
１．高圧高温（HPHT）フィールドの特徴

1.1．定義

高圧高温（以下HPHT）フィールドとは何
か？簡単に言えば，文字どおり貯留層が深部に

あり高温高圧条件下にあるフィールドのことで

ある。最近の論文や報告（DTI，英国石油協会
等）では，数値的条件として，貯留層圧力

10,000psi（690気圧）以上，同温度300度F
（149度C）以上のフィールドをHPHTフィール
ドとして定義している。またSchlumbergerは
その圧力条件として，より厳密に圧力勾配

0.8psi/ftもしくは坑口の暴墳防止装置の対応圧
力が10,000psiというを値をあげている。
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北海における高圧高温（HPHT）フィールドの開発

岡　津　弘　明＊

英国貿易産業省（Department of Trade and Industry:DTI）の石油ガス開発年報（通称｢ブラ
ウンブック｣）には，主要な生産開発上の出来事が記載されている。その2001年版ではハイライ
トとして特にJade，Shearwater，及びElgin/Franklinの各フィールド（＊注１）の開発，生産開始が
取り上げられている。これらのフィールドに共通するキーワードは｢高圧高温（HPHT）＊注２）｣で
あり，ここ数年，このHPHTと称される数々のフィールドが北海において脚光を浴びている。
これらのフィールドの発見時期は最近のことではなく1980年代～1990年代初頭である。埋蔵

量規模がありながら開発への移行が躊躇された理由は，高圧高温条件が与える掘削，油層評価，

生産流体処理といった技術上の難しさに起因すると考えられる。
中部北海から北部北海にかけては，当初通常方式による大規模なフィールドが開発された後

に，既存のインフラを使用した小規模フィールドへと開発の対象が移行してきた。現在は，第

３の方向として，重質油（例えばCaptain油田）やHPHTといった，技術的により難しいフィー
ルドが開発対象となってきている。探鉱についても同じ傾向が指摘される。この様な傾向の背

景には，開発/操業における安全面，掘削技術に代表される技術，及び環境政策（ガス利用拡大）
等の他の関連要素上の改善も指摘される。
これまで本誌において，北海フィールド（油ガス田）の現状を踏まえつつ，今後の開発上の

技術的側面を中心として成熟油田に対するEORの適用性，周辺小規模フィールド群（クラスタ
ーフィールド）開発について報告してきた（＊注３）。本稿では，北海の新たな探鉱開発対象として

のHPHTフィールドに焦点をあて，その開発状況，技術課題と実際のフィールドでの対処，今
後の探鉱開発について報告する。

注１）：対象として油田，ガスコンデンセート田が含まれることから，フィールドという包括的な用語を用いることとする。
注２）：High Pressure High Temperatureの頭文字からHPHTと省略されることが多い。HTHP，HP/HTと記載されるこ

ともある。
注３）：｢増進回収法（EOR）は北海を復興できるか？英領北海油田における現状｣（石油･天然ガスレビュー2002.1），｢ク

ラスター油ガス田開発にみる技術革新：北海油ガス田を中心に｣（同2002.３）

＊本稿は，ロンドン事務所副所長　岡津弘明（E-mail:okatsu
@jnoc.org.ok）が担当した。



これら条件としてあげた圧力や温度は，例え

ばイタリアのPo河流域，また北シベリアの深
部貯留層でみられるものである。最近北海にお
いても，この条件を満たすフィールドが開発さ

れてきている。
ちなみに図２－１は，世界の代表的な貯留層

圧力/温度の高いフィールド（上記条件以下も
含めて）の圧力と温度分布を示している。

1.2．HPHT層からの生産流体

HPHT層からの生産流体は，ガスの含有率が
高い。これは一般的に高温下であるため，炭化
水素の大きい分子構造はクラッキングを起こし
ていることに起因する。現在開発生産中のフィ
ールドは油田，ガス田及び（ガス）コンデンセ
ート田に分類されるが，油田の場合でもガス油

比が非常に高い場合が多い。
排油（ガス）エネルギーは大きく，高温状態
で流体の粘性は低いことから，かりに貯留層が
低浸透性であっても生産性は得られる。このた
め流体及びガスの生産レートが高いことが指摘

される。HPHTフィールドは開発のための初期

投資が大きい（エンジニアリング上の対応のた
め）にも係わらず，高レートでの生産持続が期
待されることから，プロジェクト自体は高い経
済性を示す。このことは技術的課題さえ解決し

うるならば，HPHTフィールドは魅力のある開
発対象であることを意味している。
HPHT流体の特性の例として，Erskineフィ

ールドの生産流体（コンデンセート）について
紹介する。表２－１は，圧縮係数，密度及び粘

度をErskineの生産流体（坑口），代表的な原油，
ガス，水で比較したものであるが，このHPHT
層の生産流体の物理的特性は，ガスよりも液体
（水，原油）のそれに近いことが指摘される。
坑口の温度が低い状態では，より液体の物性に

類似する。
同フィールドの場合について，生産に伴う貯
留層内の流体の相挙動について簡単に触れる。

先ず貯留層圧力が約6,000psiの露点圧まで低下
する間，流体はガス単相である。それ以上の圧
力低下に伴い，先ず坑井近傍の最も圧力の低い
領域でコンデンセートが発生し，その後層内で
も発生する。このいわゆるコンデンセートのバ
ンキング現象は，ガスの相対浸透率の低下に伴
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図１－１　高圧高温のフィールドを対象とした貯留層の温度，圧力分布
（Fort 2000より。¬TotalFinaElf Exploration UK PLC reprinted by permission of auther）

表２－１　Erskineフィールドの生産流体物性�

  

圧縮係数（×10－6／psi） 

密度（lb／cf） 

粘度（cp） 

Erskine生産流体 

８ 

36 

0.2

ガス（＠2000psi） 

500 

12 

0.02

水 

３ 

62 

0.5

原油 

10 

50 

２ 

（Allen et al. 2000より。SPE¬2000，reprinted by permission of SPE） 



い生産性を低下させる。この結果プラトウ生産
期間は終焉を迎え生産減退が始まる。一般的に

Erskineフィールドの様なコンデンセート田に
おけるプラトウレートの維持及びコンデンセー
トバンクの制御は，フィールドライフの半ばに

おける油層/生産工学（油層管理）上のチャレ
ンジ事項であると指摘されている。
またElgin-FranklinフィールドのHPHT流体

の圧力と温度に対する相挙動（PVT挙動）を
図１－２に示す（同図中，Gがガス体，Lは流
体，Sは固体の各状態領域を示す）。

1.3．貯留層の特徴

地層が異常圧力勾配によって高圧状態になっ
ているケースは多々ある。しかし貯留層として
成立するかについては，地殻応力との関係から
そのシール性が問題となる。広域に渡り異常圧
力勾配下でのシール性を維持することは難しい
とされるため，その地域分布が限られる（例え

ば，北海ではCentral GravenとViking Graven
に集中），あるいは大規模のフィールドは期待

しがたいという点も指摘されている。
最近のHPHT層を対象とした坑井テストの結

果から，大深度においても孔隙率，浸透率得ら

れることがわかっている。例えばCentra l
GravenのElgin-Franklinフィールドの貯留層の
浸透率は1darcy，孔隙率は30%と性状として良
好であることが指摘される。Osborneらは，中
部北海における後期ジュラ系のFulmer層が，
その深度，圧力に対して非常に高い孔隙率を示

す原因について，HPHT条件下において石英の
cementationが，高いオーバーバーデン圧や流
体の流れ，さらに高塩分濃度によって抑制され
ることとともに，２次孔隙が形成されることを

指摘している。
しかしながら，多くのHPHTフィールドでは，
その圧力/温度条件下における岩石特性（流体
特性も），生産に伴う孔隙圧力低下時の岩石挙
動について，参考となる事例はほとんどない。
フィールドの評価に際しては，これらの特性把
握のため，新たに特殊なラボテスト手法等の開
発が必要とされ，オペレーターはそれらに対応

