
１．MPFMの用途及び利点

1.1 MPFMとは
油ガス層からの産出流体は，通常，原油（コ
ンデンセート）―天然ガス―産出水からなる多

相（Multiphase）であることが一般的である。
多相流流量計測とは，原油・ガス・水各々の流
量（既知の圧力温度条件下での体積流量である
ことが一般的）を計測することを意味する。こ
れらの流量（生産量）に関する情報は，油ガス
田の油層及び生産管理上，重要かつ不可欠な情
報であること言うまでもない。従来の生産方式

（図１）では，この多相流体はセパレーターを

用い油/ガス/水に分離され，その各相流量を
各々計測することが一般的であった。しかしな
がら，海洋油ガス田の開発・操業効率化を目的
として，セパレーターによる分離を用いず各相

の流量を計測する「MPFM」が提案され，同
技術の確立が切望されてきた。

1.2 MPFM適用で期待されるメリット
前述した従来式の「セパレーター+各単相流

量計測」と違い，MPFMを用いた生産方式の
場合，図１中の「テストセパレータ＋各単相
（油＋水＋ガス）流量計」が多相流流量計に置
き換えることができる（図２）。この場合，下

記のようなメリットが考えられる。
１） 生産流体の処理プロセスの単純化
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多相流流量計の原理とフィールド適用
―Multi-Phase Flow Meter ―
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石油生産技術あるいは流量計測の専門家以外の技術者でも，｢多相流流量計（Multi-Phase Flow
Meter，以下MPFM）」という言葉に聞き覚えのある方は，多いのではないでしょうか？　これは
油ガス田において生産される原油・ガス・水を，セパレーターで分離する前に各相の流量を計算
する方式で，プロセスの単純化，設備・操業コストの低減，可載スペース・重量の低減などを可
能にするもので，特に海洋においては開発・操業の効率化・コスト削減をはかる手段のひとつと
して注目されているものです。しかしながら，専門家以外の多くの方にとって，この技術は，

「ブラックボックス」であり，場合によっては「手品」のように思えるのではないでしょうか？　
本報１～２章では，MPFMに対する基礎知識，技術動向や適用実績，導入に際しての検討事

項をまとめ，紹介することにより，非専門家や非技術者に｢MPFM｣というものを親しんでもら
えるようにすると共に，MPFMの導入を検討している本邦石油会社の一助となることを目的と
しています。また，技術開発/適用事例の一つとして，石油開発技術センターで足掛け10年にわ
たり実施してきた石油公団独自のMPFMの開発及びフィールドトライアルについて報告しま
す。その成果は，要素技術の開発，実験設備での試験を経て，今般，その最終段階としてのフ
ィールドトライアルに入りました。そこで，３章では，石油開発技術センターで取り組んでき

た研究開発について紹介し，４章では，ZADCO社の操業する上部ザクム油田において，水攻
法の最適化のための産出水データ連続・集中取得を目的として導入された２機のMPFMについ
て，その経過を報告します。

＊本稿は石油公団石油開発技術センター石油工学研究室
真鍋　亮（E-mail:manabe-r @jnoc.go.jp）が担当した。



２） 設備コストの低減
３）自動データ取得による操業コストの低減
４）プラットホーム可載スペース及び重量の

低減（海上トップサイド設置の場合）
５）テストライン及びプラットホーム上での
新規テスト設備の不要による設備コストの

低減（海底設置の場合）
以上のようにMPFMを設置することによっ

て，様々なメリットが考えられるが，現状の機
器の性能や信頼性に対する技術的リスクを考慮
すると，僻地や連続モニタリングが必要なフィ
ールド，インフラのない場所での坑井テスト等
の特殊な場合を除いては，陸上フィールドにお

けるMPFM適用の効果は一般的にあまり大き
いとは言えない。しかしながら，海上トップサ
イド及び，海底設置の場合，陸上フィールドへ
の設置に比較してそのメリットは大きい。また，

