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1. はじめに

　未探鉱・未開発の石油・天然ガス
フィールドの一つとして、大水深海域
はかなり以前から注目されてきたが、
近年における大水深海域での探鉱開発
プロジェクトの増加には目を見張るも
のがある。本稿では、石油・天然ガス
探鉱開発にかかる最近の大水深掘削技
術に焦点を当てて、その技術動向およ
び今後の展望などを解説する。
　最初に「大水深」の定義に関して触
れておく。「大水深」とは、あくまでも
相対的な比較に基づいて使われる言い
方であり、対象とするものや比較する
相手によって基準は大きく異なる。ま
たそれは、年月の経過とともに変化し

ている。たとえば、ジャッキアップ（甲
板昇降）型海洋掘削リグでは、稼働水
深100mクラスは現在も大水深仕様で
ある。セミサブ（半潜水）型海洋掘削
リグでも、1970年代には稼働水深
200mクラスが大水深仕様であった。
また、掘削技術だけを対象とする場合
と、フィールド開発を対象とする場合
とでは評価が異なるであろう。
　現在もすべての分野で共通認識と
なっている「大水深」の具体的な数値
はないが、石油開発業界の中で広く知
られている機関が具体的な数値を公表
しているものに、米国MMS（Mineral 
Management Services）のリポート

（Deepwater Gulf of Mexico 2006：
America’s Expanding Frontier, OCS 
Report MMS 2006-022）がある。この
リポートでは、「大水深（deepwater）
は1,000ft（約300m）、超大水深（ultra-
deepwater）は5,000ft（約1,500m）以
深」と定義している。したがって、
300m以深の水深であれば「大水深」
と言って差し支えないであろう。しか
し、海洋掘削技術に限って言えば、最
近の趨

すうせい

勢では水深1,000mあるいは
3,500ftが「大水深」の一つの目安にな
るのではないかと考えられる。このた
め、本稿はそのレベルの水深を念頭に
話を進める。

2. 大水深探鉱開発エリアとその特徴

　大水深プロジェクトは1990年代から
活発化して現在に至っており、掘削・
生産ともに最大水深記録は近年大幅に
伸びている（図１）。掘削分野におけ
る現時点での最大水深記録は2003年に
樹立された3,051mであり、メキシコ
湾でダイナミックポジショニングシス
テム（DPS：dynamic positioning 
system）＊１を装備したドリルシップ

（drillship：掘削船）により記録された。
アンカー係留方式では、2005年にやは
り メ キ シ コ 湾 で 記 録 さ れ た 水 深
2,805mが最大である。
　大水深掘削技術の各論に入る前に、

主な大水深探鉱開発エリアをピック
アップして、各エリアの開発技術分野
に関する特徴を概説する（図２）。

（1）メキシコ湾

　大水深掘削技術および大水深生産技
術のさまざまな先端技術が、このメキ
シコ湾で実証・確立されていったので、
大水深に関する数々の記録はこのエリ
アから出ている。“Atlantis”と命名さ
れた開発プロジェクトのように水深
2,000mを超えたものもあり、試掘井
および探掘井の掘削海域の水深は、既
に3,000mクラスまで達している。

　大水深の開発技術分野のJIP（joint 
industry project：共同研究プロジェ
クト）として、“DeepStar”と呼ばれ
る研究開発が、メキシコ湾を中心とし
た大水深フィールドの開発に貢献して
いることはよく知られている。また、
海底パイプラインのインフラが整って
いることが、大水深海域の開発コスト
低減に寄与している。
　一方、このエリアはハリケーンが襲
来するとともに、ループカレント（loop 
current）＊２と呼ばれる特異な強潮流が
発生するため、掘削リグや生産プラッ
トフォームの設計基準は、他のエリア

＊１：海底面のウェルヘッド近傍に設置したトランスポンダー（音響発信器）と船体に取り付けたハイドロフォン（トランスデューサー：音響受信器）によ
り音響信号をコンピューターで解析し、環境条件（風、潮流など）に合わせてスラスター（可変式の推進動力）の向きと回転数を自動制御する動的位
置保持システム。

＊２：ユカタン半島付近の海域を通ってカリブ海からメキシコ湾に流れる亜熱帯性海域由来の馬蹄（ばてい）の形をした潮の流れで、流速は５ノットに達することもある。
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と比較して高いレベルにあった。
　しかし、昨年（2005年）メキシコ湾
を襲った巨大ハリケーン“Katrina”
と“Rita”が掘削リグおよび生産プラッ
トフォームに甚大な被害をもたらした
ため、それらの設計基準に関するさら
なる見直しが行われている。

（2）ブラジル沖

　大水深海域の油層ポテンシャルが高
かったため、比較的早くから開発プロ
ジェクトが進行し、現在も大水深海域
での掘削や生産操業が活発である。
　比較的穏やかな気象・海

かい

象
しょう

条件や、
海底下の比較的浅深度からの重質油の
生産などが考慮された、非常にユニー

クな技術開発・適用も、このエリアの
特徴として挙げられる。
　具体的には、Petrobras社によって
1986年より、大水深技術開発の一環と
して1,000mまでの水深を対象とした

“PROCAP”と呼ばれるプロジェクト
が開始された。以降、1993年には

“ P R O C A P - 2 0 0 0 ”、 2 0 0 0 年 に は

洋上生産設備最大水深記録：1,920m（2003年）

海底仕上げ最大水深記録：2,307m（2004年）

通常係留による掘削最大水深記録：2,160m（2005年）

プリセット係留による掘削最大水深記録：2,805m（2005年）

掘削最大水深記録：3,051m（2003年）

図1 掘削および開発の大水深記録の推移

出所：2005 Deepwater Solutions & Records for Concept Selection, Offshore Magazine, May 2005

既存大水深フィールド
今後の大水深フィールド

メキシコ湾

ブラジル沖

北 海

西アフリカ沖

図2 世界の大水深石油ガスフィールド分布

出所：2005 Deepwater Solutions & Records for Concept Selection, Offshore Magazine, May 2005
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“PROCAP-3000”と進化し、3,000m水
深をターゲットとして研究開発が進め
られている。現在、開発対象フィール
ドの水深は2,000mに近づき、掘削海域
の水深は3,000mクラスとなっている。

（3）西アフリカ

　西アフリカは比較的新しい大水深開
発海域である。各国の政情不安による
カントリーリスクが徐々に小さくなる
につれて、海洋油田開発のインフラも
整い、近年は大水深開発が活発になっ
ている。開発対象フィールドの水深は
既に1,000mを超えているため、今後
は1,500mクラスに進むであろう。
　開発が進んでいる主要な大水深
フィールドは、比較的穏やかな気象・
海象条件である。海域にもよるが、河

川の影響による複雑な海流などが指摘
されている。

（4）北海

　北海は大水深開発の進んだ海域、と
いう認識があるが、実際に開発されて
いるのは水深200～300mの海域であ
り、1,000mクラスの開発は始まった
ばかりである。
　この海域の気象・海象条件の厳しさ、
環境・安全に関する法規制の厳しさな
どから、掘削リグや生産プラット
フォームの設計基準および操業の
HSQE-MS（health, safety, quality, 
environment-management system）＊３

は、他のエリアと比較してトップレベ
ルにある。
　メキシコ湾など米国を中心とする技

術開発活動とは別に、DEMO2000と
呼ばれるJIPがあり、ノルウェーと英
国が中心の研究開発体制が存在する。

（5）その他の海域

　アジア、オセアニア、インド洋、地
中海などにも幾つかの大水深開発プロ
ジェクトは存在するが、主要海域に比
べると、開発移行しているケースは依
然として少ない。しかし、油価の急騰
に伴って、オーストラリア、インドネ
シア、インドなどの大水深フィールド
が注目されており、今後は探鉱開発が
かなり急速に進むものと見込まれる。
　海域によっては、台風、サイクロン、
強潮流などの影響を考慮した海洋設備
の設計および操業の管理が必要になる。

3. 大水深掘削の技術課題と技術進歩

　大水深に関する最新の技術文献は、
探鉱段階から開発段階へ移行するプロ
ジェクトが多くなるにつれて、掘削技
術よりも生産技術の占める割合が大き
くなっている。しかし、生産技術にま
で対象を広げると本稿の趣旨がぼやけ
てしまうため、最初にも述べたように
掘削技術に焦点を絞って解説する。
　他の技術分野を対象とした場合も同
じであるが、大水深掘削技術を論じる
際には、立場によってさまざまな切り口
が考えられる。具体的に言うと、オペ
レーター（石油会社）、掘削コントラク
ター、サービス会社、メーカーなどそ
れぞれの立場によって、興味の対象が
大きく異なってくるということである。
　たとえば、掘削コントラクターの場
合は掘削リグのオーナーであるため、
興味の対象はどうしても掘削設備（掘
削リグの機器・設備）やそのメカニズ
ムに集中する。一方、オペレーター（石
油会社）の場合、まず掘削計画を策定し、