している。例えば，Elgin-Franklinフィールド
の探鉱開発を通じ，サンプリング/組成分析と
PVT分析（新しい水銀フリーPVTセル）
/HPHT状態に対応する状態方程式の改良，ロ
ングコアによるラボ実験法，圧力減退に伴う基
本的岩石物性の変化等についての研究開発が併

行して実施されている。ちなみに前掲の図1-2
において”PVT window”として示された領域
は従来のPVT分析可能領域である。同フィー
ルドの初期貯留層の圧力温度状態は図中に示す
とおりこの領域外にあった。分析装置の改良に

よりHPHT領域の分析が可能となっている。

２．北海における探鉱開発概要

2.1．HPHTフィールド探鉱開発の変遷

古典的なHPHTフィールド開発例としては，
北海ではないが，米国陸上のThomasvilleが代
表的なものとしてあげられる。同フィールドで

は1970年代に多くの初期の技術開発がなされる
と共に経済的開発が実証された。また1980年代
後半から，メキシコ湾のNorphlet trendにおけ
る大型フィールドにおいて，海洋深部硫化水素
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図１－２　Elgin-FranklinフィールドHPHT流体
のPVT挙動　

（Fort 2000より。¬TotalFinaElf Exploration

UK PLC reprinted by permission of the auther）



（H
2
S）高含有ガス層が開発された。
英国においては，当初HPHT層からの生産は

期待されておらず，掘削及び坑井テストが難し

かったことから1980年半ばまで開発は避けられ
てきた。1988年のOcean Odyssey の22/30b-3
号井における事故＊1）に起因する反対意見もし
ばしは主張され，この様な状況から，北海の

HPHTフィールドとしてはノルウェーが最初に
開発している。1980年代末期に，高圧条件下で
の掘削を可能とする15,000psiの暴墳装置及びホ
ースの開発は一つのステップとなった。なお，

初期の発見フィールドとしては，Rhum（1997），
Puffin（1981）及びFranklin（1986）があげら
れる。一方，欧州でイタリアP o河流域，
Vienna Basin及び米国等でHPHTフィールドが
開発されるとともに，このためのエンジニアリ

ングや技術が実証されてきた。
英領北海におけるHPHTフィールド開発の第

１ステップとしては，MarathonのNorth Brae
における大規模な単独ガスコンデンセート田操

業（1988年生産開始），Beinnフィールドの深
層開発（1992年生産開始。また20,000psiの暴墳
装置を適用したことも特記事項として上げられ
る）があげられる。これらのフィールドは比較

的HPHTであるが，前述のHPHTフィールドの
条件に必ずしも当てはまらない（例えばNorth
Braeの場合，圧力：6,850psig，温度：245度F）。
英領北海での文字どおりの最初のHPHTフィー
ルドからの生産は，1997年12月のErskineフィ

ールド（ガスコンデンセート田：23/26鉱区。
オペレーター：Texaco）であり，これにより
中部北海Central Gravenでの深部HPHT層の開
発が開始された。実に大半のHPHT層が発見さ
れてから10年近い時を経たわけである。その後
に，英国での最初の海底仕上フィールドとして

のMallard，Heron，及びEgretがShellにより開
発され，海底における高温坑口とフローライン
の課題に対処がなされた。これらのフィールド

で開発適用された技術は，その後のHPHTフィ
ールド開発のための技術的基盤となっている。
DTIによると，現在生産及び開発中のフィー

ルド以外に，英国海域で11のHPHTフィールド
が発見されており，その内10がCentral Graven
（ジュラ系層），１つがViking Gravenの南部に
位置する。これらは全てガスコンデンセート田

である。同発見フィールドには，Centra l
GravenにおけるShellのPuffin（1981年発見）
及びBPのKessog（1987年発見）が含まれる。
さらに北の海域では，TexacoがAlderを発見し
ており（1988年），一方北部北海では，BPが
Rhumを発見（1977年）している。BPはこれら
の既発見フィールドは評価中であり，その内，

Kessogフィールドに対しては来年に坑井を掘
削する予定と発表している。

2.2．英領北海でのHPHTフィールド埋蔵量

表２－１はHPHTフィールドが存在する北部
北海及び中部北海で海域別にみた埋蔵量（P-50）
である。
これらのHPHTフィールドの圧力と温度に対

する埋蔵量分布を図２－１に示す。既開発及び
生産中のフィールドは，かなり圧力温度の高い
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注１）1999年9月22日に掘削中のセミサブリグで発生した火災
爆発事故。1名が死亡。海底の暴墳装置から漏洩したガ
スに引火。以降高圧下の掘削について充分な検討調査が
加えられることとなった。ちなみに掘削位置は中部北海
のHPHTフィールドの集中する海域である。

表２－２　海域別HPHTフィールド埋蔵量（P－50）�

 

 

中部北海 

北部北海 

計 

 

油/コンデンセート（百万bbl） 

619 

0 

619

 

ガス（億cf） 

3,273 

0 

3,273

 

油/コンデンセート（百万bbl） 

203 

37 

240

 

ガス（億cf） 

1,572 

1,072 

2,644

既開発及び生産中８フィールド 既発見未開発15フィールド 

（Grist et al. 2001“HPHT-Hot Spot for UK Inuestiruent”（2001）より。Crown Copyriglit material is reproduced 
with the pernission of the Coutroller of HMSO and the Quean Printer foe Scotland） 



厳しい条件下にあることが指摘される。
図２－２は，確認/推定/予想残存埋蔵量（P-

50）にHPHTフィールドの占める割合を示して
いる。これらは，ガスについては北部北海，液
体（油及びコンデンセート）については中部北
海において割合が比較的高いことを示してい

る。今後HPHTフィールドが開発される一方で
既存フィールドの生産が下がってくることか

ら，この割合の増加が考えられる。
尚，現在開発の中心である中部北海のHPHT

フィールドについて，会社別の保有ガス埋蔵量

の割合で見た場合，上位 6社（ T F E，
ExxonMobil，BP，ChevronTexaco，Shell，
BG）で全体の埋蔵量の７割強，更にTFE，
ExxonMobile，BPの３社で約５割を占めると
されている。
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図２－１　HPHTフィールド埋蔵量の分布（左：圧力、右：温度）�
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（Grist et al. “HPHT-Hot Spot for UK Investment”（2001）より。Crown copyright material is 
reproduced with the permission of the Controller of HMSO and the Queen Printer for Scotland） 

図２－２　英領北海の埋蔵量に対するHPHTフィールドの割合�

NNS Oil/Condensate（MMstb）�
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HPHT

HPHT HPHT

Non HPHT
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（Grist et al. “HPHT-Hot Spot for UK Investment”（2001）より。Crown copyright material is 
reproduced with the permission of the Controller of HMSO and the Queen Printer for Scotland） 
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表３－１　英領北海　生産中HPHTフィールドの概要（その２）�

生産量 

（流体/ガス：2001年11月） 

20,000 bpd／98百万cfd 

8,000 bpd （Kittiwakeと合計） 

53,000 bpd／81百万cfd 

（Heron/Egret/Skua合計） 

31,000 bpd／175百万cfd  

67,000 bpd／339百万cfd 

 

4,500 bpd／60百万cfd 

生産開始
 

 

1997年12月 

1998年４月 

1998年９月 

1999年１月 

2000年９月 

2001年３月 

2001年８月 

2002年２月 

発見
 

 

1985年１月 

1990年９月 

1988年１月 

1991年８月 

1983年６月 

1991年５月 

1985年10月 

1996年３月 

オペレーター 
 

Texaco 

Shell 

Shell 

Shell 

Shell 

TFE 

TFE 

Phillips

フィールド 
 

Erskine 

Mallard 

Heron 

Eqret 

Shearwater 

Elgin 

Flanklon 

Jade

生産流体
 

 

