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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総

理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月

３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

経済産業省資源エネルギー庁の委託により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独

立行政法人産業技術総合研究所が実施しているメタンハイドレート開発促進事業は、日本周辺海

域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートを将来のエネルギー資源として利用可能と

するため、経済的に掘削、生産回収するための技術開発を実施し、メタンハイドレートの商業的

産出のための技術を整備することを目的に、平成１３年度から研究開発に取り組んでいるもので

ある。 

 

今回の評価は、当該事業のフェーズ２が３年目を迎えたことから実施する中間評価であり、実

際の評価に際しては、省外の有識者からなる「メタンハイドレート開発促進事業中間評価検討会

（座長：在原典男 早稲田大学名誉教授）」を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され

た。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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○第１回中間評価評価検討会（平成２４年１月３１日） 

 

 ・評価検討会の公開について 

 ・評価の方法等について 

 ・プロジェクトの概要について 

 ・今後の評価の進め方について（コメント依頼） 

 

○第２回中間評価検討会（平成２４年２月２４日） 

 

 ・第１回中間評価検討会議事録の確認について 

 ・評価報告書（案）について 

 

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２４年３月１３日） 
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II 

中間評価報告書概要 

 

プロジェクト名 メタンハイドレート開発促進事業 

上位施策名  

事業担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課 

 

プロジェクトの目的・概要 

日本周辺海域に相当量の賦存が期待されているメタンハイドレートを将来のエネルギー資源と

して利用可能にするため、経済的に掘削、生産回収するための研究開発を実施し、メタンハイドレ

ートの商業的産出のための技術を整備する。 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１３年度 平成３０年度 

平成１７年度 

平成２０年度 

平成２３年度 

平成３１年度 

(独)石油天然ガス・金属鉱

物資源機構、 

(独)産業技術総合研究所 

H21FY 予算額 H22FY 予算額 H23FY 予算額 総予算額 総執行額 

4,526,456 4,542,726 8,929,636 47,708,991 23,203,124（H21FY迄） 
 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 経済産業省は平成１３年７月に、メタンハイドレートを経済的に掘削生産回収するための開発計