その後立案した計画を実行可能な掘削
リグを市場から調達すればよいことに
なるため、掘削設備の個々のメカニズ
ム等に大きな注意を払う必要はない。
しかし、オペレーターとして大水深掘
削オペレーションをリードするのであ
れば、知識の濃淡はともかく、掘削コ
ントラクター、サービス会社、メーカー
の提供するすべてのサービス・資機材
の特徴を把握しておく必要がある。
　大水深掘削を構成する各要素技術に
ついて解説する場合には、切り口によ
り分類の仕方が異なる。掘削技術の一
般的な分類方法（坑

こうせい

井計画、掘削作業、
掘削機器、マリンオペレーションなど）
もあれば、前述のような立場による分
類（オペレーター、掘削コントラクター、
サービス会社、メーカー）もある。
　ここではそれらを意識しつつ、技術
課題および技術進歩の視点から特に注
目すべき項目を抽出し、それぞれの項
目に関して解説する。

（1）大水深掘削の技術課題について

　大水深掘削と浅水深掘削を比較し
て、根本的な違いの要因は、やはり地
層圧力と地層破壊圧力の関係に集約さ
れるであろう。それ以外の要因も含
め、以下の項目で大水深掘削の技術課
題についてまとめる。
◦地層圧力と地層破壊圧力の関係
◦地層温度および海水温度の影響
◦大水深の浅部地層の特徴
◦水深そのものの影響
◦リモートエリアであること
◦掘削コストへの影響

（a）地層圧力と地層破壊圧力の関係
　大水深下の地層では水深による流体
圧力の影響のため、地層孔

こうげき

隙内流体圧
力と地層破壊圧力の差（比率）が比較
的小さい。それは、坑内に掛けること
が可能な圧力の許容範囲（オペレー
ションウインドー）が小さくなること
を意味する（図3）。極端な場合には

＊３：業務従事者の健康や安全、業務成果品の質、業務を取り巻く環境を健全な状態に維持するための体系的な管理システム。
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オペレーションウインドーがほとんど
なくなったり、マイナスになったりす
る場合も起こり得る。
　オペレーションウインドーを外れる
圧力を与えてしまった場合には、逸泥

（lost circulation）＊４、キック（kick）＊５、
アンダーグラウンドブローアウト

（underground blowout）＊６などが生じ
るほか、坑内の崩壊や掘管の抑留など
のトラブルにもつながる。
　対処策としては、短いインターバル
でケーシングパイプを設置してオペ
レーションウインドーを確保する方法
と、坑内圧力を正確にコントロールし
て狭いオペレーションウインドーの中
での掘削を可能にする方法がある。
　いずれの対策にもさまざまなバリ
エーションがあるが、現在の大水深掘
削技術のなかで頻繁に遭遇する技術が
多く含まれている。その点からも、地
層圧力と地層破壊圧力の関係が、大水
深掘削で最も特徴的な技術課題である
ことは理解できる。

（b）地層温度および海水温度の影響
　水深1,000mを超える大水深海域で
は、一般に海底近くの海水温度は０℃
に近く、海底から上方の海面方向、下
方の地層中へいくにつれて、それぞれ
温度が上昇する。結果的に、陸上掘削
あるいは浅水深掘削と比べて、全体に
坑井を囲む環境温度が低い。特に海底
坑口装置（サブシーウェルヘッドおよ
び サ ブ シ ー B O P 〔 b l o w o u t 
preventer：防噴装置〕を含む）周辺
の温度が低くなる。
　陸上坑井などでは、掘削深度が深く
なると高温度が問題となるケースが多
いが、大水深坑井ではそのような問題

は比較的少ない。しかし逆に低温度が
思わぬ問題を引き起こすことがある。
　一つは、海底坑口装置付近に生成す
るメタンハイドレートである。大水深
でのメタンハイドレート生成の問題は
２種ある。坑内での生成と、坑外での
生成の問題である。メタンハイドレー
トは、高圧低温環境下でメタンガスが
水分と混合すると生成する氷状の固体
である。メタンガスが存在し、温度と
圧力の条件が揃えば、坑内でも坑外で
も生成する。一般に、500m以上の大
水深海底は、メタンハイドレートが生
成する温度・圧力環境になる。
　坑内で生成すれば、坑井の閉塞やサ
ブシーBOP内部の障害を生み、坑外
で生成すれば、やはりサブシーBOP
の作動不良が起こる（固着によりサブ
シーウェルヘッドからサブシーBOP
の切り離しができなくなる）。
　低温によるもう一つの問題は、掘削

流体（掘削泥水）の性状変化である。
通常、掘削流体は、常温より高温側で
所定の流動特性を示すように設計され
ている。しかし、大水深掘削では、掘
削泥水は常温よりはるかに低温環境に
さらされる場合がある。したがって、
海底近くの低温になる個所での流動特
性が問題となる。坑井圧力制御（ウェ
ルコントロール）時などのように、坑
内流体の循環を一時中止した後の循環
再開時には、前述のメタンハイドレー
トの問題と併せて注意が必要である。

（c）大水深の浅部地層の特徴
　大水深掘削での掘削障害の多くは、
海底下浅層掘削時に生じる。結局は、
前述の地層圧力と地層破壊圧力の関係
に帰着するが、海底下浅部ではその影
響が最も顕著に現れるためである。
　具体的には、海底面下のシャローガ
ス（shallow gas）＊７、シャローウォー

深
度

圧力

海面

海底面

海水水頭圧

地層圧力 

地層破壊圧力
 

この深度でのオペレーションウインドー

泥水水頭圧（坑内圧力）ケーシング設置深度
 

図3 大水深掘削でのオペレーションウインドー概念図

出所：JDC

＊４：通常の掘削作業では泥水を循環させて坑内の安定化を図っているが、異常低圧層などに遭遇した場合には泥水が地層内に浸入していくため、泥水の戻
り量が減る状況（坑内に満たされている泥水の水頭が下がる状況）になる。これを「逸泥」という。

＊５：通常の掘削作業では泥水を循環させて坑内の安定化を図っているが、異常高圧層などに遭遇した場合にはその地層に賦存している流体（油、ガス、水）
が坑内に浸入していくため、泥水の戻り量が増える状況になる。これを「キック」という。

＊６：坑内にキック層と逸泥層が両方存在する状態をいう。発生原因としては、高圧層の下に低圧層が存在する場合、キックコントロール中に地層破壊が起
きた場合などが考えられる。特に高圧層とバランスする泥水比重で低圧層へ掘り込み、逸泥が発生し、坑内の泥水の水頭が低下することで高圧層から
キックを誘発するケースが多い。

＊７：海底面から浅い領域の地層にたまったガス。サブシーBOPを設置する前の浅層で遭遇すると、坑井を密閉できない。地層の圧密が進んでいないので、
ガスの動きが早く非常に危険である。
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ターフロー（shallow water flow）＊８、
天然メタンハイドレート（natural 
methane hydrate）＊９層の存在、ある
いは軟弱・未固結の地層の存在などで
ある。
　浅部の掘削作業は、全作業のなかで
は比較的短時間で終了するために、そ
れらへの対策は比較的見過ごされがち
である。しかし、海底下浅部は坑井全
体の基礎となるために、もし問題が起
これば、直ぐに廃坑につながる危険性
を孕

はら

んでおり、十分な注意が必要であ
る。つまり、ガスや水の噴出による坑
井の崩壊や、設置したケーシングパイ
プ（casing pipe）＊10、海底坑口装置の
沈下等が実際に起こっている。

（d）水深そのものの影響
　水深が深くなることによって直接的
に影響を受けるものは、掘削リグの定
点保持システムおよび海上の掘削リグ
と海底の間に必要なサブシーシステム
である。
　アンカー（anchor）および係留索

（チェーンやワイヤロープなど）によ
る係留システムを装備した掘削リグ
は、水深が深くなればなるほど係留シ
ステムの規模も大きくなり、係留作業
時間の増加も課題になる。この点にお
いて、DPSを装備した掘削リグは優位
である。
　大水深では、海上の掘削リグと海底
坑口装置を結ぶライザーパイプをはじ
めとするサブシーシステムも長大とな
る。ライザーパイプが長大化すれば、
受ける外力も増大し、安全確保から連
鎖的にあらゆる機器が大きく複雑に
なってしまう。さらにそれらの長大機

