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1.　は じ め に

坑井健全性は，作井技術で最も重要な検討項目の１つで

あり，掘削，仕上げ，生産，そして廃坑までのライフサイ

クルを通して，地層流体の放出・漏洩リスクを減らすため

の技術的対策が必要となる。北海やメキシコ湾における高

圧貯留層の開発では，地盤の不安定化によりケーシングに

破損が生じ，坑井健全性が損なわれる事例が数多く報告さ

れている。本稿では，海外のケーシング破損の事例から導

き出された教訓を紹介し，ジオメカニクスの観点からケー

シング破損の対処方法などを紹介する。

2.　坑井健全性とジオメカニクス

ノルウェー領北海油田の坑井設計で広く用いられている

坑井健全性ガイドライン NORSOK D-010によれば，坑井
健全性とは，「坑井のライフサイクルにおいて，地層流体

の制御不能な流出リスク削減を目的とした，技術的，操業

的，組織的な解決法を適用すること」と定義されている

（NORSOK Standard D-010 rev.4, 2013）。坑井の健全性を確
保するには，地下流体や圧力を遮蔽するための適切なバリ

アの設置が重要となる。作井作業において，セメント，ケー

シング，シュートラック，ブリッジプラグ，パッカー，安

全弁，泥水などさまざまなものがバリア要素として用いら

れている。これらは坑井ライフサイクルで想定される圧力，

温度，荷重履歴などについてテストを行い，初めてバリア

として使用できる。一般的にはバリア要素の予期せぬ破損

なども考慮し，独立したバリアを二重で設置することが推

奨されており，一部地域では二重バリアが義務付けられて

いるところもある。

坑井のライフサイクルに渡り健全性を維持するために

は，坑井設計の段階から，さまざまな要因を考慮し仕様を

決定する必要がある。長期間の油・ガスの生産では，鋼管

の腐食・浸食や，坑内機器の故障，セメントの劣化などに

よる地層流体の地表流出リスクなどがあり，坑井改修によ

るウェルバリアの補修が必要となる場合もある。一方で，

圧密貯留層からの油・ガスの生産では，貯留層や周辺地盤

の応力・ひずみ状態が大きく変化し，坑井を取り巻く地下

環境が当初の想定から大きく変化し，想定外の応力がケー

シングに負荷されるケースもある。このような場合は，生

産に伴う地盤の変形といったジオメカニクス的要因を考慮

してケーシングや仕上げの設計を行うことが求められる。

3.　ジオメカニクスに関連したケーシング破壊

圧密貯留層に関連した最も重大な問題はケーシングの

破損である。多くのケーシング破損の事例が，Ekofisk 
field や Valhall field などの北海油田や Belridge field や
Wilmington fieldなどの米国カリフォルニア州の油田など
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で報告されている。ケーシングの変形が生じた場合，変形

が十分小さく生産障害とならない場合もあるが，鋼管が大

きく湾曲し doglegやき裂が発生した場合は，サイドトラッ
クや廃坑作業が必要となることがあり被害は甚大となる

ケースもある。

地層変位によるケーシング破損のメカニズムには，圧縮

破壊，せん断破壊，引張破壊などさまざまであり，その原

因を特定するには，貯留層内および周辺地層の応力とひず

み状態の把握が必要となる。特に，せん断変位を生じる恐

れのある断層や地層境界面近傍の応力・ひずみ変化をジオ

メカニクスシミュレータにより解析し，これらの解析結果

から，ケーシング破損のリスクを減らすような坑井位置や

坑井の傾斜角を決定することが重要となる。

4.　Elginガス田 G4坑井でのガス流出事故の例

2012年 3月に Elginガス・コンデンセート田 G4坑井で
ガス流出事故が発生し，プラットフォームおよび掘削リグ

から全作業員が避難し，ガス流出の 2か月後に高比重泥水
によるキルウェルが行われた（Henderson and Hainsworth, 
2004）。

Elginガス・コンデンセート田は 1997年に開発が始まっ
たイギリス領北海油田で，海底下深度 5,000m～ 5,600m
の高圧高温貯留層（16,000 psi，200 deg. C）である。ジュ
ラ紀の Fulmar砂岩層が主な生産層で overburden層にはガ
スを含む低浸透率の Chalk層が存在している。G4坑井で
は 7” 径プロダクションライナーの破損が確認されたため，
2011年 1月に貯留層上部に Deep-Setプラグが設置されて
いた。また，G4坑井は生産中に Aアニュラスの圧力異常
上昇を生じていたため，9-7/8″径ケーシングの破損に伴う
Chalk層からのガスの坑井への流入が疑われていた。Aア
ニュラスを構成する 5″径プロダクションチュービングと
10-3/4″× 9-7/8″径ケーシングは共にガス圧には耐えられ
る設計であったが，予期しない 10-3/4″ケーシング破損が
生じたことで，今回のガス流出事故へとつながった。