画（我が国におけるメタンハイドレート開発計画（以下、開発計画という。））を発表した。開発計

画では、メタンハイドレート開発の目的と６つの目標、及び目標達成に向けて段階的に技術開発を

進める開発スケジュールが示されている。 

 平成２１年に開始されたフェーズ２では、開発計画を具体化した「フェーズ２実行計画（以下、

実行計画という。）」を策定し、５つの目標と個別要素技術課題として３０項目を設定している。以

下には、これらをわかりやすくするために整理・集約した１４項目の研究開発テーマについて述べ

る。 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

フェーズ 2 

研究開発テーマ

（14項目） 

フェーズ 2のうち 

H23 年度までの達成目標 
成果 

達
成
度 

１，フィールド開発技術に関する研究開発 

①海洋産出試験

の実施 

世界初の海洋産出試験の実施に

向け、試験に必要な技術開発を実

施し、データ取得が可能な計画を

立案する。またオペレーター・掘

削リグを選定し、機器・装置の選

定・設計を行い、調達可能な状態

とする。  

試験の実施前に海洋環境調査を

実施し、環境リスクの抽出等を実

施する 

技術開発の実施、基本方針の策定、オ

ペレーター・掘削リグの選定、機器・

装置の選定等を完了。平成 23年度中

に一部区間を除き、掘削を完了させる

予定。  

試験予定地点にて海域環境調査を実

施し、試験予定実施時期におけるベー

スライン環境情報を取得。今回の試験

規模での大きなリスクは無いことを

確認。 

達
成
見
込
み 

②メタンハイド

レート資源フ

ィールドの特

性評価 

震探、検層、コアデータ等により、

第１回海洋産出試験の貯留層挙

動予測に必要な坑井近傍の貯留

層特性モデルを策定する。 

貯留層特性モデルの策定は完了。加え

て、海底地盤ボーリング調査、詳細海

底地形調査等を実施し、地層の力学的

データを取得。その解析結果を海洋産

出試験の掘削計画・仕上げ案に反映し

た。 

達
成 

③海洋開発シス

テムの検討 

フェーズ 1 で検討した海洋開発

システム案から課題を抽出し、妥

当性の評価等を実施する。  

海洋産出試験の検討内容を海洋

開発システムに適用し、開発リス

クとコスト低減策について課題

の抽出等を実施する。 

フェーズ 1 で抽出された海洋開発シ

ステムの課題に対して、妥当性及び現

実性の観点から評価を実施。  

開発リスクとコスト低減策について

年度内にとりまとめる予定。 

達
成
見
込
み 

④陸上産出試験

の解析と長期

試験の実施 

フェーズ 1 で実施した第２回陸

上産出試験結果についての網羅

的検討を終了させ、必要に応じて

発表を行う。  

国際協力により、減圧法による長

期産出試験の実施が可能なサイ

トを抽出し、長期産出挙動データ

の取得を目指す。 

第２回陸上産出試験（平成 20年度）

の結果について網羅的な検討を行い、

報告書にとりまとめた。  

長期陸上産出試験については、相手国

側における進展が見られず実施に至

っていない。 

一
部
達
成 

 

 

 



IV 

 

フェーズ 2 

研究開発テーマ

（14項目） 

フェーズ 2のうち 

H23 年度までの達成目標 
成果 

達
成
度 

２，生産手法開発に関する研究開発 

⑤生産手法高度

化技術の開発 

減圧法と加熱法の併用等、坑井あ

たりの生産量を増加させる生産手

法を開発する。  

コア試験の実施により、生産井周

辺のスキン（細粒砂）形成などの

生産障害メカニズムの解明と生産

に与える影響評価を行う。  

定量的な生産性・生産挙動の評価

が可能な大型室内試験装置を設

計・製作し、生産増進技術等につ

いて検討する。 

坑底圧（減圧した時の坑内到達圧力）

を 3MPa以下とする強減圧法の有効性を

明らかにした。また、減圧法による貯

留層温度の低下を補完する効率的な加

熱手段としての交流通電加熱法、ＣＯ

２・エマルジョン法などを開発した。 

坑井周辺に堆積するスキン（細粒砂）

を除去するための超音波照射法の開発

など、効果的な生産障害対策技術を開

発した。 

メタンハイドレートの分解過程、生産

障害、地層応力変化などの生産挙動の

検討、効率的な生産手法の実証などの

ための大型室内試験装置を設計、作製、

導入した。  

達
成 

⑥生産性・生産挙

動評価技術の

開発 

生産シミュレータ（MH21-HYDRES）

に各種生産障害を評価可能な計算

ルーチンを付加し、その機能を強

化する。  

断層等による地層の不連続性パラ

メータを取得し、長期生産性等の

評価が可能な三次元貯留層モデル

を開発する。  

陸上産出試験、海洋産出試験の生

産性等の予測等を実施する。 

細粒砂の移流など、生産障害等による

影 響 を 生 産 シ ミ ュ レ ー タ

（MH21-HYDRES）に導入し、その精度向

上、計算速度の高速化、生産性予測評

価等を行った。また、従来の三次元貯

留層モデルの拡張を実施し、新たなモ

デルを構築した。  

海洋産出試験の生産性評価を実施し、

産出試験地としてβ濃集帯が望ましい

との結論を得た。一方、長期陸上産出

試験に関する評価は実施に至っていな

い。  

一
部
達
成 

⑦地層特性評価

技術の開発 

地層応力分布等を解析するシミュ

レータの開発、貯留層特性に応じ

た坑井壁への地層応力分布の評

価、生産に伴う海底面沈下の可能

性検討等を実施する。 

初期異方性等のパラメータを地層変形

シミュレータ（COTHMA）に導入し、そ

の精度向上を行った。  

減圧区間長、接触面強度や減圧速度が

ケーシング応力、セメント応力に大き

な影響を与えることを明らかにした。 

達
成 

 