器をハンドリン
グするための掘
削リグ上の設備
も大きくなり、
ひいては掘削リ
グそのものも大
型化（図4、図
5）し、浅深度
用の数倍の大き
さを持つ掘削リ
グ が 必 要 に な
る。

（e）リモートエ
リアであること
　これまで記述
した技術的条件
と比較すると大
きな要素ではな
いが、一般に大
水深海域は浅海
域 と 比 べ て リ
モートエリアで
あることから、
掘削リグにはあ
らゆる面で大き
な搭載量が要求
される。前述の
ような大水深特有の問題対処とリモー
トエリアでの操業ということに起因し
て、必要な資機材および人員は多大な
量になる。
　一方、衛星通信の技術進歩により、
リモートエリアである大水深海域にお
いても、陸上基地とのコミュニケー
ションはスムーズになったと言える。

（f）掘削コストへの影響
　石油ビジネスという観点から、大水
深掘削の作業コストの問題は、大きな
要素として避けて通れない。大水深掘
削技術の内容を調査していると、単に
技術課題克服というロジックだけでな
く、コスト削減という考え方が大きな
位置を占めていることがわかる。
　すなわち、あらゆる場面において作
業時間の短縮が要求されているという

＊８：海底面から浅い領域にたまった地層水が一気に坑内へ浸入するケースで、これに遭遇する時点までに掘削していた裸坑部分を完全に壊してしまうケー
スも多い。メキシコ湾の大水深海域のジオハザードとして報告されて以来、頻繁に使われるようになった用語。

＊９：メタンハイドレートは、氷のように固体で、大気中で火を近づけると気化したメタンガスが燃える。その構造は、水分子が形成するかご構造の中にメ
タン分子が取り込まれており、低温・高圧の条件下では安定して存在しているが、常温常圧ではメタンガスと水に分解する。天然のメタンハイドレー
トの起源は、地層中のメタンガスが低温・高圧の環境で水と結合してメタンハイドレートになったと推測されている。わが国周辺海域の海底下には相
当量の天然メタンハイドレートが賦存していると考えられており、将来の有望なエネルギー資源の候補の一つとして注目されている。

＊10：坑壁の維持、異常高・低圧層の隔離、坑口装置のベース、ドリルストリングの坑壁抵抗の軽減、坑内トラブル防止、採油・ガスを目的に裸坑に挿入さ
れるパイプをいう。挿入されるケーシングの数や長さは、掘り抜かれる地層の状況や掘削される深度によって、それぞれの坑井ごとに異なる。ケーシ
ングパイプの径はビットで掘進された坑径によって定まる。ケーシングは、管体寸法、スチールのグレード、コネクションの寸法と形式によって、米
国石油協会（API：American Petroleum Institute）で分類されている。管体寸法は、4-1/2”から20”まで14のサイズで分けられ、呼び径は管体の外
径を示す。これより大きな径は、ラインパイプの分類に入る。小さい径は、チュービングパイプとなる。

図4 大水深掘削リグ：セミサブマーシブル

出所：Deepwater Gulf of Mexico 2006：America,s Expanding Frontier, MMS

図5 大水深掘削リグ：ドリルシップ

出所：Deepwater Gulf of Mexico 2006：America,s Expanding Frontier, MMS
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ことである。通常、問題視されるよう
なトラブル等によるダウンタイム（作
業休止時間）を削減することは言うに
およばず、通常は避けられない掘進以
外の作業時間（ドリリングチャート〔掘
削工程表〕の水平部分）をも縮めよう
という努力がなされている。
　大水深掘削では、掘削リグのデイ
レート（日割り傭

ようせん

船料）をはじめとし
て、時間に比例するコストが非常に高
く、作業時間の遅延・短縮が即、大き
なコストの増加・削減につながる。

（2）大水深掘削の技術進歩について

　ここでは、前述の各種技術課題に対
してどのような技術開発がなされ、現
在どのような具体策が採られているの
かを、以下の項目に従って解説する。
◦MPD（managed pressure drilling）
◦ケーシング計画
◦ジオハザード（geo-hazard）対策
◦サブシー機器
◦掘削リグ上の掘削機器
◦掘削リグの位置保持
◦安全管理・環境保全
◦作業時間短縮に関する技術

（a）MPD（managed pressure drilling）
　MPDという用語を、掘削分野で最
近よく耳にするようになった。MPD
は、特定の作業手法を指すのではなく、
非常に広い範囲の作業手法あるいはコ
ンセプトを指し示す用語である。既述
のとおり、大水深掘削ではオペレー
ションウインドーが非常に狭くなるた

め、坑内に掛ける圧力を正確に制御し
なければならない。
　MPDは、そのような作業方針に基
づいて実施する掘削手法を総称するも
のである。狭義には、圧力的に密閉さ
れた循環系統（クローズドループ）に
よる循環手法を指すが、広義には、以
下で述べるケーシング計画などほとん
どの掘削計画の要素を含む。後述する
デュアルデンシティドリリング（dual 
density drilling）などはMPDの発展
形と言えるし、アンダーバランスドリ
リング（underbalanced drilling）やケー
シングドリリング（casing drilling）
なども、近年MPDに分類される場合
がある。

（b）ケーシング計画
　大水深掘削の持つ狭いオペレーショ
ンウインドーという問題対策のため、
まずケーシング計画の面からの対策が
なされる。正攻法としてはケーシング
の段数を増やすことになるが、当然限
界があり、ケーシング段数の増加は作
業時間およびコストの増加につながる。
　ケーシングおよびライナー（liner）＊11

の段数が多くなればなるほど、サブ
シーウェルヘッドの機構が複雑になる
ほ か 、 ラ イ ナ ー ハ ン ガ ー（ l i n e r 
hanger）＊12の機構にも影響を及ぼすた
め、作業トラブルの可能性も増加する
と考えられる。
　できるだけ海底下深い深度までライ
ザーレスで掘削することによってケー
シング計画に余裕を与えるという考え

方もあるが、次に述べるジオハザード
（geo-hazard）＊13を考慮に入れたケーシ
ング計画が重要である。
　最新のLWD/PWD（logging while 
drilling＊14/pressure while drilling＊15）
ツールを使って坑内圧力管理を厳密に
行い、MPDの実践を前提にすれば、
ケーシング計画時の安全マージンを小
さく取ってケーシング計画を楽にする
ことも可能になった。

（c）ジオハザード対策
　基本的には、シャローガスやシャ
ローウォーターフロー、天然メタンハ
イドレート層などの浅部トラブル層の
可能性がある掘削位置は避けるべきで
ある。しかし、どうしても避けられな
い場合、あるいは存在を検知できない
場合は、十分な対策を講じた上で作業
を実施しなければならない。具体的に
は、パイロットホールの掘削とLWD/
PWDツールを用いたトラブル層の検
知、ライザーレス掘削での加重泥水の
使用がある。また、特別な設計の海底
坑口装置を用いることによって、異常
高圧層や出水層中でのケーシングセメ
ンチングを行う方法もある。

（d）サブシー機器
　大水深掘削に用いるサブシーシステ
ムは、海底面から海上の掘削リグへ向
かう順に、サブシーウェルヘッド

（subsea well head）＊16、サブシーBOP
スタック（subsea BOP stack）＊17、ラ
イザーパイプ（riser pipe）＊18、ライザー

＊11：坑口まで接続されていない（その頭部が地下にある）ケーシングの総称である。ライナーにはプロダクションライナーとドリリングライナーがある。
前者は、仕上げのため、後者は中間ケーシングで坑口から目的深度まで降下する場合、ケーシング重量が掘削リグの巻き上げ能力を超えるような場合
使用され、通常、降下後、タイバックされる。

＊12：ライナーを中間ケーシングに保持（吊り下げる）させるための装置。ライナーを保持させるためスリップが取り付けられており、メカニカルあるいは
ハイドロリックでスリップを利かせる。タイバックさせるため上部にはタイバックレセプタクルが取り付けられている。また中間ケーシングとライ
ナーハンガー間の気密を保持させるため、パッカーが取り付けられているものもある。この場合、降下時にパッカーが利く、あるいはクリアランスが
小さくなるのでセメンチング中逸泥を発生させる等のトラブルのリスクがある。この場合の作業は注意が必要である。

