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 DAY 1  10月 25日（月）  

脱炭素社会を支える資源開発を拓く  

資源開発×CCS×クリーンエネルギー活用による脱炭素社会への貢献  
  

 

13:30 開演 

➢ 13:30-13:35（05） 諸注意および諸連絡事項・講演者紹介 ····································· 普及促進課 

技術事業戦略 

➢ 13:35-13:40（05） 本部長挨拶 ······································································· 江波戸俊和 

➢ 13:40-13:55（15） 総括報告「低炭素社会の実現、そして、その先へ――。」 ··················· 三宅勇治 

➢ 13:55-14:10（15） 資源エネルギー業界が主導するカーボンニュートラル社会 ················ 山路法宏 

➢ 14:10-14:30（20） 資源安定供給のための TRCの技術 ··········································· 山本晃司 

➢ 14:30-14:50（20） 
特別講演「2030年/2050年を見据えた石油・天然ガス政策」 ············· 中山文博

 （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 課長補佐） 

休憩（05） 

CCS推進事業：施設技術 

➢ 14:55-15:15（20） CCS推進グループの事業概要 ·················································· 末廣能史 

➢ 15:15-15:25（10） 低炭素社会に向けたバリューチェーンに関する取り組み ··················· 三好啓介 

➢ 15:25-15:40（15） 水素バリューチェーンに関する考察 ············································· 新井博久 

➢ 15:40-16:00（20） 
燃料アンモニア製造設備及びバリューチェーン概要 

 ·······················································西澤勝弘（東洋エンジニアリング(株)） 

➢ 16:00-16:05（05） Q&A ······· 末廣能史・三好啓介・新井博久・西澤勝弘（東洋エンジニアリング(株)） 

休憩（10） 

CCS推進事業：地下評価技術 

➢ 16:15-16:20（05） 
地下評価技術の取り組み概要 ······················································ 岡部博 

★年報 pp.9-10 

JOGMEC では、令和 2年 7月に「低炭素社会に向けた技術事業戦略」を策定、同年 12月に JOGMEC

全体の取組として「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」を公開し、 

その実現に向け事業を進めてまいりました。第 1 日目前半は、その取組みについて包括的に紹介いたし

ます。 

また JOGMEC は、CCS 事業およびクリーンエネルギー導入を推進し、日本のカーボンニュートラルの

実現に貢献いたします。第 1日目後半は、長年の天然ガス開発事業や技術開発を通して培ってきた地下

評価技術の CCS 事業への適用例や、クリーン水素・アンモニアのバリューチェーン構築について紹介い

たします。 
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➢ 16:20-16:30（10） 
帯水層・枯渇ガス田への CO2貯留に対する地質評価 ······················· 島野恭史 

★年報 pp.11-12 

➢ 16:30-16:40（10） 
帯水層・枯渇ガス田への CO2貯留シミュレーション ·························· 赤井崇嗣 

★年報 pp.13-19 

➢ 16:40-16:50（10） 
CO2-EOR/CCSにおける坑井健全性評価 ····································· 北村龍太 

★年報 pp.25-26 

➢ 16:50-16:55（05） 
CO2モニタリングに対する取り組み ·············································· 加藤文人 

★年報 pp.22-24 

➢ 16:55-17:05（10） Q&A ································ 岡部博・島野恭史・赤井崇嗣・北村龍太・加藤文人 

  

 
  

★年報＝「令和 2年度石油天然ガス開発技術本部年報」のこと 

 
年報URL 
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 DAY 2  10月 26日（火）  

デジタルロックで見る新たな資源開発のミライ  

 油ガス田開発の新たな可能性の展開 ―デジタル技術―  

 

 

 

13:30 開演 

➢ 13:30-13:35（05） 諸注意および諸連絡事項 ······················································ 普及促進課 

デジタルロックの技術動向と活用に向けた取り組み 

➢ 13:35-13:37（02） 司会者挨拶・講演内容紹介 ························································· 大中温 

➢ 13:37-13:50（13） デジタルロック技術とは··············································· 大中温・塩田絵里加 