V 

 

フェーズ 2 

研究開発テーマ

（14項目） 

フェーズ 2のうち 

H23 年度までの達成目標 
成果 

達
成
度 

３，資源量評価に関する研究開発 

⑧日本周辺海域

のメタンハイ

ドレート賦存

状況の評価 

メタンハイドレート濃集帯の分布

が期待される、３カ所以上の海域

において、入手したデータに基づ

く評価結果を提示する。  

東部南海トラフ以外の海域で、メタン

ハイドレート濃集帯の特徴を示唆する

海域のうち、在来型の石油天然ガスの

ための三次元地震探査が実施された３

海域（道南～下北沖、佐渡南西沖、佐

渡西方沖）において、濃集帯の分布状

況に関する評価作業を実施した。平成

２３年度中に作業を完了する。  

濃集帯以外のメタンハイドレート賦存

域について、海底面近傍ハイドレート

の 
在が確認されてい 
上越沖等における

賦存状況の把握のため、科学調査を実

施し、現在、サンプル分析等を進めて

いるところ。  

達
成
見
込
み 

⑨メタンハイド

レートシステ

ムの検討 

東部南海トラフ海域のメタンハイ

ドレート濃集帯の形成を説明しう

るメタンハイドレートシステムの

モデル構築を行う。 

基礎試錐「東海沖～熊野灘」で得られ

たコアを用い、地化学分析を実施した。

その結果、メタン生成菌によるガス生

成が、BSR以深でも広範囲に行われてい

る可能性が高いことを示した。  

メタンハイドレート濃集帯を模した生

成シミュレーションにより、単位体積

あたりのメタン生成量が低い場合で

も、局所的に砂層が集中している箇所

が存在するのであれば、メタンハイド

レートの濃集が起こりうる可能性を示

した。 

達
成 
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フェーズ 2 

研究開発テーマ

（14項目） 

フェーズ 2のうち 

H23 年度までの達成目標 
成果 

達
成
度 

４，環境影響評価に関する研究開発 

⑩環境リスクの

分析と対策の

検討 

海洋産出試験実施に伴うリスクの

抽出、特性の把握、リスクマネー

ジメントプランの策定を実施す

る。  

海洋産出試験における環境影響要因と

環境影響について、抽出・分析を実施

し、環境影響については、概念図とし

て整理した。  

環境モニタリングに関する検討（海域

環境調査等）の結果や、シミュレーシ

ョンの結果を基に海洋産出試験におけ

るリスクマネージメントプランの策定

を実施した。  

達
成 

⑪環境計測技術

の開発 

海洋産出試験でのモニタリングコ

ンセプトを完成させ、計測システ

ムを使用できる状態にする。 

海洋産出試験において使用する、地層

変形、メタン漏洩モニタリングのため

のプロトタイプ機を製造し、深海域試

験によって計測が可能な状態であるこ

とを確認した。 

達
成 

⑫海洋産出試験

における環境

影響評価 

メタンガス漏洩・地層変形等につ

いて事前評価等を行う。  

海洋産出試験の環境影響評価の評

価書を策定し、内部評価を実施す

る。  

海洋産出試験で予測される環境影響

（地層変形、メタン漏洩、生産水の処

理など）について、シミュレーション

による予測・事前評価を実施した。そ

の結果、海洋産出試験では大規模な環

境影響は生じないことが予測された。  

この結果をもとに環境影響評価を実施

し、事前掘削作業までの環境影響検討

書の策定作業を実施した。  

※検討書については、掘削作業だけでなく、海洋

産出試験全体を網羅した検討書を策定する必
要があるため、今後、生産試験に伴う環境影響
を検討書に追加していく予定であり、その完成

は平成 24年度中になる予定である。  

ほ
ぼ
達
成 

⑬メタンハイド

レート開発に

おける環境総

合評価と最適

化検討 

メタンハイドレート研究に関する

最新情報の収集を行い、環境への

影響評価を検討する。 

メキシコ湾での漏洩事故等による環境

影響や、メタンハイドレート研究、環

境影響評価に関する最新の情報の収集