Elginガス・コンデンセート田では，開発当初は見られ
なかった Chalk層でのガスの兆候が，近年の掘削結果か
ら頻繁に報告されるようになっていた。このガスの兆候

が，Chalk層に含まれるき裂の浸透率上昇によるものか，
Chalk層の孔隙圧の上昇によるものかは不明だが，Fulmar
層での生産に伴う Chalk層の応力減退が主な原因であると
考えられている。また，Elginガス・コンデンセート田では，
G4坑井でのガス流出事故の後，「Aアニュラスの圧力異常
を検知した場合，出来るだけ迅速に対象坑井の生産を中止

し，安全性を確保する」ことを決定するなど，坑井健全性

に関して操業方針が大きく改定されている。

5. ジオメカニクスシミュレータを用いた 
ケーシング破損への対処方法の検討

Elginのガス流出事故の主要因の 1つが，Overburden区
間におけるケーシングの破損である。同様のケーシング破

損事例は，メキシコ湾をはじめとする世界各地の大水深油・

ガス田で，Aアニュラスの圧力異常として報告されている。
メキシコ湾では，貯留層から 1,000～ 1,600 ft-TVD以浅の
間隔でもケーシング破壊が報告されており，キャリパー検

層の結果から，ケーシング破損が異常高圧層付近で発生し

たことが報告されている。

Furui et al.（2012）は異常高圧砂岩層とケーシング破損
の関連性を調べるために，有限要素法を用いたジオメカニ

クスモデルを用い，生産に伴う貯留層内および周辺地盤の

応力解析を実施している。この研究で示されたシミュレー

ション結果から，Overburden層に存在する断層や地層境
界面で，局所的な引張およびせん断ひずみが発生する可

能性が示された。Elginガス・コンデンセート田のケース
でも，廃坑作業時に得られたキャリパー検層の結果から，

9-7/8″径プロダクションケーシングの破損が Chalk層に含
まれる地層境界面で発生していることが確認されている

（Mainguy and Innes, 2019）。
坑井健全性に大きな影響を与える可能生のある

Overburden区間のケーシング破損リスクを減少させるた
めに，掘削・仕上げ中にせん断変位を生じる恐れのある薄

いガス層などの存在を確認し，圧力が高い場合はこれらの

層を排圧することで，地盤の安定性を向上させることがで

きる。また生産層で大きな圧縮ひずみが予想される場合は，

坑井の傾斜角を 70度以上とすることでケーシングへの軸
ひずみを減少させ，座屈破壊のリスクを減少させることが

できる。このようにジオメカニクス解析を作井計画に取り

込むことで，将来のケーシング破損を回避または軽減し，

坑井の健全性を向上させることが可能となる。

6.　ま　と　め

本稿では，貯留層圧密量の大きな HPHTフィールドな
どで報告されているケーシング破損の事例を紹介し，ジオ

メカニクスの知見を利用した坑井設計の重要性について述

べた。

HPHTフィールドや生産に伴う貯留層圧密量の大きな
フィールドでは Overburden区間でのケーシング破損リス
クが高い傾向が報告されている。これらのフィールドでの

坑井ライフサイクルにおける坑井健全性の確保において

は，ケーシングやセメントといったバリア要素の耐久性の

評価においても，地層変位や応力変化といった影響を考慮

することが重要となる。

地層の不均質性や断層の影響などを考慮したジオメカニ

クス解析を実施することで，貯留層流体生産にともなう

ケーシング破損のリスク評価やケーシング・セメントプロ

グラム，プロダクションパッカー設置深度，坑跡計画といっ

た坑井デザインの最適化が可能となる。生産中は定期的な

キャリパー検層や DTSによる連続モニタリングを行うこ
とで，ケーシング変形の程度や破損深度を特定し，バリア

破損に迅速に対応することで，地層流体漏洩リスクの低減

につながる。
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