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緒　言

令和3年度は、昨年度に引き続きコロナ禍が継続しながら、原油・天然ガス価格が高
騰し、さらに年度の終わりになってロシアによるウクライナ侵攻とそれに対する日欧米
等の経済制裁によりエネルギーや鉱物資源の需給関係が大きく変動するなど、エネル
ギー資源をめぐる環境は大きく変化しました。その一方、脱炭素に向けた動きはとどま
ることはなく、いかに低炭素の燃料を作り出しあるいは入手するか、技術に求められる
課題も大きくなっています。

JOGMECは、菅前首相が2050年カーボンニュートラル宣言を行う前年の令和2年7月に、
低炭素社会の実現への貢献をうたった技術事業戦略を発表し、それに基づいた組織改正
や新たな事業への取り組みを進めてまいりました。さらに、JOGMECの機能に二酸化炭
素回収・貯留（CCS）や水素・アンモニアの導入などを付け加えるJOGMEC法改正案
が国会に提出され、令和4年5月に成立いたしました。これにより、JOGMECの技術の役
割も単に新たな業務が追加されるだけでなく、地球環境の保全に寄与するものに大きく
変化したといえます。そのため、JOGMECの名称も、エネルギー・金属鉱物資源機構

（Japan Organization for Metals and Energy Security）に変更となりますが、略称は引
き続きJOGMECといたします。

その一方で、世界的な資源価格の高騰と供給不安は、資源開発への投資が依然必要な
ことであることを示し、ウクライナ情勢の悪化は供給源の多角化や国内資源開発の重要
性を改めて認識させるものでもあります。

現在も日本のエネルギー供給の大部分が海外からの輸入に頼る現実はかわらず、一方
でエネルギー産業は低炭素化を実現できないと存続し続けられない現実を踏まえ、
JOGMECの上流開発の技術陣は、資源の安定供給と温室効果ガスの大気への排出の削
減を両立するという困難な課題を解決すべく、非在来資源の開発なども含めた技術開発、
内外の資源探査、CO2EORの知見に基づくCCS技術の適用などの活動を続けています。
水素・アンモニアのバリューチェーン構築といった活動により、実際に日本に低炭素燃
料を持ち込む事業の着手にはずみをつけています。さらに、炭素に限らず、日本が強み
をもつ様々な環境対応技術の資源開発の現場への適用により、産業界に日本の技術を橋
わたす役割も続けています。

また、社会を見回すと、デジタル技術の進展はデモンストレーションの段階から、産
業や暮らしの隅々に自然に入り込む段階に移行しているように見えます。エネルギー産
業は比較的デジタルへの取り組みが遅れているとも言われていましたが、JOGMECは業
界をリードする形で様々なデジタル技術の概念実証と現場適用を進めてきて、そのうち
いくつかは実証段階に進んでいます。

JOGMECの活動は、国の政策、社会的要請、および産業界のニーズに基づき、また最
新の研究開発動向を踏まえて、幅広い視点で様々な技術の研究開発と現場への適用を推
し進めており、今般お届けする「石油天然ガス開発技術本部年報」は、これらの成果を
技術者・研究者のみならず、広く産業界、さらに社会全体に紹介するものです。本年報
の内容が、皆様の最新技術への理解を助け、日々の業務に参考となることを念じており
ます。また、今後とも効果的な支援を実現するために、皆様からの忌憚のないご意見と
ニーズや希望を寄せていただければ幸甚です。

令和4年5月

　石油天然ガス事業本部　副本部長　　　山　本　晃　司



【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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1．事業総括
近年、脱炭素社会の実現に向けた様々な動きは急激に

拡大している。さらに、その中で見舞われた新型コロナ
ウィルスの影響などによって社会は非常に特殊な環境下
で動いている。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資
源機構（以下、「JOGMEC」）本部および技術センター

（以下、「TRC※」）は、むしろ、そのような状況である
からこそ、令和3年度は積極的に行動を起こすことを選
択し、様々な対策を打ち出すとともに対応した1年で
あった。

令和3年4月、JOGMECは組織一丸となって取り組む
「カーボンニュートラル・イニシアティブ」を発表した。
本イニシアティブでは「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つの柱を掲げ、その具
体的行動計画（アクションプラン）として「水素・アン
モニア製造支援」や「包括的なCCSへの支援」などを
主要な取り組みの一つとして位置づけた。脱炭素化の取
り組みは、ALL JAPANで挑戦していくことが必要で、
JOGMECはそれらを強力に推し進め、あるいは牽引し
ていくための役割を担っていかねばならない。そのため
には技術的な後押しが必要であり、TRCとしても令和3
年度は数多くの技術課題や困難に挑み続けた1年であっ
た。

他方、カーボンニュートラル社会の実現を目指す上
で、化石燃料資源への関与が忌避される風潮等も世界的
に高まり、それによる開発投資の鈍化などは市場でも価
格上昇の反応を招いている。そうした最中に発生したロ
シアによるウクライナ侵攻は、さらに石油・天然ガスの
調達を巡る情勢を著しく変化させた。このように変動
性、不確実性等を伴いながら急激に変化していくこと
は、これからの世の中では常に起こり得るリスクとして
織り込んでいく必要がある。目下の課題は、地球環境問
題解決のためにカーボンニュートラルを指向しつつも安
定的社会経済活動維持のために化石燃料は引き続き重要
なエネルギー資源であるということを深く認識し、双方
がバランスよく結びついていくための技術支援を図って
いくことであると考えている。

本章では、令和3年度の活動の概要を報告する（なお、
本年報の対象期間である令和3年度以後の動きについて
も一部言及する。）。

※TRC：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と
ともにJOGMEC全体の石油・天然ガス技術開発に取
り組んでいる。

1.1　カーボンニュートラルに向けた取り組み
JOGMECは、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上流分野の活動
支援として技術開発事業を行ってきた。その一方で、平
成30年12月に発表した「JOGMECの持続可能な開発目
標（SDGs）への取組方針」により、「気候変動への対応
と循環型社会構築への貢献」を行動基軸の一つとして位
置付け、資源開発と気候変動問題への継続的な取り組み
に対する姿勢も示してきた。そうした流れの中で、令和
2年7月には、「低炭素社会の実現に向けた技術事業戦略」
を策定・公表し、同時にCCS推進グループを新たに設
置した。さらに令和3年4月、JOGMECは組織の総力を
あげてカーボンニュートラルに資する事業を強力に推進
するため「カーボンニュートラル本部」を創設し、その
創設後即座に基本方針と具体的行動計画を盛り込んだ

「カーボンニュートラル・イニシアティブ」を公表した。
基本方針では「クリーンな資源エネルギーへの取組強
化」「脱炭素燃料・新技術への取組強化」「脱炭素化に必
要な制度整備への貢献」を掲げ、特にCCSや水素・ア
ンモニア製造に関する支援は重要な要素として具体的行
動計画（アクションプラン）に盛り込んでいる。

令和3年度、CCS技術による支援、水素・アンモニア
に関するバリューチェーン調査等を通じた事業性評価支
援の観点からは、「豪州から日本へのクリーン燃料アン
モニアサプライチェーン構築に関する事業化調査」、「西
豪州におけるクリーン燃料アンモニア生産を見据えた
CCS共同調査の実施」、「東シベリア－日本間のアンモ
ニアバリューチェーン事業化調査フェーズ2」、「アブダ
ビにおけるクリーン・アンモニア生産事業の事業化可能
性に関する共同調査」に取り組んでいる。

CCS普及促進の観点からは、「CCS事業の技術対応事
項及びCO2排出削減量算定のためのガイドライン案」に
ついて令和4年1月～2月にパブリックコメント（意見募
集）を行い、その結果も踏まえつつ、令和4年5月に

「CCSガイドライン（初版）」「GHG・CIガイドライン
（初版）」を公開した。本ガイドラインは、CO2貯留事業
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については、地下の地質評価によるCCS適地選定と
CO2貯留可能量の算定、事業計画から操業、廃山・閉鎖
までに必要な技術的対応事項などに加えCO2排出削減量
の算定まで一貫した運用が可能となる内容であり、また、
GHG・CIについては、CI（単位（エネルギー含有量又
は重量）あたりのGHG排出量を示したCarbon Intensity

（炭素強度））の算定手法についての考え方や、国際的に
対応要請が進むメタンの排出量について最適な算定を行
えるよう工夫がなされている。JOGMECは、CCSの中
核機関として日本企業が進めるCCS事業への支援を強
化するとともに、エネルギーセキュリティを担う中核機
関としての立場からは、同様に日本企業が進めるLNG・
水素・アンモニア事業への支援を強化していく。

また、CCSを広く事業へ適用させていくためには、
CO2分離回収技術が大きなカギを握る。今後、高濃度天
然ガス田を開発する際には、現在開発を進めている

「DDR型ゼオライト膜」を用いたCO2分離技術の確立に
よって、CO2EOR、CCS、CCUSへの適用＝ゼロカーボ
ンガスの生産に大きな期待が寄せられている。同技術
は、我が国民間企業とともに開発、実証試験に取り組ん
でおり、令和3年6月にはグリーン・サステイナブルケミ
ストリー（GSC）賞の奨励賞を受賞した。

国内においては、新潟県阿賀野市におけるCO2を用い
た原油回収促進技術（EOR）の実証試験に向けた共同
研究を令和3年6月に開始した。この試験は、現在開発中
のCO2EOR効率改善技術（CO2フォーム技術）を用いて
地下に残留した原油の回収促進効果の実証を目的とする
ものであるが、さらに地下に残留するCO2に着目し大気
中への排出削減効果についても検証することとしてお
り、本実証試験を通して、上流事業における原油回収促
進ならびにCO2排出削減に寄与する技術開発を推進して
いく。

他方、産油ガス国とのカーボンニュートラル実現に向
けた人材育成として、インドネシアを対象とした「エネ
ルギートランジション研修」を令和4年3月に初開催し、
同国エネルギー鉱物資源省人材育成庁長官から謝辞を頂
戴する等政府の推進するアジア・エネルギー・トランジ
ション・イニシアティブ（AETI）にも貢献した。

以上のようにJOGMECは、カーボンニュートラル社
会の実現に向けて様々な取り組みを強力に推し進めてき
ている。

カーボンニュートラル関連の情報は、令和3年4月に専
用ウェブサイト「資源ミライ開発」を開設し、新技術事
業戦略、CCS推進事業、クリーン水素・アンモニア推
進事業、デジタル推進事業について広く紹介している。
本サイトも是非ご覧いただきたい。

【資源ミライ開発webサイト】

https://mirai.jogmec.go.jp/

1.2　エネルギーの安定供給に向けた取り組み
石油・天然ガスについては、脱炭素化の流れによる資

源開発投資の鈍化、新型コロナウィルスによる需給の停
滞等様々な事象により影響を受けている。そうした中で
発生したロシアによるウクライナ侵攻は、資源調達の在
り方についても大きな一石を投じたものとなった。カー
ボンニュートラル社会の実現を目指しつつも、現実は、
石油・天然ガスといった化石燃料は引き続き重要なエネ
ルギー源であり、その安定供給体制の確保は世界的に再
認識され、改めて重要視されることとなった。JOGMEC
は、我が国エネルギーセキュリティ上も非常に意義の高
い国内資源開発への取り組みとして、令和3年12月に島
根・山口県沖合における探鉱事業を出資採択した。本件
は、JOGMEC初の国内探鉱出資対象事業であるととも
に、国が進めてきた基礎物理探査や基礎試錐の成果を活
用して民間企業がオペレーターとして事業を引き継ぐ最
初の事例でもあり、国産エネルギー資源として我が国エ
ネルギー安定供給に大きく貢献できる一歩を踏み出した
ものと考えている。

また、同様に国産資源として期待されるメタンハイド
レート開発についても、出砂トラブルに対処するための
新たな技術の開発やさらに今後の開発・生産技術の確立
を目指して、米国アラスカ州での長期陸上産出試験に向
けて作業を進めているなどの課題解決に着実に取り組ん
でいる。

国内の資源開発や海外からの安定的な資源確保のた
め、TRCは、引き続き技術的取り組みを進めていく。

1.3　JOGMEC石油天然ガス部門の体制変更、機構の新
たな役割に向けた取り組み

JOGMECは、カーボンニュートラル・イニシアティ
ブに基づく取り組みを加速するため、令和4年3月、石油
天然ガス開発推進本部と石油天然ガス開発技術本部を統
合し、油ガス田開発の脱炭素化を総合的に推進する民間
企業の取り組みに対して、資金・技術・情報面からの
様々な支援をシームレスに行う体制を強化するため、新
たに「石油天然ガス事業本部」を発足させた。

さらに、令和4年5月にJOGMECの機能強化と組織名
称の変更を含む改正JOGMEC法が成立した。同改正法
では、「水素・アンモニア等の製造・貯蔵への出資・債
務保証業務」「二酸化炭素の貯蔵等への出資・債務保証
及び地質構造調査業務等」「本邦周辺海域における洋上
風力発電に必要な地質構造調査等業務」他の業務が追加
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され、また、組織名称は「独立行政法人エネルギー・金
属鉱物資源機構」となった。それらは、同改正法の成立

（5月）から6か月以内、即ち本年11月までに施行される
こととなっている。

これによって、JOGMEC（組織名称変更後もJOGMEC
の略称は維持）は、カーボンニュートラルとエネルギー
セキュリティ確保の双方に本格的に乗り出し、我が国の
エネルギー・資源の安定供給確保にさらに深く関与して
いく。TRCとしても、これまでの技術ノウハウの蓄積
に加え、人的資源を最大限活用し、より一層の技術的支
援を行っていく。

1.4　コロナ禍や世界情勢等の影響、不確実性の時代へ
の対応

令和3年度も新型コロナウィルスの感染、それによる
影響が収束せず、技術開発案件の一部にもその進捗に影
響した。世の中は気候変動問題やウクライナ情勢など
様々な要素が複雑に絡み合うような、VUCA（Volatility：
変動性、Uncertainly：不確実性、Complexity：複雑性、
Ambiguity：曖昧性）の時代に入ったと言われている。
それに対応するためには、変化の速さに迅速に的確に対
応していくことが求められる。JOGMECは、新たな可
能性の追究として、デジタル技術やAI技術の活用にも
取り組んでいる。令和3年12月には資源開発に対するデ
ジタル技術やAI技術の活用等に関するオンラインセッ
ションを開催し広く情報を発信した。VUCAにはデジ
タル技術やAI技術の活用は不可欠であり、引き続き、

デジタル技術やAI技術を融合させながら、これからの
資源の開発に取り組んでいく。

いずれにせよ、JOGMEC-TRCは、引き続き基盤技術
開発にも取り組みながら新たな可能性にも挑みつつ、変
化に素早く対応できる柔軟性も持って、「資源ミライ開
発」を推し進めていく。

以上

関連URL
【ニュースリリース】

JOGMECカーボンニュートラル・イニシアティブの
策定
https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_01_ 
000179.html

低炭素社会の実現に向けた技術事業戦略の策定および
CCS推進グループの設置について
https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_15_ 
000001_00045.html

CCS事業の技術対応事項及びCO2削減量算定のための
「CCSガイドライン（初版）」の公表について
https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_ 
00024.html

LNG・水素・アンモニア製造に伴う温室効果ガス算
定のための「GHG・CIガイドライン（初版）」の公表に
ついて
https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_ 
00025.html
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第2編
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

　



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（指針）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同時に進め
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、化石燃料は水素を運ぶ乗り物とし
て捉えることも可能であり、水素・アンモニアを安定的
かつ経済的に供給する媒体として、CCS・カーボンリサ
イクル等によるCO2排出量削減と併せて検討することが
有効である。

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
の開発を通じて、気候変動対応と資源エネルギー安定供
給という二つの目標の同時達成という、これまで以上に
大きな役割が期待されており、使命感をもって取り組む
所存である。

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資源
等を含んだ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。
（https ://www.jogmec .go . jp/carbonneutra l/

carbonneutral_01_00002.html）
JOGMECの石油・天然ガス事業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.jp/）を2021年４月に公開した（図1）。

2021年度の実績
資源開発CCS事業支援

石油・天然ガス開発事業の一環として行われ
るCCS（資源開発CCS）への技術貢献として、
技術開発および上流企業への技術支援を開始

資源開発CCSの地下評価技術分野としては、将来の
CCS事業化を見据え、CCUS事業として2021年4月より
開始した、株式会社INPEXの南阿賀鉱場（新潟県阿賀
野市）におけるCO2-EOR実証試験の準備を行った。具
体的には、地質サンプルの分析や地質モデルの構築、
CO2圧入シミュレーション、地震探査モニタリング検討
のための岩石物理スタディである。2022年度以降、新規
に坑井を掘削し、CO2圧入試験を実施する予定であり、
本実証試験を通して原油回収促進技術の開発ならびに同
技術の適用促進を図り、将来的には海外油ガス田での技
術展開につなげる。地下におけるCO2挙動の把握として
CCS分野の知見獲得にもなる。

さらに、国内でのCCS事業化を見据え、国内減退油
ガス田におけるCO2貯留ポテンシャル評価を実施し、知
見の向上を図った。一方、国外のCCS事業として、西

Ⅰ．低炭素社会の実現

図1　「資源ミライ開発」のトップページ
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豪州におけるクリーン燃料アンモニアの事業化の観点か
ら枯渇ガス田へのCO2地中貯留のフィージビリティスタ
ディにも着手し、過去に取得された様々な地下貯留層に
関するデータを統合的に評価している。

低環境負荷型技術の開発から、
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特性（油ガス
の性状や温度圧力などの条件）や需要側の要求（製品と
して求められるスペック）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
の可能性を事業パートナーとともに検討してきた。

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事業に貢献可能な開発や、コスモ石油株式会社、
アブダビ石油株式会社とともに実施しているスラッジ削
減技術の実証を行っている。

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。「エネルギーの安定供
給」を使命とするJOGMECは、石油・天然ガスに限ら
ず多様なクリーンエネルギー源の供給を目指した低炭素
型バリューチェーン構築の事業化検討を本邦企業と共に
実施している。特に、日本が世界に先行して技術開発を
行っている、石炭火力発電所でのアンモニア混焼技術の
普及を見込んだ、燃料アンモニア安定供給のためのバ
リューチェーン構築を複数の地域で実施している。

「クリーン」エネルギー開発の支援：CCS事
業実施に関するCO2排出量・排出削減量算出
指針

クリーンエネルギー開発を支援するにあたって、CCS
によるCO2の地中への貯留量算出やエネルギー製造設備
におけるCO2排出量算出のための指針（ガイドライン）
作成を行った。

CCSは新たな事業領域であり、CCS適地の選定、事
業計画から操業、サイト閉鎖までの作業手順について、
CCS貯留可能量評価やCO2排出削減量算定を含めた一連
のスキームとして確立した国際的な基準はなく、事業者
が個別に対応しているなか、JOGMECは、CO2貯留事
業に関する一連の作業に必要な技術対応事項、安全性確
保のための施設設備要件やモニタリング対応事項、さら
にCCSによるCO2排出削減量の算定方法指針を策定し
た。

一方、今後、LNG・水素・アンモニア製造時の温室
効果ガス（GHG）排出量についても様々な業界団体や
多国間取組の中で算定手法に関する議論が進んでいく状
況のなか、JOGMECはエネルギー生産設備における
GHG排出量や製品の炭素強度（Carbon Intensity: CI）
を透明性高く正確に算出するための指針を策定した。本
指針では、GHGの中でも、特に国際的に排出対策への
動きが強いメタンを含め、主要なGHG排出源について
より最適な算定指針を提案している。

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・制度整備支援を通じて、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　南阿賀フィールド実証試験に向けた取り組み：実証試験概要

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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、島野恭史、毛利拓治、岡部 博
共同研究先　　（株）INPEX

基本情報（目的等）
JOGMEC及び株式会社INPEX（以下、INPEX）は、

INPEX南阿賀鉱場（新潟県阿賀野市）において、二酸
化炭素（CO₂）を圧入することによる、原油回収促進効
果及びCO₂貯留メカニズムを検証するための実証試験を
実施する共同研究契約を2021年4月に締結した。

本共同研究では、南阿賀油田において、2022年度に2
坑井を掘削し、2023年3月末までの共同研究契約期間内
に、それら新規2坑井における二酸化炭素圧入試験およ
びその後の流体生産試験の実施を計画する[1]。

2坑井のうち1坑井は、地層内の原油残存量が十分に低
下しているエリアに掘削し、CO₂圧入およびその後の流
体生産試験を行う事を計画する。この坑井では、圧入
CO₂の地層内での挙動を把握するために、各種モニタリ
ング技術を適用し、CO₂貯留メカニズムの検証を行う。
また、もう1坑井は、原油の残存が期待されるエリアに
掘削し、水とCO₂を混合し泡状としたCO₂フォームを圧
入し、その後の流体生産試験を行う事を計画する。見か
け粘性を増加させたCO₂フォームの圧入により、掃攻効
率を改善し、原油回収の促進効果を検証する。

研究内容及び成果
1．南阿賀油田の概要

南阿賀油田は、新潟県阿賀野市に所在し、1964年11
月、南阿賀-2号井の掘削により発見された。1965年8月
に南阿賀鉱場を設置して、本格的な開発が進み、1960年
代後半に日量約690kLの最大原油生産レートを記録し
た。その後、貯留層圧力の急激な減退を緩和するため、
1970年代から生産レートの引き下げが行われ、適切な油
層管理のもと生産が継続された。当該油田に対して、現
在までに約30坑あまりの坑井が掘削され、仕上げられて
いる[2]。

生産原油の貯留層準は、深度約2,200mに位置する椎
谷層上部の凝灰質砂礫岩であり、東側に向かって深まる
急な地層傾斜を有し、西側の構造上位に向かってせん滅
する層位封鎖型トラップを形成している。また、深度
2,250m付近において初期（開発以前）の油水界面を有
していたものと解釈されている。

対象となる貯留層準は、東側へ向かって深度とともに
層厚も増大し、貯留層中央部で、約30mの層厚を有して
いる[2]。その堆積環境は、大局的には、油田地域の南方
から北方へ向かって、流下する重力流によって堆積した

タービダイトと解釈されており、その重力流の主軸と考
えられる付近にはレンズ状に発達する複数の礫岩層が坑
井において確認されている。このような堆積物供給機構
の証として、1mD以下の低浸透性のシルト岩から数百
mDの高浸透性を有する塊状礫質砂岩等が取得されたコ
アにおいて観察されており、貯留層性状は高い不均質性
を有している[3]。

原油は、初期状態において深度1,980m前後から2,250m
前後の範囲に胚胎していたと考えられ、1,980m前後以
浅は、天然ガスが存在するガスキャップとなっている。
原油性状は、初期状態において36˚API程度であって、
軽質から中質の良好なものである[2]。

開発生産が進んだ2022年時点において、貯留層圧力は
静水圧状態以下にまで低下しており、油田西側の構造頂
部からキャップガスが膨張し現在のガス─油界面を形成
し、油田東側からの地層水の流入に伴い、現在の油─水
界面を形成しているものと考えられることから、これら
両界面に挟まれた油田中央部において油の残存が予測さ
れる。

2．取り組みの概要
2022年度に2坑井の掘削を予定している。これらの坑

井において、物理検層データやコアデータの取得を行っ
たのち、2022年度内にそれらの各坑井において、CO₂の
圧入とその後の流体生産を実施するHuff’n’Puffテスト
を計画する。Huff’n’Puffテストの実施に当たっては、
圧入・生産時の圧力挙動のモニタリング、物理検層ツー
ルや坑内に設置した光ファイバーケーブルを用いた温度
計測（distributed temperature sensing, DTS）などの
坑井近傍のモニタリング、地表地震観測等のさまざまな
モニタリングを計画する。

2021年度は、当該実証試験計画の立案を目的として南
阿賀鉱場における実証試験準備作業を行った。また、対
象油田に対して過去に取得されたデータを用いて、地質
モデルの構築、CO₂圧入シミュレーションによる実証試
験計画の検討、既存コアデータを用いたラボ分析作業を
実施した。さらに、これらの新掘2坑井を用いて、坑井
間掃攻CO₂圧入を実施することを想定した場合の地震探
査モニタリングの適用可能性の検討を行った。

謝辞
本稿の執筆に当たり掲載許可を頂いた（株）INPEXに
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感謝いたします。

引用・参考文献
[1] JOGMEC、2021：新潟県阿賀野市における二酸化

炭素（CO₂）を用いた原油回収促進技術（EOR）の
実 証 試 験 に 向 け た 共 同 研 究 の 開 始 に つ い て、

https ://www.jogmec .go . jp/news/re lease/
content/300372475.pdf（accessed Jun. 04, 2021）.

[2] 武井友也、1966：南阿賀油田について、石技誌、31
（5）、206-216．

[3] 阿部正名、1978：南阿賀油層砂岩の堆積機構につい
て、石技誌、43（6）、398-406．
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②　南阿賀フィールド実証試験に向けた取り組み：実証試験準備作業

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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、岡部 博
共同研究先　　（株）INPEX

基本情報（目的等）
南阿賀油田において計画されているCO₂圧入実証試験

について、令和3年度に実施した実証試験のための準備
作業について報告する。

研究内容及び成果
1．坑井掘削位置の選定および掘削計画

実証試験のための2坑の新掘井の掘削位置を決定する
にあたり、以下の条件を考慮した。
◦　既設の南阿賀第一プラント敷地内からの掘削が可能

であること
◦　貯留層砂岩が比較的厚く見込まれること
◦　貯留層内に発達するキャップガスを避けたエリアで

あること
◦　掃攻効率改善による原油回収促進効果を検証する

「EOR井」については残存油が見込まれるエリアで
あること

◦　CO₂貯留メカニズムの検証を主目的とする「CCUS
井」については残存油量が十分に低下しているエリ

アであること
◦　既存坑井との干渉を避けるため、それらから一定の

距離があること
◦　将来的にこれらの新掘2坑井を用いた坑井間掃攻試験

を行う場合に、それに適した坑井間距離であること
◦　その際に、効果的な物理探査モニタリングが可能と

なるように、2坑井の坑跡が同一平面内にあること

これらを踏まえて、南阿賀第一プラント敷地内の坑井
基地から、「EOR井」と「CCUS井」の偏距（坑口位置
と坑底先端部の水平距離）がそれぞれ750mと438mとな
る掘削位置および坑跡を決定した（図1）。これらの坑
井は貯留層区間で垂直であって、それぞれ互いに約
350mの坑井間距離を有する。

2．既存井の廃坑作業
実証試験にあたり周辺既存井への影響を考慮し、南阿

賀第一プラント敷地内から掘削された合計5坑の既存井
の廃坑作業を実施した。本作業では既存の全てのパー

 
図1　南阿賀油田での2坑の新掘井の坑跡と周辺坑井位置図。コンターは対象貯留層トップの深度構造図。
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フォレーション孔の上部に、クラス“A”セメントによる
プラグバックセメンチングを実施した。廃坑作業の一例
として、その作業内容および廃坑後の坑内図を図2に示
す。

3．環境、安全に配慮した操業のための第三者評価
実証試験にあたっては環境、安全に配慮した掘削、試

験計画を策定する必要がある。当該実証試験において

は、各坑井における総圧入規模が100トン程度と小規模
であるものの、国内では前例の限られた二酸化炭素の地
下圧入を伴うため、環境・安全への配慮に加え、直接の
関連の有無に関係なく実証以後の様々な出来事への備え
が必要である。そのため、第三者による実証試験計画の
評価を求めることとした。

令和3年度は第三者評価の方針、構成を次のように進
めることを決定し、評価委員、評価の実施日を決定した。

 
図2　廃坑作業の一例。廃坑作業内容および廃坑後の坑内図。
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◦　当実証試験は鉱業法、鉱山保安法の下で実施される
ものであるが、両法令には二酸化炭素の地下圧入に
関する特別な記載がないことから、二酸化炭素の地
下圧入作業が本実証試験と共通するCCS実証事業
の基準文書「CCS実証事業の安全な実施にあたっ
て」（経済産業省、2009）を基準とする。

◦　第三者評価委員は委員長1名、委員5名とする。委員
長および委員は地質学、掘削技術、仕上げ技術、地
震学、油層工学の専門家からなる。評価委員の他に
オブザーバーとして監督官庁や行政、ステークホル
ダーを招聘する。

まとめ（今後の検討課題等を含む）
令和3年度は、当初計画通り実証試験のための2坑の新

掘井の掘削位置ならびに掘削計画を決定した。その決定

にあたっては当該実証試験を通じた技術検証目的を達成
可能な計画にするとともに、将来、これら2坑井を用い
た坑井間掃攻試験への拡張も可能となる計画にした。

令和4年度は、専門家からなる「第三者評価」の実施
ならびに審議を通じて、関係するさまざまなステークホ
ルダーの理解を得たうえで、環境、安全に配慮した実証
試験の実施を目指す。

謝辞
本稿の執筆に当たり掲載許可を頂いた（株）INPEXに

感謝いたします。

引用・参考文献
経済産業省CCS実証事業の安全な実施にあたって

（2009）．
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③　南阿賀フィールド実証試験に向けた取り組み：地質モデルの構築

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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　　島野恭史、岡部 博
共同研究先　　（株）INPEX

基本情報（目的等）
南阿賀油田（以下、本油田）において計画されている

CO₂圧入実証試験について、その試験計画立案に資する
シミュレーションスタディ実施を目的として、本油田の
地質を解釈し、実証試験エリア周辺を対象として地質モ
デルを構築したため、本稿にて報告する。

研究内容及び成果
1．地質概要

本油田は、下部鮮新統椎谷層上部に発達する層厚約
30mの凝灰質砂礫岩を貯留層とし（図1）、その貯留層が
南西方向の構造上位に向かってせん滅することで層位封
鎖型トラップを形成している。貯留層は南から北方へ流
下する重力流によって堆積したタービダイトと解釈さ
れ、本油田地域では細礫～中礫を含む礫質砂岩層や、レ
ンズ状に発達する塊状中礫岩層が挟在されることから、
陸棚斜面下部から深海底に発達した海底扇状地の上部付
近で堆積したと解釈されている[1]（図1）。

2．生産データから見る貯留層地質と坑井対比
地質モデルを作成するに当たり、貯留層準の堆積環境

の検討を目的として、本油田に掘削された坑井の検層
データ、および生産データの検討を行った。まず、本油
田の主要坑井29坑の生産データから算定される産出指数

（productivity index, PI：単位減圧（ドローダウン・プ
レッシャー）に対する原油生産レート）のマッピングに
基づくと、本油田内では、幅1～2kmで南東から北西方
向へ連続的に伸びる高PIの帯域（ゾーン）が確認され
る。この特徴と上述の堆積場の解釈[1]を統合すると、本

油田の貯留層は、全体として南東から北西方向の古流向
に沿って発達したチャネル状の砂岩体と解釈される（図
2）。次に、各坑井で取得された検層データを利用して
貯留層区分を行い、その対比に基づいて貯留層の内部構
造を構築した。本油田の生産井は、そのほとんどが1960
年代に掘削されており、ガンマ線や密度・中性子検層な
どの近代的な検層データが取得されている坑井は数坑し
か存在しない。そのため、ほぼ全ての坑井で取得されて
おり、定性的に貯留層の浸透性を捉えていると考えられ
る自然電位（SP）検層に基づいて検討を行った。本油
田の34坑井でのSP検層レスポンス分類と坑井対比から、
3つの堆積ユニットを識別した（図3）。最下部のユニッ
トは上方高浸透化を示し、本油田南東エリアにマウンド
状に分布する。中部および上部のユニットは、それぞれ
が上方低浸透化を示し、その分布は高PIゾーンの分布
と整合し、南東～北西方向に連続し、西方に向かってせ
ん滅する。これらの特徴から、最下部ユニットを陸棚斜
面下部から深海底に発達するデブライトなどを含む高密
度重力流堆積物と解釈し、中部および上部ユニットは北
西方向へ発達する海底チャネルで形成されたタービダイ
ト堆積物と解釈した。

3．SP検層と生産データに基づく実証試験対象エリア
の貯留層性状の推定

上述の通り、本油田では近代的な検層データやコア分
析データが限定的であるため、実証試験対象エリア内に
存在する6坑井について、以下の手順に従ってSP検層と
生産データから孔隙率および浸透率の推定を実施した。

①　孔隙率解析が可能な2坑において検層解析を実施

 
図1　南阿賀油田の地質概要。A：地質層序、B：地質コンセプト（阿部，1978に加筆）。

― 16 ―

第2編　Ⅰ．低炭素社会の実現　1．資源開発CCS事業支援� 低炭素社会の実現



し、貯留層の平均ネットグロス比（有効層厚比）、
平均孔隙率を算定し、貯留層性状の規模感を把握
する

②　地質コンセプト（上述2．での地質解釈）と①で求
めた平均ネットグロス比を参考に、各坑井でSP
検層の最小値（クリーン砂岩ポイント：泥質分を
含まない砂岩を示すSP値）と最大値（砂岩と泥
岩の閾値）を設定し、各坑井のネットグロス比

（NTG）とネット層厚（H）を算定する
③　各坑井において、②で設定した最小／最大SP値に

対応する最小／最大孔隙率（PHImin／PHImax）
を設定し、SPログを孔隙率ログに変換する

④　コア分析から求められた孔隙率─浸透率の関係か
ら相関式を求め、③で求めた孔隙率ログを浸透率
ログ（ｋ）に変換する

⑤　②および④から求めた各坑井のFlow capacity
（kH、浸透率と有効層厚の積で単位はmD*m）を、
生産データから算出した既知のkHと比較し、③
のPHImin／PHImaxを調整する

⑥　各坑井の平均NTGおよび平均孔隙率PHIが、①
で把握した貯留層性状の規模感と整合的か検証を
行う

4．地質モデルの構築
SP検層のレスポンスで区分した各ユニット境界の坑

井対比によって構造モデルを構築し、上述の3．で推定し
た各坑井の岩相（砂岩泥岩の区別）と孔隙率を、地球統

計学的手法に基づいてシミュレーションを行い、岩相モ
デル、孔隙率モデルを構築した（図4）。更に、コア分析
の孔隙率─浸透率の相関式をもちいて孔隙率モデルを浸
透率モデルに変換した（図4D）。この地質モデルを用い
て、後述のシミュレーションスタディを実施している。

まとめ（今後の検討課題等を含む）
本研究では、本油田で実施されるCO₂圧入実証試験に

向けたシミュレーションスタディに資する本油田の地質
解釈と地質モデルの構築を行った。利用可能な坑井の地
質関連データのほとんどは1960年代の開発当初に取得さ
れたものであったため、主として、生産開始から廃坑ま
で実測された信頼性の高い生産データを拠り所とし、地
質解釈・評価の見直しを行った。令和5年度には、南阿
賀油田においてCO₂圧入を目的とした坑井が掘削される
ことから、本稿の地質解釈・評価について検証を行うと
ともに、新規取得データに基づいて地質モデルの更新を
行うことになる。

謝辞
本稿の執筆に当たり掲載許可を頂いた（株）INPEXに

感謝いたします。

引用・参考文献
[1] 阿部正名、1978：南阿賀油層砂岩の堆積機構につい

て、石技誌、43（6）、398-406．

図2　生産データに基づくPIマップ。

 
図3　南阿賀油田で確認される典型的なSP検層

（模式）と、区分された3つのユニット。
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図4

Orientation
500 m

sand
mud

500 m

Permeability
1000

0.1
500 m

PhiT
0.5

0.0

B

C D

A

差し替え用

図4　構築した地質モデル（貯留層中部付近）。A：モデルの三次元的概観（浸透率モデル）、B：岩相モデル、
C：孔隙率モデル、D：浸透率モデル。
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④　南阿賀フィールド実証試験に向けた取り組み：CO₂圧入シミュレーション

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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、岡部 博
共同研究先　　（株）INPEX

基本情報（目的等）
南阿賀油田において計画するCO₂圧入実証試験に先

立って、2021年度は南阿賀油田全域を網羅する貯留層モ
デル（フルフィールドモデル）と、実証試験エリア周辺
を対象とした貯留層モデル（セクターモデル）を構築し
た。前者に関しては、既存データに基づく地質モデルの
構築、油層シミュレーションモデルへの変換、過去の油
ガス生産履歴を用いたヒストリーマッチングがこれまで
に完了している。今後、CO₂圧入を伴う将来予測シミュ
レーション等を進める予定である。後者のセクターモデ
ルは対象を実証試験エリア周辺に限定することで、より
早期に実証試験の計画立案に資する情報を提供する事を
目的とした。本稿では、セクターモデルの構築ならびに
これに基づく単一坑井モデルを用いたCO₂圧入シミュ
レーションスタディについて報告する。

研究内容及び成果
1．セクターモデルの構築

実証試験においては、新掘2坑井での作業を予定する。
1坑井は、これまでの油生産に伴う油水界面の上昇によ
り水没していると考えられるエリアに掘削しCO₂圧入に
よるHuff’n’Puffテスト（同じ坑井を用いて圧入とその
後生産を行うテスト）の実施を計画する。本テストは主
と し て 減 退 貯 留 層 に お け るCO₂地 中 貯 留（Carbon 
capture and storage, CCS）に資する技術知見の獲得を
目的とする。本稿では、この坑井をCCUS井と呼ぶ。も
う一方の坑井は、油の残存が期待されるエリアに掘削
し、界面活性効果を有する水溶性の薬剤（起泡剤）と
CO₂を交互に圧入するHuff’n’Puffテストを計画する。
これにより貯留層内で気泡状のCO₂フォームを形成させ
ることで掃攻効率を改善し、原油回収促進（Enhanced 
oil recovery, EOR）効果を検証することを目的とする。
本稿では、この坑井をEOR井と呼ぶ。
図1に構築したセクターモデルを示す。本モデルは主

として、計画する新掘2坑井周辺の既存6坑井（図中の丸
印）に基づいて構築されている。本エリアにおいては、
西へ向かって（図中の左側）深度が浅くなるとともに層
厚も減少していく。これら6坑の既存井は、2019年時点
において、青色の坑井は主として水を、緑色の坑井は若
干量の油を、赤色の坑井は主としてガスを生産してい
た。これら6坑井の生産挙動から、図中の星印で表す2坑
の実証試験坑井の間の深度レベルに現在の油―水界面が

存在すると考えられる。また、対象エリア周辺の貯留層
性状は、周辺の既存6坑井で取得された物理検層データ・
コアデータ・生産データに基づき評価されている。図1
では、評価されたFlow capacity（浸透率と有効層厚の
積で単位はmD*m）を示している。その結果、東側の水
没エリアに掘削されるCCUS井では、1,500mD*m程度
を、西側の油の残存が期待されるエリアに掘削される
EOR井では、750mD*m程度の貯留層性状と評価されて
いる。

2．単一坑井モデルによるCO₂圧入シミュレーションモ
デル

新掘2坑井でのCO₂圧入によるHuff’n’Puffテストでは、
計画するCO₂圧入量から想定されるCO₂の広がりは数十
m以内であることから、セクターモデルにおいて、これ
ら2坑井の掘削予定位置で評価された孔隙率・浸透率等
の貯留層性状を抽出し、坑井周りを詳細に再現する単一
坑井モデル（Single well model）を各々の坑井に対して
構築した。

単一坑井モデルでのCO₂圧入シミュレーションの実施
に当たっては、CCUS井におけるCO₂圧入シミュレー
ションとEOR井におけるCO₂フォーム圧入シミュレー

 
図1　実証試験エリア周囲を対象としたセクターモデル。既存坑

井を丸印で、掘削予定の2坑の実証試験坑井を星印で表す。
既存坑井は、2019年時点において、青色の坑井は主として
水を、緑色の坑井は若干量の油を、赤色の坑井は主として
ガスを生産していた。既存坑井の生産能力に基づいて評価
されたFlow capacity（浸透率と有効層厚の積で単位は
mD*m）は、対象エリア内で400～2,000mD*m程度が評価
されており、西側（図中左）に向かって層厚の減少とともに
小さくなる。
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ションの両方で、シュルンベルジェ社の商用コンポジ
ショナルシミュレータであるE300を用い、それぞれ異
なるオプションを使用して実施した。これらについて表
1にまとめる。

CCUS井におけるCO₂圧入シミュレーションでは、
CO₂の水への溶解をモデル化するために、同シミュレー
タのCO2SOLオプションを用いた。CO2SOLオプション
では、成分として、各種の炭化水素成分、CO₂、水、水
溶性イオン（塩分）が定義される。このオプションの特
徴は、CO₂の水への溶解を考慮するため、CO₂成分は、
ガス相、油相、水相の全ての相に存在することが出来
る。なお、CO₂の水への溶解は、水相内に定義した水溶
性イオンの量（塩分濃度）を考慮して計算される。

EOR井におけるCO₂フォーム圧入シミュレーション
では、起泡剤によるCO₂フォーム形成ならびにこれによ
る見かけ粘性の増加をモデル化するために、同シミュ
レータのFOAMオプションを用いた。FOAMオプショ
ンでは、成分として、各種の炭化水素成分、CO₂、水に
加えて起泡剤成分を定義する。また、ガス相、油相、水
相に加えて、岩石を表現する固相を定義する。起泡剤成
分は、水相か固相のいずれかに存在し、入力した化学反

応式に基づいて、それら各相内の起泡剤成分の割合（起
泡剤濃度）が決定される。さらに、CO₂の気泡化による
見かけ粘性の増加は、主として、グリッドセル内の起泡
剤濃度、流体流速、水飽和率、油飽和率の関数として決
定される。

3．CO₂圧入シミュレーション結果
本稿では、CCUS井およびEOR井の2つの単一坑井モ

デルを用いて実施した一連のCO₂圧入シミュレーション
の結果の一例を紹介する。

CCUS井におけるCO₂圧入シミュレーションにおい
て、貯留層性状の不均質性が圧入CO₂の分布に及ぼす影
響を検討した結果を図2に示す。ここでは、貯留層性状
の不均質性が異なる3つのケースを検討した。図2（a）
においては、貯留層内で一様な浸透率分布とした。図2
（b）と（c）では、セクターモデル構築時に評価された貯
留層内の縦方向不均質性に基づいて各レイヤーに異なる
浸透率を与えている。なお、（c）においてより強い縦方
向の不均質性を考慮している。図2（a）～（c）にCO₂圧入
直後の貯留層内のCO₂分布を示す。貯留層性状の不均質
性が強くなるにつれて、圧入CO₂は浸透性の良いレイ

 

表1　単一坑井モデルによるCO₂圧入シミュレーションで使用したシミュレーションモデルとそのオプション。
表中のHCsは炭化水素成分を、SALTsは水溶性イオン成分を、Surfは起泡剤成分を表す。

図2　貯留層性状の不均質性が圧入CO₂の分布に及ぼす影響。（a）～（c）は、CO₂圧入直後の坑井に沿った垂直断
面内のCO₂分布を示す。（a）においては一様な浸透率分布を与えた。（b），（c）は、セクターモデル構築時に
評価された貯留層内の縦方向不均質性に基づいて各レイヤーに異なる浸透率を与えている。なお、（c）にお
いてより強い縦方向の不均質性を考慮している。（d）最も高い浸透率を有するレイヤー内の水平方向のガス
飽和率分布（凡例のHomeは図2（a）、Hetero（phi, K）は（b）、Hetero（phi, K, Kr）は（c）にそれぞれ対応）。
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ヤーのみを選択的に流動する。その結果、これらの高浸
透性のレイヤーにおいては、より遠方までCO₂が広が
る。図2（d）に、最も浸透率を高く設定したレイヤー内
の水平方向のガス飽和率分布を示す。一様な浸透率を与
えた均質なモデルの場合、圧入CO₂は坑井から15m程度
の範囲まで広がっている。一方、不均質性を考慮したモ
デルにおいては、圧入CO₂は坑井から30～35m程度の範
囲まで広がっている。

EOR井におけるCO₂圧入シミュレーションにおいて、
CO₂フォーム形成による見かけ粘性増加が圧入圧力に及
ぼす影響について検討した結果を図3に示す。これらの
シミュレーションにおいては、起泡剤圧入、CO₂圧入、
起泡剤圧入の順番でそれぞれ5日間圧入を実施し、貯留
層内でCO₂フォームを形成させている。図3は、EOR井
で予測される流動坑底圧を示す。図中の黒線ではベース
ラインとして起泡剤ではなくブラインを圧入している。
従って貯留層内でCO₂フォームは形成されていない。そ
の他の赤線、緑線、青線のケースでは、圧入する起泡剤
の濃度（図中のCs）を変更している。異なる起泡剤濃
度に応じて、貯留層内でCO₂フォーム形成による見かけ
粘性増加が生じている。実証試験実施にあたっては、貯
留層へのダメージを防ぐため、初期貯留層圧力の90%を

実証試験時の圧入圧力上限値としている。これらのシ
ミュレーション結果においては、青色で示す1wt%濃度
の起泡剤を用いた場合、圧入初期において、圧入圧力上
限値に達している。

まとめ（今後の検討課題等を含む）
早期に実証試験立案に資する情報を提供する事を目的

として、既存データに基づき実証試験エリア周囲を対象
としたセクターモデルを構築した。セクターモデルに
よって評価された貯留層性状を基に、CO₂圧入とCO₂
フォーム圧入を計画するそれぞれの坑井に対して、単一
坑井モデルを構築し実証試験実施時のCO₂圧入挙動を検
討した。本シミュレーションモデルを用いて、引き続き
実証試験計画立案のための検討を進める。また、これら
の坑井が掘削され、新たな地質情報を入手する予定であ
り、その情報を加味することで、さらなる不確実性の低
減を目指す。

謝辞
本稿の執筆に当たり掲載許可を頂いた（株）INPEXに

感謝いたします。

図3　CO₂フォーム圧入シミュレーションによって得られたEOR井で予想される流動坑底圧。ベースラインとしての
ブライン圧入（黒線）。異なる起泡剤濃度の圧入。それぞれ、0.1wt%（赤色）、0.5wt%（緑色）、1wt%（青色）。
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⑤　南阿賀フィールド実証試験に向けた取り組み：分析ラボにおける取り組み

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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、島野恭史、佐伯綾子、三木 翼、秋田康幸、服部達也、岡部 博
共同研究先　　（株）INPEX

基本情報（目的等）
南阿賀油田において計画するCO₂圧入実証試験に先

立って、対象貯留層の地質性状に関する知見を深めるこ
とを目的とし、対象油田に関してこれまでに取得されて
いる岩石コアサンプルを用いたラボ試験を実施し、岩石
物性評価を行った。本稿では、この評価で得られた成果
の一部を紹介する。

研究内容及び成果
南阿賀油田の貯留層である椎谷層内の砂礫岩層は、重

力流による堆積物供給機構により堆積されたタービダイ
ト砂岩であって、1mD以下の低浸透性のシルト岩から
数百mDの高浸透性の塊状礫質砂岩までの不均質性の強
い貯留層性状が確認されている[1]。

本スタディでは、貯留層拘束圧条件下において、直径
38mm、長さ50mmに成型したプラグサンプルを用いて
孔隙率と浸透率を測定した。測定結果を、コア観察に
よって解釈された岩相解釈結果とともに図1に示す。先
行研究で報告されている通り[1]、数μD程度から数百mD
までの浸透率で特徴づけられる幅広い貯留層性状が確認
できる。また、測定データ数が限定されるため、その解
釈に不確実性が伴うものの、図に示すように、3つの異
なる孔隙率と浸透率の相関関係が解釈できる。最も高い
浸透性を示すトレンドは、granular sandstoneとpebbly 
conglomerateからなる塊状礫質砂岩および中礫岩を示
し、次いでmuddy sandstone、structureless sandstone、

weakly laminated sandstoneといった泥質分を含む砂岩
のトレンドが確認できる。さらに、数μD程度の低浸透
性を示すthinly bedded mudstoneと分類されたシルト
岩のトレンドが確認できる。

これらの貯留層性状と岩相の関係を理解するため、プ
ラグサンプル成型時のエンドトリムから採取した岩石サ
ンプルを用いて、水銀圧入法による孔隙径分布測定およ
び顕微鏡による薄片観察を実施した。
図2に孔隙径分布測定によって得られたpeak pore 

throat diameter（PPTD）と浸透率の関係を示す。概ね
孔隙径に応じた浸透率が得られているのがわかる。最も
小さなPPTDを示すのは、thinly bedded mudstoneと
解釈されたシルト岩であって、その孔隙径サイズは20～
30nmであった。一方、granular sandstoneと解釈され
た塊状礫質砂岩では、20μm以上のPPTDを示している。
なお、図中のカッコ書きは、サンプル名称であり、以降
の図においても同じである。

代表的な4サンプルの孔隙径分布を図3に示す。図に
示すように、大別して、3つの孔隙径分布のピークを解
釈する事が出来る。すなわち、泥質分に対応する20～
50nmの孔隙径分布、砂質分に対応する1～5μmの孔隙
径分布、granular sandstoneの岩相においては、さらに
大きな15～50μmの孔隙径分布が確認できる。muddy 
sandstoneに分類される2つのサンプルでは、これら泥
質分と砂質分のそれぞれの孔隙径に対応したピークをあ
わせもつバイモーダルな孔隙分布となっている。これよ

 
図1　貯留層拘束圧条件下において測定された孔隙率と浸透率。コア観察によって解釈された岩相解

釈結果とともに示す。
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り、泥質分を含む砂岩の岩相では、その泥質分の含有量
に応じて、貯留層性状が遷移的に変化している可能性が
示唆された。

これら4サンプルの顕微鏡による薄片観察結果を図4
に示す。前述の孔隙径分布測定結果とも定性的に整合す
る観察結果が得られている。すなわち、塊状礫質砂岩の
granular sandstoneでは、大きな粒子径を有する砂粒子
の 間 に、 大 き な 孔 隙 が 形 成 さ れ て い る。muddy 
sandstoneの2サンプルでは、砂粒子と泥質分の両方が
確認できる。64V1のサンプルでは、砂粒子の間の孔隙
が確認できるのに対して、05H1のサンプルでは、砂粒
子の周囲が泥質分で充填されている。thinly bedded 
mudstoneのサンプルでは、砂粒子はほとんど確認でき
ず緻密な泥質分のみが観察できる。

まとめ（今後の検討課題等を含む）
対象貯留層において過去に取得されたコアサンプルを

分析した結果、大別して3つの貯留層性状のトレンドが
確認できた。すなわち、数百mDの高浸透性を有する塊
状礫質砂岩、砂質成分と泥質成分の含有量に応じて1～
100mDの範囲で遷移的に貯留層性状が変化する砂岩、
そして数μD程度の低浸透性のシルト岩の3つに大別さ
れた。これらの異なる岩相が示す不均質性の強い貯留層
性状は、水銀圧入法による孔隙径分布測定や顕微鏡によ
る薄片観察といった孔隙スケールの測定情報とも整合的
に解釈できた。

 
図2　孔隙径分布測定によって得られたpeak pore throat diameter （PPTD）と浸透率の関係。コア観察によって

解釈された岩相解釈結果とともに示す。muddy sandstone（サンプル名：05H1）のサンプルは、バイモー
ダル型の孔隙径分布が得られている（図3）。より大きな孔隙径に対応したピークを取った場合、図中の三
角印に対応したPPTDとなる。

 図3　代表的な4サンプルの水銀圧入法による孔隙径分布測定結果
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図4　代表的な4サンプルの顕微鏡による薄片観察結果

 
（a）Granular sandstone

（15H1）
（b）Muddy sandstone

（64V1）

（c）Muddy sandstone
（05H1）

（d）Thinly bedded mudstone
（281V1）
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⑥　南阿賀フィールド実証試験に向けた取り組み：地震探査モニタリングの検討のための岩石
物理スタディ

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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　　毛利拓治、平 亨、加藤文人、小西祐作、赤井崇嗣、島野恭史
共同研究先　　（株）INPEX

基本情報（目的等）
既存の地下データや既設設備の活用等の観点から、枯

渇油田はCO₂地中貯留の候補地となり得る。圧入された
CO₂の分布を、坑井から離れた場所において把握するた
め、繰り返し地震探査が幾つかのCO₂地中貯留プロジェ
クトで行われている（例えば、Furre et al. 2017 [1]）。し
かし、枯渇油田を対象にした場合、帯水層を対象にした
場合と比べ、CO₂圧入に伴う貯留層の弾性特性（弾性波
速度や密度）の変化が小さいことが予想される。帯水層
や枯渇油田へのCO₂圧入において、最も変化率が大きい
と予想される弾性特性はP波速度であるが、P波速度を
支配する体積弾性率（圧縮率の逆数）について、一般に、
油とCO₂の間の差は、地層水とCO₂の間のそれより小さ
い。そのため、CO₂が圧入されると、油がCO₂で置換さ
れる枯渇油田では、孔隙内流体の体積弾性率変化が、地
層水がCO₂で置換される帯水層に比べ、相対的に小さく
なる。更に、CO₂地中貯留の対象となる帯水層（例えば、
長岡CO₂地中貯留プロジェクトでは深度約1,100m（Saito 
et al. 2006 [2]））よりも深部に位置することが多い油田で
は、圧密等の影響により岩石の骨格が強固になり、孔隙
内流体の置換や流体圧入による圧力変化が起きても、岩
石全体の体積弾性率はあまり変化しなくなる。このた
め、枯渇油田においては、CO₂圧入に起因する僅かな弾
性特性変化を捉えられる地震探査モニタリングの方法を
検討する必要がある。

そこで、今般、南阿賀油田を想定フィールドとし、枯
渇油田において圧入井と生産井を伴うCO₂圧入坑井間掃
攻試験を行った場合の、地震探査モニタリングの方法
を、波動場モデリングによって作成した合成地震探査記
録を用いて検討した。令和4年度に計画されている
Huff’n’Puff（圧入その後生産）テストでは、地震探査の
分解能に対して、CO2の分布範囲が小さいことが予想さ
れたため、Huff’n’Puffテストよりも大きなCO2の分布が
予想される坑井間掃攻試験を想定して検討を行った。本
スタディでは、CO₂圧入後の合成地震探査記録を作成す
るために、検層データを用いて岩石物理スタディを行
い、CO₂圧入に伴う圧入井周辺（圧入井から側方に
100m程度）の貯留層区間における弾性特性変化モデル
を作成した。

研究内容及び成果
1．使用データ及び岩石物理モデル

岩石物理スタディの実施には、南阿賀油田の既存井で
取得された検層データのうち、密度及び孔隙率、音波検
層ログ等、利用可能な坑井データを入力パラメータとし
た。その他、温度・圧力条件等、必要な入力パラメータ
は、主に南阿賀油田の過去の生産実績や実験分析値に基
づいて決定した。

流体圧入に伴う圧力変化の影響を考慮するため、Han 
et al.（1986）[3]に示されている砂岩～泥岩サンプルの弾
性波速度測定実験データから、P波・S波速度の有効圧
力依存性の岩石物理モデルを作成し、本スタディに用い
た。CO₂圧入に伴う流体置換による岩石の体積弾性率の
変化は、Gassmannの式を用いて計算した。各流体の弾
性特性は、組成や温度・圧力条件に応じた流体の弾性特
性を計算するソフトウェアFLAG（Fluid Application of 
Geophysics）（Liu 2006 [4]）で計算した。圧入前の孔隙
内流体と圧入したCO₂の混合様式は、均質モデルをベー
スケースとし、後述する感度分析において、不均質な混
合様式を想定した修正部分飽和モデル（Azuma et al. 
2013 [5]）についても検討した。従来の不均質モデルで
は、CO2が圧入された領域において、CO2の飽和率が
100%となり得るが、修正部分飽和モデルでは、置換量
に上限が存在することが考慮されている。

2．弾性特性変化量の見積りと感度分析
上記の入力パラメータ及び岩石物理モデルを用い、

CO₂圧入前後の弾性物性変化量を計算した結果を図1に
示す。検層データを用いたネットサンドの解釈に基づ
き、ネット区間のみの結果を示している。ここから、平
均−4.0%のP波速度変化が見積もられた。帯水層を対象
にしたCO₂地中貯留では、20%以上のP波速度変化が
CO₂圧入前後の音波検層から見積もられている事例もあ
る（例えば、Saito et al. 2006）。これと比べると、本ス
タディで評価した対象油田におけるCO₂圧入によるP波
速度変化量は小さい。しかし、カナダのAquistoreにお
ける、深度3,150-3,350mの帯水層へのCO₂地中貯留では、
JOGMECの過去のスタディによりP波速度の変化量が
3-5％と見積もられる状況で、圧入したCO₂分布のモニタ
リングに成功している事例も存在する（Movahedzadeh 
et al. 2021 [6]）。

― 25 ―

第2編　Ⅰ．低炭素社会の実現　1．資源開発CCS事業支援� 低炭素社会の実現



次に、岩石のP波速度への影響が大きいと予想された
入力パラメータ及び流体の混合様式について感度分析を
行った。その結果、孔隙率やCO₂圧入前の飽和率、流体
の混合様式についての感度が高く、これらの不確実性の
影響が大きいことが分かった（図2）。また、全てのパ
ラメータについて、楽観ケース（変化が大きくなる値）
及び悲観ケース（変化が小さくなる値）を使用した場合
には、P波速度変化量は、それぞれ−7.3%と−1.2%と見
積もられた。全てのパラメータが悲観ケースの場合は、
地震探査モニタリングによりこの変化を捉えることは難
しいと考えられる。

3．弾性特性変化モデルの作成
弾性特性変化の分布については、地震探査の分解能の

影響を検討するため、2種類のモデルを作成した。一つ
目のモデルは、1-3m程度の薄い砂岩層が分散して分布
することを想定し、ネット区間が分散しているモデル

（図3（a））。もう一つのモデルは、2-4m程度の砂岩層が
かたまって分布することを想定し、ネット区間がやや集
中するモデルである（図3（b））。なお、両方のモデルは、
ネット・グロス比が同程度になるように調整している。ま

た側方には変化を与えず、一律にCO₂が圧入井から側方
に100m広がるモデルとした。弾性特性変化モデルは、上
記で得られた弾性特性変化量に不確実性が存在すること
を考慮し、これらのモデルに上記で得られた弾性特性変
化量の平均から標準偏差分だけ抑えた値（ΔVp：−3.2%，
ΔVs：0.4%，Δρ：−1.1%）を一律に与えて作成した。

本弾性特性変化モデルを用いて、次稿に示す地震探査
モニタリングの仕様検討スタディを実施した。

 
図1　南阿賀油田の岩石物理モデルを用いたCO₂圧入前後の弾性特性変化量のヒストグラム

（a）P波速度変化量（b）S波速度変化量（c）密度変化量。ネット区間のみの値を
用いて作成。STDはstandard deviationの略。

 

図2　P波速度変化の感度分析結果
各パラメータの振れ幅は、（1）流体の混合様式：均質～修正
部分飽和モデル、（2）孔隙率：17-22%、（3）CO₂圧入前の
水飽和率：60-80%、（4）岩石粒子の体積弾性率：32.6-
34.8 GPa、（5）CO₂圧 入 前 の 貯 留 層 圧 力：170-200bar、

（6）検層取得時の水飽和率：20-40%、（7）CO₂圧入前の貯
留層温度：99.3-103.3℃、である。

 
図3　P波速度変化モデルの鉛直断面

（a）ネット区間が分散しているモデル（b）ネット区間がやや集中しているモデル。一律に−3.2%のP波速
度変化量を与えている。黒線は貯留層上面及び下面を、緑線は圧入井の位置を示す。
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まとめ（今後の検討課題等を含む）
南阿賀油田を想定フィールドとし、CO₂圧入坑井間掃

攻試験を行った場合の弾性特性変化モデルを作成した。
坑井データを用いた岩石物理スタディの結果、CO₂圧入
により、ベースケースで−4.0%のP波速度変化量が見積
もられた。また感度分析の結果、孔隙率やCO₂圧入前の
飽和率、流体の混合様式について、不確実性の影響が大
きいことが分かった。なお、本スタディで作成した弾性
特性変化モデルは、枯渇油田を対象にしたCO₂地中貯留
の地震探査モニタリングの仕様検討において、CO₂圧入
後の合成地震探査記録の作成に用いられた（平ほか
2022 [7]）。
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⑦　南阿賀フィールド実証試験に向けた取り組み：地震探査モニタリングの仕様検討

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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　　平 亨、毛利拓治、加藤文人、小西祐作、赤井崇嗣
共同研究先　　（株）INPEX

基本情報（目的等）
本スタディでは、南阿賀油田を想定フィールドとし、

新掘2坑井（EOR井及びCCUS井）を用いた坑井間掃攻
CO₂圧入を実施することを想定した場合の坑井間地震探
査モニタリングの仕様検討を行った。

毛利他（2022）[1]において、同油田の検層データを用い
た岩石物理スタディを通じた、CO₂圧入に伴う弾性特性
変化が評価された。その結果、ベースケースでP波速度
変化が−4.0%と、帯水層へのCO₂圧入時との比較にお
いて、微小な変化が見積もられた。このような微小な速
度変化の場合、地震探査モニタリングにおいてCO₂圧入
に伴い生じる観測波形の差が小さくなるため、貯留層内
のCO₂の検出が難しくなる。そのため、モニタリング成
功のためにはモニタリング仕様を適切に検討する必要が
ある。そこで、[1]で作成された弾性特性変化モデルを
用いて掃攻試験前後の合成地震探査記録を作成し、Full 
Waveform Inversion（FWI）解析を行うことで、微小な
P波速度変化を検出するための震源間隔及び配置範囲の
最適化を検討した。なお、弾性特性変化モデルには、弾
性特性変化量に不確実性が存在することを考慮し、P波
速度変化−3.2%の値が一律に与えられている（[1]参照）。

研究内容及び成果
1．ワークフロー
図1に本探査仕様検討の流れを示す。まず初めに、震

源間隔と震源配置範囲を仮定すると共に、合成波形を作
成するためのCO₂圧入前後の速度モデルを作成する。
CO₂圧入後の速度モデルは、ベースライン（CO₂圧入前）
の速度モデルに、[1]で作成されたCO₂圧入に伴うP波速
度変化モデル（タイムラプスモデル）を足し合わせて作
成する。次に、CO₂圧入前後それぞれのモデルを用いて、
音響波動場モデリングによって合成波形を計算し、それ
らにFWIを適用し、それぞれの推定速度モデルを得る。
その後、CO₂圧入前後の推定モデルの差分とタイムラプ
スモデルと比較し、タイムラプスモデルを復元できてい
るかを確かめる。異なる震源間隔や震源配置範囲の組合
せに対して、本ワークフローを適用することによって、
最適な震源デザインを決定した。なお、震源配置範囲の
検討には、まず、タイムラプスモデルに、[1]で作成さ
れた弾性特性変化モデルの内、ネット区間が分散するモ
デルを用いて行い、そこで決定した最適な震源配置範囲
が、ネット区間が集中したモデルに対しても適用可能か
確認した。

2．合成観測データの作成
合成観測データの作成に利用したベースラインの速度

モデルは、近傍坑井の音波検層データを解釈されたホラ
イゾンに沿って外挿して作成した。受振システムには、
EOR井に設置される光ファイバーケーブルを用いた
Distributed Acoustic Sensing（DAS）を利用し、CCUS

 
図1　坑井間地震探査仕様検討フロー（Taira et al. 2022[2]より修正）
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井を発振井として、表1に示す6つのケースの震源仕様
の合成観測データを作成した。ただし、この後の合成観
測データの解析を単純化するために、DASではなく、
ハイドロフォンの受振レスポンスを仮定し、受振点間隔
は1mとした。図2（a）に、ベースラインのP波速度モデ
ル、EOR井における受振点範囲、CCUS井における最
大の震源配置範囲を示す。

合成観測データは、後述する逆解析で用いるAcoustic 
FWIコードのフォワード計算モジュールを利用し、有
限差分法で計算した（Kamei and Lumley．2017 [3]）。計
算結果の例として、ベースラインの速度モデルを用いて
計算された、3つの発振波形を図3に示す。

3．FWI計算結果
各震源仕様について、上記で作成されたCO₂圧入前後

の合成観測データを用いてタイムラプスFWI解析を
行った。この解析では、ワークフローの説明で述べたよ
うに、CO2圧入前後の合成波形データそれぞれにFWI
を適用し、その推定モデルの差分から速度変化モデルを
計算する。その後、各震源仕様のタイムラプスFWI解
析で得られる速度変化モデルが、与えたタイムラプスモ
デルを復元できているか確認した。なお、FWIの計算
に は、Kamei and Lumley（2017）[3]の 周 波 数 領 域 の
Acoustic FWIコードを用いた。

各震源間隔でFull rangeで発振する震源仕様のタイム
ラプスFWI解析結果を図4に示す。与えた速度変化モデ
ルと比較すると、貯留層内中央付近の2層の薄層は分解
されていないが、坑井間のCO₂による速度低下の広がり
をどの震源間隔においてもよく推定できた。

次に、各震源間隔でTruncated rangeで発振する震源
仕様のタイムラプスFWI解析結果を図5に示す。震源間
隔10mのケースでは、CO₂分布が不明瞭になり、貯留層

 
図2　（a）ベースライン（CO₂圧入前）のP波速度モデル、受振点

範囲（緑線）及び最大の震源配置範囲（マゼンタ線）（b）タ
イムラプスモデル（Taira et al. 2022[2]より修正）

震源間隔
2.5ｍ 5ｍ 10ｍ

震源配置範囲 Full ✓ ✓ ✓
Truncated ✓ ✓ ✓

表1　本スタディで検討する震源の仕様（震源間隔と震源配置範
囲（図2a））（Taira et al. 2022[2]より修正）

図3　合成観測データの例。（上段）Ray tracing計算結果、発振位置は三角　（下段）shot gather（Taira et al. 2022[2]）
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外のバックグラウンドでの速度摂動が大きくなった。こ
の原因として、震源間隔が疎になったことにより、解像
度が悪化したことが考えられる。他の震源間隔では坑井
間のCO₂分布がよく推定できた。一方で速度プロファイ
ルを見ると、貯留層下部のあたり（図5、黒矢印）で、
震源間隔2.5mのケースと比べ、震源間隔5m及び10mの
ケースの速度変化量の復元度が悪いことが分かる。

４．ベースケース仕様の提案
以上のように、それぞれの震源の間隔・配置範囲に対

しタイムラプスFWI解析をした結果、Truncated range
の震源配置範囲で震源間隔を10mにしたケース以外で
は、どの震源仕様でも圧入されたCO₂の分布をよく推定
できることが分かった。ただし、Truncated rangeの震
源配置範囲で震源間隔を5mにした場合では、速度変化
量の復元度がやや悪かった。これらを踏まえ、かつなる
べく収録コストを抑えることを考慮して、坑井間地震探
査仕様のベースケースはTruncated rangeの震源配置範

囲で震源間隔を2.5mにしたケースであると結論付けた。
なお、本ベースケースにおいて、[1]で作成されたP波
速度変化モデルの内、ネット区間が集中したモデルに対
して同様のFWI解析を行った結果を図6に示す。このモ
デルを用いた場合においても、坑井間のCO₂の広がりを
よく推定できている。

まとめ（今後の検討課題等を含む）
南阿賀油田を想定フィールドとし、新掘2坑井を用い

た坑井間掃攻CO₂圧入を実施することを想定した場合の
坑井間地震探査モニタリングの仕様検討を行った。検討
の結果、Truncated rangeの震源配置範囲で震源間隔
2.5mがベースケース仕様と結論付けた。本スタディに
おいては、DASでは歪み量が計測されることや受振感
度の角度依存性があること等DASによる収録の影響、
CO₂圧入前後での震源位置のずれ等の4Dノイズ、発振
エネルギーの減衰の影響等を考慮しておらず、より精度
の高い検討を行うためには、これらを考慮する必要があ

図4　Full rangeの震源配置範囲における、各震源間隔（srcint）でのタイムラプスFWI解析結果。右図速度プロ
ファイルは左上図点線の位置のもの。（Taira et al. 2022[2]より修正）

 

図5　Truncated rangeの震源配置範囲における、各震源間隔（srcint）でのタイムラプスFWI解析結果。右図速
度プロファイルは左上図点線の位置のもの。（Taira et al. 2022[2]より修正）
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る。DASにより収録されたデータへのFWI適用につい
ては、機構内で検討が進められている（藤本他（2022）[4]、
北脇他（2022）[5]、平他（2022）[6]）。なお、実際の現場収
録においては、発震テストに基づき、柔軟に震源仕様を
調整することも必要である。坑井間地震探査の実データ
へのFWI適用においては、震源機構や地層の地震波速
度異方性が解析結果に大きな影響を及ぼす可能性がある
ため（例えば、市川他，2021[7]）、これらの影響にも注
意する必要がある。
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⑧　西豪州陸上パース堆積盆地域におけるCO₂の分離回収・地中貯留に関するフィージビリ
ティスタディ

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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、赤井崇嗣、岡部 博
共同研究先　　Mitsui E&P Australia Pty Ltd（MEPAU）

基本情報（目的等）
三井物産株式会社の100%子会社であるMitsui E&P 

Australia Pty Ltd（以下、MEPAU）は、西豪州陸上
パース堆積盆地域において、ウェイトシアガス田および
ベハラスプリングディープガス田開発事業に参画してい
る。また、同社は、ウェイトシアガス田の近傍に位置す
る枯渇ガス田の権益を100%保有している。

JOGMECとMEPAUは、同社が西豪州に有する既存
の優良天然ガス資産、特にオペレーターとして保有する
資産を有効活用し、クリーン燃料アンモニアの製造と日
本への輸出の事業化構想を見据え、「豪州陸上パース堆
積盆地域におけるCO₂の分離回収・地中貯留に関する
フィージビリティスタディ」に係る共同研究契約を2021
年9月に締結した。本スタディでは、2022年6月末までに、
同社の保有するウェイトシアガス田近傍の枯渇ガス田に
対するCO₂地中貯留の実現可能性について検討を行う。

研究内容及び成果
1．西豪州におけるクリーン燃料アンモニア事業構想

本クリーン燃料アンモニア事業構想では、ウェイトシ
アガス田で生産される天然ガスを改質して得られる水素
を元にアンモニアを合成し、その過程で排出されるCO₂
を近傍の枯渇ガス田に貯留することにより、クリーン燃

料アンモニアを製造・輸出することを目指す（図１）。

2．西豪州陸上枯渇ガス田におけるCO₂地中貯留
今年度は、対象の枯渇ガス田におけるCO₂地中貯留の

実現可能性に関する技術検討として、対象枯渇ガス田に
対して、（1）地質モデルの作成、（2）CO₂圧入シミュレー
ションのための貯留層モデルの作成ならびに圧入計画の
立案、（3）CO₂圧入時の岩石力学的応答の検討、（4）既
存坑井の健全性の検証、（5）CO₂地中貯留に対するモニ
タリング手法の検討に着手した。

対象枯渇ガス田には、30坑以上の既存坑井が存在する。
これらの坑井データおよび対象枯渇ガス田に対して取得
された地震探査データを利用して、対象ガス田周辺の地
質構造解釈を行った。対象ガス田周辺は、主として引張
応力による正断層が発達した複雑な地質構造となってい
る（図２a）。これらはCO₂圧入時の潜在的な漏洩経路と
なり得るため、解釈可能な断層構造を漏れなく抽出した。

既存坑井で取得された物理検層データやコアデータを
参照して、貯留層内における貯留岩性状の空間分布を評
価し、岩相、空隙率、浸透率といった貯留岩性状の分布
をモデル化した。その例として、岩相分布を図2bに示す。

本地質モデルを基に、CO₂圧入シミュレーションのた
めの貯留層モデルを構築した。貯留層モデルは、初め

図1　西豪州におけるクリーン燃料アンモニア事業構想の概念図
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に、対象ガス田の過去の天然ガス生産時の生産ならびに
圧力減退挙動の観測データを用いて、入力パラメータの
キャリブレーションを行った。その結果、過去の天然ガ
ス生産挙動を良く再現する貯留層モデルを構築した。本
貯留層モデルを用いてCO₂圧入シミュレーションを実施
する事で、最適なCO₂圧入計画の立案に取組んでいる

（図2c）。
CO₂圧入時の岩石力学的応答の検討においては、既存

坑井で取得されたデータを参照して決定した岩石力学モ
デルを用いて、CO₂圧入時の貯留層圧力変化に対する断
層安定性評価や地表隆起への影響を評価している。

また、対象枯渇ガス田およびその周辺に存在する約40
坑の坑井の全てについて、その坑井健全性の評価を行っ
た。今後、これら各坑井の健全性の程度も勘案したCO₂
圧入計画ならびにモニタリング計画の立案に取り組む。

まとめ（今後の検討課題等を含む）
本クリーン燃料アンモニア事業構想では、アンモニア

製造とCO₂地中貯留を組み合わせる事で、CO₂排出を低
減した付加価値の高い新たなエネルギーバリューチェー
ンの構築を目指す。本バリューチェーンの実現にあたっ

ては、効率的で安全なCO₂地中貯留の実施が必要不可欠
となる。

本年度は、そのCO₂地中貯留の有効性の技術検討に着
手した。対象の枯渇ガス田に対して過去に取得された
様々な地下貯留層に関するデータを統合的に評価検討行
う事で、引き続き効率的で安全なCO₂地中貯留計画の立
案に取り組む。

謝辞
本稿の執筆に当たり掲載許可を頂いたMitsui E&P 

Australia Pty Ltd（MEPAU）に感謝いたします。

関連発表、関連リンク等
西豪州におけるクリーン燃料アンモニア生産を見据え

たCCS共同調査の実施（JOGMEC）
https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_ 
15_000001_00085.html

西豪州におけるクリーン燃料アンモニア生産を見据え
たCCS共同調査の実施（三井物産）
https : //www.mi t su i . com/jp/ ja/ top ics/2021/ 
1242032_12154.html

 

図2　一連の地下貯留層評価の例。（a）既存坑井ならび地震探査により評価された対象枯渇ガス田周辺の
地質構造解釈。青メッシュは貯留層の上限の構造図を示す。青と黄色の面構造は解釈された断層
を示す。（b）地質モデル。貯留層内での岩相の三次元分布。（c）CO₂圧入シミュレーションによっ
て評価されたCO₂圧入後の貯留層内のガス中のCO₂モル濃度。

 
（a） （b）

 
（c）
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⑨　国内減退油ガス田におけるCO2貯留ポテンシャル評価

実 施 期 間　　令和3年度～令和4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、岡部 博

基本情報（目的等）
国内でのCO2地中貯留の検討にあたって、その導入初

期段階では、既存インフラ設備や既存の地質データの活
用により低コストかつ低リスクなCO2地中貯留を計画で
きる、減退油ガス田を活用したCO2地中貯留が社会実装
の一つとして想定される。

