
セッション 時間

14:25-14:40
地下資源開発におけるAI活用の基礎と方向性

   株式会社Preferred Networks 執行役員 インダストリーソリューション担当VP  比戸　将平 様

14:40-14:55

休憩（10分）

Session 3

日本のE&P業界における

デジタル化の現状とは

Digitalization Transformation Journey with iEnergy
®

 Mr. TAN Kian Wei, Technical Advisor Geoscience - East Asia, Halliburton-Landmark

JOGMEC Digital Online Session 2021

講演内容

オープニング 13:30-13:40
開会のご挨拶

   JOGMEC 石油天然ガス開発推進本部 デジタル推進グループリーダー　加藤　隆明

Session 1

海外のデジタル活用の

取り組み報告

13:40-14:10
Transforming your operations through digital technology for the oil and gas industry

　 Dr. Arij van Berkel, Vice President and Group Director, Lux Research Inc.

14:10-14:25

AIを用いた異常予知　～アミンのフォーミングへの適用事例～
千代田化工建設株式会社 デジタルトランスフォーメーション本部 デジタルプロダクト部

LNGデジタルプロダクトセクション データサイエンティスト　中山　遼 様

Session 2

ニーズに応える

デジタル技術

15:15-15:35

各社紹介

- 株式会社INPEX 技術本部 プロジェクトジェネラルマネージャー (DX)　須田　誠 様

- 石油資源開発株式会社（JAPEX） 技術本部 技術企画部長　東　倫生 様

- JX石油開発株式会社 執行役員 デジタル推進部長　小寺　保彦 様

14:55-15:05 質疑応答

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構　　JOGMEC Digital Online Session 2021運営チーム　jogmec-digital@jogmec.go.jp

15:35-16:15

パネルディスカッション

 パネリスト：Session 3にご登壇いただく皆様

モデレーター：JOGMEC 石油天然ガス開発推進本部 デジタル推進グループ リーダー　加藤　 隆明

質疑応答

16:15-16:20
閉会のご挨拶

   JOGMEC 石油天然ガス開発推進本部 デジタル推進グループ デジタル技術チームリーダー　小西　祐作
クロージング

◇上記プログラムは予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

◇Session 1の講演は時差の関係から講演者のライブ出演が難しいため、録画による配信となります。また、英語講演について通訳は入りません。あらかじめご了承ください。

司会進行    JOGMEC 石油天然ガス開発推進本部 デジタル推進グループ デジタル技術チーム担当調査役　三好　啓介

2021年12月17日（金）オンライン開催

JOGMEC石油天然ガス開発部門に初のデジタル専門部署となるデジタル推進グループが設立されてから3年目を迎えました。

2020年7月に策定・発表した「低炭素社会に向けた技術事業戦略」<http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_15_

000001_00045.html>の中で、デジタル技術は「新たな技術開発の方向性の3本柱」のひとつである「油ガス田開発の新たな可能

性の追求」を継続するための重要なファクターとして位置付けられています。

そこで、この度デジタル推進グループでは、新たな試みとしてデジタル技術をテーマにしたオンラインイベント「JOGMEC Digital Online 

Session 2021」を開催することといたしました。資源開発に対するデジタル技術の活用事例や今後期待される新たなビジネス領域の

創出可能性等にも触れながら、デジタル技術に係る昨今のトレンドや各社の取り組みについて広く情報を発信すると同時に、活発な

意見交換の場となることを期待しております。

ご講演いただく企業の皆様に心より感謝申し上げるとともに、参加者の皆様の業務におけるデジタル技術活用の糸口となれば幸いです。
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JOGMEC Digital Online Session 2021 講演者紹介

Mr. Tan graduated from University Malaysia Sabah with a BSc 

in Geology in 2007. Started in the O&G industry with EMGS as 

a geophysicist using CSEM for HC exploration. He then moved 

to DUG and performed seismic processing and depth imaging. 

