
化するうえで非常に重要であることから、酸処理シミュ
レータを用いて増油メカニズムを定量的に理解する事を
目的とし本共同研究を開始した。Phase-0（平成29年度）
ではコア観察とFMI（Formation micro-imager）解析
による天然亀裂の発達様式と成因に関する地質評価を実
施 し、Phase-1（ 平 成30年 度 ） で はDFN（Discrete 
Fracture Network）モデル＊構築に向けたフラクチャー
評価を実施、Phase-2では東鮎川AK-1坑井に関する地質
レビュー、シミュレータの検討、酸流動実験を実施した[1-3]。
本年度（Phase-3）は酸処理実証試験に向けて酸処理デ
ザインの基本計画を策定することを目的とし、実証試験
の候補として検討中の東鮎川AK-1について地質検討及
び坑井内流体の採取、2012年に酸処理を行った黒沢
AK-1を対象としたシミュレーション作業を行った。

＊DFNモデル：コア観察もしくはイメージ検層で観察
されたフラクチャーの出現頻度や方位を基に、地質モ
デル中に個々のフラクチャーをコンピューター上で発
生させたもの。フラクチャーに浸透率などの特性を与
えて油層シミュレーションの構成要素とする。

研究内容および成果
1．東鮎川AK-1坑井の地質モデル構築

（1）浸透性改善メカニズムの評価
キレート剤（GLDA溶液）による鉱物脈溶解を再現

するコア流動実験を実施した。キレート剤は溶液中で
金属イオンと結合する有機物の配位子で炭酸塩鉱物な
どを溶解する。石油・天然ガスフィールドで一般的に
利用されるキレート剤はアミノ酢酸であり、GLDA溶
液もその一つである。キレート剤は、反応性が比較的
緩やかで腐食性が低く、塩酸やフッ酸より取り扱いが
容易なため今回の実験に用いた。実験では、圧入中の
CT画 像 か ら 鉱 物 脈 が 全 面 的 に 溶 解（Face 

Dissolution）している様子が観測された。黒沢AK-1
酸処理でも同じく全面溶解が起こった可能性は高いと
考えられる。フィールドで全面溶解が起こった場合、
地層圧力による封圧により亀裂の閉塞などが生じて生
産性の改善が得られないことが考えられるが、黒沢
AK-1酸処理ではそのような現象は生じていない。こ
の要因として以下の2点を考察した。①鉱物脈がネッ
トワーク状に発達し、選択的に溶解が発生するため
に、コアフロー実験のようにある特定の鉱物脈の鉱物
が全面的に溶解する可能性が低い。②酸処理により坑
井を中心として岩盤体積が減少することになるので、
その減少に対応して地殻応力により岩盤がある程度収
縮するが、一方で酸の影響が及んでいない岩盤は坑井
を中心とした岩盤の収縮を抑制するような動き（応力
アーチ効果）が発生し亀裂の開口状態が維持される

（図1）。

（2）マトリックスの物性評価
シミュレーションモデル構築のために必要なマト

リックスの貯留層特性を水銀ポロシメータで測定した
女川層の各ユニットの孔径分布から求めた。また、検
層解析によって得られている水飽和率は、東鮎川
AK-1の油の産出状況を考慮すると高すぎると考えら
れるため、端水面深度（差圧）を複数仮定し、それと
孔径分布と産出原油組成から異地性原油胚胎量と現地
性原油胚胎量をそれぞれ推定するという手順で、水飽
和率を考察した（図2）。

2．坑井内流体の採取作業
東鮎川AK-1坑井における女川層の油胚胎の現状を把

握するために、坑井内の流体を採取・分析を行った。採
取した流体サンプル分析の結果、黒沢AK-1と同様に、
東鮎川AK-1近傍の女川層には油が胚胎しており、酸処
理による生産性向上が期待できることが確認された。

3．酸処理基本デザインの策定
東鮎川AK-1における酸処理実証試験の基本デザイン

策定に向けて、以下のとおり酸処理シミュレーション及
び酸処理後油生産シミュレーションのワークフローを、
実績のある黒沢AK-1を対象に検討した。
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（1）黒沢AK-1酸処理シミュレーション
Lawrence Berkeley National Laboratoryの流動シ

ミュレータTOUGHREACTを用いて、黒沢AK-1の
酸処理シミュレーションを実施した。ここでは、酸に
よる鉱物の溶解反応を現実的な計算時間で取り扱うた
めに、鉱物脈レイヤーとマトリックスレイヤーを模擬
した放射状グリッドシステムとした。その結果、酸圧
入時の坑底圧力を概ね再現するモデルを得ることがで

きた。

（2）黒沢AK-1酸処理後油生産シミュレーション
上記酸処理シミュレーションの出力結果（孔隙率及

び浸透率）をインプットデータとして、Schlumberger
社のEclipse100モデルを構築し、油生産シミュレー
ションを実施した。現在ヒストリーマッチング作業中
である。

図1: アーチ効果
図1　アーチ効果

図2: 現地性原油を考慮した水飽和率の推定
図2　現地性原油を考慮した水飽和率の推定
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まとめ（今後の検討課題等含む）
黒沢AK-1の既往の酸処理結果についてTOUGHREACT

およびEclipseによるワークフローを構築した。今後、
シミュレーションのヒストリーマッチング作業を継続
し、天然亀裂の酸刺激の適切な表現方法を見出していく
予定である。また、東鮎川AK-1についての地質検討と
坑内流体採取を行い、実証試験に向けて有望な結果が得
られた。
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①　モントニー露頭サンプル等を用いた水圧破砕の可視化実験とAE観測

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 有馬雄太郎、下田直之、黒澤 功、竹内 傳、伊藤義治
共同研究先 国立大学法人京都大学

基本情報（目的等）
水圧破砕は、シェールガス・オイル開発において必要

不可欠な技術であり、効率的な開発のために、さらなる
最適化が求められる。水圧破砕によって造成されるフラ
クチャー（以下、亀裂）の形状、亀裂造成メカニズム、
亀裂影響領域を明らかにすることが必要となるが、これ
らの解明は未だに十分とはいえない。本研究では、実験
室規模での水圧破砕試験を実施し、生じた亀裂を可視化
して観察を行うとともに、亀裂造成時に生じる微小破壊

（Acoustic Emission：以下、AE）との比較および検討
を行うことで、亀裂伸展メカニズムの解明を試みる。こ
の取り組みでは、実際の生産現場で観測されるマイクロ
サイスミックデータを解釈し、造成亀裂を適切に把握す
るための知見を得ることを目的としている。

本研究は、平成25年度（2013年度）から「シェールガ
ス・オイルに関する研究委託事業」として、「頁岩内に
おける水圧破砕亀裂可視化のための研究」を京都大学に
委託して継続している。これまでの実績として、国内・
井内頁岩、国内・黒髪島花崗岩、米国・イーグルフォー
ド頁岩、米国・ウルフキャンプ頁岩、カナダ・モント
ニー頁岩の5種類の岩種を用いて実験を実施し、亀裂の
直接観察およびAE観測による亀裂造成過程の推定を行
う一軸載荷条件下での水圧破砕実験手法を確立させた。

令和2年度は以下の目的で実験を実施した。
①シェール開発対象のカナダ・モントニー頁岩（過年度

とは異なる露頭等で採取された岩石）を用いて、サン
プル数を増やし、岩種もしくは物性等の違いによる水
圧破砕挙動への影響の把握。

②粒径の小さい国内・庵治花崗岩を用いて、粗粒の黒髪
島花崗岩を使用した過去の水圧破砕実験結果（Naoi 
et al. 2018[1]; Yamamoto et al. 2019[2]; Tanaka et al. 
2021[3]）と比較することで、岩石の粒径の違いが水圧
破砕挙動に与える影響を評価。

研究内容および成果
1．実験概要

実験設備の模式図を図1に示す。供試体中央に直径
6mmの破砕孔を穿孔して、破砕孔から破砕流体を圧入
することで、水圧破砕を実施する。
・供試体サイズ：65mm×65mm×130mm（直方体）
・一軸載荷条件：5MPa（長手方向のみ）
・圧入流体：蛍光剤を混合した熱硬化性樹脂（実験実施

条件の常温下における粘性は約0.8cP）
・亀裂の観察方法：破砕孔に直交するように供試体を5

断面にスライスし、水圧破砕により造成された亀裂を
紫外線照射下においてスライス断面上で観察

・AE観測：供試体の側面に24個のAEセンサーを配置
し（図2）、水圧破砕中に生じるAEを観測。AE観測
で得られたAE波形の振幅値と初動極性を用いてモー
メントテンソル解析を実施

2．実験結果
①カナダ・モントニー頁岩を用いた実験

亀裂形状（図3）は過去の頁岩と同様にbi-wing（図4：
破砕孔を中心に載荷上下方向に亀裂が伸びた状態）であ
り、流体圧とAE活動の時間変化も2018年度に実施した
モントニー頁岩の実験結果[4]と同様であった（表1）で

図１：実験設備の模式図
図1　実験設備の模式図

AEセンサー

載荷板

図２：実験時の写真

図2　実験時の写真
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あった。一方でブレークダウン圧は2018年度の結果とは
異なることから、岩石性状の違いによるものと考えられ
る。
②粒径の違いによる比較実験

粒径の小さい庵治花崗岩のほうが粒径の大きい黒髪島
花崗岩よりも、主亀裂がより明瞭となる結果が得られた

（図5）。AE観測データからモーメントテンソル解析を
実施し、亀裂のメカニズムを推定したところ、両サンプ
ル共に亀裂開口型イベントが支配的であるが、庵治花崗
岩ではブレークダウン後の開口型イベントが多かった。

まとめ（今後の検討課題等含む）
モントニー頁岩および庵治花崗岩を対象とした水圧破

砕実験を実施し、これまでに実施してきた岩種と対比す
る実験結果が得られた。

令和3年度は、上記の岩石について孔隙率・浸透率等
の分析を行い、岩石性状と亀裂伸展の関係性についてさ
らなる検討を進める。また、地下の応力状態を模擬する
ため、真三軸載荷条件への拡張を試みる。

謝辞
本稿への掲載について許可を頂きました国立大学法人

京都大学の本研究グループの皆様に感謝申し上げます。
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図4　室内実験での水圧破砕亀裂形状（bi-wing）概念図

表1　AE活動と流体圧の時間変化（花崗岩、イーグルフォード頁岩、モントニー頁岩、ウルフキャンプ頁岩）

AE活動の開始のタイミング BD後のAE活動 流体圧変化
（BD前）

流体圧変化
（BD後）

花崗岩 BDの数百秒前 多数 線形上昇傾向からの乖離が早い 緩やかに低下

イーグルフォード
頁岩 BDの数秒前 ほとんどない 線形上昇 急激に低下

モントニー頁岩 確認できない ほとんどない 線形上昇 急激に低下

ウルフキャンプ
頁岩 BDの数秒前 ほとんどない 線形上昇 急激に低下

図5：蛍光観察結果及びAEイベント（黄色の点）
左から：黒髪島花崗岩（粗粒）、庵治花崗岩（細粒）

図5　 蛍光観察結果及びAEイベント（黄色の点） 
左から：黒髪島花崗岩（粗粒）、庵治花崗岩（細粒）
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②　水圧破砕亀裂伸展シミュレーションの新たな試み

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 技術部 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 加藤政史、田村浩平、有馬雄太郎、伊藤義治
研究委託先 ヘルムホルツ環境研究センター（UFZ）

基本情報（目的等）
水圧破砕技術はシェールオイル・ガス貯留層（タイト

貯留層）開発において重要な役割を果たしている。しか
し、貯留層内の人工亀裂はフィールドにおいてどのよう
に形成されているか直接確認することはできない。その
ため、圧力データの解析や、トレーサー、マイクロサイ
スミック、光ファイバーセンシング等のモニタリング
データを通じて、刺激を受けた貯留岩の広がり（SRV: 
Stimulated Reservoir Volume）の推定が試みられてき
た[1] [2]。

JOGMECでは、平成25年から人工亀裂の可視化を目
的に、京都大学に岩石室内実験を委託し、樹脂注入と
Acoustic Emission（AE）による亀裂可視化技術を開発
してきた。これまでの岩石室内実験により、岩石内の亀
裂は、鉱物の種類や配列の影響を受け、非常に複雑な伸
展様相を呈すことがわかった[3] [4]。

岩石室内実験で得られた知見をフィールドに反映する
（アップスケールする）ためには、シミュレーション技
術が必要不可欠である。しかしながら、商用シミュレー
タを用いたフィールドスケールのシミュレーションで
は、岩石室内実験で得られた亀裂の複雑性を反映するに
は至らなかった。そこで、室内実験結果を再現でき、
フィールドスケールに拡張（あるいはそれに準ずる知見
を獲得）できうるシミュレータを新たに開発する目的に
て、ヘルムホルツ環境研究センター（UFZ）と3ヵ年の
共同研究契約を締結した。本報告では、1年目の研究成
果について述べる。

研究内容および成果
1．イーグルフォード岩石室内実験における亀裂の特徴

新たなシミュレータの開発に当たり、これまでに京都
大学と実施してきた水圧破砕可視化実験のサンプルの中
らからイーグルフォードシェールの実験結果亀裂の曲が
りや分岐の観点から見直し、以下の新たな可能性が示唆
された。実験に用いられたイーグルフォードシェール
は、鉱物の95％以上が炭酸塩鉱物から構成されており、
他のシェール岩石と比べて鉱物の均質性が高く、粒塊と
粒子境界の破壊靭性（亀裂伸展に対する抵抗）の違いに
よって、亀裂伸展の複雑さを解明できるという可能性が
考えられる。実験結果の見直しにより、亀裂は粒塊を貫
通して直進する（Penetration）、あるいは粒子境界に
沿って曲がるか分岐する（Deflection）ことで複雑な伸

展様相を呈すると考えられる（図1）。

2．粒塊および粒子境界の強度と亀裂伸展の関係
シミュレータの開発においては、解析解が存在する単

純な問題を解くことで数値解法の正当性を保証する必要
がある。ここでは、He and Hutchinson[5]が導出した一
軸引っ張り条件において亀裂が弱面に当たった際に、弱
面に沿って曲がるか否かについての解析解を用いること
とした。この解析解[5]ではエネルギー開放率が必要とな
るため、有限要素法を用いて数値シミュレーションの正
当性を保証することとした。解析解と有限要素法による
解は、高い整合性を示した（図2）。従って、亀裂様相
が複雑になった際、有限要素法をはじめとする数値シ
ミュレーションによって、岩石破壊理論に基づいた適切
な計算結果が得られることが保証された。

さらに有限要素法を用いて、圧入孔からの距離を考慮
した亀裂伸展について計算を行ったところ、圧入孔（た

図1　京都大学で実施したイーグルフォードシェールの水圧破砕
室内実験結果。注入された樹脂が蛍光反応することで人工
亀裂が可視化されている。粒塊を貫通して直進する（Pene-
tration）、あるいは粒子境界に沿って曲がるか分岐する

（Deflection）の2つの事象が亀裂の複雑さを形成すると考え
らえる。

図2　He and Hutchinson[5]によって導かれた解析解（実線）と
有限要素法（点）による数値解の比較。
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だし裸孔とする）からの距離が大きくなると、亀裂は弱
面に沿って曲がり易くなることが分かった（図3）。

3．フェーズフィールド法による亀裂伸展シミュレー
ション

Bourdin et al. [6]により提案されたフェーズフィール
ド法による岩石破壊シミュレーションは、近年の岩石破
壊における力学分野で非常に高い注目を集めている。
フェーズフィールド法では、亀裂がパラメータ化される
ため、有限要素法のような計算メッシュの再設計を必要

とせずに、より高速に亀裂伸展の計算を行うことができ
る。ただし、解析解との直接比較ができない手法である
ため、前節に示した有限要素法との比較において、正当
性を保証することとする。

フェーズフィールド法を用いて、円形の粒子に亀裂が
当たった際、亀裂は粒子を貫通して直進するか、境界

（弱面）に沿って曲がるかについての計算を行った。
フェーズフィールド法による計算結果は、前節で示され
た、圧入孔から離れるほど亀裂は弱面に沿って曲がり易
くなるという事象と一致するものであった（表1）。以
上から、フェーズフィールド法は複雑な亀裂伸展をシ
ミュレートするための適切な手法であると言える。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究によって、亀裂は弱面に当たった際に、圧入孔

（ただし裸孔とする）に近いほど亀裂は弱面を貫通して
直進を続け易く、圧入孔から離れるに従い弱面に沿って
曲がり易くなるとういことがわかった。これは、水圧破
砕の理論計算分野において初めて示された結果である。
また、フェーズフィールド法が有限要素法との対比に
よって、上記現象を適切に表現していることを示すこと
ができた。なお、有限要素法では亀裂が伸展する毎に計
算メッシュを再設計する必要があるが、フェーズフィー
ルド法では、このような手間がなく、フィールドスケー
ルへの拡張にも適した手法であると言える。

令和3年度の実施項目として、圧入孔にケーシングが
設置されている（圧力孔からの圧力影響を受けない）場
合についてのシミュレーションを行う。併せて、シミュ
レーション結果を検証するため、過去の室内実験結果に
対し亀裂の曲がり方を数値化する。さらに、AE発生モ
デルの構築を試みる予定である。

謝辞
岩石実験結果の考察ならびに本数値シミュレーション

研究に対する有益な議論および助言を頂きました京都大
学石田毅先生と陳友晴先生に厚く感謝いたします。
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図3　有限要素法による室内実験のシミュレーション。上図は室
内実験を模した計算モデルである。下図は圧入孔から伸展
する亀裂が直角の弱面に当たった際の計算結果で、圧入孔
からの距離が大きくなるほど亀裂は弱面に沿って曲がり易
くなることを示している。

表1　フェーズフィールド法による亀裂伸展シミュレーション。円形粒子を圧入孔（borehole）から1/3、2/3、1倍の距離
に配置し、円形粒子外周の破壊靭性（Toughness）を周辺の0.2、0.1、0.05倍とした時の都合9ケースのシミュレー
ション結果を表示した。圧入孔から離れることで、亀裂が弱面に沿って曲がり易くなっていることが分かる。

Boundary-intrinsic toughness ratio

0.2 0.1 0.05

Distance from borehole
（times of borehole diameter）

1/3 Penetration Penetration Penetration

2/3 Penetration Penetration Deflection

1 Penetration Deflection Deflection
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③　露頭試験に向けた準備作業について（パッカー・樹脂開発）

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 有馬雄太郎、黒澤 功、竹内 傳、伊藤義治
業務委託先 応用地質株式会社

基本情報（目的等）
水圧破砕技術は、シェールガス・オイル開発において

必要不可欠な技術であり、開発の効率化のため、水圧破
砕の最適化が求められている。水圧破砕によって造成さ
れるフラクチャー（以下、亀裂）の形状、亀裂造成メカ
ニズム、および影響領域を明らかにすることが必要であ
るが、実際のフィールドで水圧破砕が行われるのは地下
3,000～4,000mの深部であり地下の状態を直接観察する
ことは不可能なため、フラクチャー形状の評価には技術
的な不確実性が伴う。このため、シェール開発現場で
は、マイクロサイスミックデータやDAS（Distributed 
Acoustic Sensing）等のモニタリング技術を活用したフ
ラクチャー形状の評価が広く行われているものの、モニ
タリングデータを用いて推定される刺激を受けた貯留の
広がり（SRV: Stimulated Reservoir Volume）評価と実
際に地下で形成されているフラクチャーネットワークの
関係性は不明瞭な部分が多く残されている。

JOGMECでは、平成25年度（2013年度）から水圧破
砕亀裂と破砕に伴い発生する微小な弾性波 （Acoustic 
Emission: AE）の関係を調べるために、京都大学と室
内水圧破砕実験を行ってきた[1]。しかし、室内実験では
試料の大きさが限られるためフラクチャーの伸展の様子
を完全には捉えることが出来ないという課題がある。こ
のような背景を踏まえ、JOGMECでは露頭スケール

（メートルオーダー）での水圧破砕試験を計画してきた。
JOGMECは、平成30年度（2018年度）、令和元年度（2019
年度）に秋田県に油ガス田の貯留層として広く分布する
女川層を対象に水圧破砕試験を実施した[2] [3]。この試験
では、コア観察等に基づく試験区間の選定、水圧破砕、
水圧破砕時のAE観測を通して、技術的な知見を得るこ
とができた。しかしながら、女川層では地質条件が複雑
であること等から、安定的に水圧破砕を成功させたうえ
でAE震源の推定を行っていくことが困難であると判断
し、試験が実施しやすい新しい試験候補地の検討を進め
ているところである。

試験候補地の検討と並行して、JOGMECでは、令和
元年度（2019年度）よりフラクチャー可視化及び評価方
法を検討してきた。亀裂伸展メカニズムを解明するため
には、水圧破砕で造成されたフラクチャーを直接的に可
視化する事が重要となるが、露頭スケールでそれを行う
方法はまだ確立されていない。このため、令和元年度は
露頭試験でのフラクチャーの可視化方法概念設計を実施

し、硬化樹脂を水圧破砕流体として地層に圧力する手法
について検討した。今年度は、露頭試験を具体化するた
めに、硬化樹脂および樹脂圧入用のパッカーの開発に着
手した。

内容および成果
1．フラクチャーの可視化方法の概念設計
・直接的方法：従来の方法では、水圧破砕で造成された

亀裂は坑壁における形状を型取りパッカーを用いて評
価する。可塑性のゴム製のパッカーを坑壁に圧着させ
て亀裂形状のレプリカを取る方法（図1）であり、亀
裂形状は坑壁表面のみしか評価できないため、亀裂が
どのように地層内を伸展したかを評価できない。そこ
で、蛍光剤を混ぜた硬化性樹脂を圧入流体として、水
圧破砕で亀裂を造成し、造成した亀裂内で硬化させ、
その後コアリング等で亀裂を回収し、観察することを
目指している。この方法を実現するためには、硬化性
樹脂の選定、樹脂を圧入するためのパッカーの開発、
コアリング等での亀裂の回収等を検討する必要があ
る。このため、令和2年度では、主に樹脂の選定、
パッカー開発を実施した。

・間接的方法：水圧破砕時に伴い発生する微小弾性波
（Acoustiv Emission: AE）を用いた亀裂のモニタリン
グを試みる。同モニタリングから震源位置を決定し、
コア回収時のコアリングの参考とするため、適切な
AE観測坑の配置が重要となる。

図１：型撮りパッカーでの亀裂形状レプリカ方法

観察された既存亀裂

透明フィルムにトレース
(上の写真とは異なる亀裂)

降下前の綺麗な状態

図1　型取りパッカーでの亀裂形状レプリカ方法
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2．樹脂の硬化特性の選定試験
前述の試験を成功させるためには、樹脂の課題とし

て、①岩石との接着具合、②試験配管等の適切な試験機
材の選定が重要である。そこで、2液の樹脂が混合する
ことで硬化を開始する時間硬化性の樹脂を複数準備し
て、選定試験を実施した。目標としては、地上配管で2
時間以内に硬化せず、岩石内で12時間～24時間程度で硬
化する性能を有する樹脂を選定する事である。
①岩石との接着試験：岩石を圧裂引張試験で破砕し、形

成された岩石破砕面に樹脂を塗布し、樹脂の接着具合
を確認、評価した（図2）。樹脂のひとつでは約18時
間で硬化することが確認できた。

②試験配管等の試験機材との確認試験：樹脂を配管内に
流し、想定される試験時間（約2時間）で硬化しない
かを確認した。地上配管の候補としては、ステンレス
管、耐圧ナイロン管があり、それぞれで硬化する時間
を確認した。ステンレス管であれば、2時間以上硬化
しないことが確認できた。

3．樹脂圧入用パッカーの開発
パッカーの機能的目標としては、以下の点を考慮して

設計・製作を実施した。
・蛍光剤を含む樹脂を圧入流体として用い、水圧破砕で

亀裂を造成し、その造成した亀裂内で樹脂が硬化でき
ること

・パッカー内部で適切に2液の樹脂が混合されること
圧入時に2液を混合させる手法として、圧入を行う

前に混合する地上混合型か、別々に注入し坑内に設置
したミキサーを用いて混合を行う坑内混合型の2つが
候補として検討された（表1）。樹脂の特性、試験で
のオペレーション等を考慮した結果、坑内混合型の

パッカーを開発する方針となり、試作品を製作した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
今年度は、有力な候補樹脂の選定、パッカー試作品の

製作をすることができた。次年度はこれらの成果を用い
た国内での予備試験を計画している。亀裂伸展メカニズ
ム解明を目指し、露頭スケールでの水圧破砕実験は継続
して検討・実施をする予定である。
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助教、公益財団法人深田地質研究所、株式会社レーザッ
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をいただきましたことを感謝申し上げます。
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秋田県男鹿半島女川層露頭での小規模水圧破砕実験で
学んだこと、石油技術協会誌（2021）、伊藤義治・竹内
傳・有馬雄太郎
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弘明・北村重浩・兵藤大祐、2019、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）、平成30年度石油天然ガス開発
技術本部年報、83-85

[3]　有馬雄太郎・伊藤義治・竹内 傳・角野弘明・北村
重浩・黒澤 功、2020、令和元年度　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）45-46

図２：常温17～23℃ で48時間養生するまでの各接着面の様子

塗布前 塗布後（養生前） 養生48時間後の剥離面

図2　常温17～23℃で48時間養生するまでの各接着面の様子

表1　地上混合型と坑内混合型の比較表

地上混合型 坑内混合型

樹脂圧入方法 地上で2液を混合し、1つの注入管を通してパッカー
に送る

地上で2液を別々に送り、パッカー内部or吐出口の
直前で2液に混合する

長所 パッカーの基本構造が従来の水で破砕するものと共
通点が多く、設計・製作しやすい

パッカー内で混合する方法が確立できれば、配管内
部での硬化のリスクが少なく、かつ繰り返し使用可
能

短所 配管内の洗浄が十分にできないことに起因して、繰
り返し使用することが難しくなる

パッカーの基本構造が従来型と比べて複雑になり、
設計・製作の技術的難易度が高くなる

課題 パッカー、配管内で樹脂が硬化しないための加工等
の工夫が必要 パッカー内部で樹脂を混合させるための工夫が必要

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1004762/1007587.html
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④　酸処理によるワームホール現象の解明及び酸処理手法の確立に向けた研究

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 技術部 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 石渡友章、土屋慶洋、伊藤義治
共同研究先 学校法人早稲田大学

基本情報（目的等）
炭酸塩岩貯留層に対する坑井刺激法の一つとして、高

濃度の酸により岩石を溶解することで、数mmオーダー
の直径を有する高浸透性流路（ワームホール）を形成
し、生産性の改善を目指す酸処理技術が挙げられる。操
業現場における酸処理技術及びワームホールの伸展メカ
ニズムに対する関心は高く、より少ない酸でワームホー
ルを効率的に伸展させることができる最適な圧入条件に
ついて、古くから研究・開発が進められている。

しかし、ワームホールの伸展メカニズムは複雑であ
り、最適な酸の圧入条件を推定することは容易ではな
い。そこで、JOGMECと早稲田大学は酸処理実験及び
数値シミュレータの開発を通して、ワームホールの伸展
現象の解明及び酸処理手法の確立を目指し、2018年から
共同研究を開始した。将来的には、フィールドでの最適
な酸圧入条件の検討に利用できるモデルや手法を開発す
ることを目指している。

研究内容および成果
1．酸処理実験

昨年度、Indiana Limestone（ILS）、Austin Chalk（AC）、
Edwards White（EW）の炭酸塩岩露頭サンプル3岩種
を対象に、テキサスA&M大学において酸処理実験を実
施した。

今年度は、Buijse-Glasbergenモデルによるワームホー

ル伸展効率曲線を作成し、併せて、ワームホールのX線
CT画像（以下、「CT画像」）を参考にして、岩種やコ
アサイズの違いによるワームホール形状や伸展効率の違
いを観察した。特に、コアサイズが大きい方がより効率
的に酸による溶解が進む「コアサイズ効果」[1] [2]を確認
するために、各岩種で1.5inch径、4inch径のコアサイズ
効果を確認することができた。

今後、酸処理実験の結果やワームホールのCT画像の
解析を行い、数値シミュレータの開発を進める予定であ
る。

2．ワームホール伸展解析数値シミュレータの開発
二相界面を連続面として扱うことが可能なフェーズ

フィールド法を用いて、ワームホール伸展現象を再現で
きる数値シミュレータの開発を進めている。本年度は、
昨年度に開発した二次元の有限差分法モデルを発展さ
せ、より径の細いワームホールを再現することができ、
樹枝状に伸びる現象を再現することに成功した。本モデ
ルを用いてシミュレーションを実施し、酸処理実験で確
認されたコアサイズ効果と同様の傾向を再現することが
できた。また、酸の濃度をより高くすることでワーム
ホールの伸展速度が増加する傾向を確認することができ
た。

まとめ（今後の検討課題等含む）
全てのコアサンプルに対して、水水置換掃攻実験[4] [5]

（水単相における流動特性把握のために昨年度までに実
施した流動実験）及び酸処理実験、実験後のコアのCT
撮影、各種解析を実施した。今後、ワームホールのCT
画像及びワームホール伸展効率曲線の結果等を数値シ
ミュレータに組み込んでいく。

数値シミュレータの開発について、計算時間の短縮や
三次元モデルへの拡張に向けてモデルの改良を進める。

酸酸処処理理にによよるるワワーームムホホーールル現現象象のの解解明明及及びび酸酸処処理理手手法法のの確確立立にに向向けけたた研研究究 
 
実施期間 令和 2年度 
担当部署 技術部非在来型油ガス田技術課 
担当者  石渡友章、土屋慶洋、伊藤義治 
共同研究先 学校法人早稲田大学 
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させることができる最適な圧入条件について、古くから研究・開発が進められている。 

しかし、ワームホールの伸展メカニズムは複雑であり、最適な酸の圧入条件を推定するこ
とは容易ではない。そこで、JOGMEC と早稲田大学は、酸処理実験及び数値シミュレータ
の開発を通して、ワームホールの伸展現象の解明及び酸処理手法の確立を目指し、2018 年
より共同研究を開始した。将来的には、フィールドでの最適な酸圧入条件の検討に利用でき
るモデルや手法を開発することを目指している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. ワームホール概略図 
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1. 酸処理実験 
 昨年度、Indiana Limestone（ILS）、Austin Chalk（AC）、Edwards White（EW）の炭酸塩
岩露頭サンプル 3岩種を対象に、テキサス A&M 大学において酸処理実験を実施した。 
今年度は、Buijse-Glasbergen モデルによるワームホール伸展効率曲線を作成し、併せて、ワ
ームホールの CT 画像も参考にして、岩種やコアサイズの違いによるワームホール形状や伸
展効率の違いを観察した。特に、コアサイズが大きい方がより効率的に酸による溶解が進む
「コアサイズ効果」[1][2]を確認した。なお、コアサイズの違いを考察するために、各岩種で
1.5 inch 径、4 inch 径のコアサンプルを使用した。 
 今後、酸処理実験の結果やワームホールの CT 画像の解析を行い、数値シミュレータの開
発を進める予定である。 
 
2. ワームホール伸展解析数値シミュレータの開発 

図1　ワームホール概略図

 二相界面を連続面として扱うことが可能なフェーズフィールド法を用いて、ワームホー
ル伸展現象を再現できる数値シミュレータの開発を進めている。本年度は、昨年度に開発し
た二次元の有限差分法モデルを発展させ、より径の細いワームホールを再現することがで
き、樹枝状に伸びる現象を再現することに成功した。また、本モデルによるケーススタディ
を行い、酸処理実験と同様のコアサイズ効果を定性的に確認するとともに、酸の濃度をより
高くすることでワームホールの伸展速度が増加することを確認することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. 2次元ワームホール伸展モデル[3] 

 
ままととめめ 
 全てのコアサンプルに対して、水水置換掃攻実験及び酸処理実験、実験後のコアの CT 撮
影、各種解析を実施した。今後、ワームホールの CT 画像及びワームホール伸展効率曲線の
結果等を数値シミュレータに組み込んでいく。 

数値シミュレータの開発について、計算時間の短縮や三次元モデルへの拡張に向けてモ
デルの改良を進める。 
 
謝謝辞辞 
 本共同研究の実施にあたり、多大なるご協力を頂きました早稲田大学創造理工学部環境
資源工学科 古井健二教授、阿部達朗氏、渡辺貴大氏、中村耕基氏、劉若璇氏、テキサス A&M
大学及びヘルムホルツ研究所の皆様に深く感謝申し上げます。 
 
関関連連発発表表、、関関連連リリンンクク等等 
[1]  Buijse, M. A., 2000: Understanding Wormholing Mechanism Can Improve Acid 

Treatments in Carbonate Formations, SPE Prod & Fac 15(3), 168–175. 
[2]  Furui, K., Burton, R. C., Burkhead, D. W. et al. 2012a: A Comprehensive Model of High-

Rate Matrix-Acid Stimulation for Long Horizontal Wells in Carbonate Reservoir: Part1–
Scaling up Core-Level Acid Wormholing to Field Treatments, SPE J., 17(1), 271–279. 

[3]  阿部達朗，渡辺貴大，古井健二，石渡友章，土屋慶洋，伊藤義治，2021：酸処理におけ
るワームホール現象の実験的解析及び数値計算による研究，石油技術協会春季講演会，
WEB 開催，6月 16日～19日，33． 

 
 

図2　2次元ワームホール伸展モデル[3]



― 84 ―

タイトオイル／ガス開発第3編　Ⅱ．タイトオイル／ガス開発　2．タイト貯留層最適化に向けて

謝辞
本共同研究の実施にあたり、多大なるご協力を頂きま

した早稲田大学創造理工学部環境資源工学科 古井健二
教授、阿部達朗氏、渡辺貴大氏、中村耕基氏、劉若璇
氏、テキサスA&M大学及びヘルムホルツ研究所の皆様
に深く感謝申し上げます。

関連発表、関連リンク等
[1]　Buijse, M. A., 2000: Understanding Wormholing 

Mechanism Can Improve Acid Treatments in Car-
bonate Formations, SPE Prod & Fac 15（3）, 168-
175.

[2]　Furui, K., Burton, R. C., Burkhead, D. W. et al. 
2012a: A Comprehensive Model of High-Rate 
Matrix-Acid Stimulation for Long Horizontal Wells 

in Carbonate Reservoir: Part1–Scaling up Core-
Level Acid Wormholing to Field Treatments, SPE 
J., 17（1）, 271-279.

[3]　阿部達朗、渡辺貴大、古井健二、石渡友章、土屋慶
洋、伊藤義治、2021：酸処理におけるワームホール
現象の実験的解析及び数値計算による研究、石油技
術協会春季講演会、WEB開催、6月16日～19日、33．

[4]　石渡友章、伊藤義治、有馬雄太郎、2019：酸処理に
よるワームホール現象の解明及び酸処理手法の確立
に向けた検討、平成30年度石油天然ガス開発技術本
部年報、92-93.

[5]　石渡友章、伊藤義治、有馬雄太郎、土屋慶洋、2020：
酸処理によるワームホール現象の解明及び酸処理手
法の確立に向けた検討、令和元年度石油天然ガス開
発技術本部年報、49-50.



― 85 ―

タイトオイル／ガス開発第3編　Ⅱ．タイトオイル／ガス開発　2．タイト貯留層最適化に向けて

⑤　ナノ孔隙内の二成分炭化水素混合物の相挙動と吸着の解明

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 技術部 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 田村浩平、石渡友章、大槻 敏、伊藤義治
研究委託先 東京大学

基本情報（目的等）
シェールガス・オイル貯留層では、油・ガスが頁岩中

の1～100nmオーダーの孔隙（以下、ナノ孔隙）内に貯
留されている。このような微細な孔隙内では、スリップ
フローや吸着・脱着現象といった分子スケールの物理現
象[1-3]や貯留層流体の総挙動がバルク（在来型油ガス田
での孔隙）内とは異なることが報告されており[4]、生産
挙動にも大きく影響を及ぼすと考えられる[5] [6]。このよ
うな背景を踏まえ、JOGMECでは平成26年度からナノ
孔隙内の吸着現象や相挙動を解明するための分子シミュ
レーションを用いた研究委託事業を実施して来た[6-8]。
令和元年度は中断していたが、令和2年度に分子動力学
を用いたプロジェクトを再開し、令和2年度シェールガ
ス・オイルに関する研究委託事業として、「頁岩孔隙内
の相挙動と吸着の分子スケール数値計算による研究（委
託先：東京大学）」を実施した。

研究内容および成果
本研究では、分子シミュレーションの一つである

Grand Canonical Monte Carlo（GCMC）法を用いて、
ナノ孔隙内における二成分炭化水素混合物の相挙動と吸
着を計算した。なお、二成分炭化水素混合物の成分は、
相挙動の計算ではメタン－ブタン、吸着の計算ではメタ
ン－エタンとした。

GCMC法では、モンテカルロステップが進むに従っ
て、入力した平衡条件を満たし且つ系の内部エネルギー
が最小になる状態に収束して行く。ここで入力する平衡
条件は化学ポテンシャルであり、この化学ポテンシャル
はバルク状態におけるある圧力・温度・組成に対する値
を、Gibbs Ensemble Monte Carlo（GEMC）法で事前
に計算したものを用いる。一般に、ナノスケールにおい
ては孔隙内流体の分子と孔壁を構成する分子との間に働
く力が無視できず、孔壁への流体分子の吸着が起こる。
また、流体成分が二つ以上になると選択的な吸着が起こ
り、バルク状態とは組成が異なることがこれまでの研究
から分かっている[10]。

1．ナノ孔隙内のメタン－ブタン混合物の相挙動
単純化のために、実際にはケロジェンで構成されてい

る孔壁をここでは石墨でモデル化し、孔隙サイズは
10nm、温度は40℃とした。なお、GCMC法において直
接出力される結果は系の分子の数であるため、相挙動と

してはP-x図が扱い易い。ここでは、1）あるバルク状
態の組成の下で、2）ある圧力においてGCMCを実施し、
3）平衡状態に達した系の質量密度を得る、4）圧力を変
えて2）～3）を繰り返したのち、圧力－質量密度プロット
の屈曲点を沸点圧あるいは露点圧として同定する、5）
組成を変えて1）～4）を繰り返す、という手順でP-x図を
作成した（図1）。比較のために、図1には状態方程式

（EOS: Equation of State）とGEMC法で計算したバル
ク状態のP-x図も示している。図1から分かるように、
ナノ孔隙内におけるメタン－ブタン混合物のP-x図がバ
ルクのそれとは有意に異なる、すなわち二相領域が狭
く、全体的に左側にシフトする結果となった。従って、
バルクと比較すると、気相でありやすく、液相からガス
が沸きやすい相挙動となる。また、このシフトは温度依
存性（低温ほどシフト大）と孔隙サイズ依存性（小さい
ほどシフト大）という結果も得られている。

2．ナノ孔隙内のメタン－エタン混合ガスの吸着
ここではメタン－ブタン系と同様に孔壁を石墨でモデ

ル化し、温度は40℃、バルク状態の組成はメタン：エタ
ン＝0.9：0.1とし、孔隙サイズは1～20nmとした。吸着
の計算は先行研究[2]と同様に、1）ある孔隙サイズに対
して、2）ある圧力においてGCMCを実施して過剰吸着
量（吸着によりバルク状態の質量を超えている質量）を
計算し、3）圧力を変えて2）を繰り返して吸着等温線を
計算する、4）孔隙サイズを変えて1）～3）を繰り返した

2 
 

3）平衡状態に達した系の質量密度を得る，4）圧力を変えて 2）～3）を繰り返したのち，
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て 1）～4）を繰り返す，という手順で P-x 図を作成した（図図 1）。比較のために，図 1には
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図図 1  ナナノノ孔孔隙隙内内ののメメタタンン－－ブブタタンンのの P-x 図図（（黄黄色色：：沸沸点点圧圧，，赤赤：：露露点点圧圧））。。ババルルクク状状態態のの

P-x 図図もも併併せせてて示示すす（（灰灰色色：：EOS，，青青：：GEMC 法法））。。黒黒点点線線はは，，露露点点圧圧がが同同定定さされれななかかっったた

ケケーーススのの P-x 曲曲線線をを示示すす（（Cao et al., 2021[11]））．． 
 
2. ナノ孔隙内のメタン－エタン混合ガスの吸着 
 ここでは孔壁を石墨でモデル化し，温度は 40℃，バルク状態の組成はメタン：エタン＝

0.9：0.1 とし，孔隙サイズは 1~20nm とした。吸着の計算は先行研究[2]と同様に，1）ある

孔隙サイズに対して，2）ある圧力において GCMC を実施して過剰吸着量（吸着によりバ

ルク状態の質量を超えている質量）を計算し，3）圧力を変えて 2）を繰り返して吸着等温

線を計算する，4）孔隙サイズを変えて１）～3）を繰り返したのち，5）孔隙径分布を用い

て各孔隙サイズの吸着等温線を重み付け平均する，という手順で対象とするシェール岩石

の吸着等温線を計算した（図図 2）。圧力が上昇するにつれてメタンに対するエタンの選択的

吸着，すなわち総吸着量に占めるエタンの割合が減少することが分かる。また，図 2 には

Wang et al. (2015)[12]の実験結果も併せて示しているが，本研究で得られた結果は実験よりも

小さいという結果となった。 

図1　ナノ孔隙内のメタン－ブタンのP-x図（黄色：沸点圧、赤：
露点圧）。バルク状態のP-x図も併せて示す（灰色：EOS、
青：GEMC法）。黒点線は、露点圧が同定されなかったケー
スのP-x曲線を示す（Cao et al., 2021[11]）。
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のち、5）孔隙径分布を用いて各孔隙サイズの吸着等温
線を重み付け平均する、という手順で対象とするシェー
ル岩石の吸着等温線を計算した（図2）。圧力が上昇す
るにつれてメタンに対するエタンの選択的吸着、すなわ
ち総吸着量に占めるエタンの割合が減少することが分か
る。また、図2にはWang et al.（2015）[12]の実験結果も
併せて示しているが、本研究で得られた結果は実験より
も小さいという結果となった。

まとめ（今後の検討課題等含む）
1．ナノ孔隙内における相挙動

先に示したように、ナノ孔隙内におけるメタン－ブタ
ン混合物の相挙動がバルクのそれとは有意に異なる結果
となった。ただし、ナノ孔隙内の相挙動に影響を与える
他のパラメータ（液相・気相間の毛管圧力[5] [6]、臨界圧
力・温度のシフト[6]）を考慮してEOSで計算した先行研
究の結果や実験結果とも必ずしも一致していない。これ
は、本研究で行った沸点圧・露点圧の同定方法や実験条
件などが原因である可能性もあり、いくつかの事項を検
討しているところである。

2．ナノ孔隙内における吸着
先に示したように、二成分炭化水素混合物（ここで

は、メタン：エタン＝0.9：0.1の二成分混合ガス）の吸
着等温線を計算することが出来ているが、実験結果との
一致までは至っていない。これは、孔壁を有機物（ケロ
ジェン）で表現した場合にはケロジェン内部の微細孔隙
においても吸着が起こることが分かっているが[2]、石墨
モデルではその吸着現象を再現出来ていないことによる
と考えられる。従って、今後は孔壁をケロジェンでモデ
ル化した計算を行い、実験結果と比較して計算手法の妥
当性を確認する予定である。
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図図 2  メメタタンン－－エエタタンンのの吸吸着着等等温温線線（（灰灰色色：：メメタタンン，，斜斜線線：：エエタタンンのの積積みみ上上げげでで表表示示））。。黒黒

点点はは実実験験結結果果（（Wang et al., 2015[12]））をを示示すす。。（（田田中中・・他他, 2021[13]））．． 
 
ままととめめ（（今今後後のの検検討討課課題題等等含含むむ）） 

1. ナノ孔隙内における相挙動 
 先に示したように，ナノ孔隙内におけるメタン－ブタン混合物の相挙動がバルクのそれ

とは有意に異なる結果となった。ただし，ナノ孔隙内の相挙動に影響を与える他のパラメ

ータ（液相・気相間の毛管圧力[5][6]，臨界圧力・温度のシフト[6]）を考慮して EOS で計算

した先行研究の結果や実験結果とも必ずしも一致していない。これは，本研究で行った沸

点圧・露点圧の同定の仕方や実験の条件などが原因である可能性もあり，いくつかの事項

を検討しているところである。 
 
2. ナノ孔隙内における吸着 
 先に示したように，二成分炭化水素混合物（ここでは，メタン：エタン＝0.9：0.1の二成

分混合ガス）の吸着等温線を計算することが出来ているが，実験結果との一致までは至っ

ていない。これは，孔壁を有機物（ケロジェン）で表現した場合にはケロジェン内部の微

細孔隙においても吸着が起こることが分かっているが[2]，石墨モデルではそれを表現出来て

いないことによると考えられる。従って，今後は孔壁をケロジェンで表現した計算を行い，

実験結果と比較して計算手法の妥当性を確認する予定である。 
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図2　メタン－エタンの吸着等温線（灰色：メタン、斜線：エタ
ン の 積 み 上 げ で 表 示 ）。 黒 点 は 実 験 結 果（Wang et al., 
2015[12]）を示す。（田中・他, 2021[13]）。
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砂層型メタンハイドレートの商業化を目指した研究開
発は、令和元年度よりフェーズ4に入り、機構と（国研）
産業技術総合研究所（AIST）及び日本メタンハイド
レート調査（株）（JMH）が組織したMH21-S研究開発コ
ンソーシアム（MH21-S）が経済産業省より委託を受け
て実施している。

令和元年度は、それまでに実施した海洋産出試験など
の研究成果を取りまとめて、商業化に向けた課題の抽出
と解決策の検討に注力した。それらの成果は、経済産業
省の第36回メタンハイドレート開発実施検討会[1]で報告
するとともに、学術論文などとして公表し、フェーズ4
実行計画[2]として今後の研究開発に活かすこととなっ
た。

令和2年度は、この実行計画に基づいて、アラスカに
おける日米共同での長期陸上産出試験の実現に向けた各
種準備作業と、今後の試掘・簡易生産試験を目指した有
望濃集帯の抽出に注力した。

陸上産出試験については、新型コロナウィルス感染症
のため米国側パートナーと現地で対面での協議を実施す
ることが不可能になるなど種々の影響を受けたものの、
日本側が主導して長期産出試験とデータ取得に必要な
様々な技術の検討と準備作業を進め、実際の現場作業

（坑井の掘削・仕上げ、試験設備の設置、生産オペレー
ション等）を実施するオペレータを選定し、日米協働に

よる試験実施を定めた共同研究合意書（CRADA）の修
正に調印した。なお、既に掘削された層序試錐井での取
得データ・サンプルの分析（図1）、生産システム・モ
ニタリングシステムの設計、出砂対策装置の検討、生産
挙動予測などを行ない、必要な資機材の調達に着手して
いる。

また、我が国近海での海洋調査の一環として、取得済
みの地震探査データなどに基づく有望濃集帯候補の抽出
を進めて、試掘候補地点のいくつかを定めている。今後
新たなデータを加えて、最終的な試掘地点を定める予定
である。

さらに、生産システム改良、日本周辺海域の資源量評
価、環境影響評価についても、将来の商業化を目指した
研究開発を継続している。

本稿では、各分野の主たる研究のトピックスを示す。

引用・参考文献
[1] https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environ-

ment/methane_hydrate/pdf/036_03_00.pdf （2021年
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[2] https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environ-
ment/methane_hydrate/pdf/035_02_00.pdf （2021年
5月20日閲覧）
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0.pdf（2021年5月20日閲覧） 

 

 

 

 

図１ アラスカにおける層序試錐井での坑井内地震探査の様子（上）と取得データの解析

（深度断面図、下） 

図1　アラスカにおける層序試錐井での坑井内地震探査の様子（上）と取得データの解析（深度断面図、下）
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①　ジオメカニクス及び出砂対策の検討

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 開発生産チーム
担 当 者 安部俊吾、山本晃司
研究委託先 早稲田大学、広島大学

基本情報（目的等）
減圧法によるメタンハイドレート（以下、MH）から

のガス生産では、海底下の未固結堆積物中で大きな有効
応力変化を生じること、ハイドレートの分解が地層の力
学パラメータを変化させることなどから、その力学的な
影響の検討が必要である。特に生産の際にメタンガス、
水と共に砂粒子も移動し坑井内に流れ込む出砂現象は、
今後実施を予定している陸上産出試験、海洋産出試験に
おいて安定生産阻害要因の一つであり、重要な研究課題
であることから、継続的な研究を行っている。

研究内容および成果
1．出砂モデルのパラメータ導出に係る実験的研究（委

託先：早稲田大学）
熱力学／流体力学／力学的な知見を踏まえた出砂シ

ミュレーションを行うべく、モデルの開発を進めている[1]。
同出砂モデルに必要なパラメータ導出のため、JOGMEC
技術本部にて保有する出水・出砂評価用試験装置を用い
た実験的研究を平成30年度より実施している。これま
で、MH胚胎層の温度／圧力条件を模擬した人工供試体
に対し通水を行い、粒子の移動（出砂と仮定）が発生す
る瞬間の差圧を測定することで限界導水勾配を導出する
ほか、その後の出砂量についても測定できるよう、装置
のセットアップを行ってきた。

令和2年度は、さらに模擬供試体の作製方法に関し検
討を加える等、実験の再現性を高めるための改善を行っ
た上[2]、文献[1]における出砂レートのせん断ひずみ依存

性を示すパラメータ（ω4）の導出を目指し、通水実験
を重ねている。

加えて、文献[1]における出砂発生条件のハイドレート
飽和率依存性を示すパラメータ（ω3）の導出に向け、
ハイドレート胚胎を模擬した供試体の作製方法について
も、検討を開始した。令和2年度は、ハイドレートを模
した高吸水性ポリマーを混合した供試体を試作し、三軸
圧縮試験を実施した（図1）。その結果、ポリマーを混
合することで透水性が低下する傾向にあることが確認さ
れた。一方、ハイドレートの存在により供試体の強度が
高まると想定していたものの、今回強度の低下が見られ
たことから、MH 模擬としての適合性に関しては今後
さらなる検討が必要である。

令和3年度は、引き続き通水実験を繰り返し実施し、
高い再現性でω4値を導出することを目指す。また、得
られたパラメータを上記出砂モデルに適用し、先ずは今
回実施した出砂実験の数値シミュレーションを実施の
上、モデルおよび実験の妥当性を検証する予定である。

2．メタンハイドレート生産時の地盤工学的課題解決に
おける有用微生物の活用（委託先：広島大学）

MH胚胎層中に存在する微生物の地層固化作用を利用
して地層強度を向上させることにより、出砂現象抑制等
の効果が期待されるため[3] [4]、継続的に研究を続けてい
る。

現在は、平成29年の第2回MH海洋産出試験にて取得
した圧力コアを対象としたメタゲノム解析を実施し、ハ

図1　ポリマー混合土を用いた三軸圧縮試験結果例
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イドレート貯留層の各深度において、地盤改良効果の期
待できる微生物由来の遺伝子がどの程度存在している
か、これら期待している微生物の活性を高める条件を明
らかにする研究を実施中である。また、実フィールドの
温度・圧力条件を模擬した高圧微生物培養試験を実施
し、低温・高圧の条件が微生物の結晶析出性能に与える
影響を評価しており、引き続き現場適用を見据えた検討
を進めたい。

まとめ（今後の検討課題等含む）
出砂現象については、基礎的な現象の理解を深めると

ともに、定量的な予測を目指し、実験結果を踏まえた数
値計算モデルの開発を進めている。さらに、具体的な出
砂対策技術として、微生物による地層固化を原位置微生
物により実現できる可能性が示唆され、実用に向けた検
討を進めているところである。

本稿では紹介していないが、ジオメカニカルモデルに
ついても検討を進めており、今後平成30年に海洋産出試
験実施海域で取得された環境モニタリングのデータ、圧
力コアリングの結果なども加えて評価を行い、陸上・海
洋でのデータ取得や生産試験の計画策定に寄与するとと
もに、長期安定的な生産を実現するための具体的な技術
開発にも着手したい。

謝辞
本稿は、経済産業省の委託により実施しているメタン

ハイドレート研究開発事業において得られた成果に基づ
いています。
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②　遮水剤を用いた出水対策検討

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 開発生産チーム
担 当 者 安部俊吾、山本晃司
研究委託先 東北大学

基本情報（目的等）
メタンハイドレート（以下、MH）の減圧法による生

産時、想定以上の水生産が発生し、計画通り減圧が達成
されない可能性があり、課題となっている [1]。このよう
な出水現象への対策として、本邦化学品メーカーの製造
する遮水剤（水と反応することで地層の浸透率を低下さ
せる効果のある物質）について、性能評価試験を実施し
ている。一方で、固体分を含む遮水剤は効果が坑井周辺
に限られるため、今年度は、より広範囲に効果が期待で
きる液体の遮水剤として水ガラス（ケイ酸ナトリウム水
溶液）系遮水剤の適用可能性についても検討を行うこと
として、同遮水剤およびジオメカニクスについても知見
を有する東北大学へ委託のもと、スタディを実施した。

建設業界では、地盤の浸透率を下げ、かつ強化するこ
とを目的として水ガラスが広く用いられており、また
CCSにおける漏洩対策としても検討されている[2]。この
方法は、水ガラスに酸を加えて中和するとアモルファス
シリカが析出し、ゲル状になる現象を応用したものであ
る。本研究では、既に水ガラスが注入されていると仮定
した貯留層に対して、中和剤としてCO2を圧入すること