本稿では、国内におけるCO2地中貯留の社会実装に向
けた取り組みとして実施した国内減退油ガス田における
CO2貯留可能量評価ならびに本邦民間会社との共同研究
及び調査事業に向けた取り組みを紹介する。

研究内容及び成果
1．国内減退油ガス田を活用したCO2地中貯留

本研究では、わが国の石油・天然ガスノート（2020）[1]

に記載のある国内油ガス田の累計生産量データに基づ
き、国内の減退油ガス田に対するCO2貯留可能量の評価
を行った。ここでは、その概略を報告する。詳細は、赤
井他（2022）[2]を参照のこと。

減退油ガス貯留層へのCO2圧入では、その物質収支を
考慮することでCO2貯留可能量を評価することができ
る。すなわち、地下貯留層から回収された油ガスなどの
流体が、その地下の温度・圧力条件で占めていた体積と
同体積のCO2を圧入することで、油ガス田形成時の圧力
状態に戻すことができる。このように、貯留層流体の累
計生産量データを使用することでCO2貯留可能量を評価
できる。本手法は、物質収支法による貯留可能量評価と
呼ばれ、減退ガス田に対しては、以下の式で貯留可能な
CO2の質量M CO2を評価できる[2]。

ここで、RRS
HC は減退ガス田からの累計炭化水素ガス生

産量を、ZR
HC 及びZ R

CO2は初期の貯留層温度・圧力での炭
化水素及びCO2のガス圧縮係数を、PS

CO2は標準状態にお
けるCO2密度を表す。また、同様に、減退油田に対しては、
以下の式で貯留可能なCO2の質量MCO2を評価できる[2]。

ここで、RRS
O は減退油田からの累計油生産量を、BO

は油の容積係数、PR
CO2は初期貯留層温度・圧力における

CO2密度を表す。
式（1）及び式（2）ともに、油ガス田からの生産データ

（RRS
HC，RRS

O）を用いることで、初期の貯留層温度・圧力にお
ける油ガス流体物性値（ZR

HC，BO）とCO2流体物性値（Z R
CO2，

PS
CO2，PR

CO2）のみを用いてCO2貯留可能量を評価できる。

国内の累計生産量上位の15ガス田及び15油田のうち、
構造性ガス田の12ガス田のCO2貯留可能量を式（1）により、
主たる生産物がガス生産に伴う随伴液分であるものを除
く11油田のCO2貯留可能量を式（2）により評価した。評価
に当たっては、式（1）及び式（2）の各パラメータ設定にお
ける不確実性を考慮して、Low（悲観ケース），Mid（標
準ケース），High（楽観ケース）の3ケースを検討した。各
パラメータ設定の詳細は、赤井他（2022）[2]を参照のこと。

12ガス田に対する物質収支法によるCO2貯留可能量の
評価結果を表1に、11油田に対する評価結果を表2に、
また、それらの分布を図1に示す。評価対象とした12ガ
ス田の合計でのCO2貯留可能量は、不確実性Midケース
にておいて280百万トン（Mt）であり、11油田の合計で
は24Mtであり、これらの合計は約305Mtとなった。図1

Gas fields CO2 storage capacity [Mt]
Low Mid High

Minami-Nagaoka 50.2 87.4 122.9
Katakai 19.7 32.6 45.0
Yoshii 22.5 31.0 39.3
Higashi-Kashiwazaki 14.7 19.6 24.5
Higashi-Niigata 18.8 26.5 34.1
Iwaki-Oki 11.2 14.9 18.6
Yufutsu 11.1 16.0 20.9
Nakajo 9.6 13.1 16.6
Shintainai 4.8 6.5 8.1
Kubiki 7.8 10.4 13.0
Iwafune-Oki 7.7 12.2 16.6
Aga-Oki 7.5 10.0 12.5
Total 185.7 280.2 372.1

表1　生産実績に基づく物質収支法により得られた国内の減退ガ
ス田におけるCO2貯留容可能量[2]

Oil fields CO2 storage capacity [Mt]
Low Mid High

Yabase 3.2 4.0 4.8
Iwafune-Oki 3.2 4.2 5.2
Higashi-Niigata 2.1 2.6 3.2
Niitsu 1.7 2.1 2.5
Nishiyama 1.7 2.0 2.4
Minami-Aga 1.6 2.0 2.4
Sarukawa 1.5 1.9 2.3
Kubiki 1.4 1.7 2.0
Mitsuke 1.0 1.3 1.5
Aga-Oki 0.8 1.0 1.2
Yurihara/Ayukawa 1.1 1.6 2.1
Total 19.2 24.4 29.7

表2　生産実績に基づく物質収支法により得られた国内の減退油
田におけるCO2貯留容可能量[2]

（1）M CO2=RRS
HC Z R

HC

Z R
CO 2 S

CO 2

M CO2=RRS
O BO R

CO2

（2）

M CO2=RRS
HC Z R

HC

Z R
CO 2 S

CO 2

M CO2=RRS
O BO R

CO2
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に示すようにその多くは新潟県内に集積しており、新潟
県内の減退油ガス田の合計のCO2貯留可能量は264Mtで
あり、全体の87%にのぼる。そのほか、北海道、秋田
県、福島県の地域にも減退油ガス田を活用したCO2貯留
のポテンシャルが見られる。なお、ここで評価したCO2

貯留可能量は、地下貯留層がそれだけのCO2を貯留する
ことが出来る孔隙空間を有することを表す理論貯留可能
量であって、実際のCO2貯留可能量は、貯留層の圧入性
やCO2圧入井の配置ならびに坑井数などに依存する[2]。

2．本邦民間会社との共同研究及び調査事業
国内における減退油ガス田を活用したCO2地中貯留の

社会実装にあたっては、上記で評価した貯留可能量が技
術的に達成可能か確認していく必要がある。そこで、令
和3年度は、国内の減退油ガス田を対象に「国内減退油
ガス田を活用したCO2貯留可能量把握に関する共同研
究」として、国内減退油ガス田において1年以上のCO2

圧入を行う実証試験を本邦企業との共同研究として実施
することとし、共同研究先を募る公募を実施した[3]。

さらに、これらのCO2貯留ポテンシャルの活用にあ
たっては、地下貯留層の分布のみならずCO2の排出源の
規模やその分布も考慮する必要がある。そのため、令和

3年度は、国内全域にわたるCO2排出源の調査を行うこ
とで、最新のCO2の排出分布を把握するとともに、それ
ら排出源からのCO2回収可能量を見積もることを目的と
し、「国内のCO2排出源調査ならびに国内の特定地域を
対象としたCO2回収および輸送」に関する調査として、
委託先を募る公募を実施した[4]。

まとめ（今後の検討課題等を含む）
令和3年度は、国内の累計生産量上位の15ガス田及び

15油田のうち、12ガス田及び11油田のCO2貯留可能量を
物質収支法により評価した。その評価結果の合計は、約
305Mtであり、そのうち87%を占める264Mtの貯留ポテ
ンシャルが新潟県内に集積していることがわかった。

また、上記のCO2貯留可能量を達成するのに必要な技
術の検証を行うため、国内の減退油ガス田を対象とした
1年以上のCO2圧入を伴う実証試験の計画を行った。さら
に、CO2排出源の規模やその分布の調査の計画を行った。

今後は、上記の実証試験や排出源調査を実施し、国内
におけるCO2地中貯留の社会実装を目指す。

謝辞
本稿の内容の一部は石油技術協会誌に掲載の赤井他

図1　本スタディにおいて評価対象とした国内の12ガス田（表1）と11油田（表2）のCO2貯留容可能量のその分布。図中の
貯留可能量は、不確実性Midの評価値を示し、赤字はガス田に対する評価値を、黒字は油田に対する評価値を示す。
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（2022）に基づいています。執筆に当たり掲載許可を頂
いた石油技術協会に感謝いたします。

引用・参考文献
[1] 天然ガス鉱業会、2020：わが国の石油・天然ガス

ノート．
[2] 赤井崇嗣・岡部 博・末廣能史、2022：国内減退油

ガス田のCO2貯留可能量評価とその開発の可能性に
ついて、石技誌、87（3）、195-206．

[3] JOGMEC HP、2022：令和4年度～令和7年度「天然

ガス利用等における低炭素化を目的とした国内枯渇
油ガス田を活用したCO2貯留可能量把握に関する実
証試験」の共同研究先の公募について．https://
www.jogmec.go.jp/news/bid/bid_10_00017.html, 
2022年3月1日．

[4] JOGMEC HP、2022：令和4年度「国内のCO2排出源
調査ならびに国内の特定地域を対象としたCO2回収
および輸送に関する調査」の公募について．https:// 
www.jogmec.go.jp/news/bid/bid_10_00123.html，
2022年3月1日．
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⑩　DDR膜に関する共同研究「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3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）

基本情報（目的等）
目的と経緯

原油増産の有効手段であるCO2-EORでは、随伴ガス
に含まれるCO2を分離して再圧入することにより、原油
回収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
を性能面ではるかに勝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（株）

（以下、「NGK」）製の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年度から平成30年度までに実施したニーズ・
シーズ調査において、小型DDR膜（注1）による実ガスを
用いた分離試験を米国CO2-EORフィールドにて実施し、
性能の確認を行った。（注1、径30㎜、長さ160㎜）

本研究では、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（現日揮グ

ローバル（株）、以下、「JGC」）、NGKが共同で取り組ん
できたものであり、NGKは膜の開発を担当し、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）。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）

（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（大型膜）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は細孔内に留まること
によりCO2/CH4分離が行われる。

研究内容及び成果
1．全体スケジュール概要

DDR膜に関する共同研究事業は平成30年度（2019年2
月）から令和4年度（2023年3月）にわたる複数年事業で
ある。平成30年度から令和2年度までは実証設備の準備

（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症の影響による現地作業は中
断））を行い、令和3年度からは現地実証試験実施を行う
予定であったが、現場油田操業に関してCO2-EOR実施
環境及び条件の変化のため、当初は余裕があった実ガス
の実証試験への使用に障害が生じてきた。そのため、油
田操業者との間で実証試験実施に向けて現実的に可能な
対応策の検討が必要となり、協議を継続してきた。さら
に、実証試験設備の現地据え付け・試運転調整作業を進
める中で、ガスの前処理設備（DDR膜モジュールに実
ガスを導入する際に水分等の不純物を除去するための装
置）の不具合が顕在化し、その対応も必要となった。こ
のような状況を踏まえ、実証試験の開始を約1年後ろ倒
しとするスケジュール変更を行った。

2．令和3年度活動内容
（1）前処理設備不具合対応

前処理設備は実ガスをDDR膜モジュールに導入する
前に水分等の不純物を除去するための装置であり、2系
列の吸着塔を用い吸着、再生を自動的に切り替えること
で連続運転が可能となる。装置は現地のEPCコントラ
クターに発注し、複数の協力企業により設計・調達・製
作が行われた。据付後の試運転調整時に、各種装置で不
具合が発生し、その原因究明・対応策実施のために時間
を要した。

（2）実証予備試験の実施
実証試験の本格的な開始の延期をふまえ、前処理設備

の不具合対応作業と並行して本格的な実証試験の円滑な

 

図1　DDR膜によるCO2分離
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立ち上げ準備の一環として、流量計健全性の確認、ヒー
ター昇温能力の確認、低圧CO2による膜モジュールの健
全性確認、N2による膜モジュール（シール性能）健全
性確認、及び装置運転手順のアップデートを実施した。
これらの予備試験を通して装置を適切に制御できる事が
確認された。

3．令和3年度以降の活動予定
前処理設備の修繕・改造完了後、本格的に実証試験を

開始する予定。実ガスによる膜分離性能の確認試験の後
に長期運転性能確認試験を実施し、令和4年度末（2023
年3月末）完了の計画である。

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。
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⑪　原油スラッジ削減技術の開発（フェーズ2）

実 施 期 間　　平成28年度～令和3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
スラッジと呼ばれる沈殿物が堆積することになる。ま
た、原油タンクは定期的に開放点検が必要となるので、
ムバラス島などの現場では従来から「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。（図）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（原油成分）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、ラボスケールのビーカー試験を実施し
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、遠心分離技術についてラボスケールか
らスケールアップして小型の3相遠心分離機（処理量
2.5m3/h）及び実原油スラッジを用いた小規模なパイ
ロット試験をアブダビ石油の実フィールドにおいて実施
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、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

図　原油スラッジ削減技術の概要
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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
際のフィールドでの実証試験が必要となる。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、実フィールドに輸送した。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。

令和2年度は、実証試験を実施する計画であったが、
年度当初からの新型コロナウィルス感染症の影響によ
り、現場作業は全て延期となり、実証試験の準備着手は
令和3年度に持ち越しとなった。

研究内容及び成果
令和3年度に入っても新型コロナウィルス感染症の影

響は続き、現地への渡航制限が厳しく実証試験実施の見
通しは立たなかった。しかし、年度の後半に入ると徐々
に感染収束が進み、規制が緩和されてきたため、準備作
業を再開し令和4年5月から実証試験を開始する計画であ
る。

まとめ（今後の検討課題等含む）
実証試験は、令和4年5月に開始して同10月までに完了

する計画となっている。今後も、新型コロナウィルス感
染症の影響を排除することができない中ではあるが、こ
の度の実証試験においては、当該タンク1基分の全ス
ラッジを処分することを目指す。
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⑫　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、施設技術チーム
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）

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、その開発可能性について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）（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、マレー半島東岸
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
わけマレー半島東岸沖では、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の処理コストを含め
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、高濃度CO2含
有ガス田開発、並びにCO2の分離回収及び貯留方法を含
むCCSの評価を行うとともに、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を検討した。

研究内容及び成果
1．経済性評価

経済性評価モデルを作成し、生産分与契約（Production 
Sharing Contract、PSC）の諸経済条件、ガス価格、事
業スキームの検討を実施した。事業スキームを工夫する
ことにより、コストセンター（コストは集計されるが利
益は集計されない部門のこと）となるCCSを付帯した
高濃度CO2含有ガス田開発事業でも一定の経済性を確保
できることが確認できた。

2．CCS法制度調査
マレーシア国ではCCS実施を包括的に規定する法律は

存在しない。そのため、International Energy Agency
（IEA）の発行するモデル法規制を参考に、関連する既存
法の調査を実施し、課題を抽出した。当該課題を踏まえ、
行政機関としてペトロナスが取るべきアクションをまと
めた。あわせて、CCSによるCO2排出削減に対して
JCMによるクレジット創出の適用可能性を検討し、方
法論の素案を策定した。

3．パイロットテストの概念設計
選定貯留地の長期的なCO2圧入性の確認を目的とした

CCSパイロットテストの概念設計を実施し、ペトロナ
スに提案した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度では、令和2年度の技術検討の成果をもとに

経済性、法制度調査、及び次フェーズに向けた予察的な
検討等を実施した。今後もペトロナスとの協議を通じて
パイロットテストの実施に向けて検討を継続し、高濃度
CO2含有ガス田開発事業の事業化を推進する。

JOGMECは、JX石油開発のマレーシアにおける将来
的な高濃度CO2含有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、及び貯留を含む、
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、ペトロナス及び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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⑬　クリーンアンモニアサプライチェーン構築に向けた調査事業

実 施 期 間　　令和3年度
担 当 部 署　　CCS推進グループ 施設技術チーム
担 当 者　　アブダビ調査：田中勝哉、三好啓介
　　　　　　　豪州調査：新井博久、河野裕人、三好啓介
共同研究先　　アブダビ調査：（株）INPEX、（株）JERA、アブダビ国営石油会社
　　　　　　　豪州調査：丸紅（株）、関西電力（株）、北陸電力（株）、Woodside Energy Ltd.

基本情報（目的等）
これからのクリーンエネルギーとして注目されている

水素やアンモニアは、燃焼してもCO2を排出しないこと
から、ゼロエミッション燃料として期待されている。特
にアンモニアは、大量のエネルギーが必要となる火力発
電所や船舶用エンジン等の次世代ゼロエミッション燃料
として有力視されており、製造・貯蔵・輸送に係わる技
術が既に確立されていることから、ゼロエミッション燃
料の中では比較的早期の社会実装が期待されている。
JOGMECは2050年カーボンニュートラルを目指した取
り組みの一つとして、資源国との関係を活用しつつ、ア
ンモニアのバリューチェーン構築・市場拡大に寄与する
本邦企業の事業への関与を積極的に推進していく。以下
に、令和3年度に実施したクリーンアンモニアサプライ
チェーン構築に向けた調査事業のうち、主なものを紹介
する。

研究内容及び成果
1．アラブ首長国連邦アブダビ首長国からのクリーンア
ンモニアサプライチェーン

JOGMECは令和3年7月、（株）INPEX（以下、「INPEX」）、
（株）JERA、アブダビ国営石油会社との間で、アラブ首
長国連邦アブダビ首長国から日本へのクリーンアンモニ
アサプライチェーン事業の事業化可能性に関する共同調
査契約を締結した。

共同調査では、アブダビにおいて天然ガスを改質して
製造した水素を基にアンモニアを合成し、同時に排出さ
れるCO2を回収してINPEXが参画するアブダビ陸上油
田でのCO2EORに利用することで、CO2排出量を大幅に
抑制したクリーンアンモニアを生産し、同アンモニアを
日本に供給する事業の事業化可能性を調査した。調査
は、ほぼ計画通りに実施され、最終報告書は参加各社に
てレビュー中である。

2．豪州からのクリーンアンモニアバリューチェーン
JOGMECは、丸紅（株）、関西電力（株）、北陸電力

（株）、及びWoodside Energy Ltd.と共に、豪州から日
本へのクリーンアンモニアサプライチェーン構築に関す
る事業化調査に関する共同研究契約を令和3年7月に締結
し、実施した。

豪州とは、2021年6月13日の日豪首脳会談において、
燃料アンモニアを含め、「技術を通じた脱炭素化に関す
る日豪パートナーシップ」が発表され、また同年7月15
日の日豪経済閣僚対話での共同声明において、クリーン
燃料アンモニアに関する取組を日豪間で協力して進める
ことが言及されている。

本調査事業では、豪州での天然ガス由来のアンモニア
製造に係る基本設計、及び製造過程で排出されるCO2に
CCS・CCUや植林等のCO2排出削減対策を組み合わせ
た対策検討、日本への海上輸送、発電用・船舶用燃料用
途としての利活用及びファイナンスの検討等を含めたサ
プライチェーン全体の事業化調査を実施した。

結果として、経済的効果及びCO2排出削減効果ともに
十分な可能性が示されたため、今後も豪州と日本の間に
おけるクリーン燃料アンモニアサプライチェーンの構
築、及び日豪両国の脱炭素化に向けた取組みの実現に向
け、邁進していく予定である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
JOGMECは、本共同調査の実施を通して得られた知

見を踏まえ、CCS及びクリーン水素・アンモニア分野
の国際連携を推進し、低炭素資源エネルギーの安定供給
を通じたカーボンニュートラル社会の実現に貢献してい
く予定である。

謝辞
JOGMECは、本調査事業の概要を紹介する許可をい

ただきました関係各社に、感謝申し上げます。
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⑭　LNG・水素・アンモニア事業における国際的な手法と調和したGHG排出量算定のMRV手
法及びCI算定手法の技術検討・策定

実 施 期 間　　令和3年度
担 当 部 署　　CCS推進グループ 施設技術チーム
担 当 者　　河野裕人、下内 真、鈴木陽一、三好啓介
調査委託先　　日揮グローバル（株）

基本情報（目的等）
日本国政府は2020年10月の「カーボンニュートラル宣

言」や、2030年までにCO2排出量を2013年度比で46%削
減する等の目標を打ち出しており、国を挙げて温室効果
ガス（GHG）削減に向けた取り組みを推進している。

石油ガス開発業界においても、エネルギー供給と環境
への配慮の両立を目指すべくGHG排出削減に向けた取
り組みを進めている。とりわけ原料処理・製品製造プロ
セスの設備における排出削減が重要であり、CCSによ
る貯留量の算定を行う場合においては、設備全体の排出
量が基準となるため、原料処理・製品製造プロセスの設
備からのGHG排出量を精度高く算出することが求めら
れる。また、トランジションエネルギーであるLNG・
水素・アンモニアを製造する際、製品の炭素強度（CI: 
Carbon Intensity）を把握することで、クリーンエネル
ギーとしての位置づけを明確にできる。

JOGMECは、日本国政府の掲げる「カーボンニュー
トラル宣言」の達成に貢献すべく、低炭素エネルギー開
発のバリューチェーン構築支援を行っている。低炭素エ
ネルギーが日本に持ち込まれる際には、そのGHG排出
量・CIの算定が重要となることから、JOGMECは、低
炭素エネルギーの導入を促進するための制度整備に資す
ることを目的に、現在盛んに行われているGHG排出量
に関する考え方の議論内容を整理するとともに、関連す
る手法の技術検討を実施した。

研究内容及び成果
1．GHG排出量・CI算出のために利用する手法の選定

生産設備でのGHG排出量算出に際して、最も一般的
な式として以下が用いられる。

　　GHG排出量 =Σ（排出係数×活動係数）
◦　排出係数（Emission Factor）：設備・プロセス・機

器固有の値で、稼働時間あたりのGHG排出量に関
する係数。業界団体が発行するガイドラインや機器
メーカが公表している。

◦　活動係数（Activity Factor）：流量・運転時間など、
設備が稼働した期間に関する値

しかし、排出係数は設備・機器の種類や操業状態に
よって変わるため、一律に同じ値を用いた場合には実際
の操業状態を反映した数値とはならない。そのため、操
業状態を反映した透明性の高い算出を可能にするために

は、可能な限り実測や運転データなどの「一次データ」
の使用によって排出係数を補正することが求められる。
JOGMECではこの点に注目し、使用を推奨するデータ
の種類の優先順位をつけることで、正確な排出量測定を
可能にする手法を提案することとした。

2．メタン排出に関する取り組み
石油ガス開発業界におけるGHGには、CO2のほかに

メタンが挙げられる。メタンは温暖化係数（CO2と比較
した際の温暖化への寄与度を相対的に表した数値）が
29.8（IPCC Sixth Assessment Report）であるため、CO2

と比較した排出量が少量であっても、その温暖化効果は
大きな影響を与えることから、CO2と共に排出量削減対
策が求められている。

CO2は天然ガスの随伴ガスとして生産されるほか、燃
料の燃焼によっても発生するが、いずれにおいてもガス
成分分析やエンジニアリング計算によってCO2発生量を
比較的容易に算出できる。一方、メタンは燃料の不完全
燃焼のほか、機器からの漏洩によって排出されるため、
エンジニアリング計算などでは正確な排出量を把握する
ことは困難である。特に漏洩については、漏洩源を特定
する必要があるため、現場でセンサを用いた計測や、衛
星・ドローンを用いた施設単位での測定が必要となる。

メタンは天然ガスの主成分であり有価物なので、漏洩
や排出源から適切に回収することで、製品として出荷で
きるメタン量の増産にもつながる。実際、多くのメタン
漏洩対策は、投資に必要なコストよりも、回収したメタ
ンを販売した時の利益の方が大きいという、いわゆる

「ネガティブコスト」で実施できると報告されており、
メタン対策は効果的なGHG排出量削減策として期待さ
れている。

3．ガイドライン作成
本調査の成果物として、1．及び2．で検討した内容をガ

イドラインとしてまとめた。本ガイドラインは全く新し
い算定方法を提案するものではなく、国際的なGHG排
出量算定に関する議論と調和した形で策定された。公
平・透明性のあるGHG排出量算出を実現するため、現
場での実測やエンジニアリングなどの一次データの取
得・利用を推奨し、またメタン測定については2．でも述
べたように、現場でセンサを用いた計測（Bottom up）
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や、衛星・ドローンを用いた施設単位での計測（Top 
down）を併用し、両者の値を検証することで設備全体
としてGHGを適切に評価していることを確認するよう
にした。（図１）

まとめ（今後の検討課題等含む）
LNG・水素・アンモニアを製造する際の生産設備にお

けるGHG排出量、及び製品のCI算定を目的とし、令和3
年度はガイドラインの作成を行った。将来的には
JOGMECの共同研究等で本ガイドラインを適用し、推奨
作業指針として適切であるかの検証を重ねていくことを
想定しているため、今後はLNG・水素・アンモニアの実
プラントでの検証を行うことで、より操業状態を反映し
た手法の開発に取り組む。併せて、メタン漏洩対策につ
いては確実に漏洩源を検知することが求められるので、
各種メタン検知技術の検証を行うことを検討している。

謝辞
本事業にご協力いただいた日揮グローバル（株）に御

礼申し上げます。

関連発表、関連リンク等
LNG・水素・アンモニア製造に伴う温室効果ガス算

定のための「GHG・CIガイドライン（初版）」の公表に
ついて
https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_ 
00025.html

 
図1　Top down計測とBottom up計測のイメージ
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1．デジタル技術開発、3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3年目にあたる2021年度は、前年度同様、新型コ
ロナウィルス感染症の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業務効率化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、本邦E＆P業界内への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。2021年度は、前
年度からの継続分も含めて、合計13件を実施した。この
うちの3件（掘削安全性向上、ナンノ化石の自動解析、
シェールガスの説明可能なAIによる生産量予測）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開発、深層
学習を用いた三次元岩相分布の推定）は、本邦E＆P企
業との共同スタディではなく、内部の解析で利用する
AIとすべく、JOGMEC主導で開発を実施している。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」の受験と「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、2021年度は8名がG検定に合格し、1名
がE資格を取得し、累計はG検定が55名、E資格が14名
となった。

また、これまでの内部向けデジタル研修プログラムを

Ⅰ．デジタル技術

図1　これまでのデジタル技術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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作ってきた知見を生かし、2021年度は新たに外部向けの
研修講座を実施した。具体的には石油開発関連（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による「3時間で学べ
る資源開発で使う機械学習の基礎講座」や国内講座「デ
ジタル技術の基礎」の2つの外部向け研修を設け、オン
ラインにて実施した。いずれも参加者からは高評価を頂
いた。
「3．外部連携及び情報の収集と発信」においては、

前回の調査から引き続き最新の技術動向を調べると共
に、COVID-19が企業のデジタル戦略へ与えた影響や、
脱炭素化の流れを受けたデジタル技術適用の事例などに
ついて調査を実施した。調査結果の報告会には、本邦E
＆P企業等から70名強の参加者が得られ、本邦E＆P企
業への知識還元を行うとともに当該企業のデジタル知識
のレベル向上に貢献した。

また、新たな試みとして2021年12月にはオンラインイ
ベント「JOGMEC Digital Online Session 2021」を開催
し、国内外のデジタル技術活用の現状を講演やパネル
ディスカッションを通じて紹介した。機構内外より209
名の参加を得た（詳細は3-Ⅰ-1-⑤参照）。

最後に「4．JOGMEC業務効率化のためのデジタル
技術適用」においては、機構内業務の効率化やデータの
有効活用に資するテーマを継続して実施中である。

2．�2021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

2021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自動抽出ワークフロー
開発」および「深層学習を用いた三次元岩相分布の推
定」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。

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。
2021年度に実施した13件のうち、10件の進捗状況を以

下に示す。

〈探査技術分野〉
・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。2021年度は新第三系に焦点を当ててデータ
を増やしたりアルゴリズムを改良したりし、精度向上を
図った。
・AIを用いたカッティングスの岩相自動分類（継続案
件、詳細は3-Ⅰ-1-②参照）
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
できた。今後は本格的に精度向上を目指す。
・BSR自動抽出ワークフロー開発（継続案件）

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面（BSR：Bottom 
Simulating 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すべく前年度
の予察的な評価に引き続いて、ワークフローの開発を実
施した。
・深層学習を用いた三次元岩相分布の推定（新規案件、
3-Ⅰ-1-⑧参照）
地下の岩相情報を得るには坑井が必須となるが、坑井

データはあくまでも点のデータであってその空間的分布
を把握するには3次元地震探査データとそこから得られ
る震探のアトリビュートなどを坑井データと併せて用い
て推定してきた。そこで、深層学習モデルを用いた、3
次元岩相分布推定を実施し、最適な学習手法の検討や地
質解釈への応用性の検討を実施した。
〈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、3-Ⅰ-1-⑨参照）
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、2021
年度は「抑留」の異常予兆検知アルゴリズムの更なる改
良や精度の検討を実施した。
〈油層技術分野〉
・AI技術の応用－不確実性を考慮した生産量簡易予測
（継続案件、詳細は3-Ⅰ-1-⑥参照）
貯留層モデルの作成が難しい油田に対して、入手可能

な限られたデータを用いて、生産量の将来予測とその不
確実性評価を行う手法の検討を行った。
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〈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（継続案件、詳細は3-Ⅰ-1-④参照）
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、フェーズ2として前年度とは異
なるサッカーロッドポンプの部位にリアルハプティクス
技術を導入し、実証試験を通じて地上の情報から地下の
状況を推定する試みを実施した。
・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（継続案件）
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PoCを昨
年度に引き続きフェーズ2として実施した。
〈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・オイルの生産予測開発（継続案件、詳細は3-Ⅰ
-1-③参照）
今年度はフェーズ2として、実フィールドのマイクロ

サイスミックデータを用いて、既存の解釈結果と新手法
による震源再決定の解釈結果と比較した。また、環境ノ
イズから得られた情報が水圧破砕された総岩石量

（SRV）として使用できるかについて検証した。更に機
械学習により、生産量予測モデルに影響するパラメータ

の重要度を求め、モデル作成後に、どのパラメータを改
善することで最大のSRVを得られるかを検証した。
・説明可能なAIを用いたシェールガスの生産予測と掘
削仕上げ手法最適化（継続案件、詳細は3-Ⅰ-1-⑦参照）
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
指した。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、昨年度に引き続きフェーズ2
として実施した結果、昨年度よりも更に予測精度が向上
する、という結果が得られた。

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、脱炭素
社会の実現に向けた取り組みがエネルギー業界に求めら
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、2022年度以降も本邦E＆P企業の国際
競争力強化やCCS等脱炭素社会の実現に資するデジタ
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。取り組み状況については、
2021年4月26日より公開されたホームページ「資源ミラ
イ開発（https://mirai.jogmec.go.jp/）」を通じて定期的
に発信していく。
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①　AIを用いた石灰質ナンノ化石の自動解析（フェーズ3）

実 施 期 間 令和2年度～令和3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）、国立大学法人秋田大学、（株）INPEX

基本情報（目的等）
石灰質ナンノ化石は、カッティングス中にも含まれる

微化石であり、出現する化石種を同定し、その出現パ
ターンを把握することで、カッティングスの堆積年代を
推定することができる。しかしながら、石灰質ナンノ化
石の同定を実施するためには、高い専門性が必要であ
り、石油開発の現場でリアルタイムに石灰質ナンノ化石
の同定ができることは少ない。そこで、JOGMEC、（株）
INPEX、富士通（株）、秋田大学は、現場での石灰質ナ
ンノ化石の同定を実現させ、坑井掘削の最適化を実施す
るため、深層学習を用いた石化質ナンノ化石の自動解析
ソフトウェアを作成することとした。本研究の目的は、
実用的かつ高精度な深層学習モデルの作成、学習モデル
の評価として実フィールドの試料を用いた実証試験と評
価の実施、並びに石灰質ナンノ化石の自動解析を行うソ
フトウェアの作成である。令和2年度に実施した石灰質
ナンノ化石の自動解析（フェーズ2）の後継案件であり、
フ ェ ー ズ2で 白 亜 系 に 焦 点 を 当 て た が、 令 和3年 度

（フェーズ3）では、新第三系に焦点を当てた。

研究内容及び成果
実用的かつ高精度な学習モデルの作成を目的として、

新第三系の石灰質ナンノ化石のデータ増強を実施した。
石灰質ナンノ化石の種類の教師データは、フェーズ2時
点で2,433個であったが、フェーズ3時点で3,813個と、約
1,400個の教師データの増強を実施した。学習アルゴリ
ズムは、距離学習で変わらないものの、推論方式も従来
のCentroid MatcherからCluster Matcherに変更した。
また、入力個体と形状の類似度が低い例が存在していた
ため、対照学習を導入することによって個体ごとの形状
に着目して学習することで、これらを改善することとし
た。結果を図1に示す。石灰質ナンノ化石を同定すると
き、化石種を間違うことで堆積年代の推定が正確に行え
な い 可 能 性 が 高 く な る。 し た が っ て、Precision、
Recall、F1（モデルを評価する際の指標）のうち、
Precisionの値が最も高くなるモデルを採用することと
している。平均Precisionの値は0.79であり、フェーズ2
終了時の平均Precisionの値0.15から大幅に改善されて
いる。

図1　石灰質ナンノ化石の同定に係る学習モデルのスコア表
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学習モデルの評価として実フィールドの試料を用いた
実証試験と評価の実施は、秋田大学、（株）INPEXから
提供された4坑井の試料を用いた（表1）。学習モデルか
ら推論した石灰質ナンノ化石の出現個体から堆積年代を
推定するアルゴリズムにかけてカッティングス試料ごと
に堆積年代を推定した。本稿では、学習モデルによる
Hole1210Aの推論結果を紹介する（図2）。推論結果を確
認すると、専門家の堆積年代推定結果と学習モデルによ
る堆積年代推定結果が概ね一致している。ただし完全に
一致しているわけではなく、間違った推論を行っている
個所も認められ、改善の余地がある。現在、学習モデル
の平均Precisionは、0.79となっており、化石種の同定
レベルとしてはかなり高い。したがって、学習モデルの
改善よりも、推論に使用する写真の枚数を増やし堆積年
代の推定に使用する化石個体を増やすことで、統計的な
解析手法を用いてより精度の高い年代推定を実施してい
くことが必要となると考えられる。

本学習モデルを搭載した石灰質ナンノ化石同定のプロ
トタイプシステムを作成した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
フェーズ2における白亜系、フェーズ3における新第三

系を通して、石灰質ナンノ化石をプレパラートから摘出
し、石灰質ナンノ化石の種を同定する学習モデルを作成
した。これらの学習モデルを搭載したプロトタイプシス
テムも作成し、現場での実装も見えてきたところであ
る。令和4年度は、プロトタイプシステムを使用し、実
際の石油開発現場でシステムの現場実証を実施する予定
である。

謝辞
本稿を記載するにあたり、（株）INPEX、富士通（株）、

秋田大学の共同研究者には大変お世話になった。

図2　学習モデルから推定されたHole1210Aの堆積年代

表1　坑井情報

評価対象 提供 地域・掘削場所 深度数 光学顕微鏡
画像枚数

Hole1210A 秋田大学 北大西洋・海上 10 479

Hole806 秋田大学 インドネシア沖・海上 9 261

BSYR 秋田大学 房総半島・陸上 6 611

坑井A INPEX 国内・陸上 5 380
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②　AIを用いたカッティングスの岩相自動分類

実 施 期 間 令和2年度～令和3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、石川和明、三好啓介
共同研究先 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation （CSIRO）

基本情報（目的等）
カッティングスの記述は、坑井元の地質技術者にとっ

て日常的な作業である。この記述作業には時間がかか
り、地質技術者ごとに岩相の解釈に差異が生じるため、
記述の一貫性が欠如していると言われている。これは一
般的に1坑の井戸を掘削する間に2～3人の地質技術者が
分担してカッティングス記述を担当しており、昼夜のシ
フトや数週間のサイクルのシフトで交代しているためで
ある。また、坑井元の地質技術者は、その作業時間の約
70％をカッティングスの記述に費やしていると考えられ
る。ML/AI技術は、予測速度、客観性、一貫性におい
て優れているため、これらの問題を解決する可能性があ
る。著者らの目的は、ML/AI技術を用いたカッティン
グス記述のタスクの自動化である。

研究内容及び成果
本プロジェクトでは砂岩、泥岩、火山岩、炭酸塩岩の

4つの岩相を対象としており、ブラウズ盆地（オースト
ラリア）の4つの坑井で採取されたカッティングスサン

プルを使用した。これらの4つの岩相を含む、カッティ
ングスを実体顕微鏡で撮影し、合計488枚の画像が撮影
された（図1）。

画像の分類作業には、CNN（Convolutional Neural 
Network）アルゴリズムを用いたセマンティックセグメ
ンテーション技術を選択した。画像はオープンソースの
アノテーションソフトウェアであるLabelMeを用いて
ラベリングされた（図2）。これらのアノテーションデー
タは、ネットワークの学習に使用された。ラベル付けさ
れた画像は、472対16の割合で訓練セットと検証セット
に分けられた。

学習されたモデルの精度は交差過多評価指標（IOU）
を用いて評価された。検証データセットに対するモデル
の平均IOUは約90％であった。単一岩相で表されるカッ
ティングス試料に対する推論結果は、定性的には非常に
正確であった。また、石英を粒子の構成の主とする砂と
泥等粒子の特徴がはっきりと異なるものについても、推
論結果は正確であった（図3）。一方、非典型的な岩相

（シルト岩と色の濃い火山岩との混合岩相の試料など）

図1　ICHTHYS2AST2_4070-4075mにおけるカッティングス試料の実体顕微鏡下の写真
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に対する推論は、改善の余地があることがわかった。ま
た、似たようなテクスチャを持つ岩片（例：色の濃い火
山岩と色の濃い泥岩）は、CNNでは識別が困難である。
我々のプロジェクトの最終目標は、岩相の同定だけでな
く、カッティングス試料中の岩相の存在量を定量的に推
定することである。この課題を成功裏に達成するために
は、ハイパーパラメータ（モデルが学習するのではな
く、人が決定する必要のあるパラメータのこと）の最適
化など、さらなるモデルの改良と、学習データの大幅な
増加が必要である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
カッティングス記述のための学習済みモデルは、定量

的かつ高速なカッティングスの記述を実現する可能性を
持っている。よく訓練されたAI/MLモデルは、カッ
ティングスの記述プロセスを自動化することにより、リ
グでの地質技術者の仕事の簡素化、高速化、一貫性の向
上を実現し、地質技術者を支援する可能性を持ってい
る。

謝辞
本稿を記載するにあたり、CSIROからは試料の提供

を受けた。また、CSIROの研究者から有益な助言を頂
いた。

図3　学習モデルによる岩相（砂岩）の推論結果�
（左：顕微鏡写真、中：アノテーション画像、右：学習モデルが推論した結果）

図2　カッティングス試料のアノテーション例（左：顕微鏡写真、右：アノテーション画像）
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③　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2）

実 施 期 間 令和3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）
JOGMEC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
カニズムの解明のため、水圧破砕時に取得されたマイク
ロサイスミック（以下「MS」という。）の震源位置から
推定される破砕エリア：Stimulated Reservoir Volume

（SRV）と実際の生産データの関係解明を最重要項目と
して取り組んでいる。MSの解析について本研究では、

（1）人による初動ピックのバイアス・MSの検知数限界・
解析時間の長さ、（2）解釈の信頼性の低さ、（3）リアルタ
イム解析ができていない、以上3つの課題の解決を目指
している。本研究は前年度に引き続きMassachusetts 
Institute of Technology（MIT）と共同で実施した。

研究内容及び成果
令和2年度に実施したフェーズ1では、一般に公開され

ているカルガリー大学のMSデータのうちS/N比の良い
データや環境ノイズデータを使用してNakata and 
Beroza（2016）[1]が開発したGmRTMの改良版にてイ
メージングを実施した。3次元的な震源位置情報や計算
時間に問題があることが判明したため、令和3年度はマ
イクロサイスミックと環境ノイズデータの3Dイメージ
ングを行う前半業務（フェーズ2-1）と機械学習による
水圧破砕パラメータの重要度理解と中長期的の生産量予
測モデルの構築を行う後半業務（フェーズ2-2）に分け
て研究を実施した。フェーズ2-1ではOvintiv社から提供
を受けた実フィールドのMSデータと環境ノイズデータ
を用いて、既存の解釈結果と新手法による震源再決定の
解釈結果（3Dイメージング）とを比較した。また、環
境ノイズから得られた情報がSRVとして使用できるか
についても検証した。フェーズ2-2では機械学習により、
水圧破砕におけるSRV生成に影響するパラメータの重
要度を求め、モデル作成後に、どのパラメータを改善す
ることで最大のSRVを得られるかを検証した。予測モ
デルの有効性を確認するため、ブラインドテストも実施
した。

成果
マイクロサイスミックと環境ノイズデータの3Dイ

メージングを行う前半業務（フェーズ2-1）
初期震源位置はジオフォンを使用して震源決定してい

る が、 今 回 は 光 フ ァ イ バ ー：Distributed Acoustic 
Sensing（以下「DAS」）で得られたデータを用いて再
決定したことが新しい試みである。光ファイバーはジオ
フォンに比べてセンサー数に大きな差（6,000 vs 24）が
あり、その差によって、既存速度構造から得られた計算
値と光ファイバーによる観測値にズレが生じることが判
明。（図1）、光ファイバーデータを用いて速度構造を改
善したことで既存の震源位置より約100m浅い位置に再
決定した（図2）。またジオフォンの測定方位は3成分

（水平2方向と上下1方向）に対してDASは1成分（ファ
イバーの軸方向）のみである。震源のエネルギーがどこ
から来ているか把握するためにジオフォンは水平動方位
を決定する必要があるが、DASはセンサー数が多いた

図1　光ファイバーデータとジオフォンデータを重ねた波形図。
既存速度構造から得られたP波（赤線）と改良した速度構
造により得られたP波（黒線）。既存の速度構造では計算
値と観測地の差が明瞭である。

図2　ジオフォンから得られたオリジナル震源（青丸）と光ファ
イバーデータと改良した速度構造用いて再決定した震源（赤
丸）との比較。オリジナルの震源よりも再決定した震源の
方が深さが約100m浅く決定した。
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め、単純に震源とセンサーの距離により位置の計算が可
能になる。

従って、震源位置（XY方向）に対して影響受けない
（図3）。

機械学習による水圧破砕パラメータ重要度理解と生産
量予測モデルの構築を行う後半業務（フェーズ2-2）

シェールオイル・ガスの現場では生産を最大化するた
めに1ステージにおける穿孔の数や穿孔の間隔、圧力、
プロパントの種類、破砕流体の種類、流体量などを組み
合わせている。しかしながらそれらの組み合わせは試行
錯誤や経験則である為にレシピはないのが現状である。
そこで、上記に挙げられたパラメータを使用し、機械学
習を行うことでどのパラメータがもっとも生産に寄与し
ているかわかるのではということで実施した。

生産量の中長期的な予測モデルを作成するために3つ
の機械学習的なアプローチに取り組んだ。1つ目は
Distributed Temperature Sensing（以下「DTS」）は生
産 量 と 相 関 関 係 が あ る こ と か ら（Hakso＆Zoback, 
2019）[2]、圧力データや穿孔パラメータ（個数、間隔幅）
を説明変数、DTSを目的変数として機械学習モデルを
作成し、高い精度のDTS予測を得ることに成功した。
次に生産量を長期予測する為に、短期生産量（90日）の
時系列データを使用しMITが開発した通称「液体」ネッ
トワーク（Liquid network）にて予測をして高い精度で
短期予測を得ることに成功した。最後に未来である長期
生産量予測を予測するために初期生産データを10％と
30％使用した場合の比較をし、10％では実際の値と予測
値では乖離がでており、少なくとも30％以上ないと長期
予測には適さないことが分かった。

まとめ（今後の検討課題等含む）
従来のジオフォンからの震源決定ではなくDASの

データを使用することでより正確な震源決定の解釈結果
を得られることができたことは成果としてあげられる。
生産量予測の機械学習モデルについて一定の成果は得ら
れたものの、説明変数の数が少ないこともあり今後の課
題である。

日本の民間企業が参画している北米の非在来油ガス田
にてサイエンスパッドのようなマイクロサイスミックを
含む大掛かりなデータ取得の可能性がこの先見込めない
ことや、世界的に脱炭素の動きがある中で、民間企業に
おいてマイクロサイスミックと機械学習を使用した生産
予測モデルが利用される可能性は低いことも考えられ
る。また、機械学習は多種多様なデータを追加入力する
ことでモデルの精度向上していくのだが、上記の状況を
鑑みると期待できない課題が浮き彫りになった。今後は
地熱やCCSなどのモニタリングを要する分野への適応
も視野に入れる必要がある。

参考文献
[1]　Nakata, N., and Beroza, G, C., 2016, Reverse time 

migration for microseismic sources using the 
geometric mean as an imaging condit ion : 
GEOPHYSICS, VOL. 81, NO. 2 KS51–KS60, doi: 
10.1190/GEO2015-0278.1

[2]　Hakso, A., and M. Zoback, 2019, The relation 
between stimulated shear fractures and production 
in the Barnett Shale: Implications for unconventional 
oil and gas reservoirs: Geophysics, 84, no. 6, P. 
B461–B469, doi: 10.1190/GEO2018-0545.1

図3　ジオフォンから得られた震源の測定包囲による誤差のイメージ図（左図）と光ファイバーから得られる波形情
報から震源計算方法（右図）。震源とセンサーの距離から位置がの計算が可能になる。
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④　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3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）INPEX、千代田化工建設（株）、学校法人慶應義塾大学

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）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、ロードセルでの測定が常時行われていない
操業現場では、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を駆動するモーター電流等に対して、
RH技術を適用することでロードセルの代替としての機
能を付与できる可能性がある。また、RHによる測定結
果とその他の操業データ（SRP稼働データ、生産量、坑
底圧力等）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。

研究内容及び成果
1．RH技術の適用可能性検討

RH技術とは、電動機の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]。本技術は、ロードセル等の測定機
器を用いることなく（「力」センサ無しで）、「力」情報
の測定が可能となることから、故障耐性が高く、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
よりも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
に実装したほか、追加のインプットデータとして、SRP
のウォーキングビーム（図1参照）の傾斜角度情報も出
力する仕組みとし、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．RHデータとロードセル値（LC値）との詳細比較
（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。

ロッドにかかる負荷をロードセルで測定する値（LC
値）と、その負荷に加えてSRPの稼働も含めた力を測
定するRHデータとの比較のため、SRPの各所の動きお
よび理論モデルからのずれを考慮するための複数のパラ
メータを用いて物理モデルを作成し、RHデータからこ
のずれの影響を除いたものとLC値との比較を行った。
その結果、SRP自体のアンバランスさによる係数やギア
効率、慣性モーメントといったパラメータを概ね想定さ
れる一般値とすることでLC値とRHデータが一致する
ことを確認した。すなわち、設定されたパラメータ値は
当該SRP固有の値であるものの、その他SRPに対して
も一般値を初期値として調整を行うことで妥当なモデル
が策定できることが期待される。

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。また、SRPの動作機構を正しくモデル化す
ることで、LC値と一致するデータが得られることも確
認した。

本研究は地上の状況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
トップドライブシステム（ビットが接続されたドリルパ
イプの上端を掘削のために回転させるシステム）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

図1　RHセンサの設置
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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）INPEX、千代田化工建設（株）、慶應義塾大学に感

謝申し上げます。

引用・参考文献
[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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⑤　JOGMEC Digital Online Session 2021開催報告

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ
担 当 者 河野裕人、谷口大樹、都築真理子、三好啓介、小西祐作、加藤隆明

基本情報（目的等）
JOGMECのデジタル専門部署であるデジタル推進グ

ループが2019年に設立されて以来、民間企業等の方々と
協力しながら実施してきた概念実証（Proof of Concept：
PoC）について、その研究成果の一部をJOGMEC主催
イベント（例：JOGMEC-TRCウィーク）や外部セミ
ナー等の場で発表してきましたが、聴講された方々から

「国内外の資源開発業界の現場で、どんなデジタル技術
がどのように適用されているかについても知りたい」と
いうご要望をいただくことが多くありました。また、近
年、カーボンニュートラルに向けた動きが加速化する
等、資源開発業界を取り巻く状況も大きく変わってきて
いる中で、各社のデジタル技術適用状況の変遷について
も高い関心が寄せられています。

そこで、デジタル技術に係る昨今のトレンド等につい
て、広く対外的に発信する場を設けることにより、資源
開発業界におけるデジタル技術適用のさらなる活発化に
繋げることができればと考え、2021年12月、新たな試み

としてデジタル技術をテーマにした独自のオンラインイ
ベント「JOGMEC Digital Online Session 2021」の初開
催に至りました。

実施内容
1．プログラム紹介

本イベントは3部構成として、Session-1では海外での
デジタル活用の取り組み事例を報告頂きました。

続くSession-2では、ニーズに応えるデジタル技術の
適用事例として、機械学習による運転効率向上の事例
や、画像解析による震探断面の分析事例などを、具体的
な実例を交えて紹介頂きました。

最後のSession-3では、本邦E&P企業である株式会社
INPEX・石油資源開発株式会社・JX石油開発株式会社
の3社より、デジタル部門で陣頭指揮を執られている
方々をパネリストとしてお迎えし、ここ数年の各社にお
けるデジタル取り組み状況を紹介頂いた後に、デジタル
技術を適用するにあたっての課題や今後の展望等をテー

図1　プログラム表
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マとしたパネルディスカッションを行いました。操業現
場での適用を見据えたデータサイエンティストの採用促
進や社内向け専門講座の開催等、デジタル人材育成に係
る具体的事例のほか、業務効率化のためのデジタル技術
適用についても言及があり、資源開発業界におけるデジ
タルトランスフォーメーション実現のカギとなる、示唆
に富んだコメントがパネリストより寄せられました。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本イベントには延べ200名以上の参加がありました。

参加者からは、各社のデジタルトランスフォーメーショ
ンへの取り組みの現状や具体的事例、課題を聞くことが

出来たことについてポジティブなご意見が数多く寄せら
れました。また、デジタルツールの利用が当たり前のこ
ととなり、「特別なことから普通のことに」なっていく
ことへの示唆が得られたというご意見もありました。

JOGMECは今後とも、企業・研究機関・大学等の方々
と協力しながら、デジタル技術の適用を推進することに
よって資源開発業界を支援して参ります。

謝辞
本イベントにご登壇いただいた講演者の皆さま、また

ご協力いただいた企業の皆さまに感謝申し上げます。

写真　�Session�3パネルディスカッション�
（左上：JX石油開発（株）　小寺様、左下：（株）INPEX　須田様�
中央上：JOGMEC　加藤、中央下：石油資源開発（株）　東様�
右上：JOGMEC　三好（MC）、右下：JOGMEC　小西
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⑥　AI技術の応用－不確実性を考慮した生産量簡易予測

実 施 期 間 令和2年度～令和3年度
担 当 部 署 デジタル推進グループ デジタル企画チーム／技術部EOR課
担 当 者 渡辺 潤、松波佑典
共同研究先 石油資源開発（株）（JAPEX）

基本情報（目的等）
貯留層モデルを作成し、シミュレーションによって生

産量などの将来予測を行うワークフローは一般的な貯留
層エンジニアリングであり、日々の貯留層管理や将来の
開発計画の最適化には欠かせない。ただし、信頼性の高
い貯留層モデルを作成するためには、地震探査や物理検
層などの貯留層に関する十分な量のデータが必要となる
だけでなく、人的・時間的なリソースも必要になる。そ
のため、一企業が保有する全ての油田・ガス田に対して
貯留層モデルを活用した評価を行うことは難しい。本研
究では、生産履歴や操業条件の記録といった限られた情
報を活用し、AI技術（時系列解析）を応用してクイッ
クに生産量の将来予測とその不確実性評価を行う手法の
開発を行った。

まず、複数の国際学会に参加し、手法の調査を行った
上で、時系列デモデータに対していくつかの手法を適用
し、手法の有用性を検討した。その後、実油田データに
対してその手法を適用し、油生産量の将来予測とその不
確実性評価が適切に実施できることを検討した。

研究内容及び成果
1．手法の調査

3つの国際学会（International Conference on Machine 
Learning: ICML、The Conference on Uncertainty in 
Artificial Intelligence: UAI、およびSociety of Petroleum 
Engineers ,  Annual Technical Conference and 
Exhibition: SPE ATCE）に参加し調査を実施した。そ
の中で、時系列解析と不確実性評価に対応できる手法と

して、NGBoost[1]、MAPIE[2]、BJ-RNN[3]の3つの手法に
注目した。NGBoostとは勾配ブースティング系の学習
器で、学習に自然勾配法を用いることで、効率よく目的
変数の確率分布（不確実性）を学習できる。一方で不確
実性評価においてJackknife+法[4]を応用した手法が
MAPIEとBJ-RNNである。MAPIEはオープンソースの
機械学習パッケージであるScikit-Learn[5]に準拠したモ
デルに適用できることが特徴であり、BJ-RNNは時系列
解析に特化した再帰型ニューラルネットワーク（Recurrent 
Neural Network: RNN）に対応した手法である。

2．時系列デモデータを用いた有用性の検討
異なる周波数を持つ正弦波を掛け合わせて作成した時

系列デモデータに対して、先述の3つの手法をそれぞれ
適用した結果、全ての手法において妥当な予測モデルの
作成が可能で、かつ適切な不確実性評価ができることを
確認した。図1にBJ-RNNによる予測結果ならびに不確
実性評価の結果を示す。図1では予測モデルによる予測
結果を破線で、信頼区間を網掛けで表している。

3．実油田データへの応用
（1）予測モデル作成・不確実性評価

汎用性の高いRNNモデルをベースにしているBJ-RNN
を用いて、実油田の油生産量に対して予測モデルの作成
と不確実性評価を実施した。学習に用いた特徴量を表1
に示す。また、油生産量の予測結果ならびに不確実性評
価結果を図2に示す。図2から予測モデルの予測精度は
高く、信頼区間の評価も妥当であることがわかる。

図1　BJ-RNNによる予測ならびに不確実性評価
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（2）要因分析
各特徴量がどの程度予測に影響を与えているか定量的

に評価する手法であるPermutation Importance[6]を用い
て要因分析を行った。Permutation Importanceとは、
特定の特徴量にでたらめな値を用いた時の予測精度の低
下幅を表しており、低下幅が大きいほど重要な特徴量で
あると判断される。図3はデータ毎に評価したPermutation 
Importanceを デ ー タ 全 体 で 平 均 し、 さ ら に 最 大 の
Permutation Importance、つまり予測精度の低下幅の
最大値を100％として正規化したものを示している。図
3の横軸は特徴量を表し、縦軸は時間軸を表す。つまり、
予測結果に影響を与える各特徴量の時間軸（どの程度前
の時間の特徴量であるか）を表す。なお、Dは日、Wは
週、Mは月を表す。例えば、oil（油生産量）の1Dは67.8％
であり、予測結果に対して「1日前の油生産量」のデー
タが与える影響は、時間軸を含めた全てのデータ中で最
も影響度（予測精度の低下幅）の大きいuptimeの0D

（当日の一日当たりの坑井開放時間）に対して67.8％の
大きさであることを表す。図3によると油生産量に影響
を与えている特徴量は一日当たりの坑井開放時間、一日
当たりのガスリフト量、そして前日の油生産量であると
解釈できる。この要因分析結果から、生産履歴だけでな
く坑井に対する操業条件データ（一日当たりの坑井開放
時間など）を考慮した予測モデルを作成することができ

たと判断できる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
国際学会参加を通じて、生産量予測に応用できる時系

列データの予測手法ならびに不確実性評価手法を調査し
た。その上で、BJ-RNNを用いて実油田の油生産量の予
測モデルの作成と不確実性評価を行い、妥当な結果を得
た。本予測においては、一日当たりの坑井開放時間や一
日当たりのガスリフト量といった操業条件のデータを考
慮したモデルを作成することができた。これは従来の簡
便法である、生産履歴のみを考慮した減退曲線法よりも
表現力が高くその応用範囲が広いといえる。この予測モ
デルにおいて、要因分析によると前日の油生産量の影響
が大きいと解釈できるため、より長期的な生産履歴を学
習できるように改良することが今後の課題であると考え
られる。

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（株）岡野祥之氏、後藤彩恵氏、長谷川智紀氏およびア
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。

表1　特徴量一覧

ラベル 既知フラグ 詳細

uptime known 一日当たりの坑井開放時間

choke known チョークサイズ

gl known 一日当たりのガスリフト量

inj known 周辺圧入井の水圧入量

tp_edit unknown 坑口圧（欠損値は線形補間）

oil unknown 油生産量

図2　実油田の油生産量の予測ならびに不確実性評価
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⑦　説明可能なAIを用いたシェールガスの生産予測と掘削仕上げ手法最適化

実 施 期 間 令和2年度～令和3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 谷口大樹・黒澤 功
共同研究先 日本電気（株）

基本情報（目的等）
現在のシェールガス・オイルの開発・生産では、生産

開始後の生産量の傾向から将来の生産量を予測する減退
曲線法が用いられるが、この手法ではフィールド条件に
合致した適切な曲線の選択や、生産開始前に精度の高い
予測を立てることに難しさがある。こうした問題の解決
策として、機械学習等のAI技術の適用が昨今盛んに研
究されている。また、フィールドやプロジェクトの条件
に適合した最適な掘削計画やフラクチャリングデザイン
の選択も、ベテラン技術者の経験や勘によらないAIに
よる解決が期待されている。一方で、従来の機械学習等
では、導き出された予測の根拠が「ブラックボックス」
となっており、その根拠を人間が解釈することは困難で
あり、企業における意思決定に適用させるにはハードル
が高い。

そこでJOGMECでは、シェールガス開発・生産にお
ける課題解決に向け、予測の根拠が説明可能ないわゆる

「ホワイトボックス型AI」を用いた検証を行うこととし
た。本検証は、独自のホワイトボックス型AI技術であ
る「異種混合学習技術」を有する日本電気株式会社（以
下「NEC」）を共同研究先として、令和2～3年度の期間
に実施した。

研究内容及び成果
1．手法

まず、異種混合学習技術について、一般的な機械学習
等と比較しながらその概要を説明したい。多くの機械学
習技術では、用意された多種多様なデータに対して単一
の規則性のみを発見し予測を行う。そのため、異なる複
数の条件を含むデータを用いる場合には、人手により
データの分割を適切に実施する必要がある。一方、異種
混合学習技術では、（1）データを入力すると、（2）データ
を適切に分割し予測式を作成し、（3）作成された式につ
いて評価を行い、より良い分割を探索する。この（2）（3）
の過程を繰り返し実施し最終的な予測式が得られる。こ
のように、異なる条件に対しても人手による作業を不要
とすることができるのである。シェールガス坑井データ
を用いて生産量予測式を導き出すというプロセスを例と
して図示すると、図1のようになる。

2．実施内容
本研究は2つのフェーズに分けて実施した。フェーズ

1・2とも、操業中の北米シェールガス田の坑井で収集さ
れた実データを用いてNECにより解析がなされた。

フェーズ1では約1,900坑井のデータを利用し、生産開

図1　異種混合学習技術による生産量予測モデルの概念図
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始後1年間の累計生産量を予測するという検証を実施し
た。なお、この坑井データには掘削位置・掘削深度・坑
井間隔・流体圧入量・プロパント圧入量・ガス生産量の
実績値等が含まれている。生産量実績値を用いずに計算
した生産開始前の時点での予測、生産量実績値を用いて
計算した生産開始後の時点での予測の両方について検証
した。

フェーズ2では、フェーズ1で用いられた坑井データの
うち欠損等が少ない約1,600坑井のデータを利用した。
これらのデータには、フェーズ1のものに含まれる項目
に加え、地質・物理探査関連の情報も含まれている。解
析した内容は、究極可採生産量（EUR）予測・初期生
産量予測・掘削仕上げ手法の最適化、さらにこの結果を
使って、経済性の低い坑井を生産開始前の時点で特定す
るという検証も行った。なお、EURについては、生産
開始前後の両時点について予測している。

フェーズ1・2とも、坑井データのうち一部を予測モデ
ル開発に用い、残りのデータを評価用データとしてモデ
ルに当てはめることでモデルの精度を確かめるという方
法がとられた。

3．結果
フェーズ1における1年間累計生産量予測についての誤

差率は、生産開始前時点で21.9％、生産開始後1か月時
点で20.2％、生産開始後3か月時点で12.0％となった。こ
の結果を、減退曲線法と比較すると、例えば生産開始前
時点での予測が8.8ポイント、生産開始後3か月時点での
予測が18.1ポイント改善し、精度の高い予測が可能にな
ることがわかった。フェーズ2では、生産開始前時点の
EUR予測の誤差率は22.7％、生産開始前における初期生
産量予測ではIP30（生産開始後30日間での生産量）を

誤差率21.7％で予測できた。続いて、上述の生産量予測
モデルを利用した仕上げデザインの最適化を検討したと
ころ、実際の操業実績と比較してIRRが平均13.4ポイン
ト向上するデザインを発見することができた。さらに、
異種混合学習技術による予測と減退曲線法を組み合わせ
て得られた長期（生産開始1か月～600か月）の月毎の生
産量予測結果を用いて、生産開始前時点で低生産性坑井
が特定可能かを検証した。なお、ここでは坑井ごとの
IRRが25％以下となるものを低生産性坑井と定義してい
る。その結果、生産量実績が低生産性坑井に該当するも
ののうち9割以上を事前に特定することができた。

異種混合学習技術の特性である説明可能性を利用した
考察として、例えば生産量に影響を与える条件に関する
検証も行い、検層から得られた孔隙率が生産量へ与える
影響の地域ごとの違い等も確認できた。他にも、仕上げ
デザイン最適化の検討においては、各要素が生産量に与
える影響についても考察し、プロパント圧入量や流体圧
入量の経済的に最適な値を推定することができた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
以上述べた本研究の成果は、いずれも当初設定されて

いた目標を上回る予測精度等を出すものとなり、また減
退曲線法等の従来手法よりも高精度であって、異種混合
学習技術の有効性が確認されたと言える。

今後は、本研究で開発されたシステムを実際の操業に
適用させることを目指しており、さらなる予測手法の改
善や企業のワークフローに合わせたシステムの構築等が
課題と言える。

関連発表、関連リンク等
https://jpn.nec.com/ai/analyze/pattern.html

図2　生産量予測におけるモデル作成・精度検証の流れ
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⑧　深層学習を用いた三次元岩相分布の推定

実 施 期 間 令和3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、事業推進部地質・物理探査課
担 当 者 石鍋祥平、石川和明、中山貴隆、磯部 渉、阿部浩典

基本情報（目的等）
地下の岩相情報を直接取得する方法は限定的であるた

め、岩相の空間的な分布を把握するためには地震探査
データを変換して得るサイスミック・アトリビュート
や、AVOをはじめとするサイスミック・インバージョ
ンの結果を坑井データと併せて用いる推定手法を採るこ
とが多い。しかし、サイスミック・インバージョン解析
をはじめとする地球物理学的手法では、岩相を直接示す
物性値を十分な精度で得ることが困難である。他方、深
層学習は多層かつ非線形の変換機構から成り、変数間の
数理的関係性を問わず任意の入出力を柔軟にモデルとし
て最適化することが可能である。今回、深層学習の1つ
で あ るU-Net型 畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク

（U-Net）[1]を用いて三次元岩相分布を推定するモデルを
構築し、実際のデータに対して適用することでその精度
および地質解釈への応用性を検証した。

研究内容および成果
本研究では選定された3種類のサイスミック・アトリ

ビュートを入力値、坑井下で確認された岩相を出力値と

するモデルを構築した。モデルの最小単位であるサンプ
ルは入力・出力ともにそれぞれ一定の長さを持つ時系列
状データであり、これによりU-Netの応用例である1次
元U-Netによる最適化が可能となる。U-Netとは、画像
の領域分割タスク（セマンティックセグメンテーショ
ン）を目的に提案された深層学習手法であり、今回三次
元岩相分布推定を行うにあたりU-Netを用いることで岩
相の空間的な位置関係が学習モデルに反映されることが
期待される。なお、本研究にはGeoscience Australiaが
公開する“Poseidon 3D”データセットを用いた。

6本の坑井を用いてモデルの学習を行ったのち、学習
に用いなかった残り1本の坑井位置において岩相の推定
を行うことで精度の検証を行った（図1）。検証結果か
ら、全検証用サンプルのうち75％で正しい岩相が推定さ
れており、データ解像度の粗い地震探査データから十分
な精度で岩相が推定されていることが分かる。特に、砂
岩は頁岩および炭酸塩岩に比較しサンプル数が乏しいも
のの、F1値として61％の精度で推定されている。石油
探鉱における主な貯留層構成岩石である砂岩の分布推定
は重要であり、今回の結果から深層学習の三次元貯留層

図1　検証用坑井での推定結果�
（黄：砂岩、橙：シルト岩、緑：頁岩、赤：火山岩、青：炭酸塩岩）
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分布の推定への応用が期待される。
次に、得られた学習モデルを用いて対象エリア全域に

対する三次元岩相分布推定を行った。このうちの一部を
時間スライス表示したものを示す（図2）。図2中の白矢
印で示す通り、推定された岩相分布からは砂岩分布が推
定されている。この推定砂岩層の位置には坑井が存在し
ないものの、広域的な地質概念および解釈データなどか
らこの深度における砂岩の存在は客観的に支持されると
考えられる。一方、当該深度における地震探査データか
らは砂岩の存在を示す震探相は見られず、これらのこと
から地震探査データを用いた従来の地質解釈手法ではそ
の存在を抽出できなかった貯留層が、本手法によって新
たに発見される可能性が期待される。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究では深層学習モデルを用いて三次元岩相分布推

定を行い、その精度や結果を評価した。深層学習モデル
にはU-Netをベースとして構築を行い、サイスミック・
アトリビュートを入力値、坑井で確認された岩相を出力
値とした学習による最適化を行った。坑井での推定結果
から、精度の高い岩相推定が可能であること、またエリ
ア全体への適用結果から、深層学習モデルは地震探査
データでは解釈が困難な貯留層を抽出する可能性が示唆
された。

引用・参考文献
[1]　O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox （2015）. 

U-net: Convolutional networks for biomedical 
image segmentation, in International Conference 
on Medical image computing and computer-
assisted intervention, Springer, pp. 234-241.