を継続的に実施した。 

達
成 
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フェーズ 2 

研究開発テーマ

（14項目） 

フェーズ 2のうち 

H23 年度までの達成目標 
成果 

達
成
度 

５，経済性の評価 

⑩経済性の評価 フェーズ２前半の研究成果を踏ま

え、フェーズ１に実施した我が国

周辺海域のメタンハイドレート開

発の経済性評価の見直しを行う。 

海洋開発システム（サブシー機器及び

プラットフォーム）仕様の再検討を行

い、フェーズ１時の経済性評価の見直

しを行った。見直しでは経済環境につ

いて現在の条件を反映した。今年度中

に結果をとりまとめる予定。  

達
成
見
込
み 

 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 ①長期陸上産出試験を経ずに海洋産出試験を実施 

  当初、長期の陸上産出試験を実施したのちに、日本近海における海洋産出試験を実施する予定

であったが、以下の理由から長期の陸上産出試験の実施を待たずして海洋産出試験を実施するこ

ととした。 

 ②第１回海洋産出試験を二カ年に分割して実施 

  平成 24 年度に計画されている第 1 回海洋産出試験について、3 本のモニタリング井と 1 本

の生産井の一部については、平成 23 年度中に掘削作業を行い、モニタリング装置の設置とデー

タの取得を行うこととした。 

 

＜共通指標＞ 

特許等件数（出願を含む） 論文発表件数 学会発表件数 

２４ ３７０ １，２８１ 

 

 

評価概要 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

・本研究開発は、我が国周辺海域に相当量の賦存が期待されながら未利用であるメタンハイドレート

の商業的生産技術の整備を目的としており、エネルギー安全保障、低炭素エネルギー資源開発の観

点からも、メタンハイドレートの開発プロジェクトは重要であり、本事業の事業目的・政策的位置付けは

妥当である。 

 

・また、非在来型資源開発における新たな生産技術等の開発には、リスク・不確実性が大きく、経済性

が認められるまでは、国が主導的な役割を果たすべきである。 
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・エネルギー基本計画の見直しが進む中、震災後の新たなエネルギー政策課題や国際エネルギー情

勢を踏まえた政策的位置づけや研究体制についての再検討を行うことが望ましい。 

 

・一般の期待が高まる中、海洋産出試験等の結果を踏まえ、商業化への道筋と課題を明示し、より早

期に商業化を実現していくことが重要である。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

・研究開発の全体目標の 6項目、及びフェーズ 2における目標 5項目、それに応じてブレークダウンさ

れた 14 テーマが設定されており、かつ個別要素技術課題として３０項目も設定されていることは、研究

開発の目標として明確であり妥当である。 

 

・経済性評価に関する課題と達成目標について、経済性改善につながるよう、より具体的に設定される

ような段階に至ることを期待する。 

 

・陸上産出試験の目標については、国際協力を前提とすることから、柔軟に対応するべきである。 

 

・また、商業生産のための技術の整備という目標については、一般的にわかりにくく、平成 30 年度にメ

タンハイドレートがすぐに商業化されるという誤解を生まぬよう注意すべきである。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

・第１回海洋産出試験の実施計画の策定や準備を完了させたこと、第 2 回海洋産出試験基本計画を

立案したこと、東部南海トラフの賦存状況と原始資源量の推定等、フェーズ 2前半においては個々の分

野でかなり大きな成果が見られる。また、特許出願件数は少ないが論文及び学会発表件数は非常に

多く、積極的に成果を公表している。 

 