コンデンセート 

油 

油 

油 

ガス／コンデンセート 

ガス／コンデンセート 

ガス／コンデンセート 

ガス／コンデンセート 

開発概要 
 

開発概念は，無人（NUI）プラットフォーム（４脚の
垂直タワー鋼製ジャケット）を用い，Lomondのホス
トプラットフォームに16”多相パイプラインでタイバ
ック（距離は 30km）。生産流体受け入れ処理のため
Lomondには追加モジュールを設置。ガスはEverest
プラットフォーム移送後，CAT（Central Area 
Transmission System）により陸へ移送。流体分は，
Forties施設を通過してBPのCruden Bayターミナル
に移送。 
開発井数：６ 
 
約 15km北西に離れたKittiwakeフィールドのサテラ
イト構造として海底仕上井で開発。水平坑井1（生産井）
及び水圧入井 1。本開発に際してKittiwakeのプラッ
トフォーム上で新たにセパレーター設置及びコンプレ
ッサーを改良。 
生産原油はKittiwakeの施設からタンカー移送。ガス
はFulmerのT-junctionを経てSt.Fergusターミナル
に移送｡ 
 
 
ETAP（The Eastern Trough Area Project）として
Macha, Marnock, Mungo, Monan（以上オペレーター
BP），Egret, Heron, Skua（同Shell）の総合開発。 
海底仕上井 3坑でMarnock プラットフォームへタイ
バック。開発井追加の予定。 
生産流体は，油／コンデンセートはForties，ガスは
CATパイプラインを通じて移送。 
 
ETAP（The Eastern Trough Area Project）として
Macha, Marnock, Mungo, Monan（以上ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ BP）, 
Egret, Heron, Skua（同Shell）の総合開発。 
Mallardは単独海底仕上坑井でMarnockプラットフォ
ームへタイバック。開発井追加の予定。 
生産流体は，油／コンデンセートはForties，ガスは
CATパイプラインを通じて移送。 

特記事項 
 

無人プラットフォーム及びまた
パイプラインの完全保温が特徴。 
Lomond へのパイプラインは多
相用として北海で最長。 
当初開発井の掘削に 120 日要。
経験を積むことで90日まで短縮。 
生産パイプライン破損による生
産中断発生（2000年再設置）。 
 
 
 
圧力維持のための水圧入が実施。
同油田の操業におい海底施設及
び坑井に対し，生産流体の
HPHT特性に起因する問題は生
じていない。 
2001 年 2月にKittiwake の 2坑
井が圧力低下に伴い生産停止。
同時期の人員配置削減に伴い
Mallardも生産停止。 
 
― 
 
 
 
 
 
 
 
 ― 
 
 
 
 
 
 

フィールド 
 

Erskine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mallard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heron 
 
 
 
 
 
 
 
Egret 
 
 
 
 
 
 

表３－２　英領北海　生産中HPHTフィールドの概要�



３．英領北海における生産中のHPHTフィール

ドの概要

3.1．生産中HPHTフィールドの概要

2001年末時点で，英領北海では表３－１に示

された８つのフィールドが生産中である。これ
らの内３つが高ガス油比油田，他はガスコンデ

ンセート田である。西大陸棚に位置するMallard
を除き，全てCentral Graven海域に位置する。
これらのフィールドでは，ジュラ系（Erskine，
Shearwater，Elgin，Mallard）及び三畳紀系
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生産期間は 12年間でプラトウ期間は 3.5 年間を予定。
生産施設は今後の周辺フィールド開発適用を考慮しさ
らに長い期間で使用しうるべく設計。 
坑井プラットフォームとPUQ（生産施設，電力及び
居住：Production, Utilities ＆ Quarters）プラットフ
ォームを設置。PQUプラットフォームは，海洋のガ
ス処理プラント施設を塔載。処理装置として，坑井流
体セパレーター，冷却施設，アミン吸収式脱硫装置，
グリコールデハイドレーター，NGL除去用膨張装置
及び大規模コンプレッサーが含まれる。 
PQUのトップサイド重量は 12,500t。425mmcfdの販
売ガス及び90,000bpdの流体処理用に設計。 
開発井数は 6。内 5坑Fulmar 層，他 1坑はPentland
層を対象。 
販売ガスはEast AngliaのBactonで陸上に。コンデン
セートは径 24”× 8kmのパイプラインで輸出ライン
に接続。 
  
5.5km離れる両フィールドの一体開発。 
2つの坑井プラットフォームとメインのPUQプラット
フォームからなる。 
Franklinは無人プラットフォームNUI（避難用居住区
とヘリデッキ有）を使用。海底パイプラインでPUQ
プラットフォームに繋ぎ込み。 
坑井プラットフォームは1997年夏にS-7000（Saipen社）
を使用して設置。重量 3,000t。設置海域水深は 93m。
デッキ重量は2,000t。掘削作業はSanta-Feが実施。 
PUQプラットフォームには，ヘビーデューティー用
ジャッキアッププラットフォーム（TPG500）を使用。
これは海洋でのフックアップ作業をできる限り抑え，
低設置コストを狙った結果。同プラットフォームは掘
削装置を持たない。 
開発井数はElginで 7（5坑新掘，2坑は休止井の再使
用），Franklinで 6坑。 
仕上システムの設計条件は深度 6,100m，1,100 気圧，
400度F。 
生産流体移送は既存の Forties ラインと新規 SEAL
（Shearwater Elgin  Area Line）による。 
 
無人（NUI）プラットフォームを使用し最低限の施設
を塔載。多相パイプラインにより南に約15km離れた
J-Block・Judyプラットフォーム施設に繋ぎ込み。同
プラットフォーム上で処理加圧されたガスは Judyの
輸出用パイプラインでCATSプラットフォームへ移送。
コンデンセートはEkifisk-Teesside Norpipeに入り
Teessideのターミナルに移送。 
開発井数は４． 

 
耐圧 15,000psi の坑口装置を世界
で初めて適用。 
オペレーターのShell は同フィー
ルドのプラットフォームは，こ
れまで設計されたものの内で最
も安全であり環境に優しい点を
強調。 
坑井ジャケット（4 脚 /2500t）
の設置（1997年中）の後に掘削
開始。坑井エンジニアリングで
ShellはMaersk Drillingと提携，
使用リグはHPHT掘削プログラ
ムに対応すべく装備改造。予定
日程/予算を大幅に下回って実施。 
 Shearwater 用の新しいパイプ
ラインは，北海では最長。 
 
 
開発投資額1,700百万ポンド。 
高圧，震探解釈，掘削上課題等
開発が難しい要素多。 
コンデンセート輸送ライン内で
のNGL混入は，蒸気圧の関係か
ら割合に制限があるため，コン
デンセート処理装置内にSplitter
を設置する必要がある。Splitter
からの軽質成分はガスラインに，
重質成分はコンデンセートライ
ンに圧入。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ― 
  
 

 
Shearwater 
（図３－２参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elgin-Franklin 
（図４－４参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jade
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図３－２　HPHTフィールド開発概念の一例（Shea waterフィールド）
（Stubbs et al, 1999より。SPE¬1999, reprinted by permission of SPE）

図３－１：HPHTフィールド（生産開発中，既発見を含む）の分布域
（Grist et al. “HPHT-Hot Spot for UK Investment”（2001）より。Crown copyright material is
reproduced with the permission of the Controller of HMSO and the Queen Printer for Scotland）



（Heron，Egret）の開発対象としている。
Jadeを除く７フィールドの2001年11月の平均
日産量＊１は，ガス：693百万cfd，流体（油及び
コンデンセート）：161千bpdであり，全英領
北海での生産に対する割合は，それぞれで5.5%，
7.2%に相当する。

3.2．各HPHTフィールドの開発方式

現在生産中のHPHTフィールドにつき，その
開発方式の概要を表３－２に整理する。
北海Central GravenのHPHTフィールドが集
中した海域の水深は80～100mであり，通常の
鋼製プラットフォーム，もしくは海底仕上井の

適用が一般的である。
開発方式としては，坑井生産流体をフローラ
インにより最寄のインフラへの繋ぎ込みや既存
の輸送用インフラを使用した形式が多い。ガス
コンデンセート田の場合，処理施設に隣接する
独立した小型無人坑井プラットフォームを設置