図2　新たに抽出された推定砂岩層�
（黄：砂岩、橙：シルト岩、緑：頁岩、赤：火山岩、青：炭酸塩岩）
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⑨　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～令和3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 （国研）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）（JAPEX）、（株）INPEX（INPEX）

基本情報（目的等）
掘削作業時に取得されるデータは、単体のみで掘削状

態を直接的に示す情報ではないため、掘削状態を理解す
るには各種データを組み合わせた統合的な解釈が必要で
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、機械学習に代表される
デジタル技術の適用を図り、掘削データ中に潜在してい
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
より提供いただい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する
というコンソーシアム体制を整備し、取り組みを継続し
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、合意書およびデータマネジメントプ
ランを締結のうえ実施している。

研究内容及び成果
1．アルゴリズムの開発

令和2年度までに、JAMSTECおよび協力機関より提
供いただいたマッドログ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期待され、かつ共通して
取得されている20種類の掘削データ（表1）を選定し、
それらに共通のタグ名の定義および単位の共通化を図っ
たほか、複数の機械学習手法および深層学習手法につい
て、性能評価を実施している。

令和3年度は、その中でも特に有望な抑留予兆検知性
能が示唆され、検討を進めてきた①混合確率モデル、②
LSTM-AE（Long shor t  term memory -  Auto 
Encoder）、③3D-CNN（Convolutional 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作業（図

1）等を進めた。

2．抑留予兆検知システムの開発
現状想定している、システムの構成は図2のとおりで

ある。ここでは、LSTM-AEおよび3D-CNNの2種類の
アルゴリズムが適用されることをイメージしている。

オンラインでのリアルタイム予測を実施する場合は、
掘削現場で取得される各種データを予測プログラムへ逐
次伝送されると、Python上で読み取り可能なデータク
リップ化やCNNにおいて画像作成が実施され、予測が
実行され結果がリアルタイムに表示される（図3）。

また、オフラインで使用する場合には、csvファイル
で保存された各種データを、定期的に手動で掘削シミュ
レータに読み込ませ、予測プログラムでの計算を実行す
る。このため、時間差を伴った予測実行となる。他に、
リアルタイムでのオンライン実行の再現性確認、モデル

図1　各アルゴリズムを使用した、精度比較例（右部グレーハイライト箇所：実際に抑留が発生した時刻）

表1　共通パラメータ
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変更時の予測結果の確認、および過去の操業における予
測検証などに活用することが可能である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究で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、次年度はアルゴリズムに対して操業知見や
物理モデルの適用性を検討する等の改良を加えるほか、
掘削シミュレータを用いた仮想空間上でのリアルタイム
検知試行を繰り返し実施することで、システムの向上を
目指したい。

図2　システム構成一例

図3　予測結果の表示例
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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

新型コロナ感染症の感染拡大による燃料需要の低下に
よって停滞していた北米タイト貯留層開発は、掘削や仕
上げ作業の変化（図1）にみられるように回復傾向を示
していたものの、原油価格の推移とは異なり直近の新規
掘削坑井数は2019年の水準には依然として到達していな
い状況が継続している。欧州を中心としたCarbon 
Neutral（CN）の推進による化石燃料からの脱却傾向は
北米のタイトオイル・ガス開発会社にとっても逆風であ
り、事業の収益性の改善が求められると予想され、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。そこでJOGMECでは
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、将来を見据えて未解明部分の多い
シェール開発の基礎研究に注力した。

2021年度の成果
（1）民間企業支援型の共同研究

2021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並びに1件の操
業現場支援事業を継続・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 Ultimate 
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、
坑井・パッド当たりの可採埋蔵量の増加を目指し界面活

Ⅱ．タイトオイル／ガス開発

図1　主要シェールプレイ（Bakken、Eagle Ford、Haynesville、Niobara、Permian他）の新規坑井掘削数と仕上げ坑井数（EIA資料
を基に作成）
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性剤による増進回収（EOR）の適用可能性を検討する
ため共同研究を開始した（Ⅲ-1-①参照）。更に操業現場
技術支援事業として、対象のシェール開発層に最適な界
面活性剤の選定を実施した（Ⅲ-1-②参照）。
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、TG Natural Resources 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（Ⅲ-1-④参照）。
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共同研
究を石油資源開発株式会社（JAPEX）と実施し、2022
年度に実証試験を検討している対象井について酸処理に
よる増油予測を行うと共に、実証試験に向けた酸処理基
本デザインを策定した。加えて、仁賀保堆積盆中心への
展開を想定し、深堀坑井を対象としたカッティングス分
析及びコア分析を実施した（Ⅲ-1-③参照）。

（2）タイト貯留層開発の最適化に向けた基礎研究
①　亀裂伸展メカニズムの解明

依然としてシェール事業全般が低調な傾向が継続する
一方、2021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。2021年度は、室内実験に関して、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。また、室内実験スケールから露
頭試験スケールで得られた知見を実フィールドに活用す
るために、2020年度から継続して、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）と実施した（Ⅲ-2-①
参照）。
②　CO2フラクチャリングの適用可能性評価

亀裂伸展メカニズムに関して、環境に調和した新たな
水圧破砕流体として超臨界CO2の可能性を検討するため
に、オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）
との技術協議を2020年まで実施してきた。2021年度は、
CSIROの設備を利用し超臨界CO2を用いてCO2フラク
チャリングの適用可能性評価を実施している。これに関
連し、JOGMECでは技術動向調査も実施し、石油開発
業界でのCO2フラクチャリング技術の最新動向やフィー
ルド適用例、及びポテンシャルなどを確認した（Ⅲ-2-
②参照）。
③　亀裂伸展研究のための露頭試験に向けた準備作業

露頭試験に関して、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硬化特性確認試
験、②樹脂を圧入するためのパッカーの改良、③樹脂送
液用高圧容器の製作等を行った（Ⅲ-2-③参照）。また、
秋田大学と対象候補地の事前地質検討を実施し（Ⅲ-2-

図2　非在来課の活動エリア
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④参照）、カルガリー大学と技術協議を継続している。
④　酸処理によるワームホール伸展現象の解明

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、
2020年度に実施したIndiana Limestone、Austin Chalk、
Edwards Whiteといった炭酸塩岩露頭サンプルを用い
たトレーサー試験及び酸処理実験のCT画像データを解
析し、水流動流路とワームホールの伸展経路の比較を実
施した。また、フェーズフィールド法を用いてワーム
ホール現象の数値シミュレーションモデルの開発を実施

した（Ⅲ-2-⑤参照）。
⑤　微小孔隙構造における分子スケールの物理現象の解明

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挙
動、流体の相挙動を解明するために分子動力学を用いた
シミュレーションによる研究を東京大学と実施した（Ⅲ
-2-⑥参照）。

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

Drilling Productivity Report.
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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3年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 大槻 敏、石渡友章、竹内 傳、田村浩平、関根孝太郎
共同研究先 （株）INPEX、INPEX Eagle Ford, LLC

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。
初年度となる令和元年度は、コアを用いたラボ分析等を
実施し貯留層特性の評価を実施した[1]。令和2年度は、
増進回収効果に大きな影響を与える、浸透率に関するデ
ジタルロック技術適用の検討や、水圧破砕の伸展範囲に
関するモニタリング統合評価を実施した[2]。

令和3年度は、界面活性剤を用いたEORメカニズムの
理解を進めるため、コア実験を模擬したシミュレーショ
ンスタディを実施した。また、生産予測および増油効果
の検証の信頼性向上を目指して、デジタルロック技術を
用いたシェール岩石の浸透率の推定の試みやき裂表面形
状とき裂の浸透性（Unpropped fracture conductivity）
の測定を実施した。さらに、フローバック水が高塩分濃
度となる要因の解明に役立てることを目的とした地層水
の塩分濃度の推定を試みた。

研究内容及び成果
1．�界面活性剤を用いた増進回収技術に関するシミュ
レーションスタディ

界面活性剤を用いたEORメカニズムの理解に向けた
第一歩として、Surfactant-assisted Spontaneous Imbibition

試験（SASI：界面活性剤が溶解した水に、油＋水で飽
和された岩石コアサンプルを浸して、油を回収する試
験。界面活性剤の岩石表面への吸着により、コアの濡れ
性が油濡れから水濡れに変化することで油が回収され
る。）を模擬したシミュレーションモデルを作成した。
しかしながら、コアが油濡れ、すなわち水-油の毛管圧
力が負という状況においては自発的な流入は起こらず、
油は回収されなかった。これは、はじめに界面活性剤が
溶解した水ではなく、界面活性剤をコア内部に移動させ
るメカニズムが必要であることを意味しているが、界面
活性剤の拡散がそのメカニズムとして機能することが分
かった。これにより、「界面活性剤のコア内への移動→
界面活性剤の岩石表面への吸着→コアの濡れ性の変化→
水の自発的な流入→油の回収」という一連の過程を模擬
することができた（図1）。その後、毛管圧力、界面活
性剤の吸着量、相対浸透率などをマッチングパラメータ
としてヒストリーマッチングを行い、実験結果と整合す
る結果を得ることができた。

2．�デジタルロック技術を用いたシェール岩石の有効浸
透率・相対浸透率の評価

シェール岩石の有効浸透率および相対浸透率の推定に
向け、TRCの装置を用いて岩石サンプルのSEM（Scanning 
Electron Microscope：走査型電子顕微鏡）画像を取得

図1　SASIシミュレーションの例 
a）グリッドシステム（緑：岩石コア、青：水）、b）油飽和率、c）油回収量の時間変化
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し、画像データから孔隙のサイズや形状とその分布を定
量的に評価した。次に、複数の孔隙モデルを構築し、画
像から抽出した孔隙の特徴を最も代表するモデルを選択
した。図2は、SEM画像に基づく孔隙構造の評価と構築
した一次孔隙（鉱物粒子間に形成される孔隙）構造モデ
ルの例である。さらに、SEM画像から孔隙を占める有
機物（本スタディでは、PSB: Porous Solid Bitumenと
呼ぶ）の体積割合を定量化することよって、PSBが一次
孔隙をどの程度「充填」または「閉塞」しているかを評
価したところ、残留する一次孔隙は連結されていないと
の結果となった。さらに、一次孔隙モデルとは別にPSB
モデルの構築も試みたが、SEM画像のみではPSBに存
在すると考えられるマイクロポアを識別できず、SEM
画像に基づくモデルの孔隙の連結性は認められなかっ
た。これらの結果は、シェール岩石ではSEM画像の解
像度（約3～5nm/pixel）以下の孔隙の連結性が流体流
動に大きく寄与していることを示す。従い、令和3年度
はPSBを含まない一次孔隙モデルの浸透率を格子ボル
ツマン法によって計算した。なお、本デジタルロックス
タディはテキサス大学オースティン校と共同で実施し
た。

3．�き裂表面形状とき裂の浸透性（Unpropped�fracture�
conductivity）の測定

水圧破砕により形成されたき裂は、プロパント（支持
材）によって浸透性を維持するが、プロパントが適切に
充填されなかった一部のき裂（Unpropped fracture）
の浸透性は、水圧破砕流体のリークオフによるき裂の閉
口に伴って低下する。き裂の閉口による浸透率の低下量
は、き裂表面の凹凸形状や岩石力学特性と関係し複雑な
挙動を示すことがある。この関係について調査すること
を目的に、Eagle Fordシェール層のコアサンプルを用
いて、き裂の表面形状評価やき裂の浸透率を測定した。

サンプルは、コアの軸方向（層理面に並行な方向）の

き裂により2つに分割されたプラグコア（サンプルA：
直径1.0 inch・長さ1.4 inch　サンプルB：直径1.0 inch・
長さ1.5 inch）を用いた。ただし、き裂の成因は不明で
ある。

き裂の表面形状の情報は、き裂表面に水平な方向に幅
50μmで、き裂面に垂直な方向の解像度約1μmの条件に
て、レーザー変位計を用いて測定した。分割されたコア
の上下片それぞれの表面凹凸情報から、ヘルツ接触理論
を用いたBrown and Scholzモデル[3]により開口幅の確
率密度関数から、き裂面に作用する垂直応力と開口幅の
関係を求めた（図3a）。

浸透率測定では、任意の封圧条件下におけるき裂の浸
透率を測定した。窒素ガスをプラグコア上端より圧入
し、定常流状態におけるプラグコア上下流の差圧と圧入
流量の関係から、ダルシー則を用いてKlinkenberg 
permeability（ガス浸透率と等価な液体の浸透率）を算
出した（図3b）。封圧条件は、5MPaから開始し、2.5MPa
ずつ増加させ最大15MPaまで測定（図3bにおける 1st 
loading）した後、5MPaまで低下させた（図3bにおけ
る1st unloading）。以上のLoadingとUnloadingの過程
を1サイクルとした。サンプルA、Bの両者に関して、2
サイクルの測定を実施したところ、両者のサンプルにお
いて2サイクル目では、1st unloadingとほぼ同じ浸透率
の値を示し、ヒステリシスが見られない結果となった。
これは、1st loadingの過程において一度噛み合った上下
のき裂が、1st unloading以降の過程で変化しなかった
ためであると考えられる。

また、サンプルBの浸透率値はサンプルAのそれと比
べて高いという評価結果となった（図3b）。き裂表面凹
凸 測 定 か ら、 無 負 荷 時 の サ ン プ ルBの 平 均 開 口 幅

（0.256mm）はサンプルAの平均開口幅（0.199mm）よ
りも大きく（図3a）、浸透率値の関係と調和的な結果で
あった。

図2　SEM画像に基づく孔隙構造の定量的評価と一次孔隙構造モデルの例
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4．�流体包有物（Fluid� Inclusion）分析による地層水の
塩分濃度の推定

Eagle Fordシェール貯留層の生産井では、水圧破砕
後のフローバック水の塩分濃度は時間とともに増加、破
砕流体の塩分濃度約1,000ppmに対して、数十～数百倍
まで上昇するという現象が観測されていた（最大
200,000ppm）。この高塩分濃度の起源が貯留層である
Lower Eagle Ford層の地層水なのか、それとも別の地
層からの流入であるかを検証するために、流体包有物の
分析を行うことでEagle Ford層の地層水の塩分濃度を
推定することができないか試験した。試料はEagle 
Fordシェール貯留層を構成するAustin Chalk、Upper 
Eagle Ford、Lower Eagle Fordから選んだ6試料につい
て、偏光顕微鏡で観察可能な薄さまで研磨したのち、顕
微鏡観察を行いセメント中に発達する間隙（図4）内に
流体包有物の存在を示す気泡が存在するか確認した。さ
らにLinkam THMS600（温度調整が可能な光学顕微鏡
用の試料ステージ）を用いて加熱・冷却を行いながら観
察し流体が相変化するかを確認した。流体包有物が含ま
れる場合、加熱することで均質化温度での気泡の消失、
冷却による固相（氷）の出現が観察できる。また、氷が
消滅する温度（ice melting temperature）から流体包有
物の塩分濃度を推定することができる。観察の結果今回
のスタディでは加熱・冷却時に孔隙内に相変化の様子が
観察されず、対象試料に流体包有物はないと結論した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
1．�界面活性剤を用いた増進回収技術に関するシミュ
レーションスタディ

SASIを模擬したシミュレーションモデルを作成し、
最初に界面活性剤が油濡れのコア内に流入するメカニズ
ムとして、界面活性剤の拡散が機能することが分かっ
た。また、毛管圧力などをマッチングパラメータとして
ヒストリーマッチングを行い、実験結果と整合する結果
を得ることができた。今後は、フィールドスケールのシ
ミュレーションスタディへと進み、界面活性剤を用いた
EORの効果を評価する予定である。

2．�デジタルロック技術を用いたシェール岩石の有効浸
透率・相対浸透率の評価

デジタルロックモデルによる検討により、SEM画像
の解像度のレベルにおけるPSBの孔隙はネットワーク
を形成していないことがわかった。また、PSBは一次孔
隙を塞いでいることから、SEMの解像度以下の孔隙構
造がシェール岩石の浸透率を特徴づけていると考えられ
る。SEM解像度以下の孔隙の取り扱いについては、他
の測定手法も含めて、更なる検討が必要である。

3．�き裂表面形状とき裂の浸透性（Unpropped�fracture�
conductivity）の測定

Eagle Fordのプラグコアサンプルを用いて、き裂の
表面凹凸形状の測定及びき裂の浸透性の測定を行った。
き裂の開口幅とき裂の浸透性には正の相関が見られた。
また、き裂の浸透性測定では、一度閉合して噛み合った
き裂が、その後封圧が変化しても再び大きく開口や閉口
しないことを示す結果を得た。今後は、き裂をせん断方
向（き裂に平行な方向）に移動させた場合のき裂の開口
状態と浸透性の関係に関する調査を検討したい。

4．�流体包有物（Fluid� Inclusion）分析による地層水の
塩分濃度の推定

今回のスタディでは流体包有物の存在を確認すること

a) き裂表面凹凸測定結果

サンプルA サンプルB 

b) 浸透率測定結果

サンプルA サンプルB 

図3　き裂表面凹凸測定結果（a）、浸透率測定結果（b）

図4　Eagle Fordサンプルの顕微鏡写真（方解石セメント）
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ができなかった。Eagle Ford層内で流体包有物が期待
できる結晶としては、浮遊性有孔虫などの化石内を充填
している方解石セメントが主体で、その他方解石セメン
トで充填された天然き裂を含む試料が1つ見られた。こ
れらのセメントの多くは間隙を埋める他形のものであ
る。埋没の比較的初期の段階で形成されたもので段階的
な結晶成長を伴わないため流体がセメント中にトラップ
されなかったものと考えられる。また、天然き裂が形成
される間隙は比較的小規模で地層水を包有する間もなく
充填が完了したと考えられる。Eagle Ford層で流体包
有物分析を行うためには、大規模な断層に伴って発達す
る天然き裂が見られるような試料などが必要と考えられ
る。
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験に向けた取り組み、令和2年度 石油天然ガス開発
技術本部 年報、69-71
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②　操業現場技術支援事業「米国Eagle Fordタイト貯留層における原油回収率向上を目的と
した界面活性剤のスクリーニング作業」

実 施 期 間 令和2年度～令和3年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課・技術管理課
担 当 者 石渡友章、田村浩平、赤井崇嗣、倉本大輔、島田忠明
共同研究先 INPEX Eagle Ford, LLC

基本情報（目的等）
本調査は、INPEX Eagle Ford, LLCがオペレータを

務める米国Eagle Ford油田群を対象として、界面活性
剤による原油増進回収技術（EOR）の適用可能性を調
査することを目的に、JOGMECの操業現場技術支援事
業※1として実施した。

既往研究[1]で、Eagle Fordタイトオイル層の貯留岩
性状は親油性が比較的高いことが示唆されており、界面
活性剤を使用して濡れ性を親水性に変化させ、また水－
原油間の界面張力を低下させ油の相対浸透率を上げるこ
とで、原油の回収率を向上できる可能性がある。界面活
性剤の圧入方法としては、水圧破砕時の仕上げ流体に添
加する方法などが考えられる。

本調査では、16個の界面活性剤から、対象層準である
Eagle Fordタイト貯留層に対して最適な原油増進回収
効果が期待できる界面活性剤を選定した。

研究内容及び成果
一般に界面活性剤は、親水基の種類に応じてカチオ

ン／アニオン／両性／非イオン性界面活性剤に区分され
る（図1）。さらに非イオン性界面活性剤は疎水基の種
類に応じて2グループに区分される。既往研究[1] [2]にお
いて、カチオン界面活性剤と非イオン性界面活性剤が
Eagle Fordタイト貯留層に対して高い原油増進回収効
果を発揮するという室内実験の結果を得ている。した
がって、これらの界面活性剤から合計16個の界面活性剤
を用いて、図2に示すワークフローによるスクリーニン
グ作業を実施した。

まず、全ての界面活性剤に対して、流体特性評価と温
度約66℃の条件下で貯留層原油／岩石／界面活性剤水溶
液間の接触角※2測定を行った。その結果、同温度条件下
の接触角測定で最も低い接触角を示した4個に絞り込ん
だ。次に、これら4個の界面活性剤を対象に、貯留層温
度（約120℃）における接触角測定を実施して、さらに3
個に絞り込んだ。最後に、これら3個の界面活性剤を使
用したSpontaneous Imbibition試験を実施して原油回収

量を評価し、最も高い原油回収率を示した1個を最適な
界面活性剤として選定した。

1．流体特性評価
試験対象の全ての界面活性剤に対して流体特性評価

（安定性評価、乳化評価、界面張力測定）を実施した。

（1）安定性評価
室温条件（約20℃）で界面活性剤をブラインに添加し

※1 操業現場技術支援事業：わが国企業がオペレータないしは準オペレータとして直接探鉱・開発事業に携わっている
プロジェクトに対し、それらのプロジェクトが抱える技術課題の解決を目的として、わが国企業とJOGMECが共
同で調査・研究を行う事業スキームである。

※2接触角：貯留岩片と貯留層原油の油滴が接触する角度であるが、当試験では油滴の外側の角度を接触角と定義した。

図1　界面活性剤の分類

図2　界面活性剤スクリーニングワークフロー
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て観察したところ、全ての界面活性剤において、固形物
析出などの問題は確認されなかった。

（2）乳化評価
貯留層ブラインの組成を模擬した6wt％～11wt％の異

なる塩分濃度のブラインに対して、室温（約20℃）およ
び貯留層温度（約120℃）における乳化評価を実施した。
室温条件においては全ての界面活性剤に対して乳化は確
認されなかった。しかし、非イオン性界面活性剤におい
て貯留層温度では乳化することが確認された。当スタ
ディでは、貯留層温度での乳化が解消する界面活性剤は
なかったが、操業上の問題として許容することとした。

（3）界面張力測定
界面活性剤を添加したブラインで充填した系に対し

て、ドロップレット状に貯留層原油を滴下し、ペンダン
ト・ドロップ法により界面張力を測定した。いずれの界
面活性剤においても、ブライン／原油に対して測定され
た界面張力の約25mN/mから、10mN/m以下へと界面
張力が低下する傾向を確認した。

特に非イオン性界面活性剤においては、EO基※3の数
が小さいほど（親水基の大きさが小さいほど）、界面張
力を低下させる能力が高いことが確認された。親水基が
小さいほど界面活性剤が水よりも油水界面に吸着しやす
くなり、界面張力を低下させる能力が高かったと推察さ
れる。

2．岩石-流体特性評価（接触角測定）による絞り込み
（1）接触角測定（温度約66℃の条件下）

界面活性剤を添加したブラインと貯留層原油でエージ
ング（原油に浸すことで岩石表面の濡れ性を貯留層状態
に近づける工程）した貯留岩片と貯留層原油の接触角を
測定した。試験対象の全ての界面活性剤について測定を
行い、接触角を低下させる能力（水濡れ傾向に濡れ性を
変化させる能力）が高い次の4個を選定した。

まず、非イオン性界面活性剤から以下の通り3個を選
定した。トリデシルアルコールエトキシレート（以下、

「アルキル系非イオン性界面活性剤」）においてはEO基
数の高いものが接触角を低下させる能力が高く、試験結
果から2個を、ノニルフェノールエトキシレート（以下、

「ノニルフェノール系非イオン性界面活性剤」）において
はEO基数の低いものが接触角を低下させる能力が高
く、試験結果から1個をそれぞれ選定した。

カチオン界面活性剤では、接触角を低下させる効果が
高かった、疎水基の分子構造（炭化水素鎖）が比較的大
きい1個を選定した。また、原油サンプルのうち比較的
重たい原油サンプルに対しては、いずれの界面活性剤も
接触角低下能力は限定的であった。

（2）接触角測定（貯留層温度約120℃の条件下）
温度約66℃の条件下の接触角測定において選定された

アルキル系非イオン性界面活性剤の2個を比較し、より
接触角を低下させる能力が高いものに絞り込んだ。本サ
ンプルにおいては、原油サンプルのうち中程度の比重に
位置する油サンプルとの試験において界面活性剤を含ま
ない場合の接触角約140°から、界面活性剤添加後は20°
以下に接触角が低下した。すなわち、弱油濡れ性から強
水濡れ性へと濡れ性が変化した。

なお、カチオン界面活性剤およびノニルフェノール系
非イオン性界面活性剤の各1個は、貯留層温度において、
アルキル系非イオン性界面活性剤と比較して接触角を低
下させる効果が限定的であった。ただし、別種類の界面
活性剤ということで、ここでは除外せずにSpontaneous 
Imbibition試験に使用することとした。

3．Spontaneous�Imbibition試験
貯留層温度約120℃の条件下の接触角測定において選定

された3個の界面活性剤に対してSpontaneous Imbibition
試験を実施した。Amottセル内に原油で飽和されたコ
アサンプルを設置し、8日間のSpontaneous Imbibition

（自然吸水過程）による原油回収量を測定した。最も原
油回収量の多かった界面活性剤は、アルキル系非イオン
性界面活性剤であり、界面張力測定および接触角測定に
おいても、高い能力を示した界面活性剤であった。

4．シミュレーションスタディ
Spontaneous Imbibition試験の結果を再現するコアス

ケールのシミュレーションモデルを構築した。キャピラ
リープレッシャーと相対浸透率をマッチングパラメータ
とした。今後、フィールドスケールのシミュレーション
モデルの構築を検討する。

まとめ（今後の検討課題等含む）
Eagle Fordタイト貯留層を対象として、界面活性剤

による原油回収率向上の可能性を調査した。接触角測定
において、より低い接触角を示した複数の界面活性剤を
選び、Spontaneous Imbibition試験により原油回収量を
評価した。対象フィールドにおいては、アルキル系非イ
オン性界面活性剤が適しているという結果を得た。

また、実験結果を再現するコアスケールのシミュレー
ションモデルを構築した。今後、フィールドスケールの
シミュレーションモデルの構築を検討する。

謝辞
本稿への掲載について許可を頂きました（株）INPEX

およびINPEX Eagle Ford社に感謝いたします。

※3EO基：エチレンオキサイド（Ethylene Oxide）基。非イオン性界面活性剤の親水基を構成する。化学式：（C2H4O）n
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③　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-4

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 石渡友章、加藤政史、竹内 傳、田村浩平
共同研究先 石油資源開発（株）（JAPEX）

基本情報（目的等）
2012年にJOGMECの操業現場技術支援事業として実

施した女川層タイトオイル層準への酸処理試験の結果、
油生産量が試験実施前の10倍以上に増加した。坑井試験
解析及び増油の状況から、炭酸塩鉱物が充填された天然
き裂（ベイン）が酸によって刺激され、油の流路が増加
し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
ることを目的として本共同研究を開始した。

昨年度までに、表1のようなスタディを実施してきた。
本年度（Phase-4）は、酸処理シミュレーションと生産
シミュレーションに関するスタディ（①黒沢AK-1坑井
を対象とした酸処理後増油モデル構築、②東鮎川AK-1
坑井を対象とした酸処理後生産予測シミュレーション）
を実施した。また、珪質岩のカッティングス・コア分
析、鮎川油ガス田を対象としたベーズンシミュレーショ
ン及び東鮎川AK-1酸処理基本デザインの作成を行った。

研究内容及び成果
1．黒沢AK-1酸処理後増油モデル構築
（1）ヒストリーマッチングによるモデル構築ワークフロー

Phase-3及びPhase-4で、2012年に酸処理を実施した黒
沢AK-1坑井の酸処理結果を定量評価するための数値シ

ミュレーションワークフローを作成した（図1）。この
ワ ー ク フ ロ ー で は、Lawrence Berkeley National 
Laboratoryの地化学反応シミュレータTOUGHREACT
で酸処理シミュレーションを実施した後、計算された酸
刺激領域（以下、「Acidized fracture」と呼ぶ。）の孔隙率・
浸透率を反映した生産シミュレーションをSchlumberger
社のブラックオイル貯留層シミュレータEclipse100で実
施し、酸処理後の生産ヒストリーと比較してモデルの精
度を検証した。

（2）モデル構築
Phase-3のモデルでは、坑底圧力のヒストリーマッチン

グにおいて一部に改善の余地があったことから、Phase-4
においてモデルの見直しを行った。まず、TOUGHREACT
のモデル設定を見直し、Acidized fractureの領域が伸
長する結果を得た。この結果を反映したことで、生産シ
ミュレーションにおいて、坑井に流入する油の量が増え
たため坑底圧力のマッチング精度が向上した。

さらに、Eclipse100の油層モデルにおいてAcidized 
fracture周辺のマトリックスグリッドの絶対浸透率値を
幾分か上昇させた。これは、SHIFTの酸処理シミュレー
ションを基にTOUGHREACTで薄層フラクチャーを設
定する際に（図1）、浸透率でカットオフしたベインを
表現する措置である（以下、「絶対浸透率改善領域」と
呼ぶ）。結果として、坑井により多くの油が流入しやす
くなったことで坑底圧力のマッチング精度の改善に寄与

表1　昨年度までのスタディ内容の概要

Phase No. 年度 主なスタディ内容

Phase-0 平成29年度 コア観察、FMI（Formation Micro-imager）解析による天然き
裂の発達様式と成因に関する地質評価

Phase-1 平成30年度 DFN（Discrete Fracture Network）モデル＊構築に向けたフラ
クチャー評価

Phase-2 令和元年度 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

Phase-3 令和2年度 東鮎川AK-1坑井の地質検討及び坑井内流体の採取、黒沢AK-1坑
井を対象とした酸処理シミュレーション及び生産シミュレーション

＊ 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。
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し、良好なヒストリーマッチング結果を得たことによ
り、妥当な油層モデルを構築できた。

（3）生産シミュレーション結果
上記のモデル構築過程に加え、油層範囲等について検

討し、最終的な油層モデルを構築した。本モデルによる
生産シミュレーション結果を図2、図3に示す。シミュ
レーションのコントロールパラメータは油生産量であ
り、シミュレーション結果がヒストリーを再現できてい
ることがわかる。坑底圧力、ガス生産量、水生産量も概
ねヒストリーを再現できていることがわかる。

2．�東鮎川AK-1坑井を対象とした酸処理後生産予測シ
ミュレーション

酸処理実証試験の候補井として検討している東鮎川
AK-1坑井について、TOUGHREACTによる酸処理シ
ミュレーションとEclipse100による生産シミュレーショ
ンにより、酸処理後生産予測シミュレーションを実施した。

東鮎川AK-1酸処理実証試験では、女川層の2層準に対
してそれぞれ酸処理を実施する予定であるため、各層準
のモデルを作成した。黒沢AK-1モデルをベースとして、
東鮎川AK-1の地質パラメータを検討してモデルを構築
した。このモデルを用いて、5年間の生産予測シミュ

図1　ヒストリーマッチングによるモデル構築ワークフロー

図2　シミュレーション結果（左図：油生産量、右図：坑底圧力）

図3　シミュレーション結果（左図：ガス生産量、右図：水生産量）
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レーションを実施した（Baseケース）。
また、絶対浸透率や孔隙率等の各パラメータについ

て、検層結果等の解釈に基づいてHighケースとLow
ケースを設定した。各ケースについて、Baseケースと
同様に生産シミュレーションを実施した。

上記で設定した各パラメータが5年間の累計油生産量
の予測値に与える影響度を評価するために、感度分析を
実施した（図4）。図4右側のトルネードチャートは、2
層準のうちの一方の感度分析結果である。もう一方の層
準の感度分析結果も同様であったため、ここでは割愛す
る。絶対浸透率改善領域（rf、図4左側の黄色網掛け部
分）の感度が、他のパラメータの感度と比較して高い結
果を得た。また、5年間の累計油生産量の下振れリスク
に関する複数のパラメータの感度について把握した。

3．カッティングス・コア分析
女川タイトオイル層の開発では、酸処理対象となる炭

酸塩鉱物脈の性状のほかにも、孔隙性状と根源岩性状の
評価が不可欠であるということが分かってきている。こ
のうち孔隙性状は珪質岩に含まれる生物源シリカの埋没
続成に大きく依存していることが知られている[5]。本研
究では、女川層だけでなく、女川層と同地質年代の北海
道天北地域の珪質岩のカッティングス・コア分析を行
い、比較検討を行っている。これにより、鮎川油ガス田
内でも坑井によって孔隙率と有効孔隙率の関係が異なる
が、アルミナ含有率とオパールCT/石英続成転移面か
らの垂直距離についてクロスプロットすることで特徴付
けられると考えられる（図5）。

令和4年度も追加のカッティングス・コア分析を実施
し、女川層全体における珪質岩の地域的な特性を理解し
ていく予定である。

図4　油層モデル断面図（左図）と感度解析結果（右図）

図5　珪質岩部分孔隙率、泥質砕屑物含有量、シリカ鉱物続成の関係
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4．ベーズンシミュレーション
鮎川油ガス田の貯留岩である女川層は、タイト貯留層

に位置づけられるが、Phase-3の油分析の結果、女川層
内を移動・集積していることが示唆された。従って、同
油ガス田の埋蔵量を評価するためには、地質構造史やカ
イネティックモデルから、油ガスの移動・集積をモデリ
ングするベーズンシミュレーションを行うことが効果的
であると考えられる。

本研究では、既往のスタディ[6]で構築された地質構造、
岩相、カイネティックの各モデルからベーズンシミュ
レーションによって得られている、鮎川油ガス田への移
動、集積経路を確認した。その結果、油徴が確認されな
かった坑井において油が集積していることが確認され
た。次に、3次元地震探査データ及び最新の解釈を確認
し、既往スタディの地質構造モデルは坑井間において最
新の情報が反映されていないことが判明した。

以上の確認作業を行ったものの、令和3年度は埋蔵量
の評価には至らなかったが、本格的なモデル修正作業及
び埋蔵量評価作業は、令和4年度に引き続き実施する予
定である。

5．東鮎川AK-1酸処理基本デザインの策定
令和4年度に予定している東鮎川AK-1坑井における酸

処理実証試験では、女川タイトオイル層の2層準を対象
として、黒沢AK-1酸処理試験の実績を参考にデザイン
を検討した。TOUGHREACTによる酸処理シミュレー
ション結果に基づいて圧入する酸の量について検討し、
基本デザインを策定した。本実証試験は、黒沢AK-1酸
処理試験の再現性の確認及びタイトオイル本体により近
い層準に対する酸処理効果について調査することを主な
目的とする。

まとめ（今後の検討課題等含む）
TOUGHREACTによる酸処理シミュレーションと

Eclipse100による生産シミュレーションにより、黒沢
AK-1坑井の酸処理後油層モデルを構築した。また、東
鮎川AK-1坑井の酸処理及び生産予測シミュレーション
とパラメータに関する感度分析を実施した。将来的なシ
ミュレーションワークフローの改善に向けて、一例とし
て、令和4年度の共同研究ではDual Porosityモデルへの
拡張を検討する計画である。

カッティングス・コア分析では、女川層珪質岩の特徴
の理解が進んできた。令和4年度は、仁賀保地域の分析
を追加実施し、より広域的な女川層珪質泥岩の特徴を理
解していく計画である。

一方で、令和3年度はベーズンシミュレーションにも
着手し、既往モデルの問題点を抽出することができた。
この結果を受け令和4年度は、モデル修正を完了させ埋
蔵量評価作業を実施する計画である。

また、令和4年度に酸処理実証試験を予定している東
鮎川AK-1坑井の酸処理基本デザインを策定した。引き
続きデザインの見直しやより詳細な計画を検討し、実証
試験に臨む計画である。
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④　米国Haynesvilleタイト貯留層を対象としたRefracに関する共同研究

実 施 期 間 令和2～4年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 加藤政史、竹内 傳、黒澤 功
共同研究先 東京ガスアメリカ、TG Natural Resources LLC

基本情報（目的等）
米国シェールガス・オイル開発において、既存坑井の

価値を高めるためにRefrac（再刺激）技術が注目され
ている。Refracは、生産量が低下した坑井に、再度水
圧入を行うことで新規に亀裂を形成し、生産量の回復を
図る技術である。Refracには、様々な手法（工法）が
コントラクターより提案されているが、各オペレータも
手探りに実施しており、Refrac実施後の評価（生産量
等）情報も乏しいことが現状の問題点と言える。しかし
言い換えれば、この技術について先行研究を実施するこ
とで、将来のシェール開発における本邦企業の優位性獲
得に繋がることが期待される。

JOGMECは2019年度から、東京ガスアメリカ社とTG 
Natural Resources LLCと 共 同 研 究 契 約 を 結 び、
Haynesvilleシェールガスを対象として仕上げデザイン
の最適化や地質情報の解析に関する研究を実施してき
た[1]。本報告では、2020年度から実施してきている
Refrac技術を中心とする文献調査、亀裂シミュレーショ
ン、貯留層シミュレーションおよび地質情報の解析に関
して得られた成果を記述する。

研究内容及び成果
1．文献調査

Refracは生産井に水を再圧入して生産力を改善させ
る技術であり、IOR（Improved Oil Recovery）の応用
と見なすこともできる。シェールガス・オイルの水平井
に対して適用されるようになった時期は明確には分から
ないものの、2010年代には、それまでに実施された
Refracの公表結果が整理され、期待した程の生産量改
善は得られないケースがかなりあるという報告が為され
るようになった[2]。しかし、2016年にはRefrac後の生産
記録が蓄積してきたことで、既存亀裂がアクセスしてい
ない貯留岩にRefracによる亀裂を伸展させることがで
きれば、期待通りか、それ以上の生産量回復が得られる
と報告されるようになってきた[3]。

Refracにおいては、既存の亀裂に水が流入すると亀
裂が形成されず取り残しがある貯留岩に効率的にアクセ
スできなくなる。したがって、既存の亀裂や穿孔を一時
的に塞ぐ必要がある。これを実現するための安価な手法
としてChemical diverter（一時的に亀裂に目詰まりを
起こさせる粒子状あるいは繊維状の化学物質）が使用さ
れることが多かった。しかしながら、Chemical diverter

は坑井内で大きな摩擦力を生じるため、水平井の先端に
ほとんど到達することができない。ただし、圧入デザイ
ンを最適化すればある程度は改善すると考えられてい
る[4]。一方で、Cemented LinerやExpandable Linerを
坑井に挿入し、機械的に既存の穿孔を塞いで（Mechanical 
isolation）、新たなエリアを刺激する方法は、コストは
大きくなるものの初期生産と同等かそれを上回る生産量
回復が可能であることが実証されている[5]。

2．亀裂シミュレーションおよび貯留層シミュレーション
（1）亀裂シミュレーション

共同研究先より、生産量が低下しているRefracの候
補井の仕上げデータおよび生産データを入手した。次
に、シュルンベルジェ社製ソフトウェア「Kinetix Shale」
を使用し、水とプロパント（支持材）の圧入量に釣り合
う大きさの亀裂をシミュレーションで求めた。亀裂伸展
方向は最大水平応力と最小水平応力の差が小さい場合、
亀裂同志の圧力が反発することで複雑に屈曲すると考え
られているが、Haynesville地域ではそのような現象は
報告されていないため、亀裂は最大水平応力（最小水平
応力方向が開く）方向に伸展する。結果、亀裂は隣接井
との中間点に達しない程度の大きさであると推定された。

（2）貯留層シミュレーション
（1）で求めた亀裂の大きさとプロパント充填量に基づ

く亀裂相当メッシュの浸透率、ならびに亀裂近傍と遠方
において異なる岩石浸透率を設定することにより、貯留
層シミュレーションを実施した（図2）。この結果、ガ
スは亀裂の近傍からしか生産されておらず、貯留層の至
る所に初期状態から全く生産されていないままガスが取
り残されていることが推定された。したがって、Refrac

図1　亀裂シミュレーション結果
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では亀裂がガス取り残しのある岩石にアクセスすること
が重要であり、既存の亀裂に水を再圧入してもIOR

（Improved Oil Recovery）程度の生産量回復しか見込
めないことが推測できる。既存の亀裂の間は坑井近傍に
も取り残しがあり、ここのガスを回収することが容易で
あると考えられる。この結果は、文献調査で示唆される
Mechanical isolationによるRefracが効果的であること
を裏付けるものであった。

一方で、隣接井との間にRefracによって亀裂を伸展
させることは難しい。なぜなら、圧入された水の全てが
亀裂伸展に寄与できるわけではなく、一定量は岩石内に
リークオフする。したがって、隣接井との距離が大きす
ぎる場合は、既存井の中間位置に新規坑井を掘削するこ
と（Infill well）が効果的である。

3．地質情報の解析
地質情報を解析するためにはHaynesville地域全体か

らRefracが実施された坑井の情報を収集する必要があ
る。オペレータでない坑井情報を直接得ることは出来な
いため、まず北米掘削データベースを導入した。次に、
2,000坑以上の坑井情報の中から、Refracが実施された

と思われる（複数回の仕上げが実施されている）153坑
を抽出した。さらに、Refrac時の仕上げ手法の違いを
回帰分析に含めないようにするために、Refrac時に新
たなケーシングを設置した坑井としてRefrac時のケー
シングサイズが3.5インチ以下のものを選定した。結果
として解析に利用可能なデータは67坑にまで絞り込まれ
た。

次に、絞り込んだ坑井位置におけるRefrac前後の生
産量（EUR: Estimated Ultimate Recovery）の増加を
目的変数とする重回帰解析（Regression Analysis）を
実施した。目的変数は①Refrac前後の生産増加量、②
坑井の水平距離でノーマライズした生産増加量、③
Refrac前後の生産量比の3種類を設定した。説明変数は、
貯留岩の孔隙率やClay成分含有率、TOC（Total Organic 
Carbon）とった地質情報に加えて、坑井の位置や水平
長といった仕上げパラメータを用いた。結果として、3
つの目的変数に対していずれも自由度修正済決定係数

（Adjusted R-squared）が0.5を超えるモデルが得られた
（図3）。また、仕上げパラメータのうち水平長は、いず
れの目的変数に対しても影響が大きいことがわかった。
地質パラメータについては、目的変数の①と②について

図3　地質情報の統計的解析結果。Refrac後の生産量はタイプカーブより推定されたEUR（Estimated 
Ultimate Recovery）である。横軸がRegression Analysisによる推定値、縦軸が観測値。（a）Refrac前
後の生産増加量、（b）坑井の水平距離でノーマライズした生産増加量、（c）Refrac前後の生産量比。

図2　貯留層シミュレーション結果
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は原始埋蔵量、孔隙率や水飽和率といったガスの量に関
するパラメータが比較的影響が強く、③については
Fracture Intensity、孔隙率、Clay成分含有率といった
岩石の物性に関連のあるパラメータが比較的影響が強
かった。ただし、今回のモデルは十分に目的変数を説明
しきれているとはいいがたく、データの追加やクラスタ
リングなどさらなる検討を要する。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究によって、限られた情報の中からHaynesville

地域におけるRefrac成功への手掛かりを得ることがで
きた。ただし、北米における技術開発のスピードは速
く、次々と新しい工法が現れてきている。今後は、新し
い工法も視野に入れつつ、確実に増産が見込める
Mechanical isolationによるRefracのさらなる可能性を

追求していけるような研究実施体制を構築していく。
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①　水圧破砕亀裂可視化とシミュレーション技術開発

実 施 期 間 令和3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、加藤是威、田村浩平
共同研究先 国立大学法人京都大学、ヘルムホルツ環境研究センター（UFZ）

基本情報（目的等）
水圧破砕は、シェールガス・オイル開発において不可

欠な技術であり、油・ガス価が不安定な昨今において
は、効率的な開発が益々求められている。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
や、分岐を伴う亀裂の複雑化は、フィールドで直接観測
することは出来ない。したがって、室内実験による亀裂
の直接可視化とAcoustic Emission（AE）による間接的
可視化や、本報告で述べるようなシミュレーションによ
る室内実験とフィールドとのスケールギャップの検討が
必要である。

JOGMECは平成25年度（2013年度）から「頁岩内に
おける水圧破砕亀裂可視化のための研究」と題し、室内
水圧破砕実験および亀裂可視化技術の開発を京都大学に
委託して継続している[1]。同時に、令和2年度（2019年
度）から「物理的メカニズムに基づく岩石内の亀裂伸展
シミュレーション」をUFZに委託し、室内実験で確認
されている、分岐を伴った亀裂の複雑化や引張型と剪断
型の2種類のAEを区別して表現できる新たなシミュ
レータの開発を行ってきている[2]。

令和2年度から令和3年度にかけた両研究の成果とし
て、イーグルフォード頁岩を対象とした亀裂の複雑化に
ついて、本報告に記すべき新たな発見があった。さらに
令和3年度は、炭酸塩鉱物脈を含むモントニー頁岩供試
体を用いた室内実験を実施し、上記2種類のAEを表現
するためのシミュレータ開発に着手した。

研究内容及び成果
1．室内水圧破砕実験と亀裂の可視化

フィールドにおいて鉱物脈は亀裂の複雑化に寄与し、
生産性を高めると考えられている。そこで、令和3年度
は鉱物脈と亀裂の複雑化の関係を捉えるために、炭酸塩
鉱物脈を含むモントニー頁岩を用いて、室内水圧破砕試
験を実施した。実験システムは昨年度と同様、一軸圧縮
である[1]。
図1に、令和3年度に実施したモントニー頁岩の4個の

供試体すべてについて、亀裂が可視化された供試体切断
面の観察結果を示す。いずれも、一軸圧縮の載荷方向で
ある上下方向に亀裂が進展していることが確認され、理
論的な進展状況によく合致する。

供試体A～Cについては鉱物脈と孔の位置関係が異
なっており、鉱物脈と亀裂の関係という観点からは以下
のような実験結果が得られた。供試体Aでは、鉱物脈
に沿って亀裂が屈曲した。供試体Bでは、破砕孔が鉱物
脈を貫いており、破砕孔孔壁の鉱物脈の位置から亀裂が
発生し、そのまま鉱物脈に沿って亀裂が伸展したことが
分かる。供試体の鉱物組成や結晶配置の均質性が高い場
合、破砕孔回りの応力集中によって破砕孔の上下方向に
亀裂が伸展すると考えられるが、選択的に鉱物脈から亀
裂が伸展しており、鉱物脈と母岩との境界部の引張強度
が比較的弱いことが推測される。供試体Cでは、亀裂は
鉱物脈を貫通し、直進していることが分かる。

供試体Dについては、鉱物脈は含まれていないが、有

図1　室内実験結果（供試体の切断面）。明るく光っている部分が可視化された亀裂である。
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機物片による間隙（原油を含む）に破砕流体が到達した
結果、破砕流体の一部が間隙に流入し、間隙に沿って亀
裂を拡大しながら破砕孔の方向に逆流したように見える。

以上のように、鉱物脈や有機物片と破砕孔の位置関係
によって、さまざまな亀裂伸展のパターンが生じること
が分かった。炭酸塩鉱物脈はタイト貯留層やシェール貯
留層にも見られ、本実験結果は、本邦企業が開発するタ
イト貯留層に対しても一定の知見となることが期待され
る。

2．シミュレーション技術の開発
本研究では、Bourdin et al. [3]により提案されたフェー

ズフィールド法に基づくシミュレータ開発を行ってい
る。フェーズフィールド法では、弾性体のエネルギー釣
合い式が有限要素法によって解かれるが、岩石と亀裂な
らびに遷移領域を表現するパラメータ（フェーズフィー
ルド変数）を導入することにより、亀裂伸展に伴う計算
メッシュの再計算を必要とせずに複雑な亀裂伸展を表現
することができる。令和3年度からは、不連続面に働く
摩擦力と、破壊時に発生する音響現象（AE）をシミュ
レートするための慣性力をフェーズフィールド法へ実装
することに取り組んできた。

（1）亀裂の複雑化に関する発見
フィールドにおいては、複雑な亀裂を造成できれば、

効率的なシェールガス生産に繋がると考えられている。
これまでに様々な岩石を対象とした水圧破砕室内実験を
実施し、可視化された亀裂を観察してきたことで、破砕
孔の近傍では亀裂の分岐は少なく、破砕孔からある程度
遠ざかると亀裂が分岐を伴って複雑化することが示唆さ
れた（図2a）。

まず、カルサイト含有率が96％の鉱物組成上均質性の

高いイーグルフォード頁岩で実施した水圧破砕実験結果
について、可視化された亀裂画像から亀裂総長（亀裂の
総延長の長さ）を読み取り、主亀裂長と分岐亀裂長に分
類した。その結果、破砕孔のごく近傍では亀裂は分岐

（複雑化）しづらく、破砕孔から離れるにつれて分岐し
やすくなるが、一定の距離に到達すると分岐のしやすさ
は変化せず一定になるという傾向が分かった（図2b）。

次に、令和2年度から実施してきたシミュレーション
研究を通じて、亀裂が不連続面に当たった際に、直進す
るために必要なエネルギー解放率と、不連続面に沿って
屈曲するために必要なエネルギー解放率をそれぞれ計算
することで、上記の亀裂総長の読み取り結果で見られた
現象と同様に、複雑化の傾向が破砕孔からの距離によっ
て変わるという新たな知見が得られた（図3）。

以上のように、実験とシミュレーションの両面から亀
裂の複雑性に関して良く似た傾向（図2bと図3b）が得
られた。本研究の結果は、フィールドにおいて造成され
る複数の亀裂は、地層内の弱面を介して導通し、ネット
ワーク化する可能性があり、亀裂の複雑化と生産性への
寄与についての理解に繋がる重要な発見であったと言え
る。

（2）2種類のAEを表現できるシミュレータの開発
水圧破砕によって生じるAEは、引張型と剪断型に2

種類のAEに分類される。室内実験においては、京都大
学が開発したAEデータ解析手法を用いることで、2種
類のAEの分類や[4]、引張破壊によって生じたAEのよ
り詳細な解析が行えるようになってきた[5]。しかしなが
ら、フィールドにおいて観測されるAEは剪断型が圧倒
的に多いことが報告されており、引張型のAEは信号が
小さくノイズまたは剪断型AEに埋もれている可能性が
ある。したがって、室内実験と同じようにフィールドで

図2　可視化された亀裂と解析。（a）イーグルフォード頁岩供試体の室内水圧破砕実験によって可視化された造成亀裂（Sample 
Cの例）、（b）3つの同岩石供試体について実験後に亀裂総長を解析した結果。
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も引張型AEが検出可能かどうか、あるいはAEについ
てスケールギャップが存在するかどうかを理解するため
に、シミュレーション技術の開発は急務である。

令和3年度は、図4に示すような引張型のAEも剪断型
のAEも扱えるコンセプトに基づいてシミュレータの開
発に着手し、前述のシミュレーション技術をベースとし
て、剪断破壊を表現するために必要な不連続面で生じる
摩擦力とAEによって励起された音波現象を表現するた
めに必要な慣性力の組み込みを行い、解析解との比較を
通じて、開発を進めてきた。令和4年度も、AE発生機
構のシミュレータへの実装を進め、室内実験とフィール
ドのスケールギャップが存在するかどうかについての理
解を深めていく予定である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究の実施により、まず亀裂の複雑化に関する重要

な発見があった。また、シミュレータへのAE発生機構
の実装に着手した。次に、炭酸塩鉱物脈を含むモント
ニー頁岩での室内水圧破砕実験を実施し、いくつかの亀
裂伸展パターンを得ることができた。今後は、室内実験
で得られたAEデータの解析を行うと同時に、シミュ

レーション開発を進め、フィールドでのAE位置と実際
の亀裂位置とのギャップを理解することで、より効果的
なフィールド開発のデザインの提案を目指す。
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きました、京都大学の石田毅先生、陳友晴先生、ヘルム
ホルツ環境研究センターの吉岡慶太博士に厚く感謝申し
上げます。
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図3　亀裂が弱面に沿って屈曲するか直進するかを検討するための計算結果。（a）エネルギー解放率の計算で用い
たモデル。モデルサイズや載荷条件は室内実験と同じである。（b）均質な供試体内に破砕孔からの距離dに
一つの円形粒子があると想定し、亀裂が円形粒子を貫通して直進するか、粒子境界に沿って屈曲するかの両
現象に至る際のエネルギー解放率が数値的に計算される。

図4　AEを表現するためのシミュレータ開発の概要。（a）コンセプト、（b）剪断型AEを表現するための計算メッ
シュ、（c）引張破壊伸展のデモ計算結果、左側が亀裂伸展、右側が伝搬する音波のスナップショット。
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②　CO2フラクチャリングの適用可能性評価スタディ

実 施 期 間 令和3年度～
担 当 部 署 技術部非在来型油ガス田技術課
担 当 者 加藤是威、加藤政史、竹内 傳、黒澤 功
共同研究先 オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）、国立大学法人京都大学
調査委託先 WSS Energy Consulting（CO2フラクチャリング技術に関する最新動向調査）

基本情報（目的等）
JOGMECは平成30年11月に、オーストラリア連邦科

学産業技術研究機構（以下、CSIRO）と石油・天然ガ
ス分野における協力覚書（MOU）を締結しており、平
成31年度には、水圧破砕技術に関する共同研究を実施し
た。その後、事後検討や技術情報交換を続け、令和3年
度には10月に「CO2フラクチャリングの適用可能性評価」
のための共同研究契約を締結している。フラクチャリン
グに関する実験の知見や設備を豊富に備えている
CSIRO（例：[1] [2]）と共同で取り組むことで、効果的
に研究を進めることができる。

令和3年度は、室内実験及び解析・観察を通じ、CO2

フラクチャリングを実施した場合に形成される亀裂形状
の特徴についての理解を深めること、また、CO2フラク
チャリングに関する技術動向調査を通じ、CO2フラク
チャリング技術に対する石油天然ガス開発業界における
最新の認識やフィールド適用例、及びポテンシャルなど
を確認し、技術の適用可能性評価に役立てることを目的
とした。

研究内容及び成果
今回の共同研究においては、CO2フラクチャリング技

術の性能や課題等を深く理解し適用可能性評価を実施す
るため、CSIROと実験・解析作業を分担してスタディ
を進めている。実験用の岩石サンプルとしては、American 
Black Granite（鉱物組成からみると岩石学的分類上で
は斑糲岩に近い）及びMontney Shale（頁岩）を対象と
して、立方体サンプルに対するハイドロリックフラク
チャリング（水圧破砕）及びCO2フラクチャリングの室
内破砕実験を行い、岩石コア・カッティングスサンプル
に対する物性測定も実施する。さらに室内破砕実験で破
砕した立方体サンプルに対しては、蛍光樹脂を亀裂に浸
透させ、薄片にして紫外線を照射して顕微鏡で観察し、
破砕流体や岩種による違いについて考察する。

1．室内破砕実験
American Black Granite及 びMontney Shaleの 立 方

体サンプル（1辺15cm）に対し、まずX線CT撮影で顕
著な亀裂等が無いことを確認の上、3方向の拘束圧での
載荷の下、室内破砕試験を実施した。

室内破砕実験は、以下の3ケースを計画し、令和3年度

にはケース1を完了し、ケース2とケース3は、令和4年度
に実施予定である。
ケース1：American Black Graniteに対する水圧破砕
ケース2： American Black Graniteに対する超臨界CO2

破砕
ケース3：Montney Shaleに対する超臨界CO2破砕

ケース1の概要：
供試体中央に直径1/4インチ（6.35mm）、長さ7.5cm

（ブロック長の1/2）の破砕孔を穿孔し、破砕孔に鉄管を
挿入して破砕流体を圧入することで破砕実験を実施し
た。
・供試体の岩石種類：American Black Granite
・供試体サイズ：15cm×15cm×15cm（立方体、図1）
・載荷条件：60.2MPa、53.1MPa、38.1MPa
・圧入流体：水道水
・流量：1.0cc/min
・AE観測：供試体の表面に32個のAEセンサーを配置

し、破砕実験中にアクティブ及びパッシブの超音波
データを観測。得られたパッシブの超音波（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（AE震源の特性を調べる方法）を実施。

図1　Case1の破砕後の岩石試料（American Black Granite）。  
実験はCSIROのNational Geosequestration Laboratoryで実
施。
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各ケースの破砕試験後の立方体サンプルからは薄片を
作成し、偏光顕微鏡を用いて、堆積面の特徴と天然亀裂
の確認を行う他、蛍光樹脂を用いた紫外線照射下でのフ
ラクチャーネットワークの観察を令和4年度に実施予定
である。

2．岩石物性測定
1.で破砕実験の対象とする岩種（American Black 

Granite、Montney Shale）について、コアまたはカッ
ティングス試料による岩石物性測定を実施した。測定項
目は次の通りである。亀裂検知可否の確認（医療用X線
CTスキャナ）、元素分析（XRD：X線回折法）、ガス孔
隙率測定、ガス浸透率測定、水銀圧入法による孔隙径分
布測定、一軸圧縮強度、破壊靭性測定[3]（図2）、引張強
度測定（ブラジリアンテスト）、TOC（全有機炭素）分
析、CEC測定（陽イオン交換容量、CO2浸漬有・無）、
SSA測定（比表面積、CO2浸漬有・無）。

CEC測定とSSA測定は、破砕実験とは別に、7日間の
CO2浸漬（40℃、25.2MPa）を行った試料及び行わな
かった試料を用意して測定した。CECやSSAは、粘土
鉱物の量が増えるほど大きくなるが、粘土鉱物の種類も
影響し、スメクタイトはイライトよりも、イライトはカ
オリナイトよりもそれぞれ大きな値を持つ。このような
粘土鉱物を含む岩石がCO2と反応し、粘土鉱物の変質

（例えば、イライト化）が進むと、CECやSSAに変化が
見られる可能性があると言われる[4]。実フィールドにて
CO2フラクチャリングを実施する場合にも、フローバッ
クされずに地層内に残留するCO2が岩石と反応し、油や
ガスの流路を狭める等の影響を及ぼす可能性が考えられ
るため、今回の対象岩種に対してその影響を調査する目
的で検討に含めた。

3．CO2フラクチャリング技術に関する最新動向調査
文献調査や操業会社、サービス会社、及び研究者等有

識者へのインタビューを通じ、CO2フラクチャリング技
術に対する石油天然ガス開発業界での最新の認識や
フィールド適用例、およびポテンシャルなどを確認し、

技術の適用可能性評価に役立てる目的で最新動向調査を
行った（調査委託先：WSS Energy Consulting Limited）。

フラクチャリング流体としてCO2を用いると、水より
も炭化水素との混和性が高いことにより、生産性の点で
有利に働くと言われている。また、水の調達が難しい環
境や、地層の性質上、水と接触すると粘土の膨潤等によ
り浸透性が低下してしまう場合には、水の使用量を減ら
せることが優位点となる。

CO2を用いたフラクチャリング技術は、特に北米にお
いて、2015年頃まで活発にフィールドへの適用がなされ
ていた。水と反応して地層ダメージが起こりやすいと言
われるカナダのモントニー層の例では、1975年から2015
年の間に掘削された6,000本近い坑井のうち約65％が、
生産性改善のためにCO2、N2、またはその両方を組み合
わせた気泡（フォーム）を用いたフラクチャリングが行
われた[5]。しかし、2015年以降の化石燃料価格の低下、
スリックウォーターフラクチャリング（坑内の圧力損失
を抑えるためにポリマーを少量混ぜた水ベースのフラク
チャリング）の普及が相まって、近年はCO2のフラク
チャリングへの適用件数は非常に限られる。

CO2フラクチャリングの形態としては、界面活性剤、
水等と混合してフォームを発生させるフォームフラク
チャリング（またはフォームより気液比が小さいEnergized 
Fluidフラクチャリング）が技術的に最も成熟している
とみなされている。

フォームとせずCO2のみを液体または超臨界の状態で
圧入する場合には、粘性の低さに起因して形成するフラ
クチャーネットワークが複雑化し、坑井の生産能力が向
上する、また、岩石の破砕に必要な圧力が低下し、環境
への影響が低減する、といった期待が寄せられている。
一方、CO2のみでのフラクチャリングでは、フラク
チャー支持材（プロパント）の運搬・保持能力に乏しい
ために、形成したフラクチャーが保持されづらいことが
難点と考えられている。

CO2フラクチャリングに特化したシミュレーション技
術は、メカニズム理解や計算コストの限界等に起因した
制約がある。フラクチャー形状、化学反応、多孔質弾性

図2　破壊靭性の測定実験
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効果、プロパント輸送など、まだ十分理解されていない
研究領域が存在する。既往の水圧破砕向けソフトウェア
をCO2フラクチャリングに適用する試みは見られるもの
の、信頼性のある評価のためには改善の余地が大きい。
また、フィールドでの知見が不足している点も課題であ
り、業界として改めて蓄積する必要がある。

作業設備としては、特に液体CO2を適用する場合にプ
ロパントを混合するために必要な密閉型サンドブレン
ダーを提供できる業者が非常に限られていることが特記
事 項 と し て 挙 げ ら れ る。 ま たCO2は、HSE（Health, 
Safety & Environment）に関する様々なリスクがある

（例：フローバックしたガスを放散する場合に、減圧さ
れたCO2が、液体や超臨界状態から気体となって溶解能
力を失い、溶存していた不純物が濃縮して放出される場
合がある）が、CO2フラクチャリングに対しては確立さ
れた業界ガイドラインがないこと等の課題がある。

中国のOrdos盆地で実施された、超臨界CO2を用いた
フラクチャリングの現場設備を図3に示す。

全体を通じ、CO2フラクチャリング適用に際し考慮す
べき主な要因として、化石燃料価格やCO2の調達を含む
コスト、水圧破砕の実施が困難であるか（水の調達や地
層と水との反応等）等が挙げられる。一方、昨今の
CCSへの注目に連動してCO2回収の動きが進んでいるこ
とや、CO2と岩石の反応（水や炭化水素の共存下も含め）
について理解が深まってきていること、化石燃料価格の
上昇が、CO2フラクチャリングの適用拡大に有利に作用
する可能性は考えられる。将来的に、浸透性の低い貯留
層へのCO2貯留が行われる際に、CO2フラクチャリング
で貯留性を向上させる手順が考えられるかもしれない。
ただし、現況としては、CO2は他の商業利用業界とも競
合して価格が高く、米国の主要産油地域におけるCO2事
業の価格は、CO2が100～150USD／トン、道路輸送が
3.5～5.0USD／マイル程度と言われ、国・地域によって
はより一層、高価、または調達が困難になる。さらに、
CCS事業は、米国のCO2隔離による税額控除の拡張のた
めの法律（セクション45Q）のような税制優遇に依存す

るが、永久的な貯留の証明が必要で、その証明がなされ
ていないCO2フラクチャリングに対しては、優遇制度が
整備されていない。このような状況が変化し、業界に
フィールドでの知見が再度蓄積されれば、化石燃料価格
や地域の水の逼迫度合いにもより、CO2フラクチャリン
グがより魅力的な選択肢となる可能性がある。

より詳細は、石油・天然ガスレビュー2022年7月号に
掲載している。

まとめ（今後の検討課題等含む）
・CO2フラクチャリングにより形成される亀裂形状の特

徴について理解を深めること、CO2フラクチャリング
技術の業界内での最新の認識やフィールド適用例、及
びポテンシャルなどを確認し、技術の適用可能性評価
を行うことを目的として、CSIROと共同研究を開始
した。

・令和3年度はAmerican Black Granite立方体サンプル
に対する室内水圧破砕実験（ケース1）、及びAmerican 
Black Granite、Montney Shaleに対する岩石物性測
定、CO2フラクチャリング技術に関する最新動向調査
を実施した。

・ 令 和4年 度 はAmerican Black Granite及 びMontney 
Shale立方体サンプルに対する超臨界CO2での室内破
砕実験（ケース2、3）を実施し、各ケースの破砕試験
後の立方体サンプルについては薄片を作成し、樹脂を
用いたフラクチャーネットワークの観察、及び堆積面
の特徴や天然亀裂の確認のための偏光顕微鏡観察、考
察・まとめ作業と今後の展開に関する検討を行う予定
である。

謝辞
CO2フラクチャリング技術に関する最新動向調査の報

告内容は、WSS Energy Consulting社への調査委託成
果を参考にしています。調査を担当された同社のPeter 
Sawyer 氏、Marie Grand 氏、Arvinder Singh 氏、
Xiaojing Wang氏、及びサブコントラクターとして同社

図3　超臨界CO2を用いたフラクチャリングの現場設備の例[6]
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礼申し上げます。
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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3年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 竹内 傳、倉本大輔、黒澤 功、加藤政史
業務委託先 応用地質（株）

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岩
の広がり（SRV: Stimulated Reservoir Volume）の評価
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岩として広く分
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し、水
圧破砕を実施し、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。これらの知見を活かし
て、亀裂の可視化を行う実験を計画中である。具体的に
は、蛍光剤を混ぜた硬化性樹脂を圧入流体として亀裂を
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、硬化性樹脂を選定し、樹脂を
圧入するためのパッカーの開発を行い、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、主に樹脂を選定し、パッカー開発を実施し
た[4]。

令和3年度は前年度の実験で得られた樹脂の硬化特性
に関する課題を克服するため追加実験を実施するととも
に、実験用資機材の追加製作し、試作されたパッカーの
内部構造の確認作業を行った。

研究内容及び成果
1．樹脂の硬化特性確認試験

令和2年度の実験では、岩石同士の接着面に樹脂を塗
布して接着させた際、樹脂の塗布面積に比べて接着面積
が小さくなる傾向がみられた。その原因として、①樹脂
の硬化収縮、②密閉時における樹脂の流出、③岩石への
浸透、④毛管現象による樹脂の集合という4つの可能性
を考え、接着面積の縮小の要因について検証するため以
下のような実験を行った（図1）。
①　カナダモントニー層の採石場で採取した砂岩供試体

を直径50mm、高さ23mmのサイズに切出し、上側

図1　樹脂硬化過程の観察方法の試験手順
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の研磨面に樹脂（A液とB液の混合液）を滴下、直
径50mm、厚さ5mmの円盤状の透明なガラス板で
樹脂を滴加した岩石を覆い、クランプを用いて、上
下の正方形のガラス板で円盤状の岩石とガラス板を
挟み込んだ。

②　紫外線照射と目視により、樹脂の存在範囲を観察
し、養生開始から48時間後までの経時変化、縮小度
合いを記録した。

③　岩石への浸透の有無を把握するために、比較として
ガラス板同士を接着した場合（ガラス板に樹脂を滴
加し、ガラス板で覆う）についても同様の試験を実
施した。

試験の結果として、養生開始から30分までは岩石上面
から周囲の亀裂に樹脂の範囲が拡がり、その後主に樹脂
の硬化収縮によって岩石上面の樹脂の面積が合計28％減
少することが観察された。また、岩石側面から樹脂が溢
れ出ることはなかったが、側面の密着した亀裂に樹脂が
流入していることを確認した。ガラス板同士の場合は樹
脂の面積の減少は4％程度であった。これらの結果を合
わせると前述した要因のうち①と④による縮小は4％程
度と考えられる。また岩石側面からの樹脂の流出は見ら
れなかったため②の影響は軽微と考えられる。樹脂面積
の減少の主要因は③岩石への浸透、特に自然亀裂への侵
入が大きな要因と考えられる。この結果は樹脂を破砕流
体として露頭試験における亀裂の伸展範囲を推定する際
に検討事項となる。

2．パッカーの動作確認試験
露頭試験で用いる樹脂は2種類の液体を同量で混合さ

せることで硬化するものである。実験用パッカーは2つ
の液体を同じ量でパッカーに送り、パッカー内で混合し
吐出する設計となっている（図2）。令和2年度に試作し
た樹脂混合用パッカーについて実際に2種の液体を同じ
速度で送液できるかの検証を行った。令和2年度では
パッカーを横置きにした状態での送液を行った際には
パッカー内の各送液ラインへの送液時間がA液とB液で

異なっていた。この原因は横置き状態のため、A液とB
液それぞれの経路で生じる空隙の容積に差異が生じたた
めと考えられた。今年度は実際の露頭試験と同じ鉛直方
向での送液を行い吐出時間の差異を計測した。結果とし
て現場試験と同様の鉛直方向にパッカーを立てた状態で
のパッカー内の各ラインへの送水時間は、A液で平均42
秒、B液で平均41秒と同程度であり、現場試験において
A液とB液を同レートで同時に送液した場合、その二液
は混合開始からほぼ均等に混ぜることができることが確
認できた。

3．樹脂圧入実験用資機材の製作
樹脂圧入実験に用いる資機材のうち、今年度はパッ

カーに取り付ける坑内の圧力を測定するセンサーボック
ス、樹脂を送液するための高圧容器（図3）、AEセン
サーを取り付けるロッドなどの製作を行った。センサー
ボックスは製作後センサーの動作確認および耐圧を確認
した。高圧容器に必要な仕様は①混合用の2種類の樹脂
を同量にパッカー内に送液すること、②吐出後迅速に樹
脂を再補充できること、の2点である。製作した高圧容
器に対して、送水時の動作確認、耐圧試験、解体・組立
操作の確認を実施し、シリンジポンプから高圧容器へ送
水し、樹脂側ラインへの送液を実施して、樹脂側容器へ
の再補充が問題なく行えることを確認した。また今年度
は露頭試験のために不足しているAEセンサー用の
ジャッキ及びロッドの追加調達を行い、動作確認を行っ
た。

まとめ（今後の検討課題等含む）
今年度は、樹脂の特性を確認するための実験、及び

パッカー試作品の動作確認をすることができた。次年度
はこれらの成果を用いてパッカーの改良を行うとともに
国内で実証試験を実施し、露頭における樹脂破砕試験の
手法確立、亀裂伸展メカニズム解明、及びAE記録との
比較検証を目指す予定である。

図2　パッカーの内部構造
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図3　樹脂圧入用高圧容器
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④　露頭試験対象層準の地質評価

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 非在来型油ガス田技術課
担 当 者 竹内 傳
業務委託先 国立大学法人秋田大学

基本情報（目的等）
水圧破砕による亀裂形状を正確に推定することは、

シェールガス・オイル開発の最適化において非常に重要
である。JOGMECでは、水圧破砕時の亀裂伸展メカニ
ズムの解明とフィールドで観測されるマイクロサイス
ミックから生産に寄与する亀裂範囲推定の技術を向上さ
せるため、室内実験、露頭試験、及びシミュレーション
を試みてきた。平成30年度（2018年度）及び令和元年度

（2019年度）に秋田県で油ガス田の貯留岩として広く分
布する女川層を対象に水圧破砕試験を実施した[1] [2]。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Acoustic Emission（AE）観測を通
して、技術的な知見を得ることができた。今年度は、こ
れらの知見を活かしてさらにシェール開発への適用へと
発展させるために、実際にシェールオイル・シェールガ
ス開発が行われている地層での実験を検討した。その一
環でカナダ国アルバータ州カルガリー近郊の採石場から
三畳系モントニー層の岩石サンプルを採取した。本層準
の露頭での水圧破砕試験への適性を推定すること目的と
して、その地質学的な分析として岩相観察、地化学分
析、さらに自動鉱物同定機能付き走査型電子顕微鏡

（FEI社製QEMSCAN650、以下QEMSCANと称する）
による観察を行ったので分析内容を紹介する。

研究内容及び成果
1．岩相観察

採取した試料の岩相は主として珪質の頁岩（泥岩）か
らなり、その特徴により塊状、葉理状及び充填物を伴う
亀裂系の発達した岩相に区分できる。葉理状の岩相は淡
灰色～暗灰色を示し、石英粒子を主体としており、炭酸
カルシウムなどを含む。一部天然亀裂を多く含み、亀裂
を充填する鉱物は多くは白色を呈しており炭酸カルシウ
ムを主体とする（図1）。

2．地化学分析
（1）CHN分析

CHN分析は試料を一定時間燃焼し生成された二酸化
炭素、水、窒素を熱伝導検出法により定量することで、
試料中に含まれる全炭素、全水素、全窒素の重量パーセ
ントを測定するものである。本研究では、LECO社製
CHN628を用いた。

分析結果を表1に示す。全炭素量はKAM_06が最大

8.8％、最少はKAM_13の2.5％であった。全窒素量につ
いては、全体を通じて0.03％程度である。全炭素の値が
極めて高いのは、肉眼観察などでもみられる岩石中に含
まれる無機炭素の量が関係していると推定される。

（2）XRF分析
蛍光X線分析法（XRF）は、測定サンプルにX線を

照射した際に発生する固有の蛍光X線を測定すること
で、構成されている元素の含有量を分析するものであ
る。本研究では秋田大学所有のOlympusVANTAを用
い、測定条件を電圧30kV、電流16mA、2ɵ=2～40°、ス
キャン速度2.00°/min、サンプリングスラップ0.01°とし
て分析を実施した。分析手法は、Suzuki et al.（2006）
に基づき実施した[3]。これらの条件を用いて、各試料の
主要岩相部及び亀裂充填物に対して、XRFによる元素
組成分析を行った。

表1　CHN分析結果

試料名 Formation Hydrogen Carbon Nitrogen

KAM_18 Montney 0.33415 2.9953 0.03935

KAM_15 Montney 0.17257 3.8934 0.03124

KAM_13 Montney 0.20089 2.5063 0.03768

KAM_10 Montney 0.13714 3.1998 0.03362

KAM_09 Montney 0.0924 4.4614 0.03059

KAM_08 Montney 0.09523 3.5825 0.03373

KAM_06 Montney 0.0818 8.8013 0.03052

KAM_05 Montney 0.10943 4.1063 0.0314

KAM_02 Montney 0.13018 3.6463 0.0391

KAM_01 Montney 0.11908 3.7027 0.03602

露露頭頭試試験験対対象象層層準準のの地地質質評評価価 
実 施 期 間  令和 3 年度 
担 当 部 署  非在来型油ガス田技術課 
担 当 者  竹内傳 
業務委託先  国立大学法人秋田大学 
 
基基本本情情報報（（目目的的等等）） 
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討した。その一環でカナダ国アルバータ州カルガリー近郊の採石場から三畳系モントニー

層の岩石サンプルを採取した。本層準の露頭での水圧破砕試験への適性を推定すること目

的として、その地質学的な分析として岩相観察、地化学分析、さらに自動鉱物同定機能付き

走査型電子顕微鏡（FEI 社製 QEMSCAN650、以下 QEMSCAN と称する）による観察を

行ったので分析内容を紹介する。 
 
研研究究内内容容及及びび成成果果 
1. 岩相観察 
採取した試料の岩相は主として珪質の頁岩（泥岩）からなり、その特徴により塊状、葉理

状及び充填物を伴う亀裂系の発達した岩相に区分できる。葉理状の岩相は淡灰色～暗灰色

を示し、石英粒子を主体としており、炭酸カルシウムなどを含む。一部天然亀裂を多く含み、

亀裂を充填する鉱物は多くは白色を呈しており炭酸カルシウムを主体とする（図 1）。 

 

天然亀裂 

葉理構造 

図1　試料KAM_15　試料研磨写真
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全試料を通じて主要部はSiを主体としMg、Ca、Fe、 
Alなどの元素が多く認められる。また、天然亀裂を充
填している脈の部分にはカルシウムが多くを占めること
から、充填物は方解石が顕著であると推定する。

（3）ロックエバル分析
秋田大学のVinci社RockEval6.0を用いて、岩石中の

有機炭素量、熱熟成度、ケロジェンタイプを調べるロッ
クエバル分析を行った。岩石試料の昇温加熱によって各
種データをサンプリングし根源岩能力を評価する。昇温
加熱によって炭化水素が放出され、その過程で放出され
る炭化水素量を温度の関数として捕らえる方法である。
その時にS1、S2と呼ばれる二つのピークが形成される。
S1は既に地下で生成され、岩石試料中に残っていた炭
化水素量を示し、S2は岩石中に含まれるケロジェンの
熱分解により生成された炭化水素量を示す。S2のピー
クの温度をTmaxとして、石油根源岩評価の判定材料と
する。

その結果、全試料を通じてS1、S2ともに極めて低い
値を示した。そのためTmaxも一般的な値をとらず、被
覆熱の推定が実施不可能であった。TOCは、全試料で
0％～0.2％と非常に低い値を示し、一方で無機炭素量

（％）は3～10％程度と高い値を示した。これは、CHN
分析による炭素量とほぼ同様の数値を取る。従って本採
取地の試料に含まれる炭素原子はほぼ無機炭素由来であ
り、有機炭素量は極めて少ないと言える。

3．QEMSCAN
QEMSCANは岩石試料を電子顕微鏡で撮影すると同

時に、X線分析により岩石の構成粒子の鉱物を同定し
マッピングすることができる。5つの試料について5㎜×
5㎜×2㎜の直方体サンプルを作成し、研磨した表面を

QEMSCANによって測定を行った。
葉理構造を持つ試料KAM_18では、淡灰色と暗灰色

の岩色境界部分の測定を実施した。その結果、葉理は粘
土鉱物および黄鉄鉱の濃集で特徴づけられ、暗灰色部に
は粘土鉱物お及び黄鉄鉱、白色部にはドロマイトが多く
認められた（図2）。一方で暗灰色の弱い葉理構造を持
つ試料15m、10.4mでは全体を通じて石英を主体とし、
続いてドロマイト、イライトなどの粘土鉱物が含まれ
る。試料15mでは、フランボイダル状のパイライトも認
められた。褐色の塊状の岩相を示す試料6mはドロマイ
トを主とし、亀裂にカルサイト及び石英の濃集が認めら
れる。亀裂部の形状から、石英及びカルサイト亀裂が数
回にわたって形成されたことが判った。

まとめ（今後の検討課題等含む）
露頭水圧破砕試験の候補地として検討したカナダモン

トニー層の地質学的検討を行った。本サイトのモント
ニー層は全体として、淡灰色～暗灰色の葉理構造を示す
頁岩で、一部充填物を伴う亀裂系の発達した部分や塊状
の岩相を示す。地化学的な特徴としては主要岩相である
葉理部は石英を主体とし、ドロマイト及び粘土鉱物を含
む。葉理構造の中でも暗部に粘土鉱物が卓越し、明色部
ではドロマイトが多くなる。地化学分析の結果から今回
分析した試料に含まれる炭素はほぼ無機炭素であり、有
機炭素含有量は極めて低いことが判った。従って、採取
地点のモントニー層は、一般的なシェール貯留層とは性
状が異なるものと考えられる。QEMSCAN分析では、
葉理部のうち淡灰色～暗灰色の硬質頁岩部について、石
英を主体としながらドロマイトが多く含まれていること
が判った。女川層での水圧破砕試験で水圧破砕が成功し
たのは、ドロマイトによるセメント化が進んでいた区間
であった。モントニー層でもドロマイトが多く含まれて

Quartz 931483
Dolomite 366130
Illite 264381
K-Feldspar 240454
Albite 182679
Unclassified 100214
Muscovite 58369
Pyrite 45416
Biotite 45069
Chlorite 34671
Rutile 11539
Apatite 10734
Kutnohorite 4625
Smectite 2384
Background 1971
Gypsum/Anhydrite 1123
Glauconite 651
Diopside 593
Kaolinite 584
Zircon 329
Calcite 267
Paragonite 179
Hornblende 149
Ilmenite 59
Titanite 48
Andesine 23
Pyrophyllite 19
Monazite 10
Talc 9
KCl Mud 3
Enstatite 3
Siderite 3
NaCl Mud 1

 i l 88 0

 

Mineral Name

淡灰色部

暗灰色部

図2　試料KAM_1、左：QEMSCAN測定画像　右：測定用試料写真
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いることは、水圧破砕の成功に寄与することが期待でき
る。葉理部、塊状部ともに粘土鉱物や炭酸鉱物の含有が
認められるが、より劈開の発達しない塊状部では水圧破
砕実験の成功確率は高いと考えられる。

謝辞
本稿の掲載について許可を頂きました、国立大学法人

秋田大学千代延准教授に感謝申し上げます。
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[3]　Suzuki, Y., Iryu, Y. Inagaki, S., Yamada, T., 
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⑤　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3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、倉本大輔
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させることで数mmオーダー
の直径を有する高浸透性流路（ワームホール（図1））
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。操業現場において、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、酸処理試験及
び数値計算モデルの開発を通して、ワームホール伸展現
象の解明及び酸処理手法の確立を目指し、2018年度（平
成30年度）から共同研究（Phase-1）を開始した[1]。令
和2年度のPhase-3までの共同研究で、Indiana Limestone

（ILS）、Austin Chalk（AC）、Edwards White（EW）
の炭酸塩岩露頭サンプル3岩種（1.5 inch径、4.0 inch径）
を対象に、JOGMECにおいて水水置換掃攻試験（トレー
サーを用いた水単相流動試験）、テキサスA＆M大学に
おいて酸処理試験を実施した[1-3]。また、フェーズフィー
ルド法によるワームホール伸展数値計算モデルの開発を
進めてきた[1-3]。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数値モデルや手法を開発す
ることを目指している。

研究内容及び成果
1．水水置換掃攻試験・酸処理試験後コアのCT画像解析

水水置換掃攻試験と、その後に酸処理試験を実施した
コアサンプルに対して、JOGMECが保有しているX線
CTスキャナを用いて3次元CT画像を取得し、画像解析
ソフトウェアのImage Jを用いて3次元CT画像解析を
行った。CT画像の例を図2に示す。

解析の結果、水水置換掃攻試験において水が選択的に
流動した浸透率が高い領域には酸が流動しやすく、ワー
ムホールも選択的に同領域を伸展する傾向があることが
わかった。

2．フェーズフィールド法数値モデルの開発
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
きる数値計算モデルの開発を進めている。今年度は主に
以下の点に進捗があった。

（1）界面不安定化問題の解析解
これまで作成してきた2次元数値モデルの計算結果を、

Chadam＆Ortoleva（1990）の反応性流体の界面不安定
化問題に関する解析解と比較することで数値モデルの妥
当性を検証した。その結果、数値モデルで解析解の計算
結果と同様の結果を得ることができ、モデルの妥当性が
示された。

（2）浸透率不均質性の影響評価
2次元数値モデルにおいて、一様分布、正規分布、及

び対数正規分布の3つの手法により不均質な浸透率分布
モデルを作成し、数値シミュレーションによる試行実験
を行った。モデル中心部からワームホールが伸展する様図1　ワームホールイメージ図

図2　4 inch径コアサンプルにおけるワームホールCT画像
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子の例を図3に示す。均質な場合と比較して、不均質な
浸透率分布（Realization1～3、一様分布を使用）はワー
ムホール伸展効率を低下させる傾向を示す結果となった。

（3）完全陰解法数値モデルの開発
将来的な3次元モデルの開発に向けて、数値モデルの

計算時間を短縮させることが重要である。今年度、完全
陰解法を用いたモデルの開発に成功し、陽解法モデルの
計算結果と比較した。その結果、完全陰解法モデルで
は、数値計算の安定性の向上等が確認できたが、計算時
間は陽解法の方が優れていることが示された。今後、他
のソルバーを使うことで計算速度が向上するか検討する
予定である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
水水置換掃攻試験、酸処理試験後のコアを対象とした

CT画像解析により、水が選択的に流動する領域に、
ワームホールも選択的に流動する傾向が観測された。今
後は、CT画像の解像度についてさらなる検討を行い、
より詳細なCT画像解析を実施したいと考えている。

数値モデルの開発においては、①解析解と比較するこ
とでモデルの妥当性を確認、②浸透率不均質性の影響を
評価、③完全陰解法モデルの構築を行った。将来的な

フィールドへの適用に向けて、3次元モデルへの拡張、
計算時間の短縮に引き続き取り組んでいく予定である。

謝辞
本共同研究の実施にあたり、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、渡
辺貴大氏、日下部凌真氏、綾川裕文氏、小林真菜氏、ヘ
ルムホルツ研究所の皆様に深く感謝申し上げます。
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部年報、92-93．
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向けた研究、令和2年度石油天然ガス開発技術本部
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図3　均質モデルと不均質モデルの計算結果例 
（Realization1～3の不均質モデルでは、同一の浸透率範囲で乱数を変更して計算）
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⑥　分子スケール数値計算によるナノ孔隙内の二成分炭化水素混合物の吸着挙動に関する研究

実 施 期 間 令和3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
研究委託先 国立大学法人東京大学

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]や貯留層流体の相挙動がバルク状態（在来型油ガ
ス田でのサイズの孔隙内における状態）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
明するための分子スケール数値計算による研究委託事業
を実施して来た[7-10]。令和2年度には分子スケール数値計
算によるプロジェクトを実施し[10]、今年度は令和3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。

研究内容及び成果
本研究では、分子スケール数値計算の一つである

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（ガス）の吸
着を計算した。なお、二成分炭化水素混合物の成分は、
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いく。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の分子の間に働く力が無
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ること
が、これまでの研究から分かっている[11] [12]。吸着の計
算は昨年度[10]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
し、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、という手順に従って、対象とする
シェール岩石の吸着等温線を計算した。なお、昨年度と

同様、温度は40℃、バルク状態の組成（モル比）はメタ
ン：エタン＝0.9：0.1、孔隙サイズは1～20nmとした。
昨年度は孔壁を石墨で表現したところ、Wang et al. 