＊13：地質学上の観点から見られる危険因子。シャローガスやシャローウォーターフローは、ジオハザードに含まれる。
＊14：MWD（measurement while drilling：掘削同時計測伝送システム）技術を用いて、掘削作業中に坑内センサーで地質データを取得し、リアルタイムで

地表に取得データを伝送するシステム。掘削作業の効率化および安全性向上に有効なシステム。
＊15：MWD技術を用いて、掘削作業中に坑内センサーで坑内圧力データを取得し、リアルタイムで地表に取得データを伝送するシステム。掘削作業の効率

化および安全性向上に有効なシステム。
＊16：海底面に設置される坑口部分を指す。このサブシーウェルヘッドの真上にサブシーBOPスタックが接続される。
＊17：浮遊式掘削リグ（セミサブ型掘削リグやドリルシップ）では、数種類のBOP（防噴装置）を組み合わせて一体化させた形でサブシーウェルヘッドの真

上に接続する。この一体化させたBOP群をサブシーBOPスタックという。
＊18：サブシーBOPスタックから掘削リグまで連結されている大径のパイプを指す。ライザーパイプの外径は21”前後または16”であり、長さはさまざまなも

のが用意され、水深に合わせて全長を調節する。ビットから噴射された泥水は掘り屑（くず）とともにこのライザーパイプのアニュラスを通って掘削
リグ上に返される。
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テンショナー（riser tensioner）＊19、サ
ブシーBOPコントロールシステム

（subsea BOP control system）＊20など
がある。
　大水深用のサブシーウェルヘッド
は、浅水深用のものと比べ、長大なラ
イザーパイプによる応力が許容できる
強度と、多段のケーシングが設置でき
る機構が必要である。
　サブシーBOPスタックは、特にDPS
が装備されている掘削リグの場合には
特別な考慮が必要となる。DPS掘削リ
グの定点保持の喪失に備え、いかなる
時点でもライザーパイプの緊急離脱を
可能とする機構が必要になる。具体的
には、13-3/8”程度までのケーシング
の切断を可能とするスーパーシアラム
BOP（super shear ram BOP）＊21の装
備が必要であることから、ラムBOP
が従来標準の４基より１基増え、最低
５基必要となっている（図6）。最新
鋭の大水深用掘削リグの中で、ラム
BOP６基、アニュラーBOP２基、総
重量約400トン（空中重量）という巨
大サブシーBOPスタックが装備され
たものもある。
　ライザーパイプは、要求される強度
を確保するために管体の肉厚が厚くな
るほか、コネクター強度も増大し、管
内圧力や掘削リグの動揺を含むダイナ
ミックな荷重に耐えられるよう設計さ
れている。
　ライザーテンショナーも、ライザー
パイプに掛けるべき張力に合わせて容
量が大きくなっている。従来はワイヤ
ラインによる間接的な機構のみであっ
たが、油圧ピストンを直接ライザーパ
イプに作用させるダイレクト式テン
ショナーも導入されている。
　サブシーBOPコントロールシステ

ムは、BOPの迅速な操作を可能にす
るために、従来の全油圧式に代わって
電子制御油圧式（EH-MUX：electro 
hydraulic multiplex control system）
が装備されている。また、同システム
を用いて海底部のデータモニタリング
や各種自動緊急操作が可能になってい
る。DPS掘削リグの場合、定点保持喪
失の緊急時には、秒単位の短時間でサ
ブシーBOPからライザーパイプを安
全に切り離す必要があるため、ライ
ザーテンショナーとサブシーBOPを
組み合わせた高度な制御が、同システ
ムに要求される。
　大水深でのサブシーシステムの運用
にはROV（remo t e l y  o p e r a t e d 
vehicle）＊22が不可欠であり、近年の
ROV高性能化が大水深掘削操業の重
要な役割を果たしている。

（e）掘削リグ上の掘削機器
　掘削リグ上に装備される各種掘削機
器に関する大水深対応のための要求
は、大型化・大容量化および機械化・
自動化に集約される。
　長大なライザーパイプをはじめとす

るサブシーシステムのためのハンドリ
ング機器、泥水ポンプをはじめとする
泥水循環のための機器やパイプライン
などは、そのすべてが重量・容量のよ
り大きなものに変わってきている。
　また、従来３本つなぎのドリルパイ
プスタンドを４本つなぎにできる櫓

やぐら

の
高さに変更し、かつパイプのハンドリ
ングを機械化・自動化することによっ
て、揚降管作業の効率化および安全性
の向上が図られている。

（f）掘削リグの位置保持
　大水深用の掘削リグは、DPSが主流
になってきているが、アンカーによる
係留も依然有効なオプションである。
　掘削リグ市場の問題だけではなく、
定点保持の信頼性に優れたアンカー係
留方式の掘削リグが選定されるケース
は多々ある。アンカー係留方式の掘削
リグは大水深対応のためのアップグ
レードが施されたものがほとんどであ
り、大水深での係留を可能にするため
に高把

は

駐
ちゅう

力
りょく

アンカー、高強度合成素材
の軽量係留索、アンカー・係留索の事
前設置（pre-set mooring）＊23など、

＊19：ライザーパイプの自重、ライザーパイプ内の泥水の重量、潮流などによる外力に見合った上向きの力で、ライザーパイプを吊り上げるための機器。
＊20：サブシーBOPスタックを制御するための装置を指す。電気信号や流体圧力を介して、BOP（防噴装置）および各種バルブ等を作動させる。
＊21：BOP（防噴装置）の種類の一つで、9-5/8”または13-3/8”サイズのケーシングパイプを切断できるように開発された特殊なもの。一般的なシアラムBOP

はドリルパイプの切断に限定される。
＊22：有索水中自航式無人潜水機をROVという。水深が深いために、人が潜水して作業を行うことが困難な場合にROVを使用する。ROVには、推進操縦、照 

明、テレビカメラ、作業用のマニピュレーター（メカニカルの腕）などが付いており、海上からのケーブルを通してROVを操作する。
＊23：アンカー（anchor）および係留索（ワイヤロープやチェーンなど）を使用して位置保持を行うセミサブ型掘削リグでは、通常掘削ロケーションに到着

してからアンカー設置のための作業を開始する。プリセットムアリングは、掘削リグが掘削ロケーションに到着する前にアンカー設置作業を終了して
おく方法を指す。この方法を採用することにより、掘削リグはロケーション到着後、事前設置したアンカーと係留索を接続するのみの作業となるため、
作業時間を短縮することができる。
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図6 大水深用サブシーBOPスタックの構成例

出所：JDC
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さまざまな工夫がなされている。
　一方、DPS掘削リグは大型化・大容
量化だけではなく、あらゆる面で冗長
性の追加が施されて、信頼性が増して
いる。

（g）安全管理・環境保全
　大水深での掘削作業は、浅水深掘削
に比べて安全管理や環境保全上、より
問題が大きいと考えられる点が幾つか
ある。いったん事故が起これば、大水
深の場合、そのインパクトもさらに大
きくなる。たとえば、DPS掘削リグの
定点保持システムやライザーパイプの
緊急切り離しシステムの不具合による
海洋汚染、大型化し重量の増した掘削
資機材による人身災害などである。事
故によるダウンタイムは、大水深の場
合、非常に高価なものになる。
　それらのリスクに対しては、ハード
ウェアに高い冗長性を求めること（特
にDPSやBOPコントロールシステム
など）、危険作業から人間を遠ざける
こと（ドリルフロアのパイプハンドリ
ングの機械化・自動化）、体系的なリ
スク管理を日常のものとすること、な
どにより対処している。

（h）作業時間短縮に関する技術
　直接の大水深掘削技術とは言えない
ものも含まれるが、作業時間の短縮に
よるコスト削減を目指す技術を幾つか
紹介する。
◦ デ ュア ル アクティビ ティ（ d u a l 

activity）
　大水深掘削では、掘削リグから海底
のウェルヘッドまで距離が長いため、
パイプ類を坑井にアクセスさせる場合、
まずパイプが海底面の坑口にたどり着
くまでに時間を要する。掘削リグの
デュアルアクティビティはそのような時
間の削減を動機として開発されたもの
である。ドリルフロアに主副二つの掘
削装置を持ち、一つの坑井の掘削作業
のために複数の仕事を並行して進める
能力を持たせることを指す。
　デュアルアクティビティにも同時並行
で実施可能な仕事の内容によって幾つ
かのレベルがある。掘削作業中同時に
パイプのスタンド組み立てのみが可能
なレベルから、全く同じ掘削設備を２
セット持ち、掘削開始からライザー設
置に至る期間両者を使い分けて可能な
限りの時間を節約するレベルまでさま
ざまなバリエーションが存在する。後
者のレベルでは、特にフィールド開発