によって広範囲の帯水層の浸透率を下げ、帯水層からの
漏水を抑制する方法を想定し、その適用性を数値シミュ
レータで検討した。

研究内容および成果
1．数値シミュレーションの方法

本研究が対象とする数値シミュレーションでは、地層
内における水ガラスおよびCO2の流動および化学反応
と、それに伴う物質の析出／溶解による浸透率の変化を
連成して求めることが必要となる。これを実現できる
ツールとして、さまざまな分野で利用実績の多い浸透－
地球化学連成シミュレータであるTOUGHREACTを使
用することとした。

2．計算条件および結果
令和2年度は、シミュレータの適用性と水ガラスによ

る効果の概要把握を目的として、単純化された単層のモ
デルにてシミュレーションを実施した。想定した地層モ
デルは、図1（左）のとおりであり、厚さが5mの水平
な帯水層とその上下に泥層があり、それらと坑井が直交

図1　TOUGHREACTによる計算結果例
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している。水ガラスを帯水層に注入する過程は省略し、
坑井を中心とする半径50－100mの中空円板状の領域に
初期に水ガラスが既に満たされているものとした。その
状況で坑井から帯水層に一定レートでCO2を圧入する。
初期の地層の温度は15℃とし、間隙水圧は13MPaとし
た。この条件は、例えば、水深1,000mの海底面下300m
に帯水層がある場合に相当する。

図1（右）に、TOUGHREACTを適用して実際にシ
ミュレーションを行った後の浸透率分布を示す。シミュ
レーションの結果（圧入40日後の浸透率分布）から、坑
井から30mに及ぶほぼ連続した範囲で浸透率が大きく低
下することが示唆された。この結果より、水ガラス
-CO2反応を利用することで、帯水層のある程度広い範囲
の浸透率を低下させるという、本研究で想定している方
法が有効である可能性が示唆された。また、CO2の圧入
レートが大きいほど、あるいは水ガラスの濃度はある程
度小さいほうが、浸透率の低下範囲が広くなる可能性も
示された。

まとめ（今後の検討課題等含む）
主に建設業界で使用実績のある水ガラス系遮水剤につ

い て、 適 用 可 能 性 検 討 を 開 始 し た。 令 和2年 度 は、

TOUGHREACTを用いた数値シミュレーションにより、
水ガラス-CO2反応による帯水層の浸透率低下の様子や、
その際の挙動について評価し、比較的広範囲に遮水の効
果が拡げられる可能性を示すことができた。次年度以降
は、室内実験も含めて実際の貯留層に近い条件での本手
法の妥当性を評価するほか、さらに適切な圧入方法等の
現場適用に向けた検討も進める予定である。

謝辞
本稿は、経済産業省の委託により実施しているメタン

ハイドレート研究開発事業において得られた成果に基づ
いています。
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③　物理探査モニタリングの検討

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 資源探査チーム
担 当 者 小林稔明、下田直之、藤本 暁
共同研究先 MH21-S研究開発コンソーシアム
研究委託先 シュルンベルジェ（株）

基本情報（目的等）
第1回及び第2回海洋産出試験において、減圧によるメ

タンハイドレート分解に伴う地下の音響インピーダンス
の変化を捉えることを目的とし、OBC（Ocean Bottom 
Cable）を用いた4成分（ハイドロフォン、加速度計3成
分）の繰り返し（タイムラプス）地震探査（以下、OBC
データ）による物理探査モニタリングを実施した。これ
までに得たデータでは、取得仕様の制約から、メタンハ
イドレートの分解範囲などの情報を定量的に得られるま
でには至っていなかった。

そのため、将来さらに海洋産出試験が実施されること
を想定して、令和元年度は第2回海洋産出試験で取得し
たOBCデータをレビューし、将来の再度の海洋産出試
験までに適切なOBCデータの取得仕様及び処理手法等
の検討を行い、より高品質なデータを得るためのデータ
取得仕様の改善があること、データ処理仕様の見直しに
よる4Dレスポンスや分解能の向上が期待できることが
判明した［1］。

令和2年度は、OBC方式以外の手法を含む物理探査モ
ニタリングの手法についての検討を行った。

研究内容および成果
令和2年度は、物理探査モニタリングの手法に関する

検討として、DAS（Distributed Acoustic Sensing）を
使用するSunface-DAS方式とDAS-VSP（Vertical Seismic 
Profile）方式、ストリーマー方式、OBN（Ocean Bottom 
Node）方式の各手法と、OBC方式との比較を行った。以下
に各手法について述べる。また、表1に各手法の比較を示す。

1．次期海洋産出試験における物理探査モニタリング手
法の検討

各手法の評価を行った結果を以下にまとめる。

（1）OBC方式
第1回及び第2回海洋産出試験時において実施したデー

タ取得方式である。しかし、令和元年度のOBCデータ
のレビュー結果では、より多くの受振点、より多くの受
振ラインが必要であることが示された［1］ことから、受
振ケーブルシステムの拡張が必要となる。

既存のシステムを拡張する場合には、拡張部分の仕様
（センサーの感度等）を既存と同じにする必要がある。

センサーの感度が同じ数値であってもメーカーによって
卓越周波数等の特性が変わってくる。また、既存のシス
テムは製作後6年から11年経過しており、既存の70台の
受振器のオーバーホールや新規受振器作成に必要な同一
パーツの入手が難しい状況にある。

（2）OBN方式
OBN方式は、各データ取得装置が独立しており、ケー

ブルの制約を受けることなく広いエリアに自由な展開が
可能である。しかし、各データ収録装置が独立している
ことから、展開はROVで行うことになる。本手法では
展開に要する時間及び位置精度が課題となる。また、ガ
ス生産試験前後のデータを取得するタイムラプス探査を
考える場合、各データ収録装置の不確定要素の解消のた
め、同一の機器を長期間にわたり設置することになるこ
とから、バッテリー寿命の問題も発生する。

（3）Surface-DAS方式
最新の探査技術では、光ファイバーケーブル（DAS

ケーブル）で振動を受振する地震探査（主に自然地震観
測[2]）も実施され、成果を上げており、今後の反射法地
震探査手法のスタンダードになると考えられている。そ
こで、従来の受振器に代わりDASケーブルを海底面に
水平に設置して行う反射法地震探査が考えられる。この
方式の特徴は、振動の受振部であるケーブルが安価な点
であり、OBCと同じコストを前提に考える場合、より
多くの、より高密度の受振ラインが設置できることであ
る。ただし、未だ実績がないことから、この方式での
データ取得の可否の検証が必要である。また、P波の検
証後、S波の受振についての検証も必要となる。

（4）DAS-VSP方式
DAS-VSP方式は、アラスカ陸上産出試験フィールド

にて適用実績がある[3]。VSPデータの特徴は、受振器
（DAS）ケーブルを設置する坑井近傍のより詳細な情報
（高分解能、速度情報、時間深度と深度との対比）を得
ることができる。一方、反射面の水平方向の広がりに限
界があるので、単独ではなく、他手法と組み合わせて
データ取得することにより価値が見いだせる。また、S
波についてはSurface-DAS方式同様、有効性の検証が
必要である。
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（5）ストリーマー方式
ストリーマー方式は海域における反射法地震探査のス

タンダードであり、効率的にデータ取得ができる。この
方式の優位な点は、オペレーション提供会社が多数あ
り、選択に幅があることである。一方、一般的にS波
データは取得できないが、より長いストリーマーのデー
タは、インバージョンによりS波情報を得られる可能性
が示唆されている。

2．次期海洋産出試験にける物理探査モニタリング手法
表1に示す各手法の比較により、Surface-DAS方式は

A評価、DAS-VSP方式は他手法との組み合わせを想定
してA評価、ストリーマー方式はB評価となる。その他
の手法はC評価となった。

ストリーマー方式は完成された方式であり、海域にお
ける反射法地震探査のスタンダードな手法である。取得
データはP波であり、S波は取得できない。また、受振
点及び発震点が海象により影響を受けることから、タイ
ムラプス地震探査を考える場合、受振点及び発震点位置
の不確定要素が残る。一方、Surface-DAS方式は、震源
は海象の影響を受けるが、受振点は海底面に設置するの
で、受振点位置の不確定要素は解消する。手法として水
平探査の実績は少ないが、自然地震観測では適用事例も
あり、最近では反射法地震探査としてのP波及びS波
データ取得の研究も進んでいる。一方DAS-VSP方式は、
P波データ取得ではスタンダードになっており、適用事
例も増えている。また、S波データの取得の研究も進ん
でいる。

解決しなくてはいけない技術的課題はあるが、コス
ト、位置の不確定要素を減らすこと、生産井及びモニタ

リング井近傍の詳細情報を得ることを考え、Surface-DAS
方式とDAS-VSP方式の組み合わせでのデータ取得が次
期海洋産出試験における物理探査モニタリング手法とし
て優位性があると考えられる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年度は物理探査モニタリング手法の比較を行い、

Surface-DAS方式とDAS-VSP方式の組み合わせでデー
タ取得を行うことで計画を進める方針とした。

令和3年度は、Surface-DAS及びDAS-VSP方式の情
報収集及び技術的検討を行い、将来の物理探査モニタリ
ング手法としての実用化の判断を行う。

謝辞
本研究は経済産業省の委託により実施しているMH21-S

研究開発コンソーシアムの研究の一部として実施してい
る。本成果の公表を許可いただいた経済産業省資源エネ
ルギー庁、MH21-Sメンバー及び業務委託先各社に謝意
を表する。

引用・参考文献
[1]　令和元年度石油天然ガス開発技術本部年報
[2]　篠原雅尚・山田智朗他、2019、DAS計測技術を用

いた三陸沖光ケーブル観測システムにおける高密度
海底地震観測の試み、日本地球惑星科学連合2019年
大会

[3]　Lim T.K., A. Fujimoto, et al., 2019, DAS-3DVSP 
Data Acquisition at Stratigraphic Test Well 

（Hydrate-01）, AGU Fall Meeting 2019



― 97 ―

メタンハイドレートの研究開発第3編　Ⅲ．メタンハイドレートの研究開発　2．長期陸上産出試験

①　長期陸上産出試験の準備作業の進捗

実 施 期 間 平成27年度～
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 開発生産チーム
担 当 者 沖中教裕、中塚善博、若月 基、佐藤みづき、大槻 敏
共同研究先 米国エネルギー省国立エネルギー技術研究所（DOE/NETL）

基本情報（目的等）
メタンハイドレート（以下、MH）の生産手法の確立

に向けては、ガス生産を長期的かつ安定的に継続できる
ことを実証する必要がある。そのため、比較的低コスト
で安定的に長期試験が可能な陸上で産出試験を実施する
ことによって、長期生産挙動の把握、問題点の抽出を行
い、我が国周辺海域のMHの生産手法の確立に資する
データの取得を目指している。

平 成26年11月6日、JOGMECと 米 国 エ ネ ル ギ ー 省
（Department of Energy 以下、DOE）傘下の米国エネ
ル ギ ー 技 術 研 究 所（National Energy Technology 
Laboratory以下、NETL）との間で、アラスカ州での
MH陸上産出試験（以下、本プロジェクト）の実現に向
けた協同作業実施に関する覚書（MOU）が締結された。
それを受けて、米国側と協働して平成28年度までに試験
候補地点を選定し、層序試錐井（STW）＊1掘削計画策定
作業を経て、平成30年12月に層序試錐井を掘削した。同
坑井で取得したデータの解析作業を日米共同で継続して
おり、それらの情報に基づいて長期陸上産出試験実施に
向けて準備を進めている。

＊1） 層序試錐井：Stratigraphic Test Well（MHの賦存
を確認するとともに各種データを取得することを
目的とした坑井。試掘井とほぼ同義。）

研究内容および成果
1．Science and Operation Plan（研究計画書）作成

研究目的を明確にするとともに、それを実現するため
にどのような機材を用いて、どのような作業を行うのか
を定めたScience and Operation Planを日米共同で策定
した。

このドキュメントには、今後掘削される坑井でのデー
タ取得計画、モニタリング計画、生産井の仕上げと試験
計画概要が記載されている。

2．第三者オペレータ選定作業
令和元年5月に開催された本プロジェクトの日米間の

最高意思決定機関であるSteering Committee（SC）ミー
ティングにおいて、産出試験実施に向けた詳細実施計画
策定作業および実際の現場作業（坑井掘削、試験設備の
設置、設備の運転等）を担う事業者（第三者オペレータ
＊2）の選定作業に移行することが決定された。

＊2） 第 三 者 オ ペ レ ー タ： 本 プ ロ ジ ェ ク ト 実 施 者
（JOGMEC、NETL）および本産出試験サイトが
位 置 す る 既 存 の 油 田 開 発 鉱 区（Prudhoe Bay 
Unit：PBU鉱区）の鉱区権者以外の「第三者の事
業者」を実際の現場作業を行うオペレータとして
試験を実施する方針であるため「第三者オペレー
タ」と呼ぶ。

その後、令和元年8月に、PBU鉱区のオペレータで
あったBP社がアラスカ州の事業から完全撤退して保有
する全資産をHilcorp社に売却する旨を発表し、令和2
年6月末にこの上流資産の売却手続きが完了し、その結
果、PBU鉱区オペレータはBP Exploration Alaska, Inc. 
からHilcorp North Slope LLC（以下、HNS社）に変更
された。本プロジェクトを実施するためにはPBU鉱区
権者の理解・協力を得ることが不可欠であり、新たな
PBU鉱区オペレータであるHNS社の意向を確認するま
でに時間を要するなど、第三者オペレータの選定作業は
当初想定よりも遅れることとなった。

令和2年8月にJOGMECホームページ上で第三者オペ
レータの公募を開始し、応募者からの提案書の評価作業
等を経てASRC Energy Services Alaska, Inc.社（以下、
AES社）を現地で実際に掘削作業・設備運転作業など
を実施するオペレータとして選定、令和3年1月に正式に
同社と契約を締結した。

3．貯留層モニタリング計画
長期陸上産出試験における生産挙動の把握並びに貯留

層評価技術の向上に資することを目的として、各種セン
サーの設置方法を含むモニタリング計画策定作業を進捗
させた。（詳細は「現地データ取得作業および貯留層モ
ニタリング計画の検討」参照。）

4．詳細実施計画の策定
第三者オペレータ選定後、直ちにキックオフミーティ

ングを日米双方の関係者間で実施し、オペレータの視点
も踏まえた長期陸上産出試験の詳細実施計画の策定作業
に着手した。

詳細実施計画の策定作業を実施するために必要となる
情報として、日米双方の関係者でまとめた長期陸上産出
試験に関する要求事項などを含むScience and Opera-
tion PlanをAES社に提供し、詳細実施計画策定作業の
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ベースとした。
詳細実施計画には、長期陸上産出試験を達成する上で

重要なElectrical Submersible Pump（ESP：電動水中
ポンプ）を適用した減圧システム、出砂対策装置、およ
び生産システム内でMHが再生成した場合の対策を含め
た仕上げ計画等が含まれる。
（詳細は「坑井仕上げ、坑内機器、地上生産設備等の

仕様検討」参照。）
また、AES社とPBU鉱区権者等との協議も開始され、

新型コロナウィルス感染症拡大の影響も踏まえた産出試
験実施スケジュールに関する検討作業も実施している。

5．長納期品調達
MH21-Sの実行計画に沿った長期陸上産出試験実施を

企図し、今後掘削を予定しているデータ取得兼モニタリ
ング井（Geo Data Well: GDW）1本および生産井（Pro-
duction Test Well: PTW）2本に設置する予定であるセ
ンサーケーブル（温度、圧力、ひずみ等）、坑口装置、
およびESPなどの長納期品（調達までに時間を要する
機器）の調達を進めた。

6．データ取得作業
STWに設置した光ファイバーケーブル（Distributed 

Temperature Sensing: DTS）による地層温度測定、お
よびGPS（Global Positioning System）を用いた試験サ
イト近傍の標高変位測定を継続した。

現状は上記2項目のデータ取得を実施中であるが、

GDW1本およびPTW2本が追加された後は、これらの坑
井に設定されたモニタリングセンサーによる各種データ
取得作業も開始する予定である。
（詳細は「現地データ取得作業および貯留層モニタリ

ング計画の検討」参照。）

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年度事業では、長期陸上産出試験実施に向けて

第三者オペレータ選定作業を完了し、同オペレータとし
て選定したAES社を交えた詳細実施計画策定作業に着
手した。また、長期陸上産出試験の目的達成のための要
求事項などをまとめたScience and Operation Planを日
米協力の下作成し、当該計画策定作業に反映させた。

その他、モニタリング計画等の検討作業を継続すると
ともに、データ取得作業、長納期品購入作業を継続し
た。

次年度は、詳細実施計画策定作業を継続するとともに
長期陸上産出試験実現に向けた各種準備作業を実施し、
できる限り早期の掘削作業実施、産出試験の開始を目指
していきたい。

謝辞
本研究は、MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の一環として行ったものである。本成果の公表を許可い
ただいたDOE/NETL、経済産業省およびMH21-Sに感
謝の意を表する。
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②　現地データ取得作業及び貯留層モニタリング計画の検討

実 施 期 間 平成27年度～
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 開発生産チーム
担 当 者 大槻 敏、佐藤みづき、中塚善博、沖中教裕
研究委託先 東洋エンジニアリング（株）

基本情報（目的等）
長期陸上産出試験における貯留層評価および生産挙動

の把握を目的として、層序試錐井（Stratigraphic Test 
Well　以下、STW）に設置した光ファイバーケーブル
による地層温度測定、およびGPS（Global Positioning 
System）を用いた試験サイト近傍の標高変位測定を継
続する。また、今後掘削予定である生産井や観測井にお
ける圧力・温度・ひずみ等のモニタリングについて、よ
り詳細に検討し、実施計画を策定する。

平成30年12月、JOGMECは、米国エネルギー省傘下
の国立エネルギー技術研究所NETL（National Energy 
Technology Laboratory）と協働して、米国アラスカ州
PBU（Prudhoe Bay Unit）鉱区のKuparuk State 7-11-12
坑井基地のエリアにてSTWを掘削し、永久凍土層下の
D層およびB層においてメタンハイドレート（以下、
MH）の胚胎を確認した。D層のトップ深度は約700 
mTVDss（True Vertical Depth subsea）（MH胚胎部分
の層厚約10m）、B層のトップ深度は約840mTVDss（MH
胚胎部分の層厚約18m）である。地層温度が比較的高い
B層を生産試験の主対象層、D層を副次対象層としてい
る。また、STWでは、物理検層に加えて小型の圧力コ
アを取得・分析することで、貯留層物性を把握した。

今後は、圧力コア取得後に各種観測センサーを設置し
て観測井に転用するデータ取得井（Geo Data Well　以
下、GDW）1坑 お よ び 生 産 井（Production Test Well　
以下、PTW）2坑の計3坑を掘削する予定である。生産
井は、B層のみを仕上げるPTW-1坑井とB層およびD
層を仕上げることが可能なPTW-2坑井を計画している。

PTW-2坑井については、PTW-1坑井での試験結果を踏
まえて仕上げ区間等を決定する方針である。これらのい
ずれの坑井にも、地層温度計を含めたモニタリング装置
を設置して、MH分解挙動などの貯留層応答の情報を取
得する予定であり、STWでのデータ取得に加えて、各
坑井に設置する機器と計測の計画を策定している。

研究内容および成果
1．現地データ取得作業

（1）STWにおける地層温度測定
STWには、光ファイバーを温度計測センサーとして

用いるDTS（Distributed Temperature Sensing）が設
置されており、地層温度計測を継続している。将来の生
産試験時の地層温度の変化を捉えるのみでなく、初期貯
留層温度やMH安定下限の推定などへの有益な情報とな
る。

（2）標高変位測定
生産試験による地表面への影響がないことを確認する

ため、試験前の季節変動データ（ベースラインデータ）
を取得すべく、試験サイトを中心とした半径約1,600ft

（約500m）の範囲に標高変位測定用の約240の測定ポイ
ントを設置し、月1回の頻度でGPS測定を実施している。
測定結果の例として、令和元年11月時点での標高を基準
とした各測定ポイントの変化量（中央値）を図1に示す。
地表付近の温度が0℃を超える夏季に、凍土表面が融解
し、地表の沈降が生じていることが分かる。なお、GPS
測定の垂直方向の解像度は20mm程度である。

図1　試験サイト周辺の標高変位およびPrudhoe Bayの最高・最低気温[1]



― 100 ―

メタンハイドレートの研究開発第3編　Ⅲ．メタンハイドレートの研究開発　2．長期陸上産出試験

2．モニタリング計画策定
各坑井におけるモニタリング計画を図2および表1に

示す。

（1）地層温度および音響測定
PTWおよびGDWには、光ファイバーセンサーを用

い るDTS/DAS（Distributed Acoustic Sensing） ケ ー
ブルを設置する。また、GDWには、白金測温抵抗体を
センサーとして用いるアレイ型比抵抗センサーRTD

（Resistance Temperature Detector）も設置する。RTD
は、1本のケーブルに対して最大60点のデータを測定す
ることができ、MH胚胎層とその上下の層に対して、密
にセンサーを配置する。RTDは、DTSよりも高い解像
度と精度を備えており、坑井全体でデータが取得できる
DTSと組み合わせることで、広い測定区間で質の高い
地層温度の初期値および変化の取得が期待できる。

DASでは、坑井内に敷設された光ファイバーそのも

のがセンサーとなるため、ジオフォンを坑井内に降下さ
せる必要が無く、効率良くVSP（Vertical Seismic Pro-
file）を実施できる。DASの主な目的はVSPなどで生産
試験前後の貯留層物性の変化を把握することであるが、
出砂等に伴う異常シグナルや生産に伴う音響信号（Acous-
tic emission）を検知することなども期待している。

（2）地層圧力測定
貯留層内のMHの分解挙動を把握する上で、圧力は温

度と組み合わせて取得すべき重要な情報であるため、
PTWおよびGDWにて圧力センサーを設置する。特に、
PTWでは、坑内と出砂対策装置を介した地層側（ケー
シング外側）の圧力を測定することで、生産井周りでの
圧力損失を把握し、地層に減圧が伝わっているかを把握
することを試みる。

採用予定の圧力センサーは、1本のケーブルで最大8対
（16センサー）のケーシング内外の圧力測定が可能であ
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長期陸上産出試験の実施に向けて、地層温度測定および標高変位測定を継続して実施し

た。また、生産井や観測井における圧力・温度・ひずみ等のモニタリング計画の検討を進

めた。今後は、生産井や観測井の坑井配置や坑跡の検討を進めるとともに、各ケーブルの

設置については坑井仕上げ案とも調整しつつ、モニタリングシステム全体の計画策定およ

び最適化を行う予定である。 
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る。本プロジェクトでは、例えば、PTW-1坑井の場合、
B層内にはdual gauge（ケーシング外側と内側）を2箇
所、B層上下にsingle gauge（ケーシング外側のみ）1
箇所ずつ配置する計画である。

（3）ひずみ測定
PTWおよびGDWのケーシング外側にセンサーを設

置し、生産中における坑井および地層に作用する軸ひず
みや曲げひずみを測定することで、地層変形の観測を試
みる。

ひずみ計測に最もよく使われるのは、分布型光ファイ
バーセンサーBOTDR（Brillouin Optical Time Domain 
Reflectometer） とFBG（Fiber Bragg Grating） セ ン
サーである。通常、軸ひずみに加えて、曲げひずみを区
別するためには複数のケーブルが必要であるが、FBG
センサーには、1本のケーブル中に2本のgrating fiberが
螺旋状に入っていることにより、軸ひずみのみでなく曲
げひずみも同時に検知できる製品が市販されており、
ケーブル本数の削減と設置作業上のリスク低減にも繋が
るため、これを採用することにした。FBGセンサーの
測定区間は、最大300mであり、B層とD層を含む全区
間をカバーできる。

以上のようなセンサーを各坑井に配置する方針を定め

るとともに、適切な設置方法などの検討も進めた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
長期陸上産出試験の実施に向けて、地層温度測定およ

び標高変位測定を継続して実施した。また、生産井や観
測井における圧力・温度・ひずみ等のモニタリング計画
の検討を進めた。今後は、生産井や観測井の坑井配置や
坑跡の検討を進めるとともに、各ケーブルの設置につい
ては坑井仕上げ案とも調整しつつ、モニタリングシステ
ム全体の計画策定および最適化を行う予定である。
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③　坑井仕上げ、坑内機器、地上設備等の仕様検討

実 施 期 間 平成27年度～
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 開発生産チーム
担 当 者 中塚善博、松永達哉、大槻 敏、関 誠、若月 基、沖中教裕
研究委託先 東洋エンジニアリング（株）

基本情報（目的等）
メタンハイドレート（以下、MH）の長期陸上産出試

験の実施に向け、長期的な生産に適応した坑井、坑内機
器、地上設備等の設計・準備等を実施する。

米国アラスカ州PBU（Prudhoe Bay Unit）鉱区の
Kuparuk State 7-11-12坑井基地のエリアにて実施する長
期陸上産出試験では、既に掘削済みの層序試錐井（STW）
に加えて、今後2本の生産井（PTW-1、PTW-2）および
1本のモニタリング井（GDW）の合計3本の坑井を掘削
した上で生産を実施する計画である。本検討では、1年
程度の生産期間を予定している長期産出試験に耐えうる
試験設備等を実現することを目標とし、これらの坑井仕
上げ、坑内機器、地上設備の仕様を決定するとともに、
試験実施に向けた準備を進めることを目的としており、
前年度までの検討を引き継いで、リスクの評価などを通
じて使用する機器を具体的に検討している。

研究内容および成果
1．坑井仕上げ及び坑内機器の仕様検討

現在検討を進めている生産井2坑井（PTW-1、PTW-2）
の概略を図1に示す。

陸上産出試験において最初に生産を計画している生産
井PTW-1では、確認されている2層のMH層（B層、D
層）のうち、より深部に存在するB層のみを仕上げ、生
産を行う計画である。

第2回海洋産出試験（平成29年）では、オープンホー
ル仕上げを採用した結果、孔径拡大の影響によりパッ
カーが十分に効かず水生産層との隔離が十分ではなかっ
たと考えられ、想定以上の水の産出が見られたが、計画
中の陸上産出試験では、ケースドホール仕上げとしてセ
メンチングを行うことで、水層との導通による過剰な水
産出等のリスクを回避する計画である。一方で、ケース
ドホール仕上げでは坑内と地層を穿孔により導通させる

（流体の流路を形成する）必要があるが、ケーシング外

2 
 

た形状記憶ポリマーを用いた出砂対策装置を生産区間であるB層の深度に設置することを

第一候補として検討を進めている。当該形状記憶ポリマーの設置方法としては、坑井の径

より若干小さい径まで予め膨張させたものを坑内に設置する方法と坑内の所定の深度にて

特別な液体と反応させ坑壁に密着するまで膨張させる方法があるが、当初計画では、形状

記憶ポリマーを坑内で膨張させ坑内への砂の流入を止める計画であった。しかしながら、

坑内で形状記憶ポリマーを膨張させた場合、ケーシングに出砂対策装置が密着するため、

生産したガス、水の坑内への流入経路は穿孔部分に限定されることとなりきわめて狭くな

るため、早期に目詰まりが発生する可能性や出砂対策装置の性能が完全には発揮できない

事などから、事前に膨張させた出砂対策装置を設置する仕様に変更している。 

坑内を減圧するための機器については、Electrical Submersible Pump(以下、ESP)を用いる計

画である。長期生産を実現するにあたっては、長期的な運用が可能であることとともに、

不確実性の高い水生産量に対して幅広いレンジ（計画上50 bbl/dayの低流量から4500 bbl/day

の高流量まで）に対応する必要があることから、ESPについては、異なる生産能力を有する

複数の編成を用いた生産を検討している。なお、ESP編成の入れ替えにおいて掘削リグを要

する作業が発生するとその準備等に長い時間を要するため、最も低流量に対応したESP編成

から他のESP編成への入れ替えを除き、極力リグを要する作業を行わないよう、ワイヤーラ
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側には圧力／温度／ひずみ計測用の複数のセンサーを設
置する計画であるため、それらのセンサーにダメージを
与えないよう穿孔する範囲（角度）を限定できる「オリ
エンテッドパーフォレーション」を用い、センサーが存
在しない方向に選択的に穿孔する計画とした。なお、穿
孔作業を実施する際の衝撃がセンサーに及ぼす影響も懸
念されたが、別途実験等による検討を実施し、影響がな
いことを確認している。

PTW-1の坑内機器のうち出砂対策装置に関しては、
第2回海洋産出試験においても採用した形状記憶ポリ
マーを用いた出砂対策装置を生産区間であるB層の深度
に設置することを第一候補として検討を進めている。当
該形状記憶ポリマーの設置方法としては、坑井の径より
若干小さい径まで予め膨張させたものを坑内に設置する
方法と坑内の所定の深度にて特別な液体と反応させ坑壁
に密着するまで膨張させる方法があるが、当初計画で
は、形状記憶ポリマーを坑内で膨張させ坑内への砂の流
入を止める計画であった。しかしながら、坑内で形状記
憶ポリマーを膨張させた場合、ケーシングに出砂対策装
置が密着するため、生産したガス、水の坑内への流入経
路は穿孔部分に限定されることとなりきわめて狭くなる
ため、早期に目詰まりが発生する可能性や出砂対策装置
の性能が完全には発揮できない事などから、事前に膨張
させた出砂対策装置を設置する仕様に変更している。

坑内を減圧するための機器については、Electrical 
Submersible Pump（以下、ESP）を用いる計画である。
長期生産を実現するにあたっては、長期的な運用が可能
であることとともに、不確実性の高い水生産量に対して
幅広いレンジ（計画上50 bbl/dayの低流量から4500 
bbl/dayの高流量まで）に対応する必要があることから、
ESPについては、異なる生産能力を有する複数の編成を
用いた生産を検討している。なお、ESP編成の入れ替え
において掘削リグを要する作業が発生するとその準備等
に長い時間を要するため、最も低流量に対応したESP
編成から他のESP編成への入れ替えを除き、極力リグ
を要する作業を行わないよう、ワイヤーライン等を用い
て入れ替え可能なESPを採用することとしている。ま
た低流量域での生産を安定させるため、必要に応じて地
上から水を圧入できるよう、インジェクションラインを
坑底まで降下して補水しながら生産できるようにした。

また生産中に坑内で発生するリスクとして、坑内の温
度・圧力条件がハイドレート安定領域に入ってしまい再
ハイドレート化する（それにより流路が狭まり、最悪の
場合は閉塞にも繋がり得る）ことが考えられるが、これ
に対しては、坑内にヒータを設置するとともに、坑底ま
で設置したインジェクションラインをヒータ内に通すこ
とで温水を循環できる工夫を行っている。併せてヒータ
の下流には薬剤を注入できるよう対策を実施している。

もう一方の生産井であるPTW-2については、深部に
存在するB層に加え、より浅部に存在するD層からも生

産できるよう坑井を仕上げる計画である。坑内機器の仕
様 等 は、 基 本 的 に はPTW-1と 共 通 で あ る。 ま た、
PTW-1と同様、地層と導通させるために穿孔が必要だ
が、PTW-2の穿孔並びに仕上げについては、PTW-1で
の生産状況を確認したうえで仕上げる層や出砂対策等の
詳細を柔軟に決定し、より最適な仕上げとする手順を検
討している。なお、出砂対策装置については、PTW-1
における生産状況を確認して性能を評価した後、形状記
憶ポリマーの出砂対策装置の他、スタンドアローンスク
リーンなど代替機器の設置も可能となるよう準備を進め
ている。

2．地上生産設備の仕様検討
地上生産設備の設計については、60％の完成度まで進

捗した。地上設備の概略図を図2に示す。地上設備設計
にあたっては、第2回海洋産出試験における経験に基づ
き、出砂による影響を抑えるべく、デサンダー（砂分除
去装置）等をあらかじめ設置する計画としている。一方
で、第2回海洋産出試験との大きな違いは生産したガス
の有効利用を考慮している点である。これまでの産出試
験では、生産したガスはすべて燃焼させていたが、陸上
産出試験では、環境問題への配慮からトラブル等による
一時的なものを除きフレアすることが許されない現地の
事情も踏まえ、発電やエバポレーターを用いた生産水の
蒸発処理の燃料として生産ガスを有効利用することを計
画している。なお、現時点の生産量予測では、1日最大
4500bbl/day（約715m3／日）の水生産量が想定されて
おり、これらの生産水については、蒸発処理を主として
検討しているが、処理しきれない場合には、サイトに設
置するタンクに貯水し、トラックを用いて適宜近隣の処
理施設まで搬出する計画としている。また、ガスの有効
利用は計画されているものの、生産量が変動する可能性
や事前の予測よりも生産量が少ない可能性も考慮して、
発電機等は生産ガス以外の代替燃料を利用できるよう工
夫し、長期産出試験を達成することを企図した設計と
なっている。今後はシステム内の計測等を含め、100％
の完成度まで設計を進めるとともに、代替燃料として
CNGあるいはパイプラインからのガス供給の可能性を
含む検討を進める。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年度も前年度から引き続き坑井仕上げ、坑内機

器、地上設備等の仕様検討を進めてきた。坑井仕上げ、
坑内機器については、仕様を決定し、装置等の準備も進
捗している。地上設備については、現状60％完成度の設
計であることから、100％完成度の設計まで進め、資機
材の準備等を進める必要がある。今後は現状決定してい
る坑井設計、地上設備設計をもとに、作業計画の策定を
進めるとともに、機器の調達、動作確認等を進める予定
である。
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示す。地上設備設計にあたっては、第2回海洋産出試験における経験に基づき、出砂による

 
図 2 地上設備概略 図2　地上設備概略
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①　フローアシュアランスに関する検討

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 開発生産チーム
担 当 者 大森元裕、永岡卓也、松永達哉
研究委託先 アドバンスソフト（株）、Oilfield Technologies Pty Ltd

基本情報（目的等）
第2回海洋産出試験（平成29年）では、減圧法を用い

て海底面下のメタンハイドレート（以下、MH）層から
メタンガスを生産した。メタンは水と共に坑内へ流入し
坑内で気液分離され、それぞれ別の生産ラインを流れて
洋上へ運ばれたが、この際、水生産ラインの一部の温度
圧力条件はMH安定条件（MHが生成し安定的に存在で
きる条件）となっていた可能性が高い。坑内での気液分
離が不十分で水生産ラインにメタンが混入した場合や、
スタートアップ時等の過渡的に気液が混在する条件下で
は、流路内でMHが再生成し、流動性の低下・圧力損失
の増加、流路の狭窄から最終的に流路が閉塞するリスク
が考えられるが、実際、第2回海洋産出試験においても
流路の一時的な閉塞を経験している。今後の生産試験で
は、坑内で気液分離を行わずに混相で生産することも検
討しており、MH再生成に伴うフローアシュアランス

（流動確保）の検討は今後の生産試験に向けても重要な
テーマの一つである。

平成26年度からフローループ実験装置内でMHを生成
させ、MHの体積分率、メタンガスの気泡径やMHの粒
子径がフローアシュアランスに与える影響について検討
してきた[3-5]。平成29年度からは、フローループの一部
を改造し、より厳密な条件下で物性データを取得、MH
生成速度および水-MHスラリーの粘性推算のためのモ
デルを構築した。また、ポンプを停止して再起動する際
の降伏応力の測定を行い、生産停止期間がその後の再起
動に及ぼす影響を検討した[6-8]。

令和2年度事業では、ポンプ停止期間をさらに伸ばし
た実験、また塩水を用いた実験等によるモデルの検証を
Oilfield Technologies Pty Ltd（以下、OT社）に委託し
継続する一方、今後の生産試験中に起こりうる流動阻害
要因を予測するために、構築したモデル式を用いてMH
の生成予測・MHスラリーの流動状態の予測を行う流動
解析シミュレータの開発をアドバンスソフト（株）に委託
し開始した。今後の生産試験及び将来の商業生産を見据
え、継続的な安定生産を実現するために実験およびシ
ミュレーションにより得られた知見をシステム及び機器
設計に反映することが本研究の目的である。

研究内容および成果
1．気固液三相流解析シミュレータの開発

アドバンスソフト（株）が開発した二流体モデルによる

気液二相流解析ソフトウェアAdvance/FrontFlow/MP
をベースコードとした。二流体モデルはメッシュサイズ
と時間刻みを比較的大きくとれるので、実際の坑井形状
においてMHスラリーが管内流動に与える影響、特に滞
留部での蓄積や管壁での凝固による流路の狭窄や閉塞を
解析するのに適している。メタンの気泡を均一に含んだ
水または海水を二流体モデルにおける第1相とし、MH
の固相を第2相としている。MH固有の挙動を解析する
ために以下の追加機能を組み込んだ。
（1）MH粒子同士の衝突と接触を考慮できる粒子変動

エネルギー保存式
（2）MHの固相の粘性係数モデルの定式化
（3）MHの固相の圧力モデルの定式化
（4）MHと液相の間の運動量交換モデルの定式化
（5）メタンからMHへの質量移動率モデルの定式化
（6）MH生成条件を表すMH平衡曲線式
上記の内、（2）と（5）に関して、OT社が構築したモデ

ル式を採用している[1] [2] [7-8]。

2．シミュレータの妥当性検証のための予備的シミュ
レーション

（1）垂直上昇流解析
MHによる閉塞状態に近い初期分布を与えて、上昇流

を生じさせた場合のMHの流動挙動を解析した。MHの
体積割合の初期分布を図1に示す。解析領域は100mm x 
1,000mmの2次元であり、第1相流体は水と仮定し0.1m/
secで下方から流入させ5秒後の状態を可視化した。MH
の粒子径0.1mm、1mm、10mmの3ケースにおける水流
入から5秒後のMH体積割合分布を図2に示す。壁面近傍
の流速が遅いのでMHが壁面に付着している様子、その
際、粒子径が大きいと粘性が大きくなり壁面近傍で動き
にくいこと、また浮力の影響で粒子径が大きいほどMH
の上昇速度が大きいことが示唆されており妥当な結果で
あると言える。なおこれらのケースでは、水の流入に伴
うMHの生成は考慮していない。

（2）水平配管でのMH生成解析
次にMHの生成解析を水平配管で実施した。初期状態

にて水で満たされた10.21mm x 240mmの2次元領域を
MH安定領域の温度・圧力に固定し、メタンガスを含ん
だ水を水平方向に流入させると仮定し（図3参照）、MH
の生成により6秒後にMHの体積割合分布がどのように
なるかを解析した。気液混合流体（メタンガスを含んだ
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水）の流速を1m/secと0.1m/sec、生成されるMHの粒
子径を0.1mm、1mmの2通りに変えて3ケースのシミュ
レーションを行なった。各ケースの6秒後のMHの体積
割合を図4に示す。MH生成速度は粒子径が小さいほど、

流速が大きいほど大きくなる。そのため、ケース（a）
で最も多くのMHが生成していることがわかる。生成し
たMHは浮力により上昇し壁面に集積することが、流速
が遅いケース（c）で特に顕著に示された。

3．実験結果を用いたシミュレータの較正と検証
シミュレータの精度を高め、モデルの妥当性を立証す

るために、OT社が行っている実験をシミュレータで再
現し、圧力損失やMH生成速度等の計算結果を実験結果
と比較している。一例として、MHの生成速度の計算値
と実験結果との比較を図5に示す。図中、青の折線が時

5 
 

 

図１ 垂直上昇流解析の概要（MH体積割合の初期分布） 
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図5 メタンハイドレートの生成速度（実験値とシミュレーションの比較） 
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間経過に伴う生成速度の実測値である。実験ではメタン
ガスをシステム内に注入しながらMH体積濃度を1.5％
から7.5％まで増加させているが、その間メタンガスの
気泡径の測定結果はおおよそ1mmから4mmの範囲に分
布していた。各体積濃度を仮定したシミュレーションで
は、注入するメタンガスの気泡径を3mmから4mmに設
定すると実験結果のMH生成速度をよく再現でき、実験
で計測された気泡径（1～4mm）ともおおむね整合的で
あることを確認できた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
MH産出試験の生産ラインにおけるハイドレート再生

成のリスクを評価するため、フローループ実験装置を
使って実際にMHを生成させ、様々な条件下での物性計
測、カメラ撮影による挙動の観測を行なうと共に物性予
測のためのモデル式を構築してきた。令和2年度事業で
は、これまでに構築したMHスラリーの粘性やMH生成
速度のモデルの有効性を追加実験で検証すると共に、構
築したモデル式を組み込んだ流動解析シミュレータの開
発を開始した。

今後、さらなる追加実験でデータを補完しながらシ
ミュレーション結果を検証しシミュレータの精度を上げ
ていくこと、また管路構造物の熱伝導を考慮した管路内
外の総括熱伝達係数モデルを組み込み、実際の坑井に即
した熱流動解析が可能なシミュレータとし、MHの生成
予測・MHスラリーの流動状態の予測に資するものとす
ることが課題である。
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②　モニタリング技術の検討

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 開発生産チーム
担 当 者 菅野貴行
研究委託先 シュルンベルジェ（株）

基本情報（目的等）
第1回（平成25年）、第2回（平成29年）のメタンハイ

ドレート（以下、MH）海洋産出試験においては、海底
面下のMHの分解挙動に関する情報・知見を与えるモニ
タリング技術の適用・実証を目的の一つとして、坑内及
び海底面に設置した装置によるモニタリングを実施し、
MHの分解・生産挙動に関わる有用な知見を得ることが
できた[1] [2]。将来の海洋産出試験においては、長期間の
モニタリングをより省力化して行うことが求められると
想定されることから、過去の海洋産出試験における坑内
モニタリングの技術検証を実施し、最新のモニタリング
技術の動向を踏まえながら今後適用すべき技術領域につ
いての検討を行った。

研究内容および成果
坑内モニタリングにおける技術要素はモニタリングシ

ステムを構成するハードウエア、現場設置作業や計測作
業などのオペレーション、通信やデータフローなどを含
んだシステム設計などの分野に分けられるが、最新技術
についても調査を加え、計27項目について現状を踏まえ
ながら改良点や改善点などの検討を実施した。その中か
ら圧力測定、データ通信、DAS（Distributed Acoustic 
Sensing：光ファイバ計測による分布型音響モニタリン
グ）について検討結果を要約する。

1．圧力測定システム
圧力測定を構成するシステムのうち計測機器としての

性能を左右する要素としては圧力センサ（ゲージともい
う）や制御基板（図1）、一本のケーブルへの接続可能
センサ数などがあるが、測定点を増やす際には温度で実
績があるようなアレイ型に接続可能なハードウエアが望
ましい。また、油ガス田用の坑内センサは一般にMHの

生産試験を行う坑内環境よりも高温域でキャリブレー
ション（補正）がかけられているため、低温域での
チューニングをすることが必要である。

一方、地層からの圧力応答や伝達は圧力センサのポー
ト（取込口）との導通状況に影響を受けるが、第2回海
洋産出試験での観測井AT1-MT2井、AT1-MT3井にお
けるデータ解析によると、これらの坑井の圧力センサに
おいては設置された特殊クランプとセンサ周りのセメン
トの状況からガスの存在時に毛管現象を生じ、圧力測定
結果に影響を及ぼしているという解釈結果が得られ、そ
れを元に補正を行った。

以上より、圧力測定については次のような改良・改善
につながる検討内容が提案された。

・海洋でのモニタリングシステムに統合可能な制御基
板の代替候補

・低温環境でのキャリブレーション
・毛管現象と圧力挙動の再現（室内実験）

2．通信システム
坑内で取得されたデータを陸上で受領するためには全

体の通信システムとして坑内から陸上までの領域を網羅
して技術検討する必要がある。第2回海洋産出試験では
音響通信（海底－海上）や海上ドローンからの衛星通信

（海上－陸上）を組み合わせることにより坑内から陸上
までのデータ転送のパスを作った（図2）。

海底と海上間のデータ通信はその信頼性や品質が重要
になるが、DTS（分布型光ファイバ温度計）の温度デー
タのように最低でもファイル容量が数十キロバイトを超
えると転送ができなかったため、より性能の高い音響通
信製品やシステム構築の検討が必要である。

坑内モニタリングにおいては、これまで坑内と海底間
のデータ通信はケーブルによる有線方式にほぼ限られて
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いたが、最近の動向としては坑内－海底間にも一定の制
約条件の元でワイヤレス通信を適用して開発した製品が
出始めている。ただし、坑内においては坑井生産テスト

（Well Testing）用の仕上げパイプやケーシングなどの
金属管を伝送媒体とし、音響通信という性質上泥水や仕
上げ流体などの液面と接触が保たれていなければならな
い。従って、これまでの観測井のようにケーシングの内
外にセメント仕上げを行った坑井では使用ができない
が、適用方法によってはオペレーションの効率化を図れ
る技術である。

3．DAS（光ファイバ計測による分布型音響センシング）
技術

DASは光ファイバ自身を振動センサとして活用する
分布型音響モニタリング技術であり、光ファイバ関連技
術の発展とともに油ガス田においても近年急速な普及が
見られる（図3）。その適用領域は大きく分けて地震探
査（seismic surveys） と 坑 井 内 の フ ロ ー 状 況 把 握

（in-flow well profiling）の二つが挙げられ、従来のジオ
フォーン（地震計）やPLT（Production Logging Tool:
プロダクション検層ツール）を用いた計測方法に比べて

光ファイバの分布型センサの特徴を生かした測定の効率
化、データ取得量の充実や相対的に安価なコストが利点
となっている。

しかしながら、DASの適用例はそのほとんどが陸上
現場においてであり、海洋における適用例はまだ少な
い。MHへの適用例としてはアラスカの長期陸上産出試
験候補地域で掘削された層序試錐井におけるVSP（Ver-
tical Seismic Profile）調査[3]があるが、海洋産出試験に
おいての適用例はない。DASを海洋で適用する場合の
技術的課題としては幾つか挙げられるが、測定機器が
DTSに比べて大きく消費電力も高いこと、データ容量
がはるかに増大すること、光ファイバの専用の水中着脱
コネクタやコレクタ（動的接続端子）など、長期のモニ
タリングシステムに組み込みために今後継続した検討が
必要となる項目は多い。

まとめ（今後の検討課題等含む）
過去2回の海洋産出試験に向けて開発された坑内モニ

タリングシステムと使用された技術要素をレビューし、
将来の海洋におけるモニタリングに対する技術的な改善
や改良点を提案した。技術要素はモニタリングシステム

3 
 

 

 
図2 第2回海洋産出試験における坑内から陸上までのデータ通信システム 

 

3. DAS（（光光フファァイイババ計計測測にによよるる分分布布型型音音響響セセンンシシンンググ））技技術術 

DASは光ファイバ自身を振動センサとして活用する分布型音響モニタリング技術であり、

光ファイバ関連技術の発展とともに油ガス田においても近年急速な普及が見られる（図図3）。

その適用領域は大きく分けて地震探査(seismic surveys)と坑井内のフロー状況把握(in-flow 

well profiling)の二つが挙げられ、従来のジオフォーン（地震計）やPLT(Production Logging 

Tool:プロダクション検層ツール)を用いた計測方法に比べて光ファイバの分布型センサの特

徴を生かした測定の効率化、データ取得量の充実や相対的に安価なコストが利点となって

いる。 

 しかしながら、DASの適用例はそのほとんどが陸上現場においてであり、海洋における適

用例はまだ少ない。MHへの適用例としてはアラスカの長期陸上産出試験候補地域で掘削さ

れた層序試錐井におけるVSP(Vertical Seismic Profile)調査[3]があるが、海洋産出試験において

の適用例はない。DASを海洋で適用する場合の技術的課題としては幾つか挙げられるが、測

定機器がDTSに比べて大きく消費電力も高いこと、データ容量がはるかに増大すること、光

ファイバの専用の水中着脱コネクタやコレクタ（動的接続端子）など、長期のモニタリング

システムに組み込みために今後継続した検討が必要となる項目は多い。 

 

図2　第2回海洋産出試験における坑内から陸上までのデータ通信システム

4 
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ままととめめ（（今今後後のの検検討討課課題題等等含含むむ）） 

過去2回の海洋産出試験に向けて開発された坑内モニタリングシステムと使用された技

術要素をレビューし、将来の海洋におけるモニタリングに対する技術的な改善や改良点を

提案した。技術要素はモニタリングシステムと機材、現場設置・計測作業、システム設計、

最新技術の分野に大きく分けられ、計27項目について検討を実施した。 

今後、計測項目のニーズや技術動向を踏まえ、これらの項目から優先的に取り組むべき課

題を抽出し、より詳細な技術検討を実施していくことが今後の課題と考えられる。 
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と機材、現場設置・計測作業、システム設計、最新技術
の分野に大きく分けられ、計27項目について検討を実施
した。

今後、計測項目のニーズや技術動向を踏まえ、これら
の項目から優先的に取り組むべき課題を抽出し、より詳
細な技術検討を実施していくことが今後の課題と考えら
れる。
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①　微生物学的分析によるメタン生成についての検討

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 資源探査チーム
担 当 者 Than Tin Aung、今井利矩、田野孝太朗
研究委託先 （国研）産業技術総合研究所　地圏資源環境研究部門
 地圏微生物研究グループ　吉岡秀佳、片山泰樹、金子雅紀、宮嶋佑典

基本情報（目的等）
南海トラフ、ブレークリッジ、カスカディアマージン

など、大陸縁辺域に分布するメタンハイドレートの多く
は、メタンの安定同位体比等の地化学研究から、微生物
起源であると考えられてきた。その後、メタンハイド
レート分布域における微生物学的研究、すなわち、微生
物によるメタン生成活性の評価や遺伝子解析が精力的に
実施されてきた。しかし、海底下における微生物メタン
生成機構については未だ不明な点が多い。本研究は、東
部南海トラフの海底堆積物を用いて、メタンハイドレー
ト集積メカニズムの解明において重要な微生物によるメ
タン生成能力を検討することを目的とする。

これまで東部南海トラフ第二渥美海丘のコア試料を用
いて研究を行い、メタンハイドレート分布域のメタン生
成活性の評価や、微生物叢の解析、現場に優占している
メタン生成菌の分離と温度圧力依存性の評価、補酵素
F430の測定によるメタン生成菌分布の評価を行ってき
た。これまで得られた研究成果を踏まえて、微生物によ
るメタン生成ポテンシャルをより正確に評価するため
に、以下の研究を行う。

1．微生物メタン活性の特性評価
2．メタン生成微生物の培養技術開発
3．補酵素F430によるメタン生成菌の評価
4．メタン生成菌の高圧培養と遺伝子解析
これらの研究で得られた研究成果は、微生物起源のメ

タンハイドレート集積メカニズムの解明に資する。

研究内容および成果
1．微生物メタン活性の特性評価

これまで、堆積物のメタン生成活性を評価する際に、
14Cでラベル化した基質を用いてトレーサー実験を行っ
てきたが、14Cは放射性物質のため扱える施設が限られ
ており、また、培養実験後に試料を調べることができな
い等の不便性があり課題となっていた[1]。そこで本研究
では、原位置でのメタン生成活性を正確に評価するため
に、安定同位体である13Cでラベル化した基質を用いて
トレーサー実験を行い、13Cトレーサー法を用いて培養
メタン生成速度を評価する方法の確立を目的とした。

2．メタン生成微生物の培養技術開発
（1）酸化還元電位・水素濃度の測定手法の開発

地下環境における微生物起源のメタンは、酸素の枯渇
した嫌気条件でメタン生成菌が生成したものと考えられ
ている[2]。また、地下環境における微生物のメタン生成
は、水素と二酸化炭素が反応する炭酸還元経路がメイン
であると考えられている[3] [4]。そこで、地下環境におけ
るメタン生成活動の指標として、酸化還元電位や水素濃
度が重要であると考えた。メタン生成反応は酸化還元電
位の低い条件や、炭酸還元経路の基質である水素の濃度
が高い条件でメタン生成が起こりやすいと考えられるか
らである。本研究では、培養実験において水素濃度と酸
化還元電位を連続的にモニターできるセンサーについて
検討した。

（2）電気化学的手法による酸化還元電位のコントロー
ル手法の開発

これまでの研究に、深海底堆積物における生物的なメ
タン生成を明らかにするためのアプローチとして、コア
堆積物試料からメタン生成菌を分離培養し、メタン生成
活性に関する特徴を明らかにしてきた。そこで、より多
様かつ重要なメタン生成菌種を獲得するための培養技術
を開発することを本研究の目的とする。生物的なメタン
生成は非常に還元的な環境でしか起こり得ないため、酸
化還元電位（ORP）をコントロールすることは重要で
ある。

一般的にメタン生成菌の培養では、培養に先立って還
元剤試薬（例えば、硫化ナトリウム、クエン酸チタン（Ⅲ））
を培養液に添加し、メタン生成菌が増殖可能な酸化還元
電位（-250mV以下）にする。Hiranoら（2013）[5]は、電
気化学的に培養液中の酸化還元電位を-800mVにすると
メタン生成菌のメタン生成が促進されることを報告して
おり、従来の還元剤試薬では設定できない低い値で
ORPを制御することの重要性を示唆している。そこで
本研究では、①メタン生成菌の培養液中のORPを電気
化学的に制御できる装置を開発し、②メタン生成菌株と
③実際の環境試料についてその効果を評価することとし
た。

（3）補酵素F430によるメタン生成菌の評価
東部南海トラフにおけるコア堆積物試料中のメタン生
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成菌の分布およびメタン生成ポテンシャルを調査する目
的で、近年開発されたメタン生成補酵素F430の定量分
析を、これまでの海洋産出試験にて採取されたコア堆積
物に対し行った。また、補酵素F430の抽出方法と前処
理方法を改良し、東部南海トラフ海底堆積物中の補酵素
F430の深度分布を明らかにした。