（2015）[13]の実験値よりも計算値が小さいという結果で
あった[10]。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た。そこ
で、今年度は、孔壁をケロジェンで表現して吸着の計算
を実施し、昨年度実施した石墨モデルでの結果よりも実
験値に整合する結果を得た。ただし、ケロジェンの密度
によってケロジェン内部の微細孔隙の容積が異なり、こ
のことが計算結果に大きく影響することも分かった。実
施した3つのケロジェン密度（分子動力学法により評価）
の中では、低密度（0.971 g/cm3）が最も良く実験値に
整合した（図）。

まとめ（今後の検討課題等含む）
過去に実施したメタン単成分からメタン－エタンの二

成分に拡張し、実験値に整合する結果を得ることができ
た。今後は、メタン単成分の場合と比較して、吸着量が
多いのか少ないか等の結果の詳細な検討を進める予定で

図　 吸着の実験結果とシミュレーション結果の比較 
（田中・他（2021）[12]、梁・他（2022）[14]を基に作成） 
実験：Wang et al. 2015、シミュレーション：Wang et al. 
2015以外
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ある。一方で、実際の貯留層流体は多成分であるため、
成分の変更や増加を考慮することが今後の検討課題とし
て挙げられる。また、実フィールドの観点からは、今後
の課題として、吸着しているガスをどれだけ生産できる
のかの検討も必要である。
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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、2019年2月に改定された「海洋エネルギー・鉱物
資源開発計画」において「将来の商業生産を可能とする
ための技術開発を進め、2023～2027年度の間に民間企業
が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されるこ
とを目指す」と目標が定められている。令和元年度から
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研究開発を実施している。

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、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・簡易生産実験を目指した有望濃
集帯の抽出に注力した。

令和3年度は、アラスカでの長期陸上産出試験の現場
作業開始に向け、詳細な実施計画策定作業、長納期品の
調達作業等の準備作業に加えて、モニタリング計画等の
策定を行った。また、試掘・簡易生産実験の対象となる
有望濃集帯を抽出する目的で、JMHをオペレータとし
て掘削同時検層（Logging While Drilling: LWD）を主
とする事前調査井の掘削が行われ、掘削対象とした4つ
の濃集帯の選定やデータ取得仕様の検討を実施した。

フェーズ4では4年間の実行計画を策定しており、令和
3年度末頃に以下の2つのマイルストーンを設定している。

・長期陸上産出試験の長期生産挙動データの取得と生産
技術の実証が十分に実施されていること。

・試掘候補地点が見いだされて、試掘作業の実施が実現
できる見込みであること。
一方、新型コロナウイルス感染症の流行等に起因する

アラスカ長期陸上産出試験の実施スケジュールの遅延
や、事前調査井掘削対象となる濃集帯の選定に必要な
データの入手が遅れるなどの現状に基づき、これらのマ
イルストーンを令和4年度後半へ延期すると共に、フェー
ズ4の研究開発期間を1年間延長して令和5年度末までと
する実施スケジュールの見直しが、経済産業省の第38回
メタンハイドレート開発実施検討会[3]にて提示された。

アラスカ長期陸上産出試験や事前調査井の掘削のみな
らず、貯留層評価、生産システム改良、日本周辺海域の
資源量評価及び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、機構が取り組んでいる各分野の主たる研究
の内容と成果を示す。

引用・参考文献
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environment/methane_hydrate/pdf/036_03_00.pdf 
（2022年6月1日閲覧）

[2]　https://www.meti .go.jp/shingikai/energy_
environment/methane_hydrate/pdf/035_02_00.pdf 

（2022年6月1日閲覧）
[3]　https://www.meti .go.jp/shingikai/energy_

environment/methane_hydrate/pdf/038_06_00.pdf 
（2022年6月1日閲覧）

Ⅲ．メタンハイドレートの研究開発

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methane_hydrate/pdf/036_03_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methane_hydrate/pdf/035_02_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methane_hydrate/pdf/038_06_00.pdf


― 105 ―

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　1．貯留層評価

①　ジオメカニクス及び出砂対策の検討

実 施 期 間 平成29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
研究委託先  シュルンベルジェ（株）、レンセラー工科大学（Rensselaer Polytechnic Institute）、 

学校法人早稲田大学、国立大学法人広島大学

基本情報（目的等）
砂層型メタンハイドレート（以下、MH）からのガス

生産においては、未固結の砂層中のMHがガスと水に分
解され流動することに伴い、地層変形や砂が移動し坑内
に流れ込む出砂等が起こり得るため、長期安定生産に向
けてはジオメカニクス（地盤工学）からアプローチを行
う検討も極めて重要である。本稿では、令和3年度に実
施した各種スタディの概要について紹介する。

研究内容及び成果
1．�長期陸上産出試験に向けたジオメカニカルモデル構
築（委託先：シュルンベルジェ（株））

MHからのガス生産中、ハイドレートの分解に伴う地
層変形の発生が予想され、それに伴いケーシングや出砂
対策機器等の健全性についても影響を及ぼすことが懸念
される。特にアラスカでの長期陸上産出試験において
は、過去に経験のない長期的な生産を目指すことから、

ジオメカニクスからアプローチを行う事前評価を実施す
る必要がある。そこで、本スタディでは長期陸上産出試
験において計画されている2坑の生産井（PTW-1、PTW-2）
に対し、シミュレータVISAGEを用いて三次元ジオメ
カニカルモデルを構築、貯留層モデルとカップリングを
行うことで、地層の圧密、沈下量、応力状態のシミュ
レーションを実施した（図1）。なお、今回のシミュレー
ションでは簡便化のため、減圧法により坑内圧力を
4MPaまで減圧する前提とし、長期陸上産出試験の主対
象層であるB層（下部層）からPTW-1にて1年間ガス生
産するケースと、D層（上部層）からPTW-2にて1年間
ガス生産するケースを仮定した。

シミュレーションにより算出された、掘削時、仕上げ
時及び1年間ガス生産を実施した後の坑井近傍の機器等
変位量予測結果は図2のとおりである。過去のスタディ
結果から、ケーシングの破壊が発生するひずみ量は
0.02strain程度と推定されているが、今回の計算では生

図1　坑井健全性評価のための設定モデル

図2　坑井近傍の機器等変位量予測結果の一例（weak cementing case）
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産開始1年後に0.004strain程度以下（仕上げ区間近傍、9 
5/8”ケーシングの黄色くなっている部分）と算出され
たことから、ケーシングならびにその他の坑井周辺の健
全性は確保できていると評価された。

以上のとおり、長期陸上産出試験でのガス生産に伴う
地層変形及び坑井健全性について数値シミュレーション
により評価を行い、いずれも1年間の生産であれば低リ
スクであるとの結果を得た。長期陸上産出試験では、坑
井においてガス生産中のひずみ量の測定を試みる計画で
あり、今後試験で得られる力学的なデータとの比較検討
等を行うジオメカニクスからのアプローチによる取り組
みを継続し、ガス生産に伴う影響を明らかにしていきた
い。

2．�出砂挙動シミュレーション（委託先：レンセラー工
科大学（以下、RPI）、早稲田大学）

MH生産中、ガス/水と共に坑内に砂が流入する出砂
トラブルの発生が懸念されており、砂生産挙動を予測す
るモデルの開発を進めている。概要は既報のとおりであ
るが、出砂現象のモデリングは力学や流体/粒子の流動、
ハイドレートの分解等の化学や熱力学等多くの要素が関
係するため（図3）、複雑な計算が必要となる。

令和2年度までは、第1回及び第2回海洋産出試験のヒ
ストリーマッチングや、その結果を踏まえたモデルの改

良業務を進めてきた。令和3年度は、長期陸上産出試験
での出砂予測を実施すべく、コア分析結果等より得られ
た力学特性情報に基づき入力パラメータを決定し、1年
間の生産に伴う出砂予測を実施した（図4）。ΔVsが移
動した砂の体積、Vが元々存在していた砂の体積を示し
ており、坑井から30m程度の範囲において、生産区間下
部を中心とし砂の流動が想定される計算結果が得られて
いる。長期陸上産出試験に向けて、次年度以降もシミュ
レーション作業を継続実施していく予定である。

本シミュレーションを実施する上で、いくつかの力学
的なパラメータについては、第2回海洋産出試験等デー
タに基づくヒストリーマッチにより推定したものを使用
しているが、実際にはMH濃集帯毎に地層性状は異なる
ため、別途力学的な試験を実施し、全ての入力パラメー
タを定量的に決定することが肝要である。

そのため、早稲田大学に委託し、技術本部にて所有す
る出水・出砂現象評価用実験装置（図5）を用いて必要
パラメータを実験的に導出するプロセスを検討中であ
る。令和3年度までに、東部南海トラフ海域にて取得さ
れたサンプルの粒度分布を模擬した人工供試体に対し、
温度圧力条件を制御した上で粒子流動開始時の限界動水
勾配、その後の出砂量等を再現よく測定し、必要なキャ
リブレーションを行い、出砂発生前の供試体内に生じる
体積ひずみ値を算出することを可能とした。また、これ
まで供試体に裁荷する平均主応力を一定とした条件で必
要パラメータの導出が進めてきたが、次年度以降は平均
主応力を変化させた条件においてもパラメータの導出を
行うことで、出砂予測シミュレーションの精度向上を図
りたい。

3．�AIを用いた出砂検知技術（委託先：シュルンベル
ジェ（株））

出砂トラブルの対策技術として、坑内への砂流入の兆
候を検知可能なシステムの開発を進めている。令和2年
度までのスタディで、坑内に設置する温度/圧力センサ
の指示値を機械学習により処理することで、第1回海洋
産出試験及び第2回海洋産出試験における出砂履歴と整
合性のある検知結果が得られる可能性が示唆されている。図3　出砂挙動シミュレーション概念図

図4　陸上産出試験における砂流動シミュレーション結果一例
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令和3年度は、CNN（Convolutional Neural Network）
という深層学習手法の適用を試行し、出砂検知精度が向
上する結果が得られた。今後、長期陸上産出試験におい
て本システムの技術検証の実施を目指していくほか、シ
ステムの汎用性向上を目的とした検討を加えていく。

4．�地層中微生物の活用による出砂対策（委託先：広島
大学）

出砂対策として、出砂の発生が懸念される軟弱な地層
を事前に改良することを目的とし、建設業界等でも地盤
改良や液状化対策として用いられるMICP（Microbially 
Induced Calcite Precipitation）技術の転用を目指し、
スタディを進めている（図6）。

これまでの研究で、東部南海トラフ海域に現存する微
生物を単離／培養することで、カルサイト（炭酸カルシ
ウム）を析出することが分かり、出砂対策のほか、大量
の水生産（出水トラブル）に対する遮水技術としても有

用であることが示唆されている。令和3年度は、MH開
発への適用性を高めるべく、カルサイト析出に寄与する
遺伝子の発現メカニズム解明や、低温/高圧環境での微
生物活性化手法の検討（図7）に着手した。
図7のとおり、高圧条件（13MPa）での培養可能性は

示されたものの、低温条件（13℃）では著しく増殖特性
が低下することが確認された。次年度以降は、微生物が
低温で増殖するための条件等について、検討を進める予
定である。

図5　出水・出砂現象評価用実験装置外観（上）及び模式図（下）

図6　MICP技術コンセプト図
5 

 

図 6. ESP関連データ適用のコンセプト図 
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し、建設業界等でも地盤改良や液状化対策として用いられる MICP（Microbially Induced 

Calcite Precipitation）技術の転用を目指し、スタディを進めている（図図 77）。 

 

図 7. MICP技術コンセプト図 

 

これまでの研究で、東部南海トラフ海域に現存する微生物を単離/培養することで、

カルサイト（炭酸カルシウム）を析出することが分かり、出砂対策のほか、大量の水生

産（出水トラブル）に対する遮水技術としても有用であることが示唆されている。令和

3年度は、MH開発への適用性を高めるべく、カルサイト析出に寄与する遺伝子の発現メ

カニズム解明や、低温/高圧環境での微生物活性化手法の検討（図図 88）に着手した。 

 

 

図7　培養後の顕微鏡観察結果（上段：13℃環境、30℃環境での
培養10日後の微生物の様子、下段：13℃環境における培養
10日後と40日後の微生物の様子（いずれも13MPa））
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まとめ（今後の検討課題等含む）
本稿では、MHの長期安定生産に向けた、ジオメカニ

クスからのアプローチから得られた知見による各種スタ
ディの概要について紹介した。減圧法により坑底圧を低
下させることに伴う長期安定生産阻害要因については、
引き続きジオメカニクスからのアプローチによるスタ
ディ・実験等を進めていくとともに、必要なモニタリン

グや対策技術の検討を進めていく。

謝辞
本稿はMH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の研究開発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及びMH21-Sに感謝の意
を表する。
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②　遮水剤を用いた出水対策スタディ

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 有馬雄太郎、安部俊吾
研究委託先 国立大学法人東北大学

基本情報（目的等）
メタンハイドレート（以下、MH）の減圧法によるガ

ス生産時、想定以上の水生産（出水現象）により計画通
りの減圧が達成されない可能性があり、技術課題の一つ
となっている[1]。過剰な水生産の要因の一つとして、
MH層と導通する帯水層が影響していると考えられ、そ
の対策として期待される遮水剤（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、令
和2年度から性能評価及び適用可能性の検討を実施して
いる[2]。

建設業界では、地盤の浸透率を下げ、かつ強化するこ
とを目的として液体である水ガラス（ケイ酸ナトリウム
水溶液）系遮水剤（以下、水ガラス）が広く用いられて
おり、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てゲル状になる現象を応用し
たものである。また、水ガラスはCCS（Carbon dioxide 
Capture and Storage）における漏洩対策の一つとして
も検討されており[3]、CCS関連の研究からCO2が水ガラ
スをゲル化させる中和剤となることがわかっている。
CO2の粘性は非常に低いため、坑井近傍に水ガラスがゲ
ル化して浸透率が低下した区間が存在しても、その区間
を通過して広範囲にわたる水ガラスを固化させることが
期待される。

そこで本研究では、効果が坑井近傍に限られる固体分

を含む遮水剤と比べより広範囲に効果が期待できる液体
遮水剤の水ガラス、並びに中和剤としてのCO2に着目し、
令和2年度には、米国ローレンスバークレー国立研究所
が開発したTOUGHREACTを用いた数値シミュレー
ションを実施し、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がる可能性を示した。この結
果を踏まえて、令和3年度は、「①水ガラス－CO2の反応
を確認するためのコア掃攻実験」、「②現実に近いと想定
される貯留層モデルを用いた数値シミュレーション」を
実施した。

なお、本研究は水ガラス及びジオメカニクスについて
の知見を有する東北大学に委託して実施している。

研究内容及び成果
1．水ガラス－CO2の反応を確認するためのコア掃攻実験

MH貯留層を模擬したサンドパックコアを作成して水
ガラスを充填し、その後CO2を圧入するコア掃攻実験を
実施した（図1）。実験前後でのコアの浸透率を評価す
るとともに、X線CT画像からCO2掃攻領域と水ガラス
の固化状況の比較を行うことを目標とした。

実験の結果、コア下流の配管が閉塞してしまったた
め、実験前後のサンドパックコア自体の水浸透率を測定
することはできなかったが、実験前のサンドパックコア

図1

図1　コア掃攻試験状況
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自体の水浸透率と実験後のコアの一部を用いた空気浸透
率を比較した結果、水ガラス－CO2の反応によるコアの
浸透率低下の可能性が示唆された。

2．�現実に近いと想定される貯留層モデルを用いた数値
シミュレーション

令和2年度は簡易的な貯留層モデルで数値シミュレー
ションを行ったが、令和3年度は、より現実的な貯留層
モデルを用いて浸透率の低下範囲及び水生産量の低下量
等を評価した。

本シミュレーションスタディは、図2に示すワークフ
ローに沿って実施した。まず、TOUGHREACTを用い
て、既に水ガラスが注入されている帯水層に対してCO2

を圧入すると仮定し、水ガラス－CO2反応シミュレー
ションを行い、浸透率及び孔隙率の変化、並びにその範
囲を評価した。なお、水ガラス－CO2反応の計算に必要
な反応速度式の各種定数については、令和2年度と同様
にIto et al. （2014）[3]を参照して与えた。次に、前述の水
ガラス－CO2反応シミュレーションから得られた浸透率
及び孔隙率の分布に基づき貯留層モデルを再構築し、
TOUGH2を用いて生産シミュレーションを行い、水生
産量を評価した。このワークフローに基づき、複数の
ケースを想定して遮水効果を評価した。

貯留層モデルは、第2回メタンハイドレート海洋産出
試験で取得された坑井データ、モニタリングデータに基
づいてJOGMECが過去に構築した二次元円筒座標系モ
デルを用いた。ベースケースは、図3に示すとおり、層
厚約8mの帯水層に対して、坑井から約50－100mまでの
中空円板状の領域に水ガラスを満たしている状態を仮定

し、初期の帯水層温度を約13℃、貯留層圧力を約13MPa
と設定した。一定のレート（約880m3/day）で60日間
CO2を圧入し続け、20日間のシャットイン後、40日間生
産する想定とした。

シミュレーションの結果、水ガラスを設置した区間で
CO2との反応によって浸透率は低下し、遮水バリアが形
成されること（図4）、水ガラスを設置しないケースと
比べて水生産量が低下していることを確認した。ベース
ケース以外のシミュレーションも実施し、水ガラスの設
置位置、水ガラスの濃度によって、遮水効果が異なるこ
とも確認された。今後、感度分析の結果に基づき、最適

図2　数値シミュレーションのワークフロー

図3　水ガラス－CO2反応シミュレーションの初期条件（坑井と水ガラス領域の位置関係）
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な水ガラスの設置位置、CO2圧入スケジュール等を検討
していく予定である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和2年度から検討している水ガラスについて、遮水

効果を評価するためにコア掃攻実験及び数値シミュレー
ションを実施した。

コア掃攻実験では、水ガラスを充填したコアにCO2を
圧入して置換し、実験配管が閉塞した影響があると考え
られるものの、水ガラスが固化したことによるコアの浸

透率低下の可能性を示唆する結果が得られた。今後は実
験前後の浸透率を定量的に評価ができるような実験デザ
インを検討する。

より現実に近い貯留層モデル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、水ガラスが固化した後の水生産量を評
価し、水ガラスを設置しないケースと比べて水生産量が
低下する結果を得た。今後は実際の現場での圧入方法も
念頭に置き、最適な作業計画の検討を進める予定であ
る。

謝辞
本研究は、MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の研究開発の一環として行ったものである。本研究の委
託先である東北大学（伊藤教授）、本成果の公表を許可
いただいた経済産業省及びMH21-Sに感謝の意を表する。

関連リンク、引用・参考文献等
[1]　第36回メタンハイドレート開発実施検討会（資料3：

総合的検証に基づく技術課題の抽出と解決策の検討
について）  
https://www.meti .go . jp/shingikai/energy_
environment/methane_hydrate/pdf/036_03_00.pdf

[2]　安部俊吾・山本晃司、（2020）：遮水剤を用いた出水
対策検討：令和2年度石油天然ガス開発技術本部年
報、92-93

[3]　Ito, T., Xu, T., Tanaka, H., Taniguchi. Y. and 
Okamoto, A., Possibility to remedy CO2 leakage 
from geological reservoir using CO2 reactive 
grout, Int. J. Greenhouse Gas Control, 20 （2014）, 
310-323

図4　水ガラス－CO2反応シミュレーションでの帯水層の初期浸
透率からの変化過程

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methane_hydrate/pdf/036_03_00.pdf


― 112 ―

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　1．貯留層評価

③　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のDAS技術動向

実 施 期 間 令和3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
研究委託先 RPS Energy Limited

基本情報（目的等）
第2回海洋産出試験において実施したガス生産試験前

後の物性変化を捉えることを目的に、平成28年度から平
成30年度にタイムラプス反射法地震探査を実施した。
データは、海底面に4成分（ハイドロフォン、加速度計3
成分）センサー70台からなるOcean Bottom Cable（以
下、OBC）を設置し、海水面付近でエアガン発震して
データを取得した。

試験前後のデータを比較することにより物性変化を捉
えることができ、一定の成果が得られた。一方、取得
データの検証がなされ、データ取得の仕様を見直すこと
によってより高品質なデータが取得できることが判明し
た[1]。そこで、OBC方式に制限せず、他の物理探査モニ
タリング手法について検討を行った。その結果、次
フェーズでの海洋産出試験の際には、光ファイバーに
よって地震動を取得するDistributed Acoustic Sensing

（以下、DAS）方式が有力となった[2]。
以上の経緯より令和3年度は、DAS技術の現状及び将

来性をより詳細に把握するため、技術動向調査として公
表されている論文等の文献調査、及び数社のDAS技術
の提供会社のWEBサイトから各社の技術動向のリサー
チを行った。

研究内容及び成果
令和3年度のDASにかかる技術動向調査の内、文献調

査に関する部分の概要を以下に記す。

1．DAS技術の概要
光ファイバーに入力されたレーザー光はファイバー中

で散乱し、その一部が後方へ戻ってくる。このような後
方散乱光の強度と位相を観測することで、ファイバーの
歪を計測する手法がDASである。

DAS技術は、2000年代後半に地震探査の分野に導入
され、最初はVertical Seismic Profiling（VSP）探査に
適用された。DASは光ファイバーケーブルの全長が受
振部となり、1本のケーブルで長大な取得区間をカバー
でき、効率的にデータ取得することができる。よって、
DASによるVSP探査（本報告では以下V-DASと称す）
は、従来の受振器によるVSP探査に代わる手法として
発展してきた。一方、DASを地表面に設置してデータ
を取得する地震探査（本報告では以下S-DASと称す）
は、光ファイバーに垂直に入射するP波では光ファイ

バーにおける歪変化が小さいため、感度が劣る（DAS
の指向性）という問題があり、V-DASより実用化が遅
れている。

光ファイバーへのレーザー光の入射、後方散乱波の収
録は、レーザー光入出力装置（Interrogator）にて行わ
れ、年々性能が向上している部分である。現在サービス
会社から提供されているものは、ゲージ長（受振点分解
能）を数m設定にすることが可能となっており、数年
前の10mあるいは30mというゲージ長に比べ高密度・高
分解能のデータサンプリングが可能となっている。例え
ば、受振点間隔が1mの50kmの光ファイバーケーブル
では、受振点は50,000点となり、非常に高密度なデータ
サンプリングとなり、将来的な24時間365日のモニタリ
ング業務で取得される高密度データ取得に大きな役割を
果たすことが期待される。

2．DAS技術の現状
DAS技術は新しい技術であり、現状では従来型手法

より優れている点がある一方、改善すべき点もある。
V-DASの適用例は増えているが、取得成分は1成分であ
る。S-DASは指向性の問題から、入射する波形取得に
制約がある。しかし、指向性の問題は、らせん状に巻か
れたケーブル（Helically Wound Cable: HWC）で解決
することが期待される。また、DAS技術を適用した事
例、あるいは研究に関する多くの論文も発表されてお
り、DAS技術への関心と可能性を示していることから、
今後の発展が期待されている。表1及び表2にDAS技術
の長所、短所をそれぞれまとめた。

3．DAS技術の適用例及び改善策検討例
（1）V-DAS

石油・天然ガス開発で実施されるV-DASは、生産井
や圧入井に恒久的に設置され、貯留層モニタリング及び
EORモニタリングを目的として実施されることが多く
なってきている。また、CCSモニタリングや地熱開発
等へも適用されている。すなわち、長期運用が求められ
るシステムとなっており、柔軟で頑強であることが求め
られる。

V-DASで使用される光ファイバーケーブルは、坑内
の過酷な環境に対応できるように外装され、通常1/4イ
ンチ径のため、従来型受振器が設置できない状況でも設
置が可能である。素材はグラスファイバーであることか
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ら、水による制約を受けない。また、1本のDASケーブ
ルで深い坑井でのデータ取得が可能である。Shell社は、
メキシコ湾の深海や大深度坑井でV-DASを実施してお
り、最大18,000フィート（約5.5km）までDASケーブル
を設置してデータ取得した実績がある（Kiyashchenko、
2020[3]）。V-DASは1回の発震作業で長い区間の測定が可
能であるため、効率的にデータ取得が可能である。

V-DASの課題は、従来型のVSPと同様に、得られる
情報が坑井周辺（測定深度による）に限定される点であ
る。しかし、これは複数の坑井にDASを配置すること
により、観測範囲を拡大することが可能である。最近で
はSaudi Aramcoが、深部の低レリーフ構造のイメージ
ングを目的とし、新しいV-DASシステム（Smart DAS 
uphole system）を設計した（Bakulin, 2019[4]）。

（2）S-DAS
V-DASの急成長と比較するとDASの指向性がS-DAS

の発展を妨げているものの、陸域及び海域に関わらず

S-DASへの関心は年々高まっている。最近の論文[5]で
は、S-DASは受振器等のポイントセンサーに代わる新
たな選択肢であり、ポイントセンサーではできなかった
マルチスケールグリッドの受振器であると認識されてい
る。

マルチスケールグリッドとは、DASのゲージ長を変
更することで1本のケーブルから複数のデータセットを
抽出することであり、DASの柔軟性を応用したもので
ある。例えば、複雑な表面近傍の状況を把握し、表面波
や屈折波を正確に記録するには、1m程度の狭いゲージ
長が好ましいとされている。より深部のイメージングで
は、10-20mのゲージ長が最適かもしれない。また、超
低周波の地震波を収録するには50mのゲージ長が必要と
なることもある。DASではこれら異なるゲージ長のデー
タを1本の光ファイバーと1回の発震にて収録することが
できるため、ポイントセンサーの受振器より優位といえ
る。

表2　DAS技術の短所

Interrogatorの設置地点におけるノイズや振動が、データ品質に影響を与える。

ストレートDAS光ファイバーケーブルは、入射するP波に感度がない。

光ファイバー設置状況（カップリング）の変化に影響を受けやすく、カップリングが低下すると信号強度が低
下する。

光ファイバーケーブルに沿ってInterrogatorからの受振点までの距離は把握できるが、受振点の絶対位置の不
確実性がある。

現在適用されているデータ取得成分は、1成分である。

24時間年中無休のモニタリングに適用する場合、観測点数を多く設定できるため、データ量が膨大となる傾向
にある。そのため、データ管理には自動処理（ML/AI）が必要となる。

綿密な計画と調整が、データの品質確保・向上に必須である。

DAS技術で取得されたデータには、従来型の受振器と比較しノイズが多くなる（Interrogatorの自己ノイズの
影響等）傾向にある。

表1　DAS技術の長所

0～数kHzの超広帯域である。

ダイナミックレンジは、120dB（製品により異なる）である。

データは高密度でサンプリングされ、データは高分解能であり、かつ、超広帯域のためエイリアシングを抑え
る。また、より高精度の速度モデル構築が可能となるデータが提供可能である。

DASケーブルの内部は光ファイバーケーブルのみであり、増幅器や電源等の作動部はないため、漏電や電磁
波の影響を受けず、耐水性に優れている。また、電子機器の使用に適さない過酷な環境でも動作する。

光ファイバーケーブルは、低コストである。

1本の光ファイバーケーブルへ複数のセンサー（振動・温度・流量・圧力）に対応した光ファイバーを組み込
むことが可能である。

V-DASでは、1本の光ファイバーケーブルで坑井内の全測定区間をカバーできるため、発震時間の削減ができ
効率的である。

永続的なモニタリングを考える場合、低コスト、長期的な信頼性、導入の容易さがある。

ゲージ長／受振点間隔はInterrogatorによるが数mまで選択可能となっている。
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（3）S-DASの指向性
光ファイバーに高角度で入射するP波を受振できな

い、というDASの短所により、S-DASはV-DASより実
用化が遅れている。そこで、Whiteら[6]は、入射が高角
度のP波の感度を見ることを目的とし、フィールドにお
いて異なるタイプの光ファイバーケーブル（ストレート
光ファイバーケーブル、2種類（対称コイル及び非対称
コイル）のHWC、及び比較のための従来型の受振器を
用いてテストを行った。その結果、非対称に巻いたコイ
ルのHWCが、高角度のP波に対してより高い感度を持
つことが示された。また、Spikesら[7]は、従来型の受振
器、3種類の光ファイバーケーブル（HWC、ストレート
光ファイバーケーブル、被覆されたストレート光ファイ
バーケーブル）で取得したデータを比較した。その結
果、 受 振 器 とHWCが 類 似 し て い る こ と が 分 か り、
S-DASにより反射法地震探査データを取得することが
できることを実証した。一方、Kuvshinov[8]は、巻き付
け角度によるHWCの感度を調べたところ、巻き付け角
度約30度のHWCが軟岩に接触している場合は入射角度
にほとんど依存しない事、及び硬岩では入射角度に依存
して感度が増加することを示した。また、最適な巻き付
け角度は、使用するファイバーのポアソン比に依存する
としている。

（4）カップリング及びケーブル敷設
受振器同様、DASケーブルはカップリングにより取

得データの品質に影響する。V-DASの場合、ケーシン
グ外などに固定することにより、この問題の改善を試み
ている。S-DASの場合、ケーブルを溝に埋設するのが
理想となる。海底面に設置する場合、海底面とケーブル
が連続的に接触しているかどうか、海底面の強度、ケー
ブルの重量を考慮する必要がある。また、砂漠環境下で
は20～100cmの埋設で強固なカップリングが達成され、
地震探査では10～20cmの溝で十分である（Bakulin, 
2019 [4]）とされている。

4．DAS技術の課題
DAS技術は地震探査分野では比較的新しい技術であ

るが、その利点は前述のとおりである。特に適用の柔軟
性、そして低コストであることは、今後のDAS技術の
適用例の増加を期待させる。また、DAS技術のレベル
をさらに向上させ、スケールアップさせるためには、以
下が課題となる。
・マルチコンポーネント（振動、温度、流量、圧力）の

多パラメータ、多チャンネルのInterrogatorの開発に
より、全体のコストを抑える。

・高温耐性、高レイリー散乱係数、耐水素性、曲げによ
る損壊防止などの開発を進め、性能向上とハードウェ
ア寿命の延長を図る。

・あらゆる環境下における低コストでの3成分地震探査

データ取得に向け、3成分DASケーブルとInterrogator
を様々な技術的アプローチにて実現する。3成分DAS
ケーブルが商業的に利用可能になる前には、1成分
ケーブル（HWCケーブル）と3成分受振器を組み合
わせることなどにより、中間的なソリューションを提
供することができる。

・24時間365日のモニタリング業務によって取得される
高密度で低コストの大量データは、データ解析、有益
情報の抽出に自動処理（MLやAI技術）の開発が重
要である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度、DAS技術の現状、DAS方式の反射法地

震探査への適用例を把握するための文献調査を行った。
V-DASについては適用例も多くあり、測定方法として
の信頼性も高まっている。一方、S-DASは研究段階で
あり、フィールドでのテストは実施されているものの、
実適用には様々な課題が残されている。また、V-DAS
とS-DASの共通の課題は、3成分取得ケーブルの実用化
である。そして、HWCの今後の改善・開発により、実
用化の可能性も高まっている。

今後は、DAS技術提供会社の技術力をリサーチし、
次フェーズでの海洋産出試験において、DAS方式の適
用可否を判断する。
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本研究は、MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の研究開発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及びMH21-Sに感謝の意
を表する。
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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、大槻 敏、有馬雄太郎
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、気象海象等の影
響を受けやすい海上と比較し、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）傘下の国立エネル
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（以下、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は日米共同で実施され、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
備作業を進めている。

研究内容及び成果
1．Science and Operation Plan（研究計画書）作成

本プロジェクトの目的を明確にするとともに、今後掘
削される坑井でのデータ取得計画、生産井の仕上げ計
画、モニタリング計画、生産試験計画概要等を定めた

“Science and Operation Plan”の策定作業を令和2年度
に続いて日米共同で実施した。

2．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。

各坑井に設置する音響センサー（Distributed Acoustic 
Sensing（DAS）ケーブル）を利用して、これを受振器

として実施する坑井間地震トモグラフィ（Cross-Well 
Seismic Tomography）や、生産中の音響シグナルを検
知することにより出砂の兆候を知る手法等に関する適用
可能性検討も当該計画策定作業の中で実施した（詳細は

「②現地データ取得作業及び貯留層モニタリング計画」
を参照）。

3．詳細実施計画の策定
令和3年1月に第三者オペレータ＊2として選定された

ASRC Energy Services Alaska, Inc.社（以下、AES社）
と共に詳細実施計画策定作業を継続した。

実際の現場作業が安全に実施でき、かつ本プロジェク
トの目的（長期的な安定生産の実現、技術課題に対する
対策の実証、等）を達成できるように、第三者オペレー
タであるAES社の視点からも確認しながら、日米関係
者間で密接に連絡を取り詳細実施計画の最終化を進めた。

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（電動水中ポンプ：
以下、ESP）を適用した減圧システム、出砂対策装置、
及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「③坑井仕上げ、
坑内機器、地上生産設備等の仕様検討及び準備作業」を
参照）。

詳細実施計画策定作業と並行して、掘削作業及び産出
試験等の実施スケジュールを策定するため、PBU鉱区
権者との協議、ならびに実施に必要な許認可取得作業等
もAES社を中心に実施された。また、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響も踏まえて産出試験実施スケ
ジュールの見直し作業も実施している。

4．長納期品調達
MH21-S研究開発コンソーシアム（以下、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：以下、GDW）1坑及び生産井（Production 
Test Well：以下、PTW）2坑に設置する予定であるセ

※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）

＊2 第三者オペレータ：本プロジェクト実施者（JOGMEC、NETL）及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：以下、PBU鉱区）の鉱区権者以外の「第三者」をオペレータとして実際の現場作業（掘
削、産出試験等）を実施する方針のため「第三者オペレータ」と呼ぶ。
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ンサーケーブル（温度、圧力、ひずみ等）、坑口装置、
及びESPなどの長納期品（調達までに時間を要する機
器）の調達を継続した。

また、第三者オペレータへの長納期品の引き渡し方法
の確認を経て、実際の引き渡しを実施した。

5．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、及
びGPS（Global Positioning System）を用いた試験サイ
ト近傍のベースライン標高変位測定を継続した。

標高変位測定作業については、産出試験開始前に通年
のベースラインデータを取得し初期目的は達成したこと
から一旦休止し、産出試験開始後にデータ取得を再開す
る予定としている（詳細は「②現地データ取得作業及び
貯留層モニタリング計画」を参照）。

また、GDW1坑及びPTW2坑が掘削された後には、こ
れらの坑井に設定する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。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度事業では、長期陸上産出試験の目的や要求

事項、各種計画などをまとめたScience and Operation 
Planの策定作業を日米協力の下で継続した。また、長
期陸上産出試験実施に向けてAES社と共同で詳細実施
計画策定作業を継続した。

その他、モニタリング計画等の策定作業、データ取得
作業、長納期品調達作業を継続し、調達した機器の第三
者オペレータへの引き渡し等も実施した。

今後は、詳細実施計画を最終化するとともに長期陸上
産出試験開始に向けた各種作業を進め、3坑井（GDW
及びPTW2坑）の掘削作業を実施し、産出試験の開始を
目指していく。

謝辞
本研究は、MH21-Sの研究開発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、経済産業省及び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

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、有馬雄太郎、中塚善博、菅野貴行、沖中教裕
研究委託先 東洋エンジニアリング（株）、シュルンベルジェ（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及び生産挙動の

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、 及 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層及び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。

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兼モニタリング井（Geo 
Data Well　以下、GDW）1坑及び生産井（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、生産試験の主対象層であるB層のみを
仕上げるPTW-1坑井とB層及び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。いずれの坑井にも、その目的
に応じ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る。なお、モ
ニタリング計画立案、現場データ取得作業、STW地層
温度データQC（Quality Control）は東洋エンジニアリ

ング（株）、貯留層評価に係るSTW地層温度データ解析
はシュルンベルジェ（株）の協力を得て実施している。

研究内容及び成果
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）ケー
ブルが設置されており、地層温度計測を継続している。
生産試験開始後はMH分解に伴う地層温度の変化を捉え
ることが重要な目的であるが、試験開始前の地層温度
データは、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。令和3年度は、前年度に引き続き
DTS測定機器周りの環境温度が地層温度の測定値に与
える影響評価や地層温度データに現れる特異点（一時的
な地層温度の高まり）の解析、MH貯留層近辺の温度の
安定性評価等を実施した。

（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、試験前の標高の季節変動データ（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。
これまでの測定にて通年のベースラインデータを得るこ

図1　試験サイト周辺の標高変位及びPrudhoe Bayの最高・最低気温[1]
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とができたと判断し、令和3年7月のデータ取得を以て測
定は一時中断している。生産試験開始後に、再びデータ
取得作業を実施する予定である。

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及び表1に示

す。

（1）地層温度及び音響測定
PTW及び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。GDWには、さらに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計画である。また、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
タが取得可能な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及び変化の取得が期待
できる。

平成31年3月には、STWに設置されたDASケーブル
（音響センサー）を受振器として利用するDAS-VSP
（Vertical Seismic Profile）が実施され、STW近傍の地
質構造の解釈がなされた[2]。今後は、GDWに震源とな
るツールを降下させ、残り3坑のDASケーブルにて受振
することで、坑井間の地震波速度構造断面を推定する坑

井間地震トモグラフィ（Cross-Well Seismic Tomography）
等を検討しており、令和3年度はそのFeasibility Study
を実施した（詳細は「（2）-⑤長期陸上産出試験における
物理探査モニタリング手法の検討」を参照）。このよう
にDASの主な目的は地下構造の把握及び生産試験前後
の貯留層物性の変化を捉えることであるが、出砂等に伴
う 異 常 シ グ ナ ル や 生 産 に 伴 う 音 響 信 号（Acoustic 
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及びGDWにて圧力センサーを設置する。特に、
PTWでは、坑内（ケーシング内側）並びに出砂対策装
置を介した地層側（ケーシング外側）の圧力を共に測定
することで、生産井周りでの圧力損失の変化を捉え、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
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）を
1箇所ずつ配置する計画である。

（3）ひずみ測定
PTW及び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及び地層に作用する軸ひずみや

図2　各坑井におけるモニタリング計画概要
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曲げひずみを測定することで、地層変形の観測を試み
る。

光ファイバーセンシング技術の中で、ひずみ計測によ
く使われるのは、BOTDR（Brillouin Optical Time Domain 
Reflectometry）方式とFBG（Fiber Bragg Grating）方
式である。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方
式には、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、
BOTDR方式ではなくFBG方式を採用することにした。
採用した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。

上記の通り、各坑井に配置するセンサーに係る詳細計
画を定めるとともに、坑井掘削後のケーブル設置手順の
検討、坑内機器や地上生産設備のデータと併せて遠隔地

（オフィス）でのデータモニタリングのためのデータ転
送システムなどの準備を行った。

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、地層温度測定及び

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、生産井や観測井の掘削・仕上げ
計画と並行して、坑内センサー・坑内機器・地上生産設
備などモニタリング計画全体の最終化を行う予定である。

謝辞
本研究は、MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の研究開発の一環として行ったものである。長期陸上産
出試験に向けたJOGMECの研究開発等業務を支援して
いる東洋エンジニアリング（株）及びシュルンベルジェ

（株）、本成果の公表を許可いただいた経済産業省及び
MH21-Sに感謝の意を表する。
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2022/04/18）

[2]　藤本 暁・小林稔明、（2020）：DAS-VSPデータの解
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③　坑井仕上げ、坑内機器、地上設備等の仕様検討及び準備作業

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、大森元裕、大槻 敏、有馬雄太郎、関 誠、永岡卓也、佐藤亮介、安部俊吾、 

沖中教裕
研究委託先 ASRC Energy Services, Alaska Inc.、東洋エンジニアリング（株）

基本情報（目的等）
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（地層
の性状を調査するための試錐井）（STW）に加えて、今
後2坑の生産井（PTW-1、PTW-2）及び1坑のモニタリ
ング井（GDW）の計3坑の坑井を掘削した上でメタンハ
イドレート（以下、MH）からのガス生産を実施する計
画である。

本業務では、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（耐えうる）坑井、坑内機器、地上生
産設備等の仕様検討・設計を行い、機器の調達等を含め
た準備作業を実施する。令和3年度は、令和2年度までに
実施した検討及び準備作業を踏まえ、リスク評価などを
通じて使用する機器を具体的に検討するとともに、機器

製作等の産出試験実施に向けた準備作業を進めた。

研究内容及び成果
1．坑井仕上げ及び坑内機器等の準備

陸上産出試験で生産を行う生産井2坑（PTW-1、PTW-2）
の設計概略を図1に示す。最初に生産を計画している
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。もう一方の生産井PTW-2では、B層
とD層の両層を仕上げ、いずれの層からも生産できるよ
う坑井設計が行われているが、PTW-1の生産中に生じ
る可能性のある生産障害に幅広く対応可能とするため、
掘削時はケーシングのみセットし、パーフォレーション
作業及び坑内機器の設置等の仕上げ作業については、
PTW-1の生産状況を見たうえで判断できるよう柔軟性

図1　生産井2坑の概略図
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を持たせた計画としている。パーフォレーション作業と
は、坑井仕上げ時、プロダクション・ケーシング設置
後、生産層から油・ガスが坑井内に流入できるよう、
ケーシングとその外側のセメントを貫いて生産層に達す
る孔（あな）を開ける作業である。

令和3年度の業務では、坑内に設置する水中ポンプ
（Electrical Submersible Pump：以下、ESP）、坑内ヒー
タ（Downhole Electric Heater：以下、DHEH）、坑口
装置やケーシングなどの購入作業等を進めるとともに、
主要な機器については、動作確認試験や組み立て試験な
どを実施し、試験実施場所へ向けての輸送を開始した。

（1）ESPの設置及び動作確認試験
長期陸上産出試験では、幅広い生産量に対応するた

め、異なる編成のESPを4種類準備し試験を実施する予
定である。また、ESP本体はBaker Hughes社の製品を
利用するが、電源、モーターなど動力部分については、
掘削リグを動員せずにスリックライン等を用いて入れ替
えが可能なAccessESP社の製品を採用しており、異な
るベンダーの製品を組み合わせることから、主要な編成
については試験場所への搬送前に設置及び動作確認試験
を実施した。

同試験では、すべての組み合わせにおいて設置手順を
確認するとともに、機器が正常に動作することを確認
し、また実際の坑井への設置に向け、重量やスリックラ
インにかかるテンションの情報、回収等の際の引張強度
などの情報を得ている。なお、動作確認試験終了後、当
該機器は長期陸上産出試験での利用に向けアラスカ州
ノーススロープへ輸送されている。

（2）坑口装置のSystem Integration Test
長期陸上産出試験では坑井に多くのセンサーや機器を

設置することから、坑口において多くのケーブル類を取
り出す必要がある。System Integration Test（以下、
SIT）では、これらのケーブルが問題なく通せることを
確認するための試験を実施した。多数のケーブル、配管
等を坑口装置から取り出すことから複雑な作業となるも
のの、坑口設置には問題がないことを確認した。一方
で、坑口装置を実際に設置するまでに確認すべき項目を
抽出した。なお、坑口装置についても掘削開始に向け、
アラスカ州ノーススロープへの輸送を開始する予定であ
る。

（3）DHEHの動作確認試験
DHEHについては、過去の海洋産出試験における実

績や調査の結果、市場に長期産出試験に適した信頼性の
高い製品がないと判断されたことから、坑内で使用可能
な類似のヒータの開発経験を有するベンダーによるヒー
タの開発に着手した。令和2年度から、設計、製作を進
めており、令和3年度は完成したヒータを用いた動作確
認試験を実施している。同試験では、想定される流量の
水4,500bbl/dayを流し10℃の昇温が可能であることを確
認するとともに、約6時間安定的に昇温が継続できるこ
とを確認した。機器、性能ともに要求事項に照らして問
題ないことが確認できたため、今後、アラスカ州ノース
スロープに向けた輸送を開始する予定である。

2．地上生産設備の仕様検討と準備
地上生産設備の設計については、令和2年度に60%の

完成度まで進捗していたものを100％の完成度まで進め
るとともに、地上生産設備のモジュール化等を含む準備
作業を開始した。

地上生産設備の設計では、想定される生産量などを考
慮し、生産水の蒸発処理装置の台数を見直すなど全体的

3 
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22..地地上上生生産産設設備備のの仕仕様様検検討討とと準準備備  

 

図２ 坑口装置の System Integration Test の様子(左：配管等を取り付けた Landing 
Hanger の坑内設置、右：坑口装置配管等のブラケット等の取り回しの様子) 

 

図２　 坑口装置のSystem Integration Testの様子（左：配管等を取り付けたLanding Hangerの坑内設置、 
右：坑口装置配管等のブラケット等の取り回しの様子）
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な最適化を行うとともに、生産したガスを蒸発処理装置
などの燃料ガスとして利用できるように設計している。
なお、過去の生産試験などから、ガス生産量は大きく変
動しうるため、装置の運転に十分な量の燃料ガスが確保
できない可能性も考慮し、近隣のパイプラインからのガ
ス供給も可能とすべく検討及び準備を行っている。

図4はモジュール化の一例であり、製作中のものであ
る。試験場所のインフラは都市部のそれとは異なり、プ
ロジェクト実行上現地工事を最小限にすることが費用
面・効率面から合理的であるため、製作工場で配管・
ケーブル工事等を最大限実施しておくことにより、現地
での作業を短縮するとともに、天候による作業遅延等の
影響を軽減することを目指した。また、試験場所におけ
る冬季の天候は極めて厳しく、極寒環境から機器を保護
することなども必要となるため、モジュールにこの機能
も含めて製作している。具体的には、工場において、モ
ジュールの中にポンプやデサンダー等の機器を据え付
け、さらに配管・ケーブル等も据え付けている。これに
より、現場ではあらかじめ機器が据え付けられた建屋の
ようなモジュールをそのまま輸送し設置したのち、モ
ジュール間の配管、配線等を行えば地上生産設備の設置
作業が完了する。このようなモジュール化の作業は、石
油・ガスプロジェクトにおいても採用されている方法で
ある。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度は令和2年度に引き続き、坑内機器の準備作

業、地上生産設備等の仕様検討ならびに機器の準備を進
めてきた。坑内機器については、装置等の準備を進め、
主要な機器の動作確認、組み立て試験等を実施し、問題

ないことを確認するなど進捗している。地上生産設備に
ついては、100％完成度の設計としたうえで、内容の最
適化等を行いつつ、機器の準備を進めてきた。

今後は、坑内機器、地上生産設備の準備を進めるとと
もに、掘削開始、生産開始に向けた準備を進める予定で
ある。

謝辞
本研究は、MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の研究開発の一環として行ったものである。長期陸上産
出試験に向けたJOGMECの計画立案作業を支援してい
る東洋エンジニアリング（株）、第三者オペレータとして
詳細計画の立案ならびに地上生産設備等の準備を手掛け
ているASRC Energy Services, Alaska Inc.、本成果の
公表を許可いただいた経済産業省及びMH21-Sに感謝の
意を表する。

図３　地上設備概略

図４　工場でのモジュール化の様子（写真は、ポンプモジュール）
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④　層序試錐井検層データと岩石物理モデルによるガスの存在の検討

実 施 期 間 令和3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、下田直之
研究委託先 シュルンベルジェ（株）

基本情報（目的等）
アラスカ長期陸上産出試験における層序試錐井

Stratigraphic Test Well（以下、STW）は、フェーズ3
においてBPをオペレーターとして2018年に掘削した坑
井である。STWの目的は、対象地域のメタンハイド
レート（以下、MH）を含有するサガバニルクトル層B, 
C, Dユニットの温度、層厚、MH飽和率等を評価するこ
とである。収録された検層データは解析され、音波検層
データとVp/Vsから、図1のようにMH安定領域の下位
のフリーガスゾーンと、Bユニット下部にガスの影響が
認められた。Bユニット下部のガスは生産試験の際に減
圧を妨げる要因となる上、溶解したメタンガスと一緒に
生産される可能性がある。そこで令和3年度は岩石物理
モデルを構築し、Logging While Drilling （LWD）にて
存在が示唆されたガスの評価を実施した。このガスの特
徴を明らかにすることを目的に、岩石物理モデルの構築
とタイムラプス音波検層データの分析を実施した。

研究内容及び成果
本スタディでは検層解析結果を元に岩石物理モデルを

構築し、ガスを含むケースとガスを含まないケースでP
波速度の合成記録を作成する。また、タイムラプスで取
得した音波検層データとの比較により、MH安定領域下
で示唆されたガスの評価を実施した。

（1）岩石物理モデル構築
岩石物理モデルは、P波速度、S波速度、密度、マト

リックスの弾性特性、流体の弾性特性、圧密定数、孔隙
率などの岩石の物性を表現するモデルである。岩石物理
モデルのシミュレーション手法は複数あるが、本スタ
デ ィ で はSimplified-Three Phase Biot Type Equation

（STPBE）を使用した。STPBEはLee （2008）[1]によっ
て初めて紹介され、以下の式で表される。

ここでのkは体積弾性率、μはせん断弾性率、ρはバ
ルク密度、φは孔隙率、φhはガスハイドレート体積、
αは圧密係数、εはgrain supporting factorである。

STPBEモデリングにおける鉱物及びMHの岩石物理
モデルは図2のように示されている[2] [3]。

（2）岩石物理モデル結果
検層解析結果を用い、STPBEモデリング手法により

Bユニットの下部にガスが存在するケースAと、ガスが

存在しないケースBの2ケースを作成し、それぞれ合成
音波速度を算出した（図3）。Bユニット下部を除き、ほ
ぼ同じ結果が両ケースにて得られている。2つのケース
とも、検層結果である音波速度との比較では、数箇所に
て誤差が認められるものの、全体では±10%の範囲で一
致する結果を示した。この結果から、本岩石物理モデル
が地層特性を十分に表現できていることが示された。し
かしながら、検討対象としているBユニット下部につい
ては以下の結果となった（図4）。

図1　（ア）B層の検層解析結果。B層上部はピンク、下部は赤の
背景色で示している。（イ）音波検層から得られたP波速度
とVp/Vsのクロスプロットである。データポイントの色は

（ア）の背景色となっている。また緑線は泥、青線は水で飽
和している砂、赤線はガス飽和率のトレンドを示している。
B層下部のデータである赤丸はVp/Vsが2付近、音波速度は
105～135us/ftとなっており遅く、すなわちガスの存在を
示唆している。
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ケースA： 圧縮スローネス（Compressional Slowness：
P波速度の逆数）は合成記録と検層がよく
一致するが、せん断スローネス（Shear 
Slowness：S波速度の逆数）は合成記録が
検層結果より大きい（速度が遅い）。

ケースB： 圧縮スローネスは合成記録が検層より小さ
く（速度が速い）、せん断スローネスは合
成記録と検層がよく一致する。

4 
 

 

図 3 モデリング結果である合成音波（黒線）と検層結果（赤・ピンク線）の比較。青、赤、

緑矢印で示すところで、少し誤差があったが、全体に±10%の範囲で一致している 

 

図 4 B層のモデリング結果、合成音波（黒線）と検層結果（赤・ピンク線）を示す 
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図3　モデリング結果である合成音波（黒線）と検層結果（赤・ピンク線）の比較。青、赤、緑
矢印で示すところで、少し誤差があったが、全体に±10%の範囲で一致している

図2　岩石物理モデルにおける弾性特性
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（3）タイムラプス音波検層データの分析
Bユニット下部の合成記録と検層測定値が一致してい

ないことの検討を行うために、タイムラプス音波検層
データを分析した。STWのBユニットにおいては、掘

削中（LWD）と掘削後（3時間後：MAD03と70時間後：
MAD04）の計3回の検層記録が収録されている。図5に、
これまでのケースB合成記録、MAD03とMAD04の比
較を示す。4 

 

 

図 3 モデリング結果である合成音波（黒線）と検層結果（赤・ピンク線）の比較。青、赤、

緑矢印で示すところで、少し誤差があったが、全体に±10%の範囲で一致している 

 

図 4 B層のモデリング結果、合成音波（黒線）と検層結果（赤・ピンク線）を示す 
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図4　B層のモデリング結果、合成音波（黒線）と検層結果（赤・ピンク線）を示す

5 
 

（（３３））タタイイムムララププスス音音波波検検層層デデーータタのの分分析析 

 Bユニット下部の合成記録と検層測定値が一致していないことの検討を行うために、タイ

ムラプス音波検層データを分析した。STWの Bユニットにおいては、掘削中（LWD）と掘削

後（3時間後：MAD03と 70時間後：MAD04）の計 3回の検層記録が収録されている。図図 55 に、

これまでのケース B合成記録、MAD03 と MAD04の比較を示す。 

 

 

図 5 モデル結果と MAD03, MAD04 測定結果の比較 

 

ケース Bでの比較において、せん断スローネスは合成記録と検層（8.5LWD03Drilling 

Shear：黒と青線）は一致していた。また令和元年度の検討結果からは、8.5MAD03及び 8.5 

MAD04における検層のせん断スローネスは変わってないことを確認している。一方、圧縮ス

ローネスに関しては、LWD と MAD03（3時間後）のデータは Bユニット下部で音波の遅くな

るガス効果が認められ、合成記録との乖離が見られるが、MAD04（70時間後）では合成記録

と検層記録が一致して、ガスの効果が認められなかった。 

 上記タイムラプス音波検層データの分析及びケース Bの合成記録と MAD04が整合的であ

B ユニット下部 

図5　モデル結果とMAD03, MAD04測定結果の比較
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ケースBでの比較において、せん断スローネスは合成
記録と検層（8.5LWD03Drilling Shear：黒と青線）は一
致 し て い た。 ま た 令 和 元 年 度 の 検 討 結 果 か ら は、
8.5MAD03及び8.5MAD04における検層のせん断スロー
ネスは変わってないことを確認している。一方、圧縮ス
ローネスに関しては、LWDとMAD03（3時間後）の
データはBユニット下部で音波の遅くなるガス効果が認
められ、合成記録との乖離が見られるが、MAD04（70
時間後）では合成記録と検層記録が一致して、ガスの効
果が認められなかった。

上記タイムラプス音波検層データの分析及びケースB
の合成記録とMAD04が整合的であることから、Bユ
ニット下部のガスは掘削中の影響で発生して坑壁付近に
トラップされたものであり、LWDとMAD03はガスの
影響によりケースBの合成記録と乖離していたと考えら
れ る。70時 間 後 に は ガ ス の ト ラ ッ プ は 解 消 さ れ、
MAD04はケースBの合成記録と一致したと考えられる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
Bユニット下部に対するガスの影響について検討する

ため、STWの岩石物理モデルを構築した。本スタディ
から得られた主な成果は以下の通りである。
・STWに お い て、Simplified Three Phase Biot Type 

Eqaution手法を用いて岩石物理モデリングを実施した。
・モデル結果の音波速度は、検層と±10%の範囲で一致

した。
・ケースBの岩石物理モデルで算出したCompressional 

Slownessは、掘削時の音波検層結果より小さい（速
い）が、掘削70時間後に収録されたデータと一致した。

・Shear Slownessについては、ケースBモデルと検層

データは一致する。
・岩石物理モデルの合成データとの比較により、掘削に

より誘発されたガスがBユニット下部の孔壁付近にト
ラップされ、検層データ（LWD, MAD03）に影響を
与えていたと考えられる。その後、70時間後までにガ
スのトラップは解消されたため、MAD04音波検層は
掘削前の地層の状態を反映しており、ケースBと一致
する値を示したと考えられる。
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⑤　長期陸上産出試験における物理探査モニタリング手法の検討

実 施 期 間 令和3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 下田直之、大友周平
研究委託先 東洋エンジニアリング（株）

基本情報（目的等）
長期陸上産出試験おける物理探査データは、生産開始

前の貯留層性状把握に資するとともに、生産試験中の生
産量に寄与したハイドレート濃集層の範囲を評価する
データの一つとして期待されている。これまで、2018年
12月に層序試錐井（STW: Stratigraphic Test Well）を
掘削し、2019年3月にはSTWを用いた3D-VSPデータを
収録[1]した。また、本データを鉱区権者から開示された
3次元地震探査データと統合解釈することで地質モデル
構築に活用してきた。今後の長期生産試験では、貯留層
のメタンハイドレート（以下、MH）がガスと水に分解
され、物性が大きく変化することが見込まれる。また、
生産量に係るデータ解釈において、生産に寄与した貯留
層の範囲を抽出することができれば、より詳細な議論に
発展できる余地が生まれる。そこで今年度は、生産の前
後にて収録可能な物理探査の手法は何か検討を実施した。

研究内容及び成果
今年度は、アラスカ長期陸上産出試験のモニタリング

手 法 と し て ①3D-VSP、 ②Walkaway-VSP（W-VSP）、
③固定震源、④Cross-Well Tomography（CWT）、⑤
AEモニタリングの5手法を検討した。以下に検討内容

を示す。

（1）3D-VSP
STWには、光ファイバーを用いたDAS（Distributed 

Acoustic Sensing）ファイバーが他センサーと共にケー
シング外側に敷設されている。2019年にはDASを用い
た3D-VSPデータが収録され、図1のように貯留層深度
まで良好なイメージング結果が得られている。これまで
に本データを用い、3次元地震探査データでは検出でき
なかった小断層の検出などを行い、地質モデル構築を実
施してきた。また、その振幅値は、掘削上のガスリスク
評価にも参照されている。このように、3D-VSPデータ
は坑井周辺の物性値を3次元地震探査データよりも安価
に収録できるため、油ガス田モニタリングにおいて適用
されている。

今後掘削予定である、GDW（Geo Data Well）、PTW
（Production Test Well）-1、PTW-2に もDASフ ァ イ
バーが敷設される予定となっているため、STWを含め
て4坑井にて3D-VSPデータを収録できれば、より詳細
な貯留層キャラクタリゼーションに資するデータが得ら
れると考えられる。そこで、4坑井にて3D-VSPデータ
を生産試験の前後に収録することを検討した。

図1　3D-VSP断面例 
貯留層深度にてMHに起因する強振幅が見られる
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3D-VSPデータの震源はバイブレータであり、2019年
では図2のような発震点配置にて行われた。今後の収録
も同様の発震点配置が求められるが、本フィールドは永
久凍土に位置しており、春～秋には湖沼が出現しバイブ
レータでの発震は困難となる。データ収録は、地表面が
凍結し氷雪に覆われる12月～3月のみ可能となる。掘削
完了後、生産試験開始までの時間が冬季に該当すれば収
録可能であるが、時宜に叶った収録は困難な状況である。

また、生産試験中は、減圧のためのESPによるノイ
ズも発生している為、データ収録に適している状態では
ない。そこで、3D-VSPは生産試験後に収録する方針と
し、生産試験前のベースラインのデータは既存のSTW
井にて収録されたものを用いることとした。

（2）Walkaway-VSP（W-VSP）
夏季でもバイブレータが稼働できる場所として、既存

の道路上がある（図2左を参照）。生産試験場付近には
東西に走る主要な道路と、主要な道路から南側にある生
産施設にアクセスするための通路（Z-Pad road）が南に

延びる形で分岐している。主要な道路の脇にはパイプラ
インが通っており、バイブレータによる振動の影響が出
ないよう、発震は禁止されている。よって、W-VSPと
して活用できるのは、生産設備につながるZ-Pad road
のみとなる。

そこで、Z-Pad roadでの発震を行った際、どのよう
なデータが得られるかのシミュレーションを実施した。
また、既存の3D-VSPデータから、Z-Pad road付近にて
発震されたデータのみを用いた断面を作成した（図3）。
本結果により、坑井とZ-Pad road間のモニタリングが
可能であることが確認できた。本手法の優位点は、通年
のデータ収録が可能であることである。本手法であれ
ば、生産開始前、1日後、2日後、5日後、10日後など、
生産に伴って徐々に密度や地震波速度といった物性や、
温度圧力などの条件が変化していくのを捉えることがで
きると期待される。一方、発震点数が限られるため、天
候による地表条件の影響を受けやすくデータ解釈に困難
が生じる恐れがある。また、震源が地表であるため、後
述のCWTより分解能が劣る。

図2　3D-VSP発震点 
右図の赤・紫色は発震不可エリアを示し、パイプライン近傍やピンゴと呼ばれる地形が該当する。

図3　Z-Pad road上の発震点のみを使用した解析結果 
右図の赤点がZ-Pad road近傍の発震点となる
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（3）固定震源
本手法は地表にコンクリートの基礎を作成し、その上

で定常的に錘を回転させることで振動を発生し、生じた
地震波を坑井のDASにて観測する手法となる。固定震
源は再現性の良い震源であり、数年～数十年の長期に渡
るモニタリングにて優位性を持つとされている。本手法
の代表的な固定震源としては、ACROSS（Accurately 
Controlled Routinely Operated Signal System）やSOV

（Seismic Orbital Vibrator）といったものがある。
ACROSSを用いた貯留層モニタリングは、JOGMEC

の技術部にて取り組んでいる[2]ため、JOGMEC内部で
情報収集を実施した。その結果、本試験期間が1年間と、
常に季節変動の影響を受ける状況であるため、固定震源
のモニタリングメリットを活かしきれない可能性が指摘
された。また震源設置候補位置を多く設定できず、数点
での発震データとなるため、適用できる地震波データ処
理が限定され、十分な品質の処理結果が得られないこと
が懸念された。

（4）Cross-Well Tomography
CWTは、2本の坑井を利用し、1本の坑井に震源を降

下し、他方の坑井にて地震波を収録することで、坑井間
の物性値を把握する手法である。生産試験場では4本の
坑井が掘削され、すべての坑井に受震点（DAS）が設
置されるため、充実したデータが収録できることが期待
される。また、坑井内に震源を降下させるため季節や天
候による影響もなく、地震波伝搬距離も短いこともあり
高解像度（高周波）のデータが期待できる。

本スタディでは、GDWに震源を降下するケースや、
生産仕上げをする前のPTW-2に震源を降下するケース
にてシミュレーションを実施した。図4は、CWTにて

モニタリングされる地震波の伝搬経路の密度を示してい
る。また、図5に生産試験前後での収録が期待される発
震記録をシミュレートした結果を示す。図4及び5から、
貯留層の上下にて発震が可能なため、貯留層が良好にモ
ニタリングできることが期待される。また、生産試験前
に収録される複数坑井間の断面は、貯留層の不均質性評
価にも活用が期待され、生産試験結果の解釈精度の向上
が見込まれる。

一方、懸念事項として、坑井内に震源を降下させるた
め、坑内流体が攪拌されてMHの溶解をモニタリングす
る温度センサーに影響が出ることが想定される。また、
坑井内流体の温度による対流防止のため、場合によって
は高粘性流体が採用される場合がある。その際は、震源
ツールを降下させるために坑内流体の置換オペレーショ
ンが必要になる恐れがある。

図4　坑井間の波線経路数 
GDWにて4m間隔にて発震したケース。

図5　CWTにて収録される波形例 
（左）生産試験前の波形、（右）生産試験後の波形、（中央）前後の差
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（5）AEモニタリング
掘削される坑井にはDASが敷設されるため、4坑井で

常時地震波形の収録が可能となり、微小地震や出砂など
のイベントが検出されることが期待される。そこで、本
坑井配置にてどの程度の大きさの微小地震が収録可能
か、シミュレーションを実施した。

シミュレーションでは、様々なマグニチュード（地震
の規模）、震源位置を想定し、DASの感度を考慮し収録
波形が合成された（図6）。その結果、図7に示すように、
坑井近傍ではモーメントマグニチュード3までのAEが
検知可能と評価された。

本手法はすでに埋設が決定されているDASにより
データ取得が可能であり、大きな追加収録作業が不要で
あるため適用することとし、今後データ収録会社と協議

を進めることとした。

まとめ（今後の検討課題等含む）
長期陸上産出試験での生産前後の物性変化を検出し、

生産に寄与した貯留層範囲の解釈の一助となり得る物理
探査モニタリング手法の検討し、以下①～⑤を決定し
た。

①　3D-VSP 次回収録は生産試験後の冬季とする
②　W-VSP  優先度はCWTに劣後するが、CWT

坑井作業が不可の際に適用
③　固定震源 1年未満のモニタリングのため不採用
④　 CWT 坑井に震源ツールを降下可能な場合適用
⑤　AE  敷設決定済みのDASを用いたモニタ

リングのため実施方針

図6　合成地震波形例 
左からGDW、PTW1及びPTW2の波形が示されている

図7　880m深度付近におけるAE検出限界規模
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今後はW-VSPとCWTの適用可否を継続検討し、デー
タ収録作業へと進む予定である。

謝辞
本研究はMH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の研究開発の一環として行ったものである。本成果の公
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①　フローアシュアランスに関する検討（コールドフローループ実験及び混相流数値解析）

実 施 期 間 令和3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 永岡卓也、大森元裕、松永達哉
研究委託先 Oilfield Technologies Pty Ltd

基本情報（目的等）
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する際、生産ライン
中に気液が混在する条件下ではMHが再生成し、生産流
体の流動性低下、圧力損失の増加、流路閉塞により最終
的に流路が閉塞する可能性がある。平成29年に実施した
第2回海洋産出試験（以下、海洋産出試験）では、坑内
で気液分離を行い、メタンガスと生産水を別の生産ライ
ンを通して洋上へ上げる設計であったが、水生産ライン
の一部でMH再生成が原因と思われる流路閉塞が発生し
た。今後計画されているMH産出試験では、坑内で気液
分離を行わず混相状態で生産することも検討しており、
継続的な安定生産を実現するためには、フローアシュア
ランス（流動確保）の検討は重要なテーマのひとつであ
る。

MH生成及びそれによって流路閉塞が発生する条件に
ついて詳細に検討することを目的として、Oilfield 
Technologies社（以下、OT社）に委託し、意図的にハ
イドレートを生成するための冷却機能を備えたコールド
フローループ実験装置を使用してMH生成速度推算モデ
ルを改良するための実験、並びに海洋産出試験の生産井

（AT1-P2井）の水生産ラインに注目した混相流数値解析
を実施した。

研究内容及び成果
1．コールドフローループ実験
図1にOT社が構築した実験装置の概略図を示す。フ

ローループ（長さ 16.7 m、内径 10.21 mm）内に充填し
た所定の濃度のメタンと水もしくは塩水（塩化ナトリウ
ム溶液）の混合流体をポンプで循環させながら、温度、
圧力、流速を変えてMHを生成させる。フローループの
うちの12 mの区間は温度制御された水槽に浸され、残
りの区間は冷却ジャケットで温度制御されている。水平
配管区間に設置した差圧計により一定距離を流体が流れ
たときの圧力損失を測定することで、ハイドレートスラ
リーの降伏応力値及び粘性を算出し、フローループ上に
設置したインラインカメラにより、流体中の1 mm未満
からmmオーダーの径を持つ気泡やMH粒子の撮影が可
能となっている。

令和3年度は、令和2年度（ポンプ停止時間：3分間、8
時間）[1]よりも長い18時間超ポンプを停止した後の降伏
応力値を測定した。長時間ポンプを停止すると降伏応力
値＊1は停止時間に関わらずほぼ一定値になるが、停止中
にハイドレート粒子が浮力により移動し分布が不均一に
なることで測定値にばらつきが生じることを確認した。
また、試験流体を純水から塩水に変えて、溶液中のメタ
ン気泡をインラインカメラで撮影し、純水の場合との違

＊1 降伏応力値：停止しているハイドレートスラリーを流動させるために必要な応力値

図1　実験装置概略図
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いを画像解析により検討した。
図2に水及び種々の塩水濃度の条件下で撮影したメタ

ン気泡の画像を示す。塩分濃度が高くなるにつれて明ら
かに気泡径が小さくなり気泡が細分化されているのが確
認できる。既往の研究においても、塩化ナトリウム等の
塩類が気泡同士の衝突による合体を抑制することで気泡
が細分化する現象が報告されているが、詳細な理由は解
明されていない。

画像解析により測定した気泡平均径及びザウター平均
径＊2と塩分濃度との関係を図3に示す。塩分濃度0～1.2 

wt%の範囲で、塩分濃度の増加とともに気泡径が減少
しているが、1.2 wt%を超えるとほぼ一定となる傾向を
示している。

気泡が細分化すると、気液界面積が増加し、ハイド
レートの生成速度が上昇するのでハイドレート化しやす
くなるとともに、重力による気液分離効率が低下する。
海洋産出試験にて水生産ラインに多量のガスが混入した
要因のひとつとも考えられる。

＊2ザウター平均径：気泡の体積の総和を表面積の総和で割った数値

図2　異なる塩水濃度の水溶液中での気泡画像（a）3.5 wt%（b）1.17 wt%（c）0.58 wt%（d）0 wt%
（圧力100 bar、流速 1.6 m/s）

図3　塩分濃度と気泡径の関係（a）ザウター平均径（b）平均径 
（圧力100 bar、流速1.6 m/s、Horizontal/Verticalはカメラ視野の向きを示す）
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2．混相流数値解析
混相状態にある生産流体のフローアシュアランスにつ

いて検討するため、混相状態であったと考えられる海洋
産出試験のAT1-P2井の水生産ラインに着目し、試験中
に計測された生産データを使用して数値解析（以下、本
解析）を行った。解析には、Schlumberger社の混相流
解析用ソフトウェアOLGAを使用し、流体中のハイド
レート生成を考慮すべく西オーストラリア大学が開発し
たOLGA用機能拡張プログラム（以下、プラグイン）
とあわせて、OLGAの海洋産出試験への適用性について
検証した。
図4に、本解析で使用したAT1-P2井の水生産ライン

を模した解析モデルを示す。水生産ラインは水中電動ポ
ンプ（Electric Submersible Pump：以下、ESP）の吐
出口と海底機器（Emergency Disconnect Package：以
下、EDP）をつなぐチュービングパイプとEDP頂部か
ら海上へ伸びる2本のアニュラスホースからなる。また、
本モデルで設定した水ラインの各構成部の長さや内径は
実際に使用した各構成部の長さ及び大きさをもとに設定
した。

まず、試験中に得られた温度、圧力、生産レート等の
計測データを使用して、プラグインを組み込む前の
OLGAの適用性について検証した。坑内に設置したESP
の吐出部付近（海面下1127.7 m）における圧力の解析結
果と実測データを図5に示す。ここで、解析対象期間は、
試験中生産が安定していた期間（図5に示す“Case 
1”～“Case 4”）とし、Case 1の期間中に確認されたア
ニュラスホース1本の流路閉塞[2]を再現するため、Case 

1ではEDPの下流側に設定したバルブ（図4の“O4P-
FH2_Valve”）を閉じた状態として解析を行った。図6
に示す通り、全体的に解析値が実測値よりも若干大きく
なっているものの、概ね実測値の上下10%の範囲内に収
まる結果が得られた。生産開始直後、解析値が実測値と
比較して非常に低くなっている期間（6/1　5：00～10：
00）があるが、実際の水生産ライン内において、例えば
アニュラスホース内で一時的な流路閉塞が生じていた可
能性が考えられる。鉛直部を含む水生産ライン内の圧力
損失について比較的精度良く再現できていると考えられ
る。

しかしながら、アニュラスホース（図4の“O4P-FH1_
FlexibleHose”）内の流体の流動様式を求めたところ、
生産開始直後の初期段階では、実際にはアニュラスホー
ス内はほぼ海水で満たされていたと考えられるものの、
本解析では環状流という結果となった。

次に、プラグインを組み込んだOLGAの適用性につ
いて確認するため、プラグインを組み込まない場合と同
じ条件で、ESPの吐出部付近における圧力の解析結果と
実測データを比較した（図7）。プラグインを組み込ん
だ場合、Case 1の期間中、生産開始後約40時間までは、
圧力の解析値と実測値はほぼ同じ結果を示していたもの
の、約40時間を超えた後は解析値が上昇し始め、時間の
経過とともに計測値との乖離が大きくなる結果となっ
た。その理由は、解析では水生産ライン内のMH生成が
再現できたと考えられるものの、特にESP吐出口付近
においてMH生成が過度に見積もられ、有効流路面積が
実際よりも減少したためと考えられる。その要因として

図4　AT1-P2井の水生産ラインを模した解析モデル
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は、ガスが支配的な流れに関する既往の実験結果 [3]をも
とにしてMH粒子の管路内壁への付着量を推定したが、
接着力が過大に見積もられていた可能性[4]、並びにOLGA
によって自動計算されたチュービングパイプやアニュラ
スホースの熱貫入量が実際とは異なり、結果に影響を与
えた可能性が考えられる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
コールドフローループ実験装置を用いて、循環ポンプ

停止時間とMHスラリーの降伏応力の関係について追加
データを取得するとともに、塩分濃度とメタン気泡径の
関係について検討した。その結果、ある塩分濃度までは
塩分濃度の増加とともに気泡径が減少するが、その濃度
を超えると気泡径がほぼ一定となる傾向を確認できた。
今後は、メタン気泡の観測手法の改良を含め塩分濃度と
気泡径の関係についてより詳細に検討する必要がある。

混相流についての検討では、海洋産出試験の実データ
を使用して、混相流解析用ソフトウェアOLGA及びMH
生成を考慮するためのプラグインの適用性について調査
した。生産開始後からEDP下流にあるアニュラスホー
ス2本のうち1本に流路閉塞が生じていたと仮定した場
合、OLGAによる水生産ライン内の流体の圧力の解析値
が計測値に類似した結果となり、鉛直管内の圧力損失を
比較的精度良く再現できたものの、プラグインを組み込
んだ場合、ESP吐出口付近の流路内でMH生成が過度に
見積もられる結果となった。今後は、水生産ライン内外