将来的にMPFMの性能が，会計用/取引用に充
分耐えうるレベルになった場合，一切の海洋処
理設備及びテスト設備を削減することが可能と

なり，その設備コストの低減は非常に大きなも

のとなり得る。
更に，図３に示すように，MPFMをテスト

セパレータに置き換えるのではなく，各坑井毎
に設置する場合は，上記に加え更に下記のメリ

ットが考えられる。
６）坑井テストの精度，頻度向上に伴う油層

管理精度の向上
しかしながら，今後，MPFMのこのような

適用を実現するためには，技術的信頼性の向上，

機器の低価格化が必要である。

1.3 MPFMの用途
MPFMの適用を検討する場合，その流量計

測に求める仕様及び性能を明確にすることが肝
要である。要求される仕様・性能は，その計測
データを使用する目的に依存する。多相流流量
計の用途は，大別すると下記の３つに分けられ

る1）。
―油層管理&坑井試験用（Wel l  Test  &
Monitoring）

―取引用（Allocation）
―会計用（Fiscal）
それぞれの用途に対する多相流流量計の要求
精度を表１に示す。この値は，目安となる一般
的な基準であり，実際にはフィールドの特徴に
基づきフィールド毎に設定されるべきである１）。
例えば，油層管理目的で，水攻法の最適化を目
的とし，ウォーターブレークスルーを管理した
い場合には，水の流量計測精度に対する許容精
度について充分検討すべきであり，ガス流量に

関する情報はそれほど重要ではない。
２．MPFMの概説

2.1. 多相流量計測の原理
管内を多相流体が流動する場合，１）各相間
に速度差がある，２）各相が不均質に分布して
いる，等の理由により，各相毎の質量流量や体
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図１　既存の生産方式による多相流量計測

 

 

図３　多相流流量計の適用例（2）

 

 

 

図２　多相流流量計の適用例（1）

  
  

 

表１　多相流流量計の要求精度

注）表内の値は各相の流量の読み値に対する誤差



積流量を直接計測することは，現状技術では不
可能である。よって，多相流流量計測とは，幾
つかの流動パラメータを計測し，その各流動パ
ラメータを組み合わせて計算することにより，
各相の体積流量あるいは質量流量を計算する手

法である。現在市販されているMPFMは，主
に下記の二つのアプローチに大別される。
１）各相の実流速と体積占有率を計測する手

法（Type I）
２）多相流体を均質化し，多相流体の総体積

流量と各相の体積占有率を計測する手法
（Type II）
Type I では，計測パラメータであるガス，

油，水，各相の実流速（v
g
，v

o
，v

w
）と体積占

有率（α
g
，α

o
，α

w
）を用いて，各相の体積流

量（Q
g
，Q

o
，Q

w
）は下記の式を用いて求める。

v
g

Q
g
＝――A （1）α

g

v
oQ

o
＝――A （2）α

o

v
wQ

w
＝――A （3）α

w

ここで，Aは配管の断面積，添字g，o，wは
各々ガス，油，水を表す。また，ここで留意す

べきことは，各相の流量比（λ
g
，λ

o
，λ

w
）は，

直接計測することはできない流動パラメータで
あり，相間の速度差のため，計測可能な体積占

有率（α
g
，α

o
，α

w
）とは一般には異なる値と

なる。
また，各相の密度（ρ

g
，ρ

o
，ρ

w
）が既知で

あるならば，各相の質量流量（G
g
，G

o
，G

w
）も

下記で表すことができる。

G
g
＝ρ

g
Q
g

（4）
G
o
＝ρ

o
Q
o

（5）
G
w
＝ρ

w
Q
w

（6）
各相の実流速の計測には，相関型流速計測を
用いるのが一般的である。相関型流速計測とは，
ある流動パラメータを異なる２点で計測し，そ
の信号の時間差を用いて二点間の平均流速を求

める方法である。
また，各相の体積占有率の計測には，様々な
手法が提案されており，その代表的なものは，
１）γ線密度計などの放射線源の流体への吸着
特性を利用する方法，２）マイクロ波の減衰特

性を利用する方法，３）油-水-ガス各々の電気
特性（電気伝導率，静電容量等）の差異を利用
する方法等がある。このうちγ線を利用したも
のが最も一般的であり，比較的精度も高いが，
一般的にコスト高であり，計測周期が長いとい
う難点がある。一方，静電容量などの電気的性
質を用いた場合は，比較的即時性が高いものの，
ノイズや電極の汚れ，電極－流体間の親和性と
いった課題をクリアする必要がある等，一長一