など連続して複数の坑井にアクセスす
る場合にさまざまな応用が可能である。
◦ウェルヘッド関連ツール
　ケーシング設置後や定期的なBOPテ
ストでは、ウェルヘッドに頻繁にウェル
ヘッド関連ツールをアクセスさせる必
要が生じる。浅水深では大した時間に
はならないが、大水深ではツールの揚
降に水深に応じた長い時間がかかるこ
とになる。そのため大水深用のウェル
ヘッド関連ツールでは、一つのツール
に複数の機能を持たせ、ウェルヘッド
作業のためのパイプ揚降を最小限に抑
えようという工夫が見られる。
◦生産試験・坑井仕上げ関連技術
　最近、坑井サービス各社より、掘削
中に生産試験を簡便に実施可能にする
ようなツールが相次いで紹介されてい
る。また、少ない揚降管回数での坑井
仕上げを可能とするシステムも、競う
ように紹介されている。これらは必ず
しも大水深坑井のみを対象に開発され
たものではないが、前述のように、大
水深坑井では作業時間の短縮がコスト
の削減に強いインパクトを持っている。
したがって、いずれのサービス会社や
メーカーも大水深坑井に適した技術で
あるとして紹介している。

　大水深掘削作業を、より安全に、よ
り経済的に実行するため、これまでさ
まざまな技術開発が行われ、実際の
フィールドに適用されてきた。
　ここでは、過去10年間の中で特に注
目すべき大水深掘削関連技術を取り上
げて、それぞれを解説する。ただし、
ここで紹介する技術の幾つかは、大水
深掘削に適用することを直接目指した
ものではなく、陸上および海洋の掘削
作業全般に適用するための技術として
開発されたものも含まれる。

（1）SX Drilling

　UNOCAL社は、インドネシアやタ
イの大水深海域の探鉱プロジェクトに

“SX Drilling（saturation exploration 
drilling）”と名付けた手法を使って、
100坑以上の試掘井の掘削コストの大
幅な削減に成功した。
　このSX Drillingでは、試掘井の掘削
目的は油・ガス発見のための作業であ
ると強く認識し、掘削計画の立案にあ
たっては生産テストや坑井仕上げなど
の作業を考慮せず、掘削作業全体が

オーバースペックにならないようにし
ている。
　具体的な手段として、アンカー係留
方式のセミサブ型掘削リグに改造を施
し、サブシーBOP（海底設置型BOP）
ではなくサーフェスBOP（船上設置
型BOP）を装備するとともに、一般
の13-3/8”ケーシングパイプをライザー
パイプとして使用している（図7）。  
また、貯留層性状や生産性の評価のた
めにはドリルステムテスト（DST： 
drill stem test）＊24が有効であるもの

4. 新しい技術との融合

＊24：ドリルパイプなどのドリルストリングを用いて、裸坑あるいはケーシング内で行う油・ガスの産出試験をいう。地層流体の確認、産出能力の把握、地
層圧力・温度の測定等に関する調査を目的として行われる。坑内機器としてパッカー、ダウンホールバルブ、坑井圧力測定器等がドリルストリングに
接続され実施される。このほか、地表にはセパレーター、バーナー等からなる簡易生産施設を設置し産出流体の処理を行う。



55 石油・天然ガスレビュー

TACT SYSTEM

K Y M C

特集：深海へ向かう世界の石油・天然ガス開発事業　掘削分野の技術革新─水深3,000mを克服

の、その作業コストが高いので、ワイ
ヤラインフォーメーションテスター

（Schlumberger社のMDT：modular 
formation dynamics tester等）のデー
タを多数取得し、それに基づいて綿密
なDST計画を立て、最小限のDST作
業を実施している。
　これらの具体策によって掘削作業日
数が短縮できるため、掘削コストの低
減にたいへん有効である。UNOCAL
社はSPE（Society of Petroleum 
Engineers）の論文番号59404で、1996
年からインドネシアの東カリマンタン
海 峡 の 大 水 深 海 域 （ 水 深 1 , 4 0 0 ～
3,400ft）において、前述の手法で探鉱
プロジェクトを実施し、商業ベースの
炭化水素集積フィールドを２カ所発見
したと報告している。
　大水深掘削作業において、海底面に
坑井制御装置を持たないサーフェス
BOPを用いたSX Drillingについては、
UNOCAL社が既に実フィールドで適
用してきた。しかしながら、この手法
を適用する海域の条件によっては、緊
急時の坑井制御とライザー切り離しシ

ステムを装着しない
限り安全性の確保が
難しいケースがあ
り、Shell社などは
サブシー機器メー
カーであるCooper 
Cameron社が技術
開発した海底面に設
置する緊急離脱シス
テ ム （ s e a b e d 
disconnect system）
を採用している。
　 G e o p r o b e r 
Drilling社はSPEの
論文番号92560で、
大水深におけるスリ

ムホール掘削の新しい技術として、緊
急 用 の シ ャ ッ ト オ フ 機 能 （ G e o -
SOSTM：Geoprober shut off system）
を有するサブシー装置、サーフェス
BOP、ケーシングドリリングを組み合
わせたシステムについて紹介している。
　このGeo-SOSTMは、13-5/8”のシアラ
ム B O P を メ イ ン と す る サ ブ シ ー
シャットオフ装置、13-3/8”ケーシン
グパイプ、7-5/8”ケーシング（ライ
ナー）ドリリング編成で構成され、ワ
ントリップで7-5/8”ケーシング（ライ
ナー）を降下・設置するシステムになっ
ている。緊急離脱が必要な場合には、
下段のシアラムBOPが7-5/8”ケーシン
グ（ライナー）ドリリング編成を切断
し、上段のシアラムBOPで坑井を
シャットインする。各サブシー機器は
アコースティックコントロールシステ
ム（acoustic control system）＊25によっ
て制御される。

（2）ケーシングドリリング

　従来の坑井掘削作業では、ドリルス
トリング（ドリルカラー、ヘビーウォー

ルドリルライプ、ドリルパイプ等）を
使用して目的深度まで掘削した後、使
用していたドリルストリングをいった
ん地表に全部揚管（回収）してから、
ケーシングパイプまたはライナーパイ
プを降下・設置している。
　これに対して、ケーシングドリリン
グまたはライナードリリングと呼ばれ
ている手法は、ケーシングパイプまた
はライナーパイプを使用して、掘進し
ながら目的深度に到達させてケーシン
グやライナーをそのまま設置する。こ
の手法の優位性に関しては、以下が挙
げられる。
◦ 坑井掘削にかかわる作業時間の短縮

とコスト削減
◦ 不安定な地層（崩壊層・出水層・逸

泥層等）の存在や時間経過などに伴
う坑内状況の悪化によって生じる、
ケーシングまたはライナーの降下・
設置失敗の解消やリスク回避

　ケーシングドリリングのコンセプト
は、スリムホールドリリング（slim 
hole drilling）＊26技術に由来する。スリ
ムホール掘削では、通常ドリルロッド

（drill rod）と呼ばれる肉薄のドリル
パイプが使用され、目的深度まで掘削
後、そのままドリルロッドをケーシン
グとして設置することが一般的に行わ
れていた。その後、ワイヤラインに
よって、ビットあるいはインナーコア
バーレル（inner core barrel）＊27を回
収するシステムが開発された。揚降管
作業が少なく連続的な掘削が可能とな
り、ケーシングドリリングへと発展し、
スリムホールを前提としたケーシング
ドリリングが最初に商業化された。
　1999年から「Casing DrillingⓇ」の
登録商標でフィールドサービスを開始
したTESCO社が実績を積み重ね、そ
のメリットを宣伝するにつれて、ケー

13-3/8”ケーシングパイプ
海面

掘削リグの動揺（ヒー
ビング）を吸収するた
めのテンションシステム

13-5/8”サーフェスBOP

図7 セミサブ型掘削リグに
サーフェスBOPを設置した時の概念図

出所：JDC

＊25：音響信号による無線の遠隔制御システムをいう。電気信号や流体圧力を用いた有線の遠隔制御システムのバックアップシステムとしても利用されている。
＊26：石油開発業界でのスリムホールとは、一般的に坑径が６”程度以下の穴（坑井）を意味し、坑井の最終坑径を小径化した坑井をスリムホール坑井という。

