
FY2011 FY2012 FY2013

「
ち
き
ゅ
う
」
を
使
用
し

●P井（生産井）

●MC井
（検層・温度モニタリング井）

●MT1井
（温度モニタリング井）

掘削・検層

設計

設計・装置製造

廃坑※

検層データ分析

フローテストフローテスト

坑井休止

設計・装置製造 計測継続

廃坑仕上げ
減圧試験減圧試験

試験前後
検層

掘削・検層

掘削・検層

２．フローテストの作業計画⑥２．フローテストの作業計画⑥ ～フローテスト作業～～フローテスト作業～

廃坑※
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し
た
作
業※

そ
の
他
の
作
業

●C井（コアリング井）

●産出試験システム
（坑内機器・船上設備等）

●物理探査モニタリング
（4成分物理探査）

●環境モニタリング
（地層変形・メタン漏洩）

コアリング
分析

フローテストフローテスト

設計・製造・調達

装置設置・計測 計測 計測・装置回収※

回収※
計測

事前掘削事前掘削

設計・装置製造作業

※2013年度の作業船は未定。2012年11月末までに終了

設計・装置製造作業

現在作業中

装置設置



２．フローテストの作業計画⑥２．フローテストの作業計画⑥ ～フローテスト作業～～フローテスト作業～

●平成●平成2525年1月1313日以降の主な作業実施手順日以降の主な作業実施手順

【ちきゅう】資機材積み込み＠清水港/移動（清水港→第二渥美海丘（MC井））
（以降、船上での資機材積み替え作業については、三河港からのサプライボートを使用）

【MC井】ケースドホール検層（MH分解前の地層の物性を測定）
【P井】BOP・ライザー降下
【MC井/MT1井】モニタリング坑井の温度計を海上と接続（リアルタイム温度測定実施）
【P井】目標深度まで掘削（以後、ライザー作業）
【P井】出砂防止装置設置
【船上】船上設備を設置
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【船上】船上設備を設置

【P井】坑内機器（水中ポンプ・セパレータ・ヒーター・緊急離脱に対応坑口部分の装置）降下
【PP井】ポンプを始動ポンプを始動//坑内及び地層の水をくみ上げ減圧試験開始坑内及び地層の水をくみ上げ減圧試験開始 （22週間程度を予定）週間程度を予定）

【P井】抑圧作業（ガスの流動を停止）/坑内機器回収
【P井】BOP・ライザー回収/廃坑作業
【MC井】ケースドホール検層（MH分解後の地層の物性を測定/分解前と比較）
【MC井】サスペンド（MT2井掘削取りやめによるMC坑井廃坑の延期/MT1井とともに温度回復
のモニタリングを継続）・移動（第二渥美海丘（MC井）→清水港）
【ちきゅう】資機材積み卸し＠清水港

�次ページ以降にて紹介

・資機材積み込み
・移動
・掘削準備

・モニタリング作業
(検層・温度計接続)

・BOP・ライザー降下
・生産井仕上げ
・出砂対策機器設置

・坑内機器設置
・フローテスト
・機器回収

・BOP・ライザー回収
・廃坑作業

・モニタリング作業
(検層・温度計回収)
・移動
・資機材積み下ろし

17日間 20日間 23日間 18日間

減圧試験
期間

２週間程度
約12日間の余裕

（P4より抜粋）



【資機材積み込み資機材積み込み】
【出港（清水港）出港（清水港）】
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・昨年度のLWD検層と同様に、中性子
源となる放射性物質（241AmBe）を使用
しない、中性子発生装置による検層を
行う。

【MCMC井】ケースドホール検層ケースドホール検層

cased hole log in MC
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Recover corrosion cap

【PP井】移動移動

・コロージョンキャップの取り外
し作業。

19



Set BOP and Riser

Connect DTS
cables

【PP井】BOPBOP･ライザー降下･ライザー降下

・ROVを使用したモニタリング
ケーブルの接続作業。

・坑井が密集する中で複雑な
ROVの作業が発生。
・ROV会社とて作業手順等に
ついて議論中。
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【PP井】目標深度まで掘削目標深度まで掘削