図5　ESP吐出部付近（海面下1127.7 m）の流体圧力の解析値と実測値の比較

図6　ESP吐出部付近（海面下1127.7 m）の流体圧力の解析値と実測値の差

図7　ESP吐出口付近におけるMH生成を考慮した解析値と実測値
の比較
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の熱伝導やMH粒子と流路内壁の付着量についての改良
を含め、水が支配的な条件下におけるMH生成をより正
確に反映できるようにプラグインを改良する必要があ
る。
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②　フローアシュアランスに関する検討（気固液三相流流動解析）

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）

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
坑内にて気液分離され、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。今後の産出試
験では、坑内で気液分離を行わずに混相で生産する方法
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）の検討は重要なテーマの一つである。

平成29年度からフローループ実験装置内で生成させた
MHの物性データを計測、MH生成速度及び水-MHスラ
リーの粘性推算のためのモデルを構築した[1-5]。これら
の実験で得られたデータ、構築したモデル式を用いて、
令和2年度から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）に委託して実施している[6]。今後の生産試
験及び将来の商業生産における継続的な安定生産を実現
するために、生産中に起こりうる流動阻害要因を予測
し、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。

研究内容及び成果
1．気固液三相流解析シミュレータの改良

令和2年度には、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て、これにMH固有
の挙動を解析するために必要な構成式及び実験で得られ
たモデル式を組み込んで気固液三相流解析シミュレータ
に拡張した。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。令和3年度は以下のようなソフトウェ
アの改良を施し、計算精度の向上及び計算の収束性・安
定性の向上を図った。
（1）低流速あるいはMH体積割合が大きいために局所

的に層流となる領域では層流として計算するよう
乱流モデルとのハイブリッドモデル化

（2）表面粗さを考慮した壁関数の導入による圧力損失
計算精度の改善

（3）MH体積割合の上限を保持する改良（MHを球と
仮定し最密充填率0.63と設定）

（4）実験で得られたスラリー相対粘度とMH体積割合
の関係を再現できるモデル式の追加

（5）気泡径のモデル式、温度・圧力の関数としてのMH
の物性値の導入

（6）管路内外の総括熱伝達係数モデルの組み込み
（7）気液混合相と固相の運動方程式やエネルギー方程

式の離散化・構成方程式の改良による収束性の向上
一例として、垂直縮小管での計算により上記（1）、（3）

の効果を検証した結果を示す。図1の縮小管にMH体積
割合0.5のスラリーを0.1 m/secの速度で鉛直方向に流し
たケースの解析を実施した。6秒後の計算結果では角部
にMHが上限値を保持して堆積することで（固相体積割
合分布の図2参照）、液相速度・固相速度どちらもゼロ
に近づき流れがほとんどなくなった状態となり（図3参
照）、MHの局所的な蓄積を予測できる結果となった。

2．実際の坑井形状における気固液三相流流動状態の解析
平成24年度にアドバンスソフト（株）が実施した「メタ

ンハイドレート第1回海洋産出試験における水生産ライ
ンの海底面近傍の熱流動解析」[7]で使用したメッシュモ
デルを利用し、水生産ラインに同伴されたメタンガス

（体積割合0.1）が外部海水により冷却されてMHが再生
成するか、並びに再生成したMHが固相と液相の相互作
用により流路内でどのように分布するかを解析した。対
象とした流路形状及び計算格子の例を図4に示す。

本解析ではMHの再生成を促すために実際の運転条件
よりも高い圧力条件で計算を実施した。温度圧力条件が
MH安定領域となるのは図5（a）において赤色で示された
場所だが、図5（b）の固相の体積割合分布を見るとデッ
ドエンド部でMHが滞留する一方、メインラインでは管
壁に付着することなく液と共に流動していく結果となっ
た。図中A、B、C部の拡大図を図6に示す。C部では外
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部海水で冷却される外周部でより固相体積割合が高く
なっている様子が見てとれる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
フローループ実験装置での測定データを基にして、構

築したMHスラリーの粘性やMH生成速度のモデル式を
組み込んだ流動解析シミュレータの開発を令和2年度に
開始した。令和3年度は構成式やモデルの改良により計
算精度や計算収束性・安定性の向上を図り、また、熱伝
達係数式の導入により管路内外の熱伝導を考慮した熱流

図1　垂直縮小管流れ解析モデル及び固相体積割合（alpha-s）の初期分布
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図 2 垂直縮小管流れ固相体積割合(alpha-s)分布の時間変化 
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図2　垂直縮小管流れ固相体積割合（alpha-s）分布の時間変化
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      (a) 液相速度(vel-l)分布        (b) 固相速度(vel-s)分布 

図 3 開始 6秒後の液相・固相速度分布拡大図 
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55((bb))の固相の体積割合分布を見るとデッドエンド部で MHが滞留する一方、メインラインで
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図 5 MH発生領域(a) および 固相体積割合(alpha)の分布(b) 
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図5　MH発生領域（a）及び固相体積割合（alpha）の分布（b）
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(a) A部拡大図           (b) B部拡大図 

 

(c) C部拡大図（カラーバーのレンジを変更） 

図 6 固相体積割合と液相速度の分布拡大図 

 

 

（a）A部拡大図 （b）B部拡大図

（c）C部拡大図（カラーバーのレンジを変更）

図6　固相体積割合と液相速度の分布拡大図
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動解析を行えるようにした。その上で実際の坑井を模し
た複雑な流路形状でのシミュレーションを実施し、MH
の発生・分解と発生した固相が液相に与える影響を考慮
した解析が可能であることを確認した。

今後、メタンガス濃度（MH体積割合）が高い条件や
海水条件での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
くと共にアルゴリズムを改良し計算時間の短縮を行うこ
と、実際の坑井の流路形状に即した条件でより長時間の
非定常シミュレーションが出来ることを確認し、MHの
生成予測・MHスラリーの流動状態の予測に資するシ
ミュレータとすることが課題である。
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本研究は、MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の研究開発の一環として行ったものである。本成果の公
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③　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、砂層
（MH胚胎層）中の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
グを実施した。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必要があることか
ら、令和2年度事業では、過去の海洋産出試験で実施さ
れた坑内モニタリングについてテーマ別に技術要素の検
証を実施し課題の整理を行い、計27項目に及ぶ検討項目
が抽出された。

令和3年度事業においては、これらの課題に対して特
にコスト、技術の新規性及び堅牢度（robustness）の尺
度から改善点の検討を実施した。

研究内容及び成果
1．�モニタリングにおけるコスト、技術の新規性及び堅
牢度の指標検討

将来のモニタリング計画の検討に当たっては、特にコ
スト、技術の新規性及び堅牢度の3つの観点を盛り込む
必要があると考えられるため、それぞれについて判断や
検討のもととなる主要指標を策定した。

（1）コスト
コストについては、主に費用対効果の観点から下記項

目を検討した。
・機器仕様にあった材料選定
・機器回路の冗長性
・水中着脱コネクタの使用箇所、頻度
・再校正（キャリブレーション）による過去に使用し

た機器の再利用
・バッテリー寿命の安全率

（2）技術の新規性
技術の新規性については、最新技術を取り入れた機器

や設計に関して以下を検討項目とした。
・人的介在を極力削減した無人観測システム
・センサーや機器の老朽化や代替などのライフサイク

ルに対応した設計
・より高速な音響通信（acoustic telemetry）技術
・人工知能（AI）を組み込んだシステム制御

・デジタル化に対応したデータ及び情報管理のなされ
たモニタリングシステム

（3）堅牢度（robustness）
堅牢度とはシステムの信頼度とも言え、海洋における

長期のモニタリングにおいて以下を検討項目した。
・主要機器のモジュール化（システム全体を機能的な

まとまりで要素分割して構成要素間の関係性を最小
限にし、故障時などは当該モジュールのみの交換で
済むように設計する。）

・設置、計測環境に即した品質試験・管理プログラム
・デプロイメント（設置作業）のために最適化された

設計
・故障時対応のための機器の冗長性
・無線・有線の両方式によるデータ通信

2．物理的・機能的なモニタリング技術要素の検討
モニタリング技術の構成要素について、物理的（ハー

ドウェア）・機能的（システムの特性）という異なる側
面から体系的に分類することにより、モニタリング計画
を策定する際に網羅すべき項目を明らかにした。

計27項目に及ぶ過去の海洋産出試験から抽出された技
術要素をコスト、技術の新規性及び堅牢度の3つの尺度
に当てはめ、物理的・機能的にどのような改善点・改良
点が想定されるかの検討を実施した（表1）。

なお、表中の主な略語を下記に示す。
PBS（Physical Breakdown Structure）：物理的な特

性による分類体系
FBS（Functional Breakdown Structure）：機能的な

特性による分類体系
EM（Electromagnetic）：電磁（波）
DAS（Distributed Acoustic Sensing）：分布型光ファ

イバー音響測定
DTS（Distributed Temperature Sensing）：分布型光

ファイバー温度測定
hDVS（Heterodyne Distributed Vibration Sensing）：

ヘテロダイン分布型光ファイバー振動測定
ROV（Remotely Operated Vehicle）：遠隔操作潜水艇
TAS（Temperature Array Sensor）：アレイ型温度計

まとめ（今後の検討課題等含む）
過去の海洋産出試験における坑内モニタリングシステ
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ムに対して抽出された技術課題の検討をコスト、技術の
新規性及び堅牢度の観点から掘り下げて実施し、改善
点・改良点の提案を行った。

将来の海洋産出試験におけるモニタリング計画を検討
するにあたっては、最新の技術動向にも注意を払いなが
ら今回の検討結果も踏まえて進めて行く必要があると考
えられる。

謝辞
本研究は、MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

の研究開発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及びMH21-Sに感謝の意
を表する。

表1　モニタリングシステムの各技術要素の改善・改良事項まとめ

Target Segment PBS FBS Description
Cost Downhole Sensor Measure Procurement Plan of Long Lead Time Items
Cost Seafloor Interconnectivity Operate Optical Wet Mate Connector
Cost Seafloor-Surface Acquisition Execute Unmanned Remote Data Harvesting
Cost Seafloor-Surface Acquisition Communicate Reuse of Acoustic Telemetry Communication
Cost Seafloor-Surface Interconnectivity Communicate Hybrid Subsea Umbilical Cable Development
Cost Surface Acquisition Operate Automated Operation Sequence
New Technology Downhole Mechanical Communicate Concept Validation on Pressure Gauge Behavior
New Technology Downhole Sensor Measure EM Transmission for Downhole Sensor to Surface
New Technology Downhole Sensor Measure DAS/hDVS as new measurement sensor
New Technology Downhole Sensor Measure Monitoring behind sand screen
New Technology Seafloor Sensor Measure Extending support to environmental monitoring
New Technology Seafloor Mechanical Operate Underwater ROV Magnets

New Technology Seafloor-Surface Acquisition Communicate Optical Telemetry To Improve Data Transmission 
Rate

Robustness Downhole Sensor Measure Subsea DTS Measurement System
Robustness Downhole Sensor Measure Subsea TAS Measurement System
Robustness Downhole Sensor Measure Pressure Gauge Measurement System
Robustness Downhole Mechanical Execute Downhole Cable/Sensor Deployment Methods
Robustness Downhole Mechanical Operate New Cable Protectors Design

Robustness Seafloor Acquisition Measure New subsea Master Controller Unit （MCU） 
Development

Robustness Seafloor Power Supply Operate Subsea battery/external DC supply/shunt regulator 
reuse

Robustness Seafloor Mechanical Execute Sensor Design Redundancy Analysis
Robustness Seafloor Interconnectivity Operate Emergency Disconnect Design for Umbilical Cable

Robustness Seafloor Interconnectivity Operate Independent Monitoring System or Integration 
System

Robustness Seafloor-Surface Acquisition Communicate Data Transfer Plan during Production Test
Robustness Surface Acquisition Validate Onsite Data QC check
Robustness Surface Acquisition Validate Onsite Data Visualization
Robustness Surface Interconnectivity Operate Electrical/optical collector use when RIH
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①　東部南海トラフにおける堆積史の詳細検討

実 施 期 間 平成31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 今井利矩、Than Tin Aung、田野孝太朗
研究委託先 国立大学法人東北大学 学術資源研究公開センター

基本情報（目的等）
JOGMECでは、メタンハイドレート（以下、MH）シ

ステム（メタンの生成・移動・集積、及びMHの集積）
に関わる研究として、平成21年度より、平成15年度基礎
試錐「東海沖～熊野灘」のコア試料を用いて、有孔虫殻
の酸素同位体比等を用いた堆積年代の推定を実施してき
た。平成24年度は、第1回海洋産出試験事前掘削で取得
した第二渥美海丘のコア試料を用いた分析のほか、堆積
年代と堆積速度の検討を行った。これら堆積年代や堆積
速度の情報は、東部南海トラフ地域の堆積盆地や地質構
造の発達時期と、MH濃集帯の形成メカニズムの関係を
考察する際に極めて重要である。

しかし、第1回海洋産出試験以降に取得されたコア試
料を用いては、同様の研究を実施しておらず、また海洋
産出試験を実施した層準における堆積年代等の検討も実
施されていない。そこで、これまでにMHの研究開発に
おいて取得したコア試料から微化石を抽出して古環境の
推定を行い、平成24年度事業までに分析した酸素同位体
比の標準カーブと対比・検討を実施し、さらにコア試料
中の火山灰の同定を行い、年代推定精度の向上を目指した。

研究内容及び成果
1．分析内容及び坑井位置

堆積年代を推定するために実施した分析手法は、以下

の通りである。
・浮遊性有孔虫、石灰質ナンノ化石を用いた生層序に

よる年代推測
・火山灰中に含まれる燐灰石（アパタイト）微量元素

分析
・火山灰中に含まれる火山ガラス主成分分析
検討対象となるコア試料は、以下の坑井で採取された

ものである。
・AT1-GT1、AT1-CW1及びAT1-CW2
・A1-FC（火山灰のみを分析。生層序は平成15年度基

礎試錐「東海沖～熊野灘」の報告書を参照）
また、石灰質ナンノ化石・放散虫化石・浮遊性有孔虫

化石による生層序、古地磁気層序、酸素同位体比層序に
よって詳細な第四紀の年代モデルが樹立されている、
IODP Expedition 315によりSiteC0001にて掘削された
C0001E坑井、F坑井より火山灰試料を入手し、AT1-GT1
坑井及びA1-FC坑井に挟在する火山灰層との対比を試
みることによって、これらの坑井の生層序による年代対
比の検証を実施した。なお、AT1-CW1及びAT1-CW2
坑井にて採取されたコア試料中には、火山灰層の狭在が
確認できなかったため、生層序による年代対比を主に実
施した。坑井位置は図1の通りである。

図1　坑井位置
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2．生層序による年代推測及び古環境の考察
浮遊性有孔虫化石ではGlobobulimina inflata が頻繁に

みられることから、中緯度地域の群集を示すと考えられ
るが、G. ruber、G. sacculifer、Pulleniatin obliquiloculata
など黒潮流域を特徴づける種群も伴うことから、現在の
海域と同じような環境が継続していたと考えられる。

底生有孔虫の群集は、Bulimina acculeata、Pullenia 
bulloides 、Bolobinita  quadrilatera 、Sphaeroidina 
bulloides などがみられ、Upper Middle Bathyal（400/500
～800/1,000 mMSL）から Lower Middle Bathyal（800/ 
1,000～2,000/2,500 mMSL）の群集を示すと考えられる。
古水深に関しては、底生有孔虫化石の産出結果より、全
ての坑井のコア試料を通してほぼ同じ群集がみられたた
め、坑井位置における水深に大きな変化はなかったと考
えられる。ときおり、Globobulimina 属、Chilostomella
属、Rutherfordoides 属など貧酸素環境を示す種群もみ
られるが、酸素状態の良い環境から産出する個体（Hanzawaia 
wulferstrof、Siphouvigerina hisipida）も多いことから、
海底面は通常の酸素状態であったことが示唆される。但
し、黄鉄鉱の塊と思われる黒色のチューブ状の個体が頻
繁に観察されたことより、ある程度の深度からは酸素の
少ない環境であった可能性が考えられる。一方、黄鉄鉱
粒子や黄鉄鉱に置換された化石の産出は、ほとんどみら
れない。さらに、大量の植物片を含んでいる試料もみら
れるが、これらにはElphidium 属のような浅海の化石を

含んでいることから、タービダイトなどで運搬された堆
積物であることが明瞭である。

AT1-GT1坑井における最下部の試料には、Zeolite と
思われる結晶が多数含まれており、この層準がハイド
レート濃集帯の最上部に相当する可能性がある。

各坑井のコア試料から産出した石灰質ナンノ化石で年
代決定に有効な種としては、Gephyrocapsa parallela、
Pseudomiliania lacunosa、 Reticulofenestra asanoi が 挙
げられる。佐藤ほか（2012）[1]やBalestra et al. （2015）[3]

によると、R. asanoi の初産出は1.13もしくは1.175 Ma
（1.13/1.175 Ma）、最終産出は0.85/0.9087 Ma、G. parallela
の初産出は0.99 Ma、P. lacunosa の最終産出は0.45/0.4372 
Maと見積もられている。このうち、AT1-GT1坑井の石
灰質ナンノ化石を検討した区間で見出された生基準面は
R. asanoi の初産出及び最終産出層準である。ただし、R. 
asanoi が2層準に分かれて産出しており、これは地層が
繰り返しているか、再堆積により上位側の区間にR. asanoi
が混入した可能性が挙げられる。なお、今回見いだされ
たR. asanoi の初産出層準において後述するG. parallela
も産出することから、この層準は本来のR. asanoi の初
産出層準ではない可能性が高い。

G. parallela の初産出層準（0.99 Ma）は重要な年代基
準面であるが、分析した全てのコア試料から同種が産出
したため、初産出層準を特定することはできなかった。
P. lacunosa の最終産出（0.45/0.4372 Ma）も重要な年代

図2　本研究結果に基づくIODP Site315EF C0001（Matsuzaki et al. （2015）[5]引用）、AT1-GT1、AT1-CW1、AT1-CW2、A1-FC坑井
の層序対比のまとめ 
テフラについては、A Tuff及びB Tuffの2層準（茶色点線）を対比
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基準面であるが、この種についても分析した全てのコア
試料から産出したために、最終産出層準を特定すること
はできなかった。

これらの結果に基づくと、AT1-GT1坑井の年代は、下
位側のR. asanoi の最終産出がみられる層準付近が0.85/ 
0.9087 Maで、本研究にて分析した検討区間よりも深い
深度でG. parallela の初産出層準である0.99 Maの年代が
期待される。

AT1-CW1坑井については、AT1-GT1坑井同様、年代
示準種であるG. parallela , P . lacunosa、R. asanoi の3種
が産出し、このうち、G. parallela とP. lacunosa は全層
準から産出したため、初産出及び最終産出層準を特定す
ることはできない。一方、R. asanoi は下位側の2層準の
みから産出したため、R. asanoi の最終産出層準（0.85/ 
0.9087 Ma）を特定した。

AT1-CW2坑井については、AT1-CW1坑井同様、G. 
parallela、P. lacunosa、R. asanoi の3種が産出し、この
うち、G. parallela とP. lacunosa は全層準から産出した。
R. asanoi は検討した中で最下位の層準のみから産出し
たため、この層準がR. asanoi の最終産出層準（0.85/0.9087 

Ma）と特定した。
A1-FC坑井については、平成15年度基礎試錐「東海

沖～熊野灘」の報告書を参照し対比した。

3．火山灰による分析結果
火山灰試料にはアパタイトが含まれており、アパタイ

ト微量元素組成のうち、Cl、Mg、Mn、Feの含有量は
テフラによって大きく値が変わることが知られており

（ 例 え ば、Takashima et al., 2017[8]、Kuwabara et al., 
2019[4]）、図3に見られるように、各火山灰はCl-Mg、
Mn-Feのダイアグラムで明瞭に識別可能である。一方、
いくつかの試料については大部分がCl-Mgダイアグラム
で原点付近、Mn-FeダイアグラムでMn、Feともに
0.1wt%より少ない領域にプロットされる。Takashima 
et al. （in press）によると、この領域にプロットされる
試料は日本の白亜紀の花崗岩に特徴的であることが知ら
れている。したがって、この領域に入るアパタイトは火
山灰の起源となるマグマに由来するのではなく、基盤の
白亜紀花崗岩由来の砕屑粒子である可能性が高い。図3 
には、今回分析を行った火山灰のアパタイトの他に、代

図3　AT1-GT1坑井の火山灰に含まれるアパタイト微量元素組成
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表的な第四紀の広域テフラのアパタイトの組成範囲を示
している（Aso-1：阿蘇1テフラ、Aso-4：阿蘇4テフラ、
Ss-Azuki：猪牟田アズキテフラ、Ss-Pink：猪牟田ピン
クテフラ、Toya：洞爺テフラ）。これによると、AT1-GT1
坑井における掘削区間最上部に挟まる火山灰は、Cl-Mg
及びMn-Feの両ダイアグラムでAso-1の組成範囲と一致
する。しかし他の火山灰試料については、これら代表的
な第四紀広域テフラと一致するものは見られなかった。
また、AT1-CW1おいびCW2坑井からは、火山灰層を採
取することができなった。

AT1-GT1坑井及びA1-FC坑井に含まれるテフラの全
岩化学組成を比較した結果、図2に示す2層準のテフラ
を対比することができた。化学組成の対比の検証につい
ては、Perkins et al. （1995, 1998）[6] [7]によって提案され
た統計的距離（D 2）に基づき検証した。なお、統計的
距離の式や詳細については髙嶋（2018）[2]に示されている。

まとめ（今後の検討課題等含む）
石灰質ナンノ化石の生基準面による対比で、各坑井間

にて対比することができた。平成15年度基礎試錐「東海
沖～熊野灘」A1-FC坑井にて報告されていたR. asanoi
の産出区間は、AT1-GT1坑井と同様、R. asanoi の産出
区間が2回見られる可能性が示唆される。令和3年度の委
託研究では、限られた試料でのみ石灰質ナンノ化石の同
定を実施したが、より詳細な地質年代の検討には、より
多くの試料を用いた検討が必要である。

テフラ分析の結果によると、今回、AT1-GT1坑井と
平成15年度基礎試錐「東海沖～熊野灘」A1-FC坑井間
において、2層準でテフラを対比することができた。両
坑井間の岩相・地震探査断面に基づく対比と、今回のテ
フラの対比は整合的であった。今後は、これらのテフラ
と年代の明らかになっている広域テフラやIODP Site 
315 C0001E-F坑井に挟まるテフラとの対比ができれば、
より詳細な年代決定が可能と考えられ、メタンハイド
レートが形成された年代や堆積環境、また形成後、海水
準変動の影響等の考察を深めることが見込まれる。
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②　事前調査井におけるデータ取得仕様の検討

実 施 期 間 令和3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、内藤和也、下田直之
共同研究先 日本メタンハイドレート調査（株）

基本情報（目的等）
「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」における砂層

型メタンハイドレート（以下、MH）の開発に向けた工
程[1]に基づき、「我が国におけるメタンハイドレート開
発計画」のフェーズ4として、次フェーズ海洋産出試験
の候補地を選定するために簡易生産実験を含む試掘が予
定されている。この試掘・簡易生産実験を実施する位置
を選定するにあたり、まずは有望濃集帯候補に関して、
メタンハイドレートの賦存を確認するために事前調査井
において掘削同時検層（以下、LWD）を実施する。ま
た、周辺海域に既存坑井がない候補地では坑井デザイン
を固めるために、海底面付近の諸物性・地盤強度等を調
べるジオテクコアを取得する予定となっている。そこ
で、本作業に使用するLWDツールを選定し、さらに、
得られるジオテクコアの分析項目について検討を実施し
た。

研究内容及び成果
1．検層種目選定

検層種目を選定するため、過去のMHプロジェクトで
ある、基礎試錐「南海トラフ」、基礎試錐「東海沖～熊
野灘」、第1回海洋産出試験、第2回海洋産出試験、アラ
スカ長期陸上産出試験における層序試錐井（以下、
STW）で取得した検層種目・データのレビューを行っ
た。その結果、オペレーション時のトラブルはいくつか
見受けられたものの、対策が可能もしくは再発生する可
能性が著しく低いトラブルのみであった。また、検層解
析などデータ利用時の課題はほとんど見受けられなかっ
た。従ってこれまでの検層種目選定に大きな問題はな
く、基本的にこれまでの検層種目、ツールスを踏襲する
ことで適切な地層評価を行えると判断した。ただし、過
去に使用したSchlumberger社のgeoVISIONについて
は、解像度などが大きく向上した次世代型後継機（Micro 
Scope）が 登 場している。また、Checkshot surveyや
VSPがLWDにて行えるツールSeisimicVISIONも現在
はサービスが提供されている。

今後使用するLWDツールの仕様を、利用実績のある
Schlumberger社のツールをベースに検討した結果を示
す。

1-①　坑井速度検層
Checkshotデータや、データ処理により坑井周辺及び

ツールス下位の弾性波探査断面を得る。今回の掘削予定
位置では、高速度帯、BSR、MH濃集帯、Double BSR
などのような3D弾性波探査データ上のアノマリーが多
数検出されており、複雑な地質構造が予想される。その
ため3D弾性波探査データから得られる処理速度だけで
は坑井-弾性波探査間の正確な対比を行うことは難し
い。本検層を行うことで、坑井では到達しない深部の詳
細な弾性波探査記録を得られる可能性もある。これは
Schlumberger社では、SeismicVISIONに相当する。

本ツールによる検層は、掘削中のドリルパイプ付け替
え時に測定を行うことで、ワイヤーラインによる
Checkshot surveyと比較して大幅にオペレーション時
間を抑えることができる。なお国内では基礎試錐「東海
沖～熊野灘」における掘削キャンペーンで、本ツールの
利用実績がある。

1-②　音波検層
通常の音波検層（P波速度）のみならずS波速度、ス

トンレー波などを測定し、高度なジオメカニクス解析を
行う。これはSchlumberger社では、SonicScopeに相当
する。本ツールはアラスカ陸上産出試験におけるSTW、
また第1回海洋産出試験、第2回海洋産出試験で利用実績
がある。これまでの実績からMH濃集帯においては、P
波が著しく減衰し、正確な値を得ることが難しくなる現
象が確認されている。これを補完するためにわずかに地
層中から漏れ出る音波を利用したLeaky-P解析という特
殊解析を行うこととした。

1-③　核磁気共鳴を用いた孔隙率検層
核磁気共鳴の原理を用いてMH飽和率や正確な有効孔

隙率、浸透率を測定する。これはSchlumberger社では、
proVISION Plusに相当する。本ツールはSTW、第1回
海洋産出試験、第2回海洋産出試験で実績がある。また
本ツールは、移動可能な水を有する孔隙率をリアルタイ
ムに測定できるという特徴がある。本ツールを通常の中
性子孔隙率検層ツールと併用することで、MH濃集帯に
おいて、通常の中性子孔隙率とproVISION Plus孔隙率
が顕著にセパレーションする現象を把握することがで
き、MH濃集帯の有無をリアルタイムに評価することが
可能となる。
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1-④　孔隙率及び密度検層
孔隙率及びバルク密度を測定するこれはSchlumberger

社では、NeoScopeに相当する。本ツールは化学放射線
源を用いないPulsed Neutron Generator（PNG）を搭
載し、proVISION Plusと併用することでより正確な岩
相評価などを行うことができる。放射線ツールであるの
で検層現場への動復員には各種申請や通常より長い準備
期間の他、放射線取扱主任者の確保が必要となる。第2
回海洋産出試験で実績がある。

PNGが発生する放射線は地層中のGR値を一時的に変
化させる特徴がある。通常のオペレーションでは
MicroScopeに搭載されるGRを測定値とするが、本ツー
ルはBHA（検層ツール編成）最下部に接続され、その
上位にNeoScopeが接続されることが多い。したがって
NeoScopeを用いる際は、揚管時のGR値は地層本来の
値を示さないことに留意すべきである。過去の実績から
GR値は数時間で元の値に戻るようである。

1-⑤　比抵抗及び比抵抗イメージ検層
地層の比抵抗値及び坑壁の比抵抗イメージを得る。こ

れはSchlumberger社では、geoVISION及びMicroScope
に相当する。MicroScopeは、これまで利用実績が非常
に多いgeoVISIONの後継機であり、より高精細なイ
メージを得ることができ、地層評価を高精度で行えると
期待できる。これまで大水深域における使用実績はある
が、国内におけるMHプロジェクトでは使用実績がない。

1-⑥　Mobility、間隙水圧、地層破壊圧の測定
浸透率に近似可能なMobility（易動度：孔隙中を移動

するある流体の流れやすさを示す指標）や間隙水圧、地
層破壊圧を測定する。これはSchlumberger社では、
Modular Dynamic Tester: MDT（ワイヤーラインツー
ル）に相当する。将来的な簡易生産実験に向けて貯留層
工学的にMH濃集帯の理解を深めることは必要不可欠で
ある。MDTを実施しMobility、間隙水圧、地層破壊圧
を測定することで、簡易生産実験を実施する価値がある
かどうか定量的に評価することが可能となる。さらに簡
易生産実験における仕上げ長、仕上げ方法の最適化につ
いて、より定量的に議論できるようになる。

近年、海外のMHプロジェクトではDual Packer Single 
Probe（下記参照）が利用され、一定の成功を収めたよ
うであり、今回の検層に同程度仕様のツールを用いるこ
ととした。

Dual Packer: Dual Packerは上下各1mのパッカー長
を有しており、遮蔽能力が非常に高い。MDTの実施予
定深度は海底面下500m程度と浅いため、圧密が十分で
なく軟質な地質が予想される。このような状況下で地層
流体圧力を加圧・減圧して各値を正確に測定するには
Dual Packerのような強力なパッカーが不可欠である。
一方、パッカー性能を保持できる仕様上の最大坑径は

9.5”であり、実施予定区間においては、掘進時にポン
プ圧や回転数などを最小化して、少しでも孔壁崩壊を防
ぐ工夫が必要となる。

Single Probe: Dual Packerの下位にSingle Probeを追
加することで、Dual Packerのパッカー区間内と区間外
にフローラインを導通させることが可能となる。これに
より万が一パッカーのインフレート中に予期せぬ差圧、
すなわちパッカー区間における逸泥やキックが発生した
際、Single Probeを通して差圧を逃がすことができる。
またSingle Probeに搭載される圧力計や温度計がバック
アップとして使えるメリットもある。

なお、今般予定されているLWDはライザーレス掘削
のためワイヤーラインツールスはOpen Waterにて降下
することになる。万が一、ケーブルが破断した際に、
ケーブルが掘削船のスクリューに巻き込まれないよう、
海水面下数10mまでは、9-5/8”のガイドケーシングを
用いることとする。海底面付近まで1,000m程度のガイ
ドケーシングを設置する案も検討されたが、（1）太いガ
イドケーシングは海流の影響を強く受けるため、大きく
流されてしまい逆効果となる、（2）バイブレーションが
発生する、（3）管内スタックのリスクが大きくなる、（4）
管内においてパッカーダメージが発生しうる、などのデ
メリットが多く想定されたため用いないこととした。ま
た、ROV（水中作業ロボット）のカメラで目視しなが
ら降下させることでツールスの位置を正確に把握でき
る。坑井へのエントリー時には、ROVのアームによる
補助が可能である。以上の理由により、Open waterに
よる降下は可能であると判断した。

2．ジオテクコア分析項目選定
ジオテクコアを取得する目的は、主に簡易生産実験を

実施する際の掘削計画を策定し、また坑井の安定性を確
認するため、海底面から貯留層上面までの地盤の力学特
性を評価することである。よって、周辺海域に既存坑井
がない濃集帯候補を掘削して、濃集帯発見に至った際に
は、ジオテクコアを取得する方針と定め、また、得られ
るコアの分析仕様を検討した。

2-①　コアリング区間
コアリング区間については海底面から連続で100mと

濃集帯の上位30m、計130mを取得する方針とした。海
底面から連続で100m取得するコアを用いて、簡易生産
実験や将来的な中長期生産実験で海底に設置するウェル
ヘッドなどの構造物の重量に耐えうる地盤強度があるか
検証し、その力学特性を評価する。さらに濃集帯の上位
30mのコアを用いて、メタンハイドレート層のシール層
準に相当する地層の力学特性を評価する。

2-②　機材選定
ジオテクコアの取得に過去使われた機材は、Hydraulic 
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Piston Core Sampler （HPCS）、 Extended Piston Core 
Sampler （EPCS）、 Extended Shoe Core Sampler 

（ESCS）である。HPCSはドリルビットを使わないで、
圧力バルブで地層中にインナーバレル押し込んでコアを
回収する。未固結な地層のサンプルを取得することを対
象としている。一方、EPCSとESCSはドリルビットを
使いコアサンプルを回収する。HPCSより硬い地層のサ
ンプルを取得することを対象にしている。コアラの長
さ、コアの直径はHPCS、EPCS、ESCS全部コア取得状
況としては以下の通りである。

・HPCSが使える範囲（海底面からおおよそ100m）
では、過去の掘削ではライナーと堆積物が密着した
比較的良好なコアがHPCSにより取得できた。

・EPCSは使用実績が少なく、有効性が不明。コアの
回収がほとんどできない例もあったが、これは海底
地すべり内のせん断帯付近に相当するため、そもそ
もコアの取得が困難であった可能性がある。

・ESCSではコアの品質は悪化する。ドリルビットの
回転により薄互層中のＭＨが分解される影響もあ
り、性状の良いコアは極めて限られたものになる。

以上より、海底面から100m連続区間をHPCSで行い、
濃集帯の上位30mは上位層での回収率を踏まえ、うまく
回収できると想定されればHPCSで行う。また、回収が
難しいと想定された場合はEPCSもしくはESCSを使用
する方針とした。

2-③　コア分析項目
ジオテクコアの分析項目と目的を表1に示す。ジオテ

クコアの目的は地盤力学特性を得ることであり、表1の
力学試験試料からVane Shear Testまでの項目が対象と
なる。また、得られたコア試料にて、貯留層評価、MH
システム評価、地質評価に資するデータを取得する目的
で、表1のVoidガス以下の分析も行うこととした。

まとめ（今後の検討課題等含む）
過去のLWD検層実績などをレビューし、今後の事前

調査井掘削作業において実施するLWDの種目を検討し
た。またジオテクコアに関しては、目的・コア取得区
間・機材・分析項目などについて検討した。これらの結
果は、今後のデータ収録に係るツール選定に活用され
る。
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表1　コア分析リストと目的

コア分析項目 分析パラメータ 利用目的

力学試験試料 Undrained Shear Strength, Compaction, etc 地盤力学特性

Anelastic Strain Recovery（ASR） 3 Dimensional In-situ Stresses ジオメカスタディー・貯留層評価

Spinner Magnetometer Magnetic Inclination ジオメカスタディー・貯留層評価

Penetration Test Penetration Strength ジオメカスタディー・貯留層評価

Vane Shear Test Shear strength ジオメカスタディー・貯留層評価

Voidガス Gas Chromatography オペリスク、地質評価・MHシステム

Head Spaceガス Gas Chromatography 地質評価・MHシステム

間隙水 Ion Chroma、塩分濃度 貯留層評価・MHシステム

Xray-CT CTイメージ イメージ解析・地質評価

MSCL-W, MSCL-I, MSCL-C ガンマ、バルク密度、Magnetic susceptibilityなど 貯留層評価・MHシステム

コア記載（VCD） 岩相、地質構造などの記載 貯留層評価・MHシステム

XRD X Ray Diffraction 貯留層評価・MHシステム

Particle Size Distribution（PSD） 粒の測定 貯留層評価

Bulk Density バルク密度 貯留層評価

Grain Density 粒子の密度 貯留層評価

Thermal Conductivity 熱伝統率 貯留層評価

微化石 地質年代 地質評価・MHシステム
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①　第二渥美海丘周辺での海底環境調査の概要

実 施 期 間 平成25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 平岡礼鳥、鋤崎俊二、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）
本調査は、過年度のメタンハイドレート海洋産出試験

で生じた海底環境への影響とその回復過程を把握するこ
とを通して、次フェーズ海洋産出試験や将来の商業生産
を想定した海底環境への影響の予測と評価に資するデー
タを取得し、環境影響の検討に資する知見として整理す
ることを目的としている。

過年度の海洋産出試験の掘削作業等で生じた海底環境
への影響を詳細に確認するために、平成25年度から継続
的に海洋産出試験実施海域（第二渥美海丘）で遠隔操作
型無人潜水機（以下、ROV: Remotely Operated Vehicle）
を用いた調査を実施してきた（図1）。平成30年度まで
の調査結果から、海洋産出試験作業終了後の坑井近傍の
海底面を、カッティングス（掘り屑）の他、ベントナイ
トやバライト等の掘削作業時に用いる流体や廃坑作業時
のセメンチングに用いるセメント（以降、カッティング
ス等）が被覆し、カッティングス等が被覆している地点
ではバライトに由来する高濃度のバリウムや底生生物の
個体数減少が確認されており、掘削作業や廃坑作業によ

り生じた影響が残った状態であった。一方で、第1回海
洋産出試験作業のみの影響を受けたエリアでは、一部の
底生生物の個体数が増加傾向にあり、回復傾向にあるこ
とが示唆された[1]。

令和2年度には、第1回海洋産出試験から約7年後、第2
回海洋産出試験から約3年後における「カッティングス
等の被覆状況」及び「底生生物の回復傾向」を確認する
ため、令和3年1月から3月にかけて調査を実施し、令和3
年度には、主に底生生物の分布状況に関する解析を実施
している。本稿では、令和3年度に実施した解析結果の
概要を紹介する。

研究内容及び成果
1．令和2年度調査の調査方法概要

令和2年度の調査では、ROV「はくよう」（写真1左）
を用いて、坑井群を中心に半径500m以内の範囲で海底
面観察と採泥を実施した。

海底面観察の測線の距離は500mとし、坑井群を中心
に等間隔（約25m間隔）で複数本設定した。海底面観察

写真1　�深田サルベージ建設（株）が保有するROV「はくよう」（左）、プッシュコア（中央）とエクマンバージ採泥器
（右）による採泥の様子

図1　これまでの海底環境調査実施時期と各海洋産出試験の実施期間
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では、Nakajima et al.（2014）[2]を参考に、ROVの高度
（海底面から約1.5m）及び速度（約0.3m/s）を維持した
状態で走行しながら、ROVに搭載したHDカメラで海
底面を撮影し、目視によりカッティングス等の被覆範囲
を確認した。併せて、底生生物のうち採泥手法等による
採集が困難なメガベントス（＞4㎜の大型底生生物）の
うち、視認可能なものを計数し、生物分類別に集計した。

採泥調査では、カッティングス等の被覆による影響を
比較するため、プッシュコア（EE-PC-1：コア長280mm、
コア径55mm、コア容積0.665L）とエクマンバージ採泥
器（採泥面積15cm×15cm）を用いて（写真1中央及び
右）、カッティングス等に覆われた地点と覆われていな
いコントロール地点（自然状態の対照区）において複数
地点で採泥を実施した。採泥試料の分析項目は底質（金
属類、有機物など）と底生生物（バクテリア、メイオベ
ントス（32～300μm）、マクロベントス（＞300μm））
である。

2．解析結果概要
（1）カッティングス等の被覆状況

令和2年度に実施した調査の観察結果から、カッティ
ングス等は各坑井から見て西から北西方向にかけて
300m程度分布しており、全体的な被覆範囲の傾向は平
成30年度の調査時と同様であった。しかしながら、令和
2年度調査時の被覆範囲（図2黄枠）の面積は約0.02km2

であり、平成30年度調査時の被覆範囲（図2緑枠）の面
積（約0.04km2）[1]と比較し減少していた。この要因の一
つとして、被覆厚の薄い縁辺部では、海底近傍の海水の
流れ（最大で50㎝ /s程度[3]）により、約2年半の間に、
カッティングス等が再浮遊して移動した可能性が考えら
れる[4]。なお、ビデオ映像やコア試料の目視観察及び底
質変化から、北西の帯状のエリアは第1回海洋産出試験
作業のみの影響を受けており、生産井近傍のエリアでは
第1回及び第2回海洋産出試験の両方の作業の影響を受け
ていることを確認している。

（2）底生生物の回復状況
カッティングス等の影響期間を明らかにするために、

カッティングス等に覆われた地点と覆われていないコン
トロール地点におけるメイオベントスの個体数の経年変
化を比較した。本稿では、第1回海洋産出試験の影響の
みを確認可能な地点（RA3とRA5）での比較結果を図3
に示す。

令和2年度調査（令和3年1月～3月）において、各地点
でのメイオベントスの個体数を生物分類群別に確認した
ところ、堆積物中に生息する線虫類については、RA3の
個体数はコントロール地点のRA5の25％以下であった。
一方、海底面の表面で生息するカイアシ類については、
被覆が確認されたRA3の個体数は、十分な回復には至っ
ていないものの、コントロール地点のRA5の50％程度

の個体数に戻りつつあり、線虫類よりも早い回復傾向を
示していた。

これらの結果から、カッティングス等の被覆に伴い減
少したメイオベントスの回復は、メイオベントスが堆積
物のどの深さに生息するかによって異なり、堆積物の中
で生息する種ほど回復が遅い傾向があることが明らかに
なった。

まとめ（今後の検討課題等含む）
過年度までに継続して実施したROVでの海底環境の

調査結果から、坑井周辺でのカッティングス等の被覆範
囲が減少していることを確認するとともに、被覆範囲で
のメイオベントスの個体数は自然状態と同等の個体数に
は至っていないものの回復傾向を示していたこと、ま
た、メイオベントスの生息深度により、その回復傾向が
異なる可能性があることが明らかとなった。

今後は、十分な回復が見込まれる適切な時期に調査を
実施することにより、底生生物の回復状況とともに、
カッティングス等の被覆による影響期間をより明確にす
る予定である。
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②　堆積物の再浮遊に関するシミュレーション検討

実 施 期 間 平成31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 宇佐見和子、石原靖文、荒田 直
研究委託先 日本エヌ・ユー・エス（株）

基本情報（目的等）
海外の海洋における在来型の石油天然ガス開発におい

ては、掘削作業において生じるカッティングス（掘り
屑）等の環境影響を評価している事例は多く[1]、メタン
ハイドレート開発においても、研究の段階で、掘削作業
により生じるカッティングス等が周辺環境に与える影響
を予測、評価し、その影響の程度を把握しておくことが
重要となる。このため、平成30年度までに、粒子追跡モ
デルを構築し、海洋産出試験で生じたカッティングス等
による海底面の被覆厚さと被覆範囲の予測計算を行って
きた[2]。

加えて、海底を被覆したカッティングス等は海底近傍
の海水の流れ等によって再浮遊し拡散することが予想さ
れ[3]、その結果、底生生物に影響を与える範囲や期間も
変化することが想定される。しかしながら、平成30年度
までの粒子追跡モデルでは、カッティングス等は海底に
一度着底すると再び動くことはなく、着底後の挙動を考
慮していなかったが、平成31年度以降は、カッティング
ス等の再浮遊により、海底環境で生じる影響の範囲や期
間がどの程度変わる可能性があるかを明確にすることを
目的とし、カッティングス等の再浮遊過程を計算するた
めの検討に着手している。

平成31年度から令和2年度にかけては、再浮遊現象を
計算するために必要な構成式や主要な物理パラメータを
選定し、粒子追跡モデルに再浮遊の計算機能を付加して
いる。令和3年度には、長期的な条件（5年間）での再浮
遊に関する試計算を行い、長期間の時間経過に伴うカッ
ティングス等の被覆範囲の変化を予測するとともに、海
底地形や海底近傍の鉛直拡散係数が計算結果に与える影

響を検討した。
本稿では、平成31年度から令和2年度までの検討経緯

の概要と、令和3年度に行った試計算の概要を紹介する。

研究内容及び成果
1．経緯（平成31年度及び令和2年度）

平成31年度及び令和2年度の検討概要は以下の通りで
ある。
（1）�再浮遊過程の計算方法・主要なパラメータに関す

る検討
・海底での粒子の再浮遊過程を取り扱う理論に関する文

献を調査し、再浮遊条件（再浮遊発生の有無）の決定
には、堆積物の侵食過程を表現可能な漂砂理論[3][4]を
採用した。

・再浮遊量の算出には、シルト・粘土分を主対象とした
侵食速度式[5]を採用し、侵食速度式で使用する侵食速
度係数の算出については、海域毎のカッティングスの
性状の違いに対応するため、実際の含泥率から侵食速
度係数を算出することが可能な経験式を採用した。

・再浮遊高さ（土粒子等が海底から巻き上がる高さ）の
算出には、海底近傍の鉛直拡散係数と粒子の沈降速度
から計算される算出式[3]を採用した。

（2）再浮遊計算モジュールの試作と試計算
・数年規模にわたる被覆状態の変化を計算可能な再浮遊

計算モジュールを粒子追跡モデルに実装し、計算機能
等を確認するための試計算（計算期間：1日間及び215
日間）を実施した（参考として試計算条件を表1に示
す）。

・試計算結果から、所定の再浮遊条件（流速が概ね17 

表1　試計算の実施条件

平成31年度 令和2年度
令和3年度

ケース1 ケース2 ケース3
被覆状態

（初期値）
第2回海洋産出試験の条件（発生量・粒径分布等）でのカッティングスの被覆分布の計
算結果（図1：計算開始時）

流況 第2回海洋産出試験時の環境モニタリング[6]で取得した流速・流向データ
（海底面上約1.7 mで計測した215日間分の10分間隔のデータ）

計算期間 1日間 215日間 5年間

海底面形状 平坦
海洋産出試験実
施海域の海底地
形データ

平坦

鉛直拡散係数 1.0 cm2/s 0.01 cm2/s
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cm/sを超過）を満たせば、カッティングス等が再浮
遊することを確認し、計算機能に異常が無いことを確
認した。

2．�長期的な条件での試計算と、海底地形や鉛直拡散係
数に関する検討（令和3年度）

令和3年度には、長期的な条件でのカッティングスの
被覆範囲の変化を見積もるために、5年間分の流況デー
タを与えて再浮遊に関する試計算を行った。また、海底
地形の効果や海底近傍の鉛直拡散係数が計算結果に与え
る影響も合わせて検討した。試計算条件を表1に示す

（参考までに過年度の試計算条件も併せて示す）。
試計算の結果、全てのケースにおいて、カッティング

スは出現頻度の高い流向（北北東から東北東方向）へ
徐々に移動し、移動したカッティングスは、計算開始時
の被覆厚のうちの0.1 mm以下であった（図1）。再浮遊
量は、基本ケースのケース1（図1右上）に比較して、
各々、ケース2で増加（図1左下）、ケース3で減少した
ものの（図1右下）、それらの増減量は小さく、被覆厚
で±1μm以内の変化にとどまった。また、3つのケース

を比較しても被覆範囲に顕著な相違はみられなかった。
以上のことから、海洋産出試験実施海域では、流況条件
が大きく異ならなければ、再浮遊によるカッティングス
の移動量は小さく、また、海底地形や海底近傍の鉛直拡
散係数が計算結果に与える影響は小さいものと考えられ
る。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本研究では、掘削作業に伴い生じるカッティングス等

の被覆による海底環境への影響範囲や影響を及ぼす期間
の変化を明確にすることを目的として、再浮遊過程を再
現するための定式化やパラメータの検討を行い、粒子追
跡モデルに再浮遊の計算機能を付加するとともに、長期
的な条件での再浮遊に関して、複数条件での試計算を
行った。その結果、海洋産出試験実施海域の環境条件で
は、再浮遊により移動するカッティングス等は少量であ
ること、また、海底地形や鉛直拡散係数の効果は小さい
こと、を示唆する結果が得られた。

今後は、他の海域での異なる環境条件（海底近傍の流
況データ等）において、カッティングス等の被覆や再浮

3 
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図 1 5年経過後のカッティングス被覆分布の計算結果 
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遊についての予測計算を行うことにより、他の海域での
掘削作業で生じるカッティングス等の被覆範囲を予測す
るとともに、再浮遊現象によりその被覆範囲がどの様に
変化するか、を検討する予定である。
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EOR技術に関する取り組み
長年、JOGMECは原油増進回収法（以下、EOR）の

技術開発と、同技術を活用した本邦上流企業に対する事
業支援に取り組んできた。EOR技術の中心に位置づけ
てきたCO2 -EORは、地球温暖化対策としても注目を集
め、同技術を用いた事業支援を継続するとともに、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）。近年は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技術に加え、新たにナノ
パーティクルの活用やCO2フォームについても検討を進
めている。

EORの基盤技術
低塩分濃度水攻法に関し、当初は砂岩貯留層での増

油メカニズム解明や実油田への適用性評価を実施した。
その後、それらの知見を活かし、本邦上流企業が参画
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。これらを実施する中で、様々
な実験分析手法の改善への取り組みの中から三点を報告
する（Ⅳ-1-①参照）。具体的には、①塩濃度・pH測定
の効率化・高精度化、②コア掃攻試験における排出水中
のイオン濃度分析手法の最適化、③高温高圧状態におけ
る接触角・界面張力測定、である。これら要素技術は他
のEOR検討スタディでの活用も期待される。

また、国営石油会社との協力覚書（MOC）に基づく
EORスタディでは、コア流体分析技術、中でもデジタ
ル技術を活用した解析に取り組んだ。入手した岩石試料
には未固結試料が含まれており、通常のコア分析が難し
い試料にデジタルロック技術を適用し、実験で得られた
相対浸透率や毛細管圧力を検証した（Ⅳ-1-②参照）。

さらに、対象地域を特定しない形でも炭酸塩岩貯留
層に対する低塩分濃度水攻法について継続して取り組
んでおり、コア掃攻試験の実施およびそのメカニズム
解明のためのシミュレータ開発を大学との共同研究で
進めている。主に実験結果についてその概要を報告す
る（Ⅳ-1-③参照）。

新規EOR技術
ナノパーティクルの増油効果とそのメカニズムを検証

するため大学と共同研究を実施し、基礎的物性の測定、
岩石コアを用いた流動挙動の確認、ナノパーティクルの
物理現象を考慮できるEORシミュレータ開発等に取り
組んでいる。本年度は、「分離圧増大による岩石表面の
濡れ性変化」に着目した基礎実験として、Spontaneous 
Imbibition試験、Forced Imbibition試験を実施し、ナノ
パーティクル濃度の違いによる回収率の比較を行った

（Ⅳ-2-①参照）。今後も実験的検討を続け、シミュレー
タ開発に取り組む。一方、CO2などのガス圧入では、圧
入ガスが貯留層上方や高浸透率層を優先的に走り掃攻効
率を低下する事例があることから、掃攻効率の改善が期
待できるCO2フォームについて取り組んだ。動向調査に
加え、フォーム評価のための実験を行ったことからその
概要を報告する（Ⅳ-2-②参照）。さらにガスEORの技
術的知見を高めていくために、またCCSへの活用の観
点から、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に継続参加した。こ
こではCO2フォームなどによる掃攻効率改善だけでな
く、ナノパーティクルを用いたフォームの安定化などの
最新技術の情報収集に努めた。

EORを取り巻く環境
これまで、ベトナムやメキシコ、アブダビ等におい

て、国営石油会社や本邦上流企業とCO2 -EORに関する
共同研究を重点的に実施してきた。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。近年、本邦
企業はEORにとどまらず、CCUSという観点でも東南
アジアの事業に注目しており、本年度はインドネシアの
CCUS事業について調査したことから現状と課題をまと
めた（Ⅳ-3-①参照）。インドネシアでは坑井健全性など
の技術的課題や経済性改善に取り組む必要はあるが、
CO2の貯留可能量が豊富とされ、排出源もあることから
今後の発展が期待できる。

Ⅳ．EOR
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①　低塩分濃度水攻法スタディを通じた実験分析技術の改善

実 施 期 間　　平成25年度～令和3年度
担 当 部 署　　技術部 EOR課
担 当 者　　香山 幹、内海 崇、河野文夫、土屋慶洋、塩田絵里加、三上和昭、岡部 博

基本情報（目的等）
JOGMECでは、平成25年度から令和3年度にかけて、

砂岩・炭酸塩岩貯留層を対象としたEOR手法として低
塩分濃度水攻法（Low Salinity Waterflooding, LSWF）
のスタディを複数実施してきた。本EOR手法における
岩石・水・原油の相互作用には不明な点が多く、各サン
プルの組み合わせにより増油量が大きく異なっている。
このため、LSWFに対する理解を深めるためには排出流
体中のイオン濃度やpH等に注意しつつ実験分析を進め
る必要がある。本稿においては、LSWFスタディを通じ
JOGMECが改善した実験分析技術を紹介する。

研究内容及び成果
1．はじめに

JOGMECは平成25年度から平成29年度にかけて、ベト
ナムの研究機関VPI（Vietnam Petroleum Institute）、早
稲田大学とそれぞれ共同で、砂岩貯留層に対するLSWF
のスタディを実施した。VPIとのスタディでは、実験・
シミュレーション・経済性評価等を通じ、LSWFの適用
性を評価した。砂岩コアを用いたコア掃攻試験では、
LSWFにより最大17 %の増油を確認した[1]。早稲田大学
との共同研究では、複数のコア掃攻試験やシミュレー
ションを実施し、「Multi-component Ion Exchange（MIE）
理論」による増油が排出水中のpH・イオン濃度測定等

から示唆された[2]。
平成30年度からは、砂岩貯留層に対するLSWFのコ

ア掃攻試験・シミュレーションの経験を活かし、炭酸塩
岩貯留層に対するLSWFの研究を開始した。炭酸塩岩
貯 留 層 に 対 す るLSWFの 増 油 メ カ ニ ズ ム は、Ca2＋，
Mg2＋，SO4

2－イオンの吸脱着により岩石表面の濡れ性が
変化する説[3]、鉱物の溶解に伴い原油が脱離する説[4]、
水・原油間の界面張力低下によりEOR効果が及ぼされ
る説[5]等が提唱されている。これらの説を検証するため
には、pH・イオン濃度の測定、岩石表面の濡れ性変化
の正確な分析が重要となる。次項で、LSWFの研究を通
じ改善した、JOGMEC-TRCにおける令和3年度時点の
実験分析技術を紹介する。

2．低塩分濃度水攻法に関する実験分析技術の改善
①　塩濃度・pH測定の効率化・高精度化

コア掃攻試験実施中に排出された水が大気に触れる
と、二酸化炭素の溶解や水の蒸発に伴いpHや塩濃度が
変化する。排出された水と大気との反応を最小限に抑え
るため、湿度一定・窒素雰囲気の小型グローブボックス
を導入（図1）し、排出流体は全てグローブボックス内
で回収するシステムを構築することでpH・塩濃度の測
定値を安定化させた。

図1　小型グローブボックスと排出流体回収システム。
流体採取の際は外部からゴム手袋を介して操作する



― 159 ―

EOR第3編　Ⅳ．EOR　1．EORの基盤技術

②　排出水中のイオン濃度分析手法の最適化
排出水中のCa2＋，Mg2＋，SO4

2－イオン濃度は、炭酸塩
岩LSWFにおける水・岩石間の相互作用を検証する上
で鍵となる。早稲田大学やVPIとの共同研究ではコア掃
攻試験終了後に外部に分析を委託していたが、圧入水の
適切な切り替えタイミングを実験中に判断できなかっ
た。そこで、TRCで保有する測定装置の特性や精度を
検証し、Ｘ線蛍光分析法およびイオンクロマトグラフィ
による分析を組み合わせた手法を採用した。本手法によ
り、コア掃攻試験実施中にイオン濃度をTRCで当日中
に分析し、圧入水の切り替えタイミングの判断やメカニ
ズム検証を即座に実施可能となった。
③　高温高圧状態における接触角・界面張力測定

水・岩石間のイオン交換や岩石表面の濡れ性変化の度
合いは、温度の影響を強く受ける[3]。接触角は岩石表面
の濡れ性を評価する指標であり、貯留層に近い温度条件
で岩石表面の濡れ性や水・原油間の界面張力を計測する
必要があった。そのため、高温高圧状態でも測定可能な
実験装置（KRÜSS社製、DSA100HP）を導入した。本
装置の導入で、貯留層温度における岩石表面の濡れ性を
測定し、最適な圧入水組成の検討が可能となった。

まとめ（今後の検討課題等含む）
砂岩・炭酸塩岩貯留層を対象としたLSWFにおける

スタディや共同研究を通じ、様々な知見やノウハウを獲
得した。これら実験における要素技術はLSWFに限ら
ず、他EOR手法のスタディにおいても活用可能である。

引用・参考文献
[1] Morishita, R. , Matsuyama, R. , Ishiwata, T. , 

Tsuchiya, Y., Giang, P. T., Takahashi, S., 2020: Oil 
and Water Interactions during Low-Salinity 
Enhanced Oil Recovery in Water-Wet Porous 
Media. Energy & Fuels , 34（5）, 5258-5266.

[2] 渡邉和樹・土屋慶洋・三野泰之・高橋 悟、2015：
低塩分濃度水攻法に関する研究：平成26年度石油開
発技術本部年報、53-54.

[3] Zhang, P., Tweheyo, M. T. Austad, T., 2007: Wetta-
bility Alteration and Improved Oil Recovery by 
Spontaneous Imbibition of Seawater into Chalk: 
Impact of the Potential Determining Ions Ca2＋, 
Mg2－, and SO4

2－. Colloids and Surfaces A: Physico-
chemical and Engineering Aspects , 301（1-3）, 199-
208, doi: 10.1016/j.colsurfa.2006.12.058.

[4] Hiorth, A., Cathles, L. M. Madland, M. V., 2010: 
The Impact of Pore Water Chemistry on Carbon-
ate Surface Charge and Oil Wettability. Transport 
in Porous Media , 85（1）, 1-21, doi: 10.1007/s11242-
010-9543-6.

[5] McGuire, P. L., Chatham, J. R., Paskvan, F. K., 
Sommer, D. M., and F. H. Carini., 2005: Low Salinity 
Oil Recovery: An Exciting New EOR Opportunity 
for Alaska’s North Slope. SPE Western Regional 
Meeting, California, USA, March 30-April 1, SPE-
93903-MS, doi: 10.2118/93903-MS.
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②　未固結コアを用いたコア分析及びデジタルロック解析

実 施 期 間 令和元年度～令和3年度
担 当 部 署 技術部 EOR課
担 当 者 檜山学良、内海 崇、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及びCCS/CCUSにおけるCO2

の地中での貯留量やCO2の流動挙動を評価する上で、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
は重要である。一般的にこれらのパラメータは、対象の
貯留層から取得した円柱状の岩石試料（コア）を用いた
コア分析によって得られる。しかし、対象層が未固結の
場合は、未固結であることに起因するコア取得の難しさ
や、実験中の未固結粒子の移動による内部構造の変化
や、それに伴う浸透率への影響の可能性[1]など、通常の
固結岩石コアと比較して測定が難しくなる。本稿では、
JOGMECで取り組んだ油層から採取した未固結堆積物
の試料を用いたコア分析とその結果を統合的に解釈する
ために実施したデジタルロック解析[2] [3]について概要を
報告する。

研究内容及び成果
1．未固結コアを用いた毛細管圧力及び相対浸透率測定

油層から採取した未固結堆積物のコア（以降、未固結
コア）及び原油を用いて毛細管圧力・相対浸透率を測定
するために図1に示すような流動実験を実施した。

（1）コア・流体サンプルの準備
対象のコアは砂岩系の未固結試料であることから、測

定に使用するプラグコア（直径3.81 cm、長さ5 cmの円
柱状の試料）を取得する際は液体窒素で凍らせたのちプ
ラギングした。その後、その形状の維持や状態の悪化を
防止するため、コア両端はそれぞれ2枚のステンレス
メッシュを設置し、コア側面は金属製スリーブで保護す
る崩壊防止措置を施した（図2）。実験用の原油は対象
フィールドから採取されたサンプルを使用し、実験用の

図2　�未固結コアに対する崩壊防止措置の概略図。未固結コアの両端にはそれぞれ2枚の
メッシュが設置され、コア側面は金属製のスリーブで保護されている。

図1　�毛細管圧力・相対浸透率測定の概略を示したワークフロー。毛細管圧力はポーラスプレート法、
相対浸透率は非定常流動試験により測定した。
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水は油層から採取されたブラインの成分に基づき研究室
で作成した。

（2）毛細管圧力測定
石油天然ガス開発分野における毛細管圧力測定では、

比較的短時間で実施可能な遠心分離法が広く利用され
る[4]。しかし、コアが未固結の場合や脆い岩石の場合に
は遠心力によるコアの変形や破損の懸念がある[4]。本ス
タディでも当初は遠心分離法による測定を計画したが、
コアの変形が確認されたことから遠心分離法による測定
は断念した。

そこで、測定に時間は要するものの、コア端面での毛
細管圧力の末端効果 （capillary end effect）[5]の影響を受
けずに精度良く測定できるポーラスプレート法[6]を採用
することで、排水過程、浸潤過程の連続した毛細管圧力
曲線を取得した。得られた毛細管圧力曲線の特徴によ
り、油層の濡れ性も推定されている。図3にwater-wet、
mixed-wetの毛細管圧力曲線の概念図を示す。Water-
wetの場合、浸潤過程の大部分は正の毛細管圧力を示す
が、mixed-wetの場合は負の毛細管圧力が浸潤過程を占
める割合が大きくなる[7]。

（3）相対浸透率測定
毛細管圧力測定と同様に、崩壊防止措置を施した未固

結コアを用いて非定常流動試験[8]による相対浸透率測定
を実施した。試験の前に、コアの濡れ性を油層条件と同
様にするために、油層の温度・圧力条件にて40日間の原
油によるエイジングを実施した（図1）。非定常流動試
験で得られたデータをJBN法[9]で解析し、相対浸透率曲
線を取得した。

測定にあたっては、残留水飽和率から残留油飽和率の
飽和率範囲における相対浸透率を取得するために、油層
状態での残留水飽和率を達成するためにポーラスプレー
ト法を用いて排水過程を模擬した。また非定常流動試験
後にもポーラスプレート法を用いた浸潤過程によりコア
を残留油飽和率の状態にした。これにより得られた残留
水飽和率や残留油飽和率は、毛細管圧力測定で得られた
結果と整合的であった。さらに、取得した相対浸透率曲
線の特徴から推定される濡れ性も、毛細管圧力測定から
推定されるものと整合的な結果が得られている。図4に
water-wet、mixed-wetにおける相対浸透率曲線の概念
図[7]を示す。Mixed-wetの場合、低い水飽和率領域では
water-wetと比較して油の相対浸透率が小さくなり、高
い水飽和率領域では水の相対浸透率が大きくなる[7]。

図４　�Water-wet、mixed-wetにおける相対浸透率曲線の概念図（文献[7]を基に作成）。青色は水相の相
対浸透率曲線を、緑色は油相の相対浸透率曲線を示す。実線は排水過程、破線は浸潤過程を示す。

図3　�Water-wet（左図）、mixed-wet（右図）における毛細管圧力曲線の概念図（文献[7]を基に作成）。
実線は排水過程、破線は浸潤過程の毛細管圧力曲線を示す。
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2．未固結コアに対するデジタルロック技術の適用
実験により測定された未固結コアの毛細管圧力・相対

浸透率曲線の特徴から油層における濡れ性が推定され
た。実験によって推定された濡れ性を別のアプローチか
らも検証するために、令和2年度に実施した豊浦砂を用
いたサンドパックに対するデジタルロック解析[10]と同
様に、本年度スタディにおいてもデジタルロック解析を
実施した。

まず、油層から採取した未固結コアからサンドパック
を作成してマイクロX線CTスキャナにて撮影し、三次
元の孔隙構造を取得した。その孔隙構造からPore 
Network Model（PNM）[11]を構築し、二相流動シミュ
レーションを実施した。

PNMによる二相流動シミュレーションでは、入力す
る接触角を変化させることによって複数の濡れ性のケー
スを設定した（図5）。その結果、実験で示唆された濡
れ性を想定したケースの結果が測定値と近くなり、また
測定値と同様の特徴を持つ曲線が得られた。このPNM
シミュレーションの結果からも実験で示唆された油層条
件における濡れ性を検証することができた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
測定の難しい未固結コアに対するコア分析に取り組

み、毛細管圧力・相対浸透率曲線のデータを取得するこ
とができた。実験結果から示唆された濡れ性に関しても、
デジタルロック解析を適用し検証することができた。

さらに、CCS/CCUSに関してもCO2の地中貯留容量の
推定や圧入したCO2の流動挙動を把握する際には、相対
浸透率や毛細管圧力、残留ガス飽和率等の二相流動パラ
メータは重要である。CCS/CCUSの対象層が未固結砂層
である事例[12] [13]も報告されており、今後未固結堆積層を
対象としたスタディにおいては、本稿のコア分析で用い
た実験手法やデジタルロック技術の活用が期待される。

引用・参考文献
[1] Mattax, C.C., McKinley, R.M., Clothier, A.T., 1975: 

Core Analysis of Unconsolidated and Friable Sands. 
Journal of Petroleum Technology, 27, 1423-1432.

[2] 岡部 博、2007：デジタルコアラボラトリー：炭酸塩
岩試料の解析、平成18年度技術センター年報、61-64.

[3] Sok, R. M., Arns, C. H., Knackstedt, M. A., Senden, 
T. J., Sheppard, A. P., Averdunk, H., Pinczewski, W. 
V. and Okabe, H, 2007: Estimation of Petrophysical 
Parameters from 3D images of Carbonate Core. 
SPWLA Middle East Regional Symposium. Abu 
Dhabi, UAE, April 15-19, 2007.

[4] McPhee, C., Reed, J., Zubizarreta, I., 2015: Capillary 
Pressure. Developments in Petroleum Science, 64, 
449-517.

[5] 大下敏哉、岡部 博、2000：X線CTスキャナを応用
した高精度SCALへのチャレンジ：コア試料を代表
する相対浸透率を求めて、石油技術協会誌、第65
巻、第4号、332-341.

[6] Wilson, O.B., Skjæveland, S.M., 2002: Porous Plates 
Influence on Effective Imbibition Rates in Capillary 
Pressure. International Symposium of the Society 
of Core Analysis. Monterey, pp. SCA2002-16.
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Schlumberger Wettability Workshop. Bahrain, pp. 
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[8] McPhee, C., Reed, J., Zubizarreta, I., 2015: Relative 
Permeability. Developments in Petroleum Science, 
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Calculation of Relative Permeability from Displace-
ment Experiments. Transactions of the AIME. 
AIME 216.

[10] 檜山学良、塩田絵里加、赤井崇嗣、岡部 博、2021：
EOR検討時のDigital Rock技術活用、令和2年度石
油天然ガス開発技術本部年報、131-133.

[11] Valvatne PH, Blunt MJ., 2004: Predictive pore-
scale modeling of two-phase flow in mixed wet 
media. Water Resource Research, 40（7）, 1-21.

[12] Jung, H., Singh, G., Nicolas Espinoza, D., Wheeler, 
M.F., 2017: An integrated case study of the FRIO 
CO2 sequestration pilot test for safe and effective 
carbon storage including compositional flow and 
geomechanics. SPE Reservoir Simulation Confer-
ence, 2017 2011-2022.

[13] Williams, G.A., Chadwick, R.A., 2021. Influence of 
reservoir-scale heterogeneities on the growth, evo-
lution and migration of a CO2 plume at the Sleip-
ner Field, Norwegian North Sea. International 
Journal of Greenhouse Gas Control, 106, 103260.

図5　�水中における油（緑色）と固体表面の接触角及び濡れ性の
概念図。接触角が小さくなると濡れ性はよりwater-wet（左）
となり、大きくなるとoil-wet（右）となる。本スタディに
おけるPNMシミュレーションでは、入力する接触角を変化
させることで異なる濡れ性を表現している。
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③　炭酸塩岩貯留層に対する低塩分濃度水攻法による増油メカニズムの実験的検討

実 施 期 間　　平成25年度～令和3年度
担 当 部 署　　技術部 EOR課
担 当 者　　塩田絵里加、香山 幹、金子賢人、土屋慶洋、三上和昭、岡部 博
共同研究先　　学校法人早稲田大学

基本情報（目的等）
低 塩 分 濃 度 水 攻 法（Low Salinity Water Flooding: 

LSWF）は、地層水や海水より塩分濃度の低い塩水を圧
入する原油増進回収技術であり、また化学薬品を利用し
た石油増進回収技術とは異なり、地層水や海水等を利用
して作成した低塩分濃度水を使用するため貯留層の損傷
が少ないことから低環境負荷技術として注目されてい
る。JOGMECは、LSWFの増油効果を検証するため、
平成25年度から早稲田大学と砂岩を対象に共同研究に取
り組み、平成30年度からは炭酸塩岩を対象にコア掃攻試
験及びシミュレータ開発に取り組んでいる。本稿では本
年度に実施したコア掃攻試験の結果を紹介する。

研究内容及び成果
1．実験目的

LSWFの増油メカニズムとしては様々な理論[1]が提唱
されている。本年度の研究では、これまでの検討結果よ
り、「Ca2＋、Mg2+、SO4

2－イオンの吸脱着反応による濡れ
性変化」もしくは「電気二重層拡大による濡れ性変化」
の2つのメカニズムが有力であると推察されるため、追
加のコア掃攻試験を実施した。Ca2＋、Mg2＋、SO4

2－イオ
ンの吸脱着反応に伴うイオン濃度変化や、電気二重層拡
大の指標となるpHを測定することで、これらの増油メ
カニズムの効果を検証した。

2．実験手順
コア掃攻試験では、原油によりエージングした炭酸塩

岩コアを地層水（FW: Formation Water）、低塩分濃度水
（LSW: Low Salinity Water）の順で掃攻した。その後、
イオンの吸脱着反応による増油効果を検証するため、全
イオン濃度をLSWと同レベルに保ちつつSO4

2－イオン濃度
を増加させた低塩分濃度水（ALSW: Adjusted LSW）に
よる掃攻を行った。掃攻試験中は、排出流体の塩分濃度
とpHを随時測定した。

3．実験結果と考察
コア掃攻試験で得られた差圧と原油回収率を図1に示

す。LSW圧入時に回収率で約9 %の増油効果を確認で
きた。一方、ALSW圧入時には顕著な増油及び差圧の
低下は確認できなかった。また、排出流体のpHは、圧
入水と同程度であり、pH 6～7.5の範囲であった。加え
て、LSWとALSW掃攻時の排出流体からは、エマル

ションの生成が確認された。
先に挙げたLSWによる増油メカニズムのうちCa2+、

Mg2+、SO4
2－イオンの吸脱着反応を検証するため、FW

からLSWへの切り替え時の塩分濃度測定結果を用いて
遅延係数を算出した。遅延係数は、水-岩石間のイオン
の吸脱着反応の大きさを示し、吸脱着反応がなければ
遅延係数は1以下となる[2]。塩分濃度から算出した結果、
遅延係数は1.00となり、イオンの吸脱着反応は、ほとん
ど発生していないことが確認された。したがって、イ
オンの吸脱着反応が増油に寄与した可能性は低いと考
えられる。

電気二重層拡大による岩石の濡れ性変化については、
一般にpH 8以上であれば、電気二重層の拡大が見込め
る[3]が、今回のコア掃攻試験で得られた排出流体のサン
プルからは、pH 8以上は確認できなかった。よって、
電気二重層の拡大による岩石の濡れ性変化が発生したと
は考えにくい。

以上より、今回のコア掃攻試験では、実験当初に有力
と考えた2つのメカニズムによる増油効果への寄与を確
認することができなかった。一方で実験中にエマルショ
ンの生成が確認されたことから、LSWが持つ塩溶作用
によって原油中の界面活性成分が溶解する[4]ことでエマ
ルションが生成されたと示唆されることから、それが増
油に寄与した可能性が考えられる。

図1　�コア掃攻試験で得られた差圧（赤線）と
原油回収率（青プロット）
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まとめ（今後の検討課題等含む）
本年度は、追加のコア掃攻試験を実施し、炭酸塩岩貯

留層に対するLSWFの増油効果とそのメカニズムにつ
いて検証した。その結果、一定の増油効果を確認できた
が、増油メカニズムとして当初想定したCa2＋、Mg2+、
SO4

2－イオンの吸脱着反応や、電気二重層の拡大は、排
出流体の塩分濃度やpHの測定データからは確認できな
かった。今回のコア掃攻試験では、LSW圧入に伴うエ
マルションの生成が増油に影響した可能性があるが、こ
の点については、さらなる検証が必要である。

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、関根健太さん、岩谷孝倫
さん、大石惟人さんへ感謝の意を表します。
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①　ナノパーティクルを用いたEORメカニズム解明に向けた研究

実 施 期 間　　平成30年度～
担 当 部 署　　技術部 EOR課
担 当 者　　塩田絵里加、香山 幹、金子賢人、土屋慶洋、三上和昭、岡部 博
共同研究先　　学校法人早稲田大学

基本情報（目的等）
ナノパーティクル（Nanoparticles: NPs）とは粒子径

がナノメートルレベルの非常に小さな物質の総称であ
る。微細な粒子であるNPsは、岩石や流体の性質およ
びそれらの界面特性を変化させる効果があり、コロイド
懸濁液として貯留層に圧入することでEORへの応用が
期待されている。JOGMECは、NPsの増油効果とその
メカニズムを検証するため、平成30年度から早稲田大学
と共同研究を実施している。具体的にはNPsの基礎的
物性の測定、岩石コアを用いた流動挙動の確認、NPsの
物理現象を再現可能なEORシミュレータ開発等に取り
組んでいる。本稿では、それらについて本年度の主な成
果を報告する。

研究内容及び成果
1．ナノパーティクルによる増油メカニズムの一例

NPsの増油メカニズムとしては、様々な理論[1]が提唱さ
れているが、本年度の研究では特に「分離圧増大による岩
石表面の濡れ性変化」に着目した基礎的実験を実施した。

分離圧増大による岩石表面の濡れ性変化のメカニズム
としては、図1で示すように、岩石－水－原油界面に接
触したNPsが三相界面間の分離圧を大きくすることで
濡れ性が変化し増油すると提唱されている[2]。

2．ナノパーティクルを用いた実験内容と結果
NPsを取り扱う際に考慮すべき現象がNPs凝集であ

る。NPs凝集は、NPsが塩水や岩石と接触することで発
生し、凝集したNPsは貯留岩の孔隙を閉塞させること
から増油効果が低下する等の障害が発生する。そのた
め令和2年度の実験では、塩水－NPs系での沈殿スク
リーニング試験によりNPs凝集が発生しないNPs濃度

と塩分濃度を特定した。本年度は、令和2年度の沈殿ス
クリーニング結果をもとに、室内試験で用いられるこ
とが多い比較的均質な試料であるべレア砂岩を用い、
Spontaneous Imbibition（SI）試験にてNPsが持つ分離
圧拡大に伴う濡れ性変化による増油効果を確認し、
Forced Imbibition（FI）試験、水－水置換流動試験に
てNPs単体の動的な流動に対する凝集作用を確認した。
本稿では特にSI試験とFI試験の結果について紹介する。

（1）Spontaneous Imbibition（SI）試験
SI試験は、毛細管圧力による油－水－岩石間の濡れ

性を確認するための静的な試験である。本研究では、
NPs濃度の増油効果への影響を確認するため、同一のべ
レア砂岩コアに対して、NPs濃度を変えた計5ケース

（0, 0.01, 0.05, 0.5, 1.0［wt%］）を実施した。試験は常温・
常圧条件で実施し、原油にはデッドオイルを用いた。使
用した水の塩分濃度（NaCl濃度）は、NPs凝集が発生
しないことを確認した0.5［wt%］とした。各NPs濃度に
おける原油回収率の結果を図2に示す。NPs濃度と原油
回収率の間に相関は確認されなかったものの、NPsを添
加したケースではNPs濃度0［wt%］よりも回収率が上昇
したことが確認できた。これはNPsにおける濡れ性の
変化により増油が促進された可能性が示唆される。一方
NPsを添加したケースではNPs濃度0［wt%］よりも油排
出までの時間が3～5日程度遅くなっていた。これはNPs
を添加したケースでは1日経過後に岩石表面にNPs凝集
が目視で確認されていたことから、NPs凝集により油の
排出が阻害されていた可能性がある。NPsがもたらす濡
れ性の変化については、引き続き検証を行いたい。

図1　分離圧による濡れ性変化 図2　SI試験結果
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（2）Forced Imbibition（FI）試験
FI試験では動的な状態による濡れ性変化を確認する

ための試験である。SI試験において原油回収量に変化
がなくなったことを確認後、NPsを圧入し原油の回収量
を計測するFI試験に移行した。表1にはSI試験、FI試
験で得られた原油回収率とSI試験とFI試験を合わせた
最終的な原油回収率を示した。NPsを添加したどのケー
スもNPs濃度0［wt%］よりも回収率が上昇していたこと
が確認できた。またNPs濃度0.05［wt%］において最終的
な原油回収率が最大となり、NPsを含まない塩水と比較
して、約25 %の回収率の増加が確認された。

次にNPsによる増油効果を検討するため、分離圧と
関係するコロイド中の粒子間の静電斥力（拡散電気二重
層の重なり）の電位差を計測したゼータ電位の測定結果
とFI試験の結果を照らし合わせた。表2にはNaCl濃度
0.5［wt%］の時の各NPs濃度におけるゼータ電位の測定
結果を示した。ゼータ電位はNPs濃度0.01［wt%］の時に
各NPs濃度中で最大となっており、FI試験中では最大
の原油回収率となった。またゼータ電位の低下に従い最
終的な回収率も減少していた。ゼータ電位の絶対値に伴
い分離圧も上昇することが文献で示されている[3]ことか
ら、FI試験では図1に示す分離圧が岩石表面の濡れ性に
変化を及ぼした可能性が高いことが示唆された。

3．シミュレータによる原油掃攻試験の再現
NPsを用いたEORの挙動予測を検討するため、2次元

2相流の擬似多成分系シミュレータを開発し、文献で報
告されているNPs水溶液を用いた原油掃攻試験結果[4]を
対象にマッチングを行った。その結果、NPsによる分離
圧と凝集を考慮することでNPs濃度に応じた油回収量
の挙動を表現することができた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
NPsの増油効果について検討を行った結果、SI試験、

FI試験共にNPsを添加したケースはNPs濃度 0［wt%］
のケースと比較して、増油効果があることが確認され
た。特にFI試験では分離圧の作用によって岩石表面の
濡れ性に変化を及ぼした可能性が示唆された。一方SI
試験ではNPsにおける増油効果の要因が特定できな
かったことから、引き続きNPsの増油メカニズムを検
討していく予定である。またNPsによるEORシミュ
レータ開発では分離圧・凝集を加味したモデルの開発を
行った。本年度の実験結果に基づき、引き続きシミュ
レータ開発を行っていく予定である。

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、関根健太さん、岩谷孝倫
さん、大石惟人さんへ感謝の意を表します。なお、  本
稿に記載した実験のうち、水－水置換流動試験はTRC
にて、それ以外の試験については早稲田大学にて実施い
たしました。

引用・参考文献
[1] Sun, X., Y. Zhang, G. Chen and Z. Gai, 2017. Appli-

cation of nanoparticles in enhanced oil recovery: A 
critical review of recent progress. Energies, 10（3）.
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nanofluids for enhanced oil recovery. Journal of 
the Japanese Association for Petroleum Technol-
ogy, 86（3）: 194-204.