スリムホールドリリングでは、掘削コスト削減のために、従来よりも小径のケーシングを用い、坑径も小径化しているため、坑壁とストリングのクリアラ
ンスが小さく、アニュラスの圧力損失が大きくなる。また、小径のストリングを使用するので、その強度が小さく、トルクなどに制限を受ける。

＊27：通常のコアリングツールはアウターとインナーの二重管構造であり、インナーコアバーレルの中にコアサンプルが収まるように設計されている。
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シングドリリングは石油開発業界で広
く知られるようになっていった。現
在、TESCO社、Hughes Christensen
社、Weatherford社がケーシングドリ
リング／ライナードリリング・システ
ムのフィールドサービスを行ってお
り、それぞれ特徴を持ったシステムを
ユーザー（石油開発会社）に提供して
いる。
　TESCO社のシステムは、ケーシン
グパイプ下端内部に装着する掘進編成

（BHA：bottom hole assembly）をワ
イヤラインで回収するシステムであ
る 。 H u g h e s  C h r i s t e n s e n 社 と
Weatherford社のシステムは、ケーシ
ングあるいはライナーのパイプ先端部
にビットを接続し、地上のトップドラ
イブシステムでケーシングパイプを回
転させて掘進するシステムである。
　後の２社のシステムは非常にシンプ
ルであるため、信頼性の面では優位で
あるが、ケーシングビットの交換がで
きず、傾斜掘りやLWD検層などのた
めのツールスを組み込むこともできな
いので、オプションに乏しいシステム
と言える。
　TESCO社のCasing DrillingⓇは、実
績だけで既に220坑井（2005年11月時
点）に達しており、他の２社を含め事
例は近年急速に増加している。ただ
し、適用事例は既発見の油・ガス田が
ほとんどであり、近傍坑井の地質デー
タに基づいたスタディによるケーシン
グドリリング技術の採用と考えられ
る。
　Santos社は2002年末に、サーフェス
BOPが装備できるセミサブ型掘削リグ
を使用して、インドネシアのジャワ島
北方のMadura海峡（水深69m）で
Weatherford社のDwCTMシステム（図8）
によるケーシングドリリングを行い、
成功した。これはフローター（floater：
浮遊式掘削リグ、セミサブ型とドリル
シップを指す）からケーシングドリリ
ングを行った世界初の事例であり、さ

らにサーフェスBOPが採
用されたということでも画
期的である。フローターか
らのケーシングドリリング
は、コストを削減する手段
としてどのフィールドでも
活用できるが、特にリグ
レートの高い大水深におい
て有効である。
　１坑目は18-5/8”サブシー
BOPを装備したセミサブ
型掘削リグにより掘削さ
れ、２坑目にケーシングド
リリングが行われた。パイ
ロ ッ ト ホ ー ル の 掘 削 と
13-3/8”ケーシングの作業
リスクを最小限に抑えるため、水深
69mの海底部にはテンポラリーガイド
ベースが設置された。この坑井は30”
ケーシングが省略され、最初にテンポ
ラリーガイドベースを通して8-1/2”パ
イロットホールが270mまで掘削され
た。これによりシャローガスが存在し
な い こ と を 確 認 し て い る 。 次 に
Weatherford社の17-1/2”Drill ShoeTM 
Ⅱが13-3/8 ”（72#，N-80）ケーシング
に接続され、深度270mまでケーシン
グドリリングが実施された。ケーシン
グドリリングを採用することにより、
トリップやケーシング降下作業中のブ
ローアウトリスクから開放された。
　サーフェスBOPの直下は、ウェル
ヘッドコネクター（H4コネクター）を
介して13-3/8”ケーシングライザーと
接続する。13-3/8”ケーシングライ
ザーはNSCCスレッドのP-110が使用
され、海底面から下はバットレスス
レッドのN-80が接続された。
　フローターでサーフェスBOPを使
えば、海底面にBOPを設置しないた
め、海底面の土質強度が不足する場合
に利点を発揮すると同時に、BOPお
よびマリンライザー関連作業が著しく
短縮できる。フローターにおいて、
サーフェスBOPとケーシングドリリ

ングの利点を組み合わせた結果、約
100万ドルのコスト節約ができたと
2003 World Oil Casing Dri l l ing 
Technical Conferenceの論文番号
WOC D-0307-01で報告されている。

（3）エクスパンダブルチューブラ

　1990年代後半には大水深用の海洋掘
削リグが多数建造され、探鉱開発エリ
アはより水深の深い海域へ進んでいっ
た。大水深海域では、地層圧と地層破
壊圧の差が小さくなり、さらにシャ
ローウォーターフローなどの新たな掘
削障害が発生し、その結果ケーシング
段数の増加などをもたらした。また、
既存生産井での採油増進技術の適用に
よる生産期間の延命（長期化）、陸上・
海洋を問わず、油・ガス田の開発エリ
アの拡大によるサワー環境下の増加な
どでケーシングパイプのトラブル（応
力腐食割れ等）も多くなっていった。
　これら技術課題に適用でき、掘削コ
ストやワークオーバーコストを低減す
るためにさまざまな技術開発が行わ
れ、実用化された新規技術が実際の
フィールドに適用されてきた。エクス
パンダブルチューブラ（expandable 
tubular）技術もその一つである。
　この技術は、自動車のフレーム加工

DrillShoe™  :  Drillable Casing Bit

図8 Weatherford社の
Drilling with Casing（DwC™）

出所： Weatherford社提供プレゼンテーション資料からの抜粋, 
December 2005
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における伸張技術が応用されたものだ
と言われており、石油坑井に適用でき
るように新しく開発された特殊機構・
ツールを用いてケーシング（ライナー）
および仕上げ用のスクリーンなどのパ
イプ径を拡張する技術である（図9）。
　すなわち、これは冷間引き抜き、常
温引き伸ばしと同じ技術であり、鋼材

（パイプ）を坑内で塑性変形させ、加
えた応力を開放し弾性材料に戻した鋼
材（パイプ）を使用する技術である。
したがって、塑性を受けた鋼材（パイ
プ）の加工硬化も期待できる。
　従来のハンガー／パッカー（hanger/
packer）＊28技術を用いた場合には、新
たに設置しようとするパイプ径がかな
り小さくなってしまうために、最終目
的を達成するのにコストが増大した
り、最終目的を達成できなくなったり
することもある。
　これに対して、エクスパンダブル
チューブラ技術を用いた場合には、新
たに設置しようとするパイプ径は目的
に合わせてほとんど小さくすることな
く適用できるため、その用途は広く、
最終目的であるコスト低減を可能にす
る技術と言える。エクスパンダブル
チューブラ技術は、既存坑井の再利用、
坑井デザインの拡大、坑井のスリム化
などが実現可能であり、その代表的な
用途は以下のとおりである。
◦損傷ケーシングの補修
◦トラブル区間の隔離
◦ライナーの新しいセット手法
◦ 新しい設置コンセプトに基づく坑井

仕上げ用サンドスクリーン
◦ モノボア坑井（monobore well）＊29

の実現
　坑井仕上げ用のサンドスクリーン以
外は、ソリッドタイプのエクスパンダ

ブルチューブラを使用する。この技術
進歩によって、将来、完全なモノボア
坑井が実現されれば、この技術を推進
しているエンジニアの究極的な目標を
達成できたことになる。
　 現 在 、 E n v e n t u r e  G l o b a l 
Technology社、Baker Oil Tools社、
Weatherford社の３社が、エクスパン
ダブルチューブラのフィールドサービ
スを行っている。
　当社（日本海洋掘削株式会社）の第
３白竜（現“NAGA１”、セミサブ型
掘削リグ）では、マレーシア領海内の
2004年稼働（水深は80m、オペレータ
はPCSB社）においてEnven ture 
G l o b a l  T e c h n o l o g y 社 の S o l i d 
Expandable Tubular（SET™）シス
テムを使用する機会があり、11-3/4”x 
13-3/8”OHL™（openhole liner）26本
の設置作業に成功した経験がある。

（4）デュアルデンシティドリリング

　大水深における掘削は、地層破壊圧
勾
こうばい

配が低く、孔隙圧力が高いため、結
果的にケーシングストリングは短い区
間に数多くのサイズが必要となる。
ケーシングの数は、ウェルヘッドのサ
イズによって限界があり、掘削深度を
制約する。最終的には、目的深度まで