するケースが見られる。

４．HTHPフィールド開発の技術的課題，特徴

及び対応

最近の北海のHPHTフィールド開発の原因
が，技術的革新に基づくものであることについ
てはこれまでにも触れてきた。このことは言い
かえれば，北海の厳しい環境の中で，既発見未

開発であったHPHTフィールドの開発には，長
年にわたる技術上の蓄積と克服が必要とされて
きたということである。以下，具体的に何が技
術上の課題であったかについて，実際にフィー

ルド開発における実例を踏まえて説明する。
基本的に課題は全て貯留層のHPHT状態に起因
する。以下，坑井掘削，坑井仕上及び生産施設

（及びパイプライン）に焦点を当てて説明する。

4.1．坑井掘削技術

HPHTフィールドに限らず，油ガス田の開発

には高い安全性と費用効率が要求される。坑井
掘削について，この点は顕著である。例えば，

Elgin-Franklinフィールドでの掘削費用は20～
25百万ポンド/坑と高価であるが，仮りに何ら
かの掘削上のトラブルが生じた場合，高圧であ
るがための危険性はもとより，その費用も急激

に増加し40百万ポンドにもなる評価されること
からプロジェクトの経済性にも大きな影響を与

える。すなわち坑井掘削はHPHTフィールドの
開発の鍵となり，厳しいHPHT条件に適合する
掘削制御とそのための安定性の高い掘削流体の

選択は重要である。

4.1.1．掘削制御
HPHTフィールドの坑井掘削における最大の

課題は，キック制御とそのための掘削泥水比重
の調整である。泥水比重は低すぎればキックの
危険が増し，高ければ地層部にフラクチャー
（亀裂）が入る危険が増加する。地層に亀裂が
発生すれば逸泥の原因となり，新たな掘削制御

上の問題となる。
Elgin-Franklinフィールドにおける坑井掘削

の難しさは，ダイナミックな泥水圧力を，孔隙

圧力とフラクチャー圧力の差である40～70気圧
といった非常に狭い幅の中で制御する必要があ
ることである。この圧力幅は地上で評価しなく
てはならないが，その評価のために，地表から
ビット先までの圧力降下，掘管回転数，流体カ
ラム，超重質泥水のレオロジー等を把握する必
要がある。またこの目的のため，特殊ソフトウ
ェアの適用が必要と指摘されている。さらに逸
泥防止の観点から坑底のアニュラス圧力測定の
必要性についても指摘されている。加えて実際
に掘削作業に従事する掘削クルーにとっても，
この様な掘削の経験は充分とは言えないことか
らトレーニングプログラムが必要とされること

が指摘されている。特にHPHT条件下であるこ
とを考慮すること，通常の掘削作業とは状況が
異なるとの認識は重要で，徹底したトレーニン

グの必要性についてはErskineフィールド開発
の実績を通じて指摘されている。
HPHTフィールドとして最初に開発された

Erskineフィールドで掘削の成功の鍵として指
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＊１一部他フィールドとの合同計量。



摘されたことは，泥水比重を使用可能な範囲で
出きるだけ低く維持すること，逸泥を最小限に
抑えるため逸泥防止剤を使用して制御するこ
と，さらに低流量で等価循環密度を制限するこ

と，回転数の制御，サージの最小化，b i -
centredビットの使用，泥水のレオロジーの最
適化等である。これらの点については，実際の
坑井掘削を通じて習得され，後の坑井掘削に反

映させることでパフォーマンスが改善された。
なお，Erskineフィールドでは，HPHTゾー

ンに垂直に掘りこむために”S”プロファイル
を採用している。この結果，高温用MWD装置，
循環圧力の最小化の必要性がなくなるととも

に，坑井制御を簡素化できた（Santa-Feと共同
で開発した手法）。

4.1.2．掘削泥水
掘削流体の選定には多くの時間が費やされ

る。特に高圧下での掘削のため，高比重泥水の

適用が必要となる。Elgin-Franklinフィールド
の掘削においては，深度6,000mの掘削のため，
掘削泥水比重は2.15が必要とされた。この場合
n-alkane Synthetic-base mud（SBM）が効果
を上げている。高比重の泥水作液に使用するケ
ミカルとしては，熱安定性が高いこと，取扱い

上の安全性，環境適用性や坑内機器との適用性
を考慮する必要がある。最近の報告では，蟻酸

セシウム（アルカリ金属塩では最も重く2.3ま
での比重調整可能）が英領北海で成功を収めて

いるとのことである。

4.1.3．掘削機器
高温高圧条件が掘削機器の適用上の制限につ
ながることもある。今後遠隔構造の（大）偏距
井による開発が増加することが考えられる。し
かしながら偏距井掘削に使用する坑底掘削モー
ターにエラストマーが使用されていることか
ら，高温状態でシール性に問題を生じ適用でき
ないことが指摘されている。最近ではこの点に
鑑みモーター及び坑内機器については全てメタ

ルシールの採用が可能となりつつある。
またHPHTフィールドの坑井は深度が深いた

めに，掘削リグとしてはジャッキアップが好ま
しいとの指摘がある。この理由は，半潜水式掘
削リグの荒天時の坑井からの退避が容易である
こと，及びフレキシブルライザーを用いた場合

の破損の危険性を回避するためである。

4.1.4．生産開始後の坑井掘削
生産開始後，貯留層内の圧力は減退する。
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図４－１　Elgin-Franklinフィールドの孔隙圧力とフラクチャー圧力のプロファイル　
（Fort 2000より。¬TotalFinaElf Exploration UK PLC reprinted by permission of the auther）



Elgin－Franklinフィールドにおいて，この様
な状態での以下の３つの状況が掘削を難しくす

ることが指摘されている。
①　流体の密度が高く，液体的な挙動を示すた

め圧力減退が非常に大きい。
②　生産は複数層（最大11の異なる層）からな
るため，縦方向での圧力の減退が均一でな

い。
③　フラクチャー圧力も減退するが，これは油
層圧程顕著ではない。しかし幾つかの層，漸
移帯において孔隙圧力より低くなる可能性が

ある。
同フィールドに対するスタディーの結果，貯
留層内の岩石，流体挙動についての更なる情報
が得られていないことから，貯留層の圧力が

100気圧以上減退した場合，掘削は禁止する結
論となった。この結果はフィールドの開発方式

にも影響を与えている。すなわち，
①　生産開始時に仕上がっているべく，早い段

階で掘削開始する必要性があること。
②　プロジェクト承認に先だってリグを選定し

確保しておく必要があること。
③　プロジェクトの経済性のためには好ましく
ないが，投資プロファイルが前倒しになるこ

と。
HPHTフィールドにおける開発井掘削で，経

験を踏むことで作業パフォーマンスが改善され

た実例としてElginフィールドの実績を図４－
２に示す。G８号井を除き，左側より経時的に
掘削日数実績（白い棒）が減少していることが

分かる。ちなみにG７号井においてはG４号井
の掘削日数のほぼ半分である。

4.2．坑井仕上技術

4.2.1．Erskineフィールドの坑井仕上について

の考え方。
Erskineフィールドの場合，坑井仕上計画策

定に当たっての基本的な考え方として，HPHT
条件下での坑内作業を最小限に抑えること，リ
スクを最小化するためにすでにフィールドで実
証されている技術を適用することがあげられ
た。さらに重要な点としてシンプルな仕上であ
ることが求められた。これらの観点から，将来
のより容易な改修，より低いチュービングスト

レス等を踏まえたデザインの結果，permanent
packerの代りにpolished bore receptacles
（PBR）を用いた仕上法が採用された。またガ
スが酸性であることから耐腐食性合金を使用。

さらにワイヤーライン作業でInsertバルブを坑
内設置しうる様，single tubing retrievable
SSSVを利用している。搾孔は貯留層のダメー
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ジを抑えるためアンダーバランスで実施。加え
て坑口圧力が高い場合は，そのシールが難しい