After that, he joined SLB and had been a consultant in Petrel 

G&G workflow and championing Cloud applications. As 

technical advisor in Halliburton Landmark, he had assisted 

Malaysian NOC in their digital transformation journey.

Session 1

Session 2 Session 2

Session 2 Session 3

Opening / Session 3 (Moderator)

2018年に神戸大学大学院工学研究科を修了。同年千代

田化工建設株式会社に入社。2019年にデジタルトランス

フォーメーション本部デジタルプロダクト部に異動し、自社プロ

ダクトのPoCやシステム開発を担当。データサイエンティスト兼

リードエンジニアとして、プラントの運転データからフォーミングを

予測するAIを組み込んだFoaming Prediction AI 

System（FPAS）の開発に従事。

千代田化工建設株式会社 デジタルトランスフォーメーション本部

デジタルプロダクト部 LNGデジタルプロダクトセクション データサイエンティスト
中山 遼 様

Mr. van Berkel is a Vice President at Lux and leads the energy research 

team. He and his team provide strategic insights in the rapidly 

changing landscape of energy supply to mobility, residences, and 

industry. Prior to joining Lux Research, he worked for Shell and TNO, 

the public research and technology organization of The Netherlands. At 

Shell, he conducted research into process safety and combustion. At 

TNO, he worked on a variety of topics including food preservation, 

emission reduction and biomass conversion. His last position there was 

innovation director for the chemical industry, P&L responsible for TNO's 

entire project portfolio for the chemical industry and liaising with the 

Dutch and EU governments on innovation policy.

1988年に京都大学理学部大学院地球物理学科修士課

程を修了。同年石油資源開発㈱に物理探査技術者として

入社。国内外の石油天然ガスの探鉱開発プロジェクトに従事。

出向先として、地球科学総合研究所、カンボジア石油開発

㈱、石油公団、イラク・ガラフプロジェクトのセコンディとして

Petronas（ドバイ）、JAPEX U.S. Corp.(ヒューストン)。

2019年6月より現職。

1995年に埼玉大学工学部を卒業、同年横河電機（株）に入社。キャリア前

半は主に石油・ガス・LNGプラントやLNG船・FPSO等の制御・安全システムの

海外営業やプロジェクトエンジニアに従事。2006年より、５年間米国ヒュースト

ンにて赴任し、陸上Gas wellhead のBusiness Development Manager、

2011年より2年間シンガポールにてUpstream Solution SME、そして2013

年より本社船舶・海洋グループマネージャを歴任。

2015年INPEX入社。情報システムユニットの企画マネージャー、海外プロジェク

トのプロジェクト管理・契約のリーダーを経て2021年3月より現職、DX推進を主

導。

Session 3

1992年に東北大学工学部資源工学科を卒業。

同年石油公団に油層工学技術者として入団。2004年より

石油天然ガス・金属鉱物資源機構。キャリア前半は石油資

源開発㈱長岡鉱業所、アブダビ石油㈱アブダビ鉱業所、サ

ハリン石油開発㈱のセコンディで米国エクソンに出向。2011

年に事業推進部、2014年に技術部技術企画課、2018

年からデジタル推進に関わり、2020年7月より現職。

Closing

Session 3

1999年に静岡大学理工学研究科（修士）を修了。翌年

石油公団に地質技術者として入団。2004年より石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構。長く海外地質構造調査に従事。こ