の到達あるいは十分な生産量を得るこ
とが困難となる問題が生じる。
　これらの大水深環境の特異性から遭
遇する掘削上の諸問題を解決する技術
として、デュアルデンシティドリリン
グ（dual density drilling）あるいはデュ
アルグラディエントドリリング（dual 
gradient drilling）と称する掘削手法
が注目されている。
　メキシコ湾の大水深掘削では、地層
破壊に対して泥水圧力勾配を維持する
ため、サーフェスケーシングのサイズ
を36”、32”、26”、20”の４段階で考える
ケースがあった。しかし、十分な最終
ケーシングシューの地層強度が得られ
ないケースもあり、高孔隙圧力に必要
な泥水比重を維持するためには、さら
に、複数のケーシングを必要とした。
　初期の大水深掘削では、しばしば泥
水のリターンがない状況や、ケーシン
グパイプ設置深度直下の地層破壊圧の
値に対してマージン（余裕）なしでキッ
クが起きるまで掘削するという状況が
生じた。このため、掘削深度に制約が
あった。これは、大水深掘削の長期的
な解決策として満足できるものではな
い。
　こうした課題を解決する最も一般的
な方法は、海底面から掘削リグ上まで

＊28：ハンガーは、ライナーをケーシングに保持（吊り下げる）させるための機構。ライナーを保持させるためスリップが取り付けられており、メカニカルある
いはハイドロリックでスリップを利かせる。パッカーは、ライナーハンガーとケーシング間の気密を保持（圧力保持）させるための機構。（「ライナーハン
ガー」を参照されたい。）

＊29：モノボア坑井の概念は、坑口から坑底まで口径を変えず（落とさず）に同一のサイズのケーシングを使用して掘削する坑井のことをいう。現在では、鋼
管の冷間引き抜き・常温引き伸ばしによりケーシングを塑性変形させて、必要な内径および外径に伸展させるエクスパンダブルチューブラ技術を利用し
て議論されることが多い。エクスパンダブルチューブラ技術はケーシングハンガーを使用しないため、同一サイズのケーシング設置が期待されるが、当
該技術を利用したモノボア坑井はいまだ実現していない。

図9 Weatherford社のエクスパンダブルチューブラの概念図

出所：Weatherford社提供プレゼンテーション資料からの抜粋, December 2005
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の水頭圧を減少させることであり、地
層に加わる圧力をライザー内の泥水柱
圧力から分離することである。掘削深
度（坑底）から地表まで同一比重の泥
水を使う従来の掘削法に対し、より適
切な圧力プロファイルを得るために、
坑内に比重の異なる２種類の比重を有
する泥水を使う掘削法をデュアルデン
シティドリリング、あるいはデュアルグ
ラディエントドリリングと呼んでいる。
その優位性は、以下のとおりである。
◦ ケーシングストリングの段数を軽減

できる。
◦ シャローウォーターフロー層に起因

する掘削障害の解決策として有効で
ある。

◦ ケーシングにかかわる作業時間の短
縮と全体コストの削減が可能である。

◦ プロダクションケーシングの大口径
化が可能で、生産量の増加が期待で
きる。

◦掘削能力および稼働海域の拡大。
◦ 掘削リグのデッキロードとデッキス

ペースに優位に働く。
　デュアルデンシティドリリングの基
本概念は、坑井内の海底部に、海水に
よる水頭圧のみが作用する状況をつく
り出すことである。概念図を図10に
示す。将来の泥水柱圧のラインが、孔
隙･地層破壊圧ラインと急角度で交差
していることがわかる。
　急な傾斜の従来型ラインのケーシン
グ設置ポイント（①～②）は、デュアル
デンシティのライン（①～③）と比べて
極めて短く、逸泥や坑井侵入流体を防
止するためにケーシングをセットしな
ければならない。デュアルデンシティ
のラインは、孔隙圧と地層破壊圧のラ
インの傾斜角に近い。つまり、デュア
ルデンシティでは、目的深度まで、少
ないケーシング数で大きな径のケーシ
ングを入れることが可能になる。
　デュアルデンシティ（２種類の比重）
をつくり出すためには、坑内から海底
に戻ってきた泥水を掘削リグ上に戻す

ため、海底にポンプを設置する必要が
ある。これはサブシーマッドリフトポ
ンプ（subsea mud lift pump）と呼ば
れ、機械的に泥水リターンラインを坑
井アニュラスから隔離させ、坑井のア
ニュラス上の圧力を海水の水頭圧と同
じに維持させる。すなわち、リターン
泥水が海底に到達すると、ライザーパ
イプのアニュラスではなく、海底に設
置されたポンプによって分岐され、別
のライザーを通ってリグ上に戻され
る。
　したがって、海底上部の重い泥水は
このポンプによって坑内と分離される
ことにより、この重い泥水圧が裸坑部
に影響しないように分離される。海底
面下の水頭圧には重い泥水の静水圧が
キャンセルされ、坑内に作用する泥水
比重は地層圧を抑えるのに必要十分な
値を維持できることになる。
　デュアルデンシティドリリングに関
する技術開発は、以下に示す三つの共
同プロジェクトが有名であり、1996年
頃から開始された。
◦ サブシーポンピングシステム：

Shell E&P CO.
◦ デュアルグラディエントドリリング

システム：Arco, Mobil, Chevron, 
BP Amoco, EEX, Baker Hughes

◦ サブシーマッドリフトシステム：
Conoco ,  BP Amoco,  Chevron, 

Texaco, Hydril, Schlumberger
　この三つのプロジェクト以外には、
Petrobras社とルイジアナ州立大学と
の共同プロジェクトがある。デュアル
デンシティドリリングとは別の方法と
して、ライザー内の掘削流体に窒素を
送るガスリフト方式の技術開発を行っ
ており、その実現性や経済性に関する
検討結果を公表している。
　現在までに、フルスケールの機器を
製作して実証実験を行ったという報告
はかなりあるが、いずれのシステムも
完全な商業化には至っていない。

（5）その他の技術

（a）SBM（synthetic oil base mud）
　掘削作業では、油層障害を防ぐ手段
として、オイルベース泥水（oil base 
mud）が古くから使用されてきた。最
初は軽油ベース泥水が広く使われてい
たが、1980年代に環境問題が取りざた
されるようになってから、低毒性ミネ
ラルオイルベース泥水が出現した。
1990年代には環境問題が一層厳しくな
り、合成油ベース泥水（SBM）が開
発されて、北海やメキシコ湾などで広
く使用されるようになった。
　米国環境庁によれば、synthetic oil
とは「Syn t h e t i c  ma t e r i a l  n o t 
o c cu r r i ng  n a t u r a l l y  wh i ch  i s 
synthesized from pure components 

地層破壊圧

圧力

孔隙圧

海水柱圧

深度

従来の掘削方法の泥水柱圧のライン

デュアルグラデンシティの泥水柱圧のライン海底面

①

②
③

海面

図10 デュアルデンシティドリリングの概念図

出所：JDC
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with known compositions」（編集部
訳：既知の組成による純粋な成分要素
から合成された、自然発生ではない合
成物質）と定義されている。軽油およ
びミネラル油は毒性のある芳香族化合
物を含んでいるが、synthetic oilには
含まれていない。
　一般に、合成油ベース泥水は非常に
高価であるが、環境問題から今後も世
界各地で使用されるであろう。

（b）アンダーバランスドリリング
　通常の掘削作業では、掘削泥水の比
重によって坑底に加わる圧力が地層圧
よりも高くなるように保ち、坑内に浸
入する流体を防ぎながら掘削するが、
逆に坑内流体（掘削泥水）が地層中に
浸入して貯留層にダメージを与える
ケースが多い。アンダーバランスドリ
リング（underbalanced drilling）は、
掘削泥水による貯留層への悪影響を最
小にすることができ、かつ掘進率を飛
躍的に向上させることができる利点が
あるため、陸上および海洋（プラット
フォームやジャッキアップ型掘削リ
グ）の生産井の掘削作業で適用されて
きた。アンダーバランスドリリング
は、前述のように近年MPDに分類さ
れることもある。
　海洋での油ガス田がより水深の深い
海域へと広がるにつれて、海底仕上げ
も増加している。アンダーバランスド
リリングをセミサブ型掘削リグで使用
する場合はフローターに適用できるよ
うに工夫されたシステムが必要であり、
フローター用のシステムの商業化が待
たれていた。このニーズに応える形
で、Weatherford社はRiser CapTMシス
テムを商業化した。このRiser CapTMシ
ステムは、ローテイティングコントロー
ルヘッド（RCH：rotating control 

head）＊30、RCH制御・駆動ユニット、
三相セパレーター（ガス、油、カッティ
ングスの分離）で構成されている。

（c）特殊コアリング
　わが国周辺に相当量の賦存が期待さ
れるメタンハイドレートについて、エ
ネルギー資源としての利用を図るた
め、経済産業省は2001年７月19日に「我
が国におけるメタンハイドレート開発
計画」を公表し、フェーズⅠ、フェー
ズⅡ、フェーズⅢの段階的なアプロー
チによる16年間全体の研究基本計画を
明らかにした。その後、2002年１月か
ら「MH21」という略称で呼ばれてい
るメタンハイドレート研究が本格的に
開始されたことは広く知られている。
　天然のメタンハイドレートは、極地
に近い地域の永久凍土層の下や水深
500mを超える大水深海域の海底面か
ら数百メートルの地層中に存在してい
る。メタンハイドレートは、一定範囲
の低温・高圧の環境下（メタンハイド
レート安定領域）において、氷状の固