表1　SI試験とFI試験で得られた原油回収率と試験全体での
原油回収率の比較

NPs（wt％）
RF（％）

SI試験 FI試験 Total

0 33.46  3.94 37.40

0.01 35.43 13.78 49.21

0.05 52.17  9.84 62.01

0.5 39.99 11.29 51.28

1 40.35  7.97 48.33

表2　NaCl�0.5［wt%］における各NPs濃度のゼータ電位値

NPs（wt％） zeta potential（/mv）

0.001 ＋29.2

0.01 ＋42.6

0.05 ＋41.6

1.00 ＋27.5
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②　CO2フォームEORの近年の動向と貯留層での流動挙動解明に向けた取り組み

実 施 期 間 令和3年度～
担 当 部 署 技術部 EOR課
担 当 者 松波佑典、内海 崇、赤井崇嗣、岡部 博

基本情報（目的等）
CO2 -EOR等のガス圧入攻法においては、圧入ガスは

貯留層流体に比して密度および粘度が低い為、ガスが貯
留層上方や高浸透率箇所を優先的に走ってしまうことで
掃攻効率が低下する事例が多く報告されている[1]。その
対応策としてCO2と界面活性剤を貯留層に圧入して
フォーム化する技術により、見かけ粘度が増大したガス
のMobility（孔隙中を移動する流体の流れやすさを示す
指標）を制御可能とすることで、原油回収における掃攻
効率の改善が期待できる[2] [3]。さらに副次的な効果とし
てCO2フォームは浮力の影響を受けにくく、重力分離の
影響が低減されることにより、垂直方向の掃攻効率改善
も期待できる。本取り組みではCO2をフォーム化させて
圧入することで増油効果を高めるとともに、CO2貯留量
を改善できる技術の開発を目的とする。本稿においては
CO2フォームに関連する最新の研究動向調査を踏まえ、
JOGMECの実験分野における取り組みを報告する。

研究内容及び成果
１．CO2フォームCCS/CCUSの動向調査

CO2フォームを用いるCCS/CCUSの技術開発での課
題設定を行うにあたり、文献調査および大学へのヒアリ
ングを通じて、フォームを適用したフィールドパイロッ
ト試験と基礎研究の動向を調査した。フィールドパイ
ロット試験ではフィールド適用に関する事例が既に数多
く報告されている。その中でもPatilら [1]は貯留層の浸
透率のコントラストの大きさに起因してCO2が高浸透
ゾーンを優先的に流れる不均質な流動と重力分離による
ガスブレイクスルーが顕著であったフィールドに対し、
CO2フォーム圧入手法の最適化を実施して、CO2圧入
レートを約20%低減させた。また垂直方向の掃攻効率を
上昇させ、原油生産の減退傾向を緩和させるなどの
Mobility制御の成功事例を報告している。

基礎研究の動向調査においては、CO2フォームによる
コア掃攻試験でのMobility評価方法[4] [5]が提唱され、界
面活性剤濃度および圧入流速がMobilityに与える影響を
評価している。また、フォームの起泡性や保持性の評価
結果を用いた界面活性剤のスクリーニング手法が提唱さ
れている[6]。この手法では円筒形のガラス管に一定量の
界面活性剤溶液を満たし、ガラス管の底部に設置した
フィルターを介して、試験液中へN2を送り気泡を発生
させ、液面に生成する泡体積の時間変化を計測する方法
が採用されていた。JOGMECではテキサス大学オース

ティン校（UT Austin）が主催するコンソーシアム「Gas 
EOR Research Project」に参加し、CO2フォームによる
EOR技術の情報収集を実施しておりナノ粒子を添加し
たフォームの安定性評価のみならず、フラクチャーコア
を対象としたフォームの保持力向上により掃攻効率改善
を図る実験[7]や、非在来型油層への応用的な適用事例を
把握している。

これらの情報を統合的に検討した結果、界面活性剤の
成分や濃度・流速がフォームの性能（起泡性や保持力）
に寄与し掃攻効率に影響することが明らかになった。一
方で各種フォーム性能評価の手法は提唱されているもの
の、フォームの性能に関する評価結果とコア掃攻試験の
評価結果との整合性の確認までを含めた一連のワークフ
ローが確立されていないことに着目し、既往研究での実
験装置図や測定項目[2] [7] [8]を参考として、界面活性剤の
スクリーニングから検証実験までのワークフローの構築
を行った。

２． 多孔質媒体内におけるCO2フォーム流動挙動解明
に向けた取り組み

（1）界面活性剤選定のワークフロー構築
三段階で構築されるワークフローは、界面活性剤の起

泡性・保持力の評価（Step1）、後述する簡易系での多孔
質媒体内におけるガス見かけ粘度の評価（Step2）、岩石
コア掃攻試験（Step3）で構成される。Step1のフォー
ム用の界面活性剤の選定は、振とう試験で実施する。試
験液を入れた密閉容器を上下に振とうさせて生じる泡と
液体の体積の経時変化を測定して、泡の起泡性や保持力
に優れた界面活性剤を複数点選定する。次にガラスビー
ズをアクリル容器に充填した可視化セル（ここでは複雑
な構造の実岩石と比して簡易系と呼ぶ）を用いたCO2と
界面活性剤の同時圧入によるフォームの生成・崩壊に伴
うガス相の見かけ粘度および掃攻効率の評価を行い、有
力な界面活性剤を絞り込む。これは通常の岩石コアへ圧
入する流動試験と比較して、コア洗浄作業等の時間を短
縮でき、かつ岩石の不均質性や吸着の影響等を除いた理
想的な条件での検討が可能である。作業時間の短縮によ
り効率的な界面活性剤のスクリーニングを実施すること
ができる。

（2）可視化セルを用いた流動試験 
図1に直径100μmのガラスビーズを充填したセルを

用いた掃攻試験装置図を示す。長さ40cm, 内径3.4cmの
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セルを横置きし、上流側より界面活性剤を添加した模擬
地層水（NaCl，CaCl2 10wt%）とCO2をT字管で合流さ
せ混合し、セル内に圧入する。界面活性剤を含んだ気液
二相流体が多孔質媒体内を流動すると、その際に発生す
るせん断力によって自然にフォームが生成される。セル
は上下流に圧力センサーを取り付けて差圧（ΔP）
を計測する。実験評価の指標としては以下の式より、
Resistance factor（RF）と呼ばれるフォームと非フォー
ム（界面活性剤を添加しない模擬地層水とCO2）掃攻の
易動度の比を採用した[9]。なお、ここでのQCO2-foam, QCO2

はそれぞれCO2と模擬地層水（界面活性剤添加の有無）
を混合し、簡易系セルへの総圧入レートを示す。

RF = 

RFは、圧入流体をCO2からCO2フォームに置換した
際に、どの程度のMobility変化が生じるのかを示す指標
となる。RFが高値な界面活性剤である程、粒径のきめ
細かいフォームが多孔質媒体内で生成され、泡膜による
ガス相への流動抵抗が作用するため、高い見かけ粘性を
有することを意味する。また、差圧データからはフォー
ムによる易動度の変化が評価され、界面活性剤の性能を
比較することができる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
CO2フォームによるCCS/CCUSの技術課題を設定し、

それらを解決しうる技術動向の調査および簡易系での流
動試験を実施した。今後は、選定された界面活性剤を用
いた岩石コアでの流動試験に移行し、実用系での性能評
価の検証作業を実施する。

引用・参考文献
[1] Patil, P.D., Knight, T., Katiyar, A. et al., 2018: CO2 

Foam Field Pilot Test in Sandstone Reservoir, 
Complete Analysis of Foam Pilot Response. SPE 
Improved Oil Recovery Conference, Tulsa, Okla-
homa, USA, April 14-18, SPE-190312-MS, doi: 
10.2118/190312-MS.

[2] 古賀大晃、田中浩之、三好啓介、2019：マイクロバ
ブルの可視化実験およびWAGのコアフラッド試
験、平成29年度石油天然ガス開発技術本部年報、
P28-30.

[3] 佐藤ら、2017：マイクロバブルCO2を用いたCO2 
Foamの掃攻効率評価法の検討、平成29年度石油技術
協会春季講演会、開発・生産部門 個人講演（2）-（12）.

[4] Prieditis, J., Paulett, G.S., 1992: CO2-Foam Mobility 
Tests at Reservoir Conditions in San Andres 
Cores. SPE/DOE Eighth Symposium on Enhanced 
Oil Recovery, Tulsa, USA, April 22-24, SPE-24178, 
doi: 10.2118/24178-MS.

[5] Lee, H.O., Heller, J.P., 1990: Laboratory Measure-
ments of CO2-Foam Mobility. SPE/DOE Enhanced 
Oil Recovery Symposium, Tulsa, USA, April 17-18, 
SPE-17363, doi: 10.2118/17363-PA.

[6] Jones, S.S., Farajzadeh, R., et al., 2016: Surfactant 
screening for foam EOR, Correlation between bulk 
and core-flood experiments. Colloids and Surfaces 
A: Physicochemical and Engineering Aspects , 500, 
166-176, doi: 10.1016/j.colsurfa.2016.03.072.

［7] Xuezhen, W., Mohanty, K., 2020: Nanoparticle-Sta-
bilized Strong Foam for EOR in Fractured 

図1　ガラスビーズを充填したセルを用いた掃攻試験装置図
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①　インドネシアCCUS事業の現状と課題

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 技術部 EOR課
担 当 者 金子賢人、三上和昭、香山 幹、塩田絵里加、岡部 博

基本情報（目的等）
インドネシア共和国（以下、インドネシア）は枯渇/

成熟油ガス田が多数存在することから、Enhanced Oil 
Recovery（以下、EOR）の適用への期待が高い。また、
油ガス田開発および産業活動に伴うCO2排出源も多数存
在することから、CO2を貯留層に圧入することで増進回
収効果およびCO2の地中貯留を狙うCO2 -EORの適用ポ
テンシャルが大きいと考えられている[1]。JOGMECは
JX石油開発とともにPertaminaと2018年にMOUを締結
し、2021年にも対象を拡大してMOUを再締結している
が、最近では、インドネシアにおけるCO2 -EORを含め
たCarbon dioxide Capture, Utilization and Storage（以
下、CCUS）事業への本邦企業の関与も増加してきてお
り、そのポテンシャルに再注目している。本稿では、イ
ンドネシアにおけるCCUS事業のポテンシャル、政府の
方針、法規制、現在進行中のプロジェクトについて整理
するとともに、特にCO2 -EORの普及に向けた課題につ
いて報告する。

研究内容及び成果
1．CCUS事業のポテンシャル

地下資源が豊富なインドネシアにおいては、石油・天
然ガス開発が古くから行われており、枯渇/成熟した油ガ
ス田が数多く存在し、2020年時点の確認埋蔵量は石油が
約41.7 億bbl、ガスが約43.6 Tcfである[2]。また、CO2の
地中貯留可能量も十分にあるとされている[3]。地域別には
スマトラの中央部では油田、南部では油ガス田の両方、
ジャワの北西部ではガス田の減退が進んでおり、特にス
マトラの南部においては帯水層も含めて約7.65 GtCO2の
貯留可能量があるとされている[1]。

また、インドネシアにはCO2排出源も多く存在してい
る。一般的なガス田ではCO2濃度は2 %以下である[4]が、
インドネシアではCO2濃度の高いガス田が多く、特にス
マトラの南部および北部、ジャワの北西部、ナツナの東
部の堆積盆地のガス田においてCO2濃度が高く最大で
80 %程度である[5]。加えて、特にジャワ島においては人
口が密集し、工業化が進んでいることから工業的CO2排
出源も集中している[6]。

さらに、ジャワ西部をCarbon dioxide Capture and 
Storage（以下、CCS）のクラスターとして整備するこ
とで、インドネシアのCO2削減を効率的に行うことがで
きると考えられている[6]。

CO2の地中貯留可能量と排出源が十分にあり、CCSク

ラスターの整備による効率的なCO2削減を狙えることか
らインドネシアでのCCUS事業の今後の発展可能性は高
いと考えられる。

2．インドネシア政府のCCUSに関する方針
インドネシア政府が掲げるCCUSに関連する方針とし

て、下記3つがあげられる。
（1）2016年のパリ協定において、2030年までに現状の経

済発展度合いを維持しCO2削減を行わないとする
Business As Usualシナリオと比較してCO2排出量
を29 ％、国際的な支援が得られた場合には41 ％削
減することを公約している。

（2）2030年までに原油生産量100 万BPD、ガス生産量
128 BSCFDを目標として、2019年から政策を進め
ている。これにより、インドネシア国内の成熟油田
に対しEORプロジェクトを推進、またEORの経験
を持つ企業と協力関係を築くことを奨励している。

（3）現行方針のシナリオ（CPOS: Current Policy Scenario）
ではCO2排出量が増加し続けるため、2050年にお
けるCO2排出量がパリ協定の目標を十分に達成で
きないとし、2021年7月にLong-Term Strategy for 
Low Carbon and Climate Resilience 2050（LTS-
LCCR2050）を制定し、パリ協定の目標を達成するた
めの低炭素シナリオ（LCCP: Low Carbon Scenario 
Compatible with Paris Agreement target）を掲げて
いる。LCCPでは、2050年までに石炭火力発電所の
76 %にCCSを備え付けることなどを計画している

（図1）。これにより、2050年のエネルギー分野のCO2

排出量をCPOSの約2.1 GtCO2に対し、LCCPでは約
0.6 GtCO2まで削減することを目標としている[7]。

3．CCUSに関する法規制
2022年3月現在において、インドネシアではCCUSに関

する法規制は整備されていない。しかしながら、2022年
2月にはインドネシアの石油・天然ガス総局よりインド
ネシアに投資する海外企業に向け、法規制の草案につい
ての説明とそれらを議論する場が設けられた。インドネ
シア政府は今後も各国との議論を継続し、早ければ2022
年末、遅くとも最初のCCUSプロジェクトが開始される
までには法規制が承認されることを予定している。

4．現在進行中のプロジェクト
2022年2月時点で、現在進行中の代表的なCCUS関連
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プロジェクトを図2に示す。現在までに商業スケールで
操業を開始しているプロジェクトは未だ存在しないが、
2030年までに多くのプロジェクトが操業を開始する計画
となっている。なお、これらのプロジェクトの過半で本
邦企業が何らかの形で関与しており、メインプレイヤー
として活動している。現在公表されているプロジェクト
の多くは以下の3つに大別される。
　　（1）CO2 -EOR
　　（2） 高濃度CO2ガス田開発に伴うCCS/EGR 

（Enhanced Gas Recovery）
　　（3）ブルー水素・アンモニアの製造等
CO2 -EORについては、成熟油ガス田が多い南部スマト
ラ島およびジャワ島でのプロジェクトが多い。CO2源と
しては、既存の油ガス田開発に伴い排出されている分離

済みのCO2の利用を想定でき[1]、施設コスト面では有利
な条件にあるといえる。また、高濃度CO2ガス田開発に
伴うCCSでは、事業の経済性を悪化させないために、
CO2を活用したEGRとCCSのセットで検討されている
点は特徴的である。なお、現在計画されているプロジェ
クトの多くは油ガス田開発に伴う事業が過半を占めてい
るが、今後はブルー水素・アンモニアの製造や産業
CCS（化学、製鉄などの産業プロセスを排出源とした
CCS）も増加していくと考えられる。

5．CO2-EOR事業の課題
インドネシアにおけるCO2 -EOR事業のポテンシャル

は大きいが、普及には幾つか課題がある。技術的な課題
としては、インドネシアの油ガス田は比較的浅い深度で

図1　CPOS、LCCP、TRNS（CPOSとLCCPの中間シナリオ）の電力供給源の推移[7]

�CPOSとLCCPの中間シナリオとしてTRNS（Transition�Scenario）もLTS-LCCR2050に� �
示されているが2050年におけるパリ協定のCO2排出量目標は達成できない。

図2　インドネシアCCUS関連プロジェクト［地理院地図（国土地理院）を加工して作成］
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成立しているものが多いため、貯留層圧力が低く、高い
圧力をかけてCO2を圧入できないことから増産に高い効
果を示す混和状態（ミシブル）を狙うのが難しい点が挙
げられる。また、開発の歴史が数十年に及ぶ成熟油田で
は、過去に掘削された坑井の健全性が大きな課題とな
り、CO2 -EOR事業の経済性・実現可能性を悪化させる。
さらに中東などと比較して小規模な油ガス田が多いこと
から、スケールメリットを得ることが困難なケースが多
い。結果として、インドネシアにおけるCO2 -EOR事業
のさらなる普及には経済性が大きな課題となると考えら
れる。

また、前述のとおりCO2 -EORを含むCCUSに関する
法規制が未整備であることは課題である。CCUS事業を
行った際に、地中に圧入したCO2に対してどのような監
視作業が求められるのか、どのように利益として享受で
きるのかなどは事業化において重要となるため、今後の
動向に注視が必要である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
インドネシアにおけるCCUS事業は、CO2の貯留可能

量や排出源が豊富であり、政府の支援も期待できること
から今後の発展可能性は高く、実際に進行中のプロジェ
クトも多く存在する。一方、CO2 -EORの普及には坑井
健全性を含めた技術的課題に加えて、経済性にも課題が
あるため、老朽化設備の改修、複数油ガス田の総合的な
マネジメントや最適化手法の確立などへの挑戦が必要と
考える。

引用・参考文献
[1] Asian Development Bank, 2019: Carbon Dioxide-
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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
用されてきた。また、昨今の脱炭素社会への要請に伴
い、CCSを対象にした検討にも技術的挑戦が広がりつ
つある。

JOGMECでは、そのような本邦上流企業の石油・天
然ガス開発の活動及びCCS実現に向けた活動を支援す
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、令和3年度の主な取り組みを紹介する。

地質分野
	 微生物起源ガス田の探鉱・開発に関する動向調査

海外ではエジプトのZohrガス田、イスラエルの
Leviathanガス田などの巨大ガス田で、日本では基礎試
錐「日高トラフ」で、注目された微生物起源ガスは、熱
分解起源のガスとは大きく異なる生成過程を持つため、
確立された石油システムの評価手法は存在しない。今般
は動向調査として微生物起源ガスの生成メカニズムや世
界の微生物起源ガスの探鉱開発状況に関する情報を収
集・整理を行った（詳細は4-Ⅰ-1-①参照）。

物理探査分野
	 DASを用いたVSPデータへのFWI適用

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）が実施される計画であり、2019年に
第1回のデータが取得されている。令和3年度は合成波形
及び実データに対し音響場FWIを適用し、DAS-VSP
データに対する音響場FWIのフィージビリティスタ
ディを実施した。また、弾性場FWI適用への展開を検
討する目的で、S波を含んだ実データを模擬するために、
弾性波動場シミュレーションによる合成波形を用いた
DAS応答の再現を行った。（詳細は4-Ⅰ-2 -①, ②, ③参照）

	 アクイストアCO2貯留サイトにおけるACROSSと
DASを用いたVSPデータの解析

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
いた、貯留層モニタリングの実証試験を継続して実施し
ている（令和3年6月時点の累積CO2圧入量：約37.5万ト
ン）。JOGMECは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
ているが、今年度はひずみ速度ドメイン（DASのデー
タドメイン）のデータを粒子速度ドメイン（従来型地震
計相当）へ変換し、4回の調査データに対して統一した
イメージング処理を実施した。（詳細は4-Ⅰ-2 -④参照）。

Ⅰ．探査技術
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①　微生物起源ガス田の探鉱・開発に関する取り組みと動向調査

実 施 期 間　　令和3年度
担 当 部 署　　1. 技術部 探査技術課、2. 技術部
担 当 者　　天羽美紀1、石丸卓哉1、中山貴隆1、島野恭史1、辻 喜弘2、小西祐作1

調査委託先　　Beicip-Franlab

基本情報（目的等）
近年、東南アジアや東地中海で大規模な微生物起源の

ガス田が発見されており[1] [2]、新しい探鉱対象として注目
されている。微生物起源のガス田は在来型の油ガス田と
比べて炭化水素の生成過程が大きく異なることが知られ
ており、石油システムの評価手法が確立されていないた
め、探鉱ポテンシャルの評価も困難と考えられている。

JOGMECは、日高トラフを含む日本周辺海域におけ
る微生物起源ガスの探鉱ポテンシャル評価に関する研究
を令和2年度より継続しており、その評価への活用を目
的として世界における微生物起源ガス田の探鉱・開発に
関する動向調査を実施した。

研究内容及び成果
1．調査内容

本動向調査は、以下を主要テーマとし、Beicip-Franlab社
に委託して実施した。
（A）微生物起源ガスの生成メカニズム
（B） 世界で発見されている微生物起源ガス田の紹介

と特徴
（C） 在来型油ガス田と微生物起源ガス田の探鉱・開

発における違い
調査では、200本以上の公刊文献を用いて情報の収集

と整理を行い、さらにBeicip-Franlab社独自の知見も併
せてまとめた。

2．調査結果の概要
（A）微生物起源ガスの生成メカニズム

微生物起源によるメタン生成は、未解明の部分も多
く、今後の研究による解明が期待されるものではある
が、低温且つ浅い深度において、堆積物が堆積した後の
比較的早い時期にメタン生成古細菌の活動によりメタン
が生成される。これは、様々な微生物コンソーシアム

（様々な種類の真正細菌と古細菌）が関与する非常に複
雑な生化学反応の結果行われると考えられている。堆積
した有機物のごく一部がメタンと成り、生成されたメタ
ンのごく一部が堆積物に保存されるが、微生物起源ガス
の痕跡があったとしても、「商業規模」の微生物起源ガ
スの集積があるとは限らない。

ガスの起源は、地球化学分析におけるメタンと二酸化
炭素の炭素同位体分析と、メタンの水素同位体分析で決
定される。また、微生物起源ガスには、一次的微生物起

源ガス（Primary biogenic gas）と二次的微生物起源ガ
ス（Secondary biogenic gas）があり、前述の同位体分
析で区別できる。二次的微生物起源ガスは石油の微生物
分解に伴い生成するガスであるため、本調査では一次的
微生物起源ガスを扱った。
（B）世界の微生物起源ガス田の発見とケーススタディ

微生物起源ガス田は、1980年代前半のメキシコ湾と
2000年代前半のナイルデルタにおける発見の後に広く認
識されるようになった。これら商業規模の微生物起源ガ
ス田は、熱分解起源の炭化水素を探す過程で幸運に恵ま
れて発見された。浅い深度に微生物起源ガスが胚胎する
可能性があることは以前から知られていたが、商業規模
のガス田に成り得ることは期待されていなかったため掘
削対象とはならなかった。しかし、ナイルデルタでの発
見の後に、2004年発見のShwe field（4.5 -7Tcf）がある
ベンガル湾や2015年発見のZohr field（30Tcf）がある
東地中海で、複数の巨大ガス田が相次いで発見され、考
え方が徐々に変わってきた。2010年代に入ってからは一
層多くの微生物起源ガス田が発見されており、動向調査
では以下の主要ガス田の特徴をまとめた。

• インドネシアのSeng-Segat field[3]

• 中国のSanhu field[4-6]

• ノルウェーのPeon field[7] [8]

• ミャンマーのShwe field[9-11]

• イスラエルのLeviathan field[12]

• エジプトのZohr field[12-14]

• カナダのSouth Alberta gas field[15]

• 米国のAntrim field[16]

石油システムに関わる特徴は以下であった。
•  貯留層は、新第三系のものが多数であったが、白亜系

やデボン系（South Alberta gas field、Antrim field）
も認められた。

•  貯留層は在来型と同様に砕屑性の堆積物が多数で
あるが、炭酸塩岩（Zohr field、Terang-Sirasun field）
や頁岩（Antrim field）の例も認められた。

•  貯留層の分布深度は在来型の油ガス田に比べて浅
いケースが多数であるが、イスラエルのLeviathan 
fieldでは3,000m以深に胚胎しており、深くなるこ
ともある。また、本フィールドではメタン生成菌の
生息には適さない80℃以上の高温でもある。

•  通常の微生物起源ガスはメタンに富むが、C2以上
の熱分解起源ガスや油と混在することもある。
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また、今後以下が探鉱対象として有望であると考えられる。
•  Leviathan fieldのような海底に十分な砂と有機物を

含む厚く深い海底扇状地
•  Peon fieldのような更新世氷河の影響を受けた厚い

新第三系堆積物を持つ大陸棚
•  Sanhu fieldのような更新世に形成された湖沼成堆

積物
（C）微生物起源ガス田の探鉱・開発の見通しや探鉱余地

熱分解起源の炭化水素への評価に用いる石油システム
の概念は、微生物起源ガスの評価でも利用でき、根源
岩、貯留岩、シール、トラップの各要素毎に評価するこ
とが有効である。ただし、微生物起源の石油システムの
評価での根源岩評価は、ガスの生成が生化学的なプロセ
スによる点が大きく在来型炭化水素と異なっている。

微生物起源ガス鉱床の成立条件は、在来型と異なり、
根源岩のTOCが0.5%未満と低くても良いこと、ケロジェ
ンの起源がタイプⅢである例が多数であること、根源岩
層とその上位に発達する堆積物の堆積速度が100m/Myr
以上であることがあげられる。低いTOCとタイプⅢケ
ロジェンは必須条件ではないが、堆積速度は速いほど生
成直後のメタンの拡散が抑制されるため、微生物起源ガ
スの保存にとって最も重要な条件と考えられる。そのた
め、100m/Myr以上を指標とする漸新世/新第三紀/第
四紀の堆積速度が速い盆地は、微生物起源ガス探鉱の候
補地となる。これは、有機物に乏しく熟成度も低い熱分
解起源の炭化水素が期待できない場所であっても、微生
物起源ガス鉱床が成立している可能性があると言い換え
ることができる。一方で、石油資源が豊富な地域は、堆
積速度が遅いことが多いため、微生物起源ガス探鉱には
適していないと考えられる。

また、以下の探鉱手法が有効であると考えられる。
　a）地表でのガス直接検出
　　 在来型のガス探鉱と同様に、商業規模のガス鉱床の

成立を示唆するものではなく、ガスが移動してきて
いることを確認する指標となる。

　b） 三次元地震探査によるDHI（Direct Hydrocarbon 
Indicator）の検知

　　 一般的に海域における浅部の地震探査取得データは
高解像度であることから、DHIによる検知も比較的
容易になるため有効と考えられる。

　c） 微生物起源ガスに特化した石油システムのモデリング
　　 熱分解による炭化水素の生成とは異なる生化学的な

プロセス（メタン生成）により浅い深度でガスが生
成されることを考慮したモデリングが必要である。

微生物起源ガスの開発と生産は、メタンに富むガス田
と同様に、一般的にH2SとCO2が含まれないので、メタ
ンのみを生産できるという利点がある。メタンの組成は
単純であるためガス処理も単純となり、開発・生産が容
易であることが多い。一方、ガス貯留層が「浅い」こと
により地層の固結度が低く出砂が懸念されるが、在来型

でも同様の懸念があるために、微生物起源ガス特有の問
題とはならない。

まとめ（今後の検討課題等含む）
熱分解起源の炭化水素を対象とした従来の探鉱では有

機物に富む熟成した根源岩が存在することで探鉱対象地
域となるが、微生物起源ガスの探鉱ではこれまで探鉱対
象とされてこなかった堆積速度の速い砂と泥を多く含む
堆積盆地が主対象地域になる。また、根源岩の特徴が大
きく異なることによる評価の基準・方法が変化すること
を除いて、従来の石油探鉱評価手法を活用することもで
きる。一方で、根源岩におけるメタンの生成過程に関し
ては未解明の部分も多く、今後の研究による解明が期待
される。

なお、動向調査報告書は、申請による閲覧が可能と
なっている。
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①　DASを用いたVSPデータへのFWI適用①：合成波形データ解析

実 施 期 間　　令和2年度～令和3年度
担 当 部 署　　1. 技術部 探査技術課、2. 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　　藤本 暁2、毛利拓治1、北脇裕太1、平 亨1、清水英彦1

基本情報（目的等）
JOGMECは、2014年11月に米国エネルギー省（USDOE: 

United States Department of Energy）傘下の国立エネル
ギー技術研究所（NETL: National Energy Technology 
Laboratory）と締結した協同作業実施に関する覚書に基
づき、米国アラスカ州でのメタンハイドレート長期陸上
産出試験に向けて準備を進めている。2018年12月には、
JOGMECはNETLと協働し、アラスカ州Prudhoe Bay 
Unit鉱区にて層序試錐井（Hydrate-01）を掘削し、永
久凍土層下においてメタンハイドレートの胚胎を確認し
た[1]。メタンハイドレート貯留層のうち、D-hydrate層
のトップ深度は約700mTVDss（True Vertical Depth 
subsea）（層厚約10m）、B-hydrate層のトップ深度は約
840mTVDss（層厚約18m）である[2]。2019年3月には、
断 層 解 釈 及 び 貯 留 層 モ ニ タ リ ン グ を 目 的 と し、
Hydrate-01井に敷設された光ファイバーケーブルを用い
てDAS（Distributed Acoustic Sensing：分布型音響セ
ンシング）-VSP（Vertical Seismic Profile）データが取
得された[1]。このDAS-VSPデータに対し、JOGMECは
2020年より、メタンハイドレートの分解に伴う貯留層の
物性変化の把握を目的として、二次元音響場FWI（Full 

Waveform Inversion）[3]の適用を検討している。
2020年度は、DAS-VSPを模擬した音響波動場シミュ

レーションを行い、実データに近い合成波形を得ること
に成功した[4]。2021年度は、合成波形及び実データに対
し音響場FWIを適用し、DAS-VSPデータに対する音響
場FWIのフィージビリティスタディを実施した[5]。ま
た、弾性場FWI適用への展開を検討する目的で、S波を
含んだ実データを模擬するために、弾性波動場シミュ
レーションによる合成波形を用いたDAS応答の再現を
行った[6]。これらの実施内容のうち、本稿では合成波形
に対する音響場FWIの適用結果について報告する。

研究内容及び成果
DAS-VSPデータは三次元データであるが、本スタ

ディでは計算コストが比較的低く多数の試行を可能とす
る二次元の音響場FWIを実施した。FWIでは、波動場
シミュレーションにより生成される合成波形を入力波形

（観測波形）に近づけるように地下のモデルを更新する
（図1）。本スタディでは、入力波形についても音響波動
場シミュレーションによって合成し、音響場FWIによ
る合成波形データ解析を実施した。入力波形の作成及び

図1　FWIによるモデル更新の概念図
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音響場FWIの適用に用いる二次元測線、震源位置及び
受振器位置は、実データに基づき設定した。二次元測線
はHydrate-01井の偏位方向に沿って作成した。震源位
置は、二次元測線の中心を始点として±5度の方位角範
囲に含まれる83点の発震点を二次元測線に投影して得
た。また、Hydrate-01井の坑跡上に1m間隔で979点の受
振器位置を設定した。入力波形の作成に用いた真の速度
モデルは、Hydrate-01井における音波検層ログ等から一
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。初期速度モデルは、真の速度モデルを
平滑化して作成した。発震点、受振点及び真の速度モデ
ルを図2（a）に、初期速度モデルを図2（b）に示す。
図3にこれらのモデルの鉛直速度プロファイルを示す。

実データは、ジオフォンで取得された既存地震探査
データ（Surface Seismic）との対比を目的とし、コント
ラクターによって、光ファイバーケーブル方向の一成分

のひずみ速度のデータから粒子速度相当のデータ（ジオ
フォン相当データ）に変換されている。なお、本スタディ
において、相当データとは、本来取得あるいはモデリン
グされたデータの領域（例えばひずみ速度）から異なる
領域（例えば粒子速度）に変換するための処理が適用さ
れたデータを表す。表1に受振器別の取得データの特徴
を示す。図4（a）-（d）に示すフローで実データを模擬し
た波形を作成し、音響場FWIへの入力波形を作成した。
最初に真の速度モデルと中心周波数80Hzのリッカー
ウェーブレットを用い、音響波動場シミュレーションに
よりX成分とZ成分のジオフォンデータを作成した（図4
（a）（b））。次に、得られたX成分とZ成分をケーブル方
向の成分とそれに直交する成分に回転させることにより、
ケーブル方向の一成分ジオフォンデータ（ラディアル
データ）を作成した（図4（c））。一方、音響場FWIにお
ける予測波形は、圧力データ（ハイドロフォンデータ）

図3　Hydrate-01井近傍（x=50m）の鉛直速度プロファイル。黒線は真の速度モデル、
緑線はFWIの初期速度モデル、赤線はFWIにより得られた速度モデルを示す。

図2　P波速度モデル　（a）入力波形の作成に用いた真の速度モデル
（b）FWIの初期速度モデル　（c）FWIにより得られた速度モデル
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である（図4（e））。そこで、入力波形と予測波形の両者
の位相を一致させるため、ラディアルデータの上方進行
波の極性を反転させることにより圧力相当データ（ハイ
ドロフォン相当データ）を作成し、音響場FWIへ入力
する入力波形とした（図4（d））。

このようにして作成した入力波形、初期速度モデル及
びリッカーウェーブレットを用い、2.5～140Hzの周波
数帯域で音響場FWIを実施した。前述の通り、位相に
ついては、入力波形と音響場FWIの予測波形を一致さ
せているものの、両者には入射角依存性の違い等に起因
する振幅特性の差が依然として存在するため、これを緩
和することを目的とし、震源波形インバージョンを実施
した。これにより、位相及び振幅を音響場FWIの評価
関数として扱うことが可能になった。図2（c）及び図3
に音響場FWIの結果を示す。

図2及び図3から、音響場FWIによって、真の速度モデ
ルに含まれる高速度のハイドレート貯留層が、Hydrate-01
井から200m程度の範囲で捉えられていることを確認で
きる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
音響波動場シミュレーションから得られたジオフォン

データに対して波形処理を施し、音響場FWIの予測波
形に対応する圧力相当データを作成した。また、震源波
形インバージョンを適用することで、位相だけでなく振
幅も用いた音響場FWIが可能となった。その結果、
Hydrate-01井近傍において、高速度のハイドレート貯留
層（B-hydrate層及びD-hydrate層）を捉えることに成
功した。これにより、音響場FWIがDAS-VSPデータに
対して適用可能であることが明らかとなった。

図4　�ショットギャザー及びその説明。（a）（b）音響波動場シミュレーションによって得られたX成分・Z成分のジオ
フォンデータ　（c）ケーブル方向に（a）（b）を回転させて得たラディアル成分のジオフォンデータ　（d）位相を
圧力相当とするため（c）の上方進行波の極性を反転させて得たハイドロフォン相当データ　（e）ハイドロフォ
ンデータ（比較用）

表1　各受振器の特徴

ハイドロフォン ジオフォン DAS

計測する物理量 圧力 粒子速度 ひずみ速度

受振器への入射角θに対す
る振幅特性 1 cos（θ） cos2（θ）

上方進行波と下方進行波に
対する極性 同じ 逆 同じ

受振応答のイメージ
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②　DASを用いたVSPデータへのFWI適用②：フィールドデータ解析

実 施 期 間　　令和2年度～令和3年度
担 当 部 署　　1. 技術部 探査技術課、2. 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　　北脇裕太1、毛利拓治1、藤本 暁2、平 亨1、清水英彦1

基本情報（目的等）
藤本他（2022）[1]に記載の通り、JOGMECは、米国ア

ラスカ州Prudhoe Bay Unitにて掘削された層序試錐井
（Hydrate-01） に お い て2019年3月 に 取 得 さ れ たDAS
（Distributed Acoustic Sensing：分布型音響センシン
グ）-VSP（Vertical Seismic Profile）データ[2]に対し、
永久凍土下に分布するメタンハイドレート貯留層

（D-hydrate層及びB-hydrate層）の今後のガス生産テス
トに伴う物性変化の把握を目的とした二次元音響場
FWI（Full Waveform Inversion）[3]の適用を検討してい
る。ガス生産テストは現時点では準備中であり、2021年
度は、合成波形及び実データに対し音響場FWIを適用
し、DAS-VSPデータに対する音響場FWIのフィージビ
リティスタディを実施した。本稿では実データに対する
音響場FWIの適用結果について報告する。

研究内容及び成果
1．実データの前処理

DAS-VSPデータは3次元データであるが、本スタディで
は計算コストが比較的低く多数の試行を可能とする2次元
の音響場FWIを実施した。2次元投影測線はHydrate-01
井の偏位方向に沿って設定し、投影測線の中心を始点と
して±5度の方位角範囲にある83点の発震データを使用
した。光ファイバーを用いたDAS収録では、測定原理
上、光ファイバーケーブル方向のひずみ速度のデータが
出力されるが、本スタディでは、変換された粒子速度の

データ（ジオフォン相当データ）を使用した。本スタ
ディで用いた音響場FWIアプリケーションは、P波の
圧力成分のみを扱うため、ジオフォン相当データに対
し、S波の除去と上方進行波（主に反射波）の位相反転
を適用することにより、圧力相当データを作成した。前
処理されたデータは振幅特性の補正を行っていないた
め、圧力データと完全に同等ではないが、このデータを
音響場FWIの入力データとして使用した。

2．実データの音響場FWI
FWIでは、波動場モデリングによる合成波形を観測

波形に近づけるように地下のモデルを更新する。初めの
波動場モデリングに用いた速度モデル（初期モデル）
は、主に音波検層ログをスムージングした1次元のP波
速度モデルを側方に延長することで作成した。

様々なテスト結果を踏まえて、実データに対して最適
化された解析パラメータを選択した。解析結果への影響
が大きかったパラメータとして、振幅を除いた位相の残
差を用いた評価関数の採用、反復計算毎に低い周波数か
ら徐々に高い周波数成分を取り込んで解析を行うマルチ
スケール解析の採用、使用するデータ範囲を限定するこ
と、速度更新を行うエリアを限定することなどが挙げら
れる。特に、合成波形データ検討と異なり、位相のみの
残差を評価関数として使用した点は、安定した解析結果
を得るために重要な点であった。
図1にHydrate-01井に沿った音波検層ログおよび初期

図1　Hydrate-01井に沿った速度プロファイル
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モデル、音響場FWI結果の速度プロファイルを示す。
音響場FWIにより、音波検層と良く一致するP波速度
モデルが得られていることが確認できる。ただし、高速
度層の絶対値は音波検層よりも低くなっており、特に
B-hydrate層を正確に捉えることはできていない。これ
らは位相のみの残差を評価関数として採用し、振幅情報
が欠如していることが要因の一つと考えられる。

初期モデル、音響場FWIの結果、それら差分の速度
モデル断面を図2に示す。差分速度モデル断面から、貯
留層深度において、Hydrate-01井から幅200～300m離れ
た場所まで、速度モデルが更新されていることがわかる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
DAS-VSPデータに対し、前処理を施したのち、音響

場FWIを適用した。その結果、DAS-VSPデータに対し
て音響場FWIが有効である事を確認した。ただし、
Hydrate-01井の近傍においても、B-hydrate層等で音波
検層に見られる高速度の特徴を完全に捉えることは出来
ていない。考えられる要因として、解析において位相の
みの残差を評価関数として採用し、振幅情報が欠如して
いることが挙げられるが、根本的要因としてはDASデー
タと音響場FWIの振幅特性の不一致によって、評価関
数が制限されることによると考えられる。現在、DAS
データを入力可能なFWIアプリケーションの開発を検
討しており、このスタディで得られた結果や課題を活用
していく予定である。
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米国エネルギー省（USDOE: United States Department 
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ルギー技術研究所（NETL: National Energy Technology 
Laboratories）が共同で行うアラスカでのメタンハイド
レート長期産出試験の一環として取得されたものである。

MH21-S研究開発コンソーシアムには本成果の公表を
許可頂いた。また、本スタディの実施においてNawii 
LLCより多くの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　�速度モデル断面　（a）初期モデル（b）FWI解析結果（c）初期モデルとFWI解析結果の差異　�
傾斜した黒線がHydrate-01井を示す。
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③　DASを用いたVSPデータへのFWI適用③：弾性波動場シミュレーションによる合成波形
データを用いたDAS応答の再現

実 施 期 間　　令和2年度～令和3年度
担 当 部 署　　1. 技術部 探査技術課、2. 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　　平 亨1、毛利拓治1、北脇裕太1、藤本 暁2、清水英彦1

基本情報（目的等）
藤本他（2022）[1]及び北脇他（2022）[2]において、米国

アラスカ州のメタンハイドレート長期陸上産出試験サイ
トにて取得されたDAS（Distributed Acoustic Sensing：
分布型音響センシング）-VSP（Vertical Seismic Profile）
データへのFWI（Full Waveform Inversion）適用が検
討された。これらのスタディでは、DASによる観測デー
タを圧力相当のデータへ変換し、音響場FWIによる解
析を行っているが、将来的には観測DASデータを扱え
る新たなFWIコード開発を検討している。本スタディ
では、そのようなFWIコード開発への展開を検討する
ために、2次元弾性波動場シミュレーションによる合成
波形データを用いて観測DASデータの再現を試みた。

研究内容及び成果
1．データ準備

弾性波動場シミュレーションにおける2次元測線はメ
タンハイドレート長期陸上産出試験サイトにて掘削され
た層序試錐井（Hydrate-01）の偏位方向に沿って設定し
た。図1に設定した受発振ジオメトリを示す。受振点

（図1の 黒 線 ） はHydrate-01井 の 坑 跡 上 に1m間 隔 で
979点を設定した。発震点（図1の黒四角）は坑口から
78mオフセットした位置に設定した。2次元物性モデル

は、主にHydrate-01井で取得された音波検層データ及
び密度検層データからP波速度・S波速度・密度の1次
元モデルを作成し、それぞれを側方に延長することで作
成した。一例として、図1に2次元P波速度モデルを示
す。また、震源波形は観測データの初動付近を重合する
ことで抽出した。

2．DASデータの合成
DASデータ（ケーブル方向の1成分ひずみ速度データ）

の合成（図2）では、始めに、Madagascarソフトウェア
のコード（fdmod.ewefd2）を用いて、上記で作成した物
性モデル及び震源波形を適用し有限差分法に基づく弾性
波動場シミュレーションからX・Z成分の粒子速度のデー
タ（ジオフォンデータ）を得た。次に、X・Z成分の粒
子速度のデータを回転させ、ケーブル方向の1成分粒子
速度のデータを得た。その後、1成分粒子速度のデータ
に対しFK領域（周波数-波数領域）にてik*sinc（kL/2）

（iは複素数、kは波数、Lはゲージ長）を乗じ、ケーブ
ル方向の1成分ひずみ速度のデータを得た。ikは粒子速
度記録をひずみ速度に変換するための微分、sinc（kL/2）
はDASのゲージ長の効果を表す例えば[3]。これらの処理を
経てDAS応答の再現を行った。

図1　�受発振ジオメトリ及びP波速度モデル。黒線はDASが設置された坑井（Hydrate-01）、
黒四角は発震点位置を表す。
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3．観測データとの比較
上記で合成されたDASデータを観測データと比較し

た結果を図3に示す。なお、DASデータの合成は2次元
測線上で行われたため、観測データに√tをかけること
で3次元幾何減衰を補正した。物性モデルや震源波形の
誤差、減衰の効果を考慮していない点等に起因した差異
はあるものの、観測データで確認されているP波初動、
S波初動、及び主要な反射波（図3の赤矢印）が合成さ
れたDASデータにおいてある程度再現できていること
が分かる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
弾性波動場シミュレーションを実施し、それに続いて

ドメイン変換等の処理を適用することを通じて、メタン
ハ イ ド レ ー ト 長 期 陸 上 産 出 試 験 サ イ ト に お け る
DAS-VSPデータを模擬し、観測データに近い波形を得
ることができた。JOGMECで検討されているDASデー
タに対応したFWIコード開発に関して前向きな結果が
得られた。

図2　DASデータ作成のフローチャート

図3　（a）合成されたDASデータと（b）観測データの比較例
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④　アクイストアCO2貯留サイトにて取得されたACROSSとDASを用いたVSPデータの解析

実 施 期 間　　平成29年度～令和3年度
担 当 部 署　　1. 技術部 探査技術課
担 当 者　　北脇裕太1、清水英彦1、下田直之1、中山貴隆1

共同研究先　　 Geological Survey of Canada （GSC）、Petroleum Technology Research Centre （PTRC）、  
Lawrence Berkeley National Laboratory （LBNL）

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2012年度より
実施しており、2014年度からはカナダ、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
ACROSSを用いた実証試験を実施している（図1（a））[1] [2]。
本サイトでは、2015年よりCO2の圧入が開始されており、
2022年7月時点において圧入合計量が約44.5万トンに至
り、日量400トンの圧入が継続されている。貯留層は、
カンブリア紀後期に外浜から浅海で堆積したDeadwood
層とオルドビス紀にデルタもしくは浅海で堆積した
Black Island層の砂層で、4～17%の孔隙率を有してい
る。圧入井から北東に150m程度離れた位置にある観測
井のケーシング外側に光ファイバーが設置されている。
ただし、光ファイバーケーブルの深度は2,850m付近ま
でであり、貯留層深度（約3,300m）には達しておらず、
貯留層のイメージングエリアを制約している（図1（b））。
当初は観測井近くにACROSSを設置したが、表面波ノ
イズによる影響を回避するために、2016年に観測井から
南西に約750mの位置に移設した。以降、ACROSSと
DAS（Distributed acoustic sensing：分布型音響センシ
ング）を用いたVSP（Vertical Seismic Profile）データ

収録として、2016年12月（累積圧入量：約10.4万トン）
に「ベースライン調査」、2018年3月（累積圧入量：約
14.0万トン）に「モニタリング調査1」、2019年4月（累
積圧入量：約19.7万トン）に「モニタリング調査2」、
2020年1月（累積圧入量：約27.2万トン）に「モニタリ
ング調査3」を実施してきた。

光ファイバーを用いたDAS収録では、測定原理上、
光ファイバーケーブル方向のひずみ速度ドメイン（領
域）でデータが出力される。前年度まではこのひずみ速
度ドメインにおけるイメージング処理を実施していた
が、従来型地震計（ジオフォンやハイドロフォン）を用
いて収録される震探データとは異なるドメインのため比
較が容易ではない。そこで本年度は、ひずみ速度ドメイ
ンのデータを粒子速度ドメインへ変換し、４回の調査
データに対して統一したイメージング処理を実施した。

研究内容及び成果
1．イメージング処理と坑井との比較

データ解析は、昨年度までのひずみ速度ドメインのイ
メージング処理の際に確立した処理フロー[2]に従い、
ACROSS信号処理、調査間データ調整処理（Global 
matching filter）、オフセットVSP処理、調査間ノイズ
抑制処理の順に実施した。オフセットVSP処理では重

図1　�（a）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[2]、�
（b）測線断面図およびイメージング範囲。
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合後時間マイグレーション（Post-STM: Post stack time 
migration）と重合前深度マイグレーションの一つであ
るRTM（Reverse time migration）の2つのマイグレー
ション処理を実施した。図2に2016年に取得したベース
ライン調査結果に対するマイグレーション断面と圧入井
の合成地震記録との比較を示す。ただし、RTM断面は
マイグレーションに使用した速度モデルにより、深度か
ら時間へ変換を行っている。Post-STMとRTMの断面
を比較すると、RTMの方が信号雑音比は良いが、坑井
の合成地震記録との比較では、Post-STMの方がより整
合的である。RTMは高精度な高等手法であるが、それ
故に精度の高い速度モデルが要求される[3]。両マイグ
レーションでは同一の速度モデルを使用していることか

ら、RTMに最適化されていないことが要因の一つとし
て考えられる（e.g.,[4]）。重合前マイグレーション処理に
関しては、改善の余地があり、解析を継続中である。

2．タイムラプス解析を通じた応答変化の評価
2016年に取得したベースライン調査を基準とし、モニ

タリング調査1～3との比較を行うタイムラプス解析を実
施した。マイグレーション断面との差分に加えて、再現
性を評価するために2種類の指標（NRMS: Normalized 
root mean squareとPRED: Predictability）を用いた[3]。
NRMSが20%以下、PREDが90%以上を示す場合、良い
再現性を有するとの評価もある[5] [6]。
図3にPost-STM断面におけるベースライン調査とモ

図3　�Post�stack�time�migration断面におけるベースライン調査とモニタリング調査1～3とのタイムラプス解析結果　
（a）（b）（c）モニタリング調査1～3とベースライン調査との差分、（d）（e）（f）Normalized�root�mean�square、
（g）（h）（i）Predictability。

図2　�マイグレーション断面（a）Post�stack�time�migrationおよび（b）Reverse�time�
migrationと圧入井における合成地震記録との比較
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ニタリング調査1～3との差分、NRMS、PRED断面を示
す。モニタリング調査3と比較して、モニタリング調査
1～2のノイズレベルが高い事が確認できる。これは収録
地域の気温が12～2月は日中においても氷点下近く、地
盤が凍結しているのに対し、3～4月になると気温が上昇
し地盤が溶けはじめることから、発振点近傍の地表条件
が変化したためと考えらえる。NRMSとPRED断面で
は、上部Deadwood層付近にはアノマリーが認められ、
CO2圧入に伴う応答変化の兆候ではないかと考えられ
る。これは同地域で取得されている3D地震探査データ
の解析結果等とも整合的である[7]。ベースラインとモニ
タリング調査3とのNRMS断面における圧入井側のイ
メージング端に強いアノマリーが見られる。このアノマ
リーは、ベースライン調査に対してモニタリング調査3で
観測井に設置されている光ファイバーで取得が可能な深
度が浅くなる現象が確認されているため、イメージング
エリアが狭くなることにより現れていると推察される。
図4にRTM断面におけるベースライン調査とモニタ

リング調査1～3との差分、NRMS、PRED断面を示す。
モニタリング調査1～3間での差異がほぼ無く、均一にノ
イズレベルが低くなっている。NRMS、PRED断面では
同一個所にアノマリーが見られるが、圧入井からも離れ
ており、ノイズである可能性も含めて検討が必要であ
る。圧入井の合成地震記録との比較においても述べたよ
うに、重合前マイグレーション処理に関しては、改善の
余地があり、他の重合前マイグレーションを検討し、応
答変化の妥当性について評価を進める予定である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
2016年から2020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、ひずみ速度ドメインから粒子速度ドメインへ変換を
し、昨年度までに確立されたイメージング処理フローを
適用した。併せて再現性指標を使用した応答変化の評価
を行うことで、Post-STM断面においてはCO2圧入に伴
う変化の兆候の可能性を捉えることが出来た。今後は、
異なる重合前マイグレーション処理の適用などを実施
し、応答変化の妥当性について評価を進めていく予定で
ある。
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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「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
化への取り組みも継続している。

令和3年度に関しては2年度から継続して、新型コロナ
ウィルス感染拡大の影響が残った状態での活動となっ
た。必要に応じて計画の修正などを行いながら、各案件
の目的の達成に向けて取り組んだ。

掘削・仕上げ
安全・安定操業に関する取り組みとして、「坑井健全

性管理に対する取り組み」を継続して実施した。柏崎テ
ストフィールドに保有する2坑の実験井の安全な管理の
ために、令和元年に策定した管理マニュアルに基づき、
健全性を確認するために「柏崎TF実験井の健全性管理
の取り組み」として必要な作業を行った（各論Ⅱ-1-②
参照）。加えて、坑井健全性管理への問題意識を抱える
本邦上流企業との協業も並行して行っている。令和2年
度に実験井の管理を効率的に行うために開発したソフト
ウェアについて、本邦企業の操業現場での活用を目指し
て、令和3年度にはJX石油開発（株）と協力して「坑井健
全性管理ソフトウェア「Well Alert J」の改良」として
必要な改良作業を行った（各論Ⅱ-1-⑤参照）。

掘削作業の効率化の観点では、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」への参加
を継続している。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から提案した掘削関連機器の故
障予知に関する二つのテーマについて、機械学習などを
用いた検討を継続して行った（各論Ⅱ-1-③参照）。

JOGMECが保有する実験機器などの有効活用により、

課題解決に貢献するためのスキームであるオープンラボ
制度を活用して、柏崎テストフィールドに保有する掘削
関連実験装置を用いた実規模の実験を「生分解性ポリ
マー繊維のホールクリーニング性能に関する研究」とし
て実施した。掘削中のザク（掘屑）上がりを促進するた
めの泥水材料の効果検証のために（株）カネカ、秋田大学
と協力して実験を行った（各論Ⅱ-1-④参照）。

それらに加えて新たに、掘削コスト削減への取り組み
として、掘削作業中に摩耗してしまうケーシングの強度
低下に関する考察として、「摩耗ケーシングの圧潰強度
に係るスタディ」を開始している。令和3年度において
は数値計算により強度低下の傾向を見る予備的スタディ
を行うとともに、翌年度に予定している実機を用いた圧
潰強度測定実験の検討なども行った（各論Ⅱ-1-①参照）。

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、ジ

オメカニクスの観点からは、掘削障害・生産障害への対
応に継続して取り組んだ。

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」を水溶性天然ガス環境技術組合ととも
に継続している。4年目にあたる令和3年度は、令和2年
度に開始した生産水を浅層に還元する試験において、地
層の変動（膨張・収縮）に関するパラメータの取得を継
続した。それに加え、環境への影響の確認、変形挙動の
予測に関するシミュレーション作業なども実施した（各
論Ⅱ-2-②参照）。

また、令和2年度に石油資源開発（株）（JAPEX）とと
もに開始した「国内生産後期油田における出砂障害の発
生予測に関する取り組み」を継続して実施した（各論
Ⅱ-2-④参照）。令和2年度は限られたデータから出砂評
価を行うワークフローの検討を行っているが、令和3年
度においては近隣フィールドにおいて得られた岩石試料
を用いた力学試験を行い、その結果を用いた出砂評価の
補強を行った。加えてAI技術（機械学習）を用いた出
砂評価の検討も継続した。

加えて、令和3年度は新たに2件の取り組みを開始し
た。1件目は、貯留層より上部の地層における掘削障害
への対応検討を目的として「イクシスフィールドにおけ

Ⅱ．開発技術
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る頁岩の岩石力学的異方性評価」を（株）INPEXととも
に行った（各論Ⅱ-2-③参照）。加工の難しい頁岩試料か
ら力学試験に適したサンプルを作成し、力学異方性につ
いてのパラメータ取得を行った。今後の掘削計画への反
映を目指して、取得されたデータを活用して既存の力学
モデルの更新を行っている。

2件目は、コア試料のないフィールドにおける力学的評
価手法の確立を目的として、「CCUSプロジェクトにおけ
るシール層評価のためのカッティングスを用いた力学特
性評価に向けた取り組み」に着手している（各論Ⅱ-2-①
参照）。令和3年度においてはオープンラボ制度を活用し
てJAPEXとともに、掘削時に得られる掘屑（カッティン
グス）を用いた地層強度に関するパラメータ推定を目指
して、検討を開始している。

生産・油層
生産障害への対応に加えて、地下評価精度の改善を目

指した基礎研究を継続している。さらに備蓄基地におけ
る課題解決にも継続して取り組んでいる。
「アスファルテンによる生産障害予測への孔隙内可視

化データ活用に関する試み」では、令和2年度までに実
験などにより取得したアスファルテンの沈積状況の可視
化に関する情報を踏まえた検討を実施した（各論Ⅱ-3-①
参照）。アスファルテンの沈積が油層性状に与える影響を
推定するために、油層シミュレーションへの入力パラメー
タに反映させる作業フローについて検討を行った。

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継続しているが、その安定
性メカニズム解明のために「原油生産及び長期保管にお
けるエマルジョン発生抑制のための実験的検討」を継続
している（各論Ⅱ-3-③参照）。令和2年度までにエマル
ジョンの安定性に寄与するパラメータの抽出を行ってお

り、その結果に基づいて令和3年度は機構の備蓄部門か
ら提供された原油を用いてエマルジョンの安定性を実験
的に分析している。

また、豪州連邦研究機関であるCSIROとの協力の下、
デジタルコア分析技術に関する取り組みも継続してい
る。令和2年度に開始した共同スタディにおいて「深層
学習とデジタルコア分析を用いた浸透率モデルのアップ
スケーリング」を実施した（各論Ⅱ-3-②参照）。孔隙ス
ケールの浸透率情報をより大きなスケールの浸透率モデ
ルに適用するために、AI技術（深層学習）を適用する
手法を検討している。

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、氷海域におけるフィールド開発に適用するための氷
況分析スタディを実施している。

アブダビ石油との間で「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」として、海洋生産・出荷施設を対象とした健全
性管理についての取り組みを継続している（各論Ⅱ-4-①
参照）。これまで健全性診断手法の検討、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などを行って
きているが、令和3年度にはそれらに加えて、生産施設
の健全性管理のために必要となるメンテナンス作業の管
理システムの構築などを行った。

加えて、令和元年度に実施した氷況スタディに続い
て、令和3年度には「氷海域での探鉱開発のための氷況
分析スタディ」を実施した（各論Ⅱ-4-②参照）。これま
では氷の横方向の広がりに注目して分析を行っている
が、今回は氷の厚みにも注目して、近年の傾向について
の分析を行い、傾向の把握に努めた。
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①　摩耗ケーシングの圧潰強度に係るスタディ

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 及川敦司、佐藤亮介、北村龍太

基本情報（目的等）
JOGMECでは平成30年度に「坑井デザインの為のケー

シング摩耗評価」に係る調査を実施し、ケーシング摩耗
に係る過去の研究、ケーシング摩耗度合いの評価手法、
そしてケーシング圧潰強度の影響等について調査を行っ
た[1]。American Petroleum Institute（以下、API）では、
ケーシングの圧潰圧力について、実験データに基づく算
出式が定められているが、その算出式に従った場合、局
所摩耗したケーシングの圧潰圧力は保守的な値となる可
能性があることが調査により明らかになった[2]。

そこでJOGMECでは、傾斜井の掘削等で生じるケー
シング内面の摩耗によるケーシングの圧潰強度への影響
を評価する目的で、局所摩耗したケーシングの圧潰圧力
について、後述する圧潰試験による実測値と有限要素法
解析（以下、FEM解析）による解析値の比較を行う

「摩耗ケーシングの圧潰強度に係るスタディ」（以下、本
スタディ）の仕様検討を進めた。FEM解析については、
一部を先行的に実施した。

研究内容及び成果
摩耗ケーシングの圧潰圧力については、ケーシングの

外径（D）と肉厚（t）の比（D/t）とケーシングのグ
レードにより区分された算出式が、過去の実験データに
基づいてAPIによって定められている。一方、内面が
局所摩耗したケーシングの圧潰圧力については、ケーシ
ングの肉厚が内面全周に渡って一様に減ったと仮定（全
周摩耗）して計算するため、摩耗したケーシングの圧潰
圧力が保守的な推定値となる可能性がある（図1）。

仮に、APIに基づき算出された圧潰圧力の推定値が要
求性能を下回ると評価された場合は、より肉厚で高重量
のケーシングを採用することとなり、ケーシングコスト
が増大する。また場合によってはその高重量を扱える、

より大型の掘削リグの動員が必要となり、掘削コストに
大きな影響を与える可能性がある。

前述のAPIの考え方も考慮し、本スタディの仕様概
要を以下に示す。

•  局所摩耗した摩耗ケーシングの圧潰圧力について、
実機を用いた圧潰試験による圧潰圧力測定

•  FEMによる数値解析を実施し、圧潰試験による実
測値とFEMによる解析値の比較を行い、FEM解析
結果の妥当性を確認

•  APIの考え方となる全周摩耗についてFEMによる
解析を実施し、API算出式による圧潰圧力の推定値
との比較

なお、令和3年度にFEM解析の一部を先行的に実施
した結果、摩耗したケーシングの圧潰圧力について、そ
の解析値はAPIによる算出式よりも高くなることが示
唆された。

1．摩耗ケーシング圧潰試験による圧潰圧力測定の仕様
圧潰試験の手順としては、新管あるいは未使用のケー

シングを調達し、調達したケーシングから試験片を製
作、内面に局所摩耗を模した切削加工を施した上でAPI 
5C3に準じた圧潰試験を実施し、圧潰圧力を測定する流
れを想定している（図2）。圧潰試験で用いるケーシン
グ仕様を表1に示す。

 

図1　局所摩耗と全周摩耗のケーシング断面図

 

図2　摩耗ケーシング圧潰試験フローイメージ図

表1　圧潰試験で用いるケーシングの仕様

外径
（inch） 単位重量（lbs/ft） グレード 長さ

9-5/8 43.5～58.4の範囲 L80またはN80 Range 3

13-3/8 54.5～68.0の範囲 J55またはK55 Range 3
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摩耗形状は、ドリルパイプのツールジョイント部（外
径7”を想定）によりケーシング内面が表2で示した摩耗
度で図3の形状の摩耗を有しているものとし、2種類の
サイズの異なるケーシングを用いた合計8ケースについ
て圧潰試験を行うことを予定している。

2．FEM解析の仕様
圧潰試験を実施する8ケースについて、実際に圧潰試

験に使用するケーシングの形状実測値を活用して3次元
解析モデルを構築し、各ケースにおいて圧潰試験と同様
な外圧を作用させ、ケーシングが圧潰するまでの3次元
FEMを用いた数値計算を実施する。次に圧潰試験によ
る圧潰圧力実測値とFEMによる解析値の比較を行い、
FEM解析結果の妥当性を確認することを予定している。

また、APIの考え方に基づいて、全周摩耗したケース

について3次元解析モデルをそれぞれ構築し（表3）、各
全周摩耗ケース（6ケース）においても同様に3次元
FEMを用いた数値計算を実施する予定である。

表3　FEM解析で用いるケーシング摩耗形状と摩耗度

外径
（inch） 摩耗形状 肉厚に対する摩耗度

9-5/8
局所摩耗 0%（摩耗なし） 10% 20% 30%

全周摩耗 10% 20% 30%

13-3/8
局所摩耗 0%（摩耗なし） 10% 20% 30%

全周摩耗 10% 20% 30%

まとめ（今後の検討課題等含む）
本稿では、本スタディの仕様について紹介した。令和

4年度は本仕様に基づき、実際のケーシングに対して圧
潰試験機を用いて圧潰圧力を測定、さらにFEM解析を
実施し、試験結果との比較から摩耗ケーシングの圧潰圧
力について評価する計画である。

引用・参考文献
[1] 工藤啓靖、稲田徳弘、北村龍太、2019：坑井デザイ

ンの為のケーシング摩耗評価に係る調査、平成30年
度 石油天然ガス開発技術本部年報、125-126

[2] API TR 5C3, 2018：Calculating Performance Prop-
erties of Pipe Used as Casing or Tubing, 7th 
Edition, June 2018

表2　圧潰試験で用いるケーシング摩耗形状と摩耗度

外径
（inch） 摩耗形状 肉厚に対する摩耗度（図3の摩耗部）

9-5/8 局所摩耗 0%（摩耗なし） 10% 20% 30%

13-3/8 局所摩耗 0%（摩耗なし） 10% 20% 30%

 

図3　摩耗形状図
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②　柏崎TF実験井の健全性管理の取り組み

実 施 期 間 平成30年度～令和3年度
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 野口雅毅、鈴木 学、佐藤亮介、北村龍太

基本情報（目的等）
JOGMECの柏崎テストフィールド（以下、柏崎TF）

では、これまでに5坑の実験井が掘削されうち3坑は既に
廃坑、現在は2坑（2号井・4号井）が休止井の状態で残
されている。

JOGMECでは坑井の健全性管理（WIMS：Well Integrity 
Management System）のマニュアルを策定し、それに
基づいて坑井管理に取り組んでいる。

令和元年度から令和2年度にかけて、柏崎TFの実験
井に特化したWIMSソフトウェア（以下、Well Alert J）
を開発した。令和3年度は、実験井2坑に圧力センサーを
設置し、Well Alert Jと繋いで常時モニタリングできる
システムを整備し、運用を開始した。

研究内容及び成果
1．Well Alert Jの導入

令和3年度は、実験井2号井および4号井にデジタル圧
力センサーとその計測値を無線で伝送する機器を設置、
これらをWell Alert Jと繋ぐことにより、各坑井を継続
的にモニタリングするシステムを構築した。

図1に実験井2号井の圧力センサーの設置状態を示す。
圧力センサーは各坑井のケーシング内圧およびケーシン
グアニュラス（当該ケーシングとその外側のケーシング
で形成される環状の間隙）圧力を常時測定し、そのデー
タは柏崎TF管理棟のWell Alert Jのサーバーへ無線伝
送され 蓄 積される。このサーバーは、IIS （Internet 
Information Services）として構築されており、JOGMEC

内のネットワークに接続されている機器であれば、Well 
Alert Jを介してデータを参照することができる。

これにより坑井の圧力データが天候や季節に影響され
ずに、24時間体制で観測され記録される体制ができた。
これは、柏崎TFのように冬季の積雪や荒天により坑井
へのアクセスが難しくなる地域では、非常に有効なシス
テムである。

図2にWell Alert Jのモニタリング画面を示す。画面
では坑井の現状と直近の坑井圧力の挙動が一目で見るこ
とができるように各種情報が配置されている。また、閾

 
図2　Well Alert J モニタリング画面

 
図1　実験井2号井 圧力センサー
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値を設けることによりモニタリング値に異常があった場
合に画面上の色や警報で知らせる機能も備えている。

さらに、Well Alert Jに掘削計画書・報告書などの関
連情報をアップロードし、データベースへ登録、保存す
る機能や、日常の点検・メンテナンス作業を逐次記録で
きる機能が坑井ごとに用意されており、その坑井の履歴
が直ぐに参照できるようになっている。これにより、異
常発生時などに関連情報に速やかにアクセスできるた
め、状況の判断や対策の検討を強力に補佐するシステム
となっている。

2．その他のメンテナンス作業
令和元2年度にWIMSマニュアルを策定し運用が開始

されている。令和3年度はそのマニュアルに則り、実験
井のゲートバルブの加圧テストやグリスアップなどのメ
ンテナンス作業を行った。

Well Alert Jではこのようなメンテナンスや点検など
の作業スケジュールも設定でき、時期が近づくと自動的
に注意喚起されるので、点検忘れのようなヒューマンエ
ラーの防止にも有効である。またこのようなメンテナン
ス記録もWell Alert Jに蓄積していくことにより、坑井
ごとの掘削時から現在に至るまでの履歴を容易にレ
ビューできるようになるため、異常の早期発見だけでな
く、一歩進んで事前対処にも寄与できる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度は、柏崎TFの実験井2坑に圧力センサーを

設置しWell Alert Jによる常時モニタリング体制を構築
した。

今後はその運用を通して、Well Alert Jの機能改善や
実践的管理ノウハウの蓄積を進めたい。

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

令和3年6月16日～29日、令和3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.
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③　掘削自動化コンソーシアム（RAPID）におけるJOGMECの取り組み

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 佐藤亮介、及川敦司、武田哲明、安部俊吾、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・天然ガスの探鉱・開発・操業現場において、

AI（Artificial Intelligence）やIoT（Internet of Things）
等のデジタル技術の適用に向けた動きが活発になっている。
JOGMECでは2019年から、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るRAPID（Rig 
Automation and Performance Improvement in Drilling）
に参加し、他のコンソーシアム参加メンバー（図1）が参画
する技術開発プロジェクトの動向を適宜把握すると共に、2
件の技術開発プロジェクト（機械学習を用いたマッドポン
プ及びマッドモーターの故障予知）に参画してデジタル技
術の適用による掘削作業の効率向上に資する技術の開発を
目指している。現在のRAPIDでの技術開発プロジェクトの
うち、JOGMEC以外のコンソーシアム参加メンバーが取り
組んでいるテーマについて以下に代表的な例を示す。

・Advances in Drillstring Dynamics Modeling
・Real-Time Bit Pull Criterion
・Advanced Downhole Temperature Modeling
・Downhole Heat Management using ML
・Automated Mud Monitoring and Mixing
・Advances in Bit Image Processing

研究内容及び成果
RAPIDにおいてJOGMECが現在取り組んでいる研究

テーマは2件である。1件目は、地上設備であるマッドポ
ンプの故障予知において、各種センサーから得られる情
報を解析し、機器へと蓄積されるダメージを機械学習に

よって予測するもの、2件目は坑内機器であるマッド
モーターへの同様の概念の適用を試みる研究である。

次に、それぞれの研究テーマについての紹介を行う。

1． Condition Based Maintenance （CBM） of Mud 
Pumps （マッドポンプの故障予知）

マッドポンプの構成要素であるライナー、ピストン、
バルブ等の機器は、定期的にメンテナンス作業を行う
Time Based Maintenance（TBM）の考えに則って整備
されることが一般的である。しかし、TBMでは各機器
の実際の寿命に応じた整備作業を行う訳ではないため、
次のメンテナンス時期に達する前に故障が発生してしま
う、もしくは十分な機器寿命が残っているにも拘らずメ
ンテナンスしてしまう可能性がある。

本テーマは、センサー、IoT、AI等の技術を活用して
各機器の稼働状況を連続的にモニタリングすることで各
機器の寿命を的確に検知し、適切な時期にメンテナンス
を行うCBMの考えをマッドポンプに適用して、メンテ
ナンス時期の最適化を図ることを目的としている。具体
的には、マッドポンプにAcoustic Emission （AE）セン
サーと加速度計を設置し、それらによって常時計測され
る音響データと振動データから、故障の発生しやすい箇
所（バルブやピストンカップ等）に蓄積されるダメージ
量を、機械学習を用いて予測することにより、適切なメ
ンテナンス時期の提案を行うことができるシステムの開
発を目指している。本システムはテキサス大学によって
開発され、簡易機器を用いた室内実験によって一定の予