・長期陸上産出試験による長期生産挙動、長期安定性を評価できなかったことは残念であるが、これ

らについては今後の着実な実行が必要である。 

 

・一方、海洋産出試験については安定した日産量が得られるかどうかが課題であるが、世界で初めて

実施されるため、状況に応じたプログラムの改善が必要と思われる。また、環境保全に配慮した開発シ

ステム等について更なる準備が必要と思われる。 

 

・不確定要素が多い段階ではあるが、重要な技術課題、取組、成果等をより積極的に明示することが

望ましい。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

・先進的な取組により社会的注目度が高くなった点、学術的研究の裾野が広がってきた点、世界に先

駆けて商業化を視野に入れた資源開発を手がけ国際的にも認知されてきたことなどが波及効果として

あげられるが、商業化に向けて、現時点では不確実な要素が存在するため、定量的な波及効果につい
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ては確定的な評価は難しい。 

 

・海洋産出試験等を実施していない現時点では事業化の見通しが立っているとは言い難く、妥当とは

言えない部分があると考えられる。十分なデータを取得した後に、事業化のための技術課題及び解決

策を明確にし、事業化の促進を図るべきである。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

・フェーズ 2 の主要課題である海洋産出試験に重点的に資金が配分されており、また、実施体制につ

いてもチームとしての経験も蓄積されマネジメントが良好である様子も伺え、現時点での実施体制、資

金配分は、妥当であると思われる。 

 

・一方、環境影響評価の充実、国際的な視点の確保、生産手法開発のフィールドへの適用性など、最

終的に実用化を視野に入れたマネジメント体制を検討することが望ましい。 

 

・費用対効果については、現時点での評価は難しいが、将来エネルギー供給源としての開発が可能と

なるのであれば、その費用対効果は極めて大きいと考えられる。また、予算が制限要因とならないよ

う、質、量共に十分なデータを取得する必要がある。 

 

・社会的なニーズの高まりの中で、スケジュールが後ろ倒しとならないような研究開発体制と資金配分

を期待する。 

 

６．総合評価 

・これまでの成果を経て、海洋産出試験が実施できる段階にまで達したことは評価に値するものであ

り、商業化に向けて着実に進歩している。また、今後への期待は大きいが、さらなる課題が山積する

中、より意欲的で着実な研究開発が望まれる。 

 

・今回の海洋産出試験のみでは不十分な部分もあるが、海洋産出試験の実施後は、開発コスト等の

経済性を視野に入れた評価が望まれる。開発コストやリスクの低減を可能にすることで商業化の見通

しを明確化する必要がある。 

 

・計画の妥当性については、状況の変化を踏まえつつ、適宜・適切に設定する必要があるが、場合に

よっては原点に立ち戻り再検討する柔軟性も必要である、また、東部南海トラフ海域については、大地

震の震源域とも言われるため、大地震や大津波についても注意する必要がある。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

・天然ガスに対する期待も高まっており、今後も開発のために全力を注ぐべきである。必要な人的・物

的リソースを十分に確保し、個々の技術的課題を克服し、研究開発の成果を結実させなければならな

い。 
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・着実な研究開発成果を得るためにも、状況の変化に応じてフェーズ 3 を含む計画の見直しを実施す

ることも考えられる。的確なスケジュール管理を期待したい。また、東日本大震災後のエネルギー政策

の見直しと併せて、メタンハイドレート開発の政策的位置づけについての検討も重要ではないか。 

 

・商業化の見通しをつけるために、生産レート等に関わる技術的課題に関する試験項目を、可能な限

り海洋産出試験に設定すべきと思われる。また、実施体制や評価体制についても、石油・天然ガス資

源開発企業など民間企業が有する経験と技術や、国際的な視点等を導入することも有効と考えられ

る。 

 

・本事業についての重要性をアピールすることが重要であり、一般国民にとっての理解と適切な評価を

得るための努力が今後も重要と思われる。 

 