（4）メタン生成菌の高圧培養と遺伝子解析
深海底堆積物環境でのメタン生成に影響する環境因子

として圧力を想定し、メタンハイドレート胚胎域に優占
するメタン生成菌の圧力耐性を評価し、近縁種メタン生
成菌の遺伝子解析を行った。

まとめ（今後の検討課題等含む）
1．微生物メタン活性の特性評価

13Cでラベル化した基質を添加したメタン生成菌の培
養実験を行い、培養容器内のメタンの炭素同位体比を分
析することによりメタン生成速度を評価する方法を確立
した。今後は、原位置環境を模擬した培養条件でのメタ
ン生成速度を評価する。

2．メタン生成微生物の培養技術開発
クラークタイプの水素センターと酸化還元電位セン

サーを用いてメタン生成菌の培養試験中の水素濃度と酸
化還元電位を測定した。メタン生成菌の培養において、
還元剤や作用電極の改良を行い液中の酸化還元電位を制
御する電気化学培養装置を開発した。今後は、AQDS
以外の電子メディエーターを検討するとともに、本培養
装置を使って実際の環境試料からメタン生成菌の培養を
行う。

3．補酵素F430によるメタン生成菌の評価
補酵素F430の前処理方法と抽出方法を改良し、平成

28年および平成29年度に分析した堆積物試料の再分析を
行い、補酵素F430の深度分布を明らかにした。今後は
補酵素F430の分布を支配する環境要因について、入手
可能な地化学データをベースに考察を進めていく。

4．メタン生成菌の高圧培養と遺伝子解析
メタンハイドレート胚胎域に優占するメタン生成菌

1H株の培養試験を行い、高圧下（40MPa）でも常圧と
遜色ないメタン生成能を示した。試験株以外の菌がコン
タミネーションしない高圧培養の操作手順を確立した。
近縁種メタン生成菌JCM株の遺伝子解析を行った。1H
株については、20MPaでのメタン生成速度を評価する
とともに、高圧耐性メカニズムを明らかにするための培
養実験を検討する。JCM株については引き続きコンタ
ミネーション防止する培養方法を検討する。
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①　黒潮大蛇行期の第二渥美海丘周辺海域の環境調査結果概要（生物群集の組成変化）

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 事業推進チーム
担 当 者 鋤崎俊二、平岡礼鳥、浅井貴匡、荒田 直
研究委託先 共同企業体（（株）日本海洋生物研究所、（株）KANSOテクノス）

基本情報（目的等）
メタンハイドレート濃集帯が確認されている東部南海

トラフなど、日本の太平洋南岸の海洋環境は沖合を流れ
る黒潮に大きく影響を受けている。黒潮は、紀伊半島沖
から南に大きく蛇行する場合があり（黒潮大蛇行と称す
る）、この様な蛇行は繰り返し発生している[1]。黒潮は
水温や塩分が高くかつ栄養塩類の濃度が著しく低いこと
が知られており[2]、メタンハイドレートの海洋産出試験
や商業生産の環境影響を適切に評価するためには、黒潮
大蛇行が海洋産出試験や商業生産を行う可能性のある海
域の環境にどの様な変化をもたらし、この変化が海洋生
態系に対してどの様に波及しているのかを把握しておく
必要がある。黒潮大蛇行は平成29年に発生し、現時点で
も継続しているため、平成31年度および令和2年度に、
海洋産出試験を行った第二渥美海丘の周辺海域におい
て、海水の流れの状況と生態系の調査を継続して行い、
黒潮の蛇行状態の変化に伴う影響を調べている。

研究内容および成果
黒潮大蛇行期の調査として、これまでに令和2年2月と

11月に、生態系に係る調査を実施している（調査概要は
鋤崎ら（2020）[3]を参照のこと）。本稿では、これまでに
得られた調査結果のうち、黒潮大蛇行時の植物プランク
トン群集の変化を中心に紹介する。

1．調査時の海水の状態
令和2年2月の調査時には、黒潮流路と海水温の分布を

示した海況情報では、典型的な黒潮大蛇行の流路を示し
ており、調査海域には御前崎沖合で黒潮から枝分かれし
た反時計回りの反流が流入していた（図1a）。この時の
調査結果では、主に沿岸側に近い調査地点で、表層の水
温（19℃以上）と塩分（34.7以上）が高く、硝酸態窒素
等の栄養塩類は著しく低い（0.01mg/L未満）状況であっ
た。

令和2年11月の調査時には、海況情報では、黒潮は第
二渥美海丘付近まで接近した後、東に向けて流れてお
り、黒潮由来の水塊は紀伊半島側から調査海域に流入し
ていた（図1b）。調査結果から、広範囲の調査地点で、
表層の水温（23℃以上）と塩分（34.6以上）が高く、ま
た栄養塩類は著しく低い（0.01mg/L未満）状況であっ
た。

調査海域への黒潮由来の水の流入経路は異なるもの
の、両調査時ともに、水温や塩分が高くかつ栄養塩類の
濃度が著しく低い黒潮由来の水が流入していたことが確
認できた。

2．植物プランクトン群集の特徴
本調査時における植物プランクトンの組成を図2に示

した。植物プランクトンは栄養塩類等を利用して成長す
るが、黒潮の影響が大きい調査地点でその組成に特徴的
な傾向が確認できた。令和2年2月には、黒潮由来の水の
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流入箇所に相当する地点（DA1’）において、微細藻類
である藍藻類（シネココッカス）の占める割合が高いこ
とがわかる（図2a）。令和2年11月も、黒潮流路に近い
沖合の調査地点ほど藍藻類の占める割合が高かった（図
2b）。既存知見から、栄養塩類が豊富な海域では珪藻類
が優占する傾向があるが、栄養塩類に乏しい貧栄養な海
域ではより細胞が小さい藍藻類等が優占する傾向にある
ことが知られている[5]。当該海域においても黒潮の影響
がより強い貧栄養な地点ほど、藍藻類が優占しているこ
とが確認できた。

次に、調査海域の海面水温と人工衛星データから解析
した基礎生産量（光合成による植物プランクトンの成長
量）を図3に示す。

黒潮大蛇行期は、非大蛇行期に比べて海面水温が高
く、かつ基礎生産量が低いことがわかる。これは、黒潮
大蛇行期には、黒潮反流などによって水温が高く栄養塩
濃度が低い水塊が頻繁に調査海域へ流入することに伴
い、基礎生産量が低下することを示している。このよう
な基礎生産量の低下は、前述した植物プランクトン群集
の組成変化が関係しているものと考えている。

まとめ（今後の検討課題等含む）
これまでに実施した黒潮大蛇行時の調査結果から、黒

潮大蛇行に伴い、黒潮より陸側の海域に、黒潮起源の高
水温で貧栄養の水塊が流入することにより、植物プラン
クトンの組成が変化し、基礎生産量も低下している可能
性があることが明らかとなった。

基礎生産量の低下は、植物プランクトンを捕食する動
物プランクトン等の組成や量にも波及する可能性があ
り、本調査で採集した動物プランクトン等の分布に関す
る解析も進めている。今後、これらの解析と併せて、海
水温がより高くなる夏季を中心に調査を継続して実施す
ることにより、黒潮大蛇行に伴う生物分布の変化をより
明確にする予定である。

謝辞
本研究は、MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の事業の一環として行ったものである。本成果の公表を
許可いただいた経済産業省およびMH21-Sに感謝の意を
表する。
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②　海底面でのセメント拡散予測モデルの構築

実 施 期 間 令和2年度
担 当 部 署 メタンハイドレート研究開発グループ 事業推進チーム
担 当 者 石原靖文、鋤崎俊二、平岡礼鳥、荒田 直
研究委託先 共同企業体（日本エヌ・ユー・エス（株）・（株）サイエンスアンドテクノロジー）

基本情報（目的等）
海外の海洋での在来型の石油天然ガス開発では、掘削

作業で生じるカッティングス等の坑井周辺の海底面への
被覆による環境影響を評価する事例が多い[1]。メタンハ
イドレートの海洋産出試験でもライザーレス掘削を実施
し海底面にカッティングス等が被覆するため、その作業
前後において坑井周辺の環境状態を調査することによ
り、カッティングス等の被覆範囲等に関するデータを取
得するとともに、それらのデータを活用しカッティング
ス等の拡散予測技術の構築を進めている。

また、これまでに実施された海洋産出試験における坑
井周辺での海底面観察の結果から、カッティングス以外
にも廃坑時に用いるセメントによる海底面の被覆も確認
しており、その被覆範囲は海水の流れの向きによらず海
底面の傾斜方向（水深の深い方向）に拡がる傾向があっ
た。平成30年度までに構築した粒子追跡モデルでは、海
底斜面を滑り落ちるようなセメントの動きを再現できな
いため、平成31年度からセメントの海中での挙動を再現
可能な拡散予測モデルの構築に着手し、令和2年度まで
に、セメントの拡散挙動の再現に適した物理モデルなら
びに解析コードを選定し、選定したモデル・解析コード
による試解析を実施している。本稿では平成31年度の研
究経緯と令和2年度に実施した試解析の概要を紹介する。

研究内容および成果
1．物理モデル・解析コードの選定および室内実験を対

象とした試解析（平成31年度経緯）
セメントと水のように異なる種類の流体どうしが共存

する状態は、一般に混相流と呼ばれ、それぞれの流体の
間の界面は、それぞれの流体が独立に運動した結果とし
て、界面の位置・形状が「自由に」決定されるように見
えることから自由表面と呼ばれる。そのため、セメント
拡散の計算には、「混相流」を対象とし、「自由表面流解
析」を行うことができる「混相流解析」と呼ばれる手法
が必須となる。

このため、物理モデルに関しては、主に、海底面上で
のセメントの流動状況を良好に再現可能であること、実
海域スケールの拡散計算に対応可能であること、の2点
を重視し、混相流解析を行うための一手法であり、使用
事例が多く広域スケールの計算に適したVOF（Volume 
of Fluid）法を採用した。VOF法では、流体の界面を表
現するために指標関数（VOF関数）を利用する。VOF

関数はそれぞれの相の体積割合（α）を表す関数であ
り、各相は0～1の間の値を取る[2]。

流体解析コードに関しては、代表的な解析コードを調
査し、幅広い手法が使用できること、カスタマイズ性を
備えていることを重視し、様々な分野で活用されている
オープンソースのCFD（Computational Fluid Dynamic）
コードであるOpenFOAM®を採用した[3]。

実海域スケールでの試解析に先立ち、セメントの流動
性を測定するためのコンクリートのスランプ試験[4]結果
のデータと、試解析結果の比較検討を行い、解析コード
によりセメントの塑性的な変形挙動を表現可能かどうか
確認した。その結果、解析コードでの試解析結果は、セ
メントの経時的な拡散挙動（セメント先端の移動速度の
減衰や拡がる範囲）を精度よく再現できていることがわ
かった。

2．実海域スケールでのセメント拡散の試解析（令和2
年度）

選定した計算コードを実海域スケールに拡張し、坑内
から海底面上に放出されたセメント挙動の試解析を行っ
た。試解析は、第2回海洋産出試験の事前調査井である
UD坑井からのセメントの拡散を対象に行い、過年度ま
でに取得した海底地形データをもとに、図1に示す海底
地形のモデルを作成した。領域において、計算格子は、
水平方向に2.5m×2.5m、鉛直方向は、海底付近の最下
層で0.1m、上層の11層目を2mと徐々に大きくし、11層
目より上層はすべて2mの格子サイズとしている。

試解析に用いるパラメータ（比重、塑性粘度、降伏
値）は、UD坑井の廃坑時に実際に使用したセメントの
物性値をもとに設定した。UD坑井からのセメントの流
出量は坑内の体積の200％と仮定した。セメントの海底
面上への流出時間は1時間とし、放出速度は鉛直上向き
に0.275m/secとした（水平方向は無流速）。海底面観察
で確認したセメントの被覆範囲と試解析結果を図2に示
した。

試解析結果でも、海底面観察で確認した被覆範囲と同
様に、セメントはUD坑井から海底地形の傾斜している
北西方向に拡散しており、流れの状況によらず海底斜面
を滑り落ちるような挙動を再現できている。しかしなが
ら、計算したセメントの被覆厚さは海底面観察で推定し
た被覆厚さ（厚い箇所では10cm以上）よりも小さい結
果であり、その食い違いが課題として残っている。一つ
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の要因として、セメントの固化等による粘性や降伏値の
変化を考慮していないことが挙げられるため、これらの
物性値の時間変化を調査し、より実態に近い数値を与え
ることにより、被覆厚さがどの様に変化するかを確認す
る必要がある。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究では、廃坑時に海底面上に生じるセメントの拡

がりや被覆を予測するための手法を構築するために、平
成31年度には、セメントと海水の混相流を表現できる物
理モデルおよび解析コードを選定し、選定した解析コー
ドの有効性を確認するための初期検討として、スランプ
試験データとの比較検討を行っている。令和2年度には、
この解析コードを実海域スケールに拡張し、海底面上で
のセメントの拡散挙動を計算し、海底面観察で観測した
セメントの被覆範囲と同様の拡がり方を示すことを確認
した。しかし、計算した被覆の厚さは、実際に観測した

被覆の厚さよりも小さかったことから、今後、セメント
性状（粘性や降伏値のレオロジー）の時間変化を調査
し、該当パラメータの見直しと試解析を行い、被覆厚さ
の変化を確認する予定である。
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る。

引用・参考文献
[1]　Neff, J.M, 2005: Composition, environmental fates, 

and biological effects of water based drilling muds 
and cuttings discharged to the marine environ-
ment: a synthesis and annotated bibliography. 
Report Prepared for Petroleum Environmental 

2 
 

～1の間の値を取る[2]。 

流体解析コードに関しては、代表的な解析コードを調査し、幅広い手法が使用できるこ

と、カスタマイズ性を備えていることを重視し、様々な分野で活用されているオープンソ

ースのCFD （Computational Fluid Dynamic）コードであるOpenFOAM®を採用した[3]。 

 実海域スケールでの試解析に先立ち、セメントの流動性を測定するためのコンクリート

のスランプ試験[4]結果のデータと、試計算結果の比較検討を行い、解析コードによりセメン

トの塑性的な変形挙動を表現可能かどうか確認した。その結果、解析コードでの試計算結

果は、セメントの経時的な拡散挙動（セメント先端の移動速度の減衰や拡がる範囲）を精

度よく再現できていることがわかった。 

 

2. 実実海海域域ススケケーールルででののセセメメンントト拡拡散散のの試試解解析析（（令令和和2年年度度）） 

選定した計算コードを実海域スケールに拡張し、坑内から海底面上に放出されたセメン

ト挙動の試解析を行った。試解析は、第2回海洋産出試験の事前調査井であるUD坑井からの

セメントの拡散を対象に行い、過年度までに取得した海底地形データをもとに、図図1に示す

海底地形のモデルを作成した。領域において、計算格子は、水平方向に2.5m×2.5m、鉛直

方向は、海底付近の最下層で0.1m、上層の11層目を2mと徐々に大きくし、11層目より上層

はすべて2mの格子サイズとしている。 

 

図1 セメント拡散モデルの領域（××：UD坑井の位置）（左図）および計算格子（右図） 

 

試解析に用いるパラメータ（比重、塑性粘度、降伏値）は、UD坑井の廃坑時に実際に使

用したセメントの物性値をもとに設定した。UD坑井からのセメントの流出量は坑内の体積

の200%と仮定した。セメントの海底面上への流出時間は1時間とし、放出速度は鉛直上向き

に0.275m/secとした（水平方向は無流速）。海底面観察で確認したセメントの被覆範囲と試

解析結果を図図2に示した。 

図1　セメント拡散モデルの領域（×：UD坑井の位置）（左図）および計算格子（右図）

3 
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EOR技術に関する取り組み
JOGMECでは、長年、原油増進回収法（以下、EOR）

の技術開発と、同技術を活用した本邦上流企業への事業
支援に取り組んできた。その主体であるCO2-EORは、
地球温暖化対策としても注目が集まっており、同手法を
用いた事業支援を引き続き実施するとともに、これまで
蓄積した知見を活用したCO2地中貯留（以下、CCS）事
業への技術貢献もJOGMECの新たな使命として推進し
ている（「第2編　低炭素社会の実現への貢献」を参照）。
また、低塩分濃度水攻法といった、比較的低コストで増
油が期待されるEOR手法や、その他の技術開発・事業
支援も実施している。

CO2-EOR事業の推進
JOGMECでは、これまで、ベトナムやメキシコ、ア

ブダビ等において、産油国の国営石油会社（以下、
NOC）や本邦上流企業とCO2-EORに関する共同研究を
実施してきた。ベトナムでの共同研究では、東南アジア
地域で初となる洋上でのCO2圧入実証試験（Huff‘n’
Puff test形式）を実施し、増油効果を確認した。その後
も、CO2-EOR及び随伴ガス圧入による増油効果・経済
性の比較を行い、操業会社による随伴ガス圧入のフィー
ルド適用に貢献している。

2020年度は、本邦上流企業の事業支援として、東南ア
ジア陸上の成熟油田を対象としたCO2-EOR のフィージ
ビリティスタディを実施した（Ⅳ-1 -①参照）。

また、今後の企業支援に役立てていくためのスタディ
として、成熟油田の数が増える状況を踏まえた、複数の
油田群を対象とするEORスクリーニング手法の検討

（Ⅳ-1 -②参照）と、貯留層モデルの不確実性を考慮して、
開発コスト幅を見積もることができるワークフローの構
築と有効性検証（Ⅳ-1 -③参照）を行った。

さらに技術的知見を高めていくために、増油効果改善
かつCCSの観点からも期待される技術として、テキサ
ス大学オースティン校のコンソーシアムであるGas 

EOR Research Projectに参加してCO2フォームなどに
よる掃攻効率改善やナノ粒子を用いたフォームの安定化
などの最新技術の情報収集を実施した。

低塩分濃度水攻法への取り組み
低塩分濃度水攻法に関しては、これまで砂岩貯留層で

の増油メカニズム解明や実油田への適用性評価を実施し
てきた。現在はそれらの知見を活かし、本邦上流企業の
参画する中東地域の炭酸塩岩貯留層への適用を視野に入
れた研究を実施している。2020年度は前年度に引き続
き、早稲田大学とコア掃攻試験やシミュレータ開発を実
施し、水単相での流動試験から水－岩石間に生じる増油
効果に寄与すると考えられている化学反応を検証した

（Ⅳ-2 -①参照）。今後も共同研究等による知見や成果の
蓄積を継続し、実油田における適用性評価の一助となる
ことを目指す。

その他のEOR事業の推進
CO2-EOR以外のガス攻法や熱攻法といったEOR技術

の適用に関しても、NOCとの共同研究を通じて適用性
の評価および事業推進に取り組んでいる。アゼルバイ
ジャン国営石油会社との協力覚書（MOC）に基づく本
邦上流企業とのEORスタディでは、JOGMECのEOR
技術やコア流体分析技術、その中でもデジタル技術を活
用したDigital Rockを用いて、EOR適用性を評価する
ために必要なデータ取得に取り組んでいる（Ⅳ-2 -②参
照）。重質油に対するEOR技術開発では、従来のSAGD

（Steam Assisted Gravity Drainage）法の改良版とし
て、ソルベントを添加する Solvent Assisted SAGD

（SA-SAGD）法の基礎研究を、本邦上流企業および現地
操業会社との共同研究として実施した（Ⅳ-3 -①参照）。
さらに、近年注目されている「ナノ粒子」（粒径が数
百nm以下）を用いたEOR技術に着目し、大学との共
同研究にも取り組んでいる。

Ⅳ．EOR
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①　東南アジア陸上油田でのCO2-EOR検討

実 施 期 間 令和元年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 EOR課 
担 当 者 齋藤直輝、高柳正純、森下諒一、綱内翔一、赤井崇嗣、岡部 博

基本情報（目的等）
本スタディは、東南アジアにおける陸上油田を対象と

して、CO2-EORの適用可能性について検討することを
目的としたものである。

CO2-EORは、技術的には成熟したものと考えられて
いるが、CO2-EORが商業化されている油田の多くは米
国にあり、東南アジアにおける実績は少ない。今般、既
存のCO2排出源から大気放散されているCO2を活用し
て、対象油田においてCO2-EORの適用が可能かどうか
調査するべく、本邦企業と共同で本スタディを開始した。

研究内容および成果
本検討は3つのフェーズに分けて行われる計画だが、

現在実施しているフェーズ1では、産油国から受領した
データのレビューと、それに基づく簡易的なフィージビ
リティスタディを行う。フェーズ2では詳細検討、フェー
ズ3ではパイロットテストを行う計画である。

1．フェーズ1における評価項目
フェーズ1においては、主に以下のような内容につい

て検討した。なお、実際の油田を対象としたフィージピ
リティスタディであるため、検討結果の具体的な数値は
示すことが出来ないが、その手法等の概要について述べ
るものとする。

（1）G&Gスタディ
検層データ、コアデータ、地質モデルのレビューと、

原始埋蔵量の評価を実施、併せて地質モデルの修正を
行った。

（2）Reservoir Engineeringスタディ
流体分析データ、SCALデータ、油層モデルのレ

ビューと、開発計画の策定およびCO2-EORによる増油
量評価を実施した。増油量は、多成分系シミュレーター
でセクターモデル（油層の一部分のみを対象とした小規
模なモデル）を作成する手法と、Alberta Research 
Council製ソフトウェアであるSelectEORで採用されて
いる解析的手法を併用して評価した。

（3）Facility Engineeringスタディ
既存設備の確認と、CO2-EORに必要な施設コストを

算出した。また、油層エンジニアと協業し、施設コスト
の削減を目指して、開発計画の最適化を行った。

（4）Well Engineeringスタディ
既存坑井のWell Integrityに関するレビューと、新規

掘削・改修等にかかる掘削コストを算出した。Well 
Integrityについては、既存坑井がリークパスとなって
CO2が漏洩してしまうリスクがあるか、あった場合に対
処法があるか、といった観点で行われた。

（5）CO2供給量予測スタディ
CO2源に供給されているガス量を予測することで、本

プロジェクトにおいて利用可能なCO2量が、将来にわ
たってどのように変化するかを予測した。

（6）経済性計算
生産・圧入プロファイルおよびコストプロファイルか

ら経済性を算出した。

2．CO2-EORにおける開発計画とタイプカーブ
今回のような簡易検討においては、フルフィールドモ

デルを用いたシミュレーションを行うことは時間的制約
等から難しいため、タイプカーブを使った増油量評価手
法がしばしば用いられる。その手法について概説すると
次の通りである。

生産井と圧入井を正方形上に配置したEORパターン
と呼ばれる区画を、油層全体に敷き詰めるようにして開
発していくことを想定した。EORパターンは、ネット
ペイの厚さ（生産に寄与すると考えられる有効層厚）な
どから十分な量の油が存在すると考えられる部分を中心
に配置し、一度に全てのパターンが開発されるのではな

図1　EORパターン展開の概念図
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く、スイートスポットと考えられるエリアから順次開発
が進められていくものと想定した（図1）。

増油量評価においては、まず1つのEORパターンにお
ける圧入・生産プロファイルをセクターモデルまたは解
析的手法によって作成した。これをタイプカーブと呼
び、EORパターンの開発タイミングに合わせてタイプ
カーブを重ね合わせることによって、油田全体の圧入・
生産プロファイルを作成した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
産油国から受領したデータをもとに、簡易的な増油量

評価およびコスト計算を実施し、簡易フィージビリティ
スタディを行った。今後、経済性計算の結果を参考にし
つつ、産油国側と調整の上、次フェーズへ進むかどうか
を検討する。
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②　EORスクリーニングおよび解析的増油量推定手法

実 施 期 間　　令和2年度
担 当 部 署　　技術部 EOR課
担 当 者　　齋藤直輝、岡部 博

基本情報（目的等）
EORスクリーニングは、対象とする油田に適した

EOR手法が何かを検討する場合はもちろん、例えば、
CO2源に近い油田群の中からCO2-EORに適した油田を
選択する場合など、様々な場面で用いられる。本スタ
ディでは、近年のEORスクリーニングの手法について
検証するとともに、EORスクリーニング時に使用可能
な増油量の推定手法について調査することを目的として
行ったものである。

JOGMECでは、EORスクリーニング評価がしばしば
行われるが、「複数のEOR手法に対して適合性を検証す
る」「生産プロファイルを見積もって増油量を推定する」
といった作業が必要となることが多い。今年度、EOR
の適合性検証に関する最新の手法について調査するとと
もに、簡易的に増油量を推定する必要のあるプロジェク
トがあり、その手法について調査を実施した。

研究内容および成果
1．EORスクリーニング手法

EORスクリーニングの基準は、原則として既存プロ
ジェクトの実績から決定される。EORが適用されてい
る油層に対し、適用されているEOR手法の種類、貯留
層深度、流体性状（粘性、密度など）、貯留層性状（温
度、圧力、孔隙率、浸透率）、塩分濃度などのパラメー
ターを表にまとめてデータベースを作成し、そのデータ
ベースから、対象油田と類似の油田ではどのEOR手法
が適用されているのかを検証するというのが、EORス
クリーニングの基本的な考え方である。

現在、EORスクリーニングには大きく分けて2つの手
法がある。1つは、上記に示したような各貯留層パラ
メーターの許容範囲を、EOR手法ごとにレンジで設定
し、対象貯留層のパラメーターがその範囲に入っていれ
ば、そのEOR手法の適用が推奨されるというものであ
る。これを従来型スクリーニングとここでは呼ぶ。従来
型スクリーニングの基準としてはTaber[1]によって見直
されたものがよく知られている。

もう1つの手法は、機械学習を用いたスクリーニング手
法である。データベースに対し、クラスタリングやニュー
ラルネットワークなどの手法を用いて、データベースの特
徴を「学習」させることにより、対象油田のパラメーター
を入力することで推奨されるEOR手法を推定することが出
来る。この場合、各EOR手法がどの程度適しているかと
いうことを定量的にスコア付けすることも可能である[2] [3]。

2．EORスクリーニングにおける増油量評価手法
EORスクリーニングを行うようなプロジェクトの初

期段階では、数値シミュレーションを行うための十分な
データが入手できないものの、簡易的な増油量の評価が
求められる場合がある。このような場合は以下に述べる
手法を適用することにより、数値シミュレーションに代
わって、解析的手法によって増油量を推定することが可
能である。その手法について、CO2ミシブルEORの例を
用いて以下に示す。JOGMECでは、Alberta Research 
Council製のソフトウェアであるSelectEORを用いた評
価を行っている。

この手法は Stalkup[4] によって体系化され、Stalkup 
procedureと呼ばれる。油の回収率は「置換効率×面積
掃攻率×垂直掃攻率」を用いて求められるため、圧入さ
れた流体の体積に対してこれらの値を推定することがで
きれば、増油量を求めることができるという手法である。

置換効率は、相対浸透率曲線の解析から推定すること
ができる。ミシブル置換の場合、圧入流体のフロントに
はOil bankが形成され、その後ろにCO2（Solvent）が、
さらにその後ろにChase waterが流れてくることにな
る。それらの各領域において、油飽和率、Solvent飽和
率、水飽和率は異なるので、それぞれの領域において置
換効率と掃攻率を計算する必要がある（図1）。

面積掃攻率および垂直掃攻率は、Claridge correlation[5]

を用いて推定される。この相関式は、5点法の坑井パター
ンを模擬した2次元貯留層における掃攻実験の結果から
求められた相関式（Caudle and Witte correlation[6]）や、
Fingeringによる掃攻率低下の影響（Koval method[7]）
が考慮されたものになっており、貯留層の不均質性や
Gravity overrideによる垂直掃攻率低下の影響も表現
された式となっている。ただし、計算においてはFirst 
contact miscibleでの置換（油とSolventが接した瞬間
に、残留油飽和率が低下する）を前提としており、実際
のコア掃攻試験やフィールドにおける実績よりも回収率

図1　�Water�Alternate�Gas（WAG）圧入時の飽和率プロ
ファイル概念図
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が大きく見積もられやすい可能性があることには注意が
必要である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
EOR手法の適合性検証（スクリーニング）において

は、「Taberの基準」などに照らし合わせた従来型の手
法が今もよく用いられているが、近年は機械学習を用
いたスクリーニング手法も提案されている。また、
EORスクリーニングを行う際に、併せて増油量も見積
もる場合は、Stalkup procedureを用いた解析的手法を
活用することで、簡易的に増油量を見積もることも可
能である。

引用・参考文献
[1]　Taber, J.J., Martin, F.D., and Seright, R.S. EOR 

Screening Criteria Revisited – Part 1: Introduction 
to Screening Criteria and Enhanced Oil Recovery 
Field Projects. Society of Petroleum Engineers, 
1997.

[2]　Afra, S., and Tarrahi, M. An Efficient EOR 

Screening Approach with Statistical Pattern Rec-
ognition: Impact of Rock/Fluid Feature Selection 
and Extraction . Offshore Technology Conference, 
2016

[3]　Siena, M. et al., A New Bayesian Approach for 
Analogs Evaluation in Advanced EOR Screening. 
Society of Petroleum Engineers, 2015

[4]　Stalkup, F. L. Miscible Displacement, Monograph 
Volume 8. Dallas: Society of Petroleum Engineers, 
1983.

[5]　Claridge, E. L. Prediction of Recovery in Unstable 
Miscible Flooding. SPE Journal, 1972.

[6]　Caudle, B. H., and M. D. Witte. Production Poten-
tial Changes During Sweep-Out in a Five Spot 
Pattern. Transactions AIME 1959, Vol. 216, p.447, 
1959.
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③　貯留層モデルの不確実性を考慮したCO2-EOR開発コスト幅の見積もり

実 施 期 間 令和元年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 EOR課 
担 当 者 森下諒一、高柳正純、岡部 博

基本情報（目的等）
一般的に大きな追加コストを要する増進回収法

（Enhanced Oil Recovery: EOR）では、計画策定に当た
り、コストの幅を適切に見積もることが重要である。そ
のため本研究では、コスト幅を確率的に見積もることを
目的に、不確実性を考慮した貯留層モデルをHistory 
matchingとBayesian Analysisで多数作成し、そこから
選択した「尤もらしいモデル」に対して最適化された
CO2-EOR開発計画を適用するワークフローを開発した。

研究内容および成果
1．ワークフロー

ワークフローの概要図を図1に示す。なお、Assisted 
History MatchingやBayesian Analysisは、Heriot Watt
大学のスピンアウト企業であるEpistemy社の開発した
ソフトウェア「Raven」を使用した。

まず、不確実性が大きいと考えられる油層パラメータ
をマッチングパラメータとして選定し、最適化手法を用
いたAssisted History Matchingによって約2,000ケース
の油層モデルを作成した。これらのモデルは、生産履歴
を再現することを目的にパラメータを変化させるため、
偏りを持った分布になる傾向が強い。そこで、Bayesian 
Analysisをそれらの結果に適用し、実際の確率分布に近
いパラメータを持つ約500ケースのモデルを作成した。
これらのモデルで自然減退のシミュレーションを行い、
偏 り が 適 切 で あ る と 思 わ れ る 推 定 究 極 回 収 量

（Estimated Ultimate Recovery: EUR）の分布を得るこ
とができた。前述の手順にて作成した約500ケースのモ

デルから、確率に応じたモデル（P10，P50，P90）を選
択することができる。

次に、P50のモデルに対してCO2-EORの開発計画を最
適化した。ここでは、圧入井と生産井を逆5点法の坑井
パターンで配置するが、経済性を最大化するためには坑
井数を無制限に増やすことはできない。そのため、後述
する経済性計算のパラメータを用いて、プロジェクトの
正味現在価値（Net Present Value: NPV）を最大化する
坑井パターンの組み合わせを最適化手法で選択した。対
象としたモデルでは、16のパターンをフィールド上に設
定したため、最大216通りの組合せを検討しなければな
らない。しかし、最適化手法を用いたところ、約200
ケースのシミュレーションで、浸透性や残油状態などか
らEOR効果が高いと推測された場所に坑井パターンを
配置することができた。得られた開発計画を、Bayesian 
Analysisで得られた約500ケースのモデルに適用するこ
とで、経済性の幅を見積もった。

2．経済性評価
今回開発したNPVを計算する「Raven」のPost processor

の内容を説明する。今回対象とした油田では、生産井か
ら回収したCO2を再度分離回収して、昇圧した後に再圧
入するClosed Loop方式を採用した（図2）。経済計算に
おける主な指標を説明すると、施設のCAPEXは、コン
プレッサーやパイプラインなどの容量をCO2最大圧入
レートに合わせるように、基準値から0.6乗則で可変と
した。坑井のCAPEXは、既存井と新規井を組み合わせ
て設定したため、新規井は掘削コスト、既存井は改修

図1　ワークフロー概要図
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コストを区別して計算するようにした。CO2調達の
OPEXは、シミュレーション結果から再利用を考慮して
決定した。維持管理のOPEXは、施設CAPEXに対して
一定の係数を仮定した。その他、割引率やインフレ率、
税金や油価などを考慮しながら、シミュレーション結果
から正味現在価値を計算する。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年度は、Bayesian Analysisを用いたCO2-EOR

のコスト幅を見積もるワークフローを開発し、実油田モ
デルに適用することで手法の有効性を検証した。膨大な
History matching結果から、確率的に適当な分布を持つ
モデルを作成し、経済性の幅を見積もることができた。
今後は、機械学習による代理モデル（Surrogate model）
や、複数の目的関数を対象としたMulti objective history 
matchingなど、今回は使用しなかった機能を取り入れ、
ワークフローの最適化を行いたい。本手法は、人力では
取り扱うことの難しい坑井数が多い油田において、スタ
ディの効率化に大きな効果を発揮するものと期待される。

謝辞
「Raven」の使用に関する助言やPost Processor開発

への協力に対し、Epistemy社へ感謝申し上げる。

図2　CO2-EORにおけるClosed�Loop開発方式
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①　炭酸塩岩を対象とした低塩分濃度水攻法および砂岩を対象としたナノパーティクルEOR

実 施 期 間 平成25年度～ 
担 当 部 署 技術部 EOR課 
担 当 者 香山 幹、綱内翔一、塩田絵里加、土屋慶洋、三野泰之、赤井崇嗣、岡部 博 
共同研究先 早稲田大学

基本情報（目的等）
JOGMECでは、油田毎に油層性状に適したEOR技術

の適用性評価を目標とし、早稲田大学と共同で増油メカ
ニズム解明に向けた研究を実施している。操業コストや
環境負荷における優位性から注目されている低塩分濃度
水攻法（Low Salinity Water Flooding: LSWF）につい
ては、実験およびシミュレータ開発を平成25年度から実
施している。これに加え、平成30年度からは近年注目の
集まりつつある先端的な技術として、ナノパーティクル
を用いたEOR技術についても取り組む。本稿ではそれ
らの主な成果について報告する。

研究内容および成果
1．炭酸塩岩貯留層に対する低塩分濃度水攻法の研究

（1）低塩分濃度水攻法とは
低塩分濃度水攻法は、地層水や海水より塩分濃度の低

い塩水を圧入するEOR手法であり、低コスト・低環境
負荷の石油増進回収技術（EOR）として注目されてい
る。砂岩を対象とした研究については1990年代より実施
されており、JOGMECと早稲田大学との共同研究やベ
トナムの研究機関との共同研究が平成25年度から実施さ
れている。砂岩を用いたコア掃攻試験では、2,500ppm
の低塩分濃度水（Low Salinity Water: LSW）による三
次回収モードでの掃攻試験により、7％ [1]～最大17％ [2]

の増油を確認した。
砂岩コアにおける掃攻試験中に排出された水のイオン

濃度の変化を調査した結果、LSWの圧入によりコア内
部のイオン交換が促進され二価の陽イオン（Ca2+や
Mg2+）を介して粘土鉱物に付着している原油が回収され
る「MIE（Multi-component Ion Exchange）理論」[3]が主
要なメカニズムとして働いていることが考察された。

（2）炭酸塩岩貯留層において想定されているメカニズム
炭酸塩岩貯留層においては、複数の既往研究のコア

掃攻試験の結果より、粘土鉱物が関与するMIE理論で
はなく、「A：原油－水－岩石それぞれの界面における
化学変化」もしくは「B：原油－水界面における化学変
化に伴うエマルジョン生成」の2つのメカニズムが主に
働いていると推察されている [3] [4]。Aについては、図1
に示すように、SO4

2－イオンなどが岩石表面に吸着する
ことにより濡れ性変化がもたらされる現象が提唱され
ている [5]。

Bについては、図2の通り低塩分濃度水の圧入により、
岩石と原油との間に存在する薄い水の層（Thin water 
film）が、電気二重層の拡大により厚みを増すことで、
岩石表面の濡れ性が変化するというメカニズムが提唱さ
れている[6]。

Aのメカニズム解明の一助とするため、水－岩石間で
の相互作用を解明することを目指した。具体的には、炭
酸塩岩コアに水のみを様々なレートで圧入し、排出流体
のイオン濃度やpH測定を行った。また、実験結果を再
現するためのシミュレータの開発も並行して実施した。

（3）低塩分濃度水攻法の実験内容
①　露頭コアを用いた水－水置換流動試験

露頭より採取した炭酸塩岩コアを用いた水－水置換流
動実験を実施した。その目的は、これまでの原油掃攻試
験において生じた水－油－岩石三相間の相互作用のう
ち、水－岩石間での相互作用を解析することである。

令和元年度の原油掃攻試験は露頭から採取された炭酸
塩岩コア（直径3.78cm、全長14.95cm、孔隙率24.1%、
空気浸透率18.1mD）を利用し、内圧2,000psi、周圧
3,500psig、80℃の条件にて実施。圧入水は模擬地層水
FW（Formation Water）、FWを100倍希釈したLSW

（Low Salinity Water）およびLSWの塩分濃度を維持し
つつSO4

2－濃度を1,000ppmとしたALSW （Adjusted 
LSW）の3種類を利用し、0.1cc/minで圧入した。

図3は排出水中イオン濃度のうち、令和元年度の原油
掃攻試験において他のイオン種と比べて特異な変動がみ
られたSO4

2－イオン濃度および岩石との相互作用を生じ
ないCl－イオンの経時変化を示したものである。Cl－イオ
ンとSO4

2－イオンの減少する際の傾きが異なっていること
から、SO4

2－イオンと岩石もしくは原油との間で、何

図1　岩石表面のイオン構造変化[5]
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らかの化学的相互作用が生じていたことが示唆された。
令和2年度に実施した水－水置換流動試験では、温度・

圧力条件およびFW, LSWの組成は原油掃攻試験と同じ
条件とし、コアについては同様の炭酸塩岩露頭から採取
された岩石（直径3.79cm、全長5.48cm、孔隙率25.5%、

空気浸透率25.7mD）を利用し、原油で飽和せずFW圧
入後LSWに切り替えて各イオン濃度の変化を観察した。
LSW圧入後のイオン濃度測定では、原油掃攻試験にお
いてLSWに切り替えた際と同様の傾向がみられた（図4）。
このことから、令和元年度実施した原油掃攻試験におけ

図2　電気二重層の拡大による濡れ特性の変化[6]

図3　原油掃攻試験（令和元年度実施）における排出水中の陰イオン濃度の推移

図4　水－水置換流動試験における排出水中の陰イオン濃度の推移
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るSO4
2－イオンの挙動は、「A:原油－水－岩石それぞれの

界面における化学変化」のうち水－岩石との界面におけ
る化学変化により生じた可能性が高いことが推察された。
②　シミュレータによる実験結果の再現

これまで開発を実施してきた油層シミュレータでは、
砂岩貯留層におけるMIE理論および炭酸塩岩における
同様のイオン交換現象をモデル化すべく、一般的なブ
ラックオイル型シミュレータに水相中の化学反応・拡
散、流動相－吸着相間における吸脱着反応などの計算機
能を付加した「擬似多成分系」を基本コンセプトとして
開発を実施している。本年度はさらに、炭酸塩岩鉱物表
面でのイオン交換反応や電気二重層拡大を模擬する機能
を導入した。イオン交換反応を模擬した機能を実装した
シミュレータは、令和元年度実施した原油掃攻試験およ
び①の流動試験の原油回収挙動および排出イオン濃度挙
動を再現することができた。

2．ナノパーティクルを用いたEOR技術のメカニズム解
明に向けた研究

（1）ナノパーティクルを用いたEORとは？
ナノパーティクル（NPs: Nanoparticles）とは粒子径

がナノメートル（10億分の1メートル）レベルの非常に
小さな物質の総称である。粒子サイズが小さいため、岩
石の孔隙や水－油界面の非常に狭い領域にも侵入するこ

とができ、岩石表面の濡れ特性を変化させる等の実験結
果も確認されている[7]。NPsの素材には炭素や金属等の
多数の種類が存在する[8]が、その中でもシリカ（SiO2）
のNPsがEOR技術への適用性の高い物質として期待さ
れている。

本共同研究ではシリカNPsを用いたEOR技術の適用
性評価および増油メカニズム解明を目的とした。NPsに
よりもたらされるEOR効果は、主に「A：岩石表面の
濡れ性変化」、「B：孔隙閉塞による流路変更」の二つの
メカニズムが推察されている[6] [9]。Aについては、図5に
示すように、岩石－水－原油界面に入り込んだNPsが
三相界面近傍に存在する薄い水層内における三相間の分
離圧を大きくすることにより濡れ特性が変化するという
ものである[9]。

Bについては、粒子径がPore throatより大きい場合
に 孔 隙 に 閉 塞 を 生 じ さ せ るMechanical entrapment

（図6（a））および複数の粒子が凝集することで孔隙を閉
塞するLog-jamming（図6（b））が生じ、コア内部の流路
を変えることで増油がみられるというメカニズムである[7]。

（2）ナノパーティクルを用いた実験内容
令和元年度実施したSpontaneous Imbibition試験（原

油を飽和させた岩石を水中に静置し、水が原油を置換し
た量を測定する試験）では、試験中にNPsの凝集が生じ

図5　ナノパーティクルによる分離圧変化に伴う濡れ性変化

図6　NPsによる孔隙閉塞の例
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てしまった。令和2年度は事前にスクリーニング試験を
実施し、試験中にNPs凝集が生じない条件を検討した。
スクリーニング試験で決定した条件は、NaCl 0.5［wt%］，
NPs 0，0.001，0.01，0.05，0.1，1.0［wt%］（7種 類 ） で
ある。実験では直径3.82 cm、全長4.50－4.65cm、孔隙率
19.2－19.4%、空気浸透率173－193mDからなるべレア砂
岩のプラグコア7本を使用した。
①　Spontaneous Imbibition試験

図7の通り、各Amottセルに7種類の濃度からなる
NPs-fluidを満たし、その中に原油エージング済みのべ
レア砂岩を浸漬した。試験中は岩石表面から原油が徐々
に浮き出ることにより、コア中の原油がAmottセル上
部に回収される。この原油回収率の挙動について各NPs
濃度で比較し、NPs-fluidによる増油効果を検証した。

図8よりNPs濃度と最終的な原油回収率（Recovery 

Factor）との間には負の相関があることが確認された。
これにより、NPsのEOR効果は岩石－原油界面に作用
するAのメカニズムである可能性は低いことが示唆さ
れた。一方、Bのメカニズムについては、引き続き原油
掃攻試験もしくはSpontaneous Imbibition後、水を圧入
して原油の回収量を計測するForced Imbibition testを実
施することにより検証する必要がある。また、本試験中
は事前のスクリーニングによりNPsによる凝集が生じな
い条件を選択したが、図9に示す実験終了時の状況から、
凝集したNPsによる沈殿が観察される。これは、原油
回収量に何らかの影響を及ぼした可能性が示唆される。

図8　濃度の異なるNPs-fluidを用いたSpontaneous�imbibition試験結果

図7　�Spontaneous�imbibitionの様子（濃度の
異なる7種のNPs-fluidを利用）

図9　Spontaneous�Imbibition実施中のNPs凝集
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原因については岩石および原油の表面との接触による可
能性等複数考えられるため、今後の課題として引き続き
検討を続ける。

まとめ（今後の検討課題等含む）
炭酸塩岩貯留層における低塩分濃度水攻法について

は、水単相での流動試験を実施し、水－岩石間に生じる
化学反応を検証した。また、ナノパーティクルを用いた
EOR技術については濃度と原油の回収率との間の関係
を検証した。低塩分濃度水攻法における油－水－岩石間
の相互作用、ナノパーティクルを含む水溶液流動時の増
油効果については実験およびシミュレータ開発を継続
し、これらの現象解明に取り組む。

謝辞
実験を実施するにあたりご協力いただいた、早稲田大

学栗原研究室の栗原正典教授、福原理史さん、齊藤創佑
さん、金島安洋さん、関根健太さん、市川洋輔さんへ感
謝の意を表します。本稿に記載した実験は、ナノパー
ティクルのスクリーニング試験は早稲田大学にて、それ
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②　EOR検討時のDigital Rock技術活用

実 施 期 間 令和2年度～ 
担 当 部 署 技術部 EOR課 
担 当 者 檜山学良、塩田絵里加、赤井崇嗣、岡部 博

基本情報（目的等）
油ガス田の貯留層評価において相対浸透率や毛細管圧

力などの多相流動に係るパラメータは、油ガスの回収率
や生産挙動を予測する上で重要である。一般的にこれら
のパラメータは、コア分析によって得られるが、その測
定には時間を要する。また未固結岩石や高粘性の原油等
が対象となる場合、実験で測定することが困難な場合も
ある。このような場合においては、マイクロX線CTス
キャナー等を用いて取得した岩石粒子や孔隙の構造デー
タを用いて、孔隙スケールの流動シミュレーションを実
施し、岩石の孔隙率や浸透率、毛細管圧力、相対浸透率
などのパラメータを決定するDigital Rock技術を活用で
きる[1] [2]。本研究では、均一な粒径の砂粒子（豊浦砂）
を用いてSand packを作製し、未固結砂岩に対する
Digital Rock技術の適用性を検討した。

研究内容および成果
1．孔隙構造モデルの作成

（1） Sand packサンプルの作成およびマイクロX線CT
イメージング

撮影用Sand packを作製するため、本年度は土木分野
で標準砂として知られる平均粒径150μmの豊浦砂を利
用した。Sand pack容器は内径8mmのアクリル円筒を
利用し、その両端はシリコンプラグで栓をすることで砂
の流出と水漏れを防止した。豊浦砂を水中落下法 [3]によ
り容器内に充填し、より密に充填するため直径6mmの
アクリル棒で突き固めながらSand packを作製した。

作製したSand packは高い解像度（マイクロメートル
スケール）で内部構造を得られるマイクロX線CTス
キャナーにて解像度5.05μmで撮影し、孔隙構造イメー

ジを取得した。図1は取得した3次元CT画像およびCT
値に閾値を与えて決定した孔隙と岩質部の2値化画像

（解析領域の3×3×3mm3のみ）を示す。抽出した孔隙
構造から決定された孔隙率は36.8%となり、文献の測定
値37.2～37.7%[4]と近い値となった。また、粒度分布も平
均粒径が約150μmとなり、文献における測定値である
平均粒径160μm[5]と整合的な結果が得られた。

（2） Pore network model （PNM）の抽出ならびにその
妥当性の検証

撮影したSand packのマイクロX線CTイメージを用
いて、2．に示す多相流動シミュレーションを実施するた
めに、Pore network model （PNM）の抽出（孔隙構造
をPNMで表現すること）を行った。岩石の孔隙構造を
用いて、その流動特性を評価する手法としては、Direct 
Numerical Simulation（DNS）とPore network modelling 

（PNM）[1] [2] [6]の二つのアプローチがある。DNSでは得ら
れた孔隙構造を直接利用し、Lattice Boltzmann Method

（LBM）[7] [8]などを適用し、Navier-Stokes方程式を数値
的に解くことで、その流動特性パラメータを得る事がで
きる。一方、PNMでは、孔隙構造をPore body（孔隙
構造のうち比較的大きな孔隙部）とPore throat（Pore 
bodyを繋ぐ接合部）の連結したネットワークで表現す
る事で、孔隙構造の簡素化を行い、そのネットワークに
おける流体流動を解析する。単相流については、各
Pore throatのThroat径に応じた圧力損失を考慮するこ
とにより、ネットワーク全体での圧力損失を求める事で
絶対浸透率が計算できる。一方、多相流動においては、
Young-Laplace式に基づきPoreやThroat内への流体の
侵入・浸透（Invasion and Percolation）を計算すること

図1　�撮影されたCT画像（左図）と左図より抽出した孔隙構造（右図）。CT画像（左図）の
灰色の領域は粒子を示し、抽出した孔隙構造（右図）の青色の領域は孔隙を表している。
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で、置換過程を評価することができる[6]。PNMはDNSに
比べて計算負荷が軽いメリットがあるものの、ネット
ワーク構造を抽出するうえで、孔隙構造の簡素化がシ
ミュレーション結果に及ぼす影響に注意が必要である。
そのため、本研究では、PNMによって得られた絶対浸
透率とDNSによって孔隙構造に対して直接計算された
絶対浸透率を比較することにより孔隙ネットワーク抽出
の妥当性を検証した。

Sand packのCT画像より抽出した孔隙構造からPNM
に変換したモデルを図2に示す。図2における赤い球体
部分がPore body、Pore body同士を接続している灰色
の線がPore throatを示している。作成したPNMの妥当
性を検証するため、表1には絶対浸透率についてPNM
から求めた値と、PNMに変換する前の孔隙構造を用い
てDNSにより計算された値を示す。また、豊浦砂を用
いた絶対浸透率の測定値[4]も同じく表1に示す。PNMよ
り得られた絶対浸透率は、DNSから求めたそれと近い
値となった。またその値は、同じ豊浦砂を用いて、異な
るSand packに対して実施された測定値とも比較的整合
的な値となった。このことから、孔隙構造をPore body
とPore throatで表現したPNMはCT画像から取得した
孔隙構造を適切に表現しているといえる。

2．PNMを用いた流動シミュレーションから求めた多相
流動パラメータの検証

未固結砂岩の毛細管圧力と相対浸透率に対するPNM
を用いた流動シミュレーションの適用可能性を検証す
るため、1．（2）で構築したPNMを用いて毛細管圧力と

相対浸透率を求め、それぞれ文献の測定値[5] [9]と比較し
た。ここで、PNMシミュレーションにおける入力値で
ある接触角については、文献と同様の水濡れ条件を表
現するため、Receding contact angle（対象の流体が後
退する際の動的な接触角、本シミュレーションでは排水
過程における接触角）を0～10°、Advancing contact 
angle（対象の流体が前進する際の動的な接触角、本シ
ミュレーションでは浸潤過程における接触角）を5～25°
と設定した。

図3に毛細管圧力の測定値[5]とPNMシミュレーション
より求めた毛細管圧力の結果を示す。シミュレーション
から得られた毛細管圧力は測定値と整合した結果となっ
ており、毛細管圧力の予測についてPNMシミュレー
ションが有効であることが検証された。

また相対浸透率についても同様に、測定値[9]とPNM
シミュレーションで求めた相対浸透率の結果を図4に示
す。油の相対浸透率については排水・吸水過程共に
PNMの計算値と測定値とで良好な一致が得られた。一
方で水の相対浸透率については、特に水飽和率Sw=50%
付近に至るまでPNMシミュレーションの計算値は測定
値よりもかなり低い値となった。PNMシミュレーション
で求めた水の相対浸透率曲線は下に凸、Corey exponent
が4～4.5の典型的な曲線形状であるが、測定値は上に凸
の曲線となっている。以上より相対浸透率の検証につい
ては他の測定値と比較するなど更なる検証が必要である
と考える。

図2　�孔隙構造より抽出したPNM。赤い球体はPore�bodyを
表し、Pore�bodyを結ぶ灰色の線はPore�throatを表す。

表1　絶対浸透率の比較

Porosity（%） Absolute permeability（D）

Measured values in Sakamoto et al.（2004）[5] 37.2～37.7 14.9～19.4

Computed with DNS 36.8 23

Computed with PNM 36.8 27.2
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まとめ（今後の検討課題等含む）
本年度は未固結砂岩に対するDigital Rock技術を評価

するため、PNMを用いた多相流動シミュレーションを
実施し文献にある測定値と比較した。その結果、試料の
濡れ性を表現する適切な接触角を用いる事でPNMによ
る毛細管圧力曲線は測定値と整合的な結果を得ることが
できた。また油の相対浸透率に対しても測定値と整合的
な結果が得られた。

均質な粒子からなる未固結岩サンプルに対してPNM
を用いたDigital Rock技術を評価できたため、今後は実
フィールドのサンプルなど、異なる孔隙構造を持つサン
プルに対してDigital Rock技術の適用を検討していく。

引用・参考文献
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[2]　Sok, R. M., Arns, C. H., Knackstedt, M. A., Senden, 

T. J., Sheppard, A. P., Averdunk, H., Pinczewski, W. 
V. and Okabe, H: Estimation of Petrophysical 
Parameters from 3D images of Carbonate Core, 
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Dhabi, UAE, April 15-19, 2007.