➢ 13:50-14:00（10） 
コア分析への活用：未固結堆積物へのデジタルロック適用性検討 ····· 塩田絵里加 

★年報 pp.131-133 

➢ 14:00-14:10（10） 

コア分析への活用：シェールロックの相対浸透率評価～モデリング手法の紹介～

 ···························································································· 大槻敏 

★年報 pp.69-71 

➢ 14:10-14:20（10） 
新たな技術の検討：アップスケーリング（深層学習を用いたアプローチ） · 加藤是威 

★年報 pp.182-183 

➢ 14:20-14:30（10） 
新たな技術の検討：アスファルテンの孔隙内挙動の可視化 ··················· 大中温 

★年報 pp.178-179 

➢ 14:30-14:40（10） 企業・大学の動向 ·································································· 赤井崇嗣 

➢ 14:40-14:42（02） まとめ ···················································································· 大中温 

➢ 14:42-14:52（10） Q&A ································ 赤井崇嗣・大槻敏・加藤是威・大中温・塩田絵里加 

休憩（8） 

デジタル技術 

➢ 15:00-15:05（05） 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 

➢ 15:05-15:20（15） 
AIを用いた石灰質ナンノ化石の自動同定 ····················· 山田吾郎(富士通(株)) 

★年報 p.42 

➢ 15:20-15:35（15） カッティングス記載自動化·································· 原田拓哉(JX石油開発(株)) 

CO2 圧入やシェール開発等、測定の難しい分析が増える中、デジタルロック技術～例えば岩石内の可

視化とそれらを用いた流動解析～を活用することで評価結果の向上が期待されます。第 2 日目前半は、

デジタルロックの活用における技術課題や TRC及び企業の具体的な取組を紹介いたします。 

JOGMECが 2018年にデジタル推進活動を開始して約 3年が経過し、デジタルトランスフォーメーション

(DX)という言葉も今や一般化しつつあります。我々のデジタル技術開発は、探査から生産までをカバー

し、概念実証(PoC)のみならず現場実証でも成果を出しつつあります。第 2 日目後半は、2020 年度の成

果を紹介いたします。 
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★年報 pp.54-55 

➢ 15:35-15:50（15） 
AIを用いた自動断層尤度解析 ·················································· 橘田和泰 

★年報 pp.56-57 

➢ 15:50-16:00（10） Q&A ·························· 加藤隆明・山田吾郎(富士通(株))・南條貴志・橘田和泰 

休憩（10） 

➢ 16:10-16:25（15） 
貯留層 AI適用性調査 ·································· 長谷川智紀(石油資源開発(株)) 

★年報 p.60 

➢ 16:25-16:40（15） 
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 

★年報 pp.58-59 

➢ 16:40-16:55（15） 

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リアルハプティクス技術

活用 ····································································· 高木元太((株)INPEX) 

★年報 pp.61-62 

➢ 16:55-17:05（10） Q&A ············· 長谷川智紀(石油資源開発(株))・安部俊吾・高木元太((株)INPEX) 
 
  

★年報＝「令和 2年度石油天然ガス開発技術本部年報」のこと 

 
年報URL 
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 DAY 3  10月 27日（水）  

低環境負荷型技術への取り組み  

油ガス田開発の新たな可能性の追求ータイトオイル/ガス開発ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 開演 

➢ 13:30-13:35（05） 諸注意および諸連絡事項 ······················································ 普及促進課 

低環境負荷型技術 

➢ 13:35-13:45（10） 
施設技術分野の総括 ······························································ 三好啓介 

★年報 pp.192-201 

➢ 13:45-14:05（20） 
随伴水含有有価金属類回収技術の開発 ······································ 川村和幸 

★年報 p.196 

➢ 14:05-14:25（20） 水溶性有機物処理技術の研究 ··································· 浪平隆男（熊本大学） 

➢ 14:25-14:45（20） 
セパレータ能力向上による油水分離効率化 ··································· 鈴木陽洋 

★年報 p.201 

➢ 14:45-14:55（10） Q&A ··························· 三好啓介・川村和幸・浪平隆男（熊本大学）・鈴木陽洋 

休憩（10） 

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） 

➢ 15:05-15:15（10） 
タイト貯留層開発最適化に向けた取り組み ···································· 倉本大輔 

★年報 pp.66-68 

➢ 15:15-15:35（20） 

米国 Eagle Fordシェール層における IOR/EOR技術に関する共同研究 

 ···························································································· 大槻敏 