ことから生産中のHPHT坑井でワイヤーライン
の使用を避けることも重要なポイントとして指

摘されている。

4.2.2．一般的に考慮すべきポイント
坑井仕上設計上，（個々の）HPHTフィール

ド特性と関連して，以下の点を考慮する必要が

ある。
①　初期貯留層圧力が高いことから，フィール
ドライフを通じての孔隙圧力の多大な減退が
予想されるとともに，地層の一部が崩壊し出

砂障害を起こす可能性がある。Erskineフィ
ールドの場合，生産開始後数週間でチョーク
が若干のエロージョンを受けているが，それ
以後は安定。出砂のモニタリングのため同フ
ィールドのプラットフォーム上２箇所に超音

波利用砂検出器が設置されている。
②　現在生産開発中の多くのHPHTフィールド
では生産流体に硫化水素（H

2
S）が含有され

ることが指摘されている。腐食効果を抑える
ために耐腐食性合金を仕上機器に用いる他，
フローラインからマニホールドまで使用する
ことが必要となる。地上施設配管部では圧力
が低下した段階でインヒビターの注入が容易

になる。
③　ワックス分含有率が高い場合，マニホール
ド上流でにワックス析出を抑える必要があ

る。Eskineフィールドでは坑井管理上の仕様
としてワックス析出温度以上に保つべく最小
流量とする他，マニホールド下流でインヒビ
ターを注入している。貯留層圧力の減退後，
高生産量維持が難しい場合，ワックス析出対

処が難しいことも指摘される。
④　初期の高圧生産時に，チョーク部でジュー
ル・トンプソン効果が起こり温度が上昇す
る。これはワックスやハイドレート析出を抑
える上で好ましい。しかし貯留層圧力が減退
した場合は，チョーク部やその下流部でハイ
ドレート生成抑制のためメタノールの連続注

入が必要となる。
⑤　HPHTフィールドの一つの特徴は，塩分濃

度が非常に高く（最大30万+ppm），生産層
内（特に搾孔部）でスケール発生や鉱物沈積
の可能性が高い。これらの条件下での，無機

沈殿物の制御（HPHT条件下では，通常使用
ケミカルはcompatibility，熱安定性の面から
適切でない）。Erskineフィールドでは地層水
の産出とともに施設配管内のスケールの沈着
が考えられた。ここでの対処思想としては，
出砂を誘導する恐れのある安定性の低いイン
ヒビターを使用して，スケール発生を抑制す
るより，むしろ発生したスケールを除去する
治療的手法とっている。本件は今後更なる対

応が必要である。
一般的に生産チュービングは，HPHTフィー

ルドにおける高温下での強度減少に対応すべく

大型化している。例としてElgin-Franklinフィ
ールドでのケーシングの肉厚は1インチ以上で
あった。
また坑井仕上流体の特性（塩水密度）は，高
温高圧下の状況において，地上での測定値と大
幅に変る。使用するケミカルとともに，これら
の特性，特に仕上流体密度と圧力，温度の平衡

状態を把握する必要がある。

4.2.3．関連計測器について
坑井仕上に関連して各種検層，計測器も

HPHT状態適用可能となってきている。例えば
Schlumbergerは，HPHTフィールド用検層機
器を開発しており，メキシコ湾や中国等の44フ
ィールドでテストを実施している。その中には

430度C，2,200psiで６時間の測定も含まれる。
特に同社のExtreme Array Induction toolは，
縦方向の解像度1ftであり，通常のHPHT用ツ
ールのそれの８ftから大幅に改善されている。
ただし，計測器系については未だ完全ではなく

制限はある。

4.2.4．HPHTフィールドでの坑内トラブルの例
坑井仕上と関連して，生産開始後に発生した

トラブルの一例として2000年11月に発生した
Sheawaterフィールドでの生産チュービング漏
洩について若干触れておきたい。これは同フィ
ールドが生産開始して２ヶ月後に，生産されて
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いない１坑井のアニュラス部の圧力が，正常圧
力を上回った。これについては生産チュービン
グの漏洩が予想されたが，実際の漏洩の原因に

ついては不明である。オペレーターのShellは
フィールドの生産停止するとともに，同坑井抑
圧のために高比重泥水を圧入し，坑底において
漏洩部をセメントで埋めたてた。最終的に坑内
機器は取り除かれテストが実施された。その際
同フィールドから直ぐに生産は再開されず，生
産停止期間は約８ヶ月に及んだ。この点につい

てShellは，｢安全性を第一優先にし，生産再開
の前に問題を完全に理解する必要がある｣とコ

メントしている。これはHTHPフィールド開発
の難しさを示す一例であり，1坑井のトラブル
であっても全フィールドの生産に影響を与える
結果となったことには注目する必要がある。当
然坑内仕上については，この様な実績を踏まえ

て将来的に対応する必要がある。またShellの
とった対処は，実績が少ないことからの慎重な
対応と考えられる。（なお，圧力異常のあった
坑井についてはその後生産井として再使用する

ためサイドトラックが実施された。2002年5月
には同井からの生産が見込まれるとのことであ

る。）

4.3．生産施設技術

4.3.1．生産処理プロセス
HPHTフィールドからの高温流体の生産に際

しては，ケーシング及びライザーパイプの膨張
を伴うことからその材質の選択を含めた坑井設
計が必要となる。同様に生産処理施設について
も高温高圧流体の相挙動変化をそれを踏まえた

設計が必要とされる。つまり施設はHPHT対応
とし，配管はシャットイン坑口圧力に対応し得
る様に設計する必要がある。高圧高温の流体を
処理する点で，施設上のトラブルの操業に与え

る影響は非常に大きい。例えば，Shearwater
フィールドでは2001年12月にコンデンセートパ

イプからの漏洩のため，その修理さらに保安上
の調査等のためフィールドを２ヶ月に渡りシャ
ットインする自体が発生している。生産処理プ
ロセスや施設設計に際しては，その点を充分に

認識する必要がある。
Franklinフィールドを例にとると，密閉坑口

圧力を12,500psiと見積り施設配管を設計してい
る。また圧力安全バルブを使用しない代りに，

HIPPS（High Integrity Pressure Protection
System＊1）を用いる形式を採用している。同
フィールドでは施設の温度対応仕様として，全

シスム165度Cの流体受入可能としている。
生産流体の性状にあった施設配管の材質に対
する考慮は必要であることはすでに指摘したと

おりである。ちなみにErskineフィールドでは
25%Cr Super duplex材を使用している。
さらにフローラインは熱荷重/圧力により発

生する応力を緩和し，必要なフレキシビリティ
ーを与えるべく配置することが設計上必要とな
る。加えてまた通常の温度圧力条件下でのパイ
プライン操業を可能とするため冷却用のライザ

ーやコイルを使用する。
Elgin-Franklinフィールド開発における生産

処理プロセス上の新技術としては，坑井テスト

用の２相ベンチュリーメーター，12,500psi緊急
坑内安全弁，900気圧用チョークバルブ等があ
げられる。さらに革新技術であり，潜在性の高
いものとしては，海水を利用した冷却用チタニ
ウム熱交換器の採用があげられる。これは
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＊1遮断/圧力開放バルブの様な独立した機械的な安全装置で
なく，センサー/バルブ/検知制御機構からなる総合的な
施設の高圧対応システム。施設全体の安全制御，高圧/高
レート対応，環境規制対応等に利点があるとされる。

図４－３　冷却用チタニウム熱交換器
（Fort 2000より。¬TotalFinaElf Exploration
UK PLC reprinted by permission of the auther）



Shell and Tube式に比してコンパクトであるが
製造が非常に複雑である。ただしこれによると

従来式の水のループを削除でき，25百万ポンド
のコスト削減につながると評価されている。

4.3.2．構造物
操業要員のリスクを最小に抑えるため，生産

処理施設は通常は無人化する傾向にある。
北海南部では無人プラットフォーム（NUI：

Normally Unmanned Installation）の適用例は
多いが，これらは陸地に近い位置で浅海に設置

されたものである。一方HPHTフィールドに
NUIを適用する概念は，プラットフォーム上で
操業要員が費やす時間を最小化させてリスクを
軽減することである。しかし支援基地から離れ