・12-1/4坑掘進（LWD検層）
・9-5/8ケーシング設置
・セメンチング

Drlg 12-1/4” section,
CSG/CMT
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【PP井】目標深度まで掘削目標深度まで掘削

・8-1/2坑掘進（LWD検層）

Drlg 8-1/2” section
22



【PP井】出砂防止装置設置出砂防止装置設置

・グラベルパックの設置作業

Set sand control
23



【船上船上】資機材積み替え資機材積み替え

・三河港からサプライボートを
使用。
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【船上船上】資機材積み替え資機材積み替え

・三河港からサプライボートを
使用。
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【PP井】坑内機器降下坑内機器降下

・複雑なBHAを降下させる作
業となるため、ケーブル、パッ
カー等を損傷させないよう、慎
重な作業が必要。
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Install surface
systems

【船上船上】船上設備設置船上設備設置

・試ガス設備と生産水処理設
備の設置作業

【減圧試験準備完了減圧試験準備完了】

更に詳細に解説
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ハイドレート再生成
防止用ヒ タ

遠心式ガス
セパレータ

電動水中ポンプ

パッカー

ハイドレートを含む
タ ビダイ 砂泥 防止用ヒータータービダイト砂泥

互層
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ハイドレートを含む
タ ビダイ 砂泥

ポンプを動作させ

水頭が下がり、
坑内の圧力
が下がる

タービダイト砂泥
互層

水を組み上げる

グラベルパック
周辺の圧力が
下がり始める
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ハイドレートを含む
タ ビダイ 砂泥

船上に向かっ
てガスが管内
を流れ始める

メタンハイドレートが
タービダイト砂泥

互層

メタンハイドレ トが
分解を開始
水とガスに分解
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メタンハイドレートが分解し
浸透率（水の通しやすさ）が
向上した領域をガスと水が
坑井に向かって流れる メタンハイドレートの

分解範囲が広がる分解範囲が広がる
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メタンハイドレートの分解
による温度低下が地層
温度計で捉えられる温度計で捉えられる

地層の温度が低下してしまうとハイドレートの分解は止まるが、
周囲からの熱の流入が十分あれば継続的に分解が続く 32



【ガス生産ガス生産】
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１．初期の減圧（７１．初期の減圧（７MPaMPaまでのまでの減圧）減圧）

目標圧までの減圧は段階的に行うが、ハイドレートが生成しないよう、初期の減圧の段階で坑底圧力を
7MPaまで減圧する（その場合、海底の圧力は４MPaとなり、海底面の温度でもハイドレートは生成しな
い）。この時点で、パッカー等のシールの確認、機器の動作の確認、ハイドレート分解状況の把握等を
行う。

� ただし、ポンプの性能に対して、管内の流体量が非常に少ないので、減圧開始の初期（メタンハイ

ドレートが分解して分解水が供給されるようになるまで）は、水位＝坑底圧力を一定に保つのが難
しいと考えられるので、ポンプ回転数とチョークをコントロールして、ポンプの停止・再起動をなるべ
く行わずに一定の圧力を維持するように努力する。

２．目標圧までの減圧（２．目標圧までの減圧（3MPa3MPaまでのまでの減圧）減圧）

２．フローテストの作業計画⑥２．フローテストの作業計画⑥ ～減圧の手順～～減圧の手順～

一定期間状況モニター後、坑底圧力を3MPaに向けて減圧する。

３．ヒーターによる加熱３．ヒーターによる加熱

減圧の際（特に初期）には、ハイドレート再生成防止のため、ヒーターによる加熱を行う。坑内の光ファ
イバー温度計（DST)の温度分布モニター、及び水ラインへのガスの侵入の有無の確認を行って、必要
に応じて、メタン不飽和水のチョーク・キルライン循環を開始したり、ヒータ出力を調整する。

４．メタノールの４．メタノールの注入（緊急時）注入（緊急時）

坑内でのハイドレート再生成による流路の閉塞の可能性が考えられた時は、メタノールを導入する。

５．フローテスト中断（緊急時）５．フローテスト中断（緊急時）

安全確保のため、船上へのガスフローの中断が必要な場合、はじめはポンプは停止せず管内にガスを
貯めるようにする。管内圧力が高くなりすぎて水頭維持が困難な場合は、坑井抑圧作業手順に基づき
管内のガスを除いて分解を停止させる。
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【緊急時緊急時】