評点結果 
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度

の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体

制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの

である。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会

委員名簿にある７名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省資源エ

ネルギー庁石油・天然ガス課が担当した。 

 

３．評価対象 

 

 メタンハイドレート開発促進事業のフェーズ２前半（実施期間：平成２１

年度から平成２３年度）を評価対象として、研究開発実施者（独立行政法人石

油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人産業技術総合研究所）から提出

されたプロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要

素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報

告書(案)を審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成

２１年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項

目・評価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価

項目・評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 



- 3 - 

 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設

定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水

準（基準値）が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ

イプの作製等があったか。 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及

び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 
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・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっているか、いたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実

施しているか、いたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 プロジェクトの概要 
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１．事業の目的・政策的位置付け 

 

１－１ 事業の目的 

 

【標準的評価項目】 

○事業目的は妥当か。 

・事業の科学的・技術的意義(新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等) 

・社会的・経済的意義(実用性等)  

 

本プロジェクトは、日本周辺海域に相当量の賦存が期待されているメタンハ

イドレートを将来のエネルギー資源として利用可能とするため、経済的に掘削、

生産回収するための研究開発を実施し、メタンハイドレートの商業的産出のた

めの技術を整備することを目的としている。 

 

エネルギー資源の大部分を輸入に依存する我が国にとって、メタンハイドレ

ートが実用化できれば、我が国のエネルギー安定供給に貢献する新たな国産エ

ネルギー資源になることが期待される。また、メタンハイドレートの成分であ

るメタンガスは天然ガスの主成分であり、化石燃料の中では石油や石炭に比べ

て環境負荷が尐ないクリーンなエネルギー資源であり、地球温暖化対策への貢

献も期待されることから、社会的・経済的な意義は大きい。しかしながら、非

在来型資源であるメタンハイドレートは、石油や天然ガスなど在来型資源開発

とは異なる新たな生産技術の開発等が必要である。 

 

本プロジェクトは、世界に先駆けてメタンハイドレートの商業的産出のため

の総合的な技術開発を目指しているものであり、新規性・独創性が高く、我が

国における科学的・技術的意義も大きいと思慮される。 

 

（参考） 

  ●日本のエネルギー自給率 4% （原子力を国産とした場合 18%） 

          ［出所 IEA,Energy Balances of OECD Countries 2009 Edition)］ 

  ●日本の天然ガス輸入依存度 96.2% 

     ［出所 財務省貿易統計、資源エネルギー庁総合エネルギー統計(2007)］ 

 ●天然ガスの環境負荷（石炭を 100 とした場合の燃焼時の発生量） 

    二酸化炭素 石炭：100、 石油 80、 天然ガス 60 

    窒素酸化物 石炭：100、 石油 70、 天然ガス 40 

    硫黄酸化物 石炭：100、 石油 70、 天然ガス 0 

     ［出所 資源エネルギー庁総合エネルギー統計］ 
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１－２ 政策的位置付け 

 

【標準的評価項目】 

○政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

 

一次エネルギーの 8 割以上を海外から輸入する我が国にとって、国内資源の

開発促進は、最も安定したエネルギー供給源を確保することに繋がる。特に天

然ガスの供給源の確保と利用拡大は、地球温暖化対策の観点からも重要なエネ

ルギー政策になっている。 

 

 このような背景から、メタンハイドレート研究開発の意義については、国の

上位施策として、エネルギー基本計画（H22.6.18 閣議決定）、京都議定書目標

達成計画（H20.3.28 閣議決定）、海洋基本計画（H20.3.18 閣議決定）、海洋エ

ネルギー・鉱物資源開発計画（H21.3）にも位置づけられている。 

 

  