た中部北海でNUIを適用することは，新しい重
要な操業上のチャレンジである。ここでは多量
のケミカル，燃料やパイプラインピグの補給が
必要とされる。メンテナンス作業も補充と同時
に１日仕事で実施することになる。このため

Erskineフィールドのオペレーターである

Texacoは，計画立案，物品調達等のための独
自の小規模の技術チームを組織している。ケミ

カルや燃料の補充を月1回計画し，シャットダ
ウン後の生産再開時に追加の人員派遣すること

としている。同フィールドにおいては，1998年
移行最小の人員派遣により無人プラットフォー

ムでの操業状況は良好とのことである。
Elgin-Franklinフィールドではプラットフォ

ームを３基，すなわち中央処理プラットフォー

ム，Elgineに対するPUQ（Production Utilities
& Quarters）プラットフォーム及び２つの坑
井プラットフォーム（ElginではPUQに橋脚で
接続，Franklinはでケーブルで接続）からなる。
Flanklinフィールドの坑井プラットフォームは
NUIでPUQプラットフォームから制御される。
PUQと坑井プラットフォームの分離は，

HPHTフィールドの特性に関連する以下の考え
に基づく。
①　安全性の観点から坑井区域は危険であり

（特に高圧の場合），PUQ機能を有する施設
域から離しておくことが好ましい。
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図４－４　Elgin-Franklinフィールドにおけるプラットフォーム配置
（２基のNUIプラットフォームと１基のPUQプラットフォームからなる）
（Stubbs et al. 1999より。SPE¬1999, reprinted by permission of SPE）



②　掘削作業は開発の早い段階で開始する必要
がある。マッドラインでのタイバックは望ま
しくないため，軽量のジャケットを設置して

掘削を開始する。掘削機能を有するPUQを
開発の早期段階で適用設置するのは難しい。

4.3.3．パイプライン
HPHTフィールドの生産流体移送用パイプラ

インについては，フィールドの長期生産シャッ
トイン時にハイドレート生成，ワックス析出を

防ぐ目的から断熱保温構造がとられる。
例えばErskineフィールドから30km離れた

Lomondプラットフォームへの移送用多相パイ
プラインは，炭素鋼製2重管設計となっている。
２重のパイプ外面は保温のためThermally
Sprayed Aluminiumでコーティングされてい
る。高温状態で操業する長距離パイプラインに
ついては，生産が開始時の膨張，またシャット
ダウンの際の収縮差が大きい。同フィールドで
はパイプラインは蛇状に設置されたが溝を掘っ

て埋められていないために，膨張/収縮の影響
を受けることとなった。
PhillipsのJadeフィールドのパイプラインは，

圧力11,000psi，温度320度Fの流体を約18km南

に位置するJudyプラットフォームにタイバッ
ク接続している。このパイプラインも多相流用
の保温型のもの。管内管配置で，アニュラスに
は断熱物質を満たす構造である。またパイプラ
インを蛇状に配置するのではなく，膨張ループ
を用いることとで膨張と収縮の際の管長の変化

に対応している。

4.3.4．他の適用技術
以下説明する技術は，HPHTフィールドに特

定するものではない。ただし，掘削や施設に多

大なコストがかかる懸念があるHPHTフィール
ド開発においては，CAPEXの抑制は重要なポ
イントである。Elgin-Franklinフィールドの開
発では，生産用ジャッキアッププラットフォー
ムを利用することにより，ヘビーリフト船舶を
使用するフックアップ作業を不要とし，コスト

の削減を図っている（Ekgineフィールドの場
合70百万ポンドがフックアップ作業にかかると
評価されていた）。
このジャッキアップ用生産プラットフォーム

TPG500は仏Technipによって設計されたもの
である。選択際しての理論的な根拠は，大型の
生産ジャッキアップは，前もって組みたてられ
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図４－５　ジャケット式とジャッキアップ式生産プラットフォームのコスト比較
（トップサイド重量による）

（Fort 2000より。¬TotalFinaElf Exploration UK PLC reprinted by permission of the auther）



た大型トップサイドへ対応可能のみならず成長
に対して寛容であること。分析では，コスト対
トップサイド重量の曲線について，従来のジャ
ケットと生産用プラットフォームを比較した場

合，13,000～17,000tで両者が転換する。Elginフ
ィールドの場合，トップサイド重量は21,500tと
予測された。将来的にこれ以上の成長も考えら
れとリフト回数は３回が必要となり，従来型の
場合コストが大幅に上昇することが指摘される

ている（図４－５）。

4.4．英国政府の技術開発支援

英国において産業貿易省（DTI）は，初期よ
りHPHTフィールド用技術開発を支援・促進し
てきた。基本的な考え方は開発コストの助成及

び市場の拡大であると考えられる。
DTIが貢献した具体的な技術開発例として

は，HPHT対応チョーク，溶接技術，多相流量
計開発，光センサー及び伝送システム等があげ
られる。多相流量計の開発は無人プラットフォ

ームにおけるHPHT坑井の流量計測にに適して
おり，DTIはHPHTフィールド開発のための一
つのマイルストーンとして位置付けている。同
様に光学センサー及びデータ伝送システムも，

坑井の遠隔監視の改良に役立っている。
また技術の共有という観点からは，掘削，坑
井エンジニアリング，海底（長距離加熱）パイ
プラインについて，これまでの実績のシェアを
呼びかけている。一例として，これまでの開発
生産における，高温生産流体移送用海底パイプ
ラインがあげられる。これまでのパイプライン
システム上の問題について，経験と理解を踏ま
えることで同技術は発展してきた。その一つは
保温パイプライン（２重管）の新たな設計基準
の設定であり，パイプライン製作及び設置方法
の開発，設置に際しての品質管理の限度に対す
る更なる理解，さらに通常の操業監視及び監視

の総合化が進んだことがあげられている。

５．今後の技術開発：HPHTフィールドのオペ

レーターが指摘する具体的な技術課題

上記のとおりHPHTフィールド開発のために
多くの技術開発が進んでいる一方で，英領北海

においてHPHTフィールド開発決定に際して
は，技術とビジネスのギャップが依然障害とな
っているという指摘がある。これまでの開発実
績を踏まえ，今後このギャップを埋めるべく，
具体的にどの様な技術課題の解決が必要とされ
るのか，オペレーターの立場からの指摘を取り

上げる。
各社異なる見解を有する場合もあるが，基本
的な鍵となる共通の技術課題として以下が認識

されている。
①　正確なシミュレーション及びモデリングに
基づく，貯留層の減退挙動と貯留岩メカニズ

ムの把握。
②　枯渇したHPHT貯留層への掘削：不安定な
頁岩，強度の低い減退期の貯留（砂）層に対

する掘削。
③　地層/貯留層評価上，非汚染試料の採取，
及びHPHT条件下で長期計測が可能なハード
ウェア（電気的/機械的に）技術の改良：特
にMWD/LWDパッケージとゲージについて。
④　フィールドライフを念頭に入れた坑井設計

（セメンチング，ケーシングデザインを含む）
⑤　マルチラテラル用ジャンクション及び防砂
対策技術が適用可能な，坑井構造と設計の最

適化
⑥　安定性，安全性及び環境を考慮した流体を
必要とする貯留層沈下を伴う状態での坑井作

業
⑦　油層障害抑制

代表的なHPHTフィールドのオペレーター4
社が指摘する技術的な課題は，表５－１のとお

り整理される。
BPは北海での実績から，将来，第2世代（小

規模）HPHTフィールドの開発の次ぎに，サテ
ライト構造を対象とする開発が新たな波になる
ことを指摘している。その上で成功と失敗には

明らかな理由があり，今後HPHTフィールド開
発に際しては，石油会社と技術サービス会社間
の共同作業とさらに詳細な注意が必要とされる

と指摘している。
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表５－１　オペレーター会社が指摘するHPHTフィールド開発のための技術課題�

課　題　/　項　目 
 
［主要課題］ 
・HPHTフィールド探鉱/評価：探鉱開発投資を引出す改良技術開発 
・段階開発と臨時坑井：掘削に伴う，頁岩の不安定性と砂の強度 
・HPHT坑井設計とフィールドライフを通じての完全性：岩石メカニズムと仕上 
・非障害性坑井流体：安全かつ安定な高比重塩水及び坑井流体 
・貯留層評価：HPHT貯留岩及び流体のモデリング，高温下での電気機器/装置使用，適切な試料
採取 . 
 