短がある。
他方，Type IIでは，均質化により各相間の

速度差がなくなるため，
α＝λ （7）

となり，各相の体積占有率（α
g
，α

o
，α

w
）と

多相流体の総体積流量（Q
t
）のみから，各相の

体積流量を求めることができる。
Q
g
＝α

g
Q
t

（8）
Q
o
＝α

o
Q
t

（9）
Q
w
＝α

w
Q
t

（10）
ここで，総体積流量の計測には，ベンチュリ
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表２　既存の多相流流量計の要素計測技術



やオリフィス等の絞り流量計，や，タービン型
流量計を用いることが一般的である。また，

Type IIでは，均質化の程度がMPFMの性能上
重要であることは言うまでもなく，様々な均質

化装置が開発されている。
つまり，既存のMPFMの種類とは，各流動

パラメータ計測要素技術の組み合せの種類であ

るということができる。既存のMPFMについ
て，使用している要素計測技術及び特徴を表２

に示す。

2.2 MPFMの現状及び技術開発トレンド
MPFMの研究開発は，80年代初頭に単独研

究プロジェクトやJIPという形で開始され，90
年代初頭のプロトタイプ機の室内/フィールド
試験を経て商品化され，その幾つかは技術的の
みならず，商業的にも成功を収めている。この

うち，Agar（写真１），Roxar（Fluenta）（写
真２），Schlumberger（Framo）（写真３）等
は，比較的適用実績がある。MPFMのフィー
ルド適用実績も90年初頭にはほんの数台であっ
たものの，2000年には数百台が実際フィールド
に設置され，今後も増加するものと思われる
（図４）。また，地域的にも，開発を積極的に推
進してきた北海，メキシコ湾のみならず，中東，
中南米，アジア，オセアニア，アフリカ等，世
界のあらゆる地域で設置されている。本邦石油

会社でもMPFMに関心示す会社も多く，既に
数社で適用が試みられている。
これら既に商品化されている「第１世代」の

MPFMのレベルを一言で言い表すなら，「一般
的な操業条件の油ガス田において，油層管理&
坑井試験用として充分な性能を持つMPFMが
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図４　MPFM設置実績（Falcone et. al.2））

写真１　Agar社製MPFM

写真２　Fuenta社製MPFM

写真３　Framo社製MPFM



テストセパレータより安価に導入できる」とい
うことが言える。その一方で，更に多様なニー
ズ及び用途にこたえるため，いわゆる「第２世

代」，「第３世代」といえるMPFMの開発が数
多くなされている。それらの研究開発は下記に

示す４つの方向性に集約される。
１）取引用/会計用に向けての高性能化
２）油層管理&坑井試験用の低価格化
３）ウェットガス用多相流流量計の開発
４）坑底多相流流量計
取引用/会計用に向けての高性能化において

は，既存の計測手法での延長線上で性能向上を
図る正攻法の他，数値モデルやトモグラフィ
（スキャニング）によるマッピングや，単純な
圧力データ等を学習して膨大なデータベースを
取得し，いわば経験的に結果を得るニューラル
ネットワークによる方法など，種々の方法が提
案され，幾つかは実フィールドでの実証試験が
行われている。現在のところ，これらの手法は
商品化まで至っていないものの，コンピュータ

処理の高速化に伴って，これらMPFMも，ゆ
くゆくはユーザーの選択肢の一つとなるものと

考えられる。
油層管理&坑井試験用MPFMの低価格化につ
いては，前述したMPFMの坑井毎に設置する
といった用途を達成するためには，第一世代機
のほとんどで用いられているガンマ線の吸収を
利用した密度計測機器などの製作および管理に

コストの割高な技術を用いないType I，II以外
の新たな計測理論の確立が肝要である。石油公
団で実施してきた研究開発もこの範疇に入り，

その成果については後述する。
その他，計測技術として非常に困難なウェッ
トガス用多相流流量計の開発，マルチラテラル
坑井への適用が魅力的である坑底多相流流量計
の開発についても，未だ商品化には至っていな