[3]　公益社団法人地盤工学会、2009：地盤材料試験の方
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図3　文献値[2]とPNMから求めた毛細管圧力の比較

図4　文献値[6]とPNMから求めた相対浸透率の比較

（a）　Drainage （b）　Imbibition
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①　オイルサンド事業に対するSA-SAGD法の適用に関する研究

実 施 期 間 平成29年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 EOR課 
担 当 者 田代浩樹、赤井崇嗣、土屋慶洋、菅沼達也、住川 敢、岡部 博 
共同研究先 石油資源開発（株）、Japan Canada Oil Sands Limited（JACOS）

基本情報（目的等）
SA-SAGD（Solvent-Assisted Steam-Assisted Gravity 

Drainage）法は、超重質油（ビチューメン）の原位置回
収法であるSAGD法の改良技術の一つである。SA-SAGD
法では水蒸気と溶剤を圧入することで、熱伝導に加えて
溶剤とビチューメンの混合による粘性低下を期待でき、
SAGD法と比較してエネルギー消費および油生産レート
を改善できる可能性がある。一方、溶剤が加わることに
よる複雑な相挙動および物質輸送プロセスには未解明な
点が多く、適切な溶剤の選定や改善効果の予測には課題
がある。またSA-SAGDには地下でビチューメンの重質
成分をアスファルテンとして析出させることで、地上で
より軽く粘性の低い油が生産されるという重質油の地下
軽質化の効果も期待されている一方で、アスファルテン
析出による生産障害のリスクもあるといわれている[1]。上
記の課題解決を目指し、JOGMECは石油資源開発（株）お
よびJACOSとの共同研究を平成29年12月から開始した。

令和元年度までにX線CT装置を用いたソルベント／
ビチューメン間の相互拡散係数の測定実験、屈曲率の評
価、ソルベントとビチューメン混合系のPVT （Pressure-
Volume-Temperature）試験及び流体モデルの構築、X
線CT装置を用いた機械的分散項の測定実験を行っ
た[2-5]。令和2年度は得られた分散係数をフィールドス
ケールの数値シミュレーションに適切に反映させるため
の検討及び、アスファルテン析出によるリスクを評価す
るための実験を実施した。

研究内容および成果
1．フィールドスケール数値シミュレーションへの分散

係数の反映
前年までの実験結果から、ラボスケールでの横分散長

は2.19×10－5mと評価されていた。横分散長にはスケー
ル依存性があることから、これをフィールドスケールの
数値シミュレーションに反映する際に、Gelhar et al. 

（1992）[6]で報告されている横分散長とスケールの関係か
ら実際のSA-SAGD操業条件における横分散長へとアッ
プスケールを行った（図1）。ここではスチームチャン
バー（加熱式）の平均的な長さである20mをフィールド
スケールの代表長さとした。また文献値にバラつきがあ
ることから、アップスケール後の横分散長にも振れ幅を
持たせ0.00066m（low case）、0.0135m（most likely case）、
0.277m（high case）と3つの値を与え、その影響を考慮
することとした。

数値シミュレーションは計算負荷を減らすために水平
坑井に直交する鉛直断面の2Dモデルにて実施した。グ
リッドサイズは数値分散の影響を回避するために計算可
能な範囲で小さな0.09m×0.09mとした。操業条件は1か
月間SAGDオペレーションしたのち、1年間SA-SAGD
オペレーションを行うものとした。図2、図3に計算結
果を示す。横分散長が大きくなるほど累計油生産量が大
きくなり（図2）、逆に溶剤の回収率は小さくなることが
分かった（図3）。なお、横分散長のアップスケールの際
に設定した代表長さについて課題が残っている。今回は

図1　スケールと横分散長の関係
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フィールドスケールの代表長さをスチームチャンバーの
平均的な長さである20mとしたが、John et al （2010）[7]

では1Dの掃攻において、混合領域の幅を代表長さとす
ることが提唱されている。これに従うとスチームチャン
バーの混合領域の幅として1m以下の数値を代表長さと
することがより適切である。

2．アスファルテン析出リスク評価実験
SA-SAGDにおけるアスファルテン析出リスクの評価

として、ビーカーテスト、プレフラッド、コアフラッド
の3つの実験を計画した。コアフラッド（図4）により、
析出したアスファルテンによる岩石試料（サンドパッ
ク）の浸透率の変化を評価すること及び、X線CT画像
からアスファルテンの析出分布を観察することを主目的
とした。ビーカーテストではビチューメンのヘキサン

（ソルベント）による最適な希釈比率を決定した。プレ
フラッドではアスファルテン析出による配管類の閉塞が
生じないことを確認するための事前流動を行った。この
時に析出したアスファルテンがアルミ管上流端に取り付
けられているメッシュを閉塞させ、ポンプ圧力の急上昇
が生じ、実験の継続が困難な状況となった。研究期間中
にこの状況を解決することができなかったため、サンド
パックを使ったコアフラッドも中止とした。

Kordestany （2020）[8]ではサンドパックにあらかじめ
ビチューメンを飽和したのち、ソルベントで掃攻すると
いうデザインを採用することでアスファルテン析出によ
る配管類の閉塞が回避されていた。将来的に同様の検討
をする際は同手法に倣ったデザインに変更することが有
効と考えられる。

図2　横分散長と累計油回収率の関係
Disp（ersion）off：分散なし、Disp�on（low）：low�case、
Disp�on（ml）：most�likely�case、Disp�on（high）：high�case

図3　横分散長とソルベント（NC6：ヘキサン）回収率の関係
Disp（ersion）off：分散なし、Disp�on（low）：low�case、
Disp�on（ml）：most�likely�case、Disp�on（high）：high�case
高価であるソルベントの回収率が高いほど、コストが抑えられるため経済性がよくなる。
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まとめ（今後の検討課題等含む）
本年度の研究において、フィールドスケール数値シ

ミュレーションの検討においては、代表長さの設定に課
題は残るが、分散現象を考慮することで油回収量やソル
ベント回収率に無視できない影響が生じうること、およ
び横分散長と油回収量・ソルベント回収率の関係性が分
かり、今後のJACOSによるSA-SAGDのパイロットテ
ストの実施判断に資する知見を得ることができた。ま
た、アスファルテン析出リスク評価実験ではアスファル
テン析出による浸透率変化とX線CT画像による析出分
布の観察を目的としたが、プレフラッドにて析出アス
ファルテンによるメッシュの閉塞が生じたため、以降の
実験を中止とした。本共同研究は本年度をもって終了と
なるが、将来的に同様の検討をする際にはこれを回避す
るためにKordestany （2020）[8]らに倣ったデザイン変更
をすることが有効と考えられる。

引用・参考文献
[1]　Al-Gawfi, A., et al., Mechanistic modelling of non-

equilibrium interphase mass transfer during sol-
vent-aided thermal recovery processes of bitumen 
and heavy oil, Fuel, 241, 813-825 （2019.）

[2]　三上 他、X線CT法を用いた液体溶剤－ビチューメ
ン間の相互拡散係数の評価、平成30年度石油技術協
会春季講演会

[3]　Imai, M., et al., Determination of binary diffusion 
coefficients between hot liquid solvents and bitu-
men with X-ray CT, Journal of Petroleum Science 
and Engineering, 177, 496-507 （2019）

[4]　今井 他、X線CTを用いたオイルサンドにおける溶
剤の横分散係数の定量評価、平成31年度石油技術協
会春季講演会

[5]　田代 他、低流速域におけるX線CTを用いたオイ
ルサンドの横分散係数評価、令和1年度石油技術協
会春季講演会

[6]　Gelhar, L., et al., 1992: A critical review of data on 
field-scale dispersion in aquifers, Water Resources 
Research 28（7）, 1955-1974

[7]　John, A., 2010: Investigation of Mixing in Field-
Scale Miscible Displacements Using Particle-
Tracking Simulations of Tracer Floods With Flow 
Reversal, SPE J. 15, 598-609

[8]　Kordestany, A., 2020: An Experimental Approach 
to Investigating Permeability Reduction Caused 
by Solvent Induced Asphaltenes Deposition in 
Porous Media （Unpublished doctoral thesis）, Uni-
versity of Calgary, Calgary, AB

図4　アスファルテン析出実験装置概念図
希釈ビチューメン（実験時にハンドリングしやすいよう粘性を低下させる目的で、アスファルテン
が析出しない程度にヘキサンを混合させたビチューメン）とヘキサン（ソルベント）がそれぞれポ
ンプによって送出されサンドパックコアに入る直前で合流し、アスファルテンを析出しながらサン
ドパックコアに流入していくデザインとした。プレフラッドでは配管類の健全性確認のため、本図
においてサンドパックを詰めずに流動を行った。
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はじめに
石油・天然ガスの探査に用いられる地質学・地化学・

物理探査などの技術は、油ガス田を発見した後も、生産
井の位置選定や生産挙動予測、あるいは油層性状等のモ
ニタリングといった、開発・生産を含む様々な段階で活
用されている。また、対象となる油ガス層の地質や物理
学的性状は多岐にわたり、比較的一般的な特徴をもつ事
例もあれば、あまり類例のない特殊な油ガス層に挑戦す
ることもある。

JOGMECでは、本邦上流企業の石油開発の活動を支
援するため、（i）これまでに蓄積してきた探査技術のノ
ウハウ・経験・保有技術等を活かした技術支援を実施す
ること、および、（ii）それらの技術支援に結びつく先進
的な要素技術の開発を進めること、を二つの大きな活動
の柱としている。

以下に、2020年度の主な取り組みを紹介する。

本邦上流企業への技術支援
	 ベトナム海洋フィールドのコア弾性波速度測定およ
びAVOインバージョン解析

出光ベトナムガス開発株式会社がパートナーと共同で
探鉱スタディを実施しているエリアを対象に、コア弾性
波速度測定およびAVOインバージョン解析（反射波の
角度による振幅の違いから地下モデルを推定する手法）
を実施した。

コア弾性波速度測定では、既存坑井で採取された砂岩
試料10個、泥岩試料4個を対象に測定を実施した。事前
の検討で泥岩の地震波速度は波の伝わる方向によって異
なることが示唆されていたため、泥岩試料については地
震波速度の異方性の測定も実施し、必要となる岩石物性
を把握した。AVOインバージョン解析では、ベイズ理
論に基づく手法を適用し、検層データと整合的な結果を
得ている。本格的な検討は次年度に継続実施する予定で
ある（詳細はⅠ-1 -①参照）。

	 コア分析および特殊検層解析による低比抵抗貯留層
評価

油層は、一般的に水飽和率（孔隙を水が占める割合）
が低いため、比抵抗は高くなる。しかしながら、JX石
油開発の100％出資会社である日本ベトナム石油株式会

社が保有する海上鉱区において、この一般的な特徴とは
異なる油層、すなわち、低比抵抗であるにもかかわら
ず、原油を産出する層が確認されたことから、その原因
究明を試みた。

コアサンプル・検層データの分析に際し、先進的な
NMR（核磁気共鳴）ログの特殊解析手法を適用した結
果、低比抵抗値は実際の水飽和率を反映していること、
その一方、粘土鉱物との結合による不動水（つまり生産
には寄与しない水）と自由水（貯留層中を自由に流れる
水）の比率によって、油層の生産性が左右されているこ
とを突き止めた。今回の解析ワークフローを用いて、低
比抵抗の油層の評価が可能になるとともに、当該層から
の効率的な油の生産を行う場合には、自由水が多く含ま
れる層を避け、油の生産性が比較的高い層を選定できる
と考えられる（詳細はⅠ-1 -②参照）。

	 基盤岩フラクチャー貯留層への回折波イメージング
の適用

日本ベトナム石油株式会社が保有する同国海上鉱区で
は基盤岩内のフラクチャーに油が存在し、これまで、大
規模なフラクチャーを対象に油の生産が行われてきた。
一方、小規模のフラクチャーについても、油の生産が期
待されていることから、回折波を用いて小規模フラク
チャーのイメージングを試みた。検知されたフラク
チャーは坑井データとも調和的であることから、今後小
規模フラクチャーをターゲットとする探鉱・開発の際に
は 本 手 法 の 適 用 が 期 待 さ れ る。 な お、 本 研 究 は、
JOGMECのオープンラボ制度を利用して、同社とJX石
油開発株式会社と共同で実施した（詳細はⅠ-1 -③参照）。

先進技術の検証と開発
	 バイオマーカー分析による微生物起源ガス生成メカ
ニズムの検討

JOGMECは微生物起源ガス生成のメカニズムの研究
に継続的して取り組んでおり、メタン生成菌の活動深度
や分布域を検討するために、東部南海トラフのメタンハ
イドレート胚胎堆積物中のバイオマーカー（生物起源情
報）の分析作業を2020年度も引き続き行った。（詳細は
Ⅰ-2 -①参照）。

Ⅰ．探査技術
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	 群速度を用いた異方性パラメータ推定方法の検討
岩石コア試料を用いた室内試験（コア弾性波速度測

定）において、地震波速度の異方性（地震波速度が波の
伝わる方向によって異なること）に関する情報の一部

（斜め方向に伝搬するP波位相速度）を直接計測するの
が困難であることから、群速度（複数の波を重ね合わせ
た時の全体の速度）を位相速度へ変換して、異方性パラ
メータを推定する手法を構築した。今後、本手法を、異
方性の評価が必要となっている企業支援プロジェクトに
適用する予定である（詳細はⅠ-2 -②参照）。

	 弾性場FWIコードの最適化と坑井間地震探査モニタ
リングデータへの適用

前年度までに、音響場から弾性場対応に拡張した
FWI （Full Waveform Inversion）のコードについて、
その最適化を進めるとともに、長岡CCS実証試験サイ
トで取得された坑井間地震探査モニタリングデータに適
用し、圧入したCO2に起因する物性変化を捉えられるか
検証した（詳細はⅠ-2 -③参照）。

	 DASを用いたVSPデータへのFWI適用：DAS測定
データのモデリング検討

アラスカのメタンハイドレート長期陸上産出試験地では、
分布型音響センシング（Distributed Acoustic Sensing：
DAS）を用いてタイムラプスのVSP（Vertical Seismic 
Profile、坑井地震探査）が実施される。同データに対し
て音響場FWIを適用して速度変化を高精度に検知する
ため、予察的な検討として、モデリングによるDASの
合成波形と、実際のベースライン調査の観測波形を比較
した。有望な結果を確認したことから、実データへの
FWI適用を進めていく予定である（詳細はⅠ-2 -④参照）

	 アクイストアCO2貯留サイトにおけるACROSSと
DASを用いたVSPデータ収録および解析	

JOGMECはカナダ、サスカチュワン州アクイストア
CO2貯留サイトにおいて、地表固定震源ACROSSを用
いて、貯留層モニタリングに継続して参加している（令
和2年1月時点の累積CO2圧入量：約27.2万トン）。同サ
イトの観測井に設置されたDASと上記震源によるVSP
データを定期的に収録・解析し、CO2圧入の影響と考え
られる時間変化を捉えている（詳細はⅠ-2 -⑤参照）。
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①　ベトナム海洋フィールドのコア弾性波速度測定およびAVOインバージョン解析

実 施 期 間　　令和2年度～令和3年度
担 当 部 署　　技術部 探査技術課、技術部 実験研究基盤課
担 当 者　　中山貴隆、加藤文人、毛利拓治、河野文夫、小野塚重信、服部達也、三木 翼、平 亨
共同研究先　　出光ベトナムガス開発株式会社

基本情報（目的等）
JOGMECは出光ベトナムガス開発株式会社がパート

ナーと共同で実施している探鉱スタディの一環として、
ベトナム海洋エリアで取得された10個の砂岩、4個の泥岩
プラグコア試料に対してX線CT画像撮影、QEMSCAN
による鉱物マッピング、弾性波速度測定を実施した。当
該エリアでは貯留層付近で鉛直方向と水平方向で地震波
速度が異なる地震波速度異方性があることが予測されて
いるため泥岩試料については速度測定結果を用いた速度
異方性の検討を行った。さらに、坑井データや実験結果
を加味し、地震探査データから岩石物性を推定する手法
であるAVOインバージョン解析を予察的に実施し、当
該エリアにおけるインバージョン解析の適用可能性につ
いて検討を行った。

研究内容および成果
1．弾性波速度測定および各種分析

弾性波速度測定はプラグコア試料に対して三軸圧縮試
験機を用いて実施した。また、泥岩試料については、後
述の弾性波速度異方性の検討を行うことを考慮し、層理
面に対して垂直なコア、水平なコアそれぞれに対し、複
数の方向の弾性波速度測定を実施した（図1）。また、
複数の圧力条件にて速度測定を行うことで、有効圧力変
化による速度変化の影響を検討した。そのほかX線CT
撮影や、プラグコアから作成した薄片試料を用いて
QEMSCAN・SEM（走査型電子顕微鏡）による撮影・
分析を行った。

2．速度異方性の検討
泥岩試料の速度測定により得られた速度を用いて

VTI媒 質 を 仮 定 し た 異 方 性 パ ラ メ ー タ ε、 δ、 γ
（Thomsen, 1986[1]）の検討を行った。異方性パラメータ
のうち、δの推定には斜め方向の位相速度が必要とな
る。一方、速度測定によって得られる斜め方向の速度は
群速度であることから、Yan, et al., 2017[2]および石鍋他，
2021[3]の手法を用いて位相速度を推定し、δの推定を試
みた。

3．AVOインバージョン
本スタディのAVOインバージョン解析はベイズ線形

AVOインバージョン（Buland and Omre, 2003[4]、加藤・
ステュアート, 2012[5]）手法を用いた。本解析手法は、線
形インバージョンであるため、計算時間が短く、グロー
バルな解が求まることが特徴である。また、検層データ
といった地震探査データ以外の情報を先験情報として、
解析に利用し、安定した解が得られるという利点があ
る。本手法により求めたPインピーダンス、Vp/Vs、密
度の解析結果と坑井データの比較結果を図2に示す。本
手法によるインバージョン解析結果が坑井データと整合
的であることから精度の高い解析結果が得られたと考え
られる。

図1　弾性波速度測定における受発震点および歪ゲージの取り付け位置図
（左）砂岩試料の測定時
（右）泥岩試料の測定時
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まとめ（今後の検討課題等含む）
ベトナム海洋フィールドで取得されたプラグコア試料

に対して弾性波速度測定、VTI異方性の推定、X線CT
画像撮影、QEMSCANを用いた鉱物マッピング、地震探
査データを用いたAVOインバージョン解析を実施した。
速度測定の結果から圧力変化に伴う速度変化を示す結果
が得られた。また泥岩の速度測定の結果から当該エリア
の試料では弾性波速度異方性が確認された。AVOイン
バージョンについては井戸位置において精度の高いイン
バージョン解析結果が得られた。

謝辞
本スタディは出光ベトナムガス開発株式会社とのオー

プンラボにより実施し、同社から分析試料やデータの共
有および有益なコメントをいただいた。ここに記して謝
意を表する。
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図2　インバージョン解析結果と検層ログ比較例
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②　コア分析および特殊検層解析による低比抵抗貯留層評価

実 施 期 間 令和元年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 探査技術課 
担 当 者 Levi Knapp、栗山祐太朗 
共同研究先 日本ベトナム石油株式会社（JVPC）

基本情報（目的等）
1．目的

本研究の目的は、油を胚胎するにもかかわらず低い比
抵抗値を示しているベトナム海上鉱区内の低比抵抗砂岩
貯留層について、水飽和率と比抵抗検層記録の関係性に
影響を及ぼす要因を調べることにより、埋蔵量および生
産性の評価の不確実性を減少させることである。

2．背景
貯留層中の水飽和率の推定は、比抵抗検層データに頼

るところが大きい。一般的に、油を胚胎した泥質分の少
ない砂岩層は、近接するシェール層や水を胚胎した砂岩
層と比較して非常に高い比抵抗値を示す。しかし、いく
つかのメカニズムによって砂岩貯留層の比抵抗値が低下
することがあり、このような場合には水飽和率が高く見
積もられ、炭化水素量が実際より低く推定されてしまう
ため、埋蔵量および生産性の評価の不確実性が増す。こ
れらのメカニズムには、比抵抗検層の解像度より薄い砂
岩層とシェール層の互層、導電性鉱物の濃集、高い不動
水飽和率等がある[5]。本研究では、油を胚胎するにもか
かわらず低い比抵抗値を示しているベトナム海上鉱区内
の砕屑岩貯留層について、コア分析、一般的な検層解
析、および先進的なNMR T2因子解析を統合的に実施
することにより、前述したそれぞれのメカニズムの及ぼ
す影響を検討した（図1）。

研究内容および成果
48の通常のコアプラグ及び8のサイドウォール・コアプ

ラグのサンプルについて実験室で以下の各種測定を実施
した。Ｘ線回折装置（XRD）、蛍光Ｘ線分析装置（XRF）、
走査型電子顕微鏡（SEM）、エネルギー分散型X線分析
装置付SEM（SEM-EDS）、微細X線CT （micro-CT）に
よる分析の結果、淘汰度が低～中の砂岩コアプラグは、
局所的にシルト質で、長石の多様な分布様式が認められ、
散在した粘土鉱物、長石の溶解、および局所的な方解石
のセメントが確認された。粘土鉱物（カオリナイト、イ
ライト、スメクタイト、クロライト）は主に孔隙を埋め
ており、粒子を覆う産状はあまり見られなかった。コア
プラグ、コア写真及びmicro-CTで確認する限り、葉理
構造や薄層の存在は稀であった。また、黄鉄鉱のような
導電性鉱物もほとんど見られなかった。

ヘリウム浸透率計、水銀圧入毛細管圧計（MICP）、
核磁気共鳴（NMR）による測定結果によると、サンプ
ルの孔隙径および孔隙口直径（pore throat sizes） は幅
広い分布を示し、貯留層圧力下で孔隙率は4～20%、浸
透率は0.1-316mDであった。受領時の状態そのままのサ
ンプルの孔隙中の水分量はディーンスターク溶媒抽出に
より測定し、水飽和率（全水飽和率: SwT）は73％と計
算された。続いてコアプラグを塩水で完全に飽和させ、
全塩水量（全孔隙量）と孔隙径分布を記録するために
NMR T2緩和時間の測定を行った。その後、コアプラグ
に対し5,000rpmまで段階的に遠心分離法を実施し（自由

図1　本研究の概念図
CC = conventional core plug．SWC = sidewall core plug.
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水を除去）、再びコアプラグの水分量とその分布状態を
測定するためにNMR測定を実施した。遠心分離後にコ
アプラグに残留した塩水は、粘土鉱物への吸着や毛細管
圧力による不動水（それぞれclay bound water: CBW、
capillary bound water: Cap-bndという）と考えられる。
不動水飽和率（Swir）の平均はNMRによる全孔隙量の
64%であった。サンプルセットの全不動水の多くがCBW
（NMR T2 volume<3ms[1]）であるが、貯留層区間に相
当する可能性のある孔隙率の高い砂岩は、相当量の
Cap-bndを含み、この区間の生産流体は水含有量が比較
的低くなる可能性がある。図2は遠心分離法実施前後の
1つのコアプラグのNMR T2測定結果を示している。こ
の図2のコアプラグの場合のように、多くのサンプルが、
砂岩に標準的なNMR T2の閾値（cutoff）である33ms[1]

に比べて低い閾値を示す結果となった。
コアプラグの分析の結果は、比抵抗検層に基づき水飽

和率を推定する従来の検層解析結果の補正と、比抵抗値
に依存しないNMR T2因子解析という方法に基づく特
殊検層解析結果の補正に使用した。T2因子解析とは、
探索的データ解析を使用して、NMR検層記録の T2信
号全体を一意のT2コンポーネントまたは「因子」にデ
コンボリューションするものである[3]（図3A）。今回の
NMR検層からは、それぞれが岩石の孔隙と流体の状態

を反映した7つの因子が認められた（図3B）。これらの
因子のクラスター解析を通して、各因子の組み合わせを
含む7つのNMRクラス（ファシス）が決められた。ク
ラスは岩相として解釈され、見かけの毛細管圧力曲線の
形に基づいてランク付けされた。

孔隙半径rはPcとT2の両方と依存関係にあるため、
これらの関係から見かけの毛細管圧力解析を使用してT2
からPcを計算することができる[2]。変換の際、コアプラ
グでMICPと遠心分離法により測定された毛細管圧力
データを用いて補正した。補正後、それぞれのNMR T2
クラスに対する見かけの毛細管圧力曲線は、saturation-
height曲線に変換され、貯留層区間全体の水飽和率の
推定に使用した[4]。これは岩石の毛細管圧力に基づくと、
free water level（FWL）より上位になるほど、どの程
度水飽和率が減少するかを示すものである。本スタディ
より前に、JVPCは独自にこの複雑な貯留層に対して複
数のFWLを解釈している。見かけの毛細管圧力解析か
ら求められたsaturation-height曲線は、FWLより上位の
水飽和率を推定するために使用した（図4）。最も油飽和
率（So）が高い区間では、Soが0.5から0.7と推定された。

自由水の存在により生産時に水の割合が大きくなるリ
スクを評価するため、自由流体（油および水）と不動水
を、NMR検層の不動流体T2閾値11msを使用して区別

図2　 ある1つのコアプラグの遠心分離法の前後（それぞれSw＝1および不動水のみの状態に相当）のNMR T2解析の結果
の例。このサンプルはSwir＝0.70（70%）で、この量は粘土鉱物および毛細管圧力による不動水に相当する。ここで
粘土鉱物に含まれる結合水（clay bound water: CBM）は標準的な閾値（Standard CBW cutoff. 図中①）で3ms以下
の全NMR T2体積で定義される[1]。また毛細管圧力による不動水の閾値（Measured bound-fluid cutoff. 図中②）は、
遠心分離前の累積（Cumulative Volume）曲線が、遠心分離後の累積曲線のすべての体積に達した点として求められ
る。したがって、①及び②の範囲に存在する水が毛細管圧力による不動水（Cap-bnd）となる。なお、不動水は閾値

（②）より長いT2時間を示す場合もあるため、ここでは、この閾値は厳密には不動水のT2分布には因らず不動水の体
積を表すものと考える。
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図4　 T2因子解析により評価した飽和率の結果。A）前回穿孔と生産試験が実施された区間。B）今後穿孔と生産試
験が計画されている区間。FWL（free water level）はJVPCにより解釈されたもの。C）流体飽和率の凡例が
5つの流体相グループを示している。“NMR-SH Oil”と“NMR-SH Free-water”はsaturation height曲線から
導出されたもの。水飽和率相はT2閾値を用いてさらに分類されている。“NMR-34 Free-water”は11msから
34msの自由水である。この水は標準的な閾値33msを用いると不動水と分類されるものであり、この量は隠れ
た自由水のリスクを示している。“NMR-11 Cap-bnd”は閾値3msから11msの毛細管圧力による不動水である。

“NMR-3 CBW”はCBWの標準的な閾値3msから区分されたものである。黒点はコアプラグの分析から決定さ
れたSwirの値を示す。
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図3　A）全T2信号は複数の因子に分解することを示した概念図。
B） 今回の解析結果。スタディ対象の全区間のNMR T2検層記録から、7つの独立した因子が決定された。

因子の量は1に規格化されている。実線はGaussian fitting、点線はsquare loadingを示す。
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した。この閾値は、11ms以下のNMR流体量がコアプ
ラグでの不動水測定結果（図4の黒点）に概ね一致する
ため使用した。11msはT2因子解析の3番の因子（図3B）
の閾値にも相当し、コアプラグで測定された不動水閾値
の幅にも相当している。この補正された閾値11msは、
砂岩の閾値に標準的な前述の33msより低い値である。
孔隙を埋める形態、粒子を覆う形態、孔隙口を塞ぐよう
な形態の粘土鉱物は、孔壁表面の緩和率を変化させるの
で、これらの粘土鉱物が今回の低い閾値に関係している
可能性がある。標準的な閾値33msを使用すると自由水
を少なく見積もってしまうリスクがあり、Zone Aでも
そのようなことが見られる（図4A）。前回の生産試験で
は、この区間において、生産流体に60%の水が含まれて
いる。これは、閾値33msを使用すると予測できないも
のの、閾値11msを使用すると予測可能なものである。
Zone B（図4B）はまだ穿孔も生産試験も実施されてい
ないが、自由水のリスクが低く岩相（クラス）の質が良
いことを考えると、穿孔が計画されているいくつかの区
間は、Zone Aよりも有望とみられる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
1． コアプラグの分析結果からコア取得区間において導

電性の鉱物はほとんど見られず、また葉理構造や薄
層の存在もほとんどないことが確認された。低比抵
抗の主な要因は実際に水飽和率が高いためであると
考えられる。

2． 孔隙率が高い砂岩の場合（Swir>0.3）はほとんどが
毛細管圧力による不動水として存在するものの、本
スタディで対象となった貯留層の不動水の多くは主
に粘土鉱物中の結合水（CBW）によるものである。
不動水のT2閾値は、砂岩に対する標準的な値に比べ
低い値となった。

3． コアプラグの分析と検層解析により、貯留層の性状
は不均質性が高いことが認められる。見かけの毛細
管圧力解析による水飽和率評価によって、最も油飽
和率が高い貯留層区間はSoが0.5から0.7であり、自
由水と不動水の割合は様々であることが示唆される。

4． 今回のワークフローにより、すでに実施された生産
試験で高い水生産率を示した穿孔区間において、自
由水リスクが高いことを効果的に認識することがで
きた。T2閾値の標準的な値33msは、リスクを隠し、

不動水を過大評価することになる。コアプラグの分
析とT2因子解析を統合すると、対象の貯留層では閾
値11msがより正確であることが示された。

5． 計画中の穿孔区間は貯留岩性状が良好で、自由水の
飽和率も低いため、前回の穿孔区間よりも生産試験が
成功する可能性がある。今後の生産試験結果も、今
回のワークフローの検証に有益であると考えられる。
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データを提供頂き、技術的な議論を行い、本原稿の掲

載許可を頂いたJVPCに感謝申し上げる。また、NMR
特殊検層解析の委託先として、シュルンベルジェ株式会
社には多大な貢献を頂いた。特に、作業を担当頂いた前
原祐樹氏に感謝申し上げる。

引用・参考文献
[1]　Coates, G.R., Xiao, L., Prammer, M.G. NMR Log-

ging Principles and Applications. Elsevier Science, 
1999

[2]　Hassoun, T.H., Zainalabedin, K., Cao Minh, C., 1997. 
Hydrocarbon Detection in Low-Contrast Resistiv-
ity Pay Zones, Capillary Pressure and ROS Deter-
mination with NMR Logging in Saudi Arabia. 
SPE-37770-MS, Middle East Oil Show and Confer-
ence, Bahrain, 15 March.

[3]　Jain, V., Minh, C.C., Heaton, N., Ferraris, P., 
Ortenzi, L., Ribeiro, M.T., 2013. Characterization of 
underlying pore and fluid structure using factor 
analysis of NMR data. SPWLA 54th Annual Log-
ging Symposium, New Orleans, USA, 22-26 June.

[4]　Ramamoorthy, R., Boult, P.J., Neville, T., 2000. A 
Novel Application of Nuclear Magnetic Resonance 
and Formation Tester Data for the Determination 
of Gas Saturation in Pretty Hill Sandstone Reser-
voirs, Onshore Otway Basin. SPWLA-2000-J. 41st 
Annual Logging Symposium, Dallas, USA, 4 June.

[5]　Worthington, P. F., 1997. Recognition and develop-
ment of low-resistivity pay. SPE 38035. Asia 
Pacific Oil and Gas Conference, Kuala Lumpur, 
Malaysia, 14-16 April.



― 147 ―

探査技術第4編　Ⅰ．探査技術　1．プロジェクト支援

③　基盤岩フラクチャー貯留層への回折波イメージングの適用

実 施 期 間 令和元年度～2年度 
担 当 部 署 技術部 探査技術課 
担 当 者 大津 啓、毛利拓治、北脇裕太 
共同研究先 JX石油開発株式会社、日本ベトナム石油株式会社

基本情報（目的等）
1．目的

本研究では、基盤岩フラクチャー貯留層における断層
およびフラクチャーの震探イメージングの向上と、基盤
岩の反射イベントの連続性向上を目的として、Emerson 
社のCRAM/EarthStudy360TMを用いて回折波と反射波
を分離し、それぞれを強調したイメージングを実施した。

2．経緯
本研究は、弊機構のオープンラボ制度を利用して、日

本ベトナム石油株式会社、JX石油開発株式会社と共同
で実施された。

本研究で対象とする基盤岩フラクチャー貯留層では、
既存の震探データでイメージされる大規模な基盤岩内フ
ラクチャーはほぼ開発されしつくしている状況である。
そこで、既存処理では明瞭なイメージが得られていない
小規模フラクチャーの残存ポテンシャルを評価するため
に、CRAM/EarthStudy360TMを用いた回折波イメージ
ン グ[1] [2]を 実 施 し た。CRAM/EarthStudy360TMで は、
局所アングル領域からBottom Up Ray Tracingを行い、
すべての可能なSource-receiver ray pairsから得られた
情報を5次元（Reflection point、Opening angle、Opening 

azimuth、Dip azimuth、Dip angle）に分解する。回析
波イメージは、この内Dip azimuth/angle情報を用い、
マイグレーション後にDip angle等によって回折波と反
射波に分離する手法が用いられている[3]。データは、異
なるパラメータで取得された2つの3次元震探データをマ
イグレーション前にマージしたものを使用した。

研究内容および成果
入力データはノイズ除去後のマイグレーション前ギャ

ザーデータと異方性情報を含む速度データである。これ
らのデータに、再サンプリング（2msから4ms）、異方性パ
ラメータ（イプシロン）異常値の編集、Common Reflection 
Angle Migrationを適用した。その後、低角の反射エネ
ルギーをミュート、回折波強調処理を施し、回折波イ
メージを得た。回折波イメージには、回折波と残存する
高傾斜の反射イベントが含まれると考えられる。図1に
得られた回折波イメージの断面と深度スライスを示す。
低角反射波を抑制している事により、基盤岩直下の高分
解能なイメージを得ることが出来た。図1（c）に示すよ
うに、この回折波イメージから得られた走向・傾斜情報
は、坑井で取得された比抵抗イメージログ（Formation 
Micro Imager）とも調和的であることが確認された。

図1　 （a）Well-1を通る回折波イメージ断面、（b）depth Xにおける回折波イメージ深度スライ
ス、（c）well-1における基盤岩上限直下のフラクチャー情報。坑井で取得されたFMIログ
と回折波イメージから得られる走向・傾斜情報は調和的である。

Well-1

A

B

TVDSS ES360 Dip/Azimuth Well-1 Dip/Azimuth
Depth-Y 40-50NW/NE-SW 50-60SE/NE-SW
Depth-Z 40-50NE/NE-SW 40-60E/N-S

(c) Well-1 fracture dip & azimuth below top basement
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Depth-Y
Depth-Z

Depth X  

(a) (b)
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また、マイグレーション後のギャザーに対してマイグ
レーションスマイルノイズやランダムノイズを抑制し反
射波を強調する処理を施した反射波イメージを取得し
た。反射波イメージでは、既存の重合震探よりも、基盤
岩上限のイベントが連続性の高いものとしてイメージさ
れた結果を得ることが出来た（図2）。

まとめ（今後の検討課題等含む）
Emerson社のCRAM/EarthStudy360TMを用いて、マ

イグレーション前に統合した2つの3次元震探データに対
して、回折波イメージングおよび反射波イメージングを
実施した。このことにより、基盤岩直下の高分解能イ
メージが得られ、そのDip/Strike情報がFMIデータと
調和的な坑井が存在することを確認した。またS/Nの高
い連続性の良い基盤岩のイメージを得ることが出来た。

謝辞
PetroVietnam、PetroVietnam Exploration Production 

Corporation、Perenco、日本ベトナム石油株式会社、JX
石油開発株式会社には公表許可を頂いた。研究の遂行に

あたり日本ベトナム株式会社の義山智之氏、蓜島大資氏、
JX石油開発株式会社の佐野徹氏、久保国雄氏には示唆
に富んだ多くの貴重なお言葉を頂いた。解析にはEmerson 
Paradigm® EarthStudy360TM を用いて、Emerson社の
ロブ正子氏とKarl Hosgood氏には本研究を進める上で
有益な助言を頂いた。ここに記して謝意を表する。
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図2　 （a）Well-3を通る反射イベント強調イメージ断面、（b）反射イベント強調イメージ深度
スライス。基盤岩上限のイベントが、連続性の高いイベントとしてイメージされている。
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①　バイオマーカーを用いた微生物起源ガス生成メカニズムの検討

実 施 期 間 令和2年度 
担 当 部 署 技術部 探査技術課・実験研究基盤課 
担 当 者 天羽美紀、養田太一

基本情報（目的等）
近年、東南アジアや東地中海で大規模の微生物起源の

ガス田が発見されており（e.g., Pinyo et al., 2016, Schneider 
et al., 2016）、微生物起源ガス田は新しい探鉱対象とし
て注目されている。本邦でも東部南海トラフに胚胎する
メタンハイドレートのメタンは微生物起源であることが
知られるとともに（e.g., Waseda and Uchida, 2004）、
2019年度に掘削された基礎試錐「日高トラフ」において
も微生物起源を含むガスが見つかっている（浜田，
2020）。微生物起源ガスは在来型の石油、天然ガスとく
らべて生成深度を含めた生成のメカニズムについては十
分に解明されているとは言えず、微生物起源ガスの探鉱
ポテンシャルの評価には、ガスの生成・移動・集積メカ
ニズムの理解が不可欠である。

本研究の目的は、これまでに比較的多くのデータが得
られている東部南海トラフのメタンハイドレート胚胎堆
積物中のバイオマーカーの分析を行うことで、メタン生
成菌も属する古細菌の海底堆積物中での深度分布を明ら
かにし、古細菌の活動深度や場所についての情報を得る
ことである。

研究内容および成果
1．試料と分析方法

古細菌由来の代表的な極性脂質（Intact Polar Lipids, 
IPLs）は、コア脂質（Core lipid, CL）のGDGT（Glycerol 
dialkyl glycerol tetraethers）に糖質鎖であるジグリコ
シル基が結合していればDGly-GDGTになる。このほか、
糖鎖だけでなくホスホグリコール基などの様々な極性反
応を保有する古細菌が知られている。極性頭部が付いて
いるGDGTsは、特にIPL-GDGTsと呼ばれ、コア脂質
だけからなるものをCL-GDGTsと呼ぶ。

試料は平成23年の東部南海トラフにおける海洋産出試
験の事前掘削により得られたAT1坑井のコア（掘削深度
273m）と平成30年に同地点のメタンハイドレート濃集
帯から採取されたAT1-CW2コアである。コア試料は採
取後速やかに冷凍、その後の分析に供されたものである。

乾燥重量で100gの試料をBligh and Dyer法で脂質の
抽出を行った。0.1mol/Lリン酸緩衝液（pH7.4）と塩化
メチレン：メタノール（1：2）を加えて、超音波抽出を
行った後、遠心分離を行い、上澄みを濾過し分取した。
分取した上澄みは、塩化メチレン：メタノール：リン酸
緩衝液および水が最終的に1：1：0.8となる様に加えて
よく振り交ぜ、2相になるまでしばらく放置後、有機相

を分取して、さらに2回繰り返した。その後、有機相を
水：メタノール（5：4）で2回洗浄し、減圧留去後、窒
素気流下で乾固した。次にシリカゲルカラムクロマトグ
ラフィーを用いて、溶離液をn-ヘキサンを用いて炭化水
素画分（F1）を分取し、n-ヘキサン：酢酸エチル（1：1）
と酢酸エチルを用いて分取した芳香族及びCL-GDGTs画
分（F2）、メタノールで分取したIPL-GDGTs画分（F3）
に分画した。

IPLs-GDGTs画分は、Agilent社製LC/Q-TOFMS 6550 
iFunnelを用い、ESI法で分析を行った。分析にはAgilent
社製の順相カラム（2.1×150mm，LiChrospher 100-5Diol）
および同ガードカラム（2×10mm）を用いた。その際
に用いた溶離液は、A液はn-ヘキサン：iso-プロパノー
ル：ギ酸：25%アンモニア水（79：20：0.12：0.02）、B液
はiso-プロパノール：超純水：ギ酸：25%アンモニア水

（88：10：0.12：0.04）である。流速は、0.2mL/minで、
B液を最初0%から45分後にB液が65%になるように溶
離液の濃度比率を徐々に変化させた。試料は、塩化メチ
レン：メタノール（5：1）に溶かし、分析を行った。

IPLs-GDGTs画分中の化合物の同定は、メタン生成古
細菌（Methanosarcina berkeri）およびクレン古細菌

（Sulfolobus acidocaldarius）を本操作同様に前処理した
試料と市販のGly-GDGT（0-5）-PG（ポリエチレングリ
コール）のマススペクトルとリテンションタイムとの比
較により行った。また、これらには含まれていない
GDGT類は、古賀（2004）、そして、Koga and Nakano

（2007）を参考に、存在しうる構造の精密質量とGDGT
類に特徴的なクロマトグラムの波形、そして、リテン
ションタイムの合理性から推定した。

2．結果と考察
AT-1とCW-2の全38試料の分析の結果、17試料から

IPL-GDGTs が 検 出 さ れ た（表1）。 検 出 さ れ た IPL-
GDGTsはいずれも糖質鎖であるジグリコシル基が結合
したDGly-GDGTs（図1）であった。ホスホグリコール
基等が結合したエステル結合型のリン脂質は検出されな
かった。極性頭部に糖脂質などの官能基を持つ化合物は
易分解性であるため、「現在生きている」あるいは「ご
く最近まで生きていた」とされており、たとえばLipp 
et al.,（2008）は、糖脂質態のIPLsから海底堆積物中の
古細菌の存在量を評価し、海底堆積物中の生物量の大半
を古細菌が占める可能性を指摘した。しかし、Shouten 
et al.（2010）によるIPLsの分解反応の理論的アプローチ
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による速度論的解析では、水柱上部で生産されるエステ
ル結合型リン脂質のほとんどは深海底に達する前に分解
される一方で、エーテル結合型糖脂質の多くは分解され
ずに深海底堆積物に取り込まれるとされている。そのた
め、堆積物の表層付近で検出されたDGly-GDGTsは堆
積物中で生産されたのではなく、水柱で生産された浮遊
性古細菌由来の化石脂質である可能性がある。しかしな
がら、DGly-GDGTsの検出が分解の影響によるものだけ

であれば、コアの深度が深くなるにつれて検出されがた
くなっていくことが予想されるが、DGly-GDGTsはコア
の中間層付近ではあまり検出されず、浅部と深部で多く
検出された。そのことから、コアの深部に相当するメタ
ンハイドレートの濃集帯付近の深度で古細菌の活動が活
発であった可能性が示唆された。

表1　AT-1およびCW-2コア試料のIPLs-GDGTs測定結果

Well Depth（m）
（Average） Lithology IPLs-GDGTs

AT-1 1.1 シルト-泥 DGly-GDGT (1, 2) -H
AT-1 2.5 泥 DGly-GDGT (1, 2) -H
AT-1 3.9 泥 DGly-GDGT (1, 2) -H
AT-1 4.9 泥 n.d.
AT-1 5.3 泥 n.d.
AT-1 7.1 泥 n.d.
AT-1 7.6 泥 DGly-GDGT (2) -H
AT-1 8.1 泥 DGly-GDGT (1, 2) -H
AT-1 8.5 シルト-泥 DGly-GDGT (0, 1, 2, 3) -H
AT-1 10.5 泥 DGly-GDGT (2) -H
AT-1 11.7 泥 n.d.
AT-1 13.4 泥 n.d.
AT-1 14.2 泥 n.d.
AT-1 15.6 シルト-泥 n.d.
AT-1 17.3 泥 n.d.
AT-1 35.6 泥 n.d.
AT-1 42.6 泥 DGly-GDGT (1, 2) -H
AT-1 65.4 シルト n.d.
AT-1 75.4 泥 n.d.
AT-1 84.1 泥 n.d.
AT-1 94.5 砂 DGly-GDGT (1, 2) -H
AT-1 103.1 泥 n.d.
AT-1 116.5 砂 n.d.
AT-1 122.3 泥 DGly-GDGT (1, 3) -H
AT-1 141.2 砂 n.d.
AT-1 141.3 砂 DGly-GDGT (1, 2) -H
AT-1 171.0 泥 DGly-GDGT (2) -H
AT-1 179.1 泥 n.d.
AT-1 197.7 シルト n.d.
AT-1 241.2 泥 n.d.
AT-1 249.2 泥 n.d.
AT-1 259.5 シルト-泥 n.d.
AT-1 271.7 シルト-砂 DGly-GDGT (3) -H
CW-2 281.9 シルト-砂 n.d.
CW-2 283.1 シルト DGly-GDGT (1, 2, 3) -H
CW-2 299.3 泥 DGly-GDGT (1, 2, 3) -H
CW-2 308.3 シルト-砂 DGly-GDGT (1, 2) -H
CW-2 309.0 シルト-砂 n.d.
CW-2 324.9 シルト-砂 DGly-GDGT (1, 2) -H

n.d.：not detected
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まとめ（今後の検討課題等含む）
古細菌由来のバイオマーカーの分析の結果、コア試料

の浅部と深部でDGly-GDGTsが多く検出された。堆積
物の表層付近で検出されたDGly-GDGTsは堆積物中で
生産されたのではなく、水柱で生産された浮遊性古細菌
由来の化石脂質である可能性があるが、コアの深部に相
当するメタンハイドレートの濃集帯付近の深度で古細菌
の活動が活発であった可能性が示唆された。今後は他の
環境情報との比較を行い、微生物起源ガスの生成・移
動・集積メカニズムの理解に役立てたい。
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図1　本研究で検出されたIPLs-GDGTs 
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②　群速度を用いた異方性パラメータ推定方法の検討

実 施 期 間 令和2年度～令和4年度 
担 当 部 署 技術部 探査技術課 
担 当 者 石鍋祥平、加藤文人、毛利拓治

基本情報（目的等）
地震探査において重要な要素の1つである地震波速度

は、岩石の弾性係数および密度によって書き表せる。地
震波速度が伝わる媒質には2種類があり、速度が伝播方
向に依存しないものを等方性媒質と呼ぶ一方、速度が伝
播方向によって異なるものを異方性媒質と呼ぶ。異方性
媒質の1つであるVTI媒質（Vertical Transverse Isotropy）
におけるP波速度の異方性は、弾性係数から求められる
Thomsen異方性パラメータδおよびεの2つによって決定さ
れる。しかし、室内実験で得られた地震波速度からδを求
める場合、①測定が難しい斜め方向の速度が必要であるこ
と、②δが地震波速度の誤差に敏感であること、の2点が
課題として知られており（例えば、Yan et al.（2017）[1]）、
最適な速度測定仕様の検討が求められる。

今回の研究目的は、異方性媒質での速度測定試験を前
提としたδ導出手法の確立、誤差評価、そして測定仕様
の検討である。本研究では、まず観測された地震波速度
から既知の構成式を用いて異方性パラメータを導出する
手法を確立する。そして、その手法を用いたδ推定シ
ミュレーションの結果から地震波速度の誤差がどう影響
するのかを事前に評価し、また併せて最も高精度にδを
推定するための速度測定手法を検討する。

研究内容および成果
1．手法
　先述の通り、地震波速度は岩石の弾性係数および密度
によって書き表され（図1）、特に本研究においては観
測された地震波速度から4つの弾性係数（c11, c33, c44, c13）
が決定される。他方、異方性媒質における地震波速度に
ついては、その方向性によって位相速度および群速度の
2種類に分けられ、このうち斜め方向の位相速度を直接
観測することは困難であることが知られる[1]（図2）。今
回、弾性係数の多くは鉛直および水平方向の対を持つP
波速度（Vp）およびS波速度（Vs）の測定によって定
まる一方、δ導出に不可欠なc13 を決定するためには、
斜め方向（例えば45°）の位相速度測定が必要となる。
そのためδの導出には、本来必要な位相速度の代わりに
群速度を測定し、インバージョン等によって再帰的に求
める方法が採られている。本研究ではこれに倣い、群速
度からδを導出するコードの開発を行い、現実的な誤差
を持つ地震波速度および密度からδを求める試行シミュ
レーションを行った。そして、得られたシミュレーショ
ン結果をもとにδ推定に最適なVpの測定角度パターン
の検討を行った。

図1　地震波速度および速度異方性の構成式[1]
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2．δ推定シミュレーション
　シミュレーションに用いたパラメータを表1に示す。
シミュレーションにおいては様々な斜め方向の測定を含
む5種類のVp測定パターンを入力値としてδを求め、
得られる推定誤差の違いを検証した。各パラメータは既
往研究[2]等に基づき定めた。VpおよびVsにはサンプル

ごとにそれぞれ誤差が与えられ、これらのデータを元に
異方性パラメータを推定するシミュレーションをそれぞ
れ400回ずつ行った。

3．δ推定シミュレーションの結果
得られた5種類の測定パターンの推定結果を図3に示

す。測定パターンは全て鉛直方向（0°）、水平方向
（90°）に加えていくつかの斜め方向のVp測定を含んで
いる。まず、これらすべてにおいてδ平均値（μ）が真
のδ（= 0.130）に近い値を示しており、今回用いられ
たδ推定手法が構成式に適うものであると示された。一
方、推定の不確かさを示す標準偏差（σ）がそれぞれの
測定パターンごとに大きく異なっており、今回のシミュ
レーションでは斜め方向の測定として45°の群速度測定
を2回行ったパターン（［0°，45°，45°，90°］、図3上段
中央）において最も分散の小さい試行結果が得られた。
なお、従来の試験においては斜め方向測定として45°を
1つ加えたパターン（［0°，45°，90°］、図3上段左）が

図2　異方性媒質における伝播波面と位相・群速度

表1　シミュレーションパラメータ

図3　シミュレーション結果（δ）
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採用されている[3]。これらの結果から、①従来のように
45°の測定を1回のみ行うよりも2回測定を行う方が高精
度のδが得られること、②多様な斜め方向の測定の中で
も45°の測定を重複して行った場合が最も高精度のδが
得られること、の2点が確認された。このうち、前者に
ついては2回測定を行うことでS/N比が向上したこと、
また後者については他の群角度と比較してφ=45°周辺
において最もδの推定精度が高いこと（図4）が、それ
ぞれの要因として考えられる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
新たに得られた岩石サンプルの速度異方性を推定する

際には、速度測定の誤差等の要因から多様な角度で斜め
方向の測定を行うことが理想的であるが、実験仕様上の
限界から1つのサンプルに対して測定することができる
斜め方向の速度測定数には制限がある。本研究では、Vp
測定仕様として層理面に対して垂直と水平方向に加え
て、斜め45°方向に2回測定した組み合わせがδ推定に最
も有効であり、限られた条件下において最適な手法であ
ることが示された。今後、実際の速度測定実験において

上記仕様を適用することにより、岩石の異方性パラメー
タを効率的かつ精度高く推定されることが期待される。

引用・参考文献
[1]　Fuyong Yan, De-Hua Han, and Xue-Lian Chen 

（2017）. Practical and robust experimental deter-
mination of c13 and Thomsen parameter δ. Geo-
physical Prospecting, 2018, 66, 354-365

[2]　毛利拓治・福田真人・伴 英明・石鍋祥平・加藤文
人、2020：豪州イクシスPlover層における異方性
を考慮したBayesian AVOインバージョン解析：令
和元年度石油天然ガス開発技術本部年報、101-102、
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油
天然ガス開発技術本部

[3]　福成徹三・Levi Knapp・吉松圭太・鈴木正義・服
部達也、2017：INPEXイクシスフィールドにおけ
る繰り返し地震探査によるモニタリング有効性評
価：パート1：平成28年度石油天然ガス開発技術本
部年報、82-85、独立行政法人石油天然ガス・金属
鉱物資源機構石油開発技術本部

図4　群角度におけるδ推定範囲と速度測定誤差
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③　弾性場FWIコードの最適化と坑井間地震探査モニタリングデータへの適用

実 施 期 間 平成29年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 探査技術課 
担 当 者 市川 大、毛利拓治、北脇裕太、平 亨、加藤文人 
共同研究先 Nawii LLC、（公財）地球環境産業技術研究機構（RITE）

基本情報（目的等）
地震探査データにより取得可能な地下物性情報の内、

P波速度モデルなどを高精度に推定する手法として、地
震波の全波形を用いるフルウェーブフォームインバー
ジョン（FWI）の適用事例が増加している。特に、油
ガス田などで取得された繰り返し地震探査データに
FWIを適用することで、油ガス生産に起因する微小な
物性の時間変化を捕捉可能だと考えられており、注目が
集まっている。

JOGMECでは、表層の時間変化の影響を受けにくい
坑井間地震探査データへのFWI適用に着目した研究を
平成27年度より継続的に実施している。研究当初に深度
100m以浅で実施した小規模実験では、CO2に見立てた
マイクロバブルを従来手法である坑井間トモグラフィと
FWIの2手法により捉えることが可能であるか検証し、
坑井間トモグラフィでは検証されなかったマイクロバブ
ルの圧入に伴うP波速度の変化をFWIにより検出する
ことに成功（Kamei et al., 2017）[1]している。平成29年
度からは、新潟県長岡市のCCS実証試験サイトで取得
された坑井間走時トモグラフィ向けのデータ（Saito et 
al., 2006）[2]を用いた検討を実施している。昨年度までに、
合成波形スタディを併用した効率的なFWI解析パラ
メータの決定と、これを反映した音響場FWIにより、
従来の坑井間走時トモグラフィと比較して、より細かな

地中の速度摂動を反映した高精度P波速度モデルの構築
を達成した（Ichikawa et al., 2021）[3]ほか、計算効率の
高い弾性場FWIコードの開発及び実データへの適用を
通して、弾性場FWIを用いる有効性を明らかにした。
一方で、震源関数の安定性や異方性の影響など、検証す
べき課題点も明らかとなった。（市川他、2020）[4]

そこで本年度は、開発された弾性場FWIコードの最
適化を図ると共に、異方性を考慮した弾性場FWI解析
に係る解析パラメータを決定した。その結果を踏まえた
タイムラプス解析を実施し、圧入されたCO2に起因する
と推定される物性変化を把握出来るかに関して検証し
た。以上を通して、弾性場FWIを用いたモニタリング
の有用性と今後の課題を明らかにすることが、本研究の
目的である。