★年報 pp.69-71 

➢ 15:35-15:55（20） 

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-3 ····················································· 玉川哲也(石油資源開発(株)) 

★年報 pp.72-74 

➢ 15:55-16:10（15） 

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 

 ········································································ 古井健二（早稲田大学) 

★年報 pp.83-84 

JOGMEC では、低炭素社会への貢献に加え、各種環境問題の緩和を目指す技術開発にも力を入れて

います。第 3 日目前半は、特に「低環境負荷型技術」に焦点を当て、随伴水からの有価物回収、水溶性

有機物処理、セパレータ能力向上などの機構の取り組みについて紹介いたします。  

 また、新型コロナ感染症拡大の影響で、原油・天然ガス需要の先行きが読みにくい現在、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ています。第 3 日目後半では、そうした環境下でタイト貯留

層開発に参画する本邦企業の資産価値向上を目指した技術支援の例とともに、未解明部分の多いシェ

ール開発最適化に向けた取り組みを紹介いたします。 
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休憩（10） 

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） 

➢ 16:20-16:40（20） 

水圧破砕亀裂可視化実験とシミュレーション技術の新たな試み 

 ································································ 加藤政史、陳友晴(京都大学) 

★年報 pp.75-80 

➢ 16:40-16:50（10） 
水圧破砕露頭試験に向けた取り組み ············································· 竹内傳 

★年報 pp.81-82 

➢ 16:50-17:15（25） 
Special Session ： Technological problems for the future development of 

unconventional oil and gas ······· Mukul Sharma（テキサス大学オースティン校） 

➢ 17:15-17:25（10） 
Q&A ················································ 倉本大輔・大槻敏・加藤政史・竹内傳 

玉川哲也（石油資源開発(株))、古井健二（早稲田大学)、陳友晴(京都大学) 
 

  

★年報＝「令和 2年度石油天然ガス開発技術本部年報」のこと 

 
年報URL 
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 DAY 4  10月 28日（木）  

操業現場の課題解決に向けて～開発技術～  

地震探査データ解析技術  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 開演 

➢ 13:30-13:35（05） 諸注意および諸連絡事項 ······················································ 普及促進課 

開発技術：ジオメカニクス・油層工学 

➢ 13:35-13:45（10） 開発技術課成果報告 ······························································ 北村龍太 

➢ 13:45-14:05（20） 
ジオメカニクスを活用した掘削障害・生産障害 解決への取り組み········ 山本和畝 

★年報 pp.174-177 

➢ 14:05-14:10（05） Q&A ·················································································· 山本和畝 

➢ 14:10-14:30（20） 

コア・流体分析技術への新たな取り組み：アスファルテン・エマルジョン評価と孔隙

スケール情報のアップスケーリング ·········································· 下河原麻衣 

★年報 pp.178-183 

➢ 14：30-14:35（05） Q&A ··············································································· 下河原麻衣 

休憩（10） 

開発技術：掘削・海洋開発 

➢ 14:45-14:55（10） 

掘削技術に関する取り組み紹介 （坑井健全性管理・掘削機器の故障検知） 

 ························································································· 武田哲明 

★年報 pp.167-171 

➢ 14:55-15:00（05） Q&A ·················································································· 武田哲明 

➢ 15:00-15:15（15） 
海洋石油・天然ガス開発技術に関する取り組み紹介 ························ 浅沼貴之 

★年報 pp.190-191 

➢ 15:15-15:20（05） Q&A ·················································································· 浅沼貴之 

休憩（10） 

 

JOGMEC では、操業現場において抱える様々な技術課題への対応を中心に、本邦民間企業への技術

支援を行っています。第 4 日目の前半は、開発技術に関連する「ジオメカニクス」「油層工学」「掘削」「海

洋開発」の各分野での取り組みを紹介いたします。 

 第 4 日目の後半は、地震探査を中心に、室内実験やシミュレーション、実証試験など異なるシチュエー

ションで解析を行った研究についてご紹介します。また、機械学習を用いた岩相推定といった最新の技術

についてもご紹介いたします。 
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地震探査データ解析技術 

➢ 15:30-15:35（05） 基盤技術と企業支援に関する取り組み ········································ 小西祐作 