の間、日本ベトナム石油㈱に出向。2019年5月、デジタル推

進グループ配属、2020年7月より現職。技術部探査技術課

長を兼務しながら、日本の石油・天然ガス開発業界や

JOGMEC内への、デジタル技術の普及・促進に取り組む。

2006年京都大学大学院情報学研究科修士修了、同年日

本IBM東京基礎研究所に入社、データ解析技術の研究開

発に従事。2012年4月にPreferred Infrastructureに入

社。2015年にPreferred Networks米国子会社へ転籍。

2018年本社へ帰任、同年12月に執行役員に就任。2020

年11月より現職。

1985年に東大大学院資源開発工学修士課程を修了、同年

日本鉱業㈱に物理探査技術者として入社、その後主に探鉱

事業に従事、キャリア前半の海外勤務先は、ヒューストン事務

所、アブダビ石油（株）アブダビ鉱業所。最近の職歴は2015

年ドーハ事務所長、2018年技術戦略部長、2020年4月に

新設のデジタル推進部の部長に就任。現在に至る。
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JOGMEC Digital Online Session 2021 講演概要（アブストラクト）

Session 1 海外のデジタル活用の取り組み報告

千代田化工建設株式会社
中山 遼 様AIを用いた異常予知 ～アミンのフォーミングへの適用事例～

LNGや原油精製、ガス処理の各業界に共通する安定運転の阻害要因の一つにフォーミング現象がある。フォーミングとは酸性ガス除
去装置におけるアミン溶液の突発的な発泡現象であり、既存技術ではその予兆を正確に捉えることは難しく、対応が遅れると製品オ
フスペックや計画外停止を引き起こすリスクがある。

この問題を解決するために、プラントの運転データからフォーミングを予測するAIを組み込んだFoaming Prediction AI System
（FPAS）を開発した。本発表では、FPASの概要および某LNGプラントにおける試験運用結果について述べる。

株式会社Preferred Networks
比戸 将平 様地下資源開発におけるAI活用の基礎と方向性

Halliburton-Landmark
Mr. TAN Kian WeiDigitalization Transformation Journey with iEnergy®

Digital transformation is the integration of Digital Technology into all areas of a business, where using digital technology, we will 
create new, or modify existing business processes, culture and experiences.

Session 2 ニーズに応えるデジタル技術

iEnergy® cloud DecisionSpace 365 platform provides a centralized, cloud native data platform that ingests quality-controlled E&P 
data for use in cross-domain applications from a single access point. Besides providing E&P cloud applications, iEnergy® and OSDU 
also proved to be a wonderful platform to leverage the power of artificial intelligence, enabling data science workflow to be
standardized and preset, allowing geoscientist and engineers easy access to data science tools. Key benefits of digital 
transformation and having our business operations in cloud will be discussed.

Examples of Machine Learning in facies log interpretation and Scalable Computing Power for automatic fault interpretation will be 
introduced. We will also share our digital transformation success story in National Data Repository in Norway and Exploration
workflow transformation story in Malaysia.

Preferred Networksは機械学習の産業応用におけるパイオニアとして製造業を始めとした業界での実績を持ち、地下資源開発
においては三井物産と合弁会社Mit-PFN Energyを設立し、共同で研究開発および事業推進を行っている。

本講演では、まず近年のAIブームの基盤である機械学習技術の基礎を説明し、その産業応用例を紹介したあと、今後の地下資
源開発におけるAI利活用の方向性を示す。

Oil and gas must transform its operations and product portfolio today. Market volatility requires increased flexibility. While 
demand for oil and gas still increases, peak demand is expected in 10 to 15 years. The industry must expand capacity now with
future demand reduction in mind. Meanwhile, operations need to be as energy-, carbon- and cost efficient as possible.
Digital technology helps to walk this tightrope through optimizing existing assets without substantial hardware investments. Yet, 
the industry still struggles to reap the full benefits of the digital transformation.

Lux Research Inc.
Dr. Arij van Berkel

Transforming your operations through digital technology for 
the oil and gas industry

Digital technology requires changes to Standard Operating Procedures, integration of data and algorithms, often developed by 
different suppliers. In this presentation we show case studies for short term, medium term, and long-term strategicbenefits from
the use of digital technology. We’ll show how it helps the industry meet the conflicting goals of growing the business while 
becoming more flexible, robust for demand reduction and less carbon-intensive.
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