研究内容および成果
1．異方性を考慮した弾性波モデリング

初めに、異方性の影響、及び震源関数にS波を励起す
るダブルカップル（DC）成分がどの程度含まれるかに
ついて検証するため、音波検層データを補間して作成し
た速度モデルを使用して弾性波モデリングを実施した。
図1に、使用した速度モデル、異方性及びDC成分を考
慮しないモデリング結果、考慮したモデリング結果と比
較対象となる観測データを並べた結果を示す。異方性を
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図1　 異方性を考慮した弾性波モデリング結果　（a）使用したP波速度モデル　（b）異方性
及びDC成分を考慮しないモデリング結果例　（c）異方性及びDC成分を考慮したモデ
リング結果例　（d）観測データ
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考慮しない場合では、貯留層近傍の深度に初動走時の不
一致が強くみられるが、異方性を考慮することでその影
響が解消されたことが確認できる。また、DC成分を考
慮することにより、S-P変換波と見られる後続波もモデ
リングされるようになり、より実データを反映したモデ
リングが達成できたと評価できる。この結果を踏まえ、
本FWI解析では異方性及びDC成分を考慮した計算を実
施するようにした。

2．弾性場FWIのモニタリングデータへの適用
FWI解析の実施に際して、まず初めに、解析に使用す

る弾性場FWIコードに関し、異方性を考慮したFWI解析

が実施できるよう、コードの改良を実施した。この改良に
より、Tilted Transverse Isotropy （TTI）異方性を組み
込んだ波動場計算に対応可能となった。今回は上記のモ
デリング結果を踏まえ、反射面に沿った貯留層近傍の区
間に10%、それ以外に5%の異方性を仮定した3層モデルを
設定し、FWI解析を実施した。ベースラインデータに適
用した例を図2に示す。市川他（2020）[4]で示した弾性場
FWI結果と比較して、発振点近傍を中心に偽像が抑えら
れ、全域的に安定した速度モデルが構築されたことが確
認できる。また、音波検層データとの一致も良好であり、
単純な3層モデルによる異方性の考慮により、坑井データ
とも整合的なFWI解析結果が得られたと考えられる。
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図2　 ベースラインデータを用いた弾性場FWI解析結果例と音波検層結果の比較　（a）OB3における
速度プロファイル　（b）解析P波速度モデル　（c）IW1における速度プロファイル　（d）OB2
における速度プロファイル
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の差分速度。貯留層深度である1,100m付近に速度低下帯が明瞭にイメージングされている。
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この解析パラメータを使用し、圧入開始序盤から終了
後までに取得された計5回のモニタリングデータに対し
て独立にFWI解析を実施し、各解析結果とベースライ
ン結果との差分を取ることで、CO2圧入起因と推定され
る物性変化をイメージングできるか検証した（図3）。
貯留層深度において、音波検層データで確認された20%
程度の速度低下を検出しており、CO2起因と見られる物
性変化が生じた境界面を明瞭にイメージングすることに
成功したと考えている。

以上より、異方性やDC成分を考慮したFWI解析が本
データにおいて効果的に機能し、FWIを用いるモニタ
リング手法の確立に一定程度成功したと判断できる。こ
れらの影響を含む類似のデータセットへの適用も可能に
なると考えられ、多くのデータセットに対して同様のモ
ニタリング実施が可能になることも期待される。一方
で、当該エリアにおいて異方性の影響が強いという報告
が確認されていないことなど、他の観測結果との比較も
含めた結果の解釈に関しては、今後さらに継続する必要
があると考えている。解析結果のさらなる安定化へ向け
たマルチスケールアプローチの採用など、FWIパラメー
タのさらなる改良による効果に関しても検証の余地があ
ると考えている。

まとめ（今後の検討課題等含む）
異方性を考慮した弾性場FWIを長岡CCS実証試験サ

イトで取得された坑井間地震探査データに適用すること
により、CO2起因と見られる物性変化をイメージングす
ることに成功した。今後は、解析精度をさらに高めるた
めのパラメータ最適化や結果の解釈を進めると共に、
VSPデータなどの坑井地震探査データへのFWI適用に
関する検討に本成果をフィードバックし、FWIを活用
した貯留層モニタリング技術の確立に向けてさらに研究
を進める予定である。
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④　DASを用いたVSPデータへのFWI適用：DAS測定データのモデリング検討

実 施 期 間 令和2年度 
担 当 部 署 技術部 探査技術課、メタンハイドレート研究開発グループ 資源探査チーム 
担 当 者 毛利拓治、平 亨、藤本 暁、北脇裕太、市川 大

基本情報（目的等）
アラスカでのメタンハイドレート長期陸上産出試験では、

生産試験前後の貯留層物性の変化を把握すること等を目的
に、DAS（Distributed acoustic sensing: 分布型音響セン
シング）を用いたVSP（Vertical Seismic Profile）の実施
を計画している[1]。メタンハイドレートの産出に際して
は、メタンハイドレートの分解及びガスの生成に伴い、
P波速度などの貯留層物性が大きく変化することが想定
される。FWI（Full Waveform Inversion）は、地震探
査データからP波速度などの地下物性モデルを高い分解
能で推定する解析手法であり、上記の物性変化を詳細に
検出することで、産出試験における貯留層内のメタンハ
イドレートの分解の評価の向上に資する解析手法として
期待されている。

一方で、DASで取得されたVSPデータにFWIを適用
した事例としては、Egorov et al. （2018）[2]などの事例も
一部見られるが、それらは計算コストが非常に高い弾性
場FWIを使用した事例であり、計算効率の良い音響場
FWIを適用した事例は確認できない。そこで本研究で
は、同試験地において2019年にDASで取得されたVSP
データ[3]を用い、産出試験のモニタリングで取得される
VSPデータの解析手法として音響場FWIが適用可能で
あるか検証する。

研究内容および成果
FWIでは、予測波形を観測波形に近づけるように地

下のモデルを更新する。しかし、DASで取得された地
震探査データには、測定原理上、従来の受振センサー

（ジオフォンやハイドロフォン等）で取得されたデータ
とは異なる固有の特性がある。例えば、DASのデータ
は、ハイドロフォンと同様に、反対の方向から伝播する
波に対し同じ極性を示す一方、ジオフォンと同じように
指向性を有する。そこで、今般、予察的な試行として、
2019年にDASで取得された調査を模擬した順解析を行
い、観測波形と比較することで、DASデータの特性を
再現できるか検討した。
図1に本検討で設定した調査ジオメトリを示す。順解

析に用いた速度モデルは、主に音波検層ログから1次元
のP波速度モデルを作成し、それを側方に延長すること
で作成した。また、基本波形は、観測波形の初動付近の
波形を重合することで抽出した。

これらを用いて音響場近似による順解析を行い、得ら
れたモデリング波形と観測波形を比較した結果が図2で
ある。なお、観測波形は光ファイバーケーブル方向のひ
ずみ速度のドメイン（領域）で出力されているため、同
じドメインで比較できるよう、順解析で出力される粒子
速度のドメインをひずみ速度のドメインに変換している。
速度モデルや基本波形の誤差、S波をはじめとする弾性

Vp [m/s]

Distance (m)

De
pt

h 
(m

)

図1　 順解析に用いた調査ジオメトリ及びP波速度モデル。黒線はVSPを実施した坑井、
黒い四角は発振点位置を表す。
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波がモデリングされていない点、減衰の効果を考慮して
いない点等に起因した差異があるものの、順解析結果は、
観測波形に見られる初動及び主要な反射波（図2の黒矢
印）をある程度再現できていることが分かる。また、
VSPデータをDASで取得した場合、下方進行波と上方
進行波は同位相になることが知られているが[4]、予測波
形も観測波形と同様、上方進行波と下方進行波の位相が
同位相となっていることも確認できる。以上の結果から、
ある程度DASにより収録されたデータを再現できるこ
と、及び音響場データをひずみ速度のドメインへ変換す
る処理が妥当である事などが確認できたと考えている。

まとめ（今後の検討課題等含む）
DASを用いて取得されたVSPを模擬した順解析を

行った結果、観測波形に近い予測波形を得ることができ
た。本研究では、引続き2019年にDASで取得された
VSPデータへの音響場FWI適用を実施していく予定で
ある。既に観測データの前処理や合成波形を用いた予備
解析に取り組んでおり、観測データへの音響場FWI適
用の準備を進めている。
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図2　 （a）観測波形と（b）予測波形の発振記録の比較例。 

比較のため、観測波形には簡易な振幅補償及び帯域通過フィルター処理を適用している。
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⑤　アクイストアCO2貯留サイトにおけるACROSSとDASを用いたVSPデータ収録および解析

実 施 期 間 平成29年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 探査技術課 
担 当 者 北脇裕太、市川 大、下田直之、中山貴隆、加藤文人 
共同研究先 Geological Survey of Canada （GSC）、Petroleum Technology Research Centre （PTRC）

基本情報（目的等）
JOGMECでは、精密制御定常震源ACROSS（Accurately 

Controlled Routinely Operated Signal System）を用い
た貯留層モニタリング手法の開発研究を平成24年度より
実施している。カナダ、サスカチュワン州に位置するア
クイストアCO2貯留サイトにおいて、平成26年度より
ACROSSを用いた実証試験を実施している[1]。本サイト
では、平成27年よりCO2の圧入が開始されており、令和
3年2月時点において圧入合計量が約34万トンに至り、日
量400トンの圧入が継続されている[2]。圧入井から北東
に150m程度離れた位置に観測井があり、ケーシングの
外側に光ファイバーが設置されている。当初は観測井近
くにACROSSを設置したが、平成28年に観測井から南
西に約750mの位置に移設した（図1）。以降、ACROSS
とケーシング設置型の光ファイバーを用いたVSP

（Vertical Seismic Profile）  データ収録として、平成28
年12月（累積圧入量：約10.4万トン）にベースライン調
査、平成30年3月（累積圧入量：約14.0万トン）にモニ
タリング1調査、平成31年4月（累積圧入量：約19.7万ト
ン）にモニタリング2調査、令和2年1月（累積圧入量：
約27.2万トン）にモニタリング3調査を実施してきた。
モニタリング3調査時にはワイヤーライン方式でのDAS

（Distributed Acoustic Sensing）収録も併せて実施した。
そこで本年度は、モニタリング3データに対するデー

タ解析を通して、ベースライン調査との比較による4D
応答の評価およびワイヤーライン方式DASデータの実
用性に関する検証を実施した。

研究内容および成果
1．タイムラプス解析を通じた4D応答の評価

データ解析は、昨年度までに確立した処理フロー[3]に
従い、ACROSS信号処理、異調査間データ調整処理

（Global matching filter）、オフセットVSP（Vertical 
Seismic Profile）処理、4Dノイズ抑制処理の順に実施した。

ケーシング設置型のデータに関して、ベースライン調
査とモニタリング3調査の4Dノイズ抑制処理後のマイグ
レーション断面を図2に示す。再現性を評価する際には
2種類の再現性指標（NRMS: Normalized root mean 
squareとPRED: Predictability）を用いた[4]。再現性指
標を貯留層ゲート（1.85s±0.05s: 3,300m MD前後）と上
部ゲート（1.4s±0.05s: 2,000m MD前後）に対して計算
した結果を図3に示す。上部ゲートでは再現性指標が安
定しており、4Dノイズ抑制処理を含むデータ解析が適
切に実施できたと評価される。一方、貯留層ゲートに着
目すると、再現性指標は上部ゲートに比べ劣るものの安
定しているが、圧入井近傍ではNRMSが悪化している。
また、マイグレーション断面の差分では、僅かに圧入井
近傍の振幅強度が強まる傾向が見られる。これらは、
CO2圧入に伴う4D応答の兆候の可能性ではないかと考
えられる。しかしながら、これらの兆候は微細で不確か
である事から、他の調査データも含めた比較検討や、同
地域で取得されている3D地震探査データ[5]との比較検
証を実施し、当該応答の妥当性について評価を進めてい
く予定である。

2．ワイヤーライン方式DASデータの解析
ワイヤーライン方式データの解析結果に関して、ケー

シング設置データとの比較検証を行った。図4は、
ACROSS信号処理を行った後、Global matching filter
により大局的な振幅と位相を揃えたワイヤーライン方式
データとケーシング設置データを比較した結果である。
ワイヤーラインデータには、図4に青矢印で示すような
ケーシング設置データと共通の反射面が観察できてお
り、データ収録が成功していることが示唆される。本エ
リアではケーシングに設置した光ファイバーケーブルは
深度2,850m付近までと貯留層深度（約3,300m）に達し
ておらずイメージングエリアを制約している。ワイヤー
ラインデータは貯留層以深までデータを収録できてお
り、イメージングエリアの拡張などの実用性が期待され
る。一方で、カップリングに起因するとされる繰り返し

図1　 アクイストアCO2貯留サイトにおけるアクロス震源・
観測井・圧入井の配置（市川他、2020）。
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Upper Gate
1.4s±±0.05s

Reservoir Gate
1.85s±±0.05s

Repeatability of the first break

図2　 ベースライン調査、モニタリング3調査データの4Dノイズ抑制後マイグレーション断面。
左：ベースライン調査断面、中央：モニタリング3調査断面、右：差分断面。

図4　 モニタリング3で取得されたワイヤラインとケーシング設置データのGlobal matching filter適用後の
ショットギャザー比較。上部は初動の再現性指標（NRMS: Normalized Root Mean Square, PRED: 
Predictability）を示す。

Indication of change btw 2016 & 2020

SW NE

図3　 ベースライン調査とモニタリング3調査間の再現性指標（NRMS: Normalized Root Mean Square, 
PRED: Predictability）。上部ゲートはおよそ2,000m MD前後、貯留層ゲートはおよそ3,300m MD
前後で計算を実施。
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ノイズが特定受振器に観測される他、坑井内を伝播する
Tube waveも確認されており、ノイズ抑制処理の適用
が重要であることも明らかとなった。ワイヤーライン
データの解析は継続中である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年にアクイストアCO2貯留サイトで収録された

ACROSSとDASを併用するVSPデータに対して、昨年
度までに確立されたイメージング処理フローを適用し、
併せて再現性指標を使用した4D応答の評価を行うこと
で、時間変化の兆候の可能性を捉えることが出来た。ま
たワイヤーライン方式データの実用性も明らかとなって
いる。今後は、更なる高精度化を目指したデータ処理フ
ローの見直しや、重合前マイグレーションなどの高精度
イメージング手法の適用も併せて実施し、本モニタリン
グ手法の確立へ向けて検証を進める予定である。

謝辞
本研究では、カナダ天然資源省地質調査所（GSC）お

よびカナダ石油技術研究所（PTRC）の協力の下でデー
タ取得を実施している。ここに記して謝意を表する。
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⑥　低周波DASデータを用いる水圧破砕モニタリングの新たな可能性検討

実 施 期 間 平成30年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 探査技術課、非在来型油ガス田技術課 
担 当 者 市川 大、加藤政史、黒澤 功、田村浩平、加藤文人、伊藤義治 
共同研究先 Ovintiv Inc., Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. 
調査委託先 OptaSense Ltd.

基本情報（目的等）
近年、タイト貯留層開発における水圧破砕モニタリン

グ手法の一つとして、光ファイバーセンシング技術の一
つであるDAS（Distributed Acoustic Sensing）で収録
されたデータの低周波成分に着目したLow Frequency 
DAS（LF-DAS）データ（Jin et al., 2017）[1]を活用する
手法の適用事例が広がりを見せている。

JOGMECでは、本手法の有用性を検証し新たな活用
法を模索する事を目的に、平成30年度よりカナダモント
ニータイトガス層をターゲットとして取得されたDAS
データを対象として、LF-DASデータ解析を実施してき
た。なお、本スタディーサイトでは、4本の水平井が掘
削されており、内側の1坑井に光ファイバーケーブルが
設 置 さ れ て い る。 こ れ ま で、 外 側2坑 井 でzipper 
fracking（坑井間隔を挟めた中でより多くの割れ目を短
い時間で作るフラクチャリング手法の一つ）による水圧
破砕中に収録されたデータの解析を実施し、フラク
チャー（亀裂）の光ファイバーケーブルへの到達と対応
する応答の抽出に成功したほか、フラクチャー進展方向
の推定、フラクチャー進展長と水圧入レートの関係性の
抽出、マイクロサイスミックデータとLF-DASの統合解
析 等 を 果 た し た（Ichikawa et al., 2020）[2]。 さ ら に、
LF-DAS解析結果を拘束条件とした水圧破砕シミュレー
ションを実施し、貯留層モデルを高精度に決定できる可
能性があることを示した（市川他、2020）[3]。

本年度は、本手法の新たな可能性を検討することを目
的として、これまで十分に活用していなかった内側坑井

のデータに着目した解析を行った。同時収録された
Distributed Temperature Sensing（DTS）データとの
比較検証も併せて実施した。

研究内容および成果
内側坑井で取得されたデータの内、DAS設置井で水圧

破砕を実施している際の観測結果からは、フラクチャー
への流体の圧入効率などがモニタリング可能であり、い
くつかの適用例も報告されている（Li et al., 2020）[4]。一
方で、隣接井での水圧破砕時には、DAS設置井におい
て穿孔（perforation）などが実施されている関係から
データの変動が大きく、隣接井からの影響を捉えるのは
困難だと考えられていた。そこで、操業機器が坑口付近
のみに配置されるため操業の影響が比較的小さいと考え
られる、最終ステージ近傍に着目しデータを解析した。
また、解析結果を比較検証するため、同時収録された
DTSデータ解析も併せて実施した。

隣接井において最終ステージに近い、水平井の立ち上
がり部近傍ステージのLF-DASによるひずみレート解析
結果を、外側坑井のあるステージの結果と比較した図を
図1に示す。外側坑井のデータと比較して様々な影響を
含んだとみられる結果となっており解釈を難しくしてい
るが、引き続き操業に関連すると見られる応答を確認す
ることができる。また、LF-DASによる累積ひずみ解析
結果とDTS解析結果を図2に示す。外側坑井データと異
なり、DTSによる温度観測結果も十分な感度を有して
おり、その結果はLF-DASによる累積ひずみ領域で見ら

図1　 LF-DASによるひずみレート解析結果例。内側坑井においても同様に操業と関連する応答を視認可
能だが、外側解析結果と比較すると変動が激しい様子が確認できる。（a）内側坑井の解析結果例　

（b）外側坑井の解析結果例（Ichikawa et al., 2020）[2]
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れる傾向と類似していることが確認できた。DAS設置
井で穿孔が行われた影響や、穿孔機器の冷却による影響
など、いくつかの原因が関わっていると推察される。そ
の影響度合いを坑内流体挙動の解析等の結果を使用して
適切に評価することにより、操業の最適化につながる情
報を光ファイバーセンシングデータから引き出せる可能
性があると考えられる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
水圧破砕モニタリングに有用とされている光ファイ

バーセンシングデータの新たな可能性を検証するため、
操業中の坑井に設置された光ファイバーで観測した
LF-DASデータの再解析を実施した。坑井の全域にわ
たって連続観測が実施可能であるDASデータの活用余
地はまだ大きいと考えられる事から、さらなるデータ活
用法の確立に向けて引き続き検討を進める予定である。

謝辞
本件は Ovintiv Inc. および Cutbank Dawson Gas 

Resources Ltd. 社と共同で取得したデータを使用してい
る。両社には本データの公開を許可頂くとともに、適切
な助言を頂いた。ここに記して謝辞を表する。
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図2　 LF-DASによる累積ひずみ解析結果とDTS解析結果例。外側坑井データと比べて明瞭な温度変化が
観測されており、温度への感度が高いことが確認された他、累積ひずみとDTSの観測結果は類似し
ている。（a）累積ひずみ解析結果例　（b）DTS解析結果例
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（3. 2）開発技術分野
「掘削・仕上げ」「ジオメカニクス」「生産・油層」「海

洋開発」の4分野について、本邦上流企業への技術支援
を行っている。その多くは操業現場で直面する技術課題
への対応であるが、それと並行して従来からの普遍的な
技術課題への対応も継続して行うことが開発技術分野へ
の取り組みの特徴と言える。

近年、特に注力している課題としては「掘削・生産障
害改善」、「操業現場における坑井・施設健全性管理への
対応」などの安全・安定操業を目的とするものが挙げら
れる。加えて、デジタル技術のフィールド適用による

「掘削技術の自動化」「生産操業の最適化」などの作業効
率化への取り組みも開始している。

令和2年度に関しては他の分野同様、新型コロナウィ
ルス感染拡大の影響を受け、様々な制約を受けての活動
となったが、必要に応じて適宜計画の見直しなどを行
い、令和3年度以降への活動に繋げた。

掘削・仕上げ
安全・安定操業に関する近年の継続した取り組みとし

て、「坑井健全性管理に対する取り組み」が挙げられる。
坑井健全性管理への問題意識を抱える本邦上流企業への
支援を目的としてこれまで管理システムの調査などを
行ってきた。その経験を踏まえJOGMECは柏崎テスト
フィールドに保有する2本の実験坑井の健全性を効率的
に管理するために、令和元年度において管理マニュアル
の策定を行っている。令和2年度においてはそれに加え
て、メンテナンス計画の検討、坑井管理を効率的に行う
ためのソフトウェアの開発を行った。ソフトウェアは将
来的に本邦企業の操業現場において活用していただくこ
とを想定しつつ、まずはJOGMEC実験坑井の管理に必
要となる機能に絞って開発を進めた（Ⅱ-1-①参照）。

さらに、AIやデジタル技術を掘削オペレーションに適用
することを目的として、抑留予兆検知に関する研究を
JAMSTECほかと実施しているほか（デジタルⅠ-1-⑦参照）、
テキサス大学が主催する「RAPID （Rig Automation and 
Performance Improvement in Drilling） コンソーシアム」
へ参加している。コンソーシアムにおいては参加企業が提
示する様々な操業上の課題へのテキサス大学の検討状況
について情報収集を行うとともに、JOGMECからも、マッ
ドポンプの故障予知を研究テーマの一つとして提案し、着

手されている（Ⅱ-1-②参照）。

ジオメカニクス
本邦上流企業の安全操業のための技術支援として、特

に、ジオメカニクスの観点から、掘削障害・生産障害へ
の対応に注力して取り組んだ。

水溶性天然ガスの国内生産フィールドにおける地盤沈
下抑制対策として、平成30年度からの5ヶ年計画で「水
溶性天然ガス田における地盤沈下を抑制したガス増産手
法に関する研究」を継続している。3年目にあたる令和2
年度は、令和元年度までに準備を完了した試験坑井等を
用いて、生産水を浅層に還元する試験に着手した。試験
の実施においては、新型コロナウィルスの感染拡大によ
る作業遅延や、一部設備の不具合などいくつかの想定外
の事象が発生しており、その都度計画修正を行いながら
進めている。それに加え、環境への影響の確認、変形挙
動の予測に関する検討を進めた（Ⅱ-2-①参照）。

また、未固結砂岩を貯留層とする掘削や、生産後期の
フィールドなどにおける、出砂現象の予測の必要性が高
まっている背景を受けて、JAPEXとの共同研究として

「国内油田における出砂に関する取り組み」に着手した
（Ⅱ-2-②参照）。取り組み方の一つとして力学的評価を
行う方法があるが、生産後期に至っている小規模生産
フィールドにおいては力学評価に資するための力学試験
データ、検層データが不足していることが多い。そのよ
うな状況において、限られたデータから出砂評価を行う
ワークフローに基づいて検討を行った。加えてAI技術

（機械学習）を用いた出砂評価の検討にも着手した。
さらに、力学試験データの取得を効率的に行うため、

「大深度油ガス田の地下環境を模擬できる力学試験機の
導入」として、必要な機能を詳しく検証し、令和3年度
導入に向けた準備を行った（Ⅱ-2-③参照）。

生産・油層
これまで取り組んできた生産障害改善に関係する基礎

研究に継続して取り組むとともに、今後益々数が増えて
いく成熟油田の活用についての情報収集を行った。
「アスファルテン堆積を起因とする岩石物性変化に関

する孔隙スケールでの検討」では、令和元年度に堆積す
るアスファルテンの可視化に成功した実績を踏まえて、
アスファルテン析出が濡れ性変化に及ぼす影響について

Ⅱ．開発技術
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検討を行った。加えてガラスモデルを用いて流動実験を
行うMicrofluidicsを用いた分析を継続し、アスファル
テン析出メカニズムについて考察を行うとともに、商用
シミュレーションソフトを用いてアスファルテンの流
動・堆積の再現を試みている。（Ⅱ-3-①参照）

アスファルテンと並んで生産障害の原因となり得るエマ
ルジョン」についても検討を進めているが、その安定性メ
カニズム解明のために「ゼータ電位測定及び相変化試験
を用いたエマルジョン形成に関する検討」を継続してい
る。令和元年度より着手しているゼータ電位測定手法を
用いて、原油サンプルの分析を行い、エマルジョンの安
定性について機構備蓄部門と共同で検討を行った。加え
て、エマルジョンの発生リスクを評価するために、数値モ
デルによる評価手法の検討を行っており、まずは入力パ
ラメータ候補の洗い出しを行った。（Ⅱ-3-②参照）

令和元年度に着手した「デジタルコア分析技術に関す
る取り組み」を受け、豪州連邦研究機関であるCSIRO
との協力の元「孔隙スケールの岩石情報のアップスケー
リング」に関する取り組みを開始した。ミリメートル、
センチメートルそれぞれのスケールのコア分析を行い、
AI技術（深層学習）を適用してより大きいスケールの
浸透率モデルの構築を行うため、令和2年度においては
その準備作業を開始した。（Ⅱ-3-③参照）

さらに、本邦企業複数社からの要望を受け「成熟油田
の操業に関する最新技術動向調査」を実施している。経
済性の改善のために必要となる人工採油技術、安全な操
業のために必要となる坑井健全性管理技術、モニタリン

グ技術について、最新技術動向、適用事例などを中心に
調査を行った。（Ⅱ-3-④参照）特に、成熟油田の将来的
なCCS事業への展開なども想定して、今後必要となる
技術についての情報収集を行っている。

海洋開発
海洋開発分野においては「生産操業現場における施設

健全性管理への対応」のための取り組みを継続した。加
えて、海洋開発に関する最新技術の情報発信／共有にも
取り組んだ。

令和元年度に、アブダビ石油の海洋生産・出荷施設を
対象とした健全性診断手法に関して操業現場技術支援事
業を実施し、その結果を踏まえて、令和2年度において
は、出荷施設の健全性診断のためのモニタリング技術の
検討、健全性管理のために必要となるシステム構築を
行った（Ⅱ-4-①参照）。これらの結果を踏まえて、令和
3年度以降フィールド適用に向けて引き続き検討を継続
していく予定としている。

加えて、最新技術情報の発信のために、これまで石油
公団時代より継続して行っている「海洋工学ハンドブッ
クの改訂」を四年ぶりに実施した（Ⅱ-4-②参照）参照）。
今回の改訂では、海洋開発において必要となる基本技術
に加え、近年注目されている最新技術の動向について情
報を更新した。具体的には、少数ながらも大型プロジェ
クトが進行する氷海開発に関連する技術、さらには環境
意識の高まりによりますます重要性を増すHSE・保守
に関する情報についての拡充を行った。
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①　坑井健全性管理に対する取り組み

実 施 期 間 令和2年度 
担 当 部 署 技術部 開発技術課 
担 当 者 南原 雄、武田哲明、稲田徳弘、野口雅毅、鈴木 学、北村龍太

基本情報（目的等）
坑井健全性とは、ノルウェーの基準である「NORSOK 

Standards D-010」により、「坑井のライフサイクルにお
いて、制御不能な地層流体の流出リスク軽減のための技
術的・操業的・組織的な解決法の適用」と定義されてい
る。坑井健全性は2010年に発生したメキシコ湾原油流出
事故のような事故を防ぐ上で重要な役割を担っている。

坑井に関わる情報は従来から管理されてきたが、管理の
方法が企業や部署間で異なる場合があった。そこで、国際
基準に準拠して、包括的管理方法を定めたものがWIMS 

（Well Integrity Management System: 坑井健全性システ
ム）マニュアルである。また、WIMSマニュアルに従って
坑井健全性を管理するために使用されるツールがWIMS
ソフトウェアである。WIMSソフトウェアは坑井健全性に
関する情報を一元管理して坑井を監視・把握するためツー
ルであり、リアルタイムでの測定データの記録、情報の
データベース化、およびそのデータベースへ関係者がアク
セスできるような機能が求められる。

JOGMECでは平成30年度以降、柏崎テストフィールド
（以下、柏崎TF）の2坑の実験井を対象としたWIMS構築
に取り組んできた。平成30年度には、実験井用のWIMS
マニュアルを策定し、市販のWIMSソフトウェアを使って
試験運用を行った。その長所・短所を踏まえて、令和元年
度より、専用のWIMSソフトウェアの開発を進めている。

研究内容および成果
1．柏崎TF実験井の健全性管理

新たに検討・策定したWIMSマニュアルに則り、柏
崎TFにある実験井の健全性を確認するため、各実験井
の履歴を調査し、ウェルヘッドバルブの加圧テストなど
の点検計画を作成した。

また、健全性を継続的に監視するため、各実験井に圧
力センサーの設置を計画している。これは、坑内圧力を
逐次計測し管理棟のサーバーへ自動伝送・データ蓄積す
る装置で、これにより坑井の圧力変化・異常の発生を常
時監視できる体制となる。

その他、巡視者が坑井に安全に近づける様に、実験井
の周囲に足場および手すりを設置するなど、労働安全上
の対応も行った。

2．柏崎TF用のWIMSソフトの開発
柏崎TFの坑井健全性管理を目的として、業界におい

て使用された実績を多く有する市販のWIMSソフト

ウェアを平成30年度に試験運用したが、多くの機能を有
している一方、設定や操作が複雑であることが確認され
た。そのため、ソフトウェアに必要な機能を絞り込み、
構造をシンプルにした操作及びデータ入力が容易なソフ
トウェアを令和元年度より開発している。なお、本ソフ
トの仕様検討においては、本邦石油会社とのヒアリング
におけるコメントを参考にしている。

〈開発したWIMSソフトウェアの基本機能〉
1． 登録した全ての坑井の健全性状態を一覧で表示す

ることにより、一目で把握できる
2． 一定期間内に健全性に変化のあった坑井を表示し、

見落としを防ぐことができる
3． 坑井情報、健全性に関する情報を細かく表示し、

坑井の状態を詳しく把握できる
4． Webサーバー上のソフトであり、坑井に関する情報、

問題を関係者にリアルタイムで共有することができる

図1にトップ画面の抜粋を示す。
トップ画面では、左上部の円グラフにより、坑井の健

全性状態が4色（緑：異常なし、黄：要注意、赤：異常
あり、橙：ソフト使用者が手動で色分け）で色分けされ
ることで、一目で把握できる。

また、トップ画面右上の表では、2週間の間に健全性
状態に変化があった坑井が示される。

図2に坑井の詳細画面を示す。
トップ画面から、坑井名をクリックするとこの画面に

移動し、確認したい当該坑井の状態が把握できる。ここ
では、坑内図、坑井のステータス、チュービング圧、ア

 

図1　トップ画面抜粋
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ニュラス圧、坑井バリアの状態が確認できる。
なお、アニュラスとは、ケーシングとチュービング

間、各ケーシング間、ケーシングと坑壁間の隙間のこと
であり、坑井バリアとは制御不能な地層流体の流出を防
ぐための泥水、セメント等のことである。

また、坑井詳細画面には、Pressureタブ、Maintenance
タブ、Eventタブ、WI Documentタブがあり、圧力の状
態、メンテナンス記録、登録したイベントの内容を確認で
きると共に、坑井毎に坑井健全性に関わる文書をアップ
ロード／ダウンロードが可能である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
これまでの取り組みにより、柏崎TFのWIMS構築の

基本部分を準備が完了した。
今後、PDCAサイクルを運用しながら、さらに改善を

施していく。一部の本邦石油会社から、本ソフトウェア
を自社の操業にも使いたいとの照会も受けていることか
ら、柏崎TFの実験坑井に特化した機能の改良・拡張も
検討したい。

謝辞
本件にご協力いただいた本邦石油会社に深く感謝いた

します。

関連発表、関連リンク等
令和元年6月12日、令和元年度石油技術協会春季講演

会作井部門シンポジウム「坑井健全性の確保に対する取
り組み」で講演[1]

令和2年10月25日～30日、令和2年度石油技術協会学術
大会個人講演（作井部門）「坑井健全性管理ソフトウェア

（Well Alert J）の開発」で講演

引用・参考文献
[1] 南原 雄・北村龍太・稲田徳弘、2019 : 坑井健全性管

理システム（Well Integrity Management System：
WIMS）に対するJOGMECの取り組み、石技誌、
84（5）、330-337.

図2　坑井詳細画面抜粋
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②　RAPID（Rig Automation and Performance Improvement in Drilling）コンソーシアム
について

実 施 期 間 令和2年度 
担 当 部 署 技術部 開発技術課 
担 当 者 稲田徳弘、南原 雄、武田哲明、北村龍太 
研究委託先 University of Texas at Austin　

基本情報（目的等）
近年、石油・天然ガスの掘削現場において、AIやIoT

等のデジタル技術の適用に向けた動きが加速化している。
JOGMECは、掘削に係わるデジタル関連の技術力の向

上、知見の集積に資することを目的として、2019年から
RAPID（Rig Automation and Performance Improvement 
in Drilling）に参加している。

RAPIDとは、テキサス大学オースティン校が主導する
掘削関連のコンソーシアムであり、その重点分野は

「Automat ion Contro l  System」、「Model ing & 
Simulation」、「Big Data Analytics」、「Intelligent 
Mechanization, Robotics」の 4 つである。また、このよう
に主な研究対象は「Drilling & Automation」であり、「現
場での人的資源を削減してリグを全自動化すること」を最
終的な目標としている。本コンソーシアムではメンバーが
提案した課題を研究テーマとして設定し、それぞれのテー
マについてテキサス大学にて検討を行う。本コンソーシア
ムには、図1に示すように国営石油会社、大手石油開発会
社、サービス会社も参加しており、掘削分野における最新
のデジタル技術動向を把握することができる。なお、

JOGMECは対象データや実証フィールドを保有していな
いため、本邦石油会社と共同で研究テーマを設定し、本コ
ンソーシアムを通じたデジタル技術開発を目指している。

本稿では、本コンソーシアムの概要及び実施中の20の研
究テーマの中から、本邦企業の関心が高いと思われる案件
を2件（「Drilling Fluid Automation」、「CBM of Mud 
Pumps」）選定し、その紹介を行う。

研究内容および成果
本コンソーシアムは定期報告会を年数回開催している

が、直近では、新型コロナ感染症の影響（以下「コロナ禍」
という。）を受けて令和3年3月にオンラインにて開催された。

JOGMECがRAPIDに参加して2年になるが、参加企
業は、17社から13社へとコロナ禍を経て減少している。
他方、地熱関連企業の参加もあり、低炭素化への動向を
受けて地熱関連の研究開発を追加したい旨の方針変更提
案があった。

RAPIDは2015年の設立からこれまで、25件のスタディ
が立ち上げられ、95件の論文を投稿、8件のソフトウェ
アと3件のセンサーが開発されている。

 
図1　RAPIDコンソーシアム参加企業
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1．研究テーマ
現在実施中のテーマを表1に示す。この中の「14. CBM 

of Mud Pump（マッドポンプの故障予知）」はJOGMECが
提案し取り組んでいるテーマである。

2．研究事例
現在進行中の20テーマのうち、本邦企業の関心が高い

と思われる案件を2件について以下に紹介する。

（1） Drilling Fluid Automation（図2参照）
密度、温度、油／水比率、比重等を測定できる機能、ら

せん管を用いた粘度、固形分の自動測機能に加え、XRF

（蛍光X線分析装置）による固形分分析も可能である。
測定した情報をもとに、泥水の自動調泥を行うことが

できるシステムの設計を進めており、ラボ試験の後は
フィールド実証を目指している。

（2） CBM of Mud Pumps (& Other Critical Rig Equipment) 
（図3参照）

・ライナーやバルブの交換を含む、マッドポンプの整備
に か か る 時 間 は、 比 較 的 掘 削 作 業 のNPT（Non-
Productive Time：非生産時間）に占める割合が大き
い。NPTとは、故障した掘削機器の整備等により掘削
作業が中断される時間のことである。故障予知による

表1　現行スタディ一覧

Title Contents
1.  Automated Mud Monitoring （Drilling 

Fluid Automation） 
リアルタイムでの自動的な泥水性状の測定と、自動ミキシング・自動ソリッドコ
ントロールによる泥水管理

2.  Cuttings Transport Sensor & Hole 
Cleaning Modeling Integration

シェルシェーカーにリターンしてくるカッティングスのボリュームや形状、サイ
ズの分布などをカメラと3D レーザーでスキャンし分析することにより、坑内状
況の把握、NPT（non-productive time：非生産時間）の削減に繋げる。

3.  Bit Box Sensor （Bit Imaging & 
Forensics）

ビットのイメージをセンサーで取得し、機械学習により損傷度を評価するプロセ
スの作成。

4.  B i t  Image  Process ing  –  Deep 
Learning Techniques 

ビットのダメージを画像処理に用いられるYOLOシステムで判別し、損傷度を評
価するプロセスを作成。

5.  Downhole Tool Failure Analysis and 
Discussion  

掘削時のデータを解析し、ダウンホールツール（マッドモーター、MWD、ビッ
ト）の故障を予測および防止

6. Frac Hits Data Analysis Project 近接する坑井間の流体または圧力の伝達をシミュレーションとデータ分析の両方
のアプローチを組み合わせ解析。

7. What We have Learnt about HFTO ダウンホールツールに設置したセンサーデータ及び陸上データの解析により、
HFTO（High-Frequency Torsional Oscillations）の与える影響の解析。

8.  MPD Control & Riser Gas Unloading 
Mitigation Update Managed Pressure Drilling 及びRiser Gas Unloading Mitigationの感度分析

9. Cutting Transport Modeling 坑井の不適切なホールクリーニングはNPTの主要な要因の一つである事から、
“physics-based transient cuttings transport model”の開発を行っている。

10.  Digital Twinning Applied to Hole 
Cleaning

坑井からのリアルタイムデータを元に、Digital twinを作成しシミュレーションを
行い、ホールクリーニングの最適化を提案する。

11.  Combining Physics-Based and Data-
Driven Models 

取得したデータで作成したモデルと、Deep learning等のAIを用いて作成したモ
デルを組み合わせることにより、精度を向上させカッティングの挙動解析を行う。

12. Geosteering Optimization 傾斜井掘削時の“Geo steering”の最適化。
13.  Drill String Dynamics and Pipe 

Rocking Advisory 
回転数、BHA（掘削編成）、坑井デザイン等を入力することにより、掘削時のパ
イプの振動を計算できるソフトウェアの開発

14. CBM of Mud Pumps 時間ベースではなく、コンディションベースのマッドポンプのメンテナンスによ
り、マッドポンプの故障を未然に防ぎNPT及びコストの削減に繋げる。

15.  Robotization in Oil and Gas（UAVs 
for Surveying and Inspection） 石油・ガス生産施設での監視、各種バルブの操作が行えるロボットの開発。

16. Field Studies / Data Analytics Hessと実施している、ドリルパイプ付け替え時の掘削パラメータの最適化
17. Software Portal 開発したソフトのオンライン共有化
18. Cement Displacement Software 研究方針等検討中
19.  Drill strings Dynamics Control, Self-

Learning Autodriller 研究方針等検討中

20.  Geothermal Modeling & Drilling 
Optimization これから伸びる分野であり、研究方針等検討中。
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整備（CBM：Condition Base Maintenance）という概
念を導入することにより、コスト削減を目指すもの。

・小型トリプレックスポンプを実験室に据え付け、それ
ぞれ数段階のダメージをバルブとピストンに与えて、
ダメージが無いケースと合わせ、ポンプ各所のAE・振
動センサーから得られた8,000Hzのデータを分析した。

・高密度データを22のパラメータでクラスタリングし、正
常データクラスターに対する評価したいデータとの距離
を計算、20秒移動平均をとった値をDamage Indexとし
て設定した。One-Class Support Vector Machineで評
価したところ、90％程度の精度にて、正常／異常の識別
がなされることが確認された。

・Damage Indexの累積和に閾値を与えることにより、
アラームを設定できる。

・現在、フィールド実証のためのセンサーシステム構築
やリアルタイム分析システムの開発を進めている。

3．本邦ガス会社との協業について
令和元年度から本邦ガス会社の操業担当者から具体的

なニーズの聴取を行った。その上で、RAPIDコンソー
シアムの既存の研究進捗から実施可能な研究の範囲を想
定して、暫定的なテーマを設定した。現在、研究に必要
な本邦ガス企業から提供されるデータの共有方法と成果

の取り扱いについて合意をとった上で、データをテキサ
ス大とJOGMECで確認し、具体的な研究内容を検討し
ている段階である。

今後は、具体的な研究内容・スケジュールなどをテキ
サス大、本邦ガス会社と協議して、研究に着手する予定
である。

まとめ
JOGMECの掘削に係わるデジタル関連の技術力の向

上、知見の集積に資することを目的として本コンソーシ
アムに参加している。引き続き、CBM of Mud Pump

（マッドポンプの故障予知に取り組むと共に、本邦ガス
会社から聴取した技術課題をテーマとして設定し、課題
解決に係る知見を獲得していく。また、他のコンソーシ
アム参加企業がどのような課題に関心を持っているかを
引き続き注視し、情報収集を行っていく。

謝辞
情報提供をしていただいてる本邦ガス企業と委託研究

先のテキサス大オースティン校には、深く感謝いたします。

関連発表、関連リンク等
https://drilling.utexas.edu/

 
図2　Automated Mud Monitoring機器

図3　ラボ試験機とバルブ／ピストンダメージ
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①　水溶性天然ガス田における地盤沈下を抑制したガス増産手法に関する研究

実 施 期 間 平成30年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 開発技術課 
担 当 者 中川 勉、松山隆介、山本和畝、加藤是威、関根孝太郎、北村龍太 
共同研究先 水溶性天然ガス環境技術研究組合

基本情報（目的等）
南関東ガス田（図1）から生産される水溶性天然ガスは、

埋蔵量が多く貴重な国産資源である。水溶性天然ガスは、
生産のために地層水（以下、かん水）を汲み上げること
から、地盤沈下を引き起こす要因の一つと考えられてい
る。千葉県内の水溶性天然ガス開発企業各社は、昭和48
年に千葉県と地盤沈下防止協定を結び、地上排水量[2]の
制限等を実施し地盤沈下の防止・抑制に努めている。

今後も持続的に操業しつつ天然ガス生産量の維持・増進
を図るためには、より効果的な地盤沈下抑制手法が必要と

なる。地盤沈下抑制手法のひとつの候補として、ガス採取
層上位の非使用ガス層（以下、「浅層」という。）に、生産
したかん水の一部を圧入（以下、「還元」という。）し、地
表面での地盤沈下を抑制しつつ増産を図る技術（以下、「浅
層還元」という。）が検討された。

将来的に浅層還元を操業管理に利用するためには、事
前にフィールド実証試験などを通して、「地盤沈下抑制
効果の検証」、「地盤沈下抑制効果の定量的な評価」、「環
境へ与える影響の評価」を行うことが重要である。千葉
県の水溶性天然ガス開発企業各社から構成される水溶性
天然ガス環境技術研究組合とJOGMECは、平成30年度
より浅層還元技術に関して共同研究を開始した。

本共同研究は5ヶ年の計画である。研究1、2年目で
フィールド実証試験の主な設備を準備すると共に試験対
象層の調査を実施し、研究3年目以降に実証試験を行う
計画である。令和元年度までに実証試験サイトに坑井が
掘削されており、研究3年目となる令和2年度は、それら
を用いたフィールド実証試験に着手している。令和2年
度の研究内容及び成果を次節に記す。

研究内容および成果
1．フィールド実証試験の開始

浅層還元による「地盤沈下抑制効果の検証」を行うた
めには、還元に伴う浅層の地層圧力変化・変形挙動等を
観測するフィールド実証試験が必要である（図2）。図1　南関東ガス田 [1]

図2　フィールド実証試験概念図

水水位位観観測測 地地盤盤変変動動観観測測 生生産産/還還元元

測定項目
層別水位

測定項目
生産量、還元量
坑口圧

測定項目
層別収縮/膨張
地表面変動
（GNSS、水準測量等）
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生生産産//還還元元試試験験井井地地盤盤沈沈下下観観測測井井 GGNNSSSS局局水水位位観観測測井井

#1#2#1#2#1#2
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試験対象区間#1

試験対象区間#2



― 173 ―

第4編　Ⅱ．開発技術　2．ジオメカニクス 開発技術

実証試験サイトでは、平成30年度に水位観測井を2本、
令和元年度に試験対象区間♯1を対象とする生産／還元
井および層別地盤沈下観測井を1本ずつ掘削した。これ
により、試験対象区間♯1を対象としたフィールド実証
試験を開始する段階となっていた。

しかしながら、令和2年4月7日に新型コロナウイルス
感染症に伴う「緊急事態宣言」が発出され、その影響に
よりフィールド実証試験の開始が遅延することとなっ
た。その後、フィールド実証試験は開始できたものの、
実証試験実施中に生産／還元井において地上設備からの
鉄さび等の異物が還元流体中へ混入したことが原因と思
われる坑壁の目詰まりが生じた。そのため、地上配管へ
のフィルターの追加設置が必要となり、その検討・準備
により実証試験の進捗が遅れることとなった。結果、令
和2年度中に計画していた試験対象区間♯2を対象にした
坑井2本の掘削が難しくなり、掘削は令和3年度へ延期す
ることとなった。予期せぬ事象によりフィールド実証試
験のスケジュールの見直しが行われたものの、実証試験
には着手できた。

2．フィールド実証試験サイトにおける継続的な観測作
業の実施

実証試験サイトでは、地表面変動を観測するため、水準
測量、GNSS（Global Navigation Satellite System）測量、
傾斜計などの、測定原理の異なる複数の観測手法を適用
した。また、平成30年度以降、フィールド実証試験が周
辺環境に与える影響評価のために、実証試験サイト周辺
にて電気探査を実施した。令和2年度もこれらの観測を
継続して実施した。

3．変形挙動を表現する構成則の検討
還元により浅層がどの程度膨張するかを予測するため

には、「地盤沈下抑制効果の定量的な評価」が必要であ
る。共同研究では、前述のフィールド実証試験による地
層の変形特性評価の他、対象層から採取した岩石を用い
た室内試験による構成則（岩石にかかる力と変形の関
係）の検討を実施している。令和2年度は、既往の研究
におけるコアの力学試験結果をレビューし、今後シミュ
レーションにより浅層還元による地盤沈下抑制効果を予
測するうえで必要となる岩石変形挙動（構成則）を確認
するためのコア力学試験の仕様を検討した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う

緊急事態宣言の発出などの影響により進捗に遅延が生じ
たものの、試験対象区間♯1を対象とするフィールド実
証試験に着手することができた。また、フィールド実証
試験サイトでは継続した観測作業が実施されており、

「地盤沈下抑制効果の定量的な評価」に必要となる構成
則についても継続した検討が実施されている。

令和3年度は、試験対象区間♯1を対象とした実証試験
を引き続き実施するとともに、試験対象区間#1での結
果等を踏まえ、試験対象区間♯2を対象とした実証試験
の実施を慎重に検討したうえで、坑井掘削等の作業を進
めていきたい。

引用・参考文献
[1] 天然ガス鉱業会、2017：創立60周年を迎えて－国内

石油・天然ガス鉱業の現状と課題－、162
[2] 千葉県：天然ガスかん水の採取に伴う地盤沈下の防止の

取組み、https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/jibanchinka 
/torikumi/tennengus.html、（accessed 2021/03/29）

https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/jibanchinka/torikumi/tennengus.html
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②　国内油田における出砂に関する取り組み

実 施 期 間 令和2年度～令和3年度 
担 当 部 署 技術部 開発技術課 
担 当 者 山本和畝、安部俊吾、関根孝太郎、北村龍太 
共同研究先 石油資源開発株式会社

基本情報（目的等）
油ガス層が強度の低い岩石から構成されるフィールド

（油ガス田）において、生産井のドローダウン※を上昇さ
せると、出砂（砂粒子が生産される現象）のリスクが高
くなる。また、この多量の出砂は、坑内の埋没による生
産停止や地上設備の損傷など、操業に影響を及ぼすケー
スがある。この対策として、ジオメカニクスの知見を活
用することにより、出砂を引き起こさない限界のドロー
ダウンを推定できることが期待されている。しかしなが
ら、フィールドによってはジオメカニクスの活用に必要
となるデータ（検層データ、力学試験データ等）が不足
し、信頼できるドローダウン推定が困難な場合がある。

JOGMECでは、これらの油ガス田での適切な出砂評
価を実施する目的で、不足するデータを補完するための
研究に着手した。令和元年からは石油資源開発株式会社
と共に国内油ガス田を対象とした出砂評価に関する取り
組みを開始した。本稿では、令和2年度より共同研究と
して開始した「力学特性データが不足した状況下におけ
る出砂評価ワークフローの検討」と、JOGMECで実施
中の「AIを用いた出砂評価の検討」の内容を紹介する。

研究内容および成果
1．力学特性データが不足した状況下における出砂評価

ワークフローの検討
出砂評価のワークフローは、（1）．対象坑井の検層および

力学試験データの収集／整理、（2）．ジオメカニカルモデル
（地層の力学特性および応力場の深度プロファイル）の作
成、（3）．（1）および（2）を入力とした仕上げ区間の力学的安
定性評価という流れで実施される。令和2年度は、力学試
験データの無い国内油田を対象として、限られた間接的情
報から各段階（1）～（3）を実施するワークフローを検討した。

（1）検層データおよび力学試験データの収集／整理
対象坑井において、力学特性プロファイルの作成に必

要となる音波検層データが取得されていないため、擬似
音波検層データを作成した。近隣坑井の自然電位検層、
音波検層、密度検層、キャリパー検層の各データを解析
したところ、対象油層の地層強度は、大域的には深度の
増加に、局所的には岩相により支配されていることが分
かった。この解析結果を基に、深度による大域的な弾性

波速度の変化と岩相による局所的な変化を考慮した擬似
音波検層データを作成した。

力学試験データについては、岩石物理的性質が対象油
層と類似する地域の公開情報[1]を収集し、収集した力学
試験データを基に、弾性波速度から力学特性を推定する
変換式を作成した。

（2）ジオメカニカルモデルの作成
力学特性プロファイルは、（1）で作成した擬似音波検

層データおよび変換式を用いて作成した。生産中の油ガ
ス田においては、油層圧の減退により応力場は変化す
る。本研究では、異なる時期に取得・解析された近隣坑
井のリークオフテスト、逸泥実績、データフラックか
ら、油層圧減退と水平最小主応力の変化量の関係を推定
し、応力場プロファイルに反映した。

（3）パーフォレーションの力学安定性評価
一般に、力学試験データを基に作成した地層強度プロ

ファイルを入力としてパーフォレーションの力学的安定
性評価を行うと、過度に安全側の評価となることが知ら
れている。本研究では、フィールドの出砂実績を基に先
に得られた地層強度プロファイルの補正を行った。
フィールド全体における補正係数を整理したところ、あ
る規則性が見られ、この規則性を基に対象坑井の最適ド
ローダウンの推定を行った。

2．AIを用いた出砂評価の検討
生産中の坑井において出砂が生じると、油／ガス／水

生産量の生産挙動の中に何らかの兆候が現れると考えら
れる。JOGMECでは、令和元年度からこの生産データ
中の出砂の兆候を、AIを用いて検知する方法について
継続的に検討している。

出砂兆候の検知が可能なAIモデルを構築するために
は、出砂実績のある複数坑井の長期生産データが教師
データとして必要となる。しかしながら、本研究の対象
油田において利用可能な生産データを用いてAIモデル
構築を試行した結果、データ量およびデータの取得頻度
が充分でないことが分かった。そこで、教師データの増
強を目的として、商用の管内多相流動シミュレータを用
いた人工生産データの作成について検討した。

※ 油ガス層の圧力に対して、どの程度坑井内の圧力を下げているかを表す値
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まとめ（今後の検討課題等含む）
本稿では、石油資源開発株式会社が操業する国内油ガ

ス田を対象とした出砂評価に関する取り組みについて紹
介した。本ワークフローにて最大ドローダウンを評価し
た坑井は、現在、その推定値以下のドローダウンにて安
定的に生産中である。令和3年度は、地層強度プロファ
イルの補強を目的として、これまでと異なる手法を検討
予定である。また、AIを用いた出砂評価の検討につい
ては、フィールドでの実用化を目指して、令和2年度の
検討結果を踏まえた人工生産データの作成、およびその
後のAIモデル構築に着手する予定である。

謝辞
本稿への掲載について許可を頂きました石油資源開発

株式会社に感謝申し上げます。

引用・参考文献
[1] 星野一男・加藤碩一・深部物性データ編集委員会

（2001）“本邦産岩石の深部物性データ集”地質調査
総合センター速報 no.23
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③　大深度油ガス田の地下環境を模擬可能な力学試験機の導入

実 施 期 間　　令和2年度 
担 当 部 署　　開発技術課 
担 当 者　　山本和畝、関根孝太郎、北村龍太

基本情報（目的等）
力学試験機とは、地下に存在する岩石の力学的環境を

模擬し、岩石の力学的特性（変形挙動や強度に関する性
質）を測定する試験装置である。力学試験によって取得
された岩石の力学的特性は、ジオメカニクスに関連する
スタディを実施する際に中心的役割をなす情報となる。

これまでJOGMECでは本邦石油会社やNOCと共同で
ジオメカニクススタディを実施する際、技術センターに
て所有する力学試験機（図1）を用いて岩石の力学特性
を評価してきた。しかしながら、油ガス田の操業におけ
るジオメカニクスの活用度が高まり、本邦石油会社およ
びNOCから要望される力学試験の仕様が高度化・多様
化したことで、既設の力学試験機では不十分な昼夜連続
運転等の自動運転が可能で、複雑な試験条件の制御にも
対応可能な性能を有する新たな力学試験機を導入するこ
との必要性が高まってきた。

技術センターでは近年、力学試験実施のための設備・
手法の拡充を進めている。今後も継続的な民間操業会社
からの要望に応えるため、今般、新たな力学試験機の導
入を決定した。本稿では、新規試験機の導入に至った経
緯の詳細と、新規試験機の仕様検討の結果を紹介する。

新規力学試験機導入の経緯
これまで、技術センターでは孔壁（パーフォレーショ

ン孔）の安定性解析や水圧破砕き裂のモデリングをはじ
めとしたジオメカニクス的検討において、基礎的な物性
値収集を目的に三軸圧縮試験（図2）を主に実施してき
た。岩石の変形定数や強度は、封圧によって変化するこ
とが知られている。一種類の岩石試料に対して複数の試
験片を作成し、異なる封圧条件にて三軸試験を実施する
ことで、ヤング率やポアソン比といった変形を記述する
定数や破壊条件に関わる内部摩擦角や粘着力といった定
数を評価することができる。

一方で近年、複数の条件の組み合わせを必要とする試
験、変形量を入力として制御を行う試験、また昼夜連続
運転を要する試験などのニーズがでてきた。既設試験機
は機器運転においてデジタルフィードバック制御を用い
ておらず、自動化が十分でないため、試験そのものの実
施が困難な場合や運転作業負荷が過大になるという課題
が生じた。既設試験機の改造による対応が困難であった
ため、新規の力学試験機導入に至った。

新規力学試験機の仕様
既設力学試験機の課題を解決するため、岩石試料の変

形量や軸荷重、封圧、間隙圧といった計測値を1台のPC
で集中管理可能であり、計測値やその演算値によって軸
応力昇圧機、封圧昇圧機、間隙圧昇圧機がデジタル
フィードバック制御可能であることを、新たな力学試験
機の仕様として定めた。

デジタルフィードバック制御の採用によって実施可能
となる試験の一つに、一軸ひずみ試験（図2）がある。
この試験では、軸荷重の増加によって軸方向の変形のみ

図1　既設力学試験機の外観

図2　三軸圧縮試験と一軸ひずみ試験

三軸試験 ⼀軸ひずみ試験

初期の試料形状 変形後の試料形状 軸荷重 封圧
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が生じるように、周方向のひずみを入力として封圧の制
御を行う。貯留層から油ガスをはじめとした流体を生産
すると、間隙圧の減少から岩石を構成する鉱物粒子の収
縮のほか、鉱物粒子配列の変化から空隙の収縮が生じ
る。その結果、貯留層の収縮、さらには地表面ないし海
底面の沈下が発生する場合がある。一軸ひずみ試験はこ
のような地下力学環境を模擬し、油ガスの生産に伴う貯
留層の収縮や、それに伴う地殻応力場の変化をジオメカ
クニスにより検討する際に必要となるパラメータを評価
することができる。

その他の観点では模擬すべき状況の変化が挙げられる。
一例を挙げると、本邦石油会社が開発する油ガス層には
垂直深度4,500mを超えるものもある。この油ガス層の力
学環境を模擬するためには、各種昇圧機の定格出力や封
圧容器の耐圧が十分に大きい必要がある。また、三軸圧
縮試験等において破壊前後の岩石挙動を正確に評価する
ためには、高剛性ロードフレームおよび高レートでの
フィードバック制御が不可欠であることが知られてい
る[1]。また、試験法は学会や標準化団体によりガイドラ
インや標準化法が定められていることが一般であり[1] [2]、
それに準拠した試験を行うことが再現性のある試験結果
を得るうえで必要である。そこで、垂直深度およそ
5,000m以浅までの地下の力学的環境を模擬でき、かつ
学会等のガイドライン・標準化手法を採用した力学試験
システムであることも新規試験機の仕様として定めた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本稿では、技術センターに新たに導入予定である力学

試験機の仕様について紹介した。新規力学試験機は、令
和3年度内に導入される予定である。既設の力学試験と
併せて、本邦石油会社に力学試験を実施できる場を提供
していきたい。

引用・参考文献
[1] Edited by R. Ulusay and J.A. Hudson, 2014: The 

Complete ISRM Suggested Methods for Rock 
Characterization, Testing and Monitoring: 1974-
2006, Springer.