 
図1　2022年のRAPIDコンソーシアム参加企業
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測精度があることが確認されたため（図2）、今後はフ
ルスケールでのシステム検証を目的として米国の坑井掘
削現場におけるデータ取得の実施が計画されている。並
行して、JOGMECにおいても本邦掘削現場におけるデー
タの取得を実施し、テキサス大学と共同でシステムの有
効性を検証する計画である。

2．CBM of Mud Motor（マッドモーターの故障予知）
本テーマは、本邦企業が参画するプロジェクトにおけ

る坑井掘削時にマッドモーターの故障が頻発していたこ
とを背景とし、前述のCBMの考えをマッドモーターの
故障予知に適用することを目的としている。アプローチ
として、はじめにマッドモーターの故障が発生した数十
坑井分の掘削データ（ビット荷重、モーター差圧、掘進
長等）を分析し、モーターのストール回数やロータリー
掘削とスライド掘削の切り替え回数、バックリーミング
時間など、マッドモーター故障と相関性が高いと推測さ
れる要素を抽出した。その上で統計処理によって各要素

のマッドモーター故障への寄与度を算出し、機械学習に
よりマッドモーターに蓄積される総ダメージ量を計算し
て故障の発生を予測するアルゴリズムを開発中である。
今後、本邦企業から提供されたデータを用いて検証を行
い、一定の予測精度があることを確認できた場合には、
実際の掘削現場におけるシステム実証試験の実施を検討
する方針である。

まとめ（今後の検討課題等含む）
JOGMECがRAPIDにおいて取り組んでいる技術開発

プロジェクト2件の内、マッドポンプの故障予知につい
ては実際の掘削現場においてデータ取得を行い、その後
に取得データを用いてシステムの有効性について検証す
る予定となっている。他方のマッドモーターの故障予知
についてはアルゴリズムを開発中であり、今後、提供
データを用いた検証によってシステムの有効性が確認さ
れた場合には、実際の掘削現場における実証試験の実施
を検討する方針である。JOGMECでは、引き続きこれ
らの取り組みを通してデジタル技術の適用による掘削作
業の効率改善を目指した技術開発を行うと共に、他のコ
ンソーシアム参加メンバーの技術開発動向も注視して情
報収集を行っていく。

謝辞
研究委託先のテキサス大学オースティン校には故障予

知アルゴリズムの開発に加え、本邦掘削現場における
データ取得作業への助言などをいただき深く感謝いたし
ます。

関連発表、関連リンク等
https://drilling.utexas.edu/

 

図2　室内実験結果例 
（累積ダメージ量が閾値を超えるとAlarmを発するように設定）
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④　生分解性ポリマー繊維のホールクリーニング性能に関する研究（オープンラボ）

実 施 期 間 令和2年度～3年度
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 池田憲治、鈴木 学、佐藤亮介、北村龍太
研究相手先 （株）カネカ、国立大学法人秋田大学

基本情報（目的等）
大水深掘削におけるライザーレス区間においては、

カッティングストランスポートに不利な海水などの低比
重、低粘度の流体を掘削泥水として使用せざるを得ない
状況がある。そのような条件下では、ホールクリーニン
グ能力が著しく低下し、ドリルパイプの抑留などの掘削
障害が発生するリスクが高まる。このような状況下にお
いて、比重・粘度を維持したままカッティングス運搬能
力を高めるための添加剤として、ポリオレフィン繊維が
市販されている。ところが、該当繊維は非生分解性であ
り、回収・廃棄が必要となるためライザーレス区間にお
いて使用することはできない。一方、現在検討中のカネ
カ社製の生分解性素材を使用した場合、海水中での分解
度が高いことから回収・廃棄が不要なためライザーレス
区間で使用することで、環境への負荷低減や、トータル
コストの低減などのメリットが見いだせる可能性があ
る。そこで、当該生分解性繊維の掘削泥水への添加剤と
しての有効性を確認するために本研究を開始した。

繊維添加時の坑井内での流体と粒子の挙動およびカッ
ティングス運搬能力を評価するために、JOGMECの所有
す るCTFLS（Cuttings Transport Flow Loop System）
を用いた。CTFLSは、坑井掘削時における掘削流体と
カッティングスの挙動を観察するための坑井を模した実

験装置であり、繊維を添加した掘削流体（以下、ファイ
バー泥水）の運搬能力の検証に適している。そこで、令
和元年度には、当該生分解性繊維の適応性を評価するた
めに、ファイバー泥水のカッティングス運搬能力の評価
を目的としたCTFLS泥水循環試験を、JOGMECと（株）
カネカと秋田大学の共同研究グループ（以下「カネカ・
秋田大学」という。）が共同で実施した。その結果、繊
維が機械的摩擦を生じさせることによりカッティングス
運搬能力を向上させることが確認された。

これを受けて令和3年度には、カネカ・秋田大学とと
もに対比実験として、生分解性を有さない従来品の繊維
を用いたファイバー泥水のカッティングス運搬能力の評
価試験を行った。

研究内容及び成果
一般的にカッティングス運搬能力の評価は、CTFLS

を用いて泥水循環試験を行い、アニュラス（ドリルパイ
プとケーシングとが作っている環状の間隙）内において
泥水中の繊維がカッティングス挙動および運搬速度に及
ぼす影響について解析する。

図1に示すCTFLSの中央に位置するアニュラーテス
トセクションが坑井を模しており、テストセクションと
なっている。テストセクションは全長9 mで、中央の
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CCuuttttiinnggss  FFeeeeddeerr  

CCuuttttiinnggss  CCoonnvveeyyeerr  
CCuuttttiinnggss  RReesseerrvvooiirr  

CCuuttttiinnggss  HHooppppeerr  

MMuudd  PPuummpp  

MMuudd  RReettuurrnn  TTaannkk  

SShhaakkeerr  

AAnnnnuullaarr  TTeesstt  
SSeeccttiioonn  

図1　CTFLS（Cuttings Transport Flow Loop System）概要
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1 m区間を測定区間とした。マッドタンクおよびリター
ンタンクで泥水を作液し、リターンタンクで加温しなが
ら調泥を行った。その後、安定したファイバー泥水をテ
ストセクションに圧送し、坑底部で模擬カッティングを
注入・混合することにより、アニュラス中央区間では
カッティングス運搬状況を観察することが可能である。
この手順を流体条件毎に行い、粘度や繊維量の違いによ
りカッティングス運搬能力がどのように変化するかの評
価を実施した。装置および実験条件を表1に示す。なお、
評価試験の条件は令和元年度の条件（生分解性繊維を使
用）から繊維の種類のみを変更している。

表1　アニュラーセクションの条件

坑径 （in） 5

ドリルパイプ径 （in） 2

偏心 なし（中心）

ドリルパイプ回転 （r.p.m.） 0, 60

傾斜角 （ °） 0, 30

表2　カッティングス・泥水の条件

カッティングス セラミックス製
（赤白2種類、直径約4㎜）

想定掘進率 （m/h） 10

流量 （m3/h） 50, 40, 30, 25, 20

繊維長さ （mm） 14

繊維濃度 （wt%） 0.0, 0.1

増粘剤濃度 （wt%） 0.0, 0.1

流体温度 （℃） 30

定量的な評価を実施するために、流動状態が安定した
区間において、模擬カッティングス挙動をビデオ撮影し、
映像データの解析（PIV: Particle Image Velocimetry）
を秋田大学において行った。令和元年度に行った実験で
は、各流体使用時の模擬カッティングスの挙動、運搬速
度を数値化できており、本試験でも同様の結果が得られ
ることが見込まれる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
当該生分解性繊維については、既にカッティングス運

搬能力の向上が確認されており、この有効性が従来品と
同様またはそれ以上であれば、環境面の観点からも有用
であると考えられる。

また、当該生分解性繊維の使用について民間石油開発
会社へヒアリングを行った結果、LCM（Lost Circulation 
Material） へ の 適 用 な ど の 意 見 も 得 ら れ て お り、
JOGMECとしては、開発した技術を本邦石油開発会社に
提供することによって、掘削効率の向上、コスト削減に
資することを期待している。

謝辞
本件にご協力頂いた（株）カネカ、秋田大学に深く感謝

いたします。

引用・参考文献
2021年度　オープンラボ成果報告書　（株）カネカ

 

図2　マッドリターンタンク（繊維入り泥水）

 
図3　模擬カッティングスの流動（測定区間）
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⑤　坑井健全性管理ソフトウェア「Well Alert J」の改良

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 武田哲明、鈴木 学、北村龍太
共同実施先 JX石油開発（株）

基本情報（目的等）
坑井健全性管理ソフトウェアは、坑井の健全性状態を

把握・管理することを目的として、坑井に関するデータ
を記録・監視するソフトウェアである。

JOGMECでは、柏崎テストフィールド（以下、柏崎
TF）の実験井2坑の健全性管理を行うことを目的として
令和元年度から2年度にかけて独自の坑井健全性管理ソ
フトウェア「Well Alert J」を開発した。（詳細について
は令和2年度年報を参照されたい）

令和3年度は、JX石油開発（株）と共同で、本邦石油・
天然ガス開発企業の実操業現場でも運用できるように

「Well Alert J」の改良を実施した。

研究内容及び成果
1．「Well Alert J」の特徴
「Well Alert J」では、操作・データ入力を容易とする

ために、管理するデータを圧力データ・定期検査等のメ
ンテナンス記録・坑井に関連するイベント記録・坑井に
関連する文書へ絞り込んでいる。これらのデータについ
ては、本ソフトウェアを運用する事業所に設置したサー
バ内において共有が可能となっている。

2．令和3年度の改良内容
将来的に本邦石油・天然ガス開発企業の操業現場にお

いても本ソフトウェアが適用可能となることを目指し、
JX石油開発（株）と共同でソフトウェアの改良を実施し
た。主な改良点について以下に示す。

（1）データ入力方法の改良
令和2年度版の「Well Alert J」で入力可能なデータは

英数字のみであり、圧力データ・メンテナンス記録・イ
ベント記録については、坑井単位のデータをCSVファ
イルで入力する必要があった。

令和3年度の改良では、本邦・石油天然ガス開発企業
の国内事業所での運用を想定し、日本語でのデータ入力
が可能となるようにした（図1）。また、多数の坑井を
管理している本邦・石油天然ガス開発企業のデータ入力
を簡便化させるために、国単位での坑井データの一括入
力機能を実装した。さらに、データに誤りや異常が確認
された場合における修正を容易にするために、ソフト
ウェア上でデータを直接編集できるようにした（図1）。

 

図1　日本語への対応とデータ編集機能
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（2）圧力グラフ表示方法の改良
令和2年度版の「Well Alert J」では、圧力グラフにお

いて、単一の圧力データしか表示できず、グラフ上の
データ点にマウスポインタを近づけた場合に表示される
データも圧力値のみであった。

令和3年度の改良では、各坑井ごとに管理・記録して
いる圧力値の比較を可能とするために、圧力グラフにお
いて、複数の圧力データを同時表示できるように改良し
た（図2）。また、圧力値の挙動とその原因を把握しや
すくするために、グラフ上で選択したデータ点における
圧力値だけでなく、温度とイベント記録もグラフ画面上
に表示できるようにした（図2）。

（3）メンテナンスデータの表示方法の改良
令和2年度版の「Well Alert J」では、坑口装置やバル

ブ類について、定期検査の結果と最終検査日により、健
全性状態を判定するシステムを実装した。

令和3年度の改良では、上記健全性判定において、健
全性が失われている判定理由がどちらに起因するか把握
しやすくするために、定期検査の結果が不適格である場
合はその結果、定期検査が定められた周期で実施されて
いない場合は最終検査日を赤字で表示させるようにした

（図3）。

（4）データ共有方法の改良
令和2年度版の「Well Alert J」では、独立したサーバ

環境で本ソフトウェアを各々運用する事業所間における
データ共有を行う場合、坑井単位でデータを取り出して
共有する必要があった。

令和3年度の改良では、多数坑井を管理している本邦・
石油天然ガス開発企業におけるデータの共有を容易とす
るために、国単位でのデータのバックアップ機能とリス
トア機能を実装することにより、国単位でのデータ共有
もできるようにした。

 
図2　圧力グラフ表示方法の改良

 
図3　メンテナンスデータ表示方法の改良
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まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度は「Well Alert J」に本邦石油・天然ガス開

発会社の操業現場に適用する上で必要な機能を実装し、
また使用上の利便性を向上させるための改良を実施し
た。JOGMECでは、本改良版ソフトウェアを使用して
柏崎TFの実験井2坑の監視を継続する。また、JX石油
開発（株）の操業現場における本改良版ソフトウェアの試
験運用も計画されている。

謝辞
本改良業務を共同で実施していただいたJX石油開

発（株）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
令和3年6月16日～29日、令和３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.
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①　CCUSプロジェクトにおけるシール層評価のためのカッティングスを用いた力学特性評価
に向けた取り組み

実 施 期 間 令和3年度　
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 長野優羽、関根孝太郎、北村龍太
共同研究先 石油資源開発（株）

基本情報（目的等）
坑壁安定性評価やシール層健全性評価等のジオメカニ

クススタディにおいては、通常は直径1インチもしくは
1.5インチの円柱形試験片を用いた力学試験によって、
必要となる岩石の力学特性データを取得する。岩石の破
壊を取り扱う上では、学会等の定める上記手法による力
学試験の実施が必要であるが、対象とする岩石の性質や
量の制限により円柱試験片が作成できない等の理由で、
この手法による試験が実施できない場合がある。

本研究は、CCUSプロジェクトにおいてコアが取得さ
れていないシール層の健全性評価のニーズに応じて、円
柱形試験片を用いた力学試験の代替となるカッティング
ス（掘りくず）を用いた力学特性評価を目的として
JOGMECのオープンラボ制度を利用して実施した。

研究内容及び成果
1． 泥岩・頁岩カッティングスを対象とした力学特性評

価ワークフローの確立
力学特性を評価する標準手法以外の方法としては、硬

さなどの間接的なインデックスから岩石の強度を求める
手法が学会等で規格化されており、サービスとしても提
供されている。本研究では、カッティングスのような微
小サンプルにも適用できるインデンテーション試験によ
る力学特性評価を実施した。インデンテーション試験
は、図1のように試料表面にダイヤモンド製の圧子を押
し込み、その押し込み荷重と深さの関係から試料の力学
特性（硬さ、押し込み弾性率等）を評価する手法であ

る[1]。押し込み深さをナノからマイクロメーターレンジ
まで調整することで測定対象範囲の大きさを変えること
ができる。金属、ガラス等の機械的特性が均質な工学材
料については、押し込み弾性率からヤング率（変形のし
やすさの指標）を得られることが確認されている。

本評価では、泥岩・頁岩を対象として、地質エンジニ
アの顕微鏡観察によるカッティングスの選定、CT撮影
による内部構造の確認、平面研削および研磨による試験
面の整形、インデンテーション試験、QEMSCANによ
る試験面の鉱物2次元分布像取得という一連のワークフ
ローを作成した。

2．海外CCUSプロジェクトへの適用
石油資源開発（株）が実施する海外CCUSフィールドに

おける事業性評価スタディにおける主要調査項目のひと
つに、二酸化炭素の貯留量および漏洩リスクの評価とし
てシール層の健全性評価がある。貯留層上位のシールと
して期待される対象層ではコアが取得されていなかった
が、カッティングスは入手可能であったため、本手法の
適用を試みた。2坑井合計11深度から取得された泥岩の
カッティングスのインデンテーション試験結果と鉱物組
成比を比較したところ、各試験点を中心とする領域の鉱
物組成と押し込み弾性率に、一定の関係性が確認され
た。図2に示すように、粘土鉱物比が0.4以下の範囲では
押し込み弾性率と粘土鉱物比は負の相関関係、0.4以上
の範囲では粘土鉱物比の値に関わらず押し込み弾性率は
10 GPa前後となった。岩相の比が鉱物組成比と一致す

 図1　インデンテーション試験イメージ
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ると仮定し、押し込み弾性率と組成比の関係を用いるこ
とによって泥水検層結果から押し込み弾性率の深度分布
を評価した（図3）。

まとめ（今後の検討課題等含む）
CCUSプロジェクトにおいてコアが取得されていない

シール層の健全性評価の一環として、カッティングスを
用いた力学特性評価を実施した。泥岩・頁岩のカッティ
ングスを対象とした評価ワークフローを作成し、インデ
ンテーション試験から得られる力学パラメータである押
し込み弾性率と鉱物組成比との間に確認された関係か
ら、深度方向の押し込み弾性率の分布を評価した。本研
究では、インデンテーション試験で評価されるマイクロ
スケールでの弾性率が、コアスケール、さらには検層等
から解釈される岩相スケールにおいても保存できると仮
定した。岩石物理学に基づくアップスケーリング手法等
によるアプローチやコアを用いた力学試験結果との比較
による実験的アプローチにより、今後検証が必要であ
る。

コアや力学試験情報が不十分なフィールドも多く、
カッティングスによる力学特性評価の需要は今後もある
と考えられる。そうした需要に応えるべく、引き続き検
討すべき課題について取り組んでいく。

謝辞
本研究の実施にあたってご協力頂き、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）に感謝申し上
げます。

関連発表、関連リンク等
石油技術協会春季講演会（令和4年6月9日）

引用・参考文献
[1] ISO14457-1, “Metallic materials – Instrumented 

indentation test for hardness and materials param-
eters –”

図2　粘土鉱物比と押し込み弾性率の関係

 
図3　推定した押し込み弾性率の深度分布
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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

実 施 期 間 平成30年度～令和3年度
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 松山隆介、山本和畝、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
スを生産するためには、地層水（以下、「かん水」とい
う。）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。そのような事情から、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、地上排水量の制限等の対
策を実施し、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、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。その候補の一つとして、ガス採取層の上位にあ

る非使用ガス層（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。）すること
で、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。）が検討されている。
将来的に浅層還元を実操業に利用するためには、実

フィールドにおいて、還元した際の地層圧力変化と地層
変形挙動の関係性を確認する実証試験を行い、「地盤沈
下抑制効果の定量評価」、「環境への影響の評価」を行う
ことが重要である。浅層還元の実操業利用を検討するた
め、千葉県の水溶性天然ガス開発企業から構成される水
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実施している。

本共同研究は5ヶ年の計画であり、研究1、2年目で
フィールド実証試験に必要となる坑井・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年目から実証
試験に着手している。本稿では研究4年目である令和3年
度の研究内容及び成果を報告する。

研究内容及び成果
1．フィールド実証試験

前述の通り、本共同研究では浅層還元に伴う地層圧力
変化・地層変形挙動等を観測するためにフィールド実証
試験を実施している。

令和元年度までに図2に示すような試験用坑井等の設
置が完了し、令和2年度から実証試験を実施している。
実際に試験を実施する中で、予想よりも砂層厚が薄いこ
とが確認されたり、何らかの物質が孔隙等を閉塞するこ図1　南関東ガス田 [1]

図2　フィールド実証試験概念図
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とにより還元レートが低下するなど、当初想定していな
かった問題がいくつか生じたため、試験方法を揚水／還
元から揚水／休止に変更して試験を実施しているところ
である。揚水／休止試験では、「揚水した際の圧力低下」
と「揚水を休止した際の圧力上昇」に伴う地盤変動を観
測しており、休止時の地盤変形挙動を還元時の地盤変形
挙動に見立てて試験を実施している。また、目詰まりの
原因についてはコアを用いた室内試験により調査を行っ
ているところである。実証試験は令和4年度にかけて実
施する予定であり、浅層の圧力変化に伴う地層変形挙動
に関するデータを引き続き取得する。

2．変形挙動を表現する構成則の検討
浅層還元による地盤沈下抑制効果を定量的に表すため

には、地層変形挙動を表現する構成則が必要となる。構
成則はフィールド実証試験結果を参考に検討されるが、
データを補完するためにコア力学試験を実施した。本力
学試験は、過去に実施された試験結果から、応力-ひず
み関係を双曲線によって近似するDuncan-Changモデル
の使用を念頭に置き試験仕様を策定した。試験は通常の
三軸圧縮試験とほぼ同様の手順で実施したが、還元によ
る除荷（荷重を小さくする）時の挙動を検討するため、
図3に示すように途中で除荷を行った。

本年度は、泥岩コアに対してコア力学試験を実施し、
いくつかの拘束圧条件における載荷（荷重を大きくす
る）・除荷時の岩石変形挙動についてデータを取得した。

3．地質モデルの構築
研究最終年度（令和4年度）に、浅層還元を操業に適

用した場合の経済性を評価することを計画しており、以
下の手順にて評価を行う予定である。

①　 シミュレーションにより浅層還元時の地表面の隆
起量を計算する

②　 隆起した分だけ水溶性天然ガスを増産することと
し、その際のガス・ヨウ素増産量を試算する

③　 浅層還元に必要となるコスト（坑井掘削・設備設
置費用等）を試算する

④　増産量とコストから経済性を評価する
上記①の通り、経済性評価のためにシミュレーション

を実施する予定である。令和3年度は、使用するシミュ
レーションモデルの作成に必要となる地質モデルを作成
した。

地質モデルは、千葉県下水溶性天然ガス操業エリアの
うち九十九里平野部をカバーするように作成し、共同研
究先が所有する検層データやコア試験データ等を参考に
地層境界、岩相分布及び孔隙率・浸透率分布を設定し
た。加えて、前年度実施した浅層の分布状況調査の結果
を参考に、浅層の3次元的分布もモデル内に反映した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度は引き続きフィールド実証試験を実施し、

浅層の圧力変化に伴う地層変形挙動に関するデータを収
集した。さらに、構成則検討に資するデータ取得を目的
としたコア力学試験の実施や、経済性評価の過程で必要
となる地質モデルの構築を行った。フィールド実証試験
やコア力学試験については令和4年度も引き続き実施す
る予定である。

令和4年度は研究最終年度であることから、これまで
の研究活動の中で得られたデータを整理し、浅層還元の
地盤沈下抑制効果および経済性について定量的に評価す
るとともに、環境へ与える影響についてまとめたい。

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

図3　コア力学試験　載荷・除荷パス 
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③　イクシスフィールドにおける頁岩の岩石力学的異方性評価

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 関根孝太郎、山本和畝、北村龍太
共同研究先 （株）INPEX

基本情報（目的等）
オーストラリア北西大陸棚に位置するイクシスフィー

ルドでは、高傾斜偏距井掘削の際、貯留層上位の頁岩層
において坑壁崩壊による掘削トラブルを経験している。
頁岩の層理面が弱面となる層理面破壊が坑壁崩壊の原因
であると推察され、（株）INPEXは層理面破壊による坑
壁崩壊を含む掘削トラブルの原因究明と改善案策定を実
施してきた。

層理面破壊を考慮した坑壁の安定性については、これ
まで信頼できる頁岩の力学試験結果を得ることができて
おらず、掘削時のイベントに基づく経験的な評価に留
まっていた。今般、最適な力学試験手法を検討し、頁岩
の層理面に起因する力学的異方性の試験結果から、原因
の推定を試みた。

研究内容及び成果
対象サンプルはワックスにより封じられたホールコア

であるものの10年以上前に取得された頁岩であり、幅や
長さが異なる層理面に沿ったき裂が複数生じていた

（図1）。また従前、サービスコントラクターが実施した
力学試験において、コアビットではプラグ（直径1イン
チ高さ2インチの円筒試料）の取得が困難であったこと
が指摘されていた。そのためバンドソーによる粗加工、
その後にツールポストグラインダーと旋盤の組み合わせ
を用いた機械加工により振動を抑制したプラグ作成手法
を採用した。加工時は粘土鉱物による膨潤を抑制するた
め、空気ないし鉱物油にて切粉の排出、潤滑を行った

（図2）。この手法を用いて、プラグ軸と層理面垂線のな
す角が0度、30度、60度、90度となる4種のプラグを作成
し、異方性評価試験に供した。

三軸圧縮試験により静的弾性定数および強度特性、弾
性波速度測定試験により動的弾性定数を評価した。いず
れの試験においても、頁岩が層理面方向には等方的な力

学特性を有し、層理面から傾くにしたがって特性が変化
する異方性を有すると仮定した。

層理面に対して垂直方向に力を作用させたときの変形
量は平行方向のそれに比して1.7倍大きいと評価された。
これまで（株）INPEXによって行われたスタディにおい
ては、変形のしやすさの指標である弾性定数には異方性
がないとの仮定に基づき、地殻応力場の評価を行ってい
た。本スタディで得られた結果により、異方性を考慮し
た評価手法を適用できるようになり、評価範囲を広げる
ことができた。

強度はプラグ軸と層理面垂線のなす角が0度や90度を
有するプラグにて高く、30度や60度のプラグにて低い

（図3）。層理面に沿った方位にて破壊が生じやすいと仮
定して強度の異方性を説明するJaegerのSingle plane of 
weaknessモデルを測定点に対してフィッティングした

 
図1　Φ5.3’’ホールコアサンプルのCT像一例

 
図2　プラグ作成手法
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ものが実線である。層理面は弱面であるが、圧縮強度の
異方性は弱く、坑壁破壊に対して層理面が原因となる可
能性は低いと評価された。

掘削時に層理面で割れた崩壊ザクが見られたため、ス
タディ開始当初は頁岩の強い強度異方性を想定していた
が、圧縮強度の異方性は弱かったことから、さらに別の
視点で考察を行った。図1で示されるようにホールコア
には既存き裂が卓越していたが、掘削時の振動や泥水と
の反応などにより坑壁周辺にて、き裂が発生し掘削トラ
ブルの原因となったと想定し、次に既存き裂を有する岩
石の強度異方性を評価した。力学試験結果より既存き裂
のき裂面に沿ったすべりが生じるために必要な力を評価
することによって、き裂面の摩擦による強度を評価し
た。既存き裂の摩擦強度を入力として既存き裂を含む岩
石の強度異方性を評価したところ、最も弱い方向にて強
度が87％減少すると評価された。

次に既存き裂の強度異方性を入力として、ドリルスト
リングスが抑留した深度における坑壁の力学的安定性を
評価したところ、既存き裂を起点とした坑壁破壊が生じ
る結果となった（図4）。坑壁周辺のき裂が坑壁崩壊の
主原因であるか検証が必要であるが、既存き裂による強
度異方性が掘削トラブルの要因となった可能性が示唆さ
れた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本検討では従来力学試験の実施が困難であった頁岩に

対して新たなプラグ作成手法を適用した。坑壁崩壊の主

原因が坑壁周辺に存在する既存き裂あるいはそれと同等
の強度異方性を持つ層理面にある可能性を試験データか
ら示すことができた。結果、岩石力学試験に基づく信頼
性の高い坑壁安定性モデルに更新することができた。

謝辞
本稿への掲載について許可を頂きました（株）INPEX

に感謝申し上げます。

 
図3　強度の異方性。点が実測値。実線は実測値をもとに最小二乗法により求めた

Single plane of weaknessモデル

 
図4　既存き裂の強度異方性を入力とした坑壁近傍の破壊領

域。黒色実線は層理面、赤色部分は破壊する領域を示す。
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④　国内生産後期油田における出砂障害の発生予測に関する取り組み

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）

基本情報（目的等）
貯留岩を構成する岩石の強度に対して、生産井のド

ローダウン※が大きすぎると、出砂※※の発生リスクが高
くなる。多量の出砂が生じると、坑内の埋没による生産
停止など、操業に影響を及ぼすことがある。この対策と
して、ジオメカニクスの知見を活用して出砂の発生リス
クを評価する事で、出砂が生じない最大のドローダウン
を事前に検討することができる。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なデータ（力
学試験データ、検層データ等）が不足し、最適なドロー
ダウンの検討（以下、出砂評価）が困難な場合がある。

JOGMECでは、これらのデータが不足したフィール
ドにおける出砂評価手法の構築を目的とした取り組みを
実施しており、令和2年度には石油資源開発（株）と共に

「国内の生産後期油ガス田を対象とした研究」を実施し
た。本稿では、同研究の一環として令和3年度に実施し
た「近隣油田コアの力学試験結果を用いた出砂評価」の
内容を紹介する。また、同研究に並行して、JOGMEC
独自で実施した「AIを用いた生産履歴からの出砂検知」
についても併せて紹介する。

研究内容及び成果
1．近隣油田コアの力学試験結果を用いた出砂評価

ジオメカニクスを用いた出砂評価では、仕上げ区間の
岩石の力学特性および応力状態を入力とした、パーフォ
レーションの力学安定計算により最適なドローダウンを
推定する。しかしながら、対象油田には力学特性の把握
に必要となる力学試験データが無く、また取得済みの岩
石コアが無いため新たな力学試験を実施することも難し
い。そこで、近隣油田の貯留層区間において取得された
コア（対象油田の貯留層と同層準であり、垂直深度がお
よそ一致するもの）を用いて力学試験を実施し、その試
験結果に基づく出砂評価を実施した。

（1）試験の概要
対象油田（および近隣油田）の貯留層は、砂岩・泥岩

の互層から成り、深度方向に岩相の変化が大きい特徴が
ある。貯留層区間のどの部分が壊れやすい（出砂しやす
い）か調べるため、近隣油田のホールコアから岩相の異

なる5区間を選択し試験片を作成した（表1）。力学試験
は、軸対称の三軸圧縮試験およびThick Wall Cylinder 

（TWC）試験の2種類を実施した。三軸圧縮試験は、円
柱状の試験片に封圧をかけた状態で軸載荷する力学試験
であり（図1a）、封圧下の岩石の強度および変形特性を
測定することができる。本研究では各岩相に対し3つの
異なる封圧下で試験を実施した。TWC試験は、穿孔

（パーフォレーション）を模擬した肉厚円筒状の試験片に
対し、柱面に力を載荷することで坑壁の強度を測定する
試験である。三軸圧縮試験とは異なる応力状態での岩石
強度を評価できる（図1b）。

（2）試験の結果
力学試験の結果を岩相に対して整理したところ、三軸

圧縮試験とTWC試験ともに、砂質であるほど強度が低
くなる傾向にあった（図2）。また、2つの力学試験結果
を基に、破壊基準（岩石が破壊する時の力学的状態を記
述する数式モデル）を検討した。破壊基準には、岩石の
破壊における中間主応力の影響を考慮しないMohr-
Coulomb （MC）破壊基準のほか、中間主応力の影響を
考慮するDrucker-Prager （DP）破壊基準等を候補とし
た。これらのうち、三軸圧縮試験とTWC試験の両方に
調和的な破壊基準はDP破壊基準であった。

（3）試験結果を用いた出砂評価
力学試験において見られた岩相と強度の関係を基にし

て、対象坑井の仕上げ区間の強度モデルを作成した。作
成した強度モデルは、対象油田における出砂の実績を用
いて、フィールドの観察事実と合致するよう補正した。

表1　力学試験に用いた試験片
 

※ 貯留層の圧力に対し、坑井内の圧力をどの程度下げているかを表す値
※※油ガスとともに砂粒子が生産される現象
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次に、補正した強度モデルをインプットとして、破壊基
準をMC破壊基準とした場合とDP破壊基準とした場合
の2ケースに対して出砂評価（坑壁の力学安定計算によ
る上限ドローダウンの推定）を行った。一般に、MC破
壊基準を適用して出砂評価を実施すると、DP破壊基準
を適用した場合と比較して安全側の評価となる。本研究
の出砂評価においては、力学試験結果と調和的なDP基
準を適用した場合に推定されたドローダウンがMC基準
を用いた場合のドローダウンの約2倍となり、ドローダ
ウンを引き上げたとしても出砂が生じない可能性が示唆
された。

2．AIを用いた生産履歴からの出砂検知
生産中の坑井において出砂が生じると、油／ガス／水

の生産量挙動に何らかの兆候が現れると考えられる。令
和3年度は、石油資源開発（株）が操業する国内油田の生
産データを使用し、AIにより出砂兆候を検知できるか、
内部スタディを実施した。

AIアルゴリズムとしては、教師なし学習手法である
One Class Support Vector Machine （SVM）と、教師
あり学習手法であるランダムフォレストの2種を選択し
た。また、出砂の実績がある坑井の油／ガス／水の生産
量（日量）、ビーンサイズのほか、出砂発生が確認され
た期間をラベル付けしたデータセットを構築し、準備し
たAIコードを試行した。One Class SVMの学習モデル

においては、生産に伴い徐々に地下の状態が変化するこ
とを示唆するような出力が得られたが、出力と観察され
た出砂兆候との関連付けが難しく、説明性に乏しい結果
となった。ランダムフォレストに関しても、学習モデル
の交差検証を実施したところ、出砂兆候の検知モデルと
しては精度が低い結果となり、いずれの手法においても
出砂兆候を検知し得るモデルは構築できなかった。入力
データとしてより詳細な生産履歴、出砂履歴等の情報を
与えることができれば、出砂予測精度の向上が期待でき
ると考えられる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
本稿では、石油資源開発（株）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として、近隣油
田の岩石コアを用いた力学試験と、力学試験結果に基づ
いた出砂評価、およびAI適用性検討スタディについて
紹介した。今回対象とした坑井は現在も安定的に生産し
ており、1.で紹介した検討結果よりドローダウン引き上
げの可能性が示唆されたことを受け、今後の生産方針に
ついて同社にて検討中である。

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）に感謝申し上げます。

図1　a）三軸圧縮試験における応力状態の模式図、b）TWC試験における試験片全体、および
試験片内部の応力状態の模式図

図2　a）三軸圧縮試験により計測した強度とGamma Ray Indexの関係、b）TWC試験により計測した強度と
Gamma Ray Indexの関係
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①　アスファルテンによる生産障害予測への孔隙内可視化データ活用に関する試み

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 技術部 開発技術課
担 当 者 大中 温

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）に沈積すると、浸透率が低下した
り、岩石表面の濡れ性が変化したりする場合がある。こ
れらの変化は油の生産性を低下させる生産障害の一因と
なる。生産障害に対応するには化学薬品の投入や生産の
中断などに起因するコストの増加が伴うため、アスファ
ルテンの沈積がもたらす影響をシミュレーションによっ
て事前に評価することで、生産障害を回避、又は抑制で
きるような操業計画を立てられることが望ましい。尚、
濡れ性とは固体表面の液体への親和性を示す用語であり、
親油性の場合は油濡れ、親水性の場合は水濡れと呼ぶ。

従来から用いられているダルシー則に基づき流動計算
を行う油層シミュレータでは、アスファルテンの沈積量
は単位時間あたりの岩石表面への吸着や滞留、孔隙流路
での目詰まりと剥がれの総和で表現される。沈積量から
は孔隙率の減少とそれに伴う浸透率の低下度が計算され
る[1]。しかし、シミュレータには任意設定可能なパラ
メータが複数存在することや、その一方で濡れ性の変化
に関しては明確なモデル式がないことにより、岩石物性
の評価精度については改善の余地がある可能性がある。
孔隙スケールでのアスファルテンの沈積に関する詳細な
情報を基に油層シミュレータのインプット値を定めるこ
とができれば、より精度の高い生産障害予測が期待でき
る。しかしながら現状では、流動により沈積したアス
ファルテンを可視化した事例がないことや、孔隙スケー
ルで得た情報を油層シミュレータへ活用するための知見
がないことが課題として挙げられている。

そこでJOGMECでは令和元年度より、油層シミュ
レータにおける設定パラメータの精度向上を目指し、孔
隙スケールでのアスファルテンの可視化データを取得
し、油層シミュレータへ活用することに取り組んでいる

（以下、本案件とする）。令和元年度及び2年度は岩石内
に沈積したアスファルテンの可視化と岩石物性変化の定
量評価に関する実施可能性を確認した。令和元年度は予
めヘプタンを混合しアスファルテンを人為的に析出させ
た原油と半径 6 mm、長さ1.4-2 cm程度の円柱形の岩石
コアを用いた単相の流動実験を行い、マイクロフォーカ
スX線CT（マイクロ-CT）によって孔隙内に沈積した
アスファルテンの三次元画像を取得した[2] [3]。沈積後の
孔隙内画像データから計算モデルを作成し流動計算を実
施した結果、アスファルテン沈積後の流路の減少、流量
の低下が再現され（図1）、得られた差圧より計算され
た浸透率は実験で得た浸透率とよく一致することを確認
した。

令和2年度は前年度の単相流から発展し二相流におけ
る濡れ性の変化に関する評価を実施した。水・油の二相
流実験で取得した三次元画像より油－水界面の曲率や岩
石との接触角度の変化を評価し、岩石の濡れ性変化を定
量的に評価した[4] [5]。また、マイクロモデルを用いアス
ファルテンを流動させて顕微鏡で観察する手法を用い、
単相流におけるアスファルテンの沈積過程を動的に評価
した。画像より、滞留や目詰まりによって沈積したアス
ファルテンがより大きな塊へと成長していくことを確認
した。以上のように令和元年度、2年度の検討から、孔
隙内での沈積アスファルテンの可視化ができることを確

 
図1　アスファルテン沈積前（a）と沈積後（b）の孔隙内の流体の流れと速度に関す

る計算結果。アスファルテン沈積後は流路全体で流量が減少 [2]。
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認した。令和3年度は取得したアスファルテンの可視化
データを油層シミュレータへ活用する作業フローの検討
を目的とした文献調査を行った。

研究内容及び成果
アスファルテンの可視化データを油層シミュレータへ

活用する具体的な作業フローとしては、①可視化データ
の取得、②沈積挙動に影響する性状と沈積との関係性に
関する解析、③②に基づいた孔隙内の沈積を再現したモ
デルの構築、④孔隙スケールでのシミュレーションによ
る相対浸透率・絶対浸透率の計算、⑤油層シミュレータ
のインプット値への④の結果の適用が想定される。そこ
で、孔隙内のアスファルテンの可視化データを活用する
にあたり、以下の点に関する文献調査を実施した。

1） 孔隙スケールのシミュレーションで得た結果を油
層シミュレータを用いた評価へ活用した例

2） アスファルテンの沈積挙動に寄与する影響因子
1）については、Pore network model（孔隙をporeと

throatの連結構造として単純化した流路モデル）を用い
孔隙スケールのシミュレーションを行うことで相対浸透
率曲線の変化を検証した事例を2件確認した[6] [7]。具体的
には、アスファルテンの沈積によってある一定の径以下
の流路は閉塞すると仮定しthroatの一部を閉塞させた
network modelを作成し閉塞の有無による相対浸透率曲
線の変化を計算（結果、水相の相対浸透率が上昇）した
例や、アスファルテンによる濡れ性の変化を想定し水濡
れと油濡れ二つの条件下のnetwork modelをそれぞれ
用いて相対浸透率曲線を計算し、アスファルテンによる
岩石物性の変化が水攻法による油回収率へもたらす影響

を検証（結果、濡れ性の変化は油回収率に大きな影響を
与えないと推定）した例であった。尚、計算した相対浸
透率曲線を用いた油層シミュレーションの実施までは行
われていなかった。これらの調査結果より、図2のよう
な作業フローが具体的な活用方法の一案として想定しう
ることを確認した。さらに本案件では実験からの解釈に
基づいた仮定を元に孔隙スケールのシミュレーションを
行うことで、これまでの研究よりも現実に即した孔隙モ
デルを作成できる可能性があることを確認した。

2）については、文献調査により岩石の種類、間隙速
度、及び孔隙径とアスファルテン粒子径分布が沈積挙動
に寄与することを確認した（表1）。岩石の種類につい
ては粘度鉱物の存在がアスファルテンの沈積を増大させ
浸透率低下に大きく影響することがコア実験より報告さ
れている[8]。これはアスファルテンと岩石表面を構成す
る鉱物間の極性引力や静電気引力による吸着量の増大に
よるものであり、粘土鉱物＞炭酸塩岩＞砂岩の順に吸着
量の影響が大きいことが分かっている[9]。間隙速度につ
いては、マイクロモデル内に沈積したアスファルテン形
状の観察とマイクロモデル内の流体の流れに関する数値
計算結果の比較により、流れの滞留箇所（マイクロモデ
ル内に存在する、岩石粒子と見立てた円柱形の障害物の
前方）におけるアスファルテンの沈積が確認された[10]

などの報告がある。また、間隙速度の増大に伴い沈積ア
スファルテンの剥がれ量が増大することは、円管内やコ
ア内に沈積したアスファルテンの流出量が圧入流体の流
速の上昇とともに増大することによって確認されてい
る[11] [12]。孔隙径とアスファルテン径に関してはコア実
験において、孔隙径より小さいアスファルテン粒子が存

 
図2　作業フローのイメージ

表1　各沈積様相に寄与する影響因子

沈積様相 寄与するパラメータに関するコメント

吸着
岩石の種類によって異なる表面性状が影響。

粘土鉱物の存在する岩石＞炭酸塩岩＞砂岩の順で吸着しやすい。

滞留 流線の届かない箇所において発生。

目詰まり 孔隙径分布とアスファルテン粒子径分布に影響。

剥がれ 間隙速度が大きい程岩石表面において剥がれが顕著となる。
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在する場合、より孔隙径の小さいコアにおいて浸透率の
低下が見られたことが報告されている[13]。これらの文献
調査に基づき、表のとおりアスファルテンの沈積様相に
寄与する実験性状をまとめた。また、調査の結果よりこ
れまで取得した可視化データについて②を実施する際に
着目する影響因子として間隙速度及び孔隙径分布が候補
となることを確認した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
JOGMECにおいて過去2年度にわたり実施した孔隙ス

ケールでのアスファルテンの可視化情報の活用に向けた
調査内容をまとめた。今後は沈積に関連するパラメータ
として抽出した影響因子とアスファルテン沈積様相との
関係性を詳細に検証していく予定である。
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②　深層学習とデジタルコア分析を用いた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、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）、国立大学法人九州大学、国立大学法人山口大学　

基本情報（目的等）
原油・ガス・水が賦存する貯留層内の流体挙動予測に

おいて、局所的な岩石性状の違いをモデルで十分に表現
できず、シミュレーション等による流体挙動予測と
フィールドでの観測結果に違いが生じる場合がある。そ
こで、一般的に貯留層内の流体挙動予測で用いられるス
ケールより小さいスケールから岩石を評価して貯留層モ
デル（フィールドスケール）の特徴付けに活用する手法
の開発（図1）を目的に、令和2年10月よりオーストラ
リア連邦科学産業研究機構（CSIRO）と共同研究を開
始した。

本研究では、岩石試料の長さがミリメートルスケー
ル・センチメートルスケール・メートルスケールの試料
を用意し、孔隙構造が解像できる程度の小さい長さス
ケールで岩石の特徴を評価し、より大きい長さスケール
で活用するアップスケーリングの検討を行っている。ま
ずは手法の確立のため、岩石は粒径が大きく孔隙構造が
モデル化しやすいもの、流体は水単相という比較的単純
な条件を設定し、アップスケーリングの対象物性は絶対
浸透率とした。将来的には粒径が小さい岩石、二相流、
流体と岩石の化学反応の考慮が必要な流動等、より実
フィールドへの適用性がある条件での貯留層物性評価へ
の適用も視野に入れる。

令和2年度は、対象岩石として選定した米国のBoise 
Sandstoneの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試料
取得位置を選定し、成形するとともに、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

に関する既往研究調査等を行った。
令和3年度は、前年度に成形したミリメートルスケー

ル・センチメートルスケールの岩石コア試料での各種実
験および深層学習アルゴリズムを用いたアップスケーリ
ング作業を行った。また、マイクロX線CT画像に基づ
く三次元岩石モデルと電子顕微鏡情報に基づく二次元鉱
物分布により、機械学習を用いて三次元鉱物分布を推定
する検討を行った。

研究内容及び成果
1．実験作業

令和3年度の研究は、前年度に位置選定の上、成形し
た岩石コア試料である、センチメートルスケールコア

（径1.5inch（約3.8cm）×長さ8cm）およびミリメートル
スケールコア（径7mm×長さ10mm）を対象とした。
実施した実験は次の通りである。孔隙率測定、空気浸透
率測定、水流動による絶対浸透率測定、マイクロX線
CT画像撮影、電子顕微鏡からの情報に基づく鉱物同定
による二次元鉱物分布推定、水銀圧入法による孔隙径分
布測定、細い注入口からコア表面に窒素ガスを注入した
際の圧力減衰に基づく、局所的な浸透率の多点測定。

上記のうち、マイクロX線CT画像撮影は後述する
「2．深層学習アルゴリズムを用いた浸透率のアップス
ケーリング」、電子顕微鏡からの情報に基づく鉱物同定
による二次元鉱物分布推定は「3．三次元鉱物分布推定」
におけるメインデータとして使用され、残りの実験デー
タは各作業結果の妥当性を確認する参考データとした。

コア試料全域（より広範囲）を
含む低解像度のマイクロX線
CT画像上の浸透率モデルを

深層学習により生成

高解像度のマイクロX線
CT画像から多数の計算

領域を抽出し、孔隙スケ
ール流動シミュレーショ

ンで浸透率を計算

図1　研究のイメージ図。高解像度のマイクロX線CT画像を利用して得た孔隙スケールの情報を利用して、よ
り広範囲の浸透率分布を生成するアップスケーリング手法を検討。
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2． 深層学習アルゴリズムを用いた浸透率のアップス
ケーリング

まずミリメートルスケールコアに対して孔隙形状を抽
出するため、高解像度（2μm/voxel）で撮影したマイ
クロX線CT画像に対し、画像解析による数値モデル化
を行い、多数の小さい計算領域（sub-volume）に対し
Lattice Boltzmann Method （LBM）による流動シミュ
レーション[1-5]を行い、浸透率を計算した。また、いく
つかの領域に対してはPore Network Model[6]による浸
透率計算も行い、両者の結果を比較することにより両手
法の適用条件等について考察した。なお、CT画像解析
やPore Network Modelによる計算にはThermo Fisher 
Scientific社製ソフトウェアPerGeosを用いた。

また、ミリメートルスケールコアのマイクロX線CT画
像の同じ計算領域（sub-volume）を、低解像度（8μm/
voxel）でかつコア試料全域を含むように撮影したマイク
ロX線CT画像から切り出し、それと上記のLBMで計算
した浸透率（同じsub-volume箇所）を対応させて一組の
データセットとして深層学習を行い（図2）、未学習の位置
におけるマイクロX線CT画像（低解像度）の浸透率を予
測できる回帰ネットワークを作り、ミリメートルスケール
コアの浸透率分布（upscaled permeability分布）を作成
した。複数の深層学習アルゴ リ ズ ム を 試 し、 特 に
Resnet34[9]を用いたときに最も高精度な予測ができた。
Resnet34は、34層のネットワークを持ち、層を飛び越
えた結合を持つ畳み込みニューラルネットワーク[8]の一
種である。

次いで、センチメートルスケールコアに対しても同様
に2種類の解像度（3μm/voxelと20μm/voxel）でマイ
クロX線CT画像を撮影し、深層学習アルゴリズムを用
いて、低解像度モデル（20μm/voxel）上の浸透率分布

（upscaled permeability分布）を作成した。その得られ
た浸透率分布を入力とし、ダルシー式と質量保存則に基
づく流量を一定とした流動シミュレーションを行い、こ
のセンチメートルスケールコア全体の平均浸透率を求
め、同じコア試料での流動実験の結果と概ね整合的であ
ることを確認した。

3．三次元鉱物分布推定
数値モデルに鉱物種を割り当てることによって、鉱物

ごとに岩石濡れ性（接触角）、化学反応、密度、電気的
特性等を与えることができれば、扱う物理現象の幅を広
げることができる。本研究では、マイクロX線CT画像
に基づく三次元岩石モデルと電子顕微鏡情報に基づく二
次元鉱物分布の情報により、機械学習を用いてX線CT
値の分布との相関から三次元鉱物分布を作成する検討を
行った。機械学習手法としては、Boosted Trees[7]を用
いた。このアルゴリズムでは、複数の決定木（デシジョ
ン・ツリー）をつなぎ、予測精度の指標である残差が前
の決定木よりも小さくなるように各決定木を、学習を通
じて改良していく。なお、この作業にはMath2Market
社製ソフトウェアGeodictを使用した。

二次元鉱物分布は、電子顕微鏡観察において得られる
後方散乱電子の情報（主に鉱物の密度に依存する情報）
と特性X線から推定する化学組成の情報を基に鉱物の
種類を識別するシステムを用いてミリメートルスケール
コアを切断して、断面の電子顕微鏡観察を行い、切削と
観察を繰り返す作業により6断面分の二次元鉱物分布を
生成した。そのうち3断面分の二次元鉱物分布を参照し
ながら、マイクロX線CT画像に相当する断面の岩石モ
デル上に鉱物種を割り当て、各点のX線強度と鉱物種の
データセットを機械学習における学習データとした。構

3D CNN 
Neural 
network

深層学習による
低解像度CT画像
上の浸透率予測

LBM計算値
（正解値）

深
層
学
習
予
測
値

10*10*80=8000 subdomain

⾼解像度(2μm/voxel) CT画像
LBM シミュレーションによる浸透率計算向け
１つのSub‐volumeのVoxel数：200×200×200

低解像度(8μm/voxel) CT画像
深層学習による浸透率分布予測向け
１つのSub‐volumeのVoxel数：
50×50×50

Deep Learning

図2　ミリメートルスケールコアにおける低解像度浸透率モデル（Upscaled Permeability分布）作成のための
深層学習の概要



― 218 ―

開発技術第4編　Ⅱ．開発技術　3．生産・油層

築した機械学習モデルで、残りの未学習の3断面分に相
当するX線CT画像の断面の二次元鉱物分布を予測した
結果、電子顕微鏡の情報に基づく二次元鉱物分布の識別
結果を良好に再現する分布が得られた（図3）ため、こ
の機械学習モデルでミリメートルスケールコア全域の三
次元鉱物分布を生成した。

まとめ（今後の検討課題等含む）
令和3年度は、前年度に成形したミリメートルスケー

ル・センチメートルスケールの岩石コア試料に対し各種
実験を行い、マイクロX線CT画像から構築した数値モ
デルでの流動シミュレーション、深層学習を用いて、よ
り低解像度（より大きい長さスケール）の浸透率分布を
作成するアップスケーリングも実施した。

また、将来的に二相流や化学反応を含めたシミュレー
ションに適用することを見据え、マイクロX線CT画像
に基づく岩石モデルと電子顕微鏡情報に基づく二次元鉱
物分布を用い、機械学習を用いて三次元鉱物分布を推定
する検討を行った。

今後は、孔隙スケールの情報に基づく浸透率モデルを
メートルスケールコアにおいても生成する作業と、今年
度実施した三次元鉱物分布生成の手法を多相流（例え
ば、水＋CO2系）や化学反応を含む流動に対象を移し、
効率的に的確な流動シミュレーションモデルを構築する
ことを検討している。

関連発表、関連リンク等
加藤是威、下河原麻衣、中川 勉、北村龍太、2021、

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
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③　原油生産及び長期保管におけるエマルジョン発生抑制のための実験的検討

実 施 期 間 令和元年度～令和3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、庭田弘史（石油・石油ガス備蓄部備蓄課）
共同研究先 国立大学法人北海道大学

基本情報（目的等）
貯留層から原油を生産する過程では、原油と地層水が

混合・撹拌されることで貯留層や坑井、配管、セパレー
タなどの様々な場所において油の中に水が分散して存在
するエマルジョンが形成しトラブルを起こす場合があ
る。エマルジョンが形成してしまうと、原油の流動性を
低下させたり坑井の生産能力や油水分離効率を悪化させ
たりしてしまうため、生産障害の一因とされている

（図1）。
また、わが国では災害などの有事に備え原油を備蓄し

ているが、その保管環境や原油自体の性状、備蓄タンク
の洗浄に用いられる洗浄水との相性等によって、備蓄タ
ンク内で油の中に水が分散して存在するエマルジョン状
態となり、それが少量の固形不純物等を抱き込んで難流
動性のセジメントを形成して問題となる場合がある。セ
ジメントが形成した備蓄原油は、タンクに保管できる原
油の有効体積を減少させ、緊急時の原油放出においても
使用前の精製工程における油水分離工程を追加させる要
因となる。

原油生産過程におけるエマルジョンや備蓄原油におけ
るセジメントの問題は、形成メカニズムの解明や、抑制
剤の添加等の対処方法の検討が行われているものの、原
油や水の性状に基づいて、エマルジョンが発生する前段
階からリスクを予測するための具体的な方法は確立され
ていない。

そこで、JOGMECはエマルジョン発生のリスク評価
技術を確立するため、令和元年度から国立大学法人北海
道大学と共同研究を行ってきた。本共同研究では、原油
-水系でのエマルジョン形成を定量的に評価するための
実験手法を確立し、主要因子として水のpHや塩分濃度、
原油中に含まれるアスファルテン成分に着目し、考察を
行ってきた。令和3年度は令和2年度までに実施した原油

及び水試料を用いた実験を継続してエマルジョン形成メ
カニズムの考察を進め、セジメントを形成する原油の特
徴を理解し、原油－水間で発生するエマルジョンやセジ
メントの発生リスクを評価する数値モデルの構築に着手
した。

研究内容及び成果
1． エマルジョン形成メカニズム考察のための原油及び

水を用いた実験
物性が既知の原油と水を用い、その組合せによってエ

マルジョンの形成しやすさを定量的に評価するための実
験を行った。実験では、試験管内で原油と水を撹拌して
人工的にエマルジョンを形成し、遠心分離で油水分離を
行った後、分離できた水分量や水相のpHを測定した[1]。
遠心分離後の水分量測定では、当初準備した水の量と比
較することで、試験管下部の水相、上部の油層の間に形
成したSecond layer（強力な遠心力がかけられても破壊
されない強固なエマルジョン相）に留まった水分量を把
握することが可能となる。原油は産地や保管条件等が異
なる4種を使用し（表1）、水は精製水と工業水の2種を
使用した。

図2にOil A及びOil Bにおける実験前後の水分量の変
化を示す。Oil A及びOil Bともに精製水より工業水の

表1　使用した原油のAPI度

試料名 API度

Oil A 34

Oil B 28

Oil C 29

Oil D 29

 
図1　エマルジョン及びセジメントの概念図
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方が分離できた水分量が多く、Second layerに留まった
水分量が少なかった。これは工業水と精製水中に含まれ
るイオンの種類によって、原油－水界面における吸着現
象に違いが生じたことに起因すると考えられる（図3）。
Oil Aでは実験温度が高くなると分離できた水分量が多
くなっており、特に工業水ではその傾向が顕著に表れて
いることから、加温により、原油の粘性が低下したこ
と、また、精製水中には含まれず工業水中にのみ含まれ
るイオン種の存在によって原油－水間における吸着特性
が変化したことで、油水分離効率が向上したことが示唆
された。一方でOil Bでは実験温度が高くなると分離で
きた水分量は少なくなっており、Oil Aと反対の傾向を
示している。この要因は原油－水間の吸着・凝集等が寄
与していると考えているが、原因についてはまだ明確で

なく考察を続けている。
次に実験温度が20℃において、精製水及び工業水のそ

れぞれに対し、Oil A～Oil Dとの撹拌の後、分離できた
水分量を図4に示す。特にOil Aにおいて、精製水及び
工業水の双方に対して分離できた水分量が少ない傾向と
なった。Oil Aをその他3原油と比較した場合の特徴と
しては、粘性が2分の1程度まで低く、比重が小さい

（API度が大きい（表1））ことが挙げられるが、その他
の特徴も考慮すべく、考察を進める予定である。

2． エマルジョンやセジメントの形成リスクを評価する
数値モデルの検討

数値モデル構築にあたっては、エマルジョンを形成す
る原油及び水中のイオンは界面において吸着平衡状態を

 
図3　精製水及び工業水における遠心分離後の状態

図2　Oil A及びOil BにおけるResolved water*の温度比較
*Resolved water （%） = 分離した水相の量／初期の水相の量×100

 
（a） Oil A

 
（b） Oil B
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形成するという考えに基づく表面錯体モデルを用い、1．
の 実 験 に お け る エ マ ル ジ ョ ン（ 図2中 のCrude oil 
emulsion）の形成度合いを計算した。本計算においての
温度及び圧力の条件は室温大気圧とし、原油に関する入
力値は密度、粘度、レジンの含有量、酸価・塩基価、水
に関する入力値はpH、含有イオン濃度とした。エマル
ジョンの形成しやすさについての計算結果は、実験結果
をおおむね再現していたものの、エマルジョン形成に影

響を与える因子の一部を固定値としているため、エマル
ジョンの形成度合いを十分に反映できていない可能性が
あることから、更なる改良が求められる。

まとめ（今後の検討課題等含む）
原油－水系におけるエマルジョンの形成リスクを定量

的に評価する実験を実施した。原油や水の性状によって
原油－水間における吸着量や作用する力（吸着、反発）
が異なることにより、強力な遠心力がかけられても破壊
しないほどの強固なエマルジョンを形成するケースやエ
マルジョンが容易に消失するケースがあることが示唆さ
れた。今後は原油の様々な物性情報を考慮した界面現象
の検討が求められる。

また、表面錯体モデルを用いた数値計算を実施し、実
験をおおむね再現できることを確認した。今後、現在は
固定値としているエマルジョン形成に影響を及ぼす因子
や強固なエマルジョンを形成する凝集性能を数値モデル
に組み込むことで、エマルジョン形成リスクを事前に評
価することが可能になると考えられる。

引用・参考文献
[1] 令和2年度年報、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
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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 令和元年度～3年度
担 当 部 署 開発技術課
担 当 者 浅沼貴之、池田啓祐、北村龍太
共同研究先 アブダビ石油（株）

基本情報（目的等）
石油開発会社が長期的に安全・安定操業を継続するた

めには、老朽化を含めた様々な状態の施設に対し適切な
維持管理を行うことが重要な要素の一つとなっている。
JOGMECは、本邦石油開発会社の安全・安定操業に資す
ることを目的として、生産施設の健全性管理（AIM: Asset 
Integrity Management）に関する研究を実施している。
AIMは、HSE（Health, Safety and Environment）に配慮
しながら、設備・施設（Asset）が必要な機能を効果的且
つ効率的に発揮するための概念であり、またAIMS（Asset 
Integrity Management System）は、AIMを実施するた
めのシステムである。AIMSは、WIMS（Well Integrity 
Management System, 坑井健全性管理システム）と共に、
石油開発事業において重要性が認識されており、これら
IMS（Integrity Management System）を実行（図1）[1]

するためには、石油開発会社がそれぞれのポリシー等の
概念を整備のうえで、技術的且つ経済的に最適な手法を
構築していく必要がある。

アブダビ石油（株）（以下、ADOC）は、アラブ首長国
連邦国（UAE）に保有する鉱区において、権益保有期
限である2042年までの安全・安定操業という責務を果た
す べ く50年 以 上 の 操 業 を 継 続 し て い る。ADOCと
JOGMECは、令和元年度操業現場技術支援事業「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
に関する共同スタディ」[2]において、SPM（Single Point 
Mooring, 原油出荷施設）（写真1）[3]を対象とした共同ス
タディを実施した。SPMに関しては2029年に設備更新
の期限を迎える予定となっており、当時ADOCでは短

期的な視点においても検討を行う必要があった。具体的
には、SPMの検査、メンテナンス記録等を精査のうえ
で余寿命の評価を行い、直近の健全性に問題無く、更新
期限より長期間使用できる可能性が高いことを確認し
た。さらに長期間使用を実現するために必要なSPMの
主要設備（浮体、係留チェーン、Hawser（タンカーと
浮体を繋ぐ係船ロープ）等）の継続的な遠隔モニタリン
グを行うためのコンセプト（各種センサ技術等を組み合
わせた遠隔モニタリングの全体構想）（図2）を構築した。

また、令和2年度のADOCとの共同研究[4]においては、
SPMを含む主要生産施設のAIMSの体系的な整備を行う
ため、Asset Management Framework（図3）を定義し、
同Frameworkに従ってマニュアル、チェックリスト等を整
備した。さらに、AIMSの具体的な実行のためのAIMS 
Model（図4）を策定し、この中で施設の概念設計から設置
までと撤去（Concept, Design, Procurement, Construction, 
Commissioning/Decommissioning）作業を管理するPMS

（Project Management System）を構築した。
以上を背景に、令和3年度の共同研究では、AIMS 

Model中のInspection, Mainenance等の作業を管理する
Maintenance Management System（MMS）の構築と
SPM管理プラットフォームの構築を行った。

研究内容及び成果
1．MMSの構築

令和3年度はSPM以外の主要生産設備に対する保全シ
ステム（MMS）を構築した。このシステムは、AIMS 
Model中のInspection, Maintenance等の作業（PDCA）

 
図1　Integrity Management System（IMS）の概念 [1]

4 

 

 

  

Hawser 
Floating Hose 

写真1　原油出荷用ブイとタンカー[3]
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を管理するものであり（図5）、ADOCが既存業務で使
用している作業手順を補完する形で、現在、手作業やエ
クセルファイル等で行っている作業を対象として構築し
た。この結果、各タスクのリスク、担当部署、周期、ス
ケジュール、予算、支出額、進捗率等が一元管理され、
各部署が最新情報を共有することで今後の各業務の効率
化が期待できる。

2．SPM管理プラットフォーム構築
ADOCの鉱区で生産された原油は、出荷用の海底パイ

プラインからPLEM（Pipe Line End Manifold）、Subsea 
Hoseを経由してブイに送られ、Hawserで係船されたタ
ンカーへFloating Hoseを通して出荷される。この出荷
施設をSPMと称しており、SPMの本体のブイは海底か
らチェーンで係留され、複合環境外力（波、風、潮流）

下で動揺が常に伴う（以上、写真1及び図2参照）。現在、
ADOCが保有する出荷設備はこのSPMのみであり、同
社にとって非常に重要な設備となっている。以上から、
より詳細な保全システムが必要になると考え、前述の
MMSとは別にSPM管理プラットフォームを構築した。

手法としては、前年度までの評価を踏まえてSPMメー
カーへのヒアリングを行い、各部位の適切な保全項目と
周期を整理した（表1）。そのうえでADOCの実務に沿っ
た検査・補修・維持管理手順を策定し、それら保全項目
や周期を組み込んだプラットフォームを構築した（図6）。
その結果、各タスクが確実に期日内に実行されているか
を視覚的に確認し、MMSと同様に情報を一元管理でき
るようになった。

 
図2　各種センサ技術等を組み合わせた遠隔モニタリングの全体構想

 
図3　Asset Management Framework

 
図4　AIMS Model
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LTMP: Long Term Maintenance Plan

AWS: Annual Work Schedule
図5　MMSの概要

表1　SPMの各部位の保全項目と周期

 

 
図6　SPM管理プラットフォーム
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まとめ（今後の検討課題等含む）
令和元年度より実施してきたJOGMECとADOCの

AIMSに関する共同研究に関しては、AIMSの実行のた
めのポリシー等を含めた概念の整備は一定の作業を終え
ることができた。また、前年度までに構築したPMSに
加えて、令和3年度はMMSやSPM管理プラットフォー
ムを構築することができた。

今後は、これらシステムのADOC操業現場での実際
の運用加えて、前年度までに構築したSPMの遠隔モニ
タリングシステムの現場適用を検討する予定である。ま
た、現場適用の中で生じたシステム上の課題の抽出や改
善案及び既存システムとの連携を、引き続き共同で検討
する計画である。

謝辞
共同研究先のADOC本社、アブダビ鉱業所の方々に

は、本共同研究の実施を通じて、AIMSに関する多くの

知見を得られる機会を与えていただきましたことに厚く
御礼申し上げます。

引用・参考文献
[1] DNV, “INTEGRITY MANAGEMENT OF SUBMA-

RINE PIPELINE SYSTEMS”, RECOMMENDED 
PRACTICE DNV-RP-F116, OCTOBER 2009

[2] 浅沼貴之、鈴木陽洋、北村龍太、2020：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、令和元年度石油天然ガス開
発技術本部年報、146-147

[3] アブダビ石油（株）HP, https://www.cts-co.net/adoc/
product/01/

[4] 鈴木陽洋、浅沼貴之、北村龍太、2021：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、令和
2年度石油天然ガス開発技術本部年報、187-189

https://www.cts-co.net/adoc/product/01/
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②　氷海域での探鉱開発のための氷況分析スタディ

実 施 期 間 令和3年度
担 当 部 署 開発技術課
担 当 者 浅沼貴之、池田啓祐、北村龍太
共同研究先 国立大学法人北見工業大学、国立大学法人北海道大学

基本情報（目的等）
北極域には世界の未発見資源量の石油で13％、天然ガ

スで30％が存在し、そのほとんどが海洋に存在するとい
われている[1]。したがって、氷海域は石油・天然ガスの
資源ポテンシャルが高いといえるが、このエリアにおけ
る探鉱開発では海域特有の課題への対策を講じながら作
業を進める必要があり、最も障害となる課題の一つは氷
の存在である。氷には海氷や氷山氷といったものや、一
年氷や多年氷等、様々な種類、分類があり、それぞれ特
性が異なるため、探鉱開発作業を行う海域での氷の状況

（氷況）を正確に分析する必要がある[2]。
JOGMECでは、2010年代前半の当時のグリーンラン

ド島北東部海域内探鉱事業への支援[3]を契機に、探鉱開
発のための氷況分析等の技術を蓄積している。また、オ
ホーツク海においては、北部マガダンやサハリン南西海
域での探鉱事業に関して、具体的な事業へは移行してい
ないものの本邦石油開発会社が関心を示してきた事例が
あり、さらにサハリン1、サハリン2といった公知の大規

模プロジェクトが進行中である。
以上から、オホーツク海における探鉱開発事業に資す

ることを目的として、当該海域における氷況分析に関す
る令和3年度共同研究を北見工業大学及び北海道大学と
実施した。具体的には、氷況を示す際に基本情報として
用いられる氷密接度（海面を氷が占める面積の割合）に
加えて、氷厚（氷の厚さ）をパラメータとした氷況の経
年変化分析と、海底パイプライン等への悪影響が懸念さ
れるリッジ氷（圧力を受けて氷片が不規則に積み重なっ
て山脈状や壁状になった氷）[2]の成因分析に関するスタ
ディを行った。

研究内容及び成果
近年、地球温暖化の影響により海洋に存在する氷が減

少しているという報告が多く、地球全体を見れば事実と
思われるが、実際には海域毎に氷況の変動は異なってい
る。極端な例を挙げれば、それまで海氷の存在により氷
山が入り込み難かった海域で、例年以上の氷山が確認さ

 

 

図1　最近10年間（2012～2021年）と過去10年間（1979～1988年）の氷密接度の差
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れるようになっている事例があるが、これら事例の中に
は海氷が減少することで氷山が流れてきやすくなったこ
とが理由と考えられる事例も存在する。氷海域における
石油・天然ガスの開発作業には、航路を想定した広い範
囲の氷況分析に比べて、鉱区内という限られた範囲が対
象となるという特徴がある。また、探鉱開発においては、
例えば浮体構造物が位置を保持して作業するケースを想
定すれば、アイスマネージメント（作業の妨げとなる氷
を管理する作業のこと）が必要となり、氷密接度のみな
らず氷厚の情報も非常に重要なパラメータとなる。

図1は2012～2021年までの10年間と、1979年～1988年
までの10年間の氷況データ[4]を用いて、氷密接度（ここ
では1メッシュ（0.5×0.5度（緯度経度））海面全てが氷
で覆われる場合を100%とした面積の割合）の差を示し
たものである。オホーツク海全体を見ると、氷の減少傾
向（赤で表示）が確認できるが、海岸線付近等では変動
がほとんどないエリア（白で表示）もあり、12月に限れ
ば増加しているエリア（青で表示）も存在することが確
認できる。また、図2はオホーツク海全体とサハリン東
海岸エリアの氷密接度を用いた海氷面積と、厚さ方向の
情報も加えた海氷体積の経年変化を示している。オホー
ツク海全体で見ると、海氷面積と海氷体積ともに一定の
変動があり、前者に関しては減少傾向もあるが、サハリ
ン東海岸エリアではオホーツク全体に比べると変動が小
さく、減少傾向は見られない。

以上から、地球温暖化の影響を受け、海洋に存在する
氷が減少している可能性があるエリアはあるものの、探
鉱開発の際には事業対象エリア毎の正確な氷況分析が依

然として不可欠であることが確認できた。

まとめ（今後の検討課題等含む）
オホーツク海における氷況の経年分析を実施した。そ

の結果、オホーツク海全体の氷況に関しては海氷面積の
一定の減少傾向が見られたが、特定のエリアでは明瞭な
変動や減少傾向等が見られない場合もあり、探鉱開発の
際には事業対象エリア毎の正確な氷況分析が不可欠であ
ることを確認した。

関連発表、関連リンク等
[1] USGS （2008）, Circum-Arctic Resource Appraisal: 

Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the 
Arctic Circle, http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/ 
fs2008-3049.pdf

[2] JOGMEC，海洋工学ハンドブック第7版（第2部第2
章氷海開発技術），2021年，https://www.jogmec.
go.jp/publish/index.html（概要と申込み等）

[3] JOGMEC，“グリーンランド石油開発株式会社の探
鉱鉱区の取得について”，ニュースリリース，2013
年，https://www.jogmec.go.jp/news/release/
content/300122476.pdf

[4] H.  Zuo ,  M. A. Balmaseda ,  S .  Tietsche ,  K. 
Mogensen, and M. Mayer （2019）, The ECMWF 
operational ensemble reanalysis–analysis system 
for ocean and sea ice: a description of the system 
and assessment, Ocean Science, 15, 779-808, 
https://doi.org/10.5194/os-15-779-2019, 2019.