➢ 15:35-15:50（15） 
AI技術を用いたコア写真の岩相判別 ················ 河村知徳（石油資源開発(株)） 

★年報 pp.48-49 

➢ 15:50-16:05（15） 
群速度を用いた異方性パラメータ推定方法の検討 ·························· 石鍋祥平 

★年報 pp.152-154 

➢ 16:05-16:20（15） 
オープンラボを活用したコア速度測定及び AVOインバージョン ··········· 中山貴隆 

★年報 pp.141-142 

➢ 16:20-16:40（20） 

Application of time-lapse elastic full waveform inversion to cross-well 

monitoring of the Nagaoka CO2 sequestration experiment ························· 

 ·········································································· 仲田理映（東京大学） 

★年報 pp.155-157 

➢ 16:40-16:55（15） 
カナダ Aquistore CO2貯留サイトにおける ACROSS実証試験 ········· 北脇裕太 

★年報 pp.160-162 

➢ 16:55-17:10（15） 
Q&A ··············小西祐作、河村知徳（石油資源開発(株)）、石鍋祥平・中山貴隆、 

仲田理映（東京大学）、北脇裕太 

  

★年報＝「令和 2年度石油天然ガス開発技術本部年報」のこと 
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 DAY 5  10月 29 日（金）  

基礎物理探査の取り組み  

メタンハイドレート研究開発の今とこれから  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 開演 

➢ 13:30-13:35（05） 諸注意および諸連絡事項 ······················································ 普及促進課 

国内基礎調査 

➢ 13:35-13:45（10） 国内基礎調査 ·········································································· 池俊宏 

➢ 13:45-13:50（05） Q&A ····················································································· 池俊宏 

休憩（10） 

メタンハイドレート研究開発の今とこれから 

➢ 14:00-14:05（05） 砂層型メタンハイドレート研究開発の概要 ····································· 松澤進一 

➢ 14:05-14:25（20） 
出水対策技術の適用性検討 ····················································· 安部俊吾 

★年報 pp.92-93 

➢ 14:25-14:30（05） Q&A ··················································································· 安部俊吾 

➢ 14:30-14:50（20） 
変質した火山灰の対比技術の適用検討 ······································· 髙嶋礼詩 

（東北大学・学術資源研究公開センター・総合学術博物館） 

➢ 14:50-14:55（05） Q&A ·················································································· 今井利矩 

➢ 14:55-15:15（20） 
次期海洋物理探査モニタリング手法の検討 ··································· 小林稔明 

★年報 pp.94-96 

➢ 15:15-15:20（05） Q&A ·················································································· 小林稔明 

➢ 15:20-15:40（20） 
深海底での環境影響の予測手法の検討 ······································ 石原靖文 

★年報 pp.11-118 

➢ 15:40-15:45（05） Q&A ·················································································· 石原靖文  

➢ 15:45-15:50（05） 閉会の挨拶 ·········································································· 高橋敏行 

 

第 5 日目の前半は「国内基礎調査」として、その業務概要を紹介いたします。また、物理探査船「資源」

と「たんさ」のデータ品質の比較、そして 2020年 3月および 4月に推進モーター2基が損傷する事象が発

生したため、調査を中断してから 2021年 2月 15日に調査を再開するまでの期間に実施した内容の一部

を紹介いたします。 

 メタンハイドレートは、貴重な国産の天然ガス資源となりうることに加え、カーボンニュートラルの実現に

向けて、ブルー水素・ブルーアンモニアの原料としての活用も期待されています。第 5 日目後半は、国の

計画に基づき、JOGMEC が MH21-S 研究開発コンソーシアムの一員として、砂層型メタンハイドレートの

商業化を目指して進めている生産技術の開発・日本周辺海域の資源量調査・環境影響評価についての

取組みの一部を紹介いたします。 
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