[2] Edited by R. Ulusay, 2007: The ISRM Suggested 
Methods for Rock Characterization, Testing and 
Monitoring: 2007-2014, Springer.

[3] J.W. Dudley, M. Brignoli, B.R. Crawford, R.T. Ewy, 
D.K. Love, J.D. McLennan, G.G, Ramos, J.L. Shafer, 
M.H.Sharf-Aldin, E. Siebrits, J. Boyer and M.A. 
Chertov, 2016: ISRM Suggested Method for Uniax-
ial-Strain Compressibility Testing for Reservoir 
Geomechanics, Rock Mechanics and Rock Engi-
neering volume 49, pages 4153-4178.
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①　アスファルテン堆積を起因とする岩石物性変化に関する孔隙スケールでの検討

実 施 期 間　　令和2年度 
担 当 部 署　　技術部 開発技術課 
担 当 者　　大中 温、下河原麻衣、北村龍太 
共同研究先　　株式会社INPEX、Imperial College London

基本情報（目的等）
原油中に含まれるアスファルテン成分が油層内で析出

し岩石の孔隙（空隙）に堆積すると、浸透率が低下した
り[1]、岩石表面の濡れ性が変化したり[2]する場合がある。
これらの変化は油の生産性を低下させる一因となる。

JOGMECでは、アスファルテンによる岩石物性（浸
透率・濡れ性）への影響を正しく評価するため、孔隙ス
ケールにおけるアスファルテン堆積に起因する岩石物性
変化に関する研究に着手した。なお、「浸透率」は岩石
中を流れる流体の流れやすさ、「濡れ性」は岩石表面の
親水／親油性を表す指標である。

先行研究においては、アスファルテンによる浸透率低
下を予測する際に、油層シミュレーションを用いてアス
ファルテンの岩石表面への吸着や流路内の滞留、孔隙流
路への目詰まりによる堆積と岩石表面からのアスファル
テンの剥がれを考慮した孔隙量の減少率を計算し、浸透
率の低下量を計算している[3] [4]。しかし堆積は岩石の流
路構造などと複雑に関係しており、コア実験の結果のみ
からシミュレーションの入力パラメーターを一意に決定
することは難しい。また、濡れ性変化に関しては一部商
用シミュレータの導入例があるものの確立されたモデル
式がなく、岩石物性への影響について信頼性のある評価
を行えていない。

そこで本研究では、アスファルテン堆積による岩石物
性変化の評価精度向上を目的とし、孔隙スケールでのア
スファルテン堆積挙動の評価手法に関するFeasibility 
studyを実施している。具体的には①マイクロフォーカ
スX線CTによる流動実験の可視化（μ-CT実験）と
②ガラス製のマイクロモデルを用いた流動実験の顕微鏡
観察（Microfluidics実験）に取り組んでいる。令和元年
度、①では純ヘプタンをアスファルテン析出剤として用
いた単相流の流動実験をμ-CT実験装置内で行い、孔隙
内に堆積したアスファルテンに対して、岩石及び造影剤
を添加した純ヘプタンを可視化した画像を用いて識別
し、岩石の浸透率低下を評価する実験手法を確立した[5] 

[6]。令和2年度は令和元年度から発展し水・油の二相流実
験での濡れ性変化の評価を行った。②では令和元年度に
確立した画像解析手法を用い、令和2年度は単相流にお
いてアスファルテンが堆積する様子の経時変化を評価し
た。また、商用数値シミュレーションソフトを用い計算
によるマイクロモデル内の流動と堆積の再現を試みた。

研究内容および成果
①μ-CT実験では直径6 mm長さ17 mmのコアを用い

水（ブライン：蒸留水に造影剤NaIを添加）・油（純ヘプ
タン又は純ヘプタンと原油を混合した混合流体に造影剤
Iso-decaneを添加）を交互に圧入する流動実験を行った。
取得される画像は密度差がグレースケールに換算された
画像であるため、油・水相には造影剤を添加し水・油・
アスファルテン・岩石の密度差が明確となるよう工夫した。
アスファルテン堆積前後のμ-CT画像（解像度2.4 μm, 
4 mm×4 mm範囲を取得）から得られる水・油界面の接
触角度及び曲率の変化を評価した結果、アスファルテン
堆積後において堆積前と比較して岩石の油濡れの傾向が
強まったことを捉えることに成功した。図1はアスファ
ルテンが孔隙内に堆積した様子を捉えたμ-CTの二次元
断面画像である。比較的大きい孔隙内にアスファルテン
が詰まっているのがわかる。図2は油・水・岩石の界面
の接触角度と画像中でその角度が観察された頻度値であ

1 mm

■岩石 ■水相 ■油相
■アスファルテン

アスファルテン堆積前
油/水相と岩石との接触角度

＝64°

アスファルテン堆積後

接触角度=77°

よよりり油油濡濡れれへへ

図1 μ-CT二次元断面図

図2　 アスファルテン堆積前後での水・油・岩石の
接触角度
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る。接触角度の値は水濡れの傾向が強いと小さく、油濡
れの傾向が強まると大きくなる。アスファルテン堆積後
の接触角度は堆積前より大きくなっておりより油濡れへ
と変化したことを示している。

②Microfluidics実験ではガラス製で格子状の流路を
もつマイクロモデルを用い、アスファルテンが流路に堆
積していく経時変化を観察した。令和元年度に①の単相
流実験において観察した「広範囲の流路を大きなアス
ファルテンの塊が閉塞する」という状態に至るまでの過
程が明らかになることを期待した。結果、圧入初期にア
スファルテンが滞留・吸着し流路が狭くなることで目詰
まり量が増え、複数の孔隙が閉塞に至る様子を観察した

（図3）。また、商用数値シミュレーションソフトウェア
（Math2 Market社製）を用いた有限体積法による流体
流動の計算および粒子輸送計算により、吸着によるアス
ファルテン堆積箇所の再現を試みた結果、図4に示すよ

うに流れが遅いところに生ずる吸着・滞留が表現でき
た。一方、ソフトウェアの制約上粒子が流動中に凝集し
流路を目詰まりさせる様子は再現できないことがわかっ
たため、今後の活用方法について検討が必要である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
アスファルテンの堆積による岩石の濡れ性変化を

µ-CTを用いて可視化し評価する手法を、純ヘプタンを
アスファルテン析出剤として用いた二相流実験において
確立した。また、Microfluidics実験により堆積の経時変
化を観察することで、単相流においてアスファルテンが
堆積し広範囲の孔隙が閉塞に至る過程を捉えることに成
功した。今後は孔隙スケールで得られた観察結果を
フィールドスケールでの岩石物性評価に生かすための活
用法と、岩石物性変化をより理解するための追加の実
験・数値シミュレーションの実施を検討する予定である。

引用・参考文献
[1] Kord, S. et al., 2012: Asphaltene deposition in car-

bonate rocks: Experimental investigation and 
numerical simulation, Energy and Fuels, 26（10）, 
6186-6199. 

[2]  Morrow, N. et al., 1986: Effect of Crude-Oil-Induced 
Wettability Changes on Oil Recovery, SPE Forma-
tion evaluation, 1（1）, 89-103  

[3] GEM Advanced Compositional Reservoir Simula-
tor, Version 2008 User Guide. 2008. Calgary: CMG. 

[4] Wang,S. and Civan, F., 2005: Modeling formation 
damage by asphaltene deposition during primary 
oil recovery, J. Energy Resour. Technol., 127（4）, 
310-317.

[5] Lin, Q. et al., 2021: Pore-scale imaging of asphal-
tene-induced pore clogging in carbonate rocks, 
Fuels 284, 118871.

[6] 大中ら、2020：アスファルテン堆積を起因とする浸
透率低下に関する孔隙スケールでの検討、JOGMEC
年報.

 

  

図3　 マイクロモデル内でアスファルテン（黒色）が堆積し孔隙
の閉塞に至る過程

図4　 マイクロモデル内の流速（左図）とアスファルテンを模擬
した堆積粒子（黒色）の計算結果
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②　ゼータ電位測定及び相変化試験を用いたエマルジョン形成に関する検討

実 施 期 間 令和元年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 開発技術課 
担 当 者 下河原麻衣、加藤是威、北村龍太 
共同研究先 国立大学法人北海道大学

基本情報（目的等）
原油を生産する際、原油と地層水が混合・撹拌される

ことにより、坑井内やセパレータなどの様々な場所にお
いて、エマルジョンが形成される。原油の流動性を低下
させたり油水分離効率を悪化させたりしてしまうことか
ら、エマルジョンは生産障害を招く一因とされている。
エマルジョンによる生産障害の解決法として、加熱法や
遠心分離法、薬剤添加法などの対処がとられるものの、
現状ではエマルジョンの発生メカニズムが十分に解明さ
れていないため、発生を事前に予測することができず、
発生後に上記解決法を用いて対処をするしかない。

本研究では、エマルジョンの発生メカニズムを解明
し、発生リスクを事前に評価できる数値モデルを構築す
ることを目的とした実験を行った。

研究内容および成果
1．実験結果

原油と水を用いたエマルジョン実験のワークフローを
図1に示す。エマルジョンを実験的に生成させるため原

油と水を事前に検討した比率[1]に基づき遠沈管に入れホ
モジナイザー（振動による撹拌機）で攪拌する。この
時、遠沈管下部から流体を採取しゼータ電位測定（後述
にて説明）を行う。遠沈管は24時間静置し、原油及びエ
マルジョン相と水相の容積を測定する（相変化試験）と
ともに、水相はpHを測定する。実験では4種の原油、
イオン濃度を調整した2種の水（ある地域における海水
及び地層水を模擬して作成した塩水）を試料として使用
した。また、実験では、原油の物性（酸化度・塩基度、
アスファルテンやレジン含有量など）や水の物性（イオ
ン濃度、pHなど）に着目しエマルジョン生成条件の指
標とした。

ゼータ電位は液中の粒子表面に生じる電位差であり、
液中における粒子の分散・凝集性を定量的に表すことが
できる指標である。ゼータ電位測定はエマルジョン評価
において、原油と水の組合せが変わることによりエマル
ジョンの発生しやすさを比較する際の指標として有効と
考えられる（図2）。

図2　エマルジョンの凝集・分散性とゼータ電位の関係

図1　エマルジョン実験のワークフロー
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エマルジョン発生における一つの因子であるpH依存性
を評価するため、1種類の水についてpHを3から12の範囲
で調整し原油（A・B）と混合させ、その溶液のゼータ電位
測定及び相変化試験を行った結果を一例として紹介する。

（1）ゼータ電位測定結果
2種類の原油はともに水のpHが増加するのに伴いゼー

タ電位が負に増大した（図3）。これはpHの増加に伴い原
油中のカルボキシル基（-COOH）から水素イオンが遊離
していくため、原油－水間界面における電位差が大きく
なったと考えられる。このことは、原油の生産を開始した
時点では随伴して生産される油層水と原油のエマルジョン
が発生していない場合でも、生産の経過に伴い水圧入な
どの影響で随伴水のpHが大きくなるとエマルジョンの発
生リスクが高まるようなケースがあることを示唆している。

（2）相変化試験結果
24時間静置した遠沈管の水相の容積変化を図4に示

す。なお、水相の初期容積を100％としており、100より
小さな値であるほど原油及びエマルジョン相に含まれる
水の量が増える、すなわちエマルジョンの存在量が増え
ると考えられる。原油AはpHの増加に伴い、水相の容
積が増加する（初期容積に近づく）傾向であることか
ら、エマルジョン存在量は減少すると考えられる。一
方、原油BではpH=3～7において一旦減少している。
この現象については、現時点では明確な理由が分かって
いないため、原油中のアスファルテンやレジンの含有量
による影響などについて検討を継続している。

2．数値モデルの構築
エマルジョンの発生リスクを評価する数値モデルを用

いた評価のワークフローを図5に示す。数値モデルでは、

原油及び水の入力パラメータを用い原油－水界面に生じ
るゼータ電位と表面電位を計算する。その計算結果か
ら、エマルジョンの発生度合いを評価する予定である。
これまでに実施した文献調査や実験から、現時点におけ
る数値モデルの入力パラメータは、原油の物性として原
油中に含まれる重質成分（アスファルテンやレジン）、
酸化・塩基度など、水の物性として溶解イオン種やイオ
ン濃度、pHなどを考えている。

まとめ（今後の検討課題等含む）
エマルジョンの発生リスクを評価する数値モデルの構

築を目的とし、原油及び水の物性とエマルジョン発生の関
係性について実験を行い、エマルジョンの発生メカニズム
について理解を深めるとともに数値モデルの入力パラメー
タの抽出を行った。今回紹介した実験では、2種類の原油
は水のpHが3から10以上に変化した場合、油水の分離性
が低下することが分かった。一方で、エマルジョンの発生
量は減少する結果であった。したがって、エマルジョン評
価では、発生リスクに加え発生割合も考慮する必要があ
る。また、相変化試験では原油の物性に基づく傾向の違
いがあったことから、これまでに注目した原油の物性に加
え、原油の化合物などのより詳細な検討が必要である。

これまでの検討で数値モデルのアウトラインが構築さ
れたものの、完成するためには入力パラメータの更なる
検討や原油や水の物性が異なる複数の試料を用いた検証
が求められる。

関連発表、関連リンク等
・原油エマルジョンの安定性に影響を与える要因に関す

る研究（石油技術協会令和3年度春季講演会開発・生
産部門個人講演）

引用・参考文献
[1] 令和元年度　石油天然ガス開発技術本部　年報：

https://saas.startialab.com/acti_books/1045176633/　
70911/HTML5/pc.html#/page/142
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図3　ゼータ電位測定結果（原油A・B）

図4　相変化試験結果（原油A・B）

図5　エマルジョン発生リスク評価のワークフロー
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③　デジタルコア分析技術に基づく浸透率モデルのアップスケーリング

実 施 期 間 令和2年度～ 
担 当 部 署 技術部 開発技術課 
担 当 者 加藤是威、下河原麻衣、中川 勉、北村龍太 
共同研究先 オーストラリア連邦科学産業研究機構 （CSIRO）

基本情報（目的等）
JOGMECは、令和2年10月にオーストラリア連邦科学産

業研究機構 （CSIRO）とデジタルコア分析技術を用いて取
得した孔隙スケールの情報のアップスケーリング技術に関
する共同研究契約を締結した。本稿のタイトルにも用いて
いる「デジタルコア分析技術」とは、岩石コア試料の孔隙
構造に基づき構築した数値モデルを用いて物理シミュレー
ションを行い、その岩石物性を推定する手法である。同技
術は、孔隙構造を画像化する装置やコンピューターの高性
能化に伴って発展を続けており、実験室における流動現
象の考察などに役立てられてきているが、岩石の孔隙構
造を捉えるほどの小さいスケールを対象とした検討である
ため、その結果を貯留層スケール（フィールドスケール）
まで発展させて活用することが難しいという課題がある。

本研究では、ミリ・センチ・メートルの各長さスケールの
岩石試料に対し物性測定を行うとともに、各スケールにお
いて取得した画像データに基づく流動シミュレーションを行
い、浸透率モデルを作成する。小さいスケールの岩石コア
の情報は、より大きいスケールの岩石コアの特徴付けに活
用する（図1）。その過程においては計算時間短縮のために
岩石物性モデルの要素サイズ（グリッドサイズ）を粗くす
るアップスケーリングも検討する。アップスケーリング手法
としては、細かいグリッドサイズにおける浸透率分布やそ
の他の岩石情報も統合して、粗いグリッドサイズでの浸透
率分布を作成するための効率的なアルゴリズムを選定する。

令和2年度はまずメートルスケールでの実験を行い、ミ
リメートルスケール・センチメートルスケールのコア取得
位置 を選定するとともに流動シミュレーションの事前検
討を行った。また、孔隙スケールの情報に基づく浸透率
モデルの作成、アップスケーリングに関しては既往研究
の調査を行い、本研究の作業計画について確認を進めた。

研究内容および成果
1．実験作業

令和2年度の研究では、粒径、孔隙径、鉱物組成等の
情報を考慮して米国のBoise Sandstoneを岩石試料とし
て選定した。まず長さ約1メートルのコア（「メートルス
ケールコア」）に対し、2種類の強度（管電圧）が異なる
X線を使用することで従来では分離が困難だった物質を
分離して画像化できるデュアルエナジーX線CTスキャ
ナーを用い、鉱物種類の分布を推定した（Velcin et 
al.（2021））。それとコアの長さ方向の平均孔隙率を考慮
し、均質且つ孔隙率が高い領域（25～27％程度）と比較
的不均質で孔隙率が低い領域（19～24％程度）を選定
し、それらの領域から、今回は長さ8センチメートル・
直径1.5インチ（約3.8センチメートル）の「センチメー
トルスケールコア」、長さ10ミリメートル・直径７ミリ
メートルの「ミリメートルスケールコア」  を採取する
こととした（図2）。なおこのメートルスケールコアに対
しては乾燥状態及び塩水による飽和状態におけるX線
CT撮影に加え、浸透率測定のための流動実験を行った。

2．浸透率モデルの作成
浸透率モデル作成のワークフロー概要と、令和2年度

に行った既往研究調査での確認事項について記す。

（1）ワークフロー
孔隙スケールで観察される特徴を考慮した浸透率モデ

ルを作成するために計画している作業手順を以下に記
す。令和2年度終了時点では、実験データ取得の段階で
あり、必要なデータが揃い次第、以下の手順に沿って作
業、検討を行う。
Step 1．ミリメートルスケールコアの浸透率モデル作成
Step 2． アップスケーリング（ミリメートルスケールか

らセンチメートルスケール）
Step 3．センチメートルスケールコア浸透率モデルの検証
Step 4． アップスケーリング（センチメートルスケール

からメートルスケール）
Step 5． メートルスケールコア浸透率モデルの検証

浸透率モデル作成やアップスケーリングのプロセスで
は各スケールでのCT画像や孔隙率等の分布、異なる解
像度の浸透率分布等を学習データとして効率的に利用で
きる機械学習アルゴリズムを適用することを検討してい
る（次節の「既往研究調査」を参照）。Step 3、Step 5

図１　研究のイメージ図。小さいスケールの岩石コアの情報を、
より大きいスケールの岩石コアの特徴付けに活用する。
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では、それぞれ前のステップで作成した浸透率モデルを
入力とするダルシースケールシミュレーションを行い、
流動実験との比較から検証を行う。

（2）既往研究調査
孔隙スケールの情報に基づく浸透率モデルの作成、アッ

プスケーリングに関し既往研究の調査を行った。Kamrava 
et al. （2020）は、孔隙構造を捉えたマイクロX線CT画像
を入力データとして浸透率の値を予測するため、機械学習
アルゴリズム（畳み込みニューラルネットワーク）を適用し、
新たな画像に対しても高い精度で浸透率が予測できること、
機械学習を行う際にはデータセット数を多くすることが重
要であることを示した。アップスケーリングの検討としては、
Menke et al. （2020）が報告しており、マイクロX線CT画
像から作成したデジタル岩石モデルの着目領域（例：1.4mm
立方）を分割して抽出したサブボリューム（例：着目領域
をX、Y、Z方向に各3等分した小さな領域）の浸透率と、
機械学習を用いた画像解析から分類した相（例えば、孔隙、
固体粒子、マイクロポロシティ等）の体積割合や連続性を
関連付け、各サブボリュームにおける浸透率を求めること
で粗い浸透率分布を作るというアップスケーリング手法を
紹介している。この研究では、浸透率との関連付けに際し、
相の連続性も考慮して機械学習を行うことが重要であった。

これらを含む既往研究調査を通じ、研究計画の確認な
らびに作業詳細の検討を進めた。

 まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年度は主に「メートルスケールコア」においてX

線CTスキャナーや浸透率測定などの実験と、浸透率モデ
リングのための手順詳細の検討、既往研究調査等を行った。

令和3年度は令和2年度に検討したコア選定領域から、
「センチメートルスケールコア」、「ミリメートルスケー
ルコア」の掘り抜き作業を行い、これらのコア試料に対

しても同様にX線CT撮影、浸透率等測定実験を予定し
ている。また機械学習等を用いて各スケールの浸透率モ
デル作成、及びより大きいスケールの浸透率モデルを的
確に作成する手法の開発を目指す。

謝辞
本研究の計画をすすめる中で、九州大学工学研究院の

辻健教授、蒋飛助教、池田達紀助教には有益なご助言を
いただきましたことを御礼申し上げます。

関連発表、関連リンク等
Esteban, L. et al., 2021, Permeability modelling using 

digital rock images from micron scale, AEGC （Australasian 
Exploration Geoscience Conference）2021, 13-17 
September 2021

引用・参考文献
[1] Velcin, H. et al., 2021, Novel 3D characterisation of 

rock properties at core scale., SCA Annual Sympo-
sium, 13-16 September 2021

[2] Lebedev, M. et al., 2016, Residual trapping of super-
critical CO2 : direct pore-scale observation using a 
low cost pressure cell for micro-computer tomogra-
phy, Energy Procedia 114 （2017） 4967-4974

[3] Kamrava, S. et al., 2020, Linking Morphology of 
Porous Media to Their Macroscopic Permeability 
by Deep Learning, Transport in Porous Media

（2020）131: 427-448
[4] Menke, H.P. et al. 2020, Upscaling the porosity-per-

meability relationship of a microporous carbonate 
to the Darcy scale with machine learning, in 
review at Scientific Reports.

図2　「メートルスケールコア」の長さ方向の平均孔隙率と、鉱物種類の分布。（赤色・水色の２つの四角枠が「センチメートルス
ケールコア」、「ミリメートルスケールコア」の採取領域）

1480

1340

18.00

25.75

HU Porosity (%)
HU=120

Duel energy mineralogy 
assigned from atomic 
number mapping 

XZ view

YZ view

XZ

YZ

XZ view

YZ view
Air Na‐Feldspars Quartz K‐feldspars CarbonatesMineralogy from atomic number

45% quartz / 45% feldspars /10% others (mica...) 
matches XRD results !

Homogeneous and higher porosity Moderate heterogeneity and middle porosity

 
コア採取領域
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④　成熟油田の操業に関する最新技術動向調査

実 施 期 間 令和2年度 
担 当 部 署 技術部 開発技術課 
担 当 者 大中 温、稲田徳弘、関根孝太郎、下河原麻衣、安部俊吾、北村龍太 
調査委託先 WSS Energy Consulting Limited.

基本情報（目的等）
世界の油・ガス生産量の約70％は開発・生産を30年以

上の長期に渡って行っている成熟油田に区分される[1]。
油・ガス生産量がピークを過ぎ、減少の過程をたどって
いる成熟油田では人工採油や増進回収技術の適用、坑井
配置の最適化等によって生産量の延命や回復を行うが、
実施に際しては生産量や地中の流体移動の観測（モニタ
リング）によって現在の生産量や油田の状況を正確に把
握した上で適切に技術の選定を行うことが重要となって
くる。また、成熟油田はCO2EOR （二酸化炭素圧入によ
る石油増進回収）やCCS（二酸化炭素地下貯留）の対
象地域にもなり得るため、CO2圧入を見越した坑井の健
全性評価や法規制の把握などが必要な場合もある。

本調査では、成熟油田に関わる技術の中でも本邦企業
向けヒアリングによって多くの要望が寄せられた三つの
テーマ、①生産井戸から液体をくみ上げる人工採油技術
②CO2圧入に際しての井戸での漏洩リスク等を評価する
坑井健全性評価技術③流体量や地中の状態を把握するた
めのモニタリング技術を取り上げ、それらの最新技術動
向調査に係る調査をWSS Energy社（英国）に委託し
実施した。

内容及び成果
調査では文献調査や業界インタビュー（24社4大学）

により業界での現状や関心の高まっている技術、課題等
に関する調査を実施した。各テーマに関する調査結果の
概要は以下の通りである。

1．人工採油技術について
現在のマーケットシェアの内訳はRod pump 40％、Gas 

lift 35％、Electrical Submersible Pumps（ESP） 20％、
Jet pumps 5％である。中でもハード・ソフト共に技術開
発が進みつつあるESPは今後陸上／海上油田両方におけ
る適用が拡大すると見込まれ、企業インタビューにおい
ても同様の期待を表すコメントが得られた。現在のESP
の課題と解決法及びそのために必要な技術を図1に示し
ている。また、Rod pumpはアメリカの陸上油田、ガス
リフトは圧入ガスの調達が可能な油田に限られるが生産
能力の高い海上油田での導入実績が多い。一方Jet pump
については習熟した技術者が少ないため、一定の利用者
を確保しつつも利用の拡大は進んでいない状況である。

図1　ESPの技術課題
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2．坑井健全性評価技術について
調査の結果、石油・天然ガス開発業界にはCO2EORに関

わる掘削・仕上げ技術の大きな課題はなく、特に北米では
40年以上に亘るCO2EORの十分な実績があることが確認さ
れた。CCSについては、CO2EORで培われた北米のベスト
プラクティスや法規制、ノルウェーの包括的な基準である
NORSOK D-10などが参照されている。技術的に注目され
ているのは、CO2と水が介在する環境下での機器やセメン
トの腐食、シール材の膨潤などであるが、西テキサスの
SACROCプロジェクトで示されているとおり、コンベンショ
ナルなポルトランドセメントでも30年程度の十分な長期の
シール性が保たれる例がある。

他方、CO2EORとCCSに関しては、その位置づけが
異なるため、設計ポリシーやかけるべきコストの考え方
が変わってくる。本調査で得た、その考え方の違いの概
要を図2に示す。

加えてこの調査では、各地で定められている法規制の
考え方の違いや、一般的に適用されている坑井健全性検

討及び監視のための技術に関し3つのケーススタディを
とりまとめている。

3．モニタリング技術について
モニタリングの際は観察対象に適した技術を取捨選択

し、かつ複数のモニタリング技術を組み合わせることで
現象を総合的に判断する必要がある。様々な技術のうち
コスト削減や精度の向上により、現在多くの操業会社か
らの関心が高まっているものとして①Multiphase flow 
meterによる流体の流れと成分変化のモニタリング②
Tracerによる流体移動のモニタリング③光学センサ

（Fiber optics）による坑井内の継続的モニタリング④地
震波による地中の継続的モニタリングが挙げられた。①
Multiphase flow meterは、油生産時地層水の割合が多
くなる成熟油田において少量の油量を正しく計測する際
特に重要である。これまではγ線やベンチュリ管の機構
を用い測定を行う型が主流であったが、近年は光学セン
サを用いた型も市場で使われつつある（表1）。②Tracer

表1　主なMultiphase flow meter

Vendor Product name Technology Deployment

Halliburton DataSphere FloStream Venturi: permanent or 
retrievable, real-time, 
quartz gauges

In-borehole, can be 
coupled with fibre optic 
cable

Weatherford ForeSite Sense 
Flowmeter (image right）

Optical: permanent, 
real-time, non-nuclear

In-borehole on fibre optic 
cable

Schlumberger Vx Spectra
Vx Omni

Full-gamma spectroscopy: 
permanent, real-time 

Surface well head 
(Spectra） 
Subsea well head (Omni）

図2　CO2EORとCCSの考え方の違い
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は薬剤や生物等のDNA、放射性が主な追跡物として用
いられているが、Tracerをいかに精緻に検出するかが
課題である。③Fiber opticsは坑井内において圧力や温
度等をリアルタイムに把握できるツールとして注目を集
めつつある技術であり、今後適用の拡大が期待されてい
る。④地震波による油層の継続的モニタリングは油層状
態を常に把握し生産を最適化することに貢献できるが、
長期にわたるモニタリングのコストが導入の障害となっ
ている。

まとめ（今後の検討課題等含む）
成熟油田の操業に関わる技術として、3つのテーマに

関し技術の動向を調査した。成熟油田では操業や機器の
メンテナンスに高いコストをかけることが難しく、油生

産量が減退した段階において新たに技術への投資を行う
ことは難しい。そのためテーマ共通の課題としては開発
段階において、油田のライフサイクルを考慮した長期的
な視野に基づく操業計画の策定が挙げられた。その際に
は一つの技術ではなく、複数の技術をその長短所に基づ
き組み合わせて用いることが重要となってくる。

謝辞
本件にご協力頂いた本邦石油会社に深く感謝致します。

引用・参考文献
[1] Baker Hughes. Shifting Economics In Mature 

Fields. Hart Energy. Online, 2015.
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①　アブダビにおける海洋油ガス田開発を対象としたAsset Integrity Management Systemの
構築に関する共同研究

実 施 期 間 令和2年度 
担 当 部 署 開発技術課 
担 当 者 鈴木陽洋、浅沼貴之、北村龍太 
共同研究先 アブダビ石油（株）

基本情報（目的等）
長期間の操業に伴い老朽化している生産施設を含め

て、様々な状態の施設の安全・安定操業を継続するため
には、適切な維持管理の実施が必要な状況となっている。
JOGMECではこれら設備の健全性管理を網羅するシステ
ムに対する調査・研究を進めているところである。

アブダビ石油（株）（以降「ADOC」）はアラブ首長国
連邦国（UAE）に保有する鉱区において45年以上生産
操業を継続している。これらの生産施設には老朽化が進
行しているものもあり、施設の適切な維持管理が必要と
なっている。

そのため、ADOCとJOGMECは老朽化等の課題を抱
え、短期的に解決策を講じる必要のある既存設備を含め
た生産・出荷施設に関し、権益保有期限である2042年ま
での長期的な安全・安定操業を視野に入れた最適モニタ
リング（状態測定）手法、健全性診断手法等の検討、構
築を目的として、令和元年度操業現場技術支援事業「長
期的な安全・安定操業を視野に入れた生産・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検討」
に関する共同スタディ（以降「令和元年度スタディ」）
を実施した。令和元年度スタディでは、2つの課題「①
出荷施設の健全性診断手法」と「②施設の遠隔モニタリ
ング」について検討した。①については、出荷施設の点

検作業を改善する必要性が明確化され、②については、
施設の不具合の原因を直接測定する技術の必要性と、当
該技術を保有する企業があり活用の可能性があることが
明確化された。

加えて、ADOCでは、適切な維持管理の実施のため、設
備の健全性管理を網羅するシステムであるAsset Integrity 
Management System（以降「AIMS」）を構築する必要が
あり、生産・出荷施設の安全、健全性を維持しながら操業
コスト削減を図るべく令和2年度共同研究（以降「本研究」）
を実施した。（図1）

研究内容および成果
1．モニタリング、健全性診断手法等の改善検討

原油出荷施設のうち、送油パイプラインを除いた、ラ
イザー、SPM（Single Point Mooring、原油出荷用ブ
イ）、係留索、ホーザー、出荷用ホース（タンカーに接
続して送油するためのホース）をSPMシステムと呼称
し、同システム全体をスタディ対象とした。2006年に設
置された現行のSPMシステムは2029年に更新を予定し
ているが、健全性の状況次第ではより長い期間使用でき
る可能性があり、健全性診断手法等の改善検討を行った。

 
図１　本研究のイメージ
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（1）健全性診断手法等の改善検討
SPMシステムの点検、検査、メンテナンス手法につ

いて、サプライヤー推奨手法、操業現場における現行の
手法、SPMシステムを含む生産・出荷施設の健全性管
理に係るADOCとしての方針を踏まえ、最適化検討を
実施した。

次に、OrcaFlex（浮体式海洋構造物を対象とした動
的解析ソフト）を用いて、SPMシステムの各部位の疲
労等を計算する挙動解析詳細モデルを作成し、動揺シ
ミュレーションを実施した。（図2）その結果、2029年
のSPMシステム更新時期を超え、権益保有期限である
2042年まで継続して使用できる可能性が示唆されたもの
の、余寿命延長が可能か判断をするためには、現場固有
の海気象データに基づいた評価、モニタリングシステム
の実装による実測値の取得等による、より精度の高い余
寿命評価が必要とされることが分かった。

（2）モニタリングシステムの検討
令和元年度スタディでは、現在商業化されているモニ

タリング技術では、施設の不具合の原因を直接的に測定
する技術が存在しないこと、及び、将来的に不具合の原
因を直接的に測定することが期待される技術としてUEP
センサを適用した腐食モニタリングシステム（水中にお
ける電位差（Underwater Electric Potential（UEP）を
計測し、腐食を検出する技術）のコンセプトを検討した。

本研究では、令和元年度スタディの検討結果を踏ま
え、腐食モニタリングシステムのコンセプト実現に向け
た研究を実施した。具体的には、SPMシステムが設置
されている海域における、水温、海底地形等のフィール
ドデータを整理した後、基礎データ取得のため、日本国
内における海域試験を実施した。同試験ではSPMシス
テムを模した海域試験用フロートに犠牲陽極（アノー
ド）、腐食模擬電極（カソード）及びUEPセンサを取り
付け、アノードとカソードの間に防食電流が流れた際に
発生するUEP信号を計測した。また、腐食模擬電極の
位置及び大きさを変えて、UEPセンサによって検出で
きる腐食の最小サイズと、腐食模擬電極とUEPセンサ
との最大離隔距離を推定することができた。

最後に、フィールドデータおよび海域試験の結果を踏

まえ、腐食モニタリングシステムの基本仕様、要件を定
義した。

2．AIMSの構築検討
AIMSの構築のための具体的な取り組みとして、未整

備のマニュアル等の整備やパイプライン等生産・操業施
設の検査記録の整理、プロジェクト管理システムの構築
を実施した。

（1）AIMSの構築
AIMS構築のため、ADNOCのIntegrity & HSE Codes 

of Practice（CoP）に準拠したマニュアルを整備した。
具体的には、マニュアルを体系化して整備すべくAsset 

Management Framework（図3）を定義し、同Framework
に従って、マニュアル・チェックリストを新たに整備した。
加えて、過去にADOCが実施した同社の社内ガイドライン
とCoPの差異分析結果に基づき、差異解消のための改善案
として、例えばRACIチャート（RACIはResponsible（実
行責任者）、Accountable（説明責任者）、Consulted（協業
先）、Informed（報告先）の略称であり、RACIチャートは
タスク毎に役割と権限を整理した表）、 による役割・権限の
明確化、TAF（Technical Authority Framework）の作成、
Assetのパフォーマンスを評価するKPI（Key Performance 
Indicator）を設定した。

（2）パイプラインの余寿命予測
ADOCのフィールドに設置されているパイプラインでは

保全管理活動の一環としてインテリジェントピグ （パイプ
ライン内を走行しながら検査する装置） による検査を実施
している。今回は、検査結果からパイプラインの健全性確
認と余寿命予測を実施することを目的として、スタディを
実施した。

まず、インテリジェントピグによるパイプライン検査
結果を収集した後に、スクリーニングチェックを行い、
一律の基準で結果を整理した。また、同じパイプライン
に対して実施された複数のインテリジェントピグの結果
を比較し、内部腐食・外部腐食速度を算出し、余寿命予
測を実施した。

図３　Asset Management Framework

 

図2　SPMシステムとタンカーのOrcaFlexモデル
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（3）Project Management System（PMS）の構築
ADOCではADNOCのVAP（Value Assurance Process、

ステージゲート方式のプロジェクト管理手法）に従ったプ
ロジェクト管理を行っているが、より効率的にプロジェクト
管理を実施すべく、VAPに従った新たなPMSを構築した。
具体的には、各種メンテナンス作業等、ADOCがVAPに
従い実施する各プロジェクトの進捗管理と品質維持が容易
なPMSを構築した。また、プロジェクト進捗の更新頻度を
従来の四半期毎からマイルストーン毎に変更したことで更
新頻度が増え、プロジェクトの進捗状況を適切に把握でき
るようになった。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本スタディでは海洋油ガス田の生産・出荷施設におけ

る安全・安定操業と操業コスト削減のために重要な2つ
の課題「モニタリング、健全性診断手法の改善検討」と

「AIMSの構築検討」について検討し、SPMシステムの

余寿命延長の可能性、腐食モニタリングシステムの基本
仕様・要件定義、ADNOCのIntegrity & HSE CoPに準
拠したマニュアル整備、パイプラインの余寿命予測、
PMSの構築といった有望なスタディ結果が得られた。

スタディ結果のうち、SPMシステムの健全性診断手法の
改善 案の実 行や、今回構築したAIMSおよびProject 
Management Systemの現場導入に向け、今後も引き続き
検討を進めたい。

謝辞
共同研究先のADOCには、本スタディの実施を通じ

て、AIMSに関する様々な知見・経験を得られる機会を
与えて頂いたことに感謝の意を表します。

関連発表、関連リンク等
令和元年度年報「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共同スタディ」
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②　海洋工学ハンドブックの改訂（第7版）について

実 施 期 間　　令和2年度 
担 当 部 署　　開発技術課 
担 当 者　　浅沼貴之、鈴木陽洋、北村龍太 
調査委託先　　（株）海洋工学研究所

基本情報（目的等）
海洋工学ハンドブックは、海洋開発関係技術を広く網羅

的に理解しやすい日本語で紹介する資料として、旧石油公
団が平成6年度に第1版を発行し、平成10年度にはデータの
更新とともにCD－ROM化を実施し、第2版を発行した。
本ハンドブックはJOGMECに引き継がれ、平成16年度に第
3版、平成19年度に第4版、平成22年度に第5版と改訂版を
発行している。その後、平成27年度事業として第6版を発
行（平成28年）しており、前回の改訂から4年が経過し、
海洋石油開発を取り巻く状況としては、油価下落等を背景
とした探鉱開発費の削減、更なる環境対策の必要性、天然
ガスの需要拡大、再生可能エネルギーへの期待等、日々変
化が起きていることから、各種情報の更新と拡充のため、
令和2年度事業として改訂を行い、第7版を発行（令和3年7
月）した。（図1）

研究内容および成果
1．章立ての再構成

過去の海洋工学ハンドブック（第1～6版）の再評価を
行い、改訂版（第7版）の章立てについて検討した。基
本的には第6版の章立てを踏襲しつつ、FLNG（Floating 
LNG）及びFSRU（Floating Storage and Re-gasification 

Unit）等の注力すべき技術分野の新規記載（項目2参照）、
前回の改訂から大きく変化のあった技術分野の拡充（項
目3参照）を行う方針を立てた（表1）。

注力すべき技術分野の検討
今回の改訂で注力すべき技術分野について検討し、昨

今の天然ガス開発事業（LNGサプライチェーン形成の
重要性、供給側と需要側の短期／小口契約への傾向等）
の背景を踏まえ、近年実用化された技術であるFLNG、
及びLNGの需要地の多様化を背景に今後も注目される
技術であるFSRU等の技術分野の拡充を行った。

また、今後のLNG需要にも関連する再生可能エネル
ギー分野に着目し、海洋石油天然ガス開発生産施設のノ
ウハウが活用されている洋上風力発電のプロジェクトや
技術開発動向について新規に記載した。

情報の更新・拡充
第6版作成時から、海洋工学に関わる様々な分野で多

くの変化と革新があり、これらを調査し、記載内容の更
新や新規追加を実施した。今回重点的に充実させた項目
を列記する。

 
図1　海洋工学ハンドブック（第7版）表紙
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1） システム設計（第1部4章）：  
・ 洋上生産設備のトップサイドに搭載される設備

について、FPSOを例に記述
2） 氷海開発技術（第2部2章）：  

・ 氷海開発の基礎知識として氷海域の特性及び氷
況観測・予測技術を記述

・北極の資源ポテンシャルを記載
・ 過去・現在・未来の氷海資源開発プロジェクト

を紹介するとともに、関連技術を紹介
・ ISO、IMO（国際海事機関）、AC（北極評議会）

の活動を紹介
3） 操業とHSEおよび保守（第3部4章）  

・ 操業思想と組織、乗組員の資格と要件、HSE、
保守に関して記述

4） 契約とプロジェクトマネジメント（第3部7章）  
・ 契約形態、入札プロセス、プロジェクトマネジ

メント（スケジュール、コスト、品質管理等）
に関して記述

まとめ（今後の検討課題等含む）
海洋工学ハンドブックは、国内の石油開発関係各社お

よび関係技術者等に広く利用されており、今回の改訂に
よって、ユーザーの最新のニーズに即した内容に近づけ
ることができたと考えている。一方で、海洋石油天然ガ
ス開発に関するプロジェクト動向や技術開発動向は、今
後も変化や革新が続いていくため、JOGMECとしては
今後も情報収集・整理に努め、次回の改訂に向けた方針
について検討を進めていきたい。

関連発表、関連リンク等
海洋工学ハンドブックの申込方法については以下

URLをご参照下さい。
http://www.jogmec.go.jp/publish/publish_10_000002.
html

表1　第7版の主な変更内容

目次 前回の改訂（第6版）からの主な変更内容

第1部：海洋開発技術と海洋構造物 ✓　システム設計に関する記載を追加（4.11章）。
✓　FSRUに関する記載を追加（7.3章）。

第2部：開発計画 ✓　氷海に関する記載を拡充（2章）。
✓　FLNGについて、実例を加え内容を拡充（3章）。

第3部：海洋構造物の建造・操業・撤去 ✓　操業に関する記載を拡充（4章）。
✓　契約とプロジェクトマネジメントに関する記載を新設（7章）。

第4部：海洋構造物の解析と設計 ✓　安全設計に関する記載を新設（7章）。
✓　風力発電に関する記載を新設（9章）。

http://www.jogmec.go.jp/publish/publish_10_000002.html
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施設技術分野
施設技術分野では、JOGMEC/TRCの多くの分野が

Sub-surface（地下）を対象としているのに対し、唯一、
「地上施設」を対象とした技術開発を行っている。

油ガスの生産に際しては、本来の対象とするHydro-
Carbon（炭化水素）以外に随伴水、二酸化炭素等酸性
ガス、スラッジ等（廃棄物）の不要な副産物の併産が避
けられない。これら副産物は環境汚染の原因となるた
め、「地上施設」においてコストを掛けて適切な処理を

行い環境負荷の低減を図る必要がある一方、更なる技術
の付加によっては逆に収益が得られる可能性もある。

全体的な構想として、施設技術分野では図1に示す環
境対策グランドデザインを定め、原油や天然ガスの生産
から出荷までの工程で生じる副産物（「水」「ガス」「廃
棄物」）の適切な管理方法や有効利用を確立すべく、各
過程で生じている課題を抽出し、その課題解決に向けた
技術開発を行っている。また、旧・技術ソリューション
事業で組成した当該分野の「日本発技術」について、産

Ⅲ．施設技術

Oil and Gas well

⽣産施設

Pipe line

Gas pipe line
Crude oil pipe line

・放流
・再利⽤
・灌漑⽤⽔等

Process water

CO2 EOR

CH4漏洩等

原油・天然ガス等漏洩

原油漏洩 原油タンク

⽔対策

廃棄スラッジ50%以上削減

再原油化による収益
原油スラッジ削減技術
原油スラッジ50%以上削減、
及び回収油の再原油化
（コスモ⽯油/アブダビ⽯油）

【実証試験フェーズ】

濃縮液の課題

⽔溶性有機物処理技術
⽔溶性有機物処理、

バイオファウリング防⽌
（熊本⼤学）【R&D】

濃縮液等からの有価物回収
Mg, K, Ba, Sr, Li,
NaCl →ソーダ⼯業

（造⽔促進センター）
【R&D】

有価物回収技術

ガス対策環境対策グランドデザイン

廃棄物対策

• 廃棄スラッジ、NORM、⽔銀、触媒等
• キャンプ、プラットホーム等からの廃棄物、残飯、下⽔汚泥等

（JOE）【R&D】

漏洩ガス等検知技術
CH4,CO2,原油,NORM等漏洩検知

（含む表⾯腐⾷検知）（いであ）【R&D】

販売による収益

 DDR膜
（JGC/NGK）

【実証試験フェーズ】

低塩分⽔攻法⽤⽔

タイト層圧⼊⽔新脱塩技術
安価な処理技術

FO膜等
【検討中】

原油スラッジ

CPI

セラミック膜随伴⽔処理技術
油分及び浮遊物質の除去

（INPEX/千代⽥化⼯建設/メタウォーター）
【商業フェーズ】

脱塩

CO2分離技術

ベント、フレアリング規制強化
ゼロフレア,CO2, H2S対策,CH4漏洩等

廃棄物管理技術
有効利⽤
適正管理

更なる増産による収益増

随伴⽔

CH4,CO2, H2S等
漏洩
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図1　環境対策グランドデザイン
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油国の石油開発現場にて実証・実用化を進める役割も
担っており、技術開発を通じた産油国との関係強化や、
当地で操業する我が国上流企業の活動支援などの多角的
視点で、Add Value（価値創造）に繋がる技術の開発を
目指している。

以下、令和2年度の実績を紹介する。

①　「水」対策
随伴水は、その処理量が年々増加傾向にあるのに加

え、環境規制が厳格化されていることなどから、随伴水
の適切な処理と、処理水の再利用または有効利用は、資
源開発に際して必須となっている。JOGMECでは、セ
ラミック膜を使用した随伴水処理技術の開発に取り組
み、これまで何段階にもわたって行っていた油分と浮遊
物質の除去について、セラミック膜随伴水処理システム
だけで処理できる技術を確立した。

さらに、広く「水」対策として、パイプラインやフ
ローラインのピギング（洗浄工程の一種）排水の処理に
関する検討や、水処理の第一段階である油水分離セパ
レータにおける能力向上検討を進めている。
〈進捗〉

令和2年度は、新型コロナウィルスの感染拡大による
移動制限によって、セラミック膜随伴水処理技術のデモ
ンストレーションなどのプロモーションは実施できず、
コロナ終息後の活動再開を予定している。一方、ピギン
グ排水の処理に、セラミック膜技術が適用できる可能性
に着目し、アブダビ石油株式会社の協力を得て初期検討
を実施するとともに（詳細はⅢ-①参照）、油水分離セパ
レータの油水分能力に着目し、その効率向上について調
査を開始した（詳細はⅢ-②参照）。

その他、随伴水に含有される有価金属類（リチウム、マ
グネシウム等）の効率的な回収による環境負荷低減と、有
価物販売による収益化のための基礎研究（詳細はⅢ-③参
照）と、プラズマを使用した随伴水含有水溶性有機物処
理技術に関する基礎検討を実施している。

②　「ガス」対策
坑井から生産された天然ガスは、パイプラインを経由し

て生産施設に送られ、含有する不純物のCO2や硫化水素
等を分離・除去した後、需要地に送られる。JOGMECは
特にCO2に着目し、ゼオライト膜（DDR膜）を使用した
CO2の分離技術の開発を民間企業とともに着手し、実証試
験段階に至っており、資源開発CCS推進事業の一環とし
て実用化を進めている。分離後のCO2は、温室効果ガス
のひとつと見なすだけでなく、原油の増進回収法のための

地下への圧入ガスとして有効活用していく予定である。
また、JOGMECが本邦企業とともに開発したJAPAN-GTL

について、本技術はCO2を含有する天然ガスを活用できる
プロセスであることから、今後はカーボンリサイクル技術の
一つとしても検討していく所存である（詳細はⅢ-④参照）。

一方、天然ガスの主成分であるメタンは、同じく温室
効果ガスのひとつであり、近年大気への漏洩が大きな環
境問題となっていることから、上流企業は自身の操業
フィールドにおけるメタン放散量を算定し公開すること
が求められている。そのため、メタン漏洩検知カメラを
用いた漏洩量の測定技術に関する基礎研究を開始した

（詳細はⅢ-⑤参照）。
〈進捗〉

令和2年度は、新型コロナウィルスの対策が共同研究
先の操業フィールドにおいても優先され、DDR膜の
フィールド実証試験準備は一時中断を余儀なくされた
が、令和2年11月より現地の準備作業を再開し、令和3年
3月より試験のスタートアップを始めている（詳細は第2
編のⅠ-2-①参照）。

③　「廃棄物」対策
生産施設では、油ガスの生産に伴って多種多様の廃棄

物が排出される。その一つに、原油タンク底に堆積する
原油スラッジがある。原油スラッジは通常産業廃棄物と
して処理されるが、原油成分が含まれていること、産業
廃棄物費用も大きな負担となることから、原油成分を回
収することで、原油スラッジの廃棄量を削減する技術の
開発を行っている。原油スラッジを50％以上削減し、含
まれる原油成分を回収し再原油化する見通しを得、現在、
大型実証試験に向けて準備を行っている状況である。
〈進捗〉

令和2年度は、新型コロナウィルス対策のため、大型
実証試験に係る現地での作業は全て中断を余儀なくされ
た。現地の状況を鑑みながら令和3年度からの再開を目
指して準備を進めている（詳細は第2編のⅠ-2-②参照）。

まとめ
施設技術の分野は、いわゆる上流だけではなく、中流・

下流の活動とも深く関わっている。技術の適用先・利用
先を広げていくことで、従来の石油天然ガス開発の枠にと
どまらない技術開発の将来像が描けるものと考えている。　

水・ガス・廃棄物処理技術による油ガス田開発を支援
するとともにし、CCS推進事業およびクリーン水素・
アンモニア推進事業との連携に取り組み低炭素・循環型
社会実現に貢献していく所存である。
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①　セラミック膜随伴水処理技術事後調査研究成果及び新規用途への適用検討

実 施 期 間 平成27年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 施設技術課 
担 当 者 川村和幸、浅沼貴之、鈴木陽洋、三好啓介

基本情報（目的等）
石油や天然ガスに付随して生産される随伴水は年々増

加の傾向にあり、産油国等では随伴水処理が課題となっ
ている。そこで、浄水場で実績のある国産のセラミック
膜を使用して随伴水に含まれる油分及び固形分（SS: 
Suspended Solids）を除去することによって、随伴水の
有効利用を図るべく、技術ソリューション事業において
平成27年度から平成29年度の期間でセラミック膜随伴水
処理技術の開発として技術実証（フェーズ2 & 3）を実
施した。その成果を基に、プラントの操作性の向上及び
事業化を見据えた運転データの蓄積を目的に、平成30年
度からは株式会社INPEX（以後、「INPEX」）と共同で
事後調査研究を継続実施中である。