System
shutdown

Activate BOP
and SSTT

Disconnect

35



【PP井】坑内機器等回収坑内機器等回収

Shutdown system,
kill well

Disconnect
surface system

Disconnect
DTS

Retrieve BOP・
Riser
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【PP井】廃坑作業廃坑作業

Abandon well
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Cased-hole log
in MC

【MCMC井】ケースドホール検層ケースドホール検層
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【帰港（清水港）帰港（清水港）】

2012年度の作業は、
ここまで。。
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20132013年度夏以降の作業年度夏以降の作業

環境モニタリング
装置回収
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20132013年度夏以降の作業年度夏以降の作業

地層温度回復計測後の
地層温度計データ収録

装置回収

MT1坑井廃坑
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20132013年度夏以降の作業年度夏以降の作業

地層温度回復計測後の
地層温度計データ収録

装置回収

MC坑井廃坑
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20132013年度夏以降の作業年度夏以降の作業

現場復帰作業の完了。
（現場作業の終了）

海底ケーブル
の回収

（現場 業 終 ）
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２．フローテストの作業計画⑦２．フローテストの作業計画⑦ ～作業中に想定されるトラブル評価と対策～～作業中に想定されるトラブル評価と対策～

●JOGMEC・JAPEX（オペレータ）・JDC（坑内機器製造）・MQJ（「ちきゅう」運航）の担当者が、トラブル評
価の専門家と共に、産出試験に関わるトラブル評価を実施産出試験に関わるトラブル評価を実施。

●SWIFT（Structured What-IF Technique）手法を用いたHAZID（Hazard Identification）ワークショップを
行い、トラブルとその影響を抽出トラブルとその影響を抽出。

●重大な事態（人員の死亡、１週間以上の作業遅延等）について、防止策（防止策（PreventionPrevention）・影響拡大対策）・影響拡大対策
（MitigationMitigation）を検討を検討。

●●48の事態（Top event）のうち26の重大事態について詳細分析。下記に例を示す。

考えられる事態（考えられる事態（top eventtop event）と）と
影響（影響（consequenceconsequence）

防止策（防止策（Prevention controlPrevention control） 影響拡大対策（影響拡大対策（MitigationMitigation）

・ROVの喪失 → 作業遅延が発生 ・モニタリング装置の配置等に工夫する
・作業開始前にROV操作員と作業内容等十分打ち合わ

・予備のROVとケーブル類を船上
に準備することを検討中（現在作業開始前にROV操作員と作業内容等十分打ち合わ

せ、作業中のコミュニケーションも密にする
に準備することを検討中（現在
交渉中）

・重要な坑内機器（スクリーン、パッカー、
ケーブル類等）の破損 → 修理・再設置が
必要となり作業遅延が発生

・実績のある装置を使用し、事前に確認する
・熟練した作業員が作業する

・予備資機材を船上またはすぐに
輸送可能な場所に準備する

・試ガス処理設備からの可燃性天然ガス漏
洩等 → 爆発・火災による被害が発生、試
験継続が不可能となる

・適切な安全装置を設置する
・適切な耐圧を持った装置を使用する
・圧力試験を実施する

・機関部の空気取り入れ入れ口
から十分離れるようにガス流路
を変更する

・ガス検知器を設置、緊急遮断弁
を連動させる

・海底面付近の流路中（BOP内部、キルライ
ン下部等）でハイドレート再生成による流動
経路の閉塞 → 試験継続困難となり、対
策実施のための作業遅延が発生

・地表でのガスモニタリングを実施
・ヒーターを作動させ、坑内温度を計測
・メタン不飽和の水をBOP内を通じて循環させる

・メタノール送入によりハイドレー
トを分解させる

・気象・海象、船体トラブル、電源トラブル等
による緊急切離しの事態 → 坑内機器の
回収・再設置が必要となり作業遅延が発生

・産出試験のためのオペレーションガイドラインを策定
・重要作業に移行前に天候を確認
・電力使用量等をモニタリング

・時間的に間に合えばSSTTを作
動させ、なるべく早く試験が再
開できるよう坑内機器を切離す44