体で存在し得る。したがって、「天然
メタンハイドレート本来の諸物性を知
るために、メタンハイドレートを分解
することなく、原位置（in-situ）の温
度と圧力を保持したままコアサンプル
を地上まで回収してほしい」というメ
タンハイドレート研究者からの要請が
ある。これに応えるには、コアリング
ツールに圧力と温度の保持機構を持た
せることが必要となり、“Pressure 
T e m p e r a t u r e  C o r e  S a m p l e r

（PTCS）”と名付けられた特殊コアリ
ングシステムが開発された（図11）。
このPTCSは、ワイヤライン作業によ
りインナーコアバレルを降下・回収で
きる。
　南海トラフ海域におけるメタンハイ
ドレートの産状把握や資源量算定に資
するために実施された平成15年度基礎
試
し

錐
すい

「東海沖～熊野灘」では、静岡県
の沖合の東海沖エリアと第二渥美海丘
エリア、三重県・和歌山県の沖合の熊
野灘エリアを調査対象とし（水深：
722～2,033m）、ライザーレスドリリ

＊30：アンダーバランスドリリングを実施する際に使用する機器。坑井のアニュラス部を密閉しながらドリルストリングの上下動および回転を許容できるように
設計されている。最大使用圧力は500psi前後である。

＊31：セミサブ型掘削リグなどを使う海洋石油掘削では、通常ライザーパイプを用いるが、科学調査などの目的の坑井（こうせい；穴）掘削ではライザーパイ
プを使用しないケースも多々ある。また環境条件からライザーパイプを使用しないケースもある。このようにライザーパイプを使用しない掘削手法をラ
イザーレスドリリングという。

3,500psi（24.1MPa）
約11.5ft（約3.5m）
2-5/8"（66.7mm）

5-11/16"（144.5mm）
2-3/4"（69.9mm）

インナーコアバレル

コア

全長
外径
外径最大
内径
圧力容器耐圧
採取最大長
採取最大外径

特徴 ・ワイヤラインでのインナーコアバレルの降下・回収
・ボールバルブによる圧力保持機構
・二重管インナーチューブによる断熱効果
・レギュレーターによる圧力補償システム
・センタービット機構

Running Tool

Inner Tube Latch

Ball Valve Latch
Pressure Regulator

Sleeve Valve
Separator Piston

Outer Barrel

Sample and Drain Port

Upper Seal
Ball Valve Operator

Protection Spring

Running Collet
Landing Sub

Sealed Heavy Duty Bearing

Nitrogen Reservoir Seal Sub

Core Catchers

Core Bit

Ball Valve

Insulated Inner Tube with
Temperature Sensors

Temperature & Pressure Recorder

24.4ft（7.4m）
5-1/2"（139.7mm）

図11 Pressure Temperature Core Sampler（PTCS）の概念図

出所： JOGMEC 技術センター年報 平成15年度 第２編 V-D-2 ②PTCSの改良 201頁からの抜粋, 
August 2004



602006.9 Vol.40 No.5

TACT SYSTEM

K Y M C

アナリシス

ング（riserless drilling）＊31手法で合計
32本の坑井が掘削された。そのうち
PTCSによるコアリングは、東海沖エ
リアの４坑井と第二渥美海丘エリアの
２坑井の計６坑井で行われた。その６
坑井におけるPTCSのコアリング回数
は合計82回（コアリング長203.5m）で、
採 取 さ れ た コ ア サ ン プ ル は 合 計
161.3m（平均コア回収率：79.3%）で
あり、PTCSの有効性が実証された。

（d）TL（technical limit）
　Shell社およびBP社は、「掘削前の段
階で徹底的に事前調査やスタディを実
施し、掘削リグの大改造や作業実施方
法の大胆な変更などを必要に応じて行
い、最高効率のオペレーションを成し

遂げ、技術限界（TL：techn i ca l 
limit）を目指す」という考え方を導入
し、掘削日数の短縮を達成して掘削コ
ストの削減に成功している。
　TLを実践するための具体策は以下
のとおりである。
◦坑井計画の最適化

近傍坑井の状況、問題点の原因、使
用掘削リグの能力、最新の理論・技
術などの情報を十分に整理・分析し、
トラブル原因の認知方法や対策まで
盛り込んだ掘削計画を立案する。こ
れによって、実作業時のロスタイム
をなくし、掘削作業全体の最適化を
目指す。

◦エンジニアリングに基づいた掘削
泥水循環量の最大化、必要最低限の

泥水比重、ソリッドタイプのビット
の積極的な採用など、掘削に関する
エンジニアリング・スタディを徹底
的に行い、平均掘進率を最大化する
とともに、ビット交換の頻度を最小
化する。これによって、通常は避け
られない掘進以外の作業時間（ドリ
リングチャートの水平部分）を限界
まで減らす。

◦掘削記録の書式統一と情報共有化
体系的なプロジェクトマネジメント
を推進するとともに、新技術やエン
ジニアリングスタディに基づく改善
提案を積極的に実践できるような体
制を整備し、継続的な効率向上を目
指す。

　米国の石油開発業界誌「Offshore 
Magazine」の2006月７月号の“2006 
Worldwide Survey of Deepwater 
Drilling Rigs”によると、最大稼働水
深が3,500ft（約1,000m）以上の海洋掘
削リグは101基に達している。内訳は、
セミサブ型掘削リグが70基（62%）で、
ドリルシップが31基（38%）になって
いる。また現在、建造中の大水深用掘
削リグも数基あり、増加傾向は変わっ
ていない。
　昨今の原油価格の急騰および価格高
止まり予測により、大水深海域での探
鉱開発活動が加速しているため、水深
1,000mクラスの大水深掘削は特別な
ものではないという認識に変わりつつ
ある。
　しかしながら、本稿で紹介してきた
ように、大水深掘削を支えている要素
技術は非常に多岐にわたっており、浅
海で遭遇し得なかった技術的な課題あ
るいは浅海ではさほど重要視されな

かった技術的な課題も多数含まれてい
る。このため、従来の海洋掘削技術・
ノウハウを踏まえて各要素技術を発展
させる必要があった。1990年代後半よ
り最大稼働水深10,000ft（約3,000m）
級の大水深掘削リグが建造され、水深
3,000mクラスの大水深掘削は既に実
証されている。現在までのところ水深
3,000mクラスの掘削は実績に乏しい
ものの、原油価格の急騰などにより今
後は増えていくと見込まれる。
　一方、油ガス田の開発コストの中で
も掘削コストは大きな部分を占めるた
め、掘削コストの低減あるいは掘削作
業の安全性を高める努力が継続的にな
され、それらを実現可能な新規技術の
導入も進められてきた。
　大水深掘削は、陸上や浅海での掘削
に比べて、掘削コストが増加するため、
新しい技術の導入による掘削コスト低
減は非常に重要であり、さらなる技術
進歩が望まれる。

　近年の大水深油ガス田開発プロジェ
クトの急増によって、大水深掘削リグ
の市場は極めてタイトな状況にある。
掘削リグのデイレート（日割り傭船料）
の高騰をはじめとして、掘削関連の資
機材価格および各種サービス価格も急
騰している。それらの価格表は毎月更
新されるような状態であり、サプライ
ボート（supply boat）＊32やROVなど
の関連サービスも同様である。同時に
各種サービスのアベイラビリティや資
機材の長納期化も重大な問題となって
いる。このような現状から、大水深掘
削作業の実施に際しては、現在、技術
的な問題よりもロジスティクスの問題
のほうが大きくなってしまうケースが
多くなっていると考えられる。

＊ 文中に出てくる単位については、巻
末の一覧表を参照。

5. おわりに

＊32：掘削作業期間中、陸上基地（掘削資機材補給基地）と海洋掘削リグ間の資機材（燃料、セメント、調泥剤を含む）運搬用船舶を指す。
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