また、令和2年度は、セラミック膜随伴水処理技術の
新たな用途として、石油等の長距離パイプラインの内面
を検査する前段のパイプライン内洗浄に使用した洗浄排
水（ピギング排水）処理への適用検討を実施した。

研究内容および成果
1．事後調査研究の成果

平成30年度から令和2年度の事後調査研究では、運転
データの蓄積の一つであるセラミック膜随伴水処理装置の
累計運転時間を8,000時間としていたが、令和元年度中にこ
の目標を達成した。その後も継続して運転を実施した結果、
令和3年3月末時点で累計運転時間は16,000時間に達した。
この記録は、約2年間の連続運転に相当し、この間セラミッ
ク膜の劣化の兆候は見られていない。本事後調査研究は、
令和2年度末をもって終了予定であったが、より長期間の
運転データの収集を目的に期間を2年間延長し、累計運転
時間の目標を24,000時間（約3年間連続運転に相当）として
現在も研究を継続している。

2. ピギング排水処理への適用検討
（1）概要

携帯型のセラミック膜ろ過試験装置（以後、「携帯型
試験装置」）を使用し、UAE大学、秋田大学の共同ラボ
においてアブダビ石油株式会社（以後、「アブダビ石油」）
より提供を受けた随伴水を使用した試験を実施したこと
については昨年度報告済である[1]。その結果を受け、ア
ブダビ石油から、ピギング排水処理への応用に関する提
案を受けた。アブダビ石油の海洋プラットフォームにお
けるピギング作業では、その排水を作業船に搭載したタ
ンクに受け、満杯になる度人工島まで運搬し処理を行う
必要があり、この間、次の作業にとりかかれず、生産再
開までのロス時間となっている。ピギング用水は海水を
ベースにインヒビターを添加したもので、これを使用し
てパイプラインの内径よりやや小さいピグを何度かに分
けて圧送しながらパイプ内面に付着した油分やSS等を
そぎ落とすように清掃を行う。したがって、ピギング排
水は、海水中に油分とSSが混在したものであることか
ら、セラミック膜でこれら含有物を除去できると海洋放
流が可能となり、作業時間短縮に大きく貢献できる可能
性がある。そこで令和2年度は、アブダビ石油より実際
のピギング排水の提供を受けて、携帯型試験装置を使用
して処理試験を実施した。

（2） 携帯型試験装置を使用したピギング排水処理試験
結果

アブダビ石油より令和2年10月にピギング排水の前半、
中間、後半の3種類のサンプルの提供を受け、携帯型試験
装置を使用して処理試験を実施した。結果を表1に示す。

中東における油分の海洋放流基準は、15mg/L以下であ
るが原水時点でいずれもこの値よりも低い値であった。本

表1　ピギング排水処理試験結果

項目 単位
ピギング排水原水 セラミック膜ろ過水

前半 中間 後半 前半 中間 後半

油分1 mg/L 9 ＜5 ＜5 ＜5 ＜5 ＜5

SS2 mg/L 29 ＜2 30 ＜2 ＜2 ＜2

Na mg/L 13,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000

Cl mg/L 25,000 25,000 26,000 25,000 25,000 26,000

油分1：ノルマルヘキサン抽出物質、SS2：Suspended Solids
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分析は国内の分析機関にて実施した結果であるが、UAE
のコアラボ社に委託して分析した結果は、油分濃度：
33mg/L、SS：276mg/Lであり、本分析結果との乖離が
見られた。また、塩分濃度（Na及びCl）は、処理前後で
変化はなかった。

よって、当該サンプル試験の結果、油分濃度は海洋放
流基準を満足しており海洋放流可能と考える。

まとめ（今後の検討課題等含む）
セラミック膜随伴水処理技術の事後調査研究により、

世界的にも事例のないセラミック膜の運転データの記録
が得られた。この記録は、本技術の事業化において大き
な成果として活用できる。今後も引き続き事後調査研究
として運転データの蓄積に努める。

セラミック膜随伴水処理技術の応用として、ピギング
排水処理への適用試験を実施した結果、対応できる可能
性が示された。今後は、より多くのサンプル試験を実施

し処理の確度を上げるとともに、実際のフィールドにお
ける実証試験も視野にいれたい。

謝辞
本報告にあたり、INPEXより累計運転時間のご提供、

アブダビ石油よりピギング排水のご提供、さらには、こ
れらの開示にご承諾を頂き両社に御礼申し上げます。ま
た、携帯型試験装置を使用した試験にご協力頂いたメタ
ウォーター株式会社に御礼申し上げます。

引用・参考文献
[1] 川村和幸ほか、セラミック膜随伴水処理技術の現況

（技術ソリューション事業実証試験）、令和元年度石
油天然ガス開発技術本部年報、千葉、独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油天然ガス開発
技術本部、2021, 156p
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②　随伴水含有油価金属類回収技術の評価

実 施 期 間 平成30年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 施設技術課 
担 当 者 川村和幸、三好啓介 
研究委託先 一般財団法人造水促進センター、公益財団法人塩事業センター、学校法人千葉工業大学

基本情報（目的等）
油ガスの生産に伴う随伴水には、有用な金属類が含ま

れているものの、その多くは回収されることはなく廃棄
されている。それらを回収し価値を付加することにより
収益を得ることができれば、随伴水の有効利用が促進さ
れることから、回収技術の検討及び実際の随伴水を使用
した評価試験を実施し経済性の評価を行った。

研究内容および成果
1．平成30年度成果

随伴水には、バリウム（Ba）、マグネシウム（Mg）、スト
ロンチウム（Sr）、カリウム（K）は一般的に含まれており、
まれに、リチウム（Li）が含まれていることがある。特に、
リチウムは電気自動車のバッテリーとして需要が高まって
いる。よって、これらの金属類を回収対象とし、回収技術
の検討並びに模擬水を使用した評価試験を実施し、総合
的な回収システム案を構築した（図1）。

2．令和元年度成果
令和元年度は、前年度に構築した総合回収システム案

の検証のため有用金属類を含む随伴水の提供を受けて、
評価試験を実施した。その結果、各金属類を70％以上回
収できる見通しを得た。しかし、経済性の評価を行った
ところ、いずれの金属類も含有量が少なく、最低でも評
価試験に供した随伴水に含まれる金属類の3倍以上の濃
度で含まれないと経済性が成り立たないとを把握した。

3．令和2年度成果
令和2年度は、海外の石油の操業現場から提供を受け

た高塩分濃度の随伴水の検討を実施した。当該随伴水を
分析したところ、令和元年度に分析した随伴水と比較し
て約5倍～10倍量の有用金属類が含有されていた。この
含有量を基にビジネスモデルを構築し、経済性の評価を
行ったところ、一定の利益が得られる見通しが得られた。
また、随伴水に含まれる有用金属類の含有量または、回
収する元素を限定することによって、回収効果が期待で
きるシステム提案が可能であることが示唆された。

まとめ（今後の検討課題等含む）
国内随伴水は、有用金属類の含有量が少なく経済性を

得るのは厳しいことがわかった。一方、海外の随伴水は
国内随伴水の約10倍程度の含有量があり、これらを回収
することによって経済性を得られる可能性が示唆され
た。しかし、より経済性を得るためには初期投資や運転
コストを削減する技術検討が必要であることを確認し
た。今後は、これら金属類のうちの一つでも（特に、リ
チウムといった高付加価値金属）回収を求める提案が
あった場合は対応を検討したい。

謝辞
本評価にあたり、随伴水をご提供頂きました操業会社

に感謝申し上げます。

随随伴伴水水 冷却塔

脱カルシステム

砂ろ過塔

MF膜 RO膜 工業用水

ED No.1晶析 No.2晶析 排出水

炭酸カルシウム回収液

マグネシウム回収液

Ba, Sr 回収液

TC

分離

冷却・分離 リチウム回収液

カリウム回収液

NaCl 回収液

蒸発冷却水

セラミック膜

高塩分濃度等

図1　随伴水含有有用金属類の総合回収システム（案）
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③　メタンガス検知技術に関する評価試験結果

実 施 期 間 平成30年度～令和2年度 
担 当 部 署 技術部 施設技術課 
担 当 者 川村和幸、三好啓介 
研究委託先 いであ株式会社

基本情報（目的等）
環境負荷低減の意識が高まる中、石油天然ガスの生産

設備やパイプライン等からのメタンガス漏洩が世界的に
大きな問題となっている。メタンガスが地球温暖化に及
ぼす影響は20年間で二酸化炭素（CO2）の84倍にもなり、
石油・天然ガス部門からのメタン排出量が過少評価され
ていることを示す証拠が最近増えているとの報告があ
る[1]。このため、石油・天然ガス開発事業者はメタン排
出量を正確に把握することが必要となっている。

JOGMECでは、このような背景を受け、メタンガス漏
洩箇所の特定及びそこからの排出量の測定を目的に、レー
ザーメタン計を使用した測定試験を実施している。その
結果、漏洩箇所の特定が可能であることが示唆された。

研究内容および成果
1．平成30年度の成果

メタンガス検知に向けて、国内外を対象に広く調査を
行った結果、メタン漏洩箇所の検知には赤外線カメラが
主流であるが、高額且つ漏洩箇所の特定には課題もある
ことが把握できた。このため、より安価に漏洩箇所の特
定を行う方法として、東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ株式会社が販売しているレーザーメタン
計（Laser Falcon）並びに株式会社トリマティス製の距

離センサLiDARを使用した測定方法について検討を
行った。

2．令和元年度の成果
令和元年度は、昨年度検討したLaser Falconのデータ

転送速度を市販品に比べて20倍に高速化した上でLiDAR
を組み合わせた試作機を製作し、室内における測定試験
を実施した。Laser Falconはレーザーの照射点と反射点
の間に存在するメタンガスの積算濃度を検出するもので
ある。また、LiDARは、レーザーを照射し、その反射光
より反射点までの距離を検知するもので、これによって、
照射方向にある構造物を忠実に表すことが可能である。

レーザーメタン計は、レーザーが当たっている1点の
メタンの積算濃度を測定することから、試作機では、こ
れを同じ位置で縦横に動かして測定を行った。ただし、
これだけではメタンガスの位置が特定できないため、三
角測量の要領で、試作機の位置をずらして同様の測定を
行い、その交点を求めることによって場所を特定する機
構とした。

室内試験では、メタンガスを充填した袋の場所を検知
するべく測定を実施した。図1に測定の結果を示す。図
に示すとおり、メタンガスを充填した袋の位置が正確に
測定できた。 

図1　レーザーメタン計を使用した室内測定試験
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3．令和2年度の成果
令和2年度は、令和元年度に試作した試作機を使用し

て、千葉県でメタンガスが自然に湧出している私邸の庭
を借りて測定試験を実施した。測定は、私邸の井戸（現
在は使用されていない）から湧出しているメタンガスを
対象とした。また、比較のため、メタンガスを充填した
袋を井戸の側面に設置して同時に測定を行った。

測定結果を図2に示す。図に示すとおり、井戸の蓋の
隙間及び比較対象のメタン充填袋も正確に検知すること
ができた。また、漏出量については、メタンガス充填袋
の箇所で100万ppm、メタンガス漏出箇所では1,000ppm
の濃度が検出された。

まとめ（今後の検討課題等含む）
レーザーメタン計を使用した試験の結果、メタンガス

を野外においても検知でき、かつ場所の特定並びに濃度

の測定が可能であることが確認できた。しかし、場所を
特定するためにレーザーを縦横に振る必要があること、
横移動して同じ測定を行う必要がある等測定に時間を要
することが課題である。よって、今後は、より高速で測
定が可能な新規のレーザーセンシングを使用した測定に
関し検討を行いたい。

謝辞
本試験実施にあたり、試験場所の提供にご協力いただ

いた私邸の方に感謝申し上げます。

引用・参考文献
[1] 国連環境計画、石油・ガス産業から排出されるメタ

ンガスを追跡｜環境展望台：国立環境研究所 環境
情報メディア（nies.go.jp）、2020.05.08

 

図2　レーザーメタン計を使用した野外測定試験
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④　天然ガスの液体燃料化（GTL）技術：JAPAN-GTLプロセス技術のプロモーション活動

実 施 期 間 令和2年度 
担 当 部 署 技術部 施設技術課 
担 当 者 川瀬健雄、下内 真、三好啓介 
共同研究先  JAPAN-GTLコンソーシアム参加各社 

（INPEX、石油資源開発、ENEOS、コスモ石油、千代田化工建設、日鉄エンジニアリング）

基本情報（目的等）
新潟で実証運転された500BPD（日量500バーレルの

処理能力）の「天然ガスの液体燃料化（GTL）技術実
証研究」成果を受け、JOGMECは、JAPAN-GTLプロ
セス技術のプロモーション活動を通じ、開発成果の普及
と事業化の検討を進めている。

平成13年度～平成16年度に、JOGMECと民間5社（石
油資源開発（株）、千代田化工建設（株）、コスモ石油（株）、
日鉄エンジニアリング（株）（当時、日鉄住金エンジニア
リング（株））、（株）INPEX（当時、国際石油開発帝石

（株））は、日産7バーレルのパイロットプラントを用いた
国産GTLプロセス（JAPAN-GTLプロセス）の触媒の選
定及び性能確認の研究を実施、目標を達成し終了した。

平成18年10月にパイロットプラント研究に参加してい
た民間5社に、ENEOS（株）（当時、JX日鉱日石エネルギー

（株））を加えた6社が、「日本GTL技術研究組合」（以下、
技術研究組合）を設立した。

JOGMECは、この技術研究組合と共同研究契約を締
結し、JAPAN-GTLプロセスの特徴であるCO2を含有す
る天然ガスをそのまま利用するという、世界初の技術に
ついて、共同実証研究「天然ガスの液体燃料化（GTL）
技術実証研究」を開始し、実証プラント（写真1、図1）
の建設後、約3年間の実証運転を行った。平成23年度に
運転時間1万時間、連続運転時間3千時間を達成し、
JAPAN-GTL実証試験は目標を達成し終了した。

この成果を以て、平成24年度に本実証研究での役割を
終えた実証プラントの解体及び上記技術研究組合の解散
を行った。

研究内容および成果
1．成果普及と事業化プロモーションに向けた体制整備

技術研究組合の解散後、事業化に対する支援、更に技
術研究組合解散後の継承業務の受け皿として、平成24年10
月1日JOGMEC内に「GTL事業化推進チーム」を組成した。
また、対外的なJAPAN-GTLの旗印として、JOGMEC及
び旧技術研究組合メンバー会社が参加し、JAPAN-GTLプ
ロセスに関する情報の提供、共同プロモーション、技術継
承等を主要目的とする「JAPAN-GTLコンソーシアム」を
設置した。（参考ホームページ：https://mirai.jogmec.go.jp/ 
ccs/column/02-03.html）

2．プロモーションの成果
平成24年度以降、北米、中央アジア（トルクメニスタン）

での具体的な事業化案件に取り組んだが、いずれも事業
実施に至っていない。この間、産ガス国と本技術検討を軸
にした幾つかの覚書（Memorandum of Understanding、
MOU）を締結、平成30年度にはモザンビーク炭化水素公
社へのJAPAN-GTLプレゼンを実施した。

低油価の定着、再生可能エネルギーへの転換期のなか
でもガス産出国での液体燃料化、ガス利用拡大を目指した
動きの中でGTLへの関心は継続している。早期のGTL事
業の実現は難しいものの、平成29年度からは、Fischer-
Tropsch（FT）技術に関心があり、その技術を利用した
事業化に積極的な第3者と、引き続き協議を実施している。

 

 

写真1　GTL実証プラント全景（新潟市）

図1　JAPAN-GTLプロセスの特徴

https://mirai.jogmec.go.jp/ccs/column/02-03.html
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まとめ（今後の検討課題等含む）
JAPAN-GTLプロセスは、CO2を含有する天然ガスを

利用する世界初の技術であり、石油代替燃料ソースとし
てのガス資源を確保するとともに、CO2を含む未開発ガ
ス田の活用にも資する有用な戦略技術である。JOGMEC
は、CO2を一部原料とするJAPANG-GTLの合成ガス技
術やCO2とH2を合成して製造される合成燃料製造技術と
なるFT合成技術を、カーボンニュートラル実現に向け
て必要な技術と捉え、事業化検討を継続して活動してい
く予定である。

また今後は、本プロセスの特徴である「CO2を含有す
る天然ガス活用」の観点から、カーボンリサイクル技術
としての検討も進めていく予定である。

謝辞
プロモーション活動での「JAPAN-GTL コンソーシアム」

及び関係各位のご指導、ご支援に感謝、引き続き協力をお
願い申し上げる。

JAPAN-GTLプロセス開発を、ラボの時代からご支援頂
いた経済産業省・資源エネルギー庁資源・燃料部石油・
天然ガス課殿に感謝の意を表すとともに、事業化に向けて、
引き続き、ご指導、ご支援のほどお願い申し上げる。

引用・参考文献
[1] 末廣能史・片倉和人、石油・天然ガスレビュー 

2013.1 Vol.47 No.1：「国産GTL技術開発の現状と今
後について－JAPAN-GTLで資源獲得を目指す－」

[2] 片倉和人 石油開発最新事情：『国産GTL技術開発
の完了と今後の展望・取組み』
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⑤　海洋油ガス田開発における既設セパレータの能力向上等による油水分離効率化スタディ

実 施 期 間　　令和2年度 
担 当 部 署　　技術部 施設技術課 
担 当 者　　鈴木陽洋、浅沼貴之、小原 進、三好啓介 
調査委託先　　東洋エンジニアリング（株）

基本情報（目的等）
本邦石油開発会社にとって、安定生産は産油国との関

係等においても重大な課題の一つであるが、増産はより
難易度の高い課題である。特に、海洋油ガス田開発にお
ける安定生産・増産の実施には、エマルジョン対策を含
む洋上での油水分離、更には、施設規模の制約、海気象
条件、海洋環境への配慮等、一般的に陸上での油ガス田
開発に比べて様々な制約が多い。また、増産に伴う既設
セパレータの能力向上は、本邦石油開発会社のみならず
国内外の石油開発会社が常に抱える課題である。そこで
JOGMECは広く本邦石油開発会社の操業現場への支援
に繋げることを目的として、「海洋油ガス田開発におけ
る既設セパレータ能力向上を含む油水分離効率化手法」
に関する調査（以降、「本スタディ」）を、東洋エンジニ
アリング（株）に委託した。

研究内容および成果
本スタディでは、既存技術及び最新技術の情報収集を

行い、以下に述べる方法にて整理を行った。

1．技術分類
原油処理プロセスにおいて、生産流体の原油と水の比

率およびエマルジョンの含有の有無により、異なる油水
分離技術を適用するため、次の分類にて技術を取りまと
めた。（図1）

1）油中水の分離技術（エマルジョン処理を含まない）
2）油中水の分離技術（エマルジョン処理を含む）
3）水中油の分離技術

2．油水分離技術リスト
本スタディで調査した油水分離技術の特徴を技術リスト

として整理し、原理・分離性能・必要な用役（ユーティリ
ティ）・フットプリント（諸設備の占有面積）・重量・主要ベ
ンダー・実績の多寡・既存設備に設置する際の工期・メン
テナンスの必要性・CAPEX・OPEXについてまとめた。

3．適用候補技術の選定手順
収集した技術の選定手順について整理した。既存生産

設備に何らかの油水分離に関する問題を抱える場合にお
いて、それを解決するための技術選定フローは次のよう
に実施される。

1） 問題特定：設計値と運転値を比較し、問題を特定、
あるいは将来的に問題になり得る箇所を特定する。

2） 技術選定：特定した問題を解決するために種々の観
点から対象設備において適用可能な技術を選定する。

3） ラボ試験／フィールドテスト：選定された技術が問
題解決につながるかどうかを確認するために、ラボ
スケールもしくは実際のテストセパレータ等で予備
検討を実施する。

4） 実装：ラボ試験／フィールドテストの結果を踏まえ、
技術をフィールドに導入する。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本スタディでは、油水分離技術について広く情報を収

集し油水分離技術リストとして整理した上で、技術の選
定手順についてまとめることができ、JOGMEC内に知
見を蓄積することができた。本スタディの成果を踏まえ、
油水分離や既設セパレータの能力向上に課題を抱える本
邦石油開発会社の操業現場への支援に繋げていきたい。

 
 

 
 

 

3) ⽔中油の分離技術 

1) 油中⽔の分離技術 
(エマルジョン処理含む) 
2) 油中⽔の分離技術 
(エマルジョン処理含まない) 

図1　油水分離技術の分類
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はじめに
JOGMEC/TRCの研究施設（ラボ）には、「油層工学」、

「地質地化学」、「岩石物性」の各分野に実験・分析担当者
が配置され、様々な実験・分析業務を実施しつつ、その
技術水準の維持を進めている。令和2年度においては、コ
ロナ禍で例年とは異なる環境下でのラボ運用となったが、
新たなツールスの導入や様々な工夫を取り入れ、国内石
油開発会社および産油産ガス国との共同研究等における
実験・分析業務を継続実施した。緊急事態宣言が発令し
勤務体制が制限される中で令和2年度上半期は実験スケ
ジュールに遅延が生じたものの、後述する新たなラボ運
用の下、令和2年度全体では当初予定されていた実験・分
析業務を遅滞なく実施することができた（図1）。

令和2年度に実施した主な実験・分析業務は以下の通
りである。

・豪州ガス田を対象とした弾性波速度異方性評価
・ベトナム沖ガス田を対象とした弾性波速度測定
・中東地域を対象とした低塩分濃度水攻法コア流動実験
・ナノパーティクルを用いたEORにおける岩石濡れ性評価
・基礎試錐「日高トラフ」試料を用いた弾性波速度測定
・カスピ海沿岸産油国岩石コアによる相対浸透率測定
・火山岩貯留層における鉱物定量評価手法に関する研究

コロナ禍におけるラボ運用
令和2年度は機構の「新型コロナウイルス感染症対策

の基本的対処方針」に基づきテレワークを実施しなが

ら、実際に出勤して作業することが不可欠である実験・
分析作業の洗い出しを行い、3密（密閉・密集・密接）
を避けた新たなラボ運用を開始した。基本的な感染症対
策であるマスク着用の他、以下の点に留意し、安全な環
境の中で実験・分析業務を継続した。

（1）密閉下での換気
　 実験室は装置や実験・分析データに外気温変化の影

響を受けなくするため、エアコンを用い実験室の扉を
閉め作業する場合がある。そこで、実験室の扉を常
時開放することが可能な実験室と常時開放が困難な
実験室に分類し、常時開放できる実験室は常時開放
とし、換気に伴う実験室内の温度変化を抑制するた
めの対処を行ったうえで常時開放困難な実験室では1
時間に5分以上の換気を2回以上実施することとした。

（2）密集から分散へ
　 実験室のサイズ、換気状況を考慮し、実験室毎に同

時に入室して作業できる人数を設定した。それに伴
い作業スケジュールや作業分担の見直しを行い、密
集状態が生じないよう調整した。（作業人数上限の
例：通常の実験室で常時扉解放無しの場合3名まで。）

　 従来であれば実験室で実施していた実験経過のモニタ
リングはwebカメラを用い在宅で監視し、異常発生時
には出勤者へ連絡する流れを構築した。また、データ
解析作業は原則在宅で行こととし人的接触の機会を低
減した。

（3）密接からオンラインへ
　 実験・分析作業の情報共有を図るために実施してい

たミーティングはオンライン開催へ移行した。これ
まで実際に試料を見ながら実施していた各作業の申
し送りや試料の受け渡しが行えなくなったことに関
して、オンライン会議で共有する他、クラウド上に
留意事項などのデータを記載することで対応した。

　 また、長期化するコロナ禍においても技術継承を継
続するため、従来のトレーニングに代わって、実験
室で指導者が作業する様子をオンラインで配信し在
宅で学ぶシステムを取り入れた。またオンライン配
信内容は同時に録画することで、今後も活用できる
デジタル教材とした。

Ⅳ．ラボ分析／実験
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図1　実験・分析業務実績
（注：共同研究を対象）
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技術継承と新技術
過去約5年間を振り返り、ラボで実施した実験・分析

において利活用した実験装置とその装置をどのような目
的で使用したかを洗い出し、今後の技術継承における課
題と今後のテーマとなり得る知見の整理に着手した。技
術継承は大きな課題であり、実際の実験・分析による体
験型の技術取得機会は非常に重要である。そこで属人化
しやすい技術を複数の担当者で認識・取得し当該技術が
途絶えることがないよう維持を図っている。

デジタル技術の活用
令和元年度より継続実施した、「弾性波波形の初動点

自動抽出」の実用化取組みに引き続き、技術センターで
取得する全実験データの統合化システムの導入について
検討を継続した。

実験・分析装置の保守
実験装置の安定稼働維持のため令和2年度は18件の保

守契約を結び、製造会社による定期メンテナンスを実施
した。また、日常保守として自主点検、故障対応を行
い、実験・分析および装置手順書の作成を継続した。

実験装置更新状況
令和2年度に更新した装置は以下の3機である。今後も

実験装置の更新及び新技術に対応した装置の導入を継続
する。

①　サーモフィッシャーサイエンティフィッック社製
　 トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計
（図2）

　 揮発可能な微量の有機物の成分量を測定可能な装置
でJOGMECではバイオマーカーという有機物の根
源生物の痕跡成分を測定し根源岩の堆積年代、堆積
環境、熟成度の指標を探鉱に役立てている。本装置
は技術革新により旧装置の約10倍の測定感度を有

し、従来測定不可能であった岩石中に微量しか含ま
れていない成分の測定が可能となると共に、世界的
に不足しているヘリウムガスの消費量を大幅に削減
できる装置である。

②　WILDCAT社製HAWK Pyrolisis熱分解装置（図3）
　 有機物の熱分解温度帯と量の測定により根源岩のポ

テンシャルを測定する装置である。新規装置は旧装
置にはなかったトータル有機炭素の測定モードを追
加し、シェール等に含まれる低沸点有機物のポテン
シャル測定も可能である。

③　 SIEMENS社製X線CTスキャナSOMATOM go now
（図4）

　　 一般的な医療用CTスキャナ装置である。岩石試料
内の流体分布把握や試料内部の大きなバグや孔隙を
非破壊にて観察が可能である。本装置では、ビーム
ハードニングや金属アーチファクト低減のためX線
管にスズフィルターを採用し、また複数のアルゴリ
ズムによる画面再構成が可能となっている。

 

図2　TSQ9k-GC/MS/MS

図3　HAWK Pyrolisis

図4　CTスキャナSOMATOM go now
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①　由利原玄武岩質貯留岩層の岩石内部構造評価技術に関する検討事例

実 施 期 間　　令和2年度 
担 当 部 署　　技術部 実験・研究基盤課 
担 当 者　　服部達也、下河原麻衣 
共同研究先　　石油資源開発株式会社

基本情報
1．目的・背景

本共同研究では、複雑な構造・鉱物組成を有する火山
岩貯留岩層の性状を理解するための貯留岩層評価技術の
向上を目的としている。本研究で対象とする玄武岩質貯
留岩は、一般的な砂岩・泥岩等の堆積岩と比較して、複
雑な岩石内部構造や鉱物組成を有している。これらの原
因として、様々な温度・圧力条件による変成作用の影響
により構成鉱物の種類・産状が多様になっていることや
マグマからの固化時における揮発成分の発泡による孔隙
構造（発泡孔隙）の形成による孔隙構造の不均質性が挙
げられる。

そこで本報告では、火山岩貯留岩層における岩石構造
や鉱物分布を視覚的かつ定量的に分析し、堆積岩（砂
岩、泥岩）とは異なる火山岩貯留岩層の性状について検
討した結果について報告する。

2．経緯
JOGMECで は2015年 より 石 油 資 源 開 発 株 式 会 社

（JAPEX）と共同で様々な岩種の貯留層評価技術に関する
検討を行っている。本報告では、その中でも東北地方の日
本海側由利原地域に位置する新第三紀堆積盆のグリーン
タフ層準に発達する玄武岩質貯留岩層を対象とし検討し
た一例について報告する（図1）。この貯留岩層を主要貯

留層とする由利原油ガス田は、多くは火山岩（玄武岩）及
び火山性砕屑岩によって構成されている。また、これらの
岩相は海洋底変成作用を被っており、一定の変成条件

（Prehnite-pumpellyite相）を経験している岩相において
貯留岩性状としての特徴がある[1] [2]。Prehnite-pumpellyite
相は温度条件にして、約250℃を超える変成作用に相当し
ており、Zeolite相よりも高温の変成相である。

本研究で使用した試料は、由利原地域に分布する玄武
岩質貯留岩層から採取した玄武岩及び玄武岩質砕屑岩の
プラグコア試料、岩石薄片である（表1）。

研究内容及び成果
1．分析手法

検証に使用した分析装置は、（1）マイクロフォーカスX
線CT、（2）SEM＋EDS with mineral mapping system
である。本報告では、これらから得られた分析データを
相互補完的に使用し、岩石内部構造及び鉱物組成・分布
を視覚的に把握、火山岩貯留岩層の内部構造の定量的評
価を行った。

（1）�マイクロフォーカスX線CTを用いた孔隙構造評価
（以下、マイクロCT）

マイクロCT（カールツァイス社製）は、岩石試料に
対して照射されたX線のうち、透過したX線を受信機で
受信、2次元の透過像を複数枚撮影し、それらを3次元画
像に再構築することで非破壊にて岩石試料の内部構造を
可視化した3次元立体画像を得ることができる分析機器
である。
①分析条件

試 料：5試料（プラグコア）
撮影時試料条件：乾燥状態
X 線 出 力：160kV、10W
撮 影 枚 数：1,601枚

: Study area

図1　研究対象地域（秋田県由利原地域）

表1　本研究における使用試料の概要

Rock type Basaltic rock （Pillow lava）

Sample condition Plug core, Thin section

Porosity ％ 15.3〜22.9

Permeability md 0.10〜9.47

Phenocryst ％ 5〜20
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解 像 度：22μm／ピクセル
撮影視野（FOV）：約20×20mm
 　FOVの範囲は、プラグコア全体の内部構造を可視
化するため、コア全体を視野内に収められるように決
定した。
②分析結果及び解析手法

本研究において、画像解析には画像処理ソフトウェア
「Avizo（Thermo Fisher Scientific社製）」を使用した。
「CT値（CT画像上で物体の密度に相関のあるグレース
ケールのコントラスト値）」の情報を利用し、孔隙構造
及び鉱物の分布を抽出し、孔隙率や鉱物量比の推定を
行った。具体的には、CT値の低い（暗い）領域を孔隙

（CT孔隙）とし、CT値の高い（明るい）領域を高輝度
粒子（本研究の場合、ChloriteやPrehniteといった変成
鉱物に相当）として抽出した。

本研究試料における3次元画像例を図2に示す。3次元
画像撮影によって、事前の顕微鏡観察においても確認さ
れていたVeinや発泡孔隙といった内部構造や発泡孔隙内
に形成されているPrehniteといった相対的に密度が高い
変成鉱物分布を選択的に可視化することができた。また、
顕微鏡観察等では判別が難しいMatrix領域（岩石を構
成する岩石片や鉱物の間隙を埋める細粒でガラス質ある
いは非晶質な充填物が分布する領域）に細粒な“Prehnite
と同等のコントラスト（密度）”を有する鉱物が分布して
いることも把握することができた（図2：青色で示されて
いるHigh contrast mineralsがMatrix領域にも分布）。

（2）鉱物マッピングシステムを用いたSEM＋EDSによ
る鉱物分布評価

SEM+EDSは、電子線が試料に照射されたときに発生す
る特性X線をEDS（エネルギー分散型X線分光器）で受
信し、化学組成を定量的に分析することが可能な分析手法
である。また、Mineral mapping system（QEMSCAN®、
FEI社 製 ） は 得 ら れ た 特 性X線 と 後 方 散 乱 電 子

（Backscattered Electron；BSE）の情報を基に鉱物データ
ベースと自動的に照合し、高解像度の鉱物マッピング取得
を可能とするシステムである。
①分析条件

試 料：5試料（岩石薄片）
試料表面処理：炭素蒸着
電 子 線：15kV、10nA
分 析 解 像 度：2μm／ピクセル
分 析 領 域： 岩石薄片試料の全面  

約20mm×30mmの範囲
②分析結果

本研究における鉱物マッピング例を図3に示す。鉱物マッ
ピングの結果から、Prehnite帯に属している岩相内でも鉱
物分布や産状、特にMatrix領域において違いがあること
が分かる。なお、JOGMECが所有するQEMSCAN®の鉱
物データベースが“堆積岩仕様”であることから、一般的
に堆積岩に含まれないPrehnite（一般式：Ca2Al（AlSi3O10）

（OH）2）は、鉱物化学組成が類似しているZoisite（一般
式：Ca2Al3（Si2O7）（SiO4）O（OH））として識別されるため、
本研究では、ZoisiteをPrehniteと読み替えて、考察に用
いた。

2．考察
（1）孔隙分布と鉱物組成の相関性

孔隙構造と鉱物組成の相関についての対比を行う目的
にて図4にCT孔隙率-PrehniteのプロットにマイクロCT

5mm

a)

b)

図2　 a）玄武岩質貯留岩（プラグコア試料）のマイクロCTによる
3次元画像例及びb）画像解析による変成鉱物・孔隙の抽出例

図3　玄武岩質貯留岩（岩石薄片）の鉱物マッピング例
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による3次元画像を併記したものを示す。なお、ここでの
「CT孔隙率」とは、本研究でのマイクロCTの撮影条件
である「解像度22μm／ピクセル」を閾値とするもので
あり、22μm未満の孔隙構造については可視化できてい
ない（CT孔隙率は、本来の孔隙率と比較して過少評価
となる）という課題がある。Prehnite-pumpellyite相に
属するPillowにおけるPrehniteとCT孔隙率には、負の
相関性が見られる。Prehnite-pumpellyite相に属する岩
相は、Zeolite相に属する岩相と比較して、CT孔隙率お
よびPrehnite含有量が高い傾向にある。

また、Prehnite相に属する岩相では、比較的大きな発
泡孔隙が観察され、発泡孔隙の内側にはPrehniteが形
成されていることが明確に観察される。対照的に
Prehnite相以外の岩相では、微細な孔隙構造が支配的で
ある。また、鉱物マッピング、顕微鏡観察からCT値の
高い高輝度鉱物はPrehniteではないと確認された。こ
れらはChlorite系の鉱物や金属鉱物であると考えられ
る。Prehnite帯の玄武岩質貯留岩（Pillow溶岩）では、
1mm3以上（最大5-6mm3）の発泡孔隙が多く発達してい
ることが3次元的に把握でき、変成鉱物の分布と併せて
火山岩質貯留岩の性状を区別することが期待できる成果
が得られた。

まとめ
現時点において、各岩相の孔隙分布・鉱物組成分布が

3次元的に把握でき、グループ分けが行えている。また、
CT孔隙率（解像度22μm）とPrehniteといった変成鉱
物の間に相関関係が示唆されたため、今後さらなる解
析・検証を進めて行く上で重要な手がかりとなる。

しかし、マイクロCTでは解像度の限界があり、約

80％以上を占めるMatrix領域を構成している極微細な孔
隙構造（マイクロ〜ナノフラクチャー）を可視化できて
いない点が課題として挙げられる。発泡孔隙同士を連結
する構造（特にMatrix領域の極微細構造）に対して
FIB-SEM（Focus ion beam付属の電子顕微鏡）を用い
てナノスケールでの超高解像度における3次元SEM観察
を実施し、火山岩質貯留岩の発泡孔隙とMatrix中のマイ
クロ・ナノフラクチャーの連結メカニズムの理解を深め、
貯留岩性状の向上に孔隙構造及びPrehniteの分布がどの
ように関与しているのかの解明に繋げ、より精度の高い
構造解釈・貯留岩性状の向上メカニズムの理解を目指す。
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国内石油・天然ガス基礎調査
国内の石油・天然ガス資源は安定的に供給可能なエネ

ルギー源であり、その資源ポテンシャルを把握すると共
に資源開発に関する技術的・経営的基盤を形成すること
は、エネルギー安全保障の観点から国の重要な政策の一
つである。国が定める第3期「海洋基本計画」（平成30年
5月15日閣議決定）および「海洋エネルギー・鉱物資源
開発計画」（平成31年2月改訂）に基づき、日本周辺の海
域における探鉱活動をさらに推進するため、国内石油・
天然ガス基礎調査が実施されている。国内石油・天然ガ
ス基礎調査は、物理探査「基礎物理探査」と試錐「基礎
試錐」から構成され、これら政策を背景に、日本近海の
探鉱未実施海域において地質構造の把握と、石油・天然
ガスの賦存状況の評価が進められている。

国の基礎調査事業として、JOGMECは基礎物理探査
事業全般と、その成果を受けて実施される基礎試錐事業
の事業管理業務を経済産業省から受託している。そして
基礎調査事業で得られたデータ類の管理・貸し出しも実
施している。

1．令和2年度の実績
（1）�三次元物理探査船「たんさ」推進モーター損傷事故

調査
令和2年3月と4月に推進モーター2基が損傷したため、

外部有識者からなる推進モーター事故調査委員会を立ち
上げ、5回の委員会を開催した。委員会を通して損傷し
た推進モーターの原因究明、再発防止対策の検討を行
い、モーターの修理完了後は、海上試運転を経て推進
モーターの健全性が検証されたため、令和3年2月15日か
ら、三次元物理探査データの取得を再開した。

原因究明の一環で実施した推進モーターの開放調査の
結果、ステーターコイル及びローターが焼損しているこ
とが判明した。焼損原因は委員会において、「モーター
内のコイルを支える楔の緩み・脱落による絶縁性能の低
下」、及び「コイル絶縁材の経年劣化による絶縁性能の
低下」で発生した短絡電流により誘発された可能性が高
いと判断された。なお、損傷した推進モーターは、絶縁
性能を向上させたステーターコイルで構成される新品
モーターに交換された。策定された再発防止策は、1）
メーカーによる絶縁性能に関する点検項目と頻度の拡
充、2）乗組員による絶縁性能に関する点検項目と頻度

の拡充、3）絶縁劣化の兆候把握のための遠隔診断シス
テムの導入、等の項目から成り、これらを運用していく
ことにより、今後の安全な運航に努める。

（2）基礎物理探査の調査実績
基礎物理探査事業では、令和2年度は「たんさ」を用

いて1調査を実施し、約216km2の三次元データが収録さ
れた。得られたデータは適正な品質管理（QC）の下、
データ処理及びデータ解釈が実施される。

また、令和元年度以前に取得された「福江北西沖3D」、
「常磐沖中部3D」及び「常磐沖北部3D」、「御前崎沖3D」
及び「天竜川沖3D」については、データ処理と解釈作業
を年度内に完了した。

（3）�物理探査（反射法地震探査）における「たんさ」の
特徴

反射法地震探査は、人工的に発生させた弾性波（音
波）が地下の地層境界面で反射してくる波を（探査船が
曳航する）長大なストリーマ・ケーブルに内蔵された多
チャンネル受振器で捉え、得られた膨大な観測データの
コンピュータ処理を通して、地下数千メートル以上に及
ぶ地下地質構造を可視化するための探査技術である。こ
れまで海洋で実施された反射法地震探査において、海中
で発生させた音波は四方八方に伝搬する中で、海面から
の反射波の混入により、観測したい信号の周波数が狭帯
域化する問題があった。この問題を解決するため、デュ
アルセンサー（加速度計と圧力計）を持つジオストリー
マを導入することにより、受振器の曳航深度の有無にか
かわらず信号の広帯域が実現でき、また曳航深度を深め
に設定することで、荒天時などに海面付近で発生する波
浪ノイズの影響を軽減できるようになった。さらにジオ
ストリーマを曳航する際の空間的な位置を制御する装
置、eBirdを複数搭載しているため、ファンモード・
シューティング[1]が適用できる。ファンモードでデータ

図1　推進モーター概要

Ⅰ．国内石油・天然ガス基礎調査
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を収録することにより、海流の影響や障害物の回避等に
より発生するデータ未収録面積、いわゆる三次元物理探
査におけるデータ収録の穴を軽減できるため、調査効率
を数％向上することが期待されている。三次元反射法地
震探査とは、この様な地下地質構造を三次元空間的に可
視化することができる高精度探査法を指す。

2．令和3年度方針
三次元物理探査船「たんさ」を用いて、5海域の調査

を実施する計画である。令和2年度までに取得した物理
探査データのデータ処理における品質管理（QC）及び
データ解釈作業を継続し、民間企業による国内探鉱活動
の活性化に資する成果を提供する。令和10年度までに三
次元物理探査データ約5万km2の取得を行い、日本周辺
海域に新たな探鉱ポテンシャルを求めて、安全かつ効率
的な調査に取り組んでいく。

参考文献
[1] David J. Monk, 2010. Reducing Infill Requirements 

Using Fresnel Zone Binning and Steerable 
Streamers. SEG Denver 2010 Annual Meeting, 
Extended Abstract.

図2　�データ収録概略図とeBird（eBird:�Kongsberg社カ
タログより引用）
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はじめに
JOGMECでは、我が国の資源外交に貢献し、産油・

ガス国等との関係強化を図るため、産油・ガス国等を対
象とした産油国技術者研修等事業を実施している。また、
国内技術者を対象とした国内人材育成事業の実施を通し
て、我が国石油開発業界の技術者育成に貢献している。

1．産油国技術者研修等事業
（1）概要

産油国技術者研修等事業は、産油・ガス国の石油・天
然ガス関連の政府関係機関に所属する技術者等を日本へ
招聘し、JOGMECのTRC他において研修を行うもので
ある。我が国の資源外交の動きにあわせ、資源国との関
係強化を通じて、将来的な石油・天然ガスの安定供給確
保の布石にすることを目的としている。研修の種類は、
石油資源上流技術の主要4分野（物理探鉱・掘削マネジ
メント・油層工学・探鉱地質）を多数の産油・ガス国政

府関係機関等に提供している通常研修と、我が国の政策
的重要性の高い特定の産油・ガス国等に対して実施する
特別研修がある。

（2）令和2年度目標
従前のコースに加え、新興LNG消費国の中・下流ニー

ズに対応するべく、LNGバリューチェーン研修やテー
ラーメイド研修を継続実施し、アジアでの市場形成につ
なげる。

（3）成果
上記の目標に対し、新型コロナウイルス感染症の世界

的流行を受け、暫定的に開催形式をオンラインに変更
し、以下の研修を実施した。これらの実績を通し、産
油・ガス国等の政府及び関係機関の技術者等の能力向上
に貢献した他、人的ネットワークを継続的に構築するこ
とで、我が国の資源外交の強化に貢献した。

2．国内人材育成事業
（1）概要

国内人材育成事業は、我が国企業の技術者等を対象
に、石油・天然ガスの探鉱から開発、生産に至る各分野
の基礎技術から専門技術に至るまで、各種講座を開催し
ている。各講座は、最新の技術動向等を踏まえて内容の
充実を図り、国内の石油・天然ガス開発事業従事者の技
術力向上に寄与することを目指している。

（2）令和2年度目標
我が国企業の上流権益取得・維持に必要な技術評価力

をさらに向上させるべく、根幹となる技術を中心とした研
修メニューを構築し、我が国企業の競争力強化に貢献する。

（3）成果
上記の目標に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため暫定的に一部の講座をオンライン形式として以下
の研修を実施し、我が国企業の技術者等への研修機会の
提供と遂行能力の向上に貢献した。

Ⅱ．産油国技術者研修・国内人材育成
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石油・天然ガス関連業界の技術者等を対象とし、各種分野（地
質・物探・油層・掘削・生産等）をテーマにしたもの。
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情報発信
JOGMECは、TRC（技術センター）で実施された調

査・研究開発成果を外部へ情報発信するための活動を
行っている。主な情報発信活動としては、成果報告会で
ある「JOGMEC-TRCウィーク」の開催、年報作成、
メールマガジンの配信、海外の学術大会等におけるブー
ス出展があげられる。

JOGMEC-TRCウィークの開催
令和2年度に開催した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
に、令和2年7月1日に公表した技術事業戦略に沿って、
主に前年度に実施した事業の報告を行った。毎年、集客
しての開催であったが、新型コロナウィルスの感染拡大
への懸念からオンライン方式によって令和2年11月16日
から20日までの5日間開催した（図1）。参加者は、外部
から660人、JOGMEC内部から324人（5日間の合計）で
あった。

第1日目「低炭素社会実現への貢献」は、本部長挨拶
に引き続き、技術事業戦略の紹介および技術総括報告、
低環境負荷型技術、低炭素化、低油価環境に対応した

EOR技術への取り組みを紹介した。第2日目「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－」は、タイトオイル／ガス開発における共同スタ
ディ、水圧破砕メカニズムの解明に向けた取り組みを紹
介した。第3日目「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」は、デジタル技術に関する取り組みに続き、メタ
ンハイドレートの商業化に向けた研究開発を報告した。
第4日目「基盤技術の維持・強化～開発技術」は、開発
技術分野から、坑井および施設健全性管理への取り組み
を報告した。第5日目「基盤技術の維持・強化～探査技
術」「国内基礎調査」は探査技術分野の報告および国内
基礎調査の報告を行った。

なおプログラムは【資料編】を参照のこと。
また、上述の口頭発表の他、ポスター発表も実施し、

計15件のポスターおよびメタンハイドレートフォーラム
の案内ポスターをJOGMECホームページ（以下「HP」）
イベントサイトに掲載した。

TRCウィークでは、参加者に対してアンケートを実
施している。満足度を尋ねたところ、「大変満足」が72
人（40％）、「満足」が102人（57％）となり、概ね高評

Ⅲ．研究成果の情報発信

図1　TRCウィーク配信画面
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価（図2）であった（回答率18.2％）。また、オンライン
開催のメリットおよびデメリットも尋ねたところ、メ
リットとしては、自社オフィスや自宅から参加できると
いう「場所」、外勤する時間の節約になるという「時間」、
さらには視聴したい講演だけ選択できるという「気軽
さ」などがあげられた（図3）。デメリットとしては、
講演者あるいは他参加者との対話ができないといった

「交流」や、臨場感が感じられないという「体感」があ
げられた。しかし他方では「デメリットなし」という意
見も多かった（図4）。

今後は本アンケートの結果を踏まえ、改良を探ってい
くこととする。

年報作成
年報は毎年発行しているが、令和2年度に発行した分

（令和元年度年報）は技術的なバックグラウンドのない
人でも理解できることを目指したパンフレットと、研究
開発成果を収めた事業報告の2本立てとすることにした。
このうち事業報告は令和3年2月（日本語版）および3月

（英語版）に完成（図5）し、冊子やDVDを関係各所に
配布したほか、HPの刊行物サイトにも掲載した。

なお、この令和3年2月および3月発行分をもって冊子・
DVDの作成は終了とし、今後はHP掲載のみとする所
存である。

また、パンフレットを令和3年7月に発行した。

メールマガジンの配信
メールマガジンは奇数月の月末を目途に配信してい

る。内容は、技術本部関連のニュース、研修の応募状
況、学会・論文発表状況などであり、令和元年度は115
号から121号まで7回配信した（配信日や配信先数などは

【資料編】参照）。
配信に合わせてTRCの活動内容や研究開発成果を紹

介する記事を作成し、JOGMEC調査部のサイトに掲載
している。令和2年度のメールマガジン配信にあたって
作成した記事は以下の2編である。

「海外における学会等へのブース出展実績（2019年度）」
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/ 
1008771.html

「水溶性天然ガス田の操業における課題解決への取り
組み」
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/ 
1008819.html

学術大会等におけるブース出展
令和2年度は以下の4件の大会においてブースを出展す

る予定であった。
①　 メキシコ・モンテレイで開催のCongreso Mexicano 

del Petróleo（CMP）
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図2　アンケート結果（満足度）

図5　令和元年度年報（事業報告）

図3　アンケート結果（オンライン開催のメリット）

図4　アンケート結果（オンライン開催のデメリット）

 

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/1008771.html
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/1008819.html
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②　 アブダビで開催のAbu Dhabi International Petroleum 
Exhibition and Conference（ADIPEC）

③　 ヒューストンで開催のWorld Petroleum Congress
（WPC）

④　 クアラルンプールで開催のInternational Petroleum 
Technology Conference（IPTC）。

（1）CMP
CMPは令和2（2020）年6月にメキシコ・モンテレイ

市において開催が予定されていた大会である。メキシコ
では毎年開催されており、JOGMECは連続して株式会
社INPEXと共同で出展してきた。アピールする相手は、
まずはメキシコ国営石油会社（PEMEX）であり、彼ら
に対してJOGMECが取り組んでいる技術を紹介し、共
同出展者であるINPEXの活動を側面から支援すること
で、INPEXなど日本企業による将来の権益獲得につな
げることを目指している。

しかし新型コロナの感染拡大の影響で、大会そのもの
が令和3（2021）年11月17～20日に延期という決定がな
された。

（2）ADIPEC
ADIPECは1984年に第1回の大会が開催され、2012年

までは隔年の開催であったが2013年からは毎年の開催と
なっている。本大会参加者数は14～15万人、出展社数も
2,000社以上に上り、今では世界でも最大級の大会となっ
ている。

アブダビは依然として我が国の資源外交上の重要な
ターゲットのひとつであり、JOGMECの有する技術力
などをアブダビ国営石油会社ADNOCに対してアピー
ルすべく、ADIPECには石油公団時代の1998年から毎
回出展している。今回は前年に引き続いてアブダビ石油

株式会社、コスモエネルギー開発株式会社、JX石油開
発株式会社との共同出展とし、共同出展者が自身の業務
や取り組みを紹介することで、JOGMECとともに対外
発信するという相乗効果を狙っていた。

しかしながら令和2（2020）年11月の開催予定であっ
たが、新型コロナの感染拡大のため、カンファレンスは
バーチャル（オンライン）開催となった。一方の展示会
は1年延期となり、令和3（2021）年11月15～18日開催の
予定である。

（3）WPC
WPCは3年に1回開催されている大会である。前回は

平成29（2017）年7月のイスタンブール開催であり、今
回は令和2（2020）年12月にヒューストン開催の予定で
あった。しかしこれも新型コロナ感染拡大の影響によ
り、大会そのものが延期となった。新たなスケジュール
は令和3（2021）年12月5～9日の開催となった。

（4）IPTC
IPTCはAAPG、SPE、SEG、EAGEという石油開発

技術の4学会がスポンサーとなって開催される総合的な
学術大会である。過去にもブースを出展し、外国石油会
社や国営石油会社と技術的な対話のきっかけとなったこ
ともある大会である。アジアと中東で交互に開催されて
おり、令和3（2021）年3月にクアラルンプールにて開催
が予定されていた。

しかし本大会にも新型コロナの影響が及び、カンファ
レンス・展示会ともバーチャル（オンライン）開催とな
り、出展は見送りとした。なおクアラルンプール大会の
次は令和4（2022）年2月21～23日にサウジアラビア・
ダーランにて開催の予定、出展する方針である。
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令和2年度 石油天然ガス開発技術本部 予算内訳

運営費交付金（当年度予算分のみ） 2,858百万円
メタンハイドレート開発促進受託事業費 8,102百万円
国内石油天然ガス基礎調査受託事業費 8,994百万円

２．予　算
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① 年報
刊行物名 発行日 内　　容

令和元年度 
石油天然ガス開発技術本部 年報

令和3（2021）年2月 令和元年度の研究・調査成果をまとめた「年報」の日本語版とし
て、冊子およびDVD-ROMを作成し、関係機関等へ配布した。

Annual Report
April 2019-March 2020

令和3（2021）年3月 令和元年度の研究・調査成果をまとめた「年報」の英語版として、
冊子およびDVD-ROMを作成し、関係機関等へ配布した。

② メールマガジン
号数（配信数） 配信日 内　　容

115号（923） 令和2（2020）年5月29日 ■石油開発最新事情 
　「海外における学会等へのブース出展実績（2019年度）」
　https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/1008771.html
■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

116号（922） 令和2（2020）年7月31日 ■石油開発最新事情 
　「水溶性天然ガス田の操業における課題解決への取り組み」
　https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/1008819.html
■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

117号（910） 令和2（2020）年9月30日 ■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

118号（909） 令和2（2020）年10月30日 ■「JOGMEC-TRCウィーク2020」オンライン開催について

119号（907） 令和2（2020）年11月9日 ■「JOGMEC-TRCウィーク2020」オンライン開催について
　（ポスターセッションの案内）

120号（906） 令和2（2020）年12月14日 ■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

121号（903） 令和3（2021）年2月12日 ■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

３．刊行物
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① JOGMEC-TRCウィーク2020
プログラム

年月日
（外部参加者数） 発表タイトル（発表者） 概　　要

令和2（2020）年
11月16日

（203人）

■本部長挨拶（江波戸俊和）
■技術事業戦略
・JOGMEC/TRCの技術事業戦略について（末廣能史）
・技術総括報告（佐伯龍男）
■低環境負荷型技術
・低環境負荷に向けたアプローチ（三好啓介）
・DDR型ゼオライト膜を用いたCO2分離・回収（田中勝哉）
・原油スラッジ削減技術の開発（池田憲治）
・セラミック膜随伴水処理技術：商業化に向けて（川村和幸）
■低炭素化、低油価環境に対応したEOR技術への取り組み
・EOR・CCSの取り組み（岡部 博）
・EORスクリーニングプロセス（齋藤直輝）
・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）
・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）
・油層シミュレーションにおける不確実性評価（森下諒一）
・EORを実施するための地上施設検討（高柳正純）
・CO2-EORで培った知見のCCSへの適用（赤井崇嗣）