［主要課題］ 
・枯渇HPHT貯留層に対する掘削 
・マルチラテラル坑井用ジャンクション 
・防砂技術 
・HPHT用測定機 
［具体的技術項目］ 
・掘削：泥水技術 
・仕上：新たなケーシングデザイン，新たな出砂防止，HPHT下でのマルチラテラル井，測定機 
・油層評価：MWD/LWD技術，新たな生産/テスト手法 
・ウェルヘッド及びクリスマスツリー 
［指摘の背景］ 
１）北海の第2世代のHPHTフィールドは，より小規模化かつ複雑化するとの予測。 
２）典型的な深度は，15,000ft。大偏距井（16,000ft）の掘削は現在の技術がカバーしうる範囲外と
なる。 
　このため必要とされるものは， 
・新素材 
・新しい掘削流体 
・コイルドチュービングによるラテラル坑の掘削 
・エクスパンダブルケーシング 
 
［主要課題］ 
・枯渇HPHT貯留層に対する掘削 
・坑井構造の最適化 
・生産状況の異なる圧密状況下での改修 
［具体的技術項目］ 
・掘削：泥水システム，セメンチング 
・仕上：出砂防止，パッカーシステム 
・油層評価：ガス計量，高温下で完全適用のLWD 
・品質と信頼性 
 
［主要課題］ 
・貯留層の枯渇と岩石メカニズムについての理解 
・枯渇貯留層に対する掘削 
［具体的技術項目］ 
・掘削：低ECD/HPHT用掘削泥水，セメント（強度及びボンディング），ケーシング（改良物質），
ケーシング/チュービングのコネクション改良 

・仕上及び坑井作業：高比重ブライン（仕上流体：環境対策及びコスト面），坑底及び遠隔操作機能
バルブ 

・装置品質 

会社 
 

Shell 
 
 
 
 
 
 
 
BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statoil



この点に関連して， S c h l umb e r g e r，
Halliburton，Bakerの３社に例を取り技術サー
ビス会社が現状及び将来においてHPHTフィー
ルド開発にどの様な技術を提供しうるのか整理

したものが表５－２である。

６．今後の北海におけるHPHTフィールド探鉱

開発について

6.1．探鉱余地

最近の技術開発，HPHTフィールド開発実績
より，探鉱の観点から前向きな以下の成果が得

られており，今後HPHTフィールドを対象とし
た更なる探鉱ポテンシャルが高まりつつある。
①　HPHT層の坑井テストの結果から，大深度
（18,000ft以深）で孔隙率，浸透率が維持され
ることが分かっている。この結果，Central
Graven海域における通常の油ガス層深度以
深での探鉱の機会が開けた。
②　HPHTフィールドの開発井でシーリングフ
ォールトが確認されたことから，HPHT状態

でも，断層のシールは機能し，ダウンフォー

ルトプレイが可能であることが示された。
③　２D及び３Dのロングオフセットに代表さ
れる震探データ採取技術の進歩によって，よ
り深層からの反射波イメージが可能となり，
非掘削構造のマッピングの精度が向上した。
以前はイメージングが難しかった鋭い断層や
サブソルトについても可能となった。震探処
理の進歩によって，より正確に構造を把握し，
掘削のリスクを低下することが可能となっ

た。
前掲の図３－１には，HPHTフィールドの主

要構造地域と考えられる領域が示されている。
最近の発見の傾向が示す様に，初期段階と比較

して，HPHTフィールド域は西に向って展開し
ている。ただし，開発及び発見は，Central
Gravenに集中しており，また外部での発見井
は，ジュラ系のプロスペクトがしめしている。
また更なる三畳紀系のポテンシャルがあり，こ

この油層特性は良好とのことである。
Viking Graven南部，その他発見構造は，

HPHT層/流体及びシール性の状態がさらに広
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表５－２　代表的技術サービス会社の提供しうる技術�

現状での提供技術項目 
 
・掘削 
・MWD/LWDツール 
・セメンチング 
・ワイヤーラインツール 
・仕上及びテストサービス 
・坑井作業 
 
・岩石力学 
・油層評価 
・掘削（掘削流体/セメンチング含） 
・エクスパンダブルチューブ 
・仕上 
・坑井テスト 
 
・DSTシステム 
・ライナーシステム 
・プロダクションパッカー 
・流量制御システム 
・坑底安全システム 

将来の提供技術項目 
 
 ･ジオメカニクス 
 ･掘削：電池及びケーシング肉厚 
 ･地層／流体評価：サンプリング 
 ･仕上：仕上層分離バルブ 
  
 
 
 ･HPHTテストリグ 
 ･北米及びオランダにおける種々の研
究開発施設 
 
 
 
 
 ･裸坑のグラベルパック 
 ･エクスパンダブルサンドスクリーン 
  
 

会　社 
 
Schlumberger 
 
 
 
 
 
 
Halliburton 
 
 
 
 
 
 
Baker



く存在していることを示している。クラスター

構造の存在が期待される。Viking Graven南の
厚い堆積層は魅力的であるとDTIは指摘してい
る。

6.2．開発の方向性：クラスターフィールドとし

てのHPHTフィールドの開発

今後の追加開発対象フィールドの名前と位置
は図３－１参照。これらのフィールドの開発に
より生産量はさらに増加することとなり，将来

のHPHTフィールドの生産ポテンシャルは高ま
る。これらの内の幾つかは，Central Graven海
域以外にある。生産が開始されれば，これらの
フィールドは北部油ガス田のインフラに接続さ
れる。またこれらは全てジュラ系貯留層が対象

となる。
今後開発が考えられるフィールドの埋蔵量は

表6-1に整理するものである。Alder，Glennelg，
Puffin，Kessog，Rhumの各フィールドは2004
～2005年に生産開始が予定され，各フィールド
の生産量はピーク時で10～30千bpd，100～120
百万cfdが期待されている。
クラスターフィールドの開発は，北海油ガス

田開発の主要トレンドの一つであるが，HPHT
フィールドについてもこの点が指摘される。

ETAPプロジェクト（The Eastern Trough
Area Project：Macha, Marnock, Mungo,
Monan（以上オペレーターBP），Egret, Heron,
Skua（同Shell）の総合開発）は，その既開発
例であり，異なった生産流体と生産プロファイ
ルを有する多くのフィールドが，総合流体処理
及び輸送を伴うクラスターとして効率的に開発

されている。
いくつかの未開発のHPHTフィールドには，

この様なアプローチが利する可能性がある。最

近のDTIのスタディーでは，HPHTフィールド
を含む４～６の小規模ガスコンデンセート田の
クラスターは，新しい中央処理施設を元に経済
的に開発しうることが確認されている。いくつ
かの発見においては，伝統的な近隣のホストプ
ラットフォームへのタイバックがより容易であ
る。クラスターフィールドへのアプローチと
個々のフィールドのタイバックはともに海底技

術の応用に頼っているが，これはすでにHeron
及びMallard両フィールドで実証されている。
海底坑井仕上及び坑口のエンジニアリングにつ
いては，広い特性の油層流体が取扱い可能とな
るべく，特別の手当てが必要となることが指摘

される。
クラスターフィールドの他には，既存生産層
の深部層が開発の対象となることも考えられ

る。この場合，生産流体のHPHT特性から既存
の生産処理施設ででは使用上の問題が生じるこ
とがある。この場合，一つの解決策としては，
浅層からの生産とコミングルで採取する方法が

あり，すでにMallard及びKittiwakeフィールド
で実践されている。

７．終わりに

本誌で３回にわたり北海油ガス田を対象とし
た技術の現状について報告してきた。これまで
の２回のキーワードは｢成熟油田｣であり｢クラ

スターフィールド｣である。今回は｢HPHT｣を
キーワードとして北海の新しい開発対象とその
開発のための技術に焦点を当てた。これらを通
じ改めて認識したことは，あたりまえのことで
あるが，適切な技術は埋蔵量を増加させること
である。ただし，将来を見とおした技術革新と
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表６－１　今後開発が考えられるフィールドの埋蔵量�

液体（百万stb） 

55 

91

 ガス（10億 cf） 

243 

1,279

 

油田 

ガスコンデンセート田 

（Grist et al. “HPHT-Hot Spot for UK Investment”（2001）より。Crown copyright material is reproduced with 
the permission of the Controller of HMSO and the Queen Printer for Scotland） 



その適用が必要となることは言うまでもない。

すでに触れた様にHPHTフィールドの発見から
最近の開発・生産開始までには10年以上の時間
を要している。その間に段階的に培ってきた技
術力と経験がようやく生き，根付いてきた感を

受ける。北海におけるHPHTフィールドの主要
オペレーター会社では，専門的なHPHTプロジ
ェクトチームが機能している。また会社を超え

た協力・提携，さらに英国政府DTIが北海の将
来に視点を当て技術開発を促進支援してきたこ
とを見逃すことはできない。北海油ガス田は成
熟期にあることは否定できない事実であるとし

ても，まだ開発の余地があることをHPHTフィ
ールドは示している。一方でまだまだ解決の必
要がある課題は残されている。しかしここで適
用された高度な技術と蓄積された技術力は，他
域での開発でも有効であろう。その意味も含め
て引き続き北海における技術革新を注目して行

く必要があると考える。
最後に，本稿をまとめるにあたり，貿易産業

省（DTI），米国石油技術者協会（SPE），
TotalFinaElfより図面及び資料の使用許可を頂
いたことにつき，この場をかりて深謝したい。

[参考]
Elgin-Franklin及びShearwaterフィールドの共
同開発とそのシナジーについて

クラスターフィールド開発とは若干状況が異

なるが，Elgin-Franklin及びShearwaterフィー
ルドの開発は，周辺フィールドの共同開発とい
う点において，今後の効率的な開発方式の一つ
として注目に値するため，その背景，経緯と期

待される効果について説明を加える。

１．共同開発の背景
ShearwaterとElgin-Franklinフィールド（共

にガスコンデンセート田）はCentral Gravenに
位置し，両フィールドの距離は7kmである。こ
れらの開発は総額20億ポンド以上の投資となる
ものである。当初オペレーターが異なることも
あり（後述）独立した開発が計画されたが，こ
れらが共同開発に至った背景には，開発の本質

に係わる以下の点が指摘される。
①　現在，圧力減退したHPHT層の掘削技術
は確立されていない。その一方で両フィ
ールドは共通の水層，すなわち圧力系を
有する。このことは片方のフィールドの
開発が先行して生産を開始した後で，他
方のフィールドは（坑井掘削が不可であ
ることから）開発できないことになる。

つまり双方の開発スケジュールは連動/
併行して行なわれる必要がある。

②　貯留層，及び流体特性（硫化水素や炭酸
ガスの含有）については，共通かつ不明
な点が多く，坑井エンジニアリング，使
用金属材質の選択等に関連する共通のプ
ロジェクトリスクがある。また生産ガス
の販売まで含めた効率的な開発概念の策

定が必要とされた。

２．共同開発計画策定に至る経緯
1993/94年：Central GravenのHPHTフィール

ドを対象とした初期エンジニアリングフ
ィージビリティースタディー実施。これ
は各フィールドの単独開発を対象。結果
としてエンジニアリングの問題点，また
技術上のリスクの軽減と開発価値の改善

を目指すことが必要と認識。
同時期にCRINEプロジェクトから既存
のインフラを最大限に有効利用するこ
と，適切なエンジニアリング基準につい

て業界/政府ともに指摘。この結果とし
てのETAP開発（BPとShellによる）が
よい例。

1994年：Central Gravenの５つのHPHTフィー
ルドを対象とした共同開発スタディーが

開始。対象は，Shearwater，Puffin（オ
ペレーターShell），Elgin，Franklin（同
Elf），Erskine（同Texaco）の各フィー
ルド。この際の開発概念は最大埋蔵量を
有するフィールド中心域にホスト処理プ

ラットフォーム，及び他4フィールドに
ついてはNUIプラットフォームを設置し
てタイバックするもの。Teesideへのガ
ス移送，Fortiesパイプラインシステム
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を通じてのコンデンセート輸送について
スタディー実施。本スタディー結果は単
独開発スキームと比較。各オペレーター

の情報が共同開発スタディーに蓄積。
1995年初：共同開発スタディー結果が受け入れ

られた。ガス能力は30百万scm/dで海上
で販売ガス仕様まで処理することにより

10%のキャピタルコストの削減が期待。
Shell及びElfがオペレーターのフィール
ド共同最適化スタディー継続を正当化す

る情報が得られた。またErskineフィー
ルドはLomondフィールドの早期開発に
加わることとなった。
また生産流体の輸送方法について更なる
詳細スタディー実施が同意。既存のイン
フラを最大限活用する点上で開発概念選
択上重要と判断。また共同スタディーの
初期段階に各オペレーターは，生産化学，
坑井エンジニアリングについてのスタデ

ィーを併行して実施。
1995年10月：スタディーの結果から，共同輸送

方式によって価値は増大し，リスクも受
け入れられ，かつ管理し得ることが指

摘。
これらの結果，単独開発と比較した共同開発

のキャピタルコストの削減額は約35百万ポンド
で総合開発費の２%弱。費用の精度は±30%。
しかし輸出パイプラインのシェアによる費用削

減とBactonへのガスの輸出販売仕様の利益が，
大きな成果として上げられる。

３．共同開発の技術上のシナジー
①　技術分野での様々なサブコミッティーで

この海域及び，Shearwater及びElgin-
Frankllinフィールドで特有の課題に対す
る共通の理解が可能となった。鍵となる
事項は２つの開発概念の採用。この点に
関する結論として，鍵は生産プラットフ

ォームのトップサイドの重量。Shear
waterは生産量の点で小さくトップサイ
ドの重量も11000tであり，従来型のデッ
キが最適とされた。Elgin-Franklinは生産
能力が高くトップサイドの重量も重いた

め，ジャッキアップが最適。これはコス

ト的にはトップサイド重量が15,000～
17,000tで従来型とTPG型のコストが逆転
するため。タイプが違うことでコントラ

クターの選択に幅。
②　販売ガス・コンデンセートの仕様上の要

求から，両プラットフォームのプロセス
は非常に類似。これについても技術シナ

ジー会議の結果が反映。
③　HPHT用の坑口チョークやバルブといっ
た開発等共通の技術チャレンジ事項につ
いて，共同で対応。新技術開発に伴い製
品の販売，コスト削減，技術上のリスク

の低下に貢献。
④　HSEまた安全管理の面において，プロジ

ェクト間の習得が，双方の開発に有益で
あるとともに，共通の問題に対して異な
ったアプローチを討議することで明らか

に有益。

４．生産操業上のシナジー
①　生産操業フェーズにおいても，コスト削

減と双方の操業最適化のためのプロジェ
クトシナジーが期待。例えば，現在２プ
ラットフォーム間は電力ケーブルでつな
がり，プラットフォーム間での短期間の
電力供給が可能な設計。また電力ケーブ
ルは光ファイバーによるコミュニケーシ
ョンシステムを有し，緊急時の使用や，
従来の単独開発概念以上のオプションに

応用可能。
②　新たな救助回収船舶が両フィールド開発

のために建造。
③　生産操業フェーズでロジ支援をシェア
し，近隣のインフラの施設を最大に活用

することが指摘。
④　シナジー効果によりCAPEX/OPEXの削
減，輸出ルートをシェアすることで大幅
な経費削減，多くの分野でコスト及び技

術リスクが削減。
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図：Elgin-Franklin及びShearwaterフィールド及び関連パイプラインの位置
（Stubbs et al. Fort 1999より。SPE¬1999, reprinted by permission of SPE）
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