いが，研究開発は活発に行われている。

2.3 MPFMユーザーとしての技術課題
新技術であるMPFMの導入が，近年急速に

進んでいるのは，その導入によるメリットが明
確であることに起因すると思われるが，現状で

は，MPFMは’proven technology’ではなく，

従来のセパレーション＋単相流計測方式に比
べ，技術的なリスクが高いことは避けられない。

現状では，MPFMは単に「買ってくれば良い」
機器ではなく，導入に際しては，下記の項目に

際しての専門的かつ慎重な検討が必要である。
（i）MPFM機種の選定
（ii）較正方法
（iii）MPFMのテスト及び性能評価
2.3.1 MPFM機種の選定
現状では，全ての条件に対し充分な精度を持
つ多相流流量計は存在しない。よって，ユーザ

ーは，MPFMの用途，要求される性能，設置
対象油田の特徴を充分に把握した上で，種々の

MPFMのうちから，その要求に最適なMPFM
を選定する必要がある。市販のMPFMの仕様
を表３に示す。なお，これらの値は各社が公表
しているカタログ及び文献調査から得たもので

ある。一般的には，MPFM機種の選定にあた
っては，下記の項目について検討することが肝

要である。
（i）計測性能
（ii）信頼性
（iii）ベンダーの実績
2.3.2 MPFMの較正
MPFMの適用に際して，較正は，その困難

さ，複雑さゆえ大きな技術課題と考えられてい

る。単相流計測の場合に比べて，MPFMの較
正の異なる点は，計測が各々の要素計測の組み
合わせで行われているため，要素計測各々の較
正を行うと共に，流動（あるいは各相の相分布）
自体の相違をも考慮した総合的な較正の必要が

あることである。よって，MPFMの較正は下
記の２つのステップを経て行われることが望ま

しい。
１）静的較正
静的較正は，通常ベンダー自身によって行わ
れ，流量計各々の要素計測技術毎に，通常静的
状態で行われる。つまり，要素計測技術の較正

は，実際の使用条件からは独立して実施される。
２）動的較正
目的は，較正係数を決定し，かつ，出力結果
や各々の要素計測技術の組み合わせに対する較
正を実施することである。動的較正は，１）フ
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ローループによる較正，２）フィールドでの較
正，の二つに分けられ，それぞれ一長一短があ
る。フローループによる較正では，流動条件を
精度よく制御できるため，適用範囲全般にわた
りマトリックス的に較正することが可能である。
また，較正の元データとなる基準値の信頼性も
高い。しかしながら，通常，実操業条件とは異
なる条件（圧力，温度，流体物性，配管形状）
で較正を行う場合が多い。他方，フィールド較
正は，実際の適用条件下で行い，静的較正やフ
ローループでの較正との操業条件の相違による
較正誤差を減少させることを目的に行われる。
フィールド較正では，一般的に基準計測値（ほ
とんどの場合，テストセパレータでの単相流計
測）の信頼性が低く，かつ，再現できる流動条

件も限られている。通常，MPFMの計測精度を
要求する場合は，両方の較正を行うことが望ま
しく，どちらかが行えない場合は，計測精度が
低下する可能性がある。また，希に，フィール
ドに較正用の設備を設けて，高精度の基準機を
用い，実操業条件におけるマトリックス的なフ
ィールド較正を行う場合がある。技術的には理
想的であるが，通常，非常に高価であるため行

わない。
2.3.3 MPFMのテスト
MPFMを選定，あるいは，性能を評価する

ためには，実フィールドに適用する前に実際に
テストする必要がある。テストは，一般に，多

相流動下におけるMPFMの出力値と基準計測
値を比較することにより，その性能を定量化す
るために実施される。また，各構成機器の機械

的/電気的作動性，システムとしての整合性の
確認も重要なテストの目的の一つである。
１）フローループを用いたテスト
本テストは，異なる流動条件下での計測精度

とMPFMの適用範囲を決定するために行われ
る。また，テストがマトリックス的に実施でき

るため，MPFM出力結果の再現性，及び，幾つ
かの代表的な流動パラメータに対する感度を評
価することも重要である。このようにフロール
ープを用いたテストすることにより，種々の貴
重な情報を得ることができるものの，テスト自
体が高価になる，あるいは，実操業条件と異な