（参考：海洋基本計画（抄）） 

●メタンハイドレートは、南海トラフ等に相当量の賦存が見込まれており、商業生産

が可能となった場合には、将来のエネルギー安全保障上重要かつ有望な国産エネル

ギーとなりうる。一方、生産技術の開発が課題となっており、平成13年以降国によ

る技術開発が継続され、平成18年度にカナダ北部において陸上産出試験を実施し、

減圧法によるメタンハイドレートの産出に成果を得ている。このため、賦存状況の

把握のための調査を実施するとともに、周辺海域での産出試験、経済性の評価、生

産に伴う環境への影響の評価技術の確立等、将来の商業生産に必要な技術開発等を

計画的に推進する。 

●いまだ商業化されていないメタンハイドレート及び海底熱水鉱床については、今後

10年程度を目途に商業化を実現することを目標とする。 

●メタンハイドレートについては、平成20年度までにカナダで行う陸上産出試験によ

り得られた技術課題の評価を行う。この結果を踏まえ、平成21年度から次の研究段

階に移行し、周辺海域における海洋産出試験等の実施により将来の商業化実現を目

指す。 
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１－３ 国の関与の必要性 

 

【標準的評価項目】 

○国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

本プロジェクトは、世界に先駆けて非在来型資源であるメタンハイドレート

の商業的産出のための中長期かつ総合的な技術開発等を目指していることから、

これらを民間のみに任せた場合、不確実な要素が多いため、担い手がおらず、

たとえ取り組む民間があったとしてもリスクが大きい。このようなエネルギー

政策上取り組むことが不可欠でかつ民間に委ねることが困難な施策については、

国の負担により実施することが妥当である。 

 

また、天然ガスについては世界的にも需要が拡大しており、価格高騰ととも

に資源獲得競争が激しくなっているのが現状。このような中、各国政府もメタ

ンハイドレートの研究を加速しているが、平成 13 年度から政府が主導して本格

的な研究に着手した我が国の技術力は、現時点では世界のトップレベルである。 

 

我が国としては、このアドバンテージを活かすことが出来る国際的なパート

ナーとの互恵的な協力関係を見据えた上で、引き続き、政府が日本の高い技術

力を結集し、メタンハイドレートの早期実用化に必要な技術開発を進めていく

ことが重要である。 

 

（参考）これまでの国際協力の例 

  ●第 1 回陸上産出試験（平成 13 年度）  

日本・カナダ・米国・インド・ドイツの 5 カ国共同によるメタンハイドレート

のフィールド産出試験。 

  ●第 2 回陸上産出試験（平成 18 年度～平成 20 年度） 

   日本・カナダの 2 カ国共同によるメタンハイドレートのフィールド産出試験。 

  ●メタンハイドレートの日米協力（平成 20 年度～） 

    平成 20 年 6 月、青森において日米によるメタンハイドレートの協力意図表明

文書の締結。今後、日米両国で協力し、メタンハイドレートの早期実用化を目指

すことで合意。平成 23 年度には協力関係の延長を実施。 

  ●国際シンポジウムの実施（平成 22 年度） 

    平成 22 年 11 月、東京において(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構とカナダ

天然資源省の主催により、メタンハイドレート資源開発国際シンポジウムを実施。 
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２．研究開発目標 

 

２－１ 研究開発目標 

 

【標準的評価項目】 

○研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定

しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準(

基準値)が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

２－１－１ 全体の目標設定 

 

（１）全体目標について 

 

かつてのメタンハイドレート調査は、日本周辺海域の賦存の可能性を把

握するといった分布調査のみであったため、商業的開発に必要な基礎的特

性の把握、資源量の評価、及び生産技術の開発等は行われていなかった。 

 

このため、経済産業省は平成 12 年 6 月にメタンハイドレート開発検討委

員会を設置し、メタンハイドレートを経済的に掘削、生産回収するための

開発計画の検討を開始、平成 13 年 7 月に「我が国におけるメタンハイドレ

ート開発計画（以下、開発計画という）」を発表した。開発計画における基

本方針と目標は以下の通り。 

 