「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
行った。11月16日は、技術事業戦略の紹介およ
び技術総括報告を行った。
続いて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た。
さらに、「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た。

令和2（2020）年
11月17日

（123人）

■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）
・タイト貯留層開発の最適化に向けた取り組み（伊藤義治）
・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）
・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）
・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（JAPEX・玉川哲也）
■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）
・室内実験における水圧破砕亀裂の可視化研究（京都大学・陳 

友晴）
・鵜ノ崎海岸女川層での水圧破砕およびAE観測（有馬雄太郎・

竹内 傳・黒澤 功）
・Using DAS to monitor fluid injection: Application to the 

proposed KIQ-START initiative（University of Calgary: 
David Eaton）

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
れる。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
にも着手した。前半は、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
て紹介した。また、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行った。

４．イベント
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年月日
（外部参加者数） 発表タイトル（発表者） 概　　要

令和2（2020）年
11月18日

（170人）

■デジタル技術
・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）
・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）
・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）
・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）
・AIを用いた石灰質ナンノ化石の自動解析（富士通・山田吾郎）

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を設置した。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および
調査、現場実証に取り組んでいる。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
つか選択して紹介した。

■メタンハイドレート
・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）
・メタンハイドレートシステム・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）
・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）
・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）
・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）

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
いる。今回は現在の課題・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た。

令和2（2020）年
11月19日

（76人）

■坑井・施設健全性管理への取り組み
・開発技術分野の活動概要紹介（北村龍太）
・坑井健全性管理の概要について（稲田徳弘）
・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）
・施設健全性管理の概要について（鈴木陽洋）
・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（JX

石油開発・中野圭崇）
・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（アブダビ石油・山口晋平）
・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
の技術およびシステムへの関心が高まってい
る。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る。
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た。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、モニタリングおよび
健全性診断手法等に係わる取り組みを紹介した。

令和2（2020）年
11月20日

（85人）

■探査技術分野
・基盤技術と企業支援に関する取り組み（加藤文人）
・Controls on resistivity and water saturation in a low-

resistivity sandstone oil reservoir（Levi Knapp）
・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）
・Diffraction Imaging ～基盤岩フラクチャー貯留層への適用～  
（JX石油開発・大津 啓）

・FWIを用いたreservoir monitoringへの取り組み（毛利拓治）

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る。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た。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
括した。

■国内基礎調査
国内石油・天然ガス基礎調査の概要（池 俊宏）

令和元年から物理探査船「たんさ」の運航が開
始され、データ収録の例とともに国内基礎調査
の業務概要を紹介した。

ポスターセッション
担当部署 担当者氏名 ポスタータイトル

非在来油ガス田技術課 石渡友章、伊藤義治、
有馬雄太郎、古井健二

酸処理におけるワームホール伸展現象の実験的解析及び数値計算による研究

メタンハイドレート 
研究開発グループ

沖中教裕、大槻 敏、
中塚善博、佐藤みづき、
松原 修

アラスカ陸上産出試験の進捗

－ 砂層型メタンハイドレートフォーラム2020
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担当部署 担当者氏名 ポスタータイトル

探査技術課 － 探査技術による企業支援の取り組み

－ 探査技術による先進的な基盤技術の取り組み

－ Integration of Organic Geochemical Analyses and Basin Modeling

－ Mineralogy and Porosity of Tight/Shale Reservoir

毛利拓司、市川 大、
北脇裕太、加藤文人

Full Waveform Inversion for Reservoir Monitoring

市川 大、下田直之、
毛利拓司、加藤文人

光ファイバーセンシング技術を活用したモニタリングとその適用事例

毛利拓司、加藤文人 速度異方性を加味したBayesian AVO インバージョン

下田直之、加藤文人 震探処理速度を用いた深度変換手法の実装

開発技術課 工藤啓靖、稲田徳弘 傾斜井掘削における坑跡最適化にかかわる最新技術動向調査について

山本和畝、安部俊吾 ジオメカニクス活用例①
～頁岩層の力学的異方性評価・出砂～

中川 勉、関根孝太郎 ジオメカニクス活用例②
～水溶性天然ガス田における地盤沈下を抑制したガス増産手法に関する研究～

大中 温、加藤是威、
下河原麻衣

アスファルテン堆積による流路閉塞（浸透率低下） の検討（孔隙スケール）

② 砂層型メタンハイドレートフォーラム2020
年月日

（参加者数） 発表タイトル 発表者

令和2（2020）年
12月16日

（参加者数355名）
［オンライン開催］

■第1部

石油・ガス開発について/石油・ガス開発とメタンハイドレート
開発の違いと難しさ/「フェーズ4実行計画」について

山本晃司

地下で何が起こっていたのか？計測とモデルの組み合わせから
見えること

山本晃司

ハイドレート胚胎砂層の浸透率特性の評価 東京大学・今野義浩

濃集帯選定のプロセス 下田直之

メタンハイドレートシステムとは何か タンティン アオン

商業化に向けたメタンハイドレート開発システム評価モデルの
構築

東京大学・和田良太

微粒子を用いた砂層内フラクチャー伸展の制御技術とCTによる
可視化実験

東北大学・伊藤高敏

■第2部

アラスカ陸上産出試験の進捗 沖中教裕

アラスカ陸上産出試験のサイエンスプラン 佐藤みづき

物理探査モニタリング 藤本 暁

アラスカ陸上産出試験地のコア分析結果 米田 純

The Gas Hydrate Challenge -The Evolution of Gas Hydrate 
from a Gas Resource to a Gas Reserve-

U.S. Geological Survey, Dr. Timothy S. Collett

ご挨拶 経済産業省資源エネルギー庁・山田哲也
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③ 海外展示会
名　　称 開催時期/開催地 概　　要

CMP2020
（Congreso Mexicano del Petróleo）

モンテレイ（メキシコ） 新型コロナウィルスCOVID-19の感染拡大を受け、大会の開催を
延期。

ADIPEC2020
（Abu Dhabi International Petroleum 
Exhibition and Conference）

令和2（2020）年
11月9～12日
アブダビ（UAE）

新型コロナウィルスCOVID-19の感染拡大を受け、カンファレン
スはオンラインで開催、展示会は延期。

WPC2020
（World Petroleum Congress）

ヒューストン（米国） 新型コロナウィルスCOVID-19の感染拡大を受け、大会の開催を
延期。

IPTC2021
（International Petroleum 
Technology Conference）

令和3（2021）年
3月23日～4月1日
クアラルンプール

（マレーシア）

新型コロナウィルスCOVID-19の感染拡大を受け、カンファレン
スおよび展示会もオンラインとなり、出展見送り。
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① 学会発表

〈CCS・低環境負荷技術分野〉
著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

中村 新・橋岡淑裕（INPEX）、
川村和幸（JOGMEC）

セラミック膜随伴水処理技術 ―秋田実
証技術を世界の油田へ―

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月28日

三好啓介（JOGMEC） JOGMEC’s Way forward for CO2 Free 
Approach

OTC Asia 2020（Offshore 
Technology Conference Asia）

2020年11月2日

岡部 博（JOGMEC） JOGMEC’s Technical Strategy towards 
a Low-Carbon Society

SPE Virtual Symposium: CCUS 
and Contaminants Management 

（Presented at Panel Session 2: 
Building a Technology 
Roadmap）

2020年12月7日

〈デジタル技術分野〉
著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

諏訪雄二・顧 志明・小幡拓也・
中川慎二（株式会社日立製作所）、
森下諒一（JOGMEC）、澤山和貴・
辻 健（九州大学）

機械学習による弾性波初動点の自動解析 第13回データ工学と情報マネジメン
トに関するフォーラム（DEIM2021）

（第19回日本データベース学会年
次大会）

2021年3月1日－
3日

〈非在来型油ガス田開発技術分野〉
著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

Levi J. Knapp （JOGMEC）、
Omid Haeri-Ardakani 

（Geological Survey of Canada）、
内田真之介（JOGMEC）

Exploring relationships between 
diagenesis and thermal maturity 
anomalies in the Upper Devonian 
Duvernay Formation shale oil and gas 
reservoir, Alberta, Canada （Best 
Poster-Honorable Mention 受賞）

GeoConvention2020 2020年9月22日

Levi J. Knapp （JOGMEC）、
Omid H. rdakani （NRCan）、
内田真之介（JOGMEC）

Investigating the Role of Mineralogy on 
thermal Maturity Anomalies in the 
Upper Devonian Duvernay Shale Oil 
and Gas Reservoir, Alberta, Canada

AAPG Annual Conference & 
Exhibition

2020年9月30日

曹 金栄・梁 云峰・増田昌敬
（東京大学）、田村浩平・田中浩之・
石渡友章・伊藤義治（JOGMEC）、
松岡俊文（深田地質）

頁岩孔隙内の相挙動の分子スケール数値
計算による研究

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

辻 隆司・横井 悟・早稲田周・
黒川将貴・大谷猛亮・玉川哲也・
並川貴俊・有坂春彦（JAPEX）、
竹内 傳（JOGMEC）

珪質岩の研究と探鉱開発 石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

５．学会・論文発表
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著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

渡辺貴大・古井健二（早稲田大学）、
石渡友章・伊藤義治（JOGMEC）

フェーズフィールド法を用いた炭酸塩岩
酸処理におけるワームホール伸展挙動の
数値解析

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

伊藤義治・竹内 傳・有馬雄太郎
（JOGMEC）

秋田県男鹿半島女川層露頭での小規模水
圧破砕実験で学んだこと

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月28日

伊原 賢（JOGMEC） 米国シェールオイルは新フェーズに 石油学会 熊本大会（第50回石油・
石油化学討論会）

2020年11月13日

〈メタンハイドレート開発技術分野〉
著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

山本晃司（JOGMEC）、天満則夫
（AIST）、阿部正憲（JMH）

Methane hydrate resource 
development: Approach of the MH21 
research consortium, objectives and 
research issues

JpGU-AGU Joint Meeting 2020 2020年7月14日

山本晃司（JOGMEC）、天満則夫
（AIST）、阿部正憲（JMH）

砂層型メタンハイドレート資源開発：
フェーズ4の課題と計画

第29回日本エネルギー学会大会 2020年8月5日

山本晃司（JOGMEC） 坑内温度圧力計測によるガス・水生産プ
ロファイルの評価：時刻歴変動と坑井仕
上げパターンの関係

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

山本晃司（JOGMEC）、大内久尚・
玉置真知子・赤嶺耕也・狩野怜志

（JOE）、菅野貴之（シュルンベルジェ）

Comparison of modeling and actual gas 
production behaviors and reasons of 
discrepancy: Nankai Trough gas 
hydrate production test cases

AGU Fall Meeting 2020 2020年12月12日

〈EOR技術分野〉
著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

岡部 博（JOGMEC） 原油増進回収法（EOR）の動向と展望 石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

ウバイダアミル・竹谷未来
（北海道大学）、下河原麻衣・岡野裕史
（JOGMEC）、エラクネスワラン ヨガ
ラジャ（北海道大学）

石英－海水界面の静電的相互作用の評
価：砂岩貯留層における低塩分濃水攻法
の効果

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

関根健太・高橋孝太朗・ティト ウィ
ジャヤント・栗原正典（早稲田大学）、
香山 幹・綱内翔一・土屋慶洋

（JOGMEC）

実験による新EORの増油メカニズムの
検討

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

下河原麻衣（JOGMEC）、エラクネス
ワラン ヨガラジャ・名和豊春

（北海道大学）、高橋 悟（JOGMEC）

原油増進効果に対する炭酸水と炭酸塩岩
の相互作用の影響 ―実験と地化学モデ
リング―

石油学会 熊本大会（第50回石油・
石油化学討論会）

2020年11月13日

田代浩樹・國枝 真（JOGMEC）、
菅沼達也（JAPEX）、土屋慶洋

（JOGMEC）、海藤祐太郎・中川和則
（JAPEX）、岡野裕史（JOGMEC）

低流速域におけるX線CTを用いたオイ
ルサンドの横分散係数評価

石油技術協会 令和2年度春季大会 2020年10月25日

齋藤直輝（JOGMEC） Past/Future Approach to EOR in 
JOGMEC

SPE/VPI Virtual Workshop: 
Mature Field Development and 
IOR/EOR Technology

2021年2月23日

〈探査技術分野〉
著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

市川 大・下田直之・加藤文人
（JOGMEC）、ホワイトドン（GSC）、
ニッケルエリック（PTRC）、
デーリートーマス（LBNL）

CO2 reservoir monitoring with a 
permanent seismic source （ACROSS） 
and DAS at the Aquistore CCS site

GeoConvention2020 2020年9月21日
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著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

中務真志・加藤文人（JOGMEC）、
三繩岳大（MOECO）、ニーサスキー

（PTTEPI）

Common reflection angle migration for 
imaging in volcanic reservoir: Case 
study from offshore Myanmar

SEG 2020 annual meeting 2020年10月11日

マイケル ズダノフ・レイフ コックス・
アレックス グリベンコ

（TechnoImaging・ユタ大学）、
伴 英明・千葉 洋（JOGMEC）

Feasibility study of reservoir 
monitoring in an onshore oil field using 
SQUITEM system

SEG 2020 annual meeting 2020年10月11日

服部達也（JOGMEC）、大谷猛亮・
八木正彦（JAPEX）、大友千秋・
下河原麻衣（JOGMEC）、山本哲也

（JAPEX）

3次元画像解析による火山岩の内部構造
評価技術に関する研究 
Study of evaluating internal rock 
structure of volcanic rocks by 3D image 
analysis

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

加藤文人・石鍋祥平（JOGMEC）、
島田信仁（JAPEX）、越智公昭（JGI）

オイルサンド貯留層におけるAVOイン
バージョンによる密度推定

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

山中基由（INPEX）、天羽美紀・
南條貴志（JOGMEC）

Paleo Environment Analysis Using 
Geochemical Data Of The Intershelf 
Basin in Cenomanian, Cretaceous Of 
Abu Dhabi

Abu Dhabi International 
Petroleum Exhibition and 
Conference （ADIPEC 2020）

2020年11月9日

市川 大・加藤政史、内田真之介・
田村浩平・加藤文人・伊藤義治

（JOGMEC）、マイク・グルート
（Encana Corp.）

Low frequency DAS data study with 
integrated data analysis for monitoring 
hydraulic fracture

EAGE 2020 annual conference 
online

2020年12月8日

加藤文人・市川 大（JOGMEC） JOGMECにおける光ファイバー観測の
現状とDAS低周波成分活用ケーススタ
ディ

石油技術協会探鉱技術委員会 
令和2年度第一回物探分科会講演会

2021年2月25日

大谷猛亮・山本哲也・八木正彦
（JAPEX）、服部達也（JOGMEC）

Quantifying the mineralogy of a 
volcanic reservoir rock by integrated 
petrological analysis including thin 
section, XRF, XRD, RockEval, and 
SEM+EDS with Mineral mapping 
system

Japan Formation Evaluation 
Society （JFES） Chapter Meeting

2021年3月23日

〈開発技術分野〉
著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

大中 温・下河原麻衣・加藤是威・
北村龍太（JOGMEC）

マイクロモデルを用いたアスファルテン
の孔隙内堆積挙動の可視化 
Direct visualization of asphaltene 
deposition behavior by micro-model 
experiments

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月25日

工藤啓靖・稲田徳弘・安部俊吾・
北村龍太（JOGMEC）

廃坑/廃山 に対する海外主要産油国での
動向について

石油技術協会 令和2年度春季講演会 2020年10月28日

② 論文発表
著　　者 論文タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

山本晃司（JOGMEC） 海底地すべりとメタンハイドレート 地盤工学会誌 第68巻第5号、2020
年5月

2020年5月1日

竹谷未来・ウバダ アミル（北海道大学）、
下河原麻衣・岡野裕史（JOGMEC）、
名和豊春・エラクネスワラン ヨガラジャ

（北海道大学）

Crude oil/brine/rock interface in low 
salinity waterflooding: Experiments, 
triple-layer surface complexation model, 
and DLVO theory

Journal of Petroleum Science and 
Engineering Vol. 188, May 2020, 
106913

2020年5月1日

岡野裕史（JOGMEC）、吉田宣生
（JX石油開発）、野々上綾子
（国際石油開発帝石）、浜田康史
（石油資源開発）、栗原正典（早稲田大学）

SPE/JAPT ワークショップ開催報告
～Innovations in Natural Gas - 
Development, Storage, Transportation 
and Utilisation～

石油技術協会誌 第83巻 第6号、
2020年5月

2020年5月1日

Amanda Murphy（ケンブリッジ大学）、
曽我健一（カリフォルニア大学 バーク
レー校）、山本晃司（JOGMEC）

Experimental Investigation Into Sand 
Production From Turbidite Strata

Journal of Petroleum Science and 
Engineering  Vol. 190, July 2020, 
107056

2020年6月1日
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著　　者 論文タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

Levi J. Knapp （JOGMEC）、
Omid H. Ardakani （NRCan）、
内田真之介・南條貴志・大友千秋・
服部達也（JOGMEC）

The influence of rigid matrix minerals 
on organic porosity and pore size in 
shale reservoirs: Upper Devonian 
Duvernay Formation, Alberta, Canada

International Journal of Coal 
Geology, vol. 227, 1, July 2020, 
103525.

2020年6月20日

Mingliang Zhou（同済大学）、
曽我健一（カリフォルニア大学）、
山本晃司（JOGMEC）

Upscaling techniques for fully coupled 
THM simulation and application for the 
hydrate gas production test

Computers and Geotechnics  
Vol. 124, August 2020

2020年8月1日

下河原麻衣（JOGMEC） 実験および地球化学モデルを用いた炭酸
水圧入攻法による炭酸塩岩貯留層への影
響評価（受賞講演 2019年度論文賞 ）

ペトロテック（石油学会情報誌）
第43巻第10号、2020年10月

2020年10月1日

市川 大・内田真之介・加藤政史・
黒澤功・田村浩平・加藤文人・
伊藤義治（JOGMEC）、マイク・グルート

（Ovintiv Inc.）、原 祥二（DGMC）

Case study of hydraulic fracture 
monitoring using multiwell integrated 
analysis based on low-frequency DAS 
data

The Leading Edge （The Society 
of Exploration Geophysicists） 
Vol. 39, Issue11, Nov 2020, 
pp.794-800

2020年11月1日

エラクネスワラン ヨガラジャ・ウバダ 
アミル・竹谷未来（北海道大学）、
下河原麻衣・岡野裕史（JOGMEC）

Effect of electrokinetics and 
thermodynamic equilibrium on low 
salinity water flooding for enhanced oil 
recovery in sandstone reservoir

ACS Omega （ACS: American 
Chemical Society） 2021, 6, 5.

2021年2月1日

Takashi Kuriyama （JOGMEC）、
Phung Quoc Huy （Department of 
Earth Resources Engineering、
Faculty of Engineering、Kyushu 
University）、Salmawati Salmawati 

（PT Tura Consulting Indonesia）、
（Department of Earth Resources 
Engineering、Faculty of Engineering、
Kyushu University）

A Threshold Line for Safe Geologic CO2 
Storage Based on Field Measurement 
of Soil CO2 Flux

Journal of Carbon Research 
C2021, 7, 34

2021年3月27日

岡部 博・森下諒一・香山 幹・
綱内翔一（JOGMEC）

原油増進回収法（EOR）の動向と展望 石油技術協会誌 第86巻 第2号、
2021年3月

2021年3月1日

井上朝哉・中川友進（JAMSTEC）、
和田良太（東京大学）、三好啓介・
安部俊吾（JOGMEC）、黒田耕平

（JAPEX）、玉村斉聖（INPEX）、
K.R.Mopuri・H.Bilen（University of 
Edinburgh）

混合確率モデルを用いた教師なし学習に
よる掘削作業時の抑留早期検知の試み

日本船舶海洋工学会論文集 2020年11月

井上朝哉（JAMSTEC）、和田良太
（東京大学）、三好啓介・安部俊吾
（JOGMEC）、黒田耕平（JAPEX）、
玉村斉聖（INPEX）、Hakan Bilen・
Konda R.Mopuri（University of 
Edinburgh）

掘削を対象としたデジタル技術適用によ
る安全性向上に関する調査プロジェクト

日本船舶海洋工学会論文集 2020年11月

Naoya Tsuchihashi・Ryota Wada・
Masahiko Ozaki（University of Tokyo）、
K.R.Mopuri・H.Bilen（University of 
Edinburgh）、Tomoya Inoue

（JAMSTEC）、Tazuru Nishiyama
（JAPEX）、Kazuhiro Fujita（INPEX）、
Kazuya Kusanagi（JOGMEC）

Early Stuck Sign Detection with Depth 
Domain 3D-CNN Using Actual Drilling 
Data

SPE Journal 2020年12月

山本晃司（JOGMEC） メタンハイドレートのフィールド産出試験 日本のガスハイドレート研究の歩
み ～黎明期から最先端まで～

2020年9月30日

山本晃司（JOGMEC） メタンハイドレートのフィールド産出試験 日本エネルギー学会機関誌「えね
るみくす」第100巻 第2号、2021年
3月

2021年3月20日

山本晃司（JOGMEC）、天満則夫
（AIST）

メタンハイドレート開発 ―商業生産に
向けての課題と現在の研究開発―

日本マリンエンジニアリング学会
誌 第56巻第2号、2021年3月

2021年3月24日
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① 大学における講座
 早稲田大学　「石油・天然ガス開発技術の最先端」

講義タイトル 日　　付 担当者

エネルギーと文明・経済 令和2年9月25日 野神隆之

化石燃料と再生可能エネルギー　 令和2年10月2日 野神隆之

21世紀まで続く炭化水素の時代（石油埋蔵量論と天然ガス・非在来型資源） 令和2年10月9日 藤井哲哉

石油・天然ガスはどこに？（油ガス田の成立条件） 令和2年10月16日 中水 勝

地下5,000メートルを透視する（震探イメージング） 令和2年10月23日 下田直之

メタンハイドレートの資源開発を目指して 令和2年10月30日 大槻 敏

地下に眠る石油・天然ガスへのアクセス（掘削・仕上げ技術） 令和2年11月13日 南原 雄

過去を探り将来に役立てる（油層シミュレーションとEOR） 令和2年11月20日 森下諒一

貯留層の評価技術（地質統計学手法とキャラクタライゼーション） 令和2年11月27日 石渡友章

生産物から原油・天然ガスを選り分ける（生産処理設備）/環境調和型油ガス田開発技術 令和2年12月4日 三好啓介/川村和幸

油ガス田開発のための海洋構造物（浅海から深海へ） 令和2年12月11日 浅沼貴之/鈴木陽洋

天然ガスから液体燃料を造る（国産GTL技術）/重質油開発の現状 令和2年12月18日 三好啓介/河野裕人

石油・天然ガス市場と産業構造 令和3年1月8日 野神隆之

学力考査 令和3年1月15日 伊藤義治/石渡友章

 京都大学　「地殻環境計測」
講義タイトル 日　　付 担当者

Importance of stress evaluation in the oil field development 令和2年7月1日 山本晃司

In-situ stress measurements in a borehole; rock failure methods 令和2年7月8日 山本晃司

Core methods 令和2年7月15日 山本晃司

Some field applications + achievement test 令和2年7月22日 山本晃司

 九州大学　「地球資源システム工学特別講義第三」
講義タイトル 日　　付 担当者

石油・天然ガス開発における、坑井掘削・仕上げの基本と最新技術 令和2年9月29日～
9月30日

工藤啓靖

６．人材育成
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 千葉大学　「石油探鉱開発論」
講義タイトル 日　　付 担当者

概要/検層解析 令和3年1月20日 福成徹三

地震探査/地質リスク分析 令和3年1月27日 毛利拓治/小森直昭

掘削技術/デジタル技術の活用 令和3年2月3日 工藤啓靖/南條貴志

 東京海洋大学　「海底科学Ⅰ」
講義タイトル 日　　付 担当者

海洋石油・天然ガス開発の概要 令和2年12月11日 浅沼貴之

海洋鉱物資源を巡る世界情勢と我が国の取り組み最前線 令和2年12月18日 岡本信行
（金属海洋資源部）

 政策研究大学院大学
講義タイトル 日　　付 担当者

Oil Field Technology 令和2（2020）年
5月29日

山㟢健太郎
（事業推進部）

Overview of JOGMEC’s Activity 令和2（2020）年
7月10日

島田忠明

 神戸大学　「海洋鉱物・エネルギー資源概論」
講義タイトル 日　　付 担当者

石油・天然ガス開発 令和2年7月27日～
8月2日

浅沼貴之

石油・天然ガス開発における環境保全 令和2年8月3日～
8月9日

川村和幸

メタンハイドレート 令和2年8月10日～
8月16日

藤本 暁

② 国内講座
講座名 日　　程 講座内容 講　師

基 

礎 

講 

座

基礎講座Ⅰ 令和2年8月18日～
8月21日

石油の探鉱開発技術に関する、主に事務系職員
向けの入門講座。石油の探鉱開発技術全般（石
油地質・探鉱・掘削・油層・開発・生産）に関
する基礎知識、及びプロジェクトの理解、審査
に必要な技術、プロジェクトの契約と経済性評
価等の習得を目指した講座。

JOGMEC

基礎講座Ⅱ 令和2年8月24日～
8月28日

石油の探鉱開発技術に関する、主に初級技術者
向けの初級講座。基礎講座Iと概ね同じ内容をよ
り専門的に学ぶ講座。

JOGMEC

専 

門 

講 

座

米国シェールオイルは新フェーズに
（US shale oil enters a new phase）

令和2年10月21日 米国の石油・天然ガス生産―どこまで増大し、
いつまで続くのか/IoT・ビッグデータの適用/
貯留層内のナノスケールでの可視化/資機材の運
用効率の改善やインフラ整備/米国シェールオイ
ルは新フェーズに

伊原 賢

石油開発におけるシーケンス層序学
（Sequence Stratigraphy）

令和2年11月10日～
11月11日

主要な貯留岩である砕屑岩類に関するシーケン
ス層序学の基礎と石油探鉱における層序解析例
を学ぶ講座。

伊藤 慎
（千葉大学）

石油開発における坑井刺激法
（Well Stimulation）

令和2年11月24日～
11月26日

坑井流量解析及び坑井刺激法の基礎理論と実用
的な設計手法について演習を通して学ぶ講座。

古井健二
（早稲田大学）
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講座名 日　　程 講座内容 講　師

専 

門 

講 

座

Microseismic 101 令和2年12月4日 北米の現場で7年マイクロサイスミックアナリス
トとして経験した観点から、日常の業務からマ
イクロサイスミックの見方までを解説する。

黒澤 功

カーボンリサイクルへの石油工学と
メタン化学の貢献を考える

（A contribution of petroleum 
engineering and methane chemistry 
to carbon recycle）

令和2年12月18日 エネルギー転換への洞察/上流産業の炭素制約の
ある未来への対応/カーボンリサイクルとは？/
CO2利用のフロー/JAPAN-GTL/CO2-EOR/メタ
ン化学へのアプローチ

伊原 賢

炭酸塩貯留岩を知るための基礎知識 令和3年2月4日～
2月5日

炭酸塩堆積物の堆積作用と続成作用 辻 喜弘

石油・天然ガス上流事業における会
計実務

令和3年2月24日～
2月26日

石油・天然ガス上流事業における会計実務及び
IFRS（国際財務報告基準）の基礎知識を学ぶ講
座。

PwCあらた有限
責任監査法人

ウ
ェ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
講
習
会

ウェルコントロール講習会 
「Supervisorコース」

令和2年9月14日～
9月18日

石油・ガス井掘削における暴噴事故の防止及び
対処方法に関する理論と技術の習得を図る講座。
試験合格者にはIADC認定WellSharp受講修了書
を発行。

太田 仁

令和2年10月19日～
10月23日

関 誠

令和2年11月9日～
11月13日

関 誠

令和2年11月16日～
11月20日

石油開発サービス
（株）

令和2年12月7日～
12月11日

石油開発サービス
（株）

令和2年12月14日～
12月18日

石油開発サービス
（株）

③ その他の講座等
コース名 日程（下段：JOGMEC担当講義） コース内容

石油技術系新入職員合同研修（総合研修） 令和2年5月11日～6月1日

令和2年5月19日～5月20日
石油地質評価の基礎
令和2年6月1日
各社の操業プロジェクト

・ 石油開発技術全般の知識・技術用語を学び、石油開
発の流れを理解する

・ 全ての専門分野技術の概論を受講し、それぞれの重
要なコンセプトを学ぶ

・個々の技術の目的、他分野との関連性等を認識する

石油技術系新入職員合同研修
（専門別研修G&G系）

令和2年6月8日～9月4日

令和2年6月12日
根源岩・石油システム評価
令和2年8月5日～9月4日
プロスペクト評価実習　

・ G&G系（地質・物理探査）分野に関係する石油開発
技術の基礎知識・技術用語・概念をより詳細に学び、
技術的業務の遂行に必要な基礎理論を身につける

石油技術系新入職員合同研修
（専門別研修開発系）

令和2年6月8日～8月18日

令和2年6月26日
ジオメカニクス
令和2年7月2日～7月6日
物質収支
令和2年7月7日～7月10日
多相流動
令和2年8月4日
掘削技術実機見学

・ 開発系（生産・掘削）分野に関係する石油開発技術
の基礎知識・技術用語・概念をより詳細に学び、技
術的業務の遂行に必要な基礎理論を身につける

石油技術系新入職員合同研修
（専門別研修施設系）

令和2年6月8日～8月18日

令和2年7月7日
開発施設コスト評価
令和2年7月8日
新規研究開発

・ 開発系（施設）分野に関係する石油開発技術の基礎
知識・技術用語・概念をより詳細に学び、技術的業
務の遂行に必要な基礎理論を身につける
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分野 コンソーシアム名 主催者 内容・主要メンバー

デ
ジ
タ
ル
技
術
分
野

Open Subsurface Data 
Universe （OSDU）

The Open Group OSDUはThe Open Groupの中に設置されたフォーラムの一つで、
石油開発事業のデータを対象に標準化を進めている。
OSDU には Shell、ExxonMobil などの全メジャー、Equinor、
ConocoPhillips、Woodside等の大手石油企業、Petronas、Petrobras
などのNOC、Schlumberger、Halliburtonなどのサービスベンダー、
Microsoft、Google、AmazonなどのITベンダー等、244社（2021年
6月時点）参加。

DIgital REservoir 
Characterization Technology

（DIRECT）

University of Texas at 
Austin

テキサス大学オースティン校が主催するコンソーシアムDIRECT 
（DIgital REservoir Characterization Technology）は、貯留層キャ
ラクタリゼーションを対象として2019年に設立されたコンソーシア
ムであり、地下データに対する分析技術や機械学習技術を研究する
ことを目的としている。現在、本コンソーシアムへは機構の他、
ExxonMobilやBP、SaudiAramcoといった大手石油開発会社を含
め6社が参加している

非
在
来
型
油
ガ
ス
田
開
発
技
術
分
野

Microseismic Industry 
Consortium

University of Alberta
University of Calgary

（2019年はUniversity of 
Alberta、2020年からは
University of Calgary）

2010年にカルガリー大学およびアルバータ大学によって創設。水圧
破砕によって誘発されるMicroseismicのデータ収集、解析、解釈な
ど多専門的な研究環境の中で包括的に行われている。
現在、TGS Canada Corp、Aqua Terra Water Management、Birchcliff 
Energy、Nanometrics、ITASCA Consulting Group、Inc.、Murphy 
Oil Corporation、Canadian Discovery Ltd.、ConocoPhillips、
Chevron、Repsol、Shell、TOTAL、Devon、Drillinginfo、Husky 
Energy、XTO Energy Inc.、NSERC CRSNGといった企業等がス
ポンサーとして参加。なおカルガリー大学とアルバータ大学が5年
ごとに交代して主催者を務めている。

Hydraulic Fracturing and Sand 
Control JIP

The University of 
Texas at Austin

2006年にテキサス大学オースティン校で創設。シェール開発で重要
な技術である水圧破砕に関するフラクチャー伸展シミュレーション
や圧力解析ソフトなど多様なシミュレーターの開発を実施している。
2020年時点でExxonMobil、Shell、BP、Chevron、TOTAL、Conoco 
Phillips、equinor、Saudi Aramco、CNOOC、Southwestern Energy、
Devon Energy、Cairn Energy、NCS multistagesおよびJOGMEC
の計14社がスポンサー企業として参加。

Digital Rock Petrophysics: 
New Methods、Data 
Preservation、Simulation 
Automation and Lab/Field 
Validation

The University of 
Texas  at Austin

デジタルロック技術を用いて、タイト貯留層を対象とした物性評価
に関する技術開発を行っている。電子顕微鏡画像データから作成し
た孔隙構造モデルを用いて流体流動シミュレーションを実施する手
法やノウハウについての知見を有している。2021年現在、Petrobras、
EquinorおよびJOGMECの計3社がスポンサー企業として参加して
いる。

探
査
技
術
分
野

Center for Wave Phenomena Colorado School of 
Mines

世界で最も優れた基礎物理探査研究グループの1つであり、石油業界
にて使用される多くの地震探査解析技術の基礎を提供し続けている。
Aramco、BHP、BP、Chevron、CGG、CNPC-BGP、ConocoPhillips、
ExxonMobil、Petrobras、Shell、Total等の16社がスポンサーとして
参加している。

Physics and Application of 
Seismic Emissions （PHASE 
Consortium）

Freie Universität 
Berlin

流体圧入に伴うマイクロサイスミックの適用を対象としたコンソー
シアムであり、マイクロサイスミックを用いたレザバーキャラクタ
リゼーションや誘発地震に関するハザード研究を実施している。
Shell、Marathon Oil、OMV等石油会社と地熱開発会社がスポン
サーとなっている。

７．国際研究・調査コンソーシアム
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探
査
技
術
分
野

Consortium for Research in 
Elastic Wave Exploration 
Seismology

University of Calgary 1988年にカルガリー大学にて創設。探鉱地震学の研究とトレーニン
グを目的に、多成分地震データの取得、分析、解釈に焦点を当てた
応用地球物理学研究グループである。スポンサーと資金提供は以下
の通り。
Sponsor : Acceleware、Aramco Services Company、CGG、Chevron 
Corporation、Devon Energy Corporation、INOVA Geophysical、
Petronas Carigali SDN BHD、Sinopec、TGS 
Additional Funding : Canada First Research Excellence Fund、
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

堆積ダイナミクス研究コンソー
シアム

京都大学 INPEX、石油資源開発、JX石油開発がスポンサーとして参加して
いる。堆積システムの挙動を予測し、砕屑性貯留岩の分布や性状を
高い精度でモデリングする手法の研究を行うコンソーシアムであ
り、その成果を加盟者間で共有することを目的としている。

油
層
評
価
分
野

Gas EOR Research Project The University of 
Texas  at Austin

CO2-EORを中心とするガスEORやCCS分野における実験およびシ
ミュレーション技術の研究プロジェクトであり、Shell、Chevron、
Petronas、OXY、HESS、INPEX、JX Nipponという国内外の企業
が参加。

TEES Geomechanics Research 
Consortium

Texas A&M University INPEX、JX、Kuraray、Kureha

開
発
技
術
分
野

RAPID（Rig Automation 
Performance Improvement in 
Drilling）

The University of 
Texas  at Austin

石油・ガス開発における掘削作業の自動化を目指して様々な要素技術
の研究を行っている。ExxonMobil、Baker Hughes、ConocoPhillips、
NOV、Shell、Saudi Aramco、Occidental Petroleumが参加。

件　　名 実施期間 内　　容

米国テキサス州イーグルフォード層及び
オースティンチョーク層における原油回収
率向上を目的とした界面活性剤の選定

令和2年11月～令和3年12月 米国イーグルフォード層及びオースティンチョーク層から
の原油回収率向上に資する界面活性剤を選定し、原油回収
率向上の可能性を評価する。また、界面活性剤の使用によ
り従来よりもコスト削減が可能となる。

８．操業現場技術支援事業
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共同研究先 技術開発テーマ

日揮株式会社 DDR膜によるCO2分離回収技術のフィールド実証試験

技術分野 件　　数

探査技術分野 2

開発技術分野 1

非在来型技術分野 0

９．技術ソリューション事業

10．オープンラボ
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① 技術センター

所在地 千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

竣工 1988年11月

敷地面積 16,763.67㎡

延床面積 18,550.66㎡

構造等 地下1階地上5階鉄筋コンクリート造り

施設 研究本館
実験棟（大型・特殊機器用）
研修棟（宿泊室等）
食堂
非常用発電機棟

② 柏崎テストフィールド

所在地 新潟県柏崎市大字平井690番地

竣工 1992年8月

敷地面積 約24ヘクタール

施設 実験井2坑（垂直井1、傾斜井1）
地震探査測線2本
エアガン用ピット
CTFLS（Cuttings Transport Flow Loop System）
掘削研修施設
掘削シミュレーター
精密制御震源システム
管理棟・倉庫

③ 分析機器一覧
 探査技術分野

設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

1 全自動Ｘ線回折装置 スペクトリス　Empyrean 岩石の鉱物組成分析

2 蛍光Ｘ線分析装置 フィリップスPW1480 岩石及び液体試料の化学組成分析

3 安定同位体比質量分析計 フィニガンマットMAT252 C.O.S.N安定同位体比の測定

4 ICP質量分析計（LA-ICP-MS） Thermo Fisher Scientific, Elemental XR 微量元素分析

5 レーザー回折式粒度分析計 Microtrac BEL MT3300EX II 岩石の粒度組成分布

6 全自動岩石試料粉砕機 HERZOG社 HP-MS 岩石試料の微粉砕

7 自動薄片作成装置 マルトープレパラップ ステップオート
MG315

岩石薄片の作成

11．研究設備
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設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

8 CHNS-O元素分析計 CE Instruments EA1110 有機炭素量の測定

9 ロックエバル分析装置 VINCI Technologies RockEval 6 根源岩有機物のタイプ等の分析

10 高速液体クロマトグラフ HP-1100 バイオマーカーの抽出

11 イオンクロマトグラフ 日本分光　イオンクロマトシステム 水溶液中の陰イオン、陽イオンの測定

12 高分解能ガスクロマトグラフタンデ
ム質量分析計

日本電子JMS-700T バイオマーカーの高精度定量分析

13 環境制御型電子顕微鏡+鉱物解析シ
ステム（ESEM/QEMSCAN）

FEI QEMSCAN650 岩石・鉱物微細構造観察＋鉱物マッピング

14 集束イオンビーム付電子顕微鏡
（FIB/SEM）

FEI Helios NanoLab 650 岩石・鉱物微細構造観察＋三次元SEMデータ
取得

15 岩石三軸圧縮試験機 ソルーション 高温高圧の油層条件下でコアサンプルの弾性波
速度の測定および岩石力学試験

16 岩石弾性波速度測定装置 HARC 油層条件下でのコアサンプルの弾性波速度測定

17 可搬式岩石弾性波速度測定装置 HARC 現地（井戸もと）弾性波速度測定

18 低周波振動岩石物性測定装置 旭製作所 低周波振動による岩石物性値測定

19 ガスクロマトグラフ燃焼安定同位体
比質量分析計

Thermo Fisher Scientific, DeltaV＋Trace 
GC＋GC Combustion III＋Flash EA

油ガスおよび根源岩の安定同位体比測定

20 トリプル四重極型GC-MS/MS TSQ Quantum GC 流体包有物の炭化水素組成分析

21 包括的二次元ガスクロマトグラフ四
重極型質量分析計

Agilent 7890A+5975C+ZOEXKT2006 バイオマーカーの定性及び定量分析

22 液体クロマトグラフ四重極飛行時間
型質量分析計

Agilent G6550AA 極性バイオマーカーの定性及び定量分析

23 トリプル四重極型ガスクロマトグラ
フ質量分析装置

Thermo Fisher Scientific 
TSQ9000-GC/MS/MS

微量バイオマーカーの定性及び定量分析

24 熱分解装置 WILDCAT HAWK Pyrolisis 根源岩のポテンシャル測定

 油層評価分野
設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

25 コアカッター マルトー ホールコアサンプルの成形

26 コアピッカー マルトー プラグコアの抜出

27 プラグコアドリル Core Laboratories Instruments プラグコアの自動抜出

28 ラボカッター マルトーMC-120 コア端面の成形

29 ソックスレー抽出器 日邦科学機器製作所 岩石試料のクリーニング

30 ディーンスターク抽出器 Core Laboratories Instruments/
日邦科学機器製作所

岩石試料のクリーニング

31 比表面積測定装置 マイクロトラック・ベル
Belsorp-Max

ファインスケールでの岩石試料の比表面積測定

32 水銀ポンプ Core Laboratories Instruments 岩石試料の容積計量

33 ヘリウム式孔隙率測定装置 Core Laboratories Instruments
（Standard and Extended Type）

孔隙率測定

34 孔隙率測定装置UltraPore-300 Core Laboratories Instruments 孔隙率測定

35 浸透率測定装置 Core Laboratories Instruments
（Micro Permeameter）

浸透率測定

36 浸透率測定装置UltraPerm-400 Core Laboratories Instruments 浸透率測定

37 自動コア孔隙率・浸透率分析装置
CMS-300

Core Laboratories Instruments プラグコアの孔隙率・浸透率自動測定

38 超低浸透性岩石浸透率測定装置
PDP-200

Core Laboratories Instruments 超低浸透性岩石の浸透率測定
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設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

39 岩石真密度測定装置 マイクロトラック・ベルBEL Pycno 岩石の真密度測定

40 遠心分離型毛細管圧力測定装置 Coretest Systems URC-628 毛細管圧力測定

41 水銀圧入式毛細管測定装置 Core Laboratories Instruments 毛細管圧力測定

42 水銀圧入式毛細管測定装置 Quntachrome PoreMaster-60-GT 毛細管圧力測定

43 コア比抵抗測定装置 Core Laboratories Instruments 油層条件でのプラグコアの比抵抗測定

44 油層条件毛細管圧力測定装置 JOGMEC メンブレンを利用した油層条件下毛細管圧力測定

45 X線CTスキャナー/画像処理コア
分析装置

JOGMEC/SIEMENS/サイバネットシス
テム/Definision Flash

コア分析および流動実験解析
（Dual Energy方式対応）

46 X線CTスキャナー SIEMENS SOMATOM go now 非破壊にて岩石内部構造把握

47 三次元X線顕微鏡
（マイクロX線CT装置）

Xradia Versa XRM-500 岩石試料の孔隙構造解析

48 接触角計 First Ten Angstroms, Inc. 接触角測定

49 全自動水銀圧入式細孔分布測定装置 カンタクロム　PoreMaster 60-GT 岩石試料の細孔分布測定

50 コア分析用低磁場核磁気共鳴分析装
置（NMR）

Oxford/GeoSpec（2MHz）傾斜磁場付 コア分析

51 分子量測定装置 CRYETTE5009 凝固点計測による原油等の分子量測定

52 薄層クロマトグラフ LSIメディエンスMK-6 原油の分画

53 ガスクロマトグラフ（ガス成分）       Agilent 7890B 天然ガスの成分分析

54 原油アナライザー PAC 原油の疑似物理蒸留分析

55 ガスクロマトグラフ Agilent 7890A 無機ガス、低級炭化水素の成分分析

56 ガスクロマトグラフ
（ガス掃攻EOR実験用）

Agilent 7890A 無機ガス、低級炭化水素の成分分析    

57 ガスクロマトグラフ
（硫化水素対応仕様）

Agilent 7890A 無機ガス、炭化水素、硫黄化合物の成分分析
化学発光硫黄検出器（SCD）搭載

58 PVT実験装置 Schlumberger/JOGMEC 原油・ガス系の相挙動測定
（10,000psi, 120℃）

59 PVT実験装置（H2S含有原油対応） Schlumberger 原油・ガス系の相挙動測定
（15,000psi, 200℃, 硫化水素対応）

60 アスファルテン析出挙動解析装置
（高圧顕微鏡）

Schlumberger アスファルテン析出挙動を高圧顕微鏡を用いて
粒子サイズを解析するとともに高圧フィルター
により定量を行う（15,000psi, 200℃）

61 ガス攻法用コアフラッディング実験
装置

JOGMEC ガス攻法コア掃攻実験（5,000psi, 150℃）
コアサイズ 2～4inch×2ft

62 スリムチューブ実験装置 JOGMEC スリムチューブ実験（7,500psi, 150℃）
スリムチューブ 80ft,  60ft, 40ft

63 高温高圧接触角・表面/界面張力測
定装置

KRÜSS DSA100HP 気液界面張力測定（25,000psi, 250℃）

64 スピニングドロップ界面張力測定装
置

KRÜSS SDTスピニングドロップ界面張
力計

界面張力測定（常圧, 120℃）

65 振動式デジタル密度計 Anton Paar DMA48 流体の密度測定

66 振動式デジタル密度計
（高温・高圧仕様）

Anton Paar DMA HP＋DMA 4500M 流体の密度測定（10,000psi, 200℃）

67 振動式粘度計 ヤマト科学CJV5000 流体の粘度測定

68 振動ピストン式粘度計
（高温・高圧仕様）

Cambridge Viscosity, Inc. VISCOlab 
PVT

流体の粘度測定（20,000psi, 190℃）
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 掘削技術分野
設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

69 掘削シミュレーター DS-5000, DS-5 通常の掘削作業、ウェルコントロール等のシ
ミュレーションと教育訓練

70 掘削シミュレーター DS-600 通常の掘削作業、ウェルコントロール等のシ
ミュレーションと教育訓練

71 多目的教育訓練システム JOGMEC R&D用掘削RIGおよびガスキックシミュレー
ション設備

72 カッティングストランスポート 
フローループ実験設備

JOGMEC アンダーバランス掘削（気固液3相状態）を含
む、坑井状況を模擬して、カッティングスの挙
動を把握するための大規模実験設備

 メタンハイドレート開発技術分野
設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

73 天然ハイドレート分解速度測定装置 AKICO-010835 メタンハイドレートの生成・分解実験

74 2次元非冷却サーモグラフィー 日本アビオニクス
Neo Thermo TVS-600

物体表面から放射される赤外線エネルギー量を
測定し、温度分布象として表示する赤外線画像
装置

75 圧力コアラー Aumann & Associates Inc.
Hybrid PCS

坑底の原位置圧を維持した状態で、コアサンプ
ルをワイヤーラインで回収できる坑内機器
コア径×コア長：2inch×3.5m
最大圧力：5,000psi

 その他
設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

76 マイクロバブル・ナノバブル発生
装置

オーラテック　OM4-MDG-045 CCS及びEORへのマイクロバブル・ナノバブ
ル応用に関する研究のための装置

77 GMサーベイメータ 日立アロカメディカル TGS-146B 表面汚染測定（β線）

78 シンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル TCS-172B 空間線量測定（γ線）

79 ポータブル吸光光度計 HACH DR2800 吸光光度方式水質測定

80 携帯型成分分析計 リガク XL3t-950s 鉱物、土壌の元素分析

81 放射性物質可視化装置 三菱重工業 ASTROCAM7000HS 放射性物質の可視化

82 全有機体炭素計 島津製作所 TOC-LCSN 全有機炭素測定

83 粒子径分布測定装置 マイクロトラック・ベル
MT3300EXⅡ

粒度分布測定装置

④ 主要ソフトウェア
 探査技術分野

プログラム名 導　入　元 内　　容

1 AVO, STRATA, EMERGE, ProMC, 
AFI

Hampson-Russell AVO、地震探査モデリング、インバージョン、
S波解析

2 ECHOS Paradigm Geophysical Ltd. 会話型地震探査データ処理

3 Geodepth/CRAM Paradigm Geophysical Ltd. 三次元地震探査深度マイグレーション処理ソフ
トウェア

4 IP（Interactive Petrophysics） Senergy→
Lloyd’s Register Digital Products Limited

検層解析ソフトウェア

5 MATLAB Math Works, Inc. 数値計算ライブラリ

6 MSLAB JOGMEC マイクロサイスミックデータ解析ソフトウェア

7 Petrel Schlumberger 地質モデル構築ソフトウェア
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プログラム名 導　入　元 内　　容

8 Promax Landmark 地震探査データ処理

9 SigmaBasin-2D/W JOGMEC 二次元ベースンモデリングソフトウェア

10 SigmaBasin-3D/P JOGMEC 三次元ベースンモデリングソフトウェア

11 VELEX JOGMEC 地震探査処理速度および坑井データを用いた深
度変換ソフトウェア

 油層評価分野
プログラム名 導　入　元 内　　容

12 AVIZO Thermo Fisher Scientific K.K. 3D可視化・解析ソフトウェア

13 AVS/Express 日本電子計算 3次元可視化ソフトウェア

14 Builder CMG 油層シミュレーションプレプログラム

15 ECLIPSE100, 300 Schlumberger 油層シミュレーター

16 Fracpro PT StrataGen Engineering, Inc. 水圧破砕シミュレーター

17 GEM CMG 多成分型シミュレーター

18 IMEX CMG ブラックオイルシミュレーター

19 INTERSECT Schlumberger 油層シミュレーター

20 IPM（PROSPER, GAP, M-BAL） Petroleum Experts 油層評価ソフトウェア

21 JACTA Paradigm Geophysical Ltd. 埋蔵量リスク解析ソフト

22 J-FRAC JOGMEC 3次元水圧破砕シミュレーター

23 JS, GMI Baker Hughes ジオメカニカルモデリング

24 MINITAB MINITAB 統計ソフトウェア

25 Multiflash KBC アスファルテン析出挙動を含む相平衡計算

26 RAVEN Epistemy ヒストリーマッチング・不確実性定量化ソフト
ウェア

27 RESULTS CMG 油層シミュレーションポストプログラム

28 S3GRAF Sciencesoft 油層シミュレーション結果可視化ソフト

29 Saphir Kappa 坑井テストの解析

30 S-PLUS 数理システム 統計ライブラリー

31 STARS CMG 熱攻法マルチコンポーネント油層シミュレーター

32 tNavigator ROCK FLOW DYNAMICS, LLC. ブラックオイル油層シミュレーター

33 Winprop CMG 相平衡計算

34 コア分析画像処理システム JOGMEC 岩石試料画像データ（X線CTスキャナ装置、
MRI装置にて取得）を用いた孔隙率・流体飽
和率の計算および画像解析

35 Kinetix Shale Schlumberger フラクチャーモデリング

36 Visage Schlumberger 三次元地殻応力場解析

37 Office Schlumberger 油層シミュレーションポストプロセス

38 FloViz Schlumberger 油層シミュレーションポストプロセス

39 PVTi Schlumberger 相平衡計算

40 FluidModeler Schlumberger 相平衡計算

41 PerGeos Thermo Fisher Scientific K.K. 画像解析、流動シミュレーション 

42 GeoDict Math2Market GmbH 画像解析、デジタルロックモデル構築、流動シ
ミュレーション
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 掘削技術分野
プログラム名 導　入　元 内　　容

43 DPWS-22UL （UltraLight） CS Inc. ウェルコントロール教育用掘削シミュレーショ
ンプログラム

44 FLAC/FLAC3D ITASCA 構造・流体解析計算ソフト

45 SFIB GMI ジオメカニクス評価シミュレーションプログラム

46 TCT JOGMEC 非定常カッティングトランスポートシミュレーター

47 WellCheck GMI 坑井デザイン評価シミュレーションプログラム

48 WELLPLAN/COMPASS Landmark 掘削エンジニアリングソフト

49 Well Alert J JOGMEC 坑井健全性管理ソフト

 生産技術分野
プログラム名 導　入　元 内　　容

50 J-Tube Mate ver2007 JOGMEC/新日本製鐵 腐食環境下での坑井材料選定プログラム

51 OILMAP ASA（Applied Science Associates） 海上における油漏洩時の油挙動および最終結末
予測モデルソフトウェア

52 PIPESIM Schlumberger 管内多相流定常状態シミュレーター

53 QUESTOR IHS（Global）Ltd. 開発コスト算定ソフトウェア

54 Unisim Honeywell プロセス設計用シミュレータ

⑤ 登録となった工業所有権（日本・米国・欧州のみ）
名　　　　称 登　録　日 国　名 登録番号

遠隔氷厚測定方法、遠隔氷強度測定方法、遠隔測定方法、遠隔氷厚測定装置、遠隔氷強度測定
装置、及び遠隔測定体

平成31年4月5日 日本 6504432

Vibration detecting system, signal processing apparatus and signal processing method 令和元年5月7日 米国 10281601

ナノ複合材及びその製造方法並びに吸着剤及びその使用方法 令和元年5月24日 日本 6528100

吸着剤並びにその使用方法及び製造方法 令和元年5月24日 日本 6528101

Synthesis gas manufacturing method and synthesis gas manufacturing apparatus 令和元年11月12日 米国 10472235

合成ガスの製造方法および製造装置 令和元年12月13日 日本 6630721

信号処理システム、信号処理方法、信号処理装置、及びプログラム 令和元年12月27日 日本 6637592
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年月日 来　訪　者 内　　容

令和2年8月12日 千葉市科学館に応募のあった小学生～
高校生（6名）

千葉市科学館主催のイベント「日本近海の海底で、海の宝を探査せよ！ 
～日本の海洋資源～」の一環として、同館の引率により小学生～高校生が
TRC訪問。JOGMECの業務紹介、石油のでき方、メタンハイドレートの
調査方法等の講義、および館内見学。

12．来訪者一覧
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JOGMEC 技術センター

〒261-0025
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目２番２号

《最寄駅》

京成上野

上野

虎ノ門

神谷町

目黒

恵比寿

六本木
一丁目

日比谷線

南北線

・ JR総武線 幕張本郷駅
・ 駅郷本張幕 駅郷本張幕線葉千成京 線葉千成京
・ JR京葉線 海浜幕張駅

JR京葉線
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