る条件でのテストになる，等の欠点も存在する。
２）フィールドテスト
本テストはMPFMを設置した後，コミッシ

ョニングの一環として行われる。MPFMの性
能は，その適用する操業条件に依存するため，
本テストから得られた結果は，まさしくその適
用に関する性能を表すものである。特に，

MPFMでは操業条件の変化に伴う流動様式の
変化により，その性能も著しく変化するので，
想定される操業条件下での性能をテストする事
が肝要である。しかしながら，本テストは，テ
スト条件の範囲が限定されること，基準計測値
の信頼性が低いこと，感度及び再現性に関する
評価はできないことなどが，短所として挙げら

れる。
2.3.4 MPFMの性能評価
MPFMの客観的な性能評価は重要である。

ここでは，ノルウェイ油ガス計測協会が策定し

た基準3）をベースに，性能の評価指標として，
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表３　各多相流流量計の仕様



１）精度，２）感度，３）再現性，について述

べる。
１）精度（Accuracy）
一般に計測精度は，計測値（measured value）
と真値（ true value）の差を表す計測誤差
（measurement error），あるいは，真値が存在
する範囲を表す計測不確定性（measurement
uncertainty）という指標で理論的に表現され
る。しかしながら，通常真値は知りえないので，
下記式に示すように真値の変わりに基準計測値

を用いた計測誤差，E
Q
，を用いる場合が一般的

である。

｜Q
meas.
－Q

ref
｜

E
Q
（％）＝――――――×100 （11）Q

ref

ここで，基準計測値, Q
ref
., は，各相流量の読

み値を用いるのが望ましい。
２）感度（Sensitivity）
MPFMを油層管理・モニタリング目的で適用

した場合，一般的に，この「感度」は「精度」
よりも重要であることが多い。それは，計測値
の絶対的な正しさよりも，計測値の「比較」か
ら得られるトレンドから，物理現象を把握する

ことが重要であるからである。よって，MPFM
の性能に影響を与えるパラメータに関して，そ
の感度を正しく評価することが重要である。た

だし，MPFMのテストの項でも述べたように，
感度は，フローループを用いたマトリックス型

のテストにてのみ検討することができる。
３）再現性（Repeatability）
再現性とは，同じ流動条件下で，その他の条
件（圧力，温度，流体特性等）が異なる場合で
の計測値の一致性を定量化したものである。こ
の再現性に大きく影響を与えるファクターは，

フィールド毎あるいはMPFM機種毎に異なる
が，一般的に１）流体の物性，２）水の電気的
特性，３）流動様式，等である。再現性は，フ
ローループを用いたマトリックス型のテスト，
及び，フローループとフィールドでの結果の比

較によって検討することができる。

３．JNOC/OVAL多相流流量計

油層管理及び生産モニタリングを対象とした

MPFMを目的として，JNOC-TRC独自の計測
理論によるMPFM（図６）の開発にOVAL社
と共同で取り組んできた。開発のコンセプトは，
放射線機器を用いず機器構成の単純化と構成要
素をすべて既存技術で構成することにより，徹
底したコストダウンを図るという方針である。
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図５　計測精度と再現性4） 図６　JNOC/OVAL多相流流量計概念図



一方で，同MPFMは，可動部を有し，かつ流
体に対する影響度が大きく，さらに高いガス混
入率や粘度には対応が困難といった制限を持

つ。同MPFMは下記の４つの構成機器の組み
合わせからなる。
―インラインミキサー＋差圧計
―ツインロータータービン流量計
―圧力計
―温度計
原理は，JNOC-TRCと名古屋大学の共同研究
により開発された，液体用のタービン流量計と
インラインミキサーを組み合わせた気液二相流
の同時計測手法５）をベースに，翼角度が互いに
異なる２つのタービンロータをスプリングで連
結して直列二連化した「ツインロータ」（写真
４）による総質量流量計測を組み合わせ，各相

流量を算出する手法を取っている。

多相流体の総体積流量は，一般に用いられて
いるタービン型流量計測の基本原理，つまり，
ロータの回転数が流体の流速，すなわち体積流
量に比例する性質を利用して計測している。総

