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予測分析による油田の生産予測の改善
業界の課題と背景

SAS® のアプローチ

化石燃料の埋蔵量を推定することや貯留層での生産量を予測することは、

予測分析を減退曲線手法と組み合わせるハイブリッド型アプローチにより、

これまでも常に難しい課題でした。データが複雑で、分析から得られる洞

将来の生産量に関してより有益な予測結果を提供します。SAS は以下の

察が限られているため、川上企業（上流工程側の企業）でも、管理下にあ

実現を支援するソフトウェアとサービスを提供しています。

る坑井の健全性を完全に理解していないケースは少なくありません。また、
代替シナリオの策定とモデル化には数週間から数ヶ月かかるため、市場の
状況に即応して利益を生み出す機会を逃してしまう可能性があります。

• 坑井や貯留層のデータへの迅速かつ容易なアクセス：データ・プロファ
イリングと時系列選択が自動化されます。

• アナリティクス適用の一貫性の確保：SAS の予測ソリューションは、
貯留層の挙動を正確に分析および解釈することは、現存の埋蔵量を評価
し、将来の生産量を予測するための基本です。将来の生産パフォーマンス

最良モデルを自動選択する機能に加え、人間による調整機能や反復実
行性を高めるためのベンチマーク機能も搭載しています。

と残存埋蔵量について決定論的な推定を行う目的で従来から利用されて

• 生産減退分析の迅速化：what-if シナリオ機能を提供する強固な分析

いるのは、減退曲線分析です。しかし、決定論的な推定には相当に大きな

エンジンを活用できます。業界標準のデフォルト値がプリセットされ、値

不確実性が含まれます。その結果、将来の生産減退に関する決定論的予

の範囲調整も容易なシナリオ機能を用いて、EUR をモデル化すること

測の結果がその後の生産実績からかけ離れている例も多々あり、したがっ

が可能です。

て、埋蔵量に関する決定論的な予測値が現実に近い確率は極めて低いと

• 新型の坑井に関しても高い精度で生産量を推定：大量の履歴データを

言えます。それに対し、確率論的アプローチの場合は、不確実性を定量化

利用できない場合は、より少量のデータセットで高精度な結果が得られ

し、推定究極回収量（EUR）の予測精度を向上させることが可能です。

るベストフィット方式の予測を利用できます。

SAS のソリューションは、石油・ガス業界の川上企業が現在の条件および
シミュレートされた条件のいずれの下でも、将来の生産量をより深く理解
できるように支援します。

SAS® の優位性

ケーススタディ

より確かな情報に基づく開発計画と

米国大手石油・ガス関連企業

頑健な生産量予測を実現

背景状況

SAS のソリューションは、厳密なアナリティクス手法の適用を自動化するこ

この会社では、貯留層エンジニアが何千もの坑井を分析し、石油の埋蔵量

とで、埋蔵量推定値の信頼性を向上させます。これらの手法で得られる

を推定していました。しかし、各坑井のデータ量が膨大で、既存のシステム

結果は、会社の財務レポートにも使用できます。以下の機能を総合的に

の処理能力が低いため、実際に分析対象にできるのはごく一部の坑井だけ

提供するのは SAS だけです。

でした。エンジニアはこれを補うために決定論的なサンプリング・プロセス
を利用していましたが、この手法では予測の不確実性が増大します。また、

• 強固なデータ管理：他の減退曲線分析ソリューションとは異なり、SAS

データエラー（または外れ値）に手動でフラグを立てる必要があり、その

のアナリティクス手法では、生産量予測に適した最も統計的に有意な

工程にも時間がかかっていました。3ヶ月毎に現場の再開発計画を見直す

データセットを定義します。SAS のソリューションは、曲線タイプの

ことを義務化するにあたり、同社はリソースの制約を緩和できる新しいシ

選択との互換性を全てのデータセットで確保できるように、データ分布

ステムを探すことになりました。

を正規化し、不正な値を最小化します。

ソリューション

• what-if 分析：シミュレートされたビジネスおよび環境条件の下で坑井
や貯留層の生産パフォーマンスを評価することで、より高精度な予測結

SAS は、対象を絞り込んだ Web ベースのソリューションを提供し、同社が

果が得られます。

以下のことを実現できるよう支援しました。

• 高度なデータ・ビジュアライゼーション：SAS のソリューションでは、

• 坑井と貯留層の生産量の集計、分析、予測

問題のある坑井または貯留層を迅速に特定し、その情報を視覚的に提

• 質の悪いデータを自動的に検出してクレンジング

示することができます。分析対象のデータサイズに制限はなく、分析結

• 分析結果を理解しやすい形式で提示し、会社全体で共有・活用

果はデスクトップ PC やモバイルデバイス向けに配信できます。

• 確率論的予測：高度なアナリティクス手法により、通常のビジネスの範

結果

囲を超える高度なレベルで、不確実性の指標を定量化し、予測の信頼

• 結果の可用性と正確性の改善により、分析への信頼感が向上

性を高め、油田の生産パフォーマンスに関する理解を深めることができ

• データの例外が減り、レポートの作成頻度と一貫性が向上

ます。

• データのクレンジングや予測モデルの比較にかかる時間が減少し、
戦略的な計画にかけられる時間が増大

SAS のソリューションなら、使いやすい Web インターフェイスで多彩な
手法を駆使し、信頼性の高い予測を実現できます。
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SAS のソリューションなら実現で
きます。SAS は「 The Power to

Know®（知る力）」をお届けします。

SAS に関する事実
• 全世界で約 80,000 のサイト（日本におい
ては 2,300 以上のサイト）に革新的なソ
リューションを提供し、迅速で正確な意思

決定を通じたパフォーマンス向上と価値創
出を支援しています。

• 全世界の石油・ガス業界で 90 社を超える
企業が SAS を活用しています。

「The Forrester Wave™: ビッグ
• SAS は、
データ予測分析ソリューション、2015 年第
（英語版）でリーダーと評価され
2 四半期」
ています。

SAS の石油・ガス分野向けソフトウェア／サービスの詳細については、次のサイト（英語）をご覧ください。sas.com/oilgas
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