  
図2　オホーツク海全体（上図）とサハリン東海岸エリア（下図）の海氷面積（左図）と海氷体積（右図）の経年変化

http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf
https://www.jogmec.go.jp/publish/index.html
https://www.jogmec.go.jp/news/release/content/300122476.pdf
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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、本来の対象となるHydrocarbon
（炭化水素）以外に随伴水、二酸化炭素等の酸性ガス、
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

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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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
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3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3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検討を実
施するとともに（Ⅲ-①参照）、油水分離セパレータの油
水分離能力に着目し、その効率向上について調査を実施
した。（Ⅲ-③参照）

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、不純物として含有する不純物の
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
事業の一環として実用化を進めている。分離後のCO2は、
温室効果ガスの一つとしてみなすだけでなく、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、その有効活用について
検討を実施した（詳細はⅢ-②参照）。

一方、天然ガスの主成分であるメタンは、同じく温室
効果ガスの一つであり、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、上流石油ガス企業は自身の
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研究を実施している。

〈進捗〉
令和3年度は、DDR膜のフィールド実証試験準備を進め

ているが、一部前処理装置の不具合等が発生し、その原因
究明と対策に時間を要した。一方、装置の予備試験を通し
て制御性の確認等は実施、前処理装置の修繕完了後に本
格試験の開始を予定している（詳細は第2編Ⅰ-1-⑩参照）。

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て、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3年度は、新型コロナウィルスの影響から実証試

験準備開始が遅れていたが、9月から再開し、令和4年度
の実証試験実施に向けて準備を進めている（詳細は第2
編Ⅰ-1-⑪参照）。

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、CCS推進事業およびグリーン水素・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る所存である。　



― 231 ―

第4編　Ⅲ．施設技術 施設技術

①　セラミック膜随伴水処理技術事後調査研究及びピギング排水処理適用性検討

実 施 期 間 平成27年度～令和3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、池田啓祐、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年度からは、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
内面検査を目的としたインテリジェントピギングの前段
のパイプライン内洗浄のためのピギングにより排出され
た排水（以後、「ピギング排水」）処理への適用検討を開
始し、継続して評価試験等を実施中である。

研究内容及び成果
1．令和3年度事後調査研究成果

令和3年3月末時点でセラミック膜随伴水処理装置の累
計運転時間は16,000時間を達成[1]し、令和3年度からは、
セラミック膜の寿命に関する実績、及び稼働中のプラン
トの存在等が内外における事業化に向けた技術プロモー
ション等において重要であることから、事後調査研究の
契約期間を令和4年度末まで2年間延長するとともに累計
運転時間24,000時間（約3年間連続運転相当）を目標に定
めた。令和3年度は、約1,470時間の運転実績が得られた。
また、この間セラミック膜劣化の兆候は見られていない。

また、新型コロナ感染症拡大による影響で中断してい
た海外プロモーションを再開し、令和3年11月にアブダ
ビ/UAEにて開催されたADIPEC2021にて、携帯型セ
ラミック膜試験機（以後、「携帯型試験機」）を展示し、
INPEXとともにデモンストレーションを実施し広く宣
伝活動を行った。

2． 令和3年度ピギング排水処理適用性検討 
成果

アブダビ石油（株）（以後、「アブダビ石油」）の提案を
受けて、令和2年度は、携帯型試験機を使用してアブダ
ビ石油提供のピギング排水処理試験を実施した[1]。令和

2年度の試験結果から、より多くの試験を行いピギング
排水処理への適用を検討する必要があると考えられたこ
とから、令和3年度も2回のサンプル提供を受けて試験を
実施した。

令和3年8月に提供を受けたサンプルは、油分含有量が
原水時点で低く、3回に分けて採取したサンプルのいず
れも5㎎ /L未満の検出限界値以下であった。SSは、
60～13㎎ /Lの範囲で含有していたが、セラミック膜で
ろ過することによって、いずれも10㎎ /L未満まで処理
が可能であった。令和2年度に分析した原水サンプルの
うち、最も油分が高いものでも9㎎ /Lと低濃度であった
ことから、より高濃度の油分含有量の場合の処理性能を
確認する必要があると考え、令和3年11月に海水に原油
を混合し計算上1,000㎎ /Lの模擬サンプルをアブダビ石
油より提供いただき携帯型試験機を使用した試験を実施
した。表1に処理前後の試験結果の抜粋を示す。

表1に示すとおり、油分もSSも検出限界値以下まで処
理することが可能であった。また、原水の油分は実測値
では51㎎ /Lと低かった。その理由として、サンプル瓶
内部に多くの油分が付着していいたことから、計算値と
おりの濃度が得られなかったものと推測された。また、
本処理試験は、携帯型試験機のクロスフローろ過方式

（クロスフローろ過方式とは、膜のろ過面に対し平行な
流れを作ることによって、例えば、随伴水に含まれる油
分や固形分等が膜のろ過面に圧着または堆積する現象を
抑制しながらろ過を行う方式。）により実施し、膜間差
圧（TMP: Trans Membrane Pressure）の時間毎の変
化を測定した。その結果を図1に示す。

図1に示すように、試験開始時は、油分等による急激
な膜の閉塞が 生じないよう低フラックス（1m/d＝
1m3/m2/d）からスタートし、最終的に定格フラックスの
3m/dまで上げて試験を実施した。クロスフローモード
による試験では、ろ過が進行するのに従い携帯型試験機
系内の原水が濃縮されていくことから必然的にTMPは
上昇するが、急激な上昇ではなく時間の経過とともに緩
やかに上昇しており、ろ過性能は良好な結果が得られた。

表1　模擬サンプル処理試験結果

項目 単位 模擬水 処理水

油分 mg/L 51 ＜5

SS mg/L 74 ＜1
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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は、令和

3年度の運転時間が油田操業上の制約のため1,470時間と
やや短時間であったが、令和4年度中の累計運転時間
24,000時間達成を目標に継続して運転を実施する。

ピギング排水処理への適用性検討は、実ピギング排水
及び模擬ピギング排水を使用した試験を実施し、セラ
ミック膜による処理が可能である見通しは得られたが、
令和4年度も引き続きサンプル提供を受けて携帯型試験機
による試験を実施し、技術適用に向けた検討を実施する。

謝辞
本報告にあたり、累積運転時間等の開示、プロモー

ション等への協力を頂いた（株）INPEX、及びピギング
排水サンプルのご提供及び試験結果の開示にご快諾頂い
たアブダビ石油（株）に御礼申し上げます。

関連発表、関連リンク等
ADIPEC2021ポスター展示

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事後調

査研究成果及び新規用途への適用検討、令和2年度
石油天然ガス開発技術本郡年報、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、194～195p

 

図1　模擬サンプル処理試験時TMPの推移
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②　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3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（（株）INPEX、石油資源開発（株）、ENEOS（株）、コスモ石

油（株）、千代田化工建設（株）、日鉄エンジニアリング（株））

基本情報（目的等）
新潟で実証運転された500BPDの「天然ガスの液体燃

料化（GTL）技術実証研究」の成果を受け、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行う。

平成13年度から平成16年度までに、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）
の研究を当初の研究目標を達成して終了した。

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、JOGMECは、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）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実証試験を了した。本実証研究
での役割を果たした実証プラントは平成24年度に解体さ
れ、上記技術研究組合は解散した。

研究内容及び成果
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を含め
JOGMECの技術・特許維持関連部門が連携して横断的な
組織運営を行なうため、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。更に対外的な
JAPAN-GTLの活動をスムースに連携して進められるよ
うに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」を設立、連絡会を適宜開催し旧技
術研究組合メンバー間の連携を続けている。なお、

「JAPAN-GTL コンソーシアム」のウェブサイトは、活
動の合理化を図るべく令和3年から、JOGMECの資源ミ
ライ開発のウェブサイト内（https://mirai.jogmec.go.jp/
ccs/column/02-03.html）において、プロモーション体制
を継続している。

 
写真1　新潟実証プラント概観

https://mirai.jogmec.go.jp/ccs/column/02-03.html
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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、残念なが
ら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
テーションを実施した。

脱炭素を目指す世界的な動きの中で、再生可能エネル
ギーへの関心が高まっており、ガス産出国での液体燃料
化等、ガス利用は脱炭素を目指す動きに関連して重要度
が 依 然 と し て 高 い 状 況 で あ る。FT技 術（Fischer-
Tropsch process）を利用している産ガス国との協力に
より新潟における実証実験の技術成果を利用する試みな
ど、エネルギー需給環境に合わせた技術利用を模索して
きた。

GTL技術はCO2とH2から合成燃料を作る技術として
他の技術と組合せて利用が可能なことから、ここ数年
CO2の有効利用技術としてその利用価値が再評価されて
いる。今後この面でも新潟成果が活かされる基礎が整い
つつある。

まとめ（今後の検討課題等含む）
JAPAN-GTLは、CO2を含有する天然ガスをそのまま

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。
これまで進めてきたCO2含む天然ガス利用による石油

代替燃料製造に加え、CO2を原料として他技術との組合
せで合成燃料が製造可能な技術として、今後の実用化利
用促進を考えたい。また、カーボンニュートラル実現に
向けての必要な技術としても捉えられており、他技術と
の組合せの技術成果を得、その事業化検討まで含めての
活動を継続する。

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、ご支援に感謝の意を表す
とともに、引き続きの協力をお願いします。

また、JAPAN-GTLプロセス開発を、実験室で基礎研
究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、ご指導ご支援をお願
いします。

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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③　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～令和3年度
担 当 部 署 技術部 施設技術課
担 当 者 浅沼貴之、小原 進、川村和幸、池田啓祐、三好啓介
研究委託先 東洋エンジニアリング（株）

基本情報（目的等）
油ガス田の操業において、既開発油田は、長年の生産

により成熟し、生産されるハイドロカーボン（炭化水
素）に含まれる水分の比率（Water Cut）が高くなり随
伴水が増加する傾向にある。そのため、安定生産や増産
を達成するためには、既設設備の油水分離能力向上・効
率化が重要な技術の一つとなる。加えて、海洋油ガス田
開発では、既設設備の立地・構成・規模、海洋環境への
配慮など、陸上での油ガス田開発と比較して様々な制約
が伴い、それらの制約条件下で、効果的かつ経済的な適
用技術の選定が求められている。

特に、既設セパレータの能力向上等による油水分離効
率化は、本邦石油開発関連会社のみならず海外の石油開
発関連会社が常に抱える課題である。既設のセパレータ
の能力向上等により海洋放流できる随伴水が増えれば、
サブシーパイプライン等の既設設備を増設せずとも、よ
り多くの原油を生産することができる。そこでJOGMEC
は既設設備の能力の向上および効率化に適用可能な候補
技術に関する調査を行い、その適用技術の選定における
検討例およびその導入計画の例を示すことで、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、東洋エンジニアリング（株）（以下「TOYO」という。）
に対して令和2年度委託業務「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」（以下「前年度スタディ」という。）と令和3年度

委託業務「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」（以下「本
スタディ」という。）を委託した。

前年度スタディでは、油水分離効率の向上に寄与しう
る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た。

本スタディでは、石油開発関連会社が操業する海洋油
ガス田をスタディ対象のフィールドと設定し、油水分離
効率向上に向けた技術選定や選定した技術の導入計画策
定等を実施した。

研究内容及び成果
1．適用候補技術調査

前年度スタディおよび本スタディにおいては、協力い
ただいている石油開発関連会社が目標としている油ガス
の安定生産及び増産を達成すべく、「洋上の既設セパ
レータの油水分離効率を改善する技術」及び「既設セパ
レータで分離した随伴水中の油分を回収する技術」を求
めていることも踏まえ、洋上での油水分離技術および水
処理技術を調査した（表1）。

2．適用候補技術スクリーニング
表1の技術に対して、図1、図2のようなプレスクリー

ニングを行い、適用効果が高いと予想された2つの候補
技術の適用性検証を行うべく、生産流体のサンプルを入

表1　前年度スタディで調査した油水分離技術および水処理技術リスト
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手しラボ試験を実施した。
〈2つの候補技術の概要とラボ試験結果〉

①　 VIEC （Vessel Internal Electric Coalescer）TM: 
VIECTMはセパレータ内部に設置した電極装置に
電圧を印加することにより水滴の凝集を促進し、
油水分離効率を向上させるSulzer社保有の技術
である。当該技術のラボ試験を通じて、多くのサ
ンプルでWater Cutを大幅に低減させることが
でき、処理量については特定のサンプルにおいて
は40%程度増大した結果が得られた。

②　 解乳化剤：石油開発関連会社で使用中の解乳化剤
も含め、複数の解乳化剤に対して生産流体のサン

プルと最も親和性のある解乳化剤を選定すること
並びに投入量の最適化を目的とし、比較試験を実
施した。その結果、特定の解乳化剤、投入量にお
いては含水量を1%以下にまで低減できることを
確認した。

加えて、1項の結果から得られた技術に対し、生産流
体はエマルジョンを含んでいる可能性を考慮し、特に
表1中の1）及び3）を対象に、導入に向けた更なるスク
リーニングを行った。

油水分離技術・水処理技術共に共通するスクリーニン
グ手法は以下の通りである。まずは技術的制約（圧力、
温度、適用可能流量）を考慮して適用可否を検討、更に

 
  図1　設備環境に関するプレスクリーニングフロー （図下部の番号は表1の番号と一致） 

 
  図2　プロセス条件に関するプレスクリーニングフロー（図下部の番号は表1の番号と一致）
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フットプリント（占有面積）や高さ、重量、必要用役の
供給可否、メンテナンス頻度などの周辺環境に伴う制約
からも適用の可否を検討した。これら適用の可否を検討
後、技術的・環境的に適用が可能とされた候補技術に対
して、導入した際の操業への影響（必要になる初期費
用、期待される増産可能量、等々）を評価軸として定義
し、それぞれ定量的に算出した。加えて、算出された数
値を点数化することにより（例、初期費用1億円以上な
ら5点、1億円以下なら10点等）各評価軸の候補技術を総
合的に相対評価した。更に、今回定義した評価軸は、石
油開発関連会社ごとに重要視する項目が異なると想定さ
れるため、石油開発関連会社と協議の上、各評価軸の重
みづけを考慮し、最終的な各候補技術の評価とした。

スクリーニングの結果、オフショアの油水分離技術と
して、既存設備を活用でき油水分離効率化も期待できる
解乳化剤が候補として選定された。また、初期投資は必
要となるものの、油水分離効率化の観点では解乳化剤と
比 較 し 優 れ た 効 果 を 示 す 可 能 性 が あ る こ と か ら、
VIECTMも候補として選定した。（表2）

水処理技術に関しては、既設と想定したハイドロサイ
クロンに加え新規導入技術となるスケールインヒビ
ター、加圧浮上分離、遠心分離を対象として複数技術の
導入も候補として加え、検討を行った。その結果、随伴
水中の水中油の回収率向上が期待される技術の組み合わ
せとして、表3の4ケースを想定し、その中で以下の2
ケースを選定した。尚、遠心分離はフットプリントなど
の環境的制約上、導入が難しいと判断した為、スクリー
ニングの対象技術からは除外した。

①　 ケース2：既設ハイドロサイクロン（*1）活用＋ス

ケールインヒビター（*2） 
②　 ケース4：既設ハイドロサイクロン（*1）活用＋ス

ケールインヒビター（*2）＋加圧浮上分離（*3）

（*1）； 流体が螺旋状に流れる機構を持ち、遠心力で水と
油を分離させる装置

（*2）； 随伴水に含まれる塩分のスケール化を阻害し、既
に堆積したスケールの分解を促進する薬品

（*3）； 流体中の油粒子に空気・ガスの泡を付着させて、
浮上分離させる技術

3．導入計画の策定（本スタディにて実施）
選定した油水分離技術（VIECTMおよび解乳化剤）並

びに水処理技術（上記ケース2およびケース4）それぞれ
に対し、技術をフィールドに初めて導入する前提で計画
を立案した。以下は2項で選定された技術に対する導入
スケジュールと、概算コストを整理したものである。

油水分離技術として解乳化剤が、水処理技術として既
設ハイドロサイクロン活用＋スケールインヒビターがそ
れぞれ導入スケジュールも短く、概算コストも小さい結
果となり、技術の優位性が示された。（表4）

まとめ（今後の検討課題等含む）
既設設備の能力の向上および効率化に適用可能な候補

技術に関する調査を行い、調査した技術から適用する技
術を選定する為のスクリーニングを実施した。また、ス
クリーニングの結果、有効と判断された技術の導入計画
を策定した。今後、策定した導入計画の実行に向けて、
経済性検討等による導入効果の更なる検討が必要になる

表2　油水分離技術スクリーニング結果

 

表3　水処理技術スクリーニング結果
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一方で、それぞれの検討の際に、本スタディの成果が活
用できると考えられる。

また、冒頭で述べたように油水分離効率化は今回対象
としたフィールドのみならず、広く石油開発会社に共通

するため、本スタディの検討結果を活用し、操業現場の
支援に繋げたい。

謝辞
本スタディ委託先である東洋エンジニアリング（株）に

は油水分離効率化に関わる多くの知見を得られる機会を
与えていただいたことに感謝の意を表します。また、検
討対象のフィールド情報や生産流体サンプルをご提供い
ただくだけでなく、協議にも参加いただいた石油開発関
連会社にも感謝申し上げます。

関連発表、関連リンク等
令和2年度年報「「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」、201p

表4　各技術の導入期間と導入開始から10年目までの概算コスト
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2021（R3）年度 実験・研究基盤課概要
実験・研究基盤課は、技術部内・外の部署が産油国等

と実施する石油・天然ガスの探鉱・開発を対象としたス
タディの実験や分析を担っている。実験・分析業務を確
実に実施するために必要な技術力を有し、機器の安定稼
働／維持管理に努めるとともに技術力の強化を図ってい
る。令和3年度は、令和元年度から取り組みを開始した
デジタル技術の活用に加え、安全活動の見直しと強化、
また環境配慮型実験室の更新を行った。以下に令和3年
度の主要な取り組みを示す。

1．機器の安定稼働／維持管理
油層工学系、地質・地化学系、岩石物性系の多分野に

亘る実験・分析業務を実施しており、多種多様な装置を
維持管理している。依頼される実験・分析業務や石油天
然ガス開発に係る動向を検討し、装置の更新や新規導入
を行っている。令和3年度は2件の装置の更新を実施した。

①　 マイクロフォーカスX線CTスキャナー装置（カール
ツァイス社Xradia 515 Versa）

Xradia 515 Versaは、地下から採取されたプラグコア
試料を“非破壊”かつ“3次元的”に観察可能な装置で
ある。今般の更新によって、従来機と比較して空間分解
能および密度分解能が向上するため、シェールや火山岩
といった緻密な岩石構造を有している岩種の内部構造を

より明瞭に観察することが可能となった（図1、図2）。
TRCでは、医療用X線CTスキャナー装置および走査

型電子顕微鏡（SEM）を所有しており、当該装置はこ
れらの装置の中間的な空間分解能を有する装置である。
当該装置を用いることで、数ナノオーダーから数百マイ
クロオーダーまでの孔隙構造モデルを段階的にアップス
ケールすることができ、流動実験、原位置試験、地下シ
ミュレーションといった分析・実験・解析の整合性を評
価し、多彩な岩層の解析技術の向上に貢献している。今

Ⅳ．ラボ分析／実験

図1　更新したマイクロフォーカスX線CTスキャナー装置の外観

 

図2　マイクロフォーカスX線CTスキャナーで取得した画像
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後CCS、地熱といったカーボンニュートラルに向けた技
術開発の中で、砂岩、泥岩、炭酸塩岩以外にも、火成岩
や変成岩を対象としていく可能性がある。火成岩や変成
岩は複雑な鉱物組成と緻密な岩石構造を有している場合
が多く、非破壊での微細構造観察には重要な意味がある。

②　 波長分散型蛍光Ｘ線分析装置（ブルカー社S8 TIGER）
波長分散型蛍光Ｘ線分析装置は、固体や液体に含まれ

る元素を定性的及び定量的に測定する装置である。濃度
が数百ppmから100%までの試料を希釈等の前処理なし
で測定することが可能であるため、元素や濃度が未知の
試料をスクリーニングする際に有用である。これまで岩
石試料の地質学的評価に加え、EORスタディにおける
排出流体のクイック分析等に活用されている。

今般の更新によって、測定時間の短縮が図られるとと
もに、昨今のヘリウム供給不足に対応した省ヘリウムに
よる分析が可能となった（図３）。

2．デジタル技術の活用
①　実験データ管理システムの構築

実験・分析データは実験・分析項目やプロジェクト単
位で保管しているが、機構でこれまでに実施した多数の
プロジェクトの中から実験装置によっては一度の測定で
数千にも及ぶ実験データが取得されるため、必要とする
データを検索することは容易でない。更に、実験データ
によっては実験装置専用のソフトウェアでなければデー
タを参照することができないケースもあり、データ検索
がより困難になっている。そこで、技術センターで取得
された実験データを守秘に関する契約の範囲内において
有効活用するため、実験データを一元管理するシステム
を導入した。同システムでは実験データに加え、実験マ
ニュアルや実験レポートも保存することが可能であるた
め、これまでプロジェクト担当者による属人的な実験に
関する知見や情報も広く共有することができる。

②　実験・分析業務のオンライン化
令和3年度も、新型コロナ感染症の対策を行う中での

業務となった。実験室の入室人数制限や在宅勤務下にお
いて、実験・分析業務を円滑に進めるため、装置の遠隔
監視及び操作システムの導入検討を開始した。遠隔での
操作はトラブル発生時に迅速且つ適切な対処をとれない
ことから、本システムが適用可能な装置の洗い出しを
行っている。また、ネットワークのセキュリティ対策を
講じる必要性から、関係部署との協議を進めている。

さらに、従来は実験室において対面で実施していたラ
ボ見学をオンラインで配信するための検討を行った。オ
ンライン配信では臨場感をもって実験・分析作業を体験
できないため、これを補うために実験・分析中の変化、
反応過程や装置の状態を至近距離で撮影紹介するなど、
見学者の関心に応え得る実験・分析項目を選定し動画配
信の準備を開始した。（図4）。

3．安全活動
実験・分析作業は、石油天然ガスを取り巻く環境の変

化に呼応して新たな実験・分析作業を取り入れていく必
要がある。そこで、今後新たな取り組みを行うにあた
り、現状の実験・分析作業における安全性の見直しを
行った。これまでのヒヤリ・ハット事例を用いた作業の
見直しや安全パトロール活動の実施、外部講習の活用等
を通じ、安全意識の維持・向上を図った。令和4年度も
安全活動を継続し、新たな実験・分析作業に適応した安
全活動を追加していく予定である。

また、従来の安全活動では作業者の安全確保に重点を
置いてきたが、令和3年度は環境に関しても持続可能な
社会に貢献する取り組みとして揮発性有機化合物（VOC: 
Volatile Organic Compounds）の大気拡散抑制に関し自
主取組を開始した。岩石を使用した実験では、実験前後
において岩石の洗浄や抽出作業を行う。この工程におい
て使用する溶剤には危険物や劇物が使用されることか
ら、労働安全衛生法の「有機溶剤中毒予防規則」及び

 

図3　更新した波長分散型蛍光Ｘ線分析装置の外観

図4　リハーサル風景
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「特定化学物質障害予防規則」に基づき、作業者が有害
物質を吸引せず且つ周囲に拡散させない環境を構築し作
業を行ってきた。本作業における使用薬剤の一つである
トルエンは環境省が示す主要なVOCに指定されており、
平成18年からは「大気汚染防止法」での排出規制が行わ
れている。そこで、令和3年度は当該作業において実験
室から排出されるトルエンの大気放散を抑制する目的

で、トルエンの吸着設備を付加した排気システムを導入
した（図5）。これによって、トルエンの大気放散が抑
えられ、周辺環境に配慮した実験室の運用が可能となっ
た。

なお、JOGMECは大気汚染防止法における「VOC排
出量が多い法規制対象施設」に該当しないため、自主的
取り組みとして実施しているものである。

図5　岩石洗浄工程において使用する排気装置
（四角で囲んだ部分がトルエン吸着設備）
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国内の石油・天然ガス資源は、安定的に供給可能なエ
ネルギー源である。また、その資源ポテンシャルを把握
するととも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。国内石油・天然ガス基礎調査は、
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実施されている。なお、
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、これらの政策を
背景に、日本周辺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。

JOGMECは、国の基礎調査として基礎物理探査全般
と、その成果を受けて実施される基礎試錐の事業管理業
務を経済産業省から受託している。また、民間企業や大
学などの調査・研究機関等に対して基礎調査で得られた
データ類の管理・貸し出しも実施している。

1．令和3年度の実績
（1）基礎物理探査の調査実績

基礎物理探査において、令和3年度は三次元物理探査
船「たんさ」（以下「たんさ」という。）を用いて5調査
を実施し、約5,312km2の三次元地震探査データが収録さ
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。

（2）堆積盆地再評価「日高～三陸堆積盆地」解釈報告会
北海道日高沖から岩手県三陸沖において、昭和から平

成にかけての調査で得られた二次元および三次元地震探
査データに対して、反射波の広帯域化により分解能を向
上させた再処理を実施し、基礎試錐「三陸沖」および基
礎試錐「日高トラフ」など試錐データを活用した上で、
シーケンス層序学的解析を含む総合解釈により、石油・
天然ガスの賦存ポテンシャルの再評価「日高～三陸堆積
盆地」を実施した。その結果は、経済産業省はじめ、民
間企業や大学等に向けて、令和4年2月1日にオンライン
形式の報告会で発表され、令和2・3年度堆積盆地再評価

「日高～三陸堆積盆地」報告書としてまとめられた。当
該データとこれまで実施されて来なかった広域かつ新規

性のある解釈結果は、国に納品され成果の利用対象者に
対してデータ開示されることで、我が国企業の国内での
探鉱意欲を促進し、将来的にはエネルギー安定供給への
貢献が期待される。

（3）「たんさ」を用いた浅海調査の検討
物理探査の調査仕様は、地質構造の複雑さや対象と構

造の深度を考慮して、受振器の展開長や調査測線の方向
が検討される。また海域の場合、運航の安全性と合わせ
て、海況の変化が著しい水深を考慮し、調査機器の配置
や曳航深度が検討される。調査に使用する船の規模は、
積み込める調査機器の量に応じて大小が決定され

（Vermeer, 2002）、「たんさ」のような大型の調査船は、
積み込める調査機器の量が多い一方で、それを広く展開
した際に航行船との交差など考慮すべき安全面の制限が
ある。「たんさ」は、水深50m以深を対象に調査範囲に
設定しているが、CCS（Carbon dioxide Capture and 
Storage）の適地調査など、日本周辺でこれまで三次元
地震探査データが収録されていない海域での使用が期待
されている。
「たんさ」を用いた調査における水深の制限は、調査

機器のリードインによるところが大きい。リードインと
は、船から曳航される調査機器（ストリーマケーブル）
が、船速の変化に影響されず指定の深度を安定して保持
させるために設けられた、たわみ・あそび、であり、

「たんさ」が用いる調査機器の最深部を示す。安全域を
加味した上でリードインを設定するためには、海底地形
の把握が不可欠であり、浅海の地形にも影響される潮流
の変化に迅速な対応することで、船速を可能な限り一定
に保つことを目指している。
「たんさ」を用いた調査におけるストリーマケーブル

の間隔は仕様上の制限があり、データ取得の水平分解能
を向上させるためには、震源（ソース）の配置を1組か
ら2組、そして3組へと増やすことが求められる。これま
で「たんさ」は2組の震源を用いて調査を続けてきたと
ころであるが、今後は浅海調査にも対応できるよう3組
化の検討を始めている。
「たんさ」が浅層をターゲットとする調査を実施する

際のリスクを最小化するため、海底地形に加え、海底に
設置された大型の構造物を把握した上で、短時間で効率
の良い調査を実施するための調査仕様を検討する。

Ⅰ．国内石油・天然ガス基礎調査
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2．令和4年度の方針
令和4年度は、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3年度までに取
得した二次元および三次元地震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定
期的に発信していく。今後は日本周辺の海域に新たな探
鉱ポテンシャルの把握に加え、CCSのための調査が含
まれる計画であり、国が定める「海洋基本計画」等に

従って、令和10年度までに三次元地震探査データ約
5万km2の取得を行い、安全かつ効率的な調査に取り組
んでいく。

引用・参考文献
[1] Vermeer, G. J. O. （2002） 3-D Seismic Survey 

Design, Society of Exploration Geophysicists 
Books
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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
り、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3年度目標
従前の研修コースに加え、アジアでの市場形成につな

げるため、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LNGテーラーメ
イド研修を継続実施する。

（3）成果
新型コロナウイルス感染症対策のためすべての研修

コースをオンライン形式とし、上記の目標に対し、従前
の研修コースに加え、8ヶ国を対象にLNGバリュー
チェーン研修を実施した。また、ベトナム及びバングラ
デシュに対してLNGテーラーメイド研修を実施した。
さらに、政府の推進するアジア・エネルギー・トランジ
ション・イニシアティブ（AETI）の一環として、脱炭

Ⅱ．産油国技術者研修・国内人材育成

表1　令和3年度産油国技術者研修等事業における開催実績

 

 
図1　インドネシア特別研修　「エネルギートランジション研修」

参加者による記念撮影（令和4年3月）

 
図2　通常研修「油層工学コース」参加者による記念撮影 

（令和4年2月～3月）
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素技術に関する人材育成等に寄与するエネルギートラン
ジション研修を初開催した。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3年度目標
我が国企業の競争力強化に貢献するため、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
を構築する。

（3）成果
上記の目標に対し、従来の研修メニューに新たにデジ

タルやCCSに関する講座を加え、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため一部の講座をオンライン形式とし
て、以下の講座を実施した。これらの実績を通し、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。

表2　令和3年度国内人材育成事業における開催実績

 

 
図3　基礎講座における配信風景（令和3年5月・6月）  図4　専門講座「石油開発におけるシーケンス層序学」での房総

方面露頭観察（令和3年11月）

 
図5　専門講座「貯留層評価導入コース」受講の様子（令和3年12月）
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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3年度に開催したJOGMEC-TRCウィークは、「資源

ミライ開発～脱炭素社会を支える資源開発技術を拓く」を
キーワードに、主に前年度に実施した事業の報告を行っ
た。令和元年まで毎年、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の影響のため、オンライン方
式によって令和3年10月25日から29日までの5日間開催した

（図1）。参加者は、外部から871人、JOGMEC内部から412
人（5日間の合計）であった。

第1日目「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」は、本部長挨拶に引き続き、技術事業戦略の紹

介及び技術総括報告、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、資源安定供給のためのTRCの技
術、経済産業省による特別講演、CCS推進事業の施設技
術及び地下評価技術を紹介した。第2日目「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－」は、デジタルロックの
技術動向と活用に向けた取り組み、デジタル技術を報告
した。第3日目「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　－タイトオイル／ガス開
発－」は、低環境負荷型技術、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）を報
告した。第4日目「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」は、開発技術：ジオ
メカニクス・油層工学、開発技術：掘削・海洋開発、地
震探査データ解析技術を報告した。第5日目「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」は、国内基礎調査、メタンハイドレート研究開発の今
とこれからを報告した。

なおプログラムは【資料編】を参照のこと。

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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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88
人（38%）、「満足」が130人（57%）となり、概ね高評
価（図2）であった（回答率17.7％）。また、動画のメ
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、プログラム通り進行できる「進行」、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」などがあげられた（図3）。
デメリットとしては、臨場感が感じられないという「体
感」、講演者の話し方といった「プレゼンテーション」
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3）。

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。パンフレットは令和3年6月に発行し、事業報告は、

令和3年9月（日本語版）（www.jogmec.go.jp/publish/
publish_10_000004.html）及び11月（英語版）（www.
jogmec.go.jp/english/about/about008.html）に完成し、
ホームページ（以下、HP）の刊行物サイトに掲載した

（図4）。
なお、令和2年度発行分（令和元年度年報）をもって

冊子・DVDの作成は終了した。

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３年度は122
号から131号まで10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
することがある。令和3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3編である。

「タービダイトとはなにか」
oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009005.

html

図4　令和2年度年報（事業報告）（HPの刊行物サイト）

 

88
38%

130
57%

10
4%

1

満⾜度

⼤変満⾜ 満⾜ どちらでもない 不満
図2　アンケート結果（満足度）

 

図3　アンケート結果（動画のメリット・デメリット）

http://www.jogmec.go.jp/publish/publish_10_000004.html
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009005.html
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「国内油田貯留層における二酸化炭素圧入実証試験に向
けたTRCラボの取り組み」

oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009143.
html

「海外展示会WPC2021（The 23rd World Petroleum 
Congress）への出展」

oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009283.
html

学術大会等におけるブース出展
令和3年度は以下の4件の大会においてブースを出展し

た（開催時期及び概要は、【資料編】参照）。
①　 メキシコ・モンテレイで開催のCongreso Mexicano 

del Petróleo（CMP）
②　 UAE・アブダビで開催のAbu Dhabi International 

Petroleum Exhibition and Conference（ADIPEC）
③　 米国・ヒューストンで開催のWorld Petroleum 

Congress（WPC）
④　 サウジアラビア・リヤドで開催のInternational 

Petroleum Technology Conference（IPTC）

（1）CMP
CMPは令和2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が、新型コロナの感染拡大
の影響で、大会そのものが令和3年11月17～20日に延期
開 催 さ れ た。 メ キ シ コ で は 毎 年 開 催 さ れ て お り、
JOGMECは連続して（株）INPEX（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。

今 回、 新 型 コ ロ ナ の 感 染 拡 大 の 影 響 に よ り、
JOGMEC職員の日本からの海外出張は見送られ、ブー
ス出展のみ実施した。（図5）

（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。今回は前回に引き続いてアブダビ
石油（株）、コスモエネルギー開発（株）、JX石油開発（株）
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た。

令和2年11月に本大会は開催予定であったが、カン
ファレンスのみオンライン開催となり、展示会は1年延
期され、令和3年11月15～18日に展示会開催となった。
細野理事長、江波戸前本部長及びJOGMEC職員が海外
出張し、ブースにて接客対応にあたった。また細野理事
長はパネルディスカッションにも登壇、江波戸前本部長
はテクニカルパネルセッションに登壇し、JOGMECの
プレゼンス向上に努めた。さらに元海外研修生で現在は
ADNOC上流局長の職にあるYaser Saeed Almazrouei
氏がブースを訪問された。（図6）

（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月にイスタンブール開催であり、今
回は令和2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
のものが延期となり、令和3年12月5～9日の開催となっ
た。新型コロナ感染拡大の影響により、日本からの海外
出張は見送られ、JOGMECヒューストン事務所員が対
応した。（図7）

図5　JOGMECブース（CMP2021）

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009143.html
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009283.html
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（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4年2月21～23日にサウジアラビア・リヤドに
て開催された。新型コロナの感染拡大の影響により、日
本からの海外出張は見送られ、ブース出展のみ実施し
た。（図8）

図6－1　 左から江波戸前本部長、Yaser ADNOC上流局長、細野
理事長（ADIPEC2021）

図7－1　JOGMECブース（WPC2021）

図6－2　 パネルディスカッションへ登壇した細野理事長（右）
（ADIPEC2021）

図7－２　稲田ヒューストン事務所長（右）（WPC2021）

図8　JOGMECブース（IPTC2022）
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JOGMEC/石油天然ガス事業本部組織図（令和3年3月31日現在）
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令和3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） 3,270百万円
メタンハイドレート開発促進受託事業費 6,659百万円
国内石油天然ガス基礎調査受託事業費 10,910百万円

① 年報
刊行物名 発行日 内　　容

令和2年度 
石油天然ガス開発技術本部 年報

令和3（2021）年9月 令和2年度の研究・調査成果をまとめた「年報」の日本語版を発行、
HP上で公開した。

Annual Report
April 2020-March 2021

令和3（2021）年12月 令和2年度の研究・調査成果をまとめた「年報」の英語版を発行、
HP上で公開した。

２．予　算

３．刊行物
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② メールマガジン
号数（配信数） 配信日 内　　容

122号（900） 令和3（2021）年4月8日 ■石油開発最新事情 
　「タービダイトとはなにか」
　https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009005.html
■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

123号（890） 令和3（2021）年5月31日 ■石油開発最新事情 
　「国内人材育成事業への取り組み」
　https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009046.html
■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

124号（890） 令和3（2021）年9月29日 ■お知らせ
・令和2年度石油天然ガス開発技術本部年報の発刊について
・「JOGMEC-TRCウィーク2021」オンライン開催について

125号（866） 令和3（2021）年10月8日 ■石油開発最新事情 
　「国内油田貯留層における二酸化炭素圧入実証試験に向けたTRCラボの取り組み」
　https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009143.html
■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

126号（867） 令和3（2021）年11月10日 ■お知らせ
・ JOGMECカーボンニュートラル推進本部主催「第1回JOGMECカーボンニュートラル・資

源フォーラム」のご案内（オンライン配信）
・砂層型メタンハイドレートフォーラム2021の開催

127号（867） 令和3（2021）年11月24日 ■お知らせ
・「JOGMEC-TRCウィーク2021」の開催終了について

128号（868） 令和3（2021）年12月9日 ■お知らせ
・JOGMECデジタル推進グループ主催
　「JOGMEC Digital Online Session 2021」のご案内（オンライン開催）

129号（870） 令和3（2021）年12月28日 ■石油開発最新事情 
　「海外展示会ADIPEC2021への出展」
　https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009221.html
■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表
■「砂層型メタンハイドレートフォーラム2021」の開催終了について

130号（870） 令和4（2022）年3月4日 ■石油開発最新事情 
　「海外展示会WPC2021（The 23rd World Petroleum Congress）への出展」
　https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009283.html
■今後のスケジュール
■その他のニュース
■学会・論文発表

131号（857） 令和4（2022）年3月14日 ■お知らせ
・ 令和3年度「石油天然ガス開発事業におけるデジタル技術の最新動向に係る調査業務」報告

会（オンライン開催）のご案内
・ 令和3年度「CO2フラクチャリング技術に関する最新動向調査」報告会（オンデマンド動画

配信、ライブ配信）のご案内
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① JOGMEC-TRCウィーク2021
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

DAY1
令和3（2021）年
10月25日

（377人）

■本部長挨拶（江波戸俊和）
■技術事業戦略
総括報告「低炭素社会の実現、そして、その先へ――。」

（三宅勇治）
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）
資源安定供給のためのTRCの技術（山本晃司）
特別講演「2030年/2050年を見据えた石油・天然ガス政策」

（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　
中山文博課長補佐）
■CCS推進事業：施設技術
CCS推進グループの事業概要 （末廣能史）
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）
水素バリューチェーンに関する考察（新井博久）
燃料アンモニア製造設備及びバリューチェーン概要

（東洋エンジニアリング株式会社：西澤勝弘、吉田延弘、古賀俊之）
■CCS推進事業：地下評価技術
地下評価技術の取り組み概要（岡部 博）
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）
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）
CO2EOR/CCSにおける坑井健全性評価（北村龍太）
CO2モニタリングに対する取り組み（加藤文人）

JOGMEC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きた。
JOGMEC-TRCウィーク2021は、「資源ミライ開
発　脱炭素社会を支える資源開発技術を拓く」
をキーワードとし、第1日目前半は、その取組
みについて包括的に紹介した。さらに、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への貢献とし
て、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した。

DAY2
令和3（2021）年
10月26日

（180人）

■デジタルロックの技術動向と活用に向けた取り組み
デジタルロック技術とは（大中 温・塩田絵里加）
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）
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）
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）
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）
企業・大学の動向（赤井崇嗣）
まとめ（大中 温）
■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）
AIを用いた石灰質ナンノ化石の自動同定

（富士通株式会社：山田吾郎）
カッティングス記載自動化（JX石油開発株式会社：原田拓哉）
AIを用いた自動断層尤度解析（橘田和泰）
貯留層AI適用性調査（石油資源開発株式会社：長谷川智紀）
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）
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（株式会社INPEX：高木元太）

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る。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した。
また第2日目後半は、概念実証（PoC）のみなら
ず現場実証でも成果を出しつつあるデジタル技
術開発の2020年度の成果を紹介した。

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

DAY3
令和3（2021）年
10月27日

（135人）

■低環境負荷型技術
施設技術分野の総括（三好啓介）
随伴水含有有価金属類回収技術の開発（川村和幸）
水溶性有機物処理技術の研究（熊本大学：浪平隆男）
セパレータ能力向上による油水分離効率化（鈴木陽洋）
■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）
タイト貯留層開発最適化に向けた取り組み（倉本大輔）
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）
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（石油資源開発株式会社：玉川哲也）
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（早稲田大学：古井健二）
■ 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）
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

（京都大学：陳 友晴・加藤政史）
水圧破砕露頭試験に向けた取り組み（竹内 傳）
Special Session：
Technological problems for the future development of unconventional 
oil and gas（テキサス大学オースティン校：Mukul Sharma）

JOGMEC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
ている。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した。 
そして、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
晒されている。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した。

DAY4
令和3（2021）年
10月28日

（137人）

■開発技術：ジオメカニクス・油層工学
開発技術課成果報告（北村龍太）
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）
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）
■開発技術：掘削・海洋開発
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）
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）
■地震探査データ解析技術
基盤技術と企業支援に関する取り組み（小西祐作）
AI技術を用いたコア写真の岩相判別（石油資源開発株式会社：
河村知徳）
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）
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）
Application of time-lapse elastic full waveform inversion to cross-
well monitoring of the Nagaoka CO2 sequestration experiment

（東京大学：仲田理映）
カナダAquistore CCSCO2貯留サイトにおけるACROSS実証試験

（北脇裕太）

JOGMEC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
術支援を行っている。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
介した。
第4日目の後半は、地震探査データ解析技術を
テーマに、室内実験やシミュレーション、実証
試験など異なる手法で解析を行った研究につい
て紹介した。さらに、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紹介した。

DAY5
令和3（2021）年
10月29日

（153人）

■国内基礎調査
国内基礎調査（池 俊宏）
■メタンハイドレート研究開発の今とこれから
砂層型メタンハイドレート研究開発の概要（松澤進一）
出水対策技術の適用性検討（安部俊吾）
変質した火山灰の対比技術の適用検討（東北大学：髙嶋礼詩）
次期海洋物理探査モニタリング手法の検討（小林稔明）
深海底での環境影響の予測手法の検討（石原靖文）

第5日目の前半は「国内基礎調査」の業務概要
を紹介した。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
容の一部を紹介した。
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る。
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
の一部を紹介した。
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② 砂層型メタンハイドレートフォーラム2021
年月日

（参加者数） 発表タイトル 発表者

令和3（2021）年
12月1日

（参加者数293名）
［オンライン開催］

■第1部

本日の講演について 松澤進一

カーボンニュートラルに向けたメタンハイドレート開発の位置
づけ

経済産業省資源エネルギー庁　山田哲也

2050年カーボンニュートラルを意識したメタンハイドレート開発
システムとビジネスモデル

日本メタンハイドレート調査（株）　長久保定雄

東部南海トラフ海底下堆積物における生物的メタン生成 （国研）産業技術総合研究所　吉岡秀佳

環境ベースラインデータへの人工衛星データの活用 平岡礼鳥

貯留層評価におけるAIアルゴリズム適用可能性検討　 石油資源開発（株）　岡野祥之

サブシー生産システムの検討 日本メタンハイドレート調査（株）　小松洋一

■第2部

日本周辺海域における調査井掘削位置選定 下田直之

日本周辺海域における今冬からの調査井掘削 日本メタンハイドレート調査（株）　若月 基

アラスカ陸上産出試験の今冬からの現場作業 沖中教裕

陸上産出試験に向けたジオメカニクス的取り組み 安部俊吾

③ 海外展示会
名　　称 開催時期/開催地 概　　要

CMP2021
（Congreso Mexicano del Petróleo）

令和3（2021）年
11月17～20日
モンテレイ（メキシコ）

機構と（株）INPEXの共同出展。新型コロナウィルスCOVID-19の
感染拡大を受け、機構からの出張は中止。（株）INPEXのヒュース
トン事務所より数名が出張。約5,000人が参加。機構はパネルで機
構紹介、随伴水処理技術、スラッジ削減技術、分離膜技術、CO2-
EORを紹介した。

ADIPEC2021
（Abu Dhabi International Petroleum 
Exhibition and Conference）

令和3（2021）年
11月15～18日
アブダビ（UAE）

機構、アブダビ石油（株）、コスモエネルギー開発（株）、JX石油開
発（株）の4社で共同出展。約100,000人が参加。機構はパネルで機
構紹介・研修事業、カーボンニュートラル、CCS、随伴水処理技
術、デジタル、分離膜技術を紹介。また、カーボンニュートラル
やCCSへの取組みのプレゼン動画を公開した。

WPC2021
（World Petroleum Congress）

令和3（2021）年
12月5～8日
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、機構は日本か
らの出張を中止し、ヒューストン事務所所員が対応。機構の単独
出展、約5,000人が参加。機構はパネルで機構紹介、カーボン
ニュートラル、CCS、随伴水処理技術、分離膜技術、デジタル、
非在来技術を紹介した。

IPTC2022
（International Petroleum 
Technology Conference）

令和4（2022）年
2月21～2月23日
リヤド（サウジアラビア）

新型コロナウィルスCOVID-19の感染拡大を受け、機構からの出
張は中止。機構の単独出展、約13,000人が参加。機構はパネルで
機構紹介、カーボンニュートラル、CCS、随伴水処理技術、分離
膜技術、デジタル、非在来技術を紹介した。また、非在来ガス田
開発・アンモニア生成の動画を制作して公開した。
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④ JOGMEC Digital Online Session
年月日

（参加者数） 発表タイトル 発表者

令和3（2021）年
12月17日

（参加者数209名）
［オンライン開催］

■第1部

Putting Digital Innovation to Work to Transform Operations Lux Research Inc. Dr. Arij van Berkel

■第2部

フォーミング予測AIの開発 千代田化工建設株式会社 　中山 遼

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　比戸将平

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

■第3部

パネルディスカッション パ ネリスト：株式会社INPEX　須田 誠、石油
資源開発株式会社　東 倫生、JX石油開発株
式会社　小寺保彦

モデレーター：加藤隆明
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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

赤井崇嗣・長谷川大真・岡部 博
（JOGMEC）

Numerical modelling workflow for the 
assessment of long term CO2 storage in 
saline aquifers using the Sleipner 
dataset

InterPore2021 online 令和3年5月31日

三好啓介・岡部 博・末廣能史・
赤井崇嗣・下内 真・高梨真澄

（JOGMEC）

カーボンニュートラル社会の実現に向け
たJOGMECの取組み―JOGMEC’s 
Approach toward Realization of Carbon 
Neutral Society―

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16日

和久田肇（JOGMEC） JOGMEC’s integrated and 
comprehensive activities towards CCS 
deployment

第1回アジアCCUSネットワーク
フォーラム（The First Asia 
CCUS Network Forum）

令和3年6月23日

和久田肇（JOGMEC） Toward Fuel Ammonia Application 
JOGMEC’s Support for Acceleration

第1回燃料アンモニア国際会議 令和3年10月6日

西岡さくら（JOGMEC) JOGMEC’s CCS Initiatives toward 2050 
Carbon Neutrality

Japan-Asia CCUS Forum 2021 令和3年10月20日

赤井崇嗣・下内 真・三好啓介・
岡部 博

Fuel Ammonia From Fossil Energy: 
Hydrocarbon Utilization for Sustainable 
Development

Abu Dhabi International 
Petroleum Exhibition & 
Conference

令和3年11月15日

下内 真（JOGMEC） Toward Fuel Ammonia Application 
JOGMEC’s Support for Acceleration

第3回CFAA国際シンポジウム 令和3年11月24日

末廣能史・高梨真澄・下内 真
（JOGMEC）

Activities status of JOGMEC’s CCUS, 
Hydrogen, and Ammonia projects

First U.S.-Japan CCS/Carbon 
Recycling Working Group 
Meeting

令和3年12月10日

三好啓介（JOGMEC） Oil & Gas Development and Carbon 
Neutral Strategy of Japan/JOGMEC

Material Research Meeting 2021 
Symposium F4

令和3年12月13日

三好啓介（JOGMEC） JOGMEC’s Strategy for Acceleration of 
Carbon Neutral Society

Offshore Technology Conference 
Asia （OTC-Asia） Country 
Session Japan

令和4年3月23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

曹 金栄・梁 云峰・増田昌敬
（東京大学・工）、田村浩平・石渡友章・
大槻 敏・伊藤義治（JOGMEC）、
松岡俊文（深田地質研究所）

頁岩のナノ孔隙内の相挙動に関する分子
スケールの数値計算研究

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16日

田中翔斗・曹 金栄・梁 云峰・増田昌敬
（東京大学・工）、田村浩平・石渡友章・
大槻 敏・伊藤義治（JOGMEC）、
松岡俊文（深田地質研究所）

頁岩孔隙内のメタン/エタン吸着の分子
スケール数値計算

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16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

阿部達朗・渡辺貴大・古井健二
（早稲田大・創造理工）、石渡友章・
土屋慶洋・伊藤義治（JOGMEC）

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 令和3年度春季講演会
（学生発表賞・最優秀賞受賞）

令和3年6月16日

陳 友晴（京都大学エネルギー科学研究
科エネルギー応用科学専攻）、直井 誠

（京都大学防災研究所地震予知研究セ
ンター）、伊東慎平（京都大学エネル
ギー科学研究科エネルギー応用科学専
攻）、石田 毅（京都大学工学研究科社
会基盤工学専攻）、伊藤義治・
有馬雄太郎（JOGMEC）

室内水圧破砕実験によって頁岩供試体中
に造成される亀裂の特徴

2021年度資源・素材関係学協会合
同秋季大会

令和3年9月14日

直井 誠・今北啓一・山本和畝・
田中 塁・石田 毅・福山英一・陳 友晴

（京都大学）、川方裕則（立命館大学）、
有馬雄太郎（JOGMEC）

室内水圧破砕実験によって誘発された微
小破壊の地震モーメント・コーナー周波
数推定

日本地震学会2021年度秋季大会 令和3年10月14日

直井 誠・陳 友晴・田中 塁（京都大学）、
有馬雄太郎（JOGMEC）

室内水圧破砕実験で誘発された微小破壊
のモーメントテンソル解析を目的とした
深層学習によるP波初動振幅読み取り

日本地震学会2021年度秋季大会 令和3年10月14日

古井健二（早稲田大）、石渡友章・
土屋慶洋・伊藤義治（JOGMEC）

炭酸塩岩貯留層酸処理におけるワーム
ホール現象の研究

石油学会函館大会（第51回石油・
石油化学討論会）

令和3年11月11日

玉川哲也（石油資源開発株式会社） Fracture Simulation Study 令和3年度産油国技術者研修等事
業特別研修事業 UAE特別研修

「貯留層モニタリングとジオメカ
ニクスコース」技術講義

令和3年12月12日

吉岡慶太（ヘルムホルツ環境研究セン
ター）、加藤政史・田村浩平・
有馬雄太郎・伊藤義治（JOGMEC）、
陳 友晴・石田 毅（京都大学）

Hydraulic fracture complexity with 
mineral grains

AGU Fall Meeting 2021 令和3年12月13日

田中翔斗・曹 金栄・梁 云峰・増田昌敬
（東京大学）、松岡俊文（深田地質研究所）、
田村浩平・石渡友章・大槻 敏・
伊藤義治（JOGMEC）

Molecular Simulation on Adsorption 
Behavior of Two-Component Mixed Gas 
in Shale Organic Nanopores

AGU Fall Meeting 2021 令和3年12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・永岡卓也（JOGMEC）、
平田実雄・猪川晃道

（日本メタンハイドレート調査）

メタンハイドレート開発に向けての掘削
技術の挑戦

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16日

山本晃司（JOGMEC）、阿部正憲
（日本メタンハイドレート調査）、
天満則夫（産業技術総合研究所）

日本近海のメタンハイドレート開発にお
けるカーボンニュートラルの達成に向け
た課題

第40回エネルギー・資源学会研究
発表会

令和3年8月3日

藤本 暁・小林稔明（JOGMEC）、
Teck Kean Lim・河口恭二郎

（東洋エンジニアリング）、玉置真知子
（日本オイルエンジニアリング）、
Seth S. Haines・Timothy S. Collett

（USGS）、Ray Boswell（NETL）

DAS 3DVSP Survey at Stratigraphic 
Test Well（Hydrate-01）

The 14th SEGJ International 
Symposium

令和3年10月18日

山本晃司・有馬雄太郎（JOGMEC）、
中島千博・赤嶺耕也・下徳悠介・
大内久尚（日本オイルエンジニアリング）、
綿引壮真・大峡充己（構造計画研究所）

Application of data assimilation 
technique to gas hydrate dissociation 
problems

AGU Fall Meeting 2021 令和3年12月15日

Than Tin Aung・今井利矩・
田野孝太朗（JOGMEC）、
和田直也（シュルンベルジェ）

Sensitivity Analysis in Methane 
Hydrate System Modeling: Case Study 
from the Eastern Nankai Trough, Japan

AGU Fall Meeting 2021 令和3年12月15日
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〈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

塩田絵里加・赤井崇嗣・檜山学良
（JOGMEC）

Digital rock approach for 
unconsolidated sandpacks using pore 
network modelling: comparison 
between experiments and simulations

InterPore2021 online 令和3年5月31日

関根健太・齋藤創佑・福原理史・
市川洋輔・栗原正典（早稲田大学）、
香山 幹・綱内翔一・土屋慶洋

（JOGMEC）

実験と数値シミュレーションによる炭酸
塩岩貯留層における低塩分濃度水攻法メ
カニズムの解明

石油技術協会
令和3年度春季講演会

令和3年6月16日

香山 幹・土屋慶洋・赤井崇嗣・岡部 博
（JOGMEC）、関根健太・栗原正典
（早稲田大学）

EOR Mechanism of low salinity water 
flooding for carbonate rocks revealed 
by coreflooding and numerical 
modelling

2021 Enhanced Oil Recovery 
Technical Collaboration 
Programme Symposium, IEA 
EOR TCP

令和3年11月7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

Levi Knapp （JOGMEC）、前原祐樹 
（Schlumberger）、栗山祐太朗
（JOGMEC）

Determining fluid saturations in a low 
resistivity, heterogeneous siliciclastic oil 
reservoir, offshore Vietnam

EAGE Asia Pacific Virtual 
Geoscience Week, 2021

令和3年4月20日

市川 大・北脇裕太・中山貴隆
（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）

固定式震源ACROSSを活用したDAS-
VSP方式による貯留層モニタリングシス
テムの実証試験の成果と今後の展望

石油技術協会 令和3年度春季講演会 
地質・探鉱部門シンポジウム

令和3年6月16日

ナップ リヴァイ（JOGMEC）、
前原祐樹（シュルンベルジェ株式会社）、
栗山祐太朗（JOGMEC）、洞口圭史

（日本ベトナム石油株式会社）

Well log NMR T2 factor analysis 
integrated with core analysis for 
reservoir quality and saturation 
estimation in a low-resistivity reservoir, 
offshore Vietnam

GeoConvention virtual Event 2021 令和3年9月13日

北脇裕太・市川 大・下田直之・
中山貴隆・加藤文人（JOGMEC）、
ホワイトドン（GSC）、
ニッケルエリック（PTRC）

Time-lapse DAS-VSP data acquisition 
from a permanent seismic source at 
Aquistore CO2 storage site in 2020

GeoConvention 2021 令和3年9月13日

ナップ リヴァイ・栗山祐太朗
（JOGMEC）

Laboratory core analysis, including 
NMR T2, for the evaluation of fluid 
saturations in a low resistivity 
siliciclastic reservoir, offshore Vietnam

AAPG Annual Convention & 
Exhibition 2021

令和3年9月26日

重松愛二郎・中村悠希・加藤文人・
毛利拓治（JOGMEC）、坂田玄輝

（JODCO）、アブサ エリラ
（ADNOC Onshore）

Reflection Full Waveform Inversion of 
Walkaway VSP – Abu Dhabi Case 
Study

82nd EAGE Conference & 
Exhibition 2021

令和3年10月18日

毛利拓治・重松愛二郎・市川 大・
北脇裕太・加藤文人（JOGMEC）、
坂田玄輝（JODCO）、
アブサ エリラ（ADNOC Onshore）

Investigation on Optimal Walkaway 
VSP Survey for Reservoir Monitoring 
with FWI in Abu Dhabi

82nd EAGE Conference & 
Exhibition 2021

令和3年10月18日

市川 大・重松愛二郎・毛利拓治・
加藤文人（JOGMEC）、仲田理映

（東大地震研）、仲田典弘（MIT）、
薛 自求（RITE）

Application of time-lapse acoustic FWI 
to cross-well seismic monitoring data 
sets in a CCS field

82nd EAGE Conference & 
Exhibition 2020

令和3年10月18日

毛利拓治・重松愛二郎・中村悠希・
加藤文人・市川 大・北脇裕太

（JOGMEC）、坂田玄輝 （JODCO）、
石山知英（ADNOC）

Application of FWI to time-lapse 
walkaway VSP data for CO2-EOR 
monitoring in Abu Dhabi: a feasibility 
study on field and synthetic data

Abu Dhabi International 
Petroleum Exhibition and 
Conference （ADIPEC 2021）

令和3年11月15日

― 264 ―

資料編 ５．学会・論文発表



〈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（JOGMEC）、
佐藤光三（東京大学）

Pore-level observation of the 
transitional pore clogging by asphaltene 
deposition using micromodels

InterPore2021 online 令和3年5月31日

Xingjuan HAO・Sadia Afrin
（北海道大学）、下河原麻衣・加藤是威・
北村龍太（JOGMEC）、
エラクネスワラン ヨガラジャ（北海道大学）

Electrokinetic Properties of Crude Oil 
on Emulsion Stability

PetroPhase2021 令和3年6月7日

サディア アフリン・ハオ シンチゥアン
（北海道大学）、下河原麻衣・加藤是威・
北村龍太（JOGMEC）、
エラクネス ヨガラジャ（北海道大学）

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 令和3年6月16日

山本和畝、関根孝太郎、北村龍太
（JOGMEC）、柏原功治、内田 優
（JAPEX）

力学試験データを使わない出砂評価ワー
クフローの検討

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16日

武田哲明・稲田徳弘・鈴木 学・
北村龍太（JOGMEC）

坑井健全性管理ソフトウェア（Well Alert 
J）について

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16日

稲田徳弘・武田哲明・北村龍太
（JOGMEC）

RAPIDコンソーシアムでのJOGMECの
取り組み

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16日

石岡英二・長縄成実（秋田大学）、
向井竜太郎（株式会社カネカ）、
池田憲治（JOGMEC）

生分解性繊維を使用したファイバー泥水
のカッティングス運搬特性の評価

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16日

Lionel Esteban・Mojtaba Seyyedi・
White Cameron・Giwelli Ausama・
Shulakova Valeriya・Pervukhina 
Marina・Jackson Sam・Joel Sarout・
Aryana Amir（CSIRO–Energy Resources）、
加藤是威・下河原麻衣・北村龍太

（JOGMEC）、蒋 飛・辻 健・池田達紀 
（九州大学）

Permeability modelling using digital 
rock images from micron scale

AEGC2021（Australasian 
Exploration Geoscience 
Conference）

令和3年9月16日

ハオ シンチゥアン・サディア アフリン
（北海道大学）、下河原麻衣・加藤是威・
北村龍太（JOGMEC）、
エラクネス ヨガラジャ（北海道大学）

界面特性による原油エマルジョンの種類
と安定性の評価

石油学会　函館大会
（第51回石油・石油化学討論会）

令和3年11月11日

〈実験・研究基盤分野〉
著　　者 発表タイトル 発表先（誌名/学会名） 発表日/発行日

陳 耘翰・エラクネス ヨガラジャ
（北海道大学）、下河原麻衣（JOGMEC）

Relationship between zeta potential and 
wettability alteration in crude oil-brine-
rock system

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月16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

加藤隆明（JOGMEC） JOGMEC石油・天然ガス部門のDXビ
ジョンとオープンイノベーション

Open Summit 2021
（GIS FORUM TOKYO 120）

令和3年5月11日

原田拓哉・水谷雄太（JX石油開発）、
南條貴志・石丸卓也（JOGMEC）、
藤澤好民・井上翔太・酒井博隆・
渡辺健太（伊藤忠テクノソリューションズ）

AI画像認識技術を用いたカッティング
ス記載補助ツールの開発

石油技術協会 令和3年度春季講演会 令和3年6月18日

加藤隆明（JOGMEC） JOGMEC石油・天然ガス部門のDXビ
ジョンとオープンイノベーション

IHSマークイット ウェビナー 令和3年6月30日

Bom Lyu・Tong Bai・Nori Tanaka
（MIT）、Isao Kurosawa（JOGMEC）

Imaging source clouds in hydraulic-
fracturing using wavefield back-
propagation methods

Society of Exploration 
Geophysicists 2021 Annual 
Meeting

令和3年10月1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

Tomoya Inoue・Yujin Nakagawa
（JAMSTEC）、Hakan Bilen
（University of Edinburgh）、
K. R. Mopuri（Indian Institute of 
Technoloty）、Keisuke Miyoshi・
Shungo Abe（JOGMEC）、
Ryota Wada（University of Tokyo）、
Kouhei Kuroda（JAPEX）、
Masatoshi Nishi（INPEX）

Early stuck detection using supervised 
and unsupervised machine learning 
approaches

OTC Asia 2022 令和4年3月21日

安部俊吾（JOGMEC） Drilling Meets AI （Technical Panel 
Session）

OTC Asia 2022 令和4年3月24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

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（深田地質研究所）

Adsorption, Selectivity, and Phase 
Behavior in Organic Nanopores for 
Shale Gas and Oil Development

Petroleum Research 令和3年4月1日

Yihuai Zhang・Qingyang Lin・
Ali Q. Raeini （ICL）、Yutaka Onaka 

（JOGMEC）、Hiroki Iwama・
Katsumo Takabayashi（INPEX）、
Martin J. Blunt・Branko Bijeljic（ICL）

Pore-scale imaging of asphaltene 
deposition with permeability reduction 
and wettability alteration 

Fuel, Volume 316, 123202. 令和3年5月15日

大中 温（JOGMEC）、
佐藤光三（東京大学）

Dynamics of pore-throat plugging and 
snow-ball effect by asphaltene 
deposition in porous media micromodels

Journal of Petroleum Science and 
Engineering Volume207, 109176.

令和3年7月1日

Takashi Akai・Naoki Saito・
Michiharu Hiyama・Hiroshi Okabe

（JOGMEC）

Numerical Modelling on CO2 Storage 
Capacity in Depleted Gas Reservoirs

Energies 2021, 14, 3978 令和3年7月2日

Takashi Akai・Takashi Kuriyama・
Shigeru Kato・Hiroshi Okabe

（JOGMEC）

Numerical modelling of long-term CO2 
storage mechanisms in saline aquifers 
using the Sleipner benchmark dataset

International Journal of 
Greenhouse Gas Control 110 

（2021） 103405

令和3年7月8日

山本晃司・永岡卓也（JOGMEC）、
平田実雄・猪川晃道

（日本メタンハイドレート調査）

メタンハイドレート開発に向けての掘削
技術の挑戦

石油技術協会誌 第86巻 第5号 令和3年9月1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

石油技術協会誌 第86巻 第3号 令和3年9月1日

山本晃司（JOGMEC）、阿部正憲
（日本メタンハイドレート調査）、
天満則夫（産業技術総合研究所）

日本近海のメタンハイドレート開発にお
けるカーボンニュートラルの達成に向け
た課題

エネルギー・資源 Vol.42 No.6 令和3年10月12日

山本晃司（JOGMEC）、長久保定雄
（日本メタンハイドレート調査）

Review of energy efficiency of the gas 
production technologies from gas 
hydrate-bearing sediments

Frontiers in Energy Research
Volume9, Article 741715

令和3年10月12日

安部俊吾・三好啓介（JOGMEC） 掘削データへのAI技術適用による抑留
予兆検知

KANRIN11月号 令和3年11月21日

山本晃司・菅野貴之・大槻 敏
（JOGMEC）、大内久尚・赤嶺耕也・
狩野怜志・内木元義・玉置真知子

（日本オイルエンジニアリング）、
天満則夫（産業技術総合研究所）

Comparison of vertical gas-hydrate 
production profile with the simulation 
results obtained using geophysical 
log-based reservoir characteristics and 
reasons for their discrepancies in the 
Nankai Trough

Energy & Fuels  Volume 35, 
Issue 24, 20026-20036

令和3年12月3日

大内久尚・赤嶺耕也・狩野怜志・
内木元義・玉置真知子

（日本オイルエンジニアリング）、
山本晃司・大槻 敏・菅野貴之

（JOGMEC）、天満則夫
（産業技術総合研究所）

Numerical history-matching of modeling 
and actual gas production behavior and 
causes of the discrepancy of the Nankai 
Trough gas-hydrate production test 
cases

Energy & Fuels  Volume 36, 
Issue 1, 210-226

令和3年12月21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

Zhendong Zhang・Malcolm C.A. 
White・Tong Bai（Massachusetts 
Institute of Technology）、Nori 
Nakata（Massachusetts Institute of 
Technology/Lawrence Berkeley 
Laboratory）

Microseismic Imaging with Geometric-
mean Reverse Time Migration Using 
Vertical and Horizontal Borehole 
Optical Fibers

Journal of Geophysical Research: 
Solid Earth

令和4年1月22日

市川 大（JGI）、北脇裕太・下田直之・
中山貴隆・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）

固定式震源ACROSSを活用したDAS-
VSP方式による貯留層モニタリングシス
テムの実証試験成果と今後の展望

石油技術協会誌 第87巻 第1号
27-39頁

令和4年1月28日

片山泰樹・吉岡秀佳・金子雅紀・
高橋 浩・坂田 将（産業技術総合研究所）、
天羽美紀・藤井哲哉 （JOGMEC）、
吉田 聡（QST）

Cultivation and biogeochemical analyses 
reveal insights into methanogenesis in 
deep subseafloor sediment at a biogenic 
gas hydrate site

The ISME Journal, Volume 16,
Issue 2, 1464-1472

令和4年2月2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3年9月24日 野神隆之

化石燃料と再生可能エネルギーおよび新資源としての水素・アンモニア 令和3年10月1日 野神隆之

CCUSの概要 令和3年10月8日 河野裕人

地下資源の評価とCO2地中貯留（地質評価・物理探査）  令和3年10月15日 長谷川大真

貯留層へ直接アクセスする（掘削・仕上げ・坑井健全性評価技術） 令和3年10月22日 北村龍太

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3年10月29日 石渡友章

貯留層マネジメントとシミュレーション 令和3年11月12日 栗山毅士

資源が我々の手元に来るまで（様々な生産設備） 令和3年11月19日 三好啓介/浅沼貴之

低環境負荷技術 令和3年11月26日 川村和幸

様々な資源：新資源としての水素・アンモニアや合成燃料等 令和3年12月3日 河野裕人

メタンハイドレートの資源開発を目指して 令和3年12月10日 大槻 敏

資源開発DX（デジタルトランスフォーメーション） 令和3年12月17日 南條貴志

エネルギー市場と産業構造 令和4年1月7日 野神隆之

学力考査 令和4年1月14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 petroleum industry 令和3年6月30日 山本晃司

Stress evaluation using borehole data 1 令和3年7月7日 山本晃司

Stress evaluation using borehole data 2 令和3年7月14日 山本晃司

Offshore drilling and application to field 令和3年7月21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3年7月29日～
7月30日

野口雅毅

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

石油探鉱開発概論/検層解析 令和4年1月19日 福成徹三

検層解析/地震探査 令和4年1月26日 福成徹三/毛利拓治/
石鍋祥平

地質リスク分析 令和4年2月2日 小森直昭

掘削技術 令和4年2月9日 及川敦司

CO2地下貯留技術 令和4年2月16日 福成徹三/島野恭史

 東京海洋大学　「海底科学Ⅰ」
講義タイトル 日　　付 担当者

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3年12月3日 岡本信行
（金属海洋資源部）

海洋石油・天然ガス開発の概要 令和3年12月10日 浅沼貴之

 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3年5月28日 山㟢健太郎
（事業推進部）

Overview of JOGMEC’s Activity 令和3年7月9日 島田忠明

Energy Policy in Japan, CCS Activity 令和3年7月9日 河野裕人

 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3年7月14日 浅沼貴之

石油・天然ガス開発に係る環境保全 令和3年7月21日 川村和幸

メタンハイドレート 令和3年7月28日 藤本 暁

② 国内講座
コース名 日　　程 コース内容 講　師

基
礎
講
座

基礎講座Ⅰ 令和3年5月18日～
5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3年6月7日～
6月11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

原油生産における採掘技術とエネル
ギー経済の作用を考える

令和3年9月9日 原油生産に作用する様々な採掘技術やエネル
ギー経済について解説する。

伊原 賢
（JOGMEC）

掘削エンジニアコース 現場監督者向
け講座

令和3年10月13日～
10月15日

掘削シミュレータを用いた、石油開発・生産会
社（オペレーター）の現場監督者として従事す
る技術者向けの講座。理論的・経験的なアプロー
チによる座学と、シミュレータを用いた効果的・
実践的な演習を行う。

北村龍太
（JOGMEC）

石油開発における坑井刺激法
（Well Stimulation）

令和3年11月8日～
11月10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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コース名 日　　程 コース内容 講　師

専 

門 

講 

座

石油開発におけるシーケンス層序学
（Sequence Stratigraphy）

令和3年11月24日～
11月26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
について、座学と巡検（露頭観察）により学ぶ
講座。

伊藤 慎
（千葉大学）

貯留層評価導入コース 令和3年12月1日～
12月3日

検層解析の基礎、シェーリーサンド解析と実デー
タを用いた演習を中心に、炭酸塩岩貯留層解析
についての基礎的な内容も学ぶ講座。

JOGMEC

Future of Microseismic Technology 令和3年12月3日 マイクロサイスミック応用編として、最先端の
技術や手法、マイクロサイスミックに係る未来
について解説する。

黒澤 功
（JOGMEC）

デジタル技術（機械学習・深層学習）
の基礎

令和3年12月6日～
12月7日

AIの仕組みや、歴史から今後の発展既存ICT
技術の違いなどの概論を学ぶ。動作原理の概念
を理解し、実プロジェクトを立ち上げる上で必
要になるプロジェクトマネジメント方法の習得
を目指す。

NABLAS（株）/
JOGMEC

CCS/CCUS（CO2EOR）の基礎 令和3年12月8日～
12月10日

CCS/CCUS（CO2EOR）の基礎となる必要な知
識、情報を幅広く習得するための講義。

日本オイルエンジ
ニアリング（株）

脱炭素化社会にむけて石油・天然ガ
ス産業の気候変動対応を考える

令和3年12月13日 経済便益と脱炭素化（CO2削減）の両立について
解説する。

伊原 賢
（JOGMEC）

炭酸塩貯留岩を知るための基礎知識 令和3年12月16日～
12月17日

炭酸塩堆積物の堆積作用/炭酸塩堆積物の続成作
用

辻 喜弘
（JOGMEC）

石油・天然ガス開発におけるHSEマ
ネジメント

令和3年12月22日～
12月24日

陸上・海洋における石油・天然ガス開発及び生
産施設の運転、操業に係るHSEマネジメント

（HSEMS）についての講義。

日本オイルエンジ
ニアリング（株）

石油・天然ガス上流事業における会
計実務

令和4年1月24日～
1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3年6月21日～
6月25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。
修了試験合格者にはIADC認定WellSharp修了証
書を発行。

関 誠（JOGMEC）

令和3年10月18日～
10月22日

太田 仁
（JOGMEC）

令和3年10月25日～
10月29日

石油開発サービス
（株）

令和3年11月8日～
11月12日

関 誠（JOGMEC）

令和3年11月15日～
11月19日

石油開発サービス
（株）

令和3年12月6日～
12月10日

石油開発サービス
（株）

令和3年12月13日～
12月17日

石油開発サービス
（株）

令和4年1月17日～
1月21日

太田 仁
（JOGMEC）

③ その他の講座等
 INPEX（石油鉱業技術系新入社員研修）

講座名 日　　付 担当者

総合研修「操業プロジェクト紹介」
JOGMECの現場紹介
―海外地質構造調査と国内石油・天然ガス基礎調査―

令和3年5月31日 小西祐作

専門別基礎研修（開発系）
「掘削技術実機見学」

令和3年7月1日 太田 仁

 デジタル技術活用のための人材育成
講座名 日　　付 担当者

3時間で学べる資源開発で使う機械学習の基礎講座 令和3年12月2日 Dr. Nori Nakata 
（Nawii LLC）
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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、228社（2022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。2022年時点でShell、Chevron、Conoco Phillips、Equinor、HESS
およびJOGMECの計6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。

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 Americas、CGG、Chevron 
Corporation、Devon Energy Corporation、INOVA Geophysical、
Petronas Carigali SDN BHD、Petrobras、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。BP、Baker Hughes、ConocoPhillips、NOV、
HESS、Saudi Aramco、Nabors等が参加。

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4年3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室内試験等により
選定し、原油回収率向上の可能性を評価する。

高温火山岩貯留層における貯留岩性状改善
のための酸処理技術の開発（実証試験）

令和3年4月～令和5年3月 片貝ガス田の既存坑井における高温火山岩貯留層を対象と
し、高温下でも適応可能な酸薬剤を使用する酸処理作業を
実施し、その後のフローバック作業ならびにフローバック
流体の分析を通じて、酸処理技術による貯留層の性状改善
を評価する（継続案件）。

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 0

開発技術分野 2

非在来型技術分野 1

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 ブルカー　S8 TIGER 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 熱分解分析装置　 Wildcat-Technologies　
HAWK-1

根源岩有機物のタイプ及び含有有機物量の測定

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 トリプル四重極型ガスクロマトグラ
フ質量分析計

Thermo Fisher Scientific
TSQ-9000

微量バイオマーカーの定性及び定量分析

22 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

23 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

 油層評価分野
設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

24 コアカッター マルトー ホールコアサンプルの成形

25 コアピッカー マルトー プラグコアの抜出

26 ラボカッター マルトーMC-120 コア端面の成形

27 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

28 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

29 比表面積測定装置 マイクロトラック・ベル
Belsorp-Max

岩石試料の比表面積測定

30 水銀ポンプ Core Laboratories Instruments 岩石試料の容積計量

31 ヘリウム式孔隙率測定装置 Core Laboratories Instruments
（Standard and Extended Type）

孔隙率測定

32 孔隙率測定装置UltraPore-300 Core Laboratories Instruments 孔隙率測定

33 浸透率測定装置 Core Laboratories Instruments
（Micro Permeameter）

浸透率測定

34 浸透率測定装置UltraPerm-400 Core Laboratories Instruments 浸透率測定

35 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

36 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

37 岩石真密度測定装置 マイクロトラック・ベルBEL Pycno 真密度測定
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設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

38 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

39 水銀圧入式毛細管測定装置 Core Laboratories Instruments 毛細管圧力測定

40 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

41 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

42 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）

43 X線CTスキャナー SIEMENS SOMATOM go now 岩石試料の内部構造解析

44 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

45 三次元X線顕微鏡
（マイクロX線CT装置）

Xradia 515 Versa 岩石試料の孔隙構造解析

46 接触角計 First Ten Angstroms, Inc. 接触角測定

47 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

48 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 岩石試料の飽和率、孔隙率解析

49 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

50 薄層クロマトグラフ LSIメディエンスMK-6 原油の分画

51 ガスクロマトグラフ（ガス成分）       Agilent 7890B 天然ガスの成分分析

52 原油アナライザー PAC 原油の疑似物理蒸留分析

53 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

54 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    

55 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

56 PVT実験装置 Schlumberger/JOGMEC 原油・ガス系の相挙動測定
（10,000psi, 120℃）

57 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）

58 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℃）

59 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

60 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

61 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℃）

62 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℃）

63 振動式デジタル密度計 Anton Paar DMA48 流体の密度測定

64 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℃）

65 振動式粘度計 A&D CJV5000 流体の粘度測定

66 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℃）

67 レーザー顕微鏡 キーエンス、VK-X3000 表面形状測定
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 掘削技術分野
設　備　名 開発・製造・型式 機　　能

68 掘削シミュレータ DrillSIM-5000 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

69 掘削シミュレータ        DrillSIM-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

70 掘削シミュレータ        UltraLight Simulator Model 
DPWS-22UL

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 掘削研修施設 JOGMEC 「掘削業務体験」、「安全体感講習」、「掘削関連
機器のカットモデル展示」で構成された体験型
の掘削研修施設

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） 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
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プログラム名 導　入　元 内　　容

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

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

 貯留層評価分野
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 貯留層シミュレーションプリプロセッサ

15 ECLIPSE100, 300 Schlumberger ECLIPSE100：ブラックオイル型貯留層シミュレータ
ECLIPSE300：多成分系貯留層シミュレータ

16 Fracpro PT StrataGen Engineering, Inc. 水圧破砕シミュレータ

17 GEM CMG 多成分系貯留層シミュレータ

18 IMEX CMG ブラックオイル型貯留層シミュレータ

19 INTERSECT Schlumberger 貯留層シミュレータ

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 JewelSuite Geomechanics 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 流体特性・相挙動解析

26 RESULTS CMG 貯留層シミュレーションポストプロセッサ

27 S3GRAF Sciencesoft 貯留層シミュレーション結果可視化ソフト

28 Saphir Kappa 坑井テストの解析

29 S-PLUS 数理システム 統計ライブラリー

30 STARS CMG 化学反応貯留層シミュレータ

31 tNavigator ROCK FLOW DYNAMICS, LLC. ブラックオイル型貯留層シミュレータ

32 Winprop CMG 流体特性・相挙動解析

33 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

34 Kinetix Shale Schlumberger フラクチャーモデリング

35 Office Schlumberger 貯留層シミュレーションポストプロセッサ

36 FloViz Schlumberger 貯留層シミュレーションポストプロセッサ

37 FluidModeler Schlumberger 流体特性・相挙動解析

38 PerGeos Thermo Fisher Scientific K.K. 画像解析、流動シミュレーション 

39 GeoDict 開発元：Math2Market GmbH
国内代理店：SCSK株式会社

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・ジオメカニクス分野
プログラム名 導　入　元 内　　容

40 FLAC/FLAC3D ITASCA 構造・流体解析計算ソフト

41 SFIB GMI ジオメカニクス評価シミュレーションプログラム

42 Visage Schlumberger 三次元地殻応力場解析

43 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

44 WellCheck GMI 坑井デザイン評価シミュレーションプログラム

45 WELLPLAN/COMPASS Landmark 掘削エンジニアリングソフト

46 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

47 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

48 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

49 PIPESIM Schlumberger 管内多相流定常状態シミュレーター

50 QUESTOR IHS（Global）Ltd. 開発コスト算定ソフトウェア

51 Unisim Honeywell プロセス設計用シミュレータ

 デジタル技術分野
プログラム名 導　入　元 内　　容

52 Anaconda Anaconda社 Pythonによるデータサイエンス向けの環境を
提供するオープンソースのプラットフォーム

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

硫化水素除去装置及び硫化水素除去方法 令和3年4月8日 日本 6865422

腐食防止剤、坑井、パイプライン、及び防食皮膜形成方法 令和3年8月3日 米国 11078576

酸性ガス分離装置 令和3年9月6日 日本 6940206

磁場測定素子、磁場測定装置及び磁場測定システム 令和3年12月9日 日本 6990811

探査システム、磁気検出装置、および探査方法 令和4年1月18日 日本 7011272

ゼオライト吸着および除去システム、ならびにゼオライト吸着および除去方法 令和4年2月7日 日本 7020735
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年月日 来　訪　者 内　　容

令和3年9月16日 米国マンスフィールド研修員
（米国内務省弁護士）

TRC見学

12．来訪者一覧
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