体積流量，Q
mp
, は下記の式で表される。

Q
mp
＝ARmω/ε

mp
（12）

ここで，A，R
m
は各々ローターの断面積及び半

径，ωはローターの回転角速度，ε
mp
は回転速

度比と呼ばれるJNOC-TRC独自で定着した較正
定数である。
次に，ツインロータによる総質量流量計測で
は，翼角度の違いにより発生するロータ間のね
じれ量が，流体の質量流量とガス混入率に依存
する性質を利用している６）。多相流体の総質量

流量，G
mp
，は，下記の式で求められる。

G
mp
＝kΔθΑ/ζ

mp
Q
mp
R
m

（13）

ここで，kはバネ定数，Δθはロータ間の位相差，
ζ
mp
は回転トルク比と呼ばれる較正定数である。
最後に，多相流体の気相体積率（GVF），β

の推定方法は，下記に示すようにミキサーにお

ける差圧，ΔPから求める。
ΔP＝c

1
ρ
L
（1－β）2-ZQ

mp
2 （14）

ここで，ρ
L
は液相（油水）の平均密度，c

1
，Z

は各々較正定数である。
以上のような理論に基づき，入力データとし
て操業の温度，圧力下での油，ガス，水各々の
密度と共に，較正により決定した上記４つの較

正定数（c
1
，Z，ε

mp
，ζ

mp
）を入力すれば，多

相流の各相流量が求められる。
1998年までのラボ実験を中心としたロータ機
構と計測理論の最適化を経て口径２インチのプ

ロトタイプ機を作製し，柏崎TF多相流実験設備
を用いて，窒素-灯油-真水系三相流動下におい
て性能評価試験を行った（写真５）。その結果，

油，ガス，水各流量全てで，高GVF領域を除き，
フルスケール誤差で概ね±10％以内の精度で三
相計測が可能であることが検証された（図７）。
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写真４　ツインロータタービン

写真５　フローループでの性能試験中のJNOC
多相流流量計

図７　JNOC多相流流量計の計測精度



４．JNOC MPFMの上部ザクム油田への適用

4.1 研究の背景
ZADCO社の操業する上部ザクム油田の東部

においては，２kmスペーシングの５点水攻法
により開発がなされているが，従来の油層モデ
ルでは予測し得なかった早期かつ特異な水付き

現象が観察されている。
当該油田のような炭酸塩岩油層は一般的に砂
岩油層に比べ岩相変化が激しく，この不均質性
が水攻法における圧入水の油層内流動挙動の把
握を困難にしている。圧入水の油層内流動挙動
を把握する際に，生産井での含水率の変化は最
も単純で重要な指標の一つである。今回対象と
なる油田における含水率測定方法は，現在１回

/月程度の頻度で井戸元から液体のサンプリン
グを行った後ラボにて遠心分離を行うというも
のであり，この方法では，１）井戸元での流れ
が均質でないため，サンプリングのタイミング
によりデータにばらつきが生じる，２）サンプ
リング，分析にオペレーターが必要となり，作
業量が多くなるため，測定頻度の低下をもたら

しかねない，という問題点がある。MPFMの導
入はこの点を解消し，少ない作業量で正確な含
水率データを集中，連続的に取得及び蓄積する
ことを可能にするものである。ここで得られた
データを基にして的確な物理検層プログラムを
策定，実施し，詳細かつ正確な圧入水の油層内
流動挙動を把握することが可能となり，最終的
にはこれらの情報を油層モデルに反映させるこ

とでより実効的な成果が得られるものである。
なお，本件は，平成12年１月に調印された

ADNOC-JNOC間の技術協力覚書（MOU:
Memorandum of Understanding for Technical

Cooperation between ADNOC and JNOC）に
基づくアブダビ国営石油会社との共同研究の中

の１テーマである。

4.2 MPFMの設計・製作
対象となる坑井の仕様，法律，規格に従い，

MPFMを設計・製作した。対象となる坑井の
生産量などを考慮に入れて作成したMPFMの
仕様を表４に示す。ハード的には，MPFMの
管理を2in. →4in. にスケールアップすると共
に，配管についてはANSI/ASME B31-3，耐腐
食性にはNACE MR-01-75に従い，材質を選定
し，MPFM本体の製作を行った。また，デー
タ処理，流量演算，データの保存を司るフロー
コンピュータを中心としたデータ取得システム
（図９）についても設計製作し，第１期として

導入予定のMPFM２基について製作を完了し
た。
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図８　MPFMを用いた含水率データの連続・集
中取得及び解析概念図

 

  

 

  

図９　多相流流量計則システム概念図

 

 

 

 
 
  

表４　上部ザクム油田に導入する多相流流量計
の仕様



4.3 MPFMの国内総合試験
MPFMを実フィールドに設置する前に，柏

崎TF多相流実験設備を用い，下記の目的で国
内総合試験を行った（写真６）。
―MPFMの機械的/電気的動作チェック
―フローループを用いた動的較正
―システム全体としての統合性の確認
―MPFMの性能評価
国内総合試験の結果，各構成機器，及び，シス

テム全体として，MPFMが良好に作動するこ
とを確認した。また，計測精度についても，窒

素-灯油-真水系の三相流実験での基準値との比
較において，フルスケール計測誤差５％を充分

満たすことを確認した（図10）。

4.4 MPFMの設置
モニタリングが行われる坑井は，生産量が十
分に大きく，かつ，油層モデリングスタディに
おいて，近い将来含水率の上昇が見込まれてい

る４つの無人坑井プラットホームが選定された。
MPFMの設置に係るエンジニアリング及び

設置工事はZADCO社が行った。設置工事確認
の結果，２機共にこちらの要求をほぼ満たす形

でMPFM及びその周辺機器が，設置されてい
ることを確認した（写真７）。

4.5 MPFMのコミッショニング
コミッショニング作業は下記の項目に分かれ

る。
―動作確認
―入力データの収集及び入力
―フィールドにおける動的較正
―計測性能評価
フィールド較正，及び，性能評価において使
用する油，水，ガス各々の生産量に関するデー
タを取得した。液相，ガスの生産量については，
テストセパレータ後の単相計測（液相はタービ
ン流量計，気相は渦流量計にて計測）から得ら
れる値を基準値とした。なお，液相，ガス共に
生産量は実圧力温度条件下での値であり，それ

を以ってMPFMの出力値と比較検討した。ウ
ォーターカット（BS＆W）については，テス
トセパレータ入り口から約20分おきにサンプリ
ングし，エマルシファイア（エマルジョンを分
離する界面活性剤）を注入し遠心分離機に掛け
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図10 国内総合試験の結果によるMPFMの計
測精度

写真６　国内総合試験中のMPFM

写真７　設置されたMPFM



た後，メスシリンダにて計測した。
以上得られたデータを元に，較正定数を決定

し，それを入力した後，MPFMの計測性能の
評価を行った。液相流量，ガス流量，ウォータ

ーカット（BS&W）各々のMPFM出力とテス
トセパレータから得られた基準値との比較を図

11～13に各々示す。
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図11 油生産量におけるMPFM出力と基準値との比較

図12 ガス生産量におけるMPFM出力と基準値との比較



５．まとめ

MPFMという技術は，この比較的長い研究
開発のフェーズを終了し，今，実際にフィール
ドで適用されるに至った。幾つかの石油会社で
は，試験的な意味合いでの貴重な経験をつんだ
のみならず，既に商業的にも成功を収めている。
今後同技術が，広く商業ベースで導入されてい
くためには，開発側の更なる技術革新による同
技術の成熟が必要であることは当然であるが，
ユーザーである石油開発会社が，数多くのテス
トや適用実績を踏むことにより，技術的リスク

を軽減していくことが不可避である。
また，JNOC-TRCでも，開発されたMPFM

をフィールドテストできるレベルまでに至っ
た。いまだ，トライアルはコミッショニングを
完了したばかりであるが，良い「第一歩」を踏
み出すことができたと認識している。今後，モ
ニタリングを継続することにより，長期的な性
能や信頼性について評価する必要がある。また，

このプロジェクトを通じて，MPFMの技術的
な成果のみならず，導入意図である水攻法の最
適化の一助となることにより，操業的にも成果

を挙げることが望まれる。
また，中長期的には，今後も継続的に技術開

発を実施すると共に，本MPFMの商品化を検
討する。また，本MPFMの更なるフィールド
適用についても積極的に実施していきたい。
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図13 ウォーターカットにおけるMPFM出力と基準値との比較
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図－14 プロジェクトスケジュール