  （基本方針） 

   我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、

将来のエネルギー資源として位置づけ、その利用に向けて、経済的に掘削・

生産回収するための技術開発を推進し、エネルギーの長期安定供給確保に

資する。 
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  （目標） 

１．日本周辺海域におけるメタンハイドレートの賦存状況把握と特性の

明確化 

２．有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定 

３．有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並

びにその経済性の検討 

４．選択されたメタンハイドレート資源フィールドでの産出試験の実施 

   ５．商業的産出のための技術の整備 

   ６．環境保全に配慮した開発システムの確立 

 

その後、平成 17 年（2005 年）と平成 20 年（2008 年）に開発スケジュー

ルの見直しが行われ、現在は、平成 30 年度（2018 年度）までの計画となっ

ている。現在の経済産業省が実施するメタンハイドレート研究開発も、こ

の方針に沿って進められている。なお、開発スケジュールの見直しについ

ては、「4-1 事業化の見通し」を参照されたい。 
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（２）開発スケジュールについて 

 

   開発計画では、目標達成に向けて 3 段階のフェーズを設定し、ステップ

を踏んで研究開発を進めることにしている。終了年度は、平成 30 年度（2018

年度）を目標としている。各フェーズの概要について、表１に示す。 

 

表１．目標達成に向けた開発スケジュール 

 

フェーズ 現行計画 主な内容 

フェーズ 1 

平成 13 年度 

～ 

平成 20 年度 

（8 年間） 

・基礎的研究（探査技術、基礎物性、分解生成技術等）

の推進 

・メタンハイドレート探査技術の最適化の達成 

・賦存海域・賦存量の把握 

・フェーズ 2 での海洋産出試験対象となりうるメタンハ

イドレート資源フィールドの選択 

・陸上産出試験を通じ、連続性を持ってメタンハイドレ

ートを地表に取り出す技術の検証 

フェーズ 2 

平成 21 年度 

～ 

平成 27 年度 

（7 年間） 

・基礎的研究（生産技術、環境影響評価等）の推進 

・選択された資源フィールドの資源量評価 

・日本近海での海洋産出試験の実施と生産技術等の検証 

フェーズ 3 

平成 28 年度 

～ 

平成 30 年度 

（3 年間） 

・商業的産出のための技術の整備、経済性、環境影響等

の検証の実施 
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２－１－２ 個別要素技術の目標設定 

 

 現在進行中のフェーズ 2 では、開発計画を具体化した「フェーズ 2 実行計画

（以下、実行計画という）」を策定している。本計画は第 15 回メタンハイドレ

ート開発実施検討会（H21.2.23）での承認を経て、設定された（参考資料３を参

照）。 

この実行計画の中で、フェーズ 2 の目標を以下の通り設定している。 

 

  （フェーズ 2 目標） 

１．海洋産出試験の実施による生産技術の実証と商業的産出のための技

術課題の抽出 

２．経済的かつ効率的な採収法の提示 

３．我が国周辺海域でのメタンハイドレート賦存状況の把握 

４．海洋産出試験を通じた環境影響評価手法の提示 

５．我が国周辺海域のメタンハイドレート層が安全かつ経済的に開発で

きる可能性の提示 

 

これらの目標について、１は「フィールド開発技術」、２は「生産手法開発」、

３は「資源量評価」、４は「環境影響評価」、５は「経済性の評価」と分野を設

定し、それぞれの分野において研究課題を設定している。 

 

分野ごとの研究課題については、個別要素技術課題として 30 項目を設定して

おり、中間評価を実施する平成 23 年度までに達成すべき内容を設定している（参

考資料４を参照）。これらの成果をわかりやすく表示するため 30 項目の個別要

素技術課題を 14 項目の研究開発テーマに集約した。これについて表 2 に示す。 
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表２．分野ごとの研究開発テーマ（フェーズ 2） 

 

研究開発の分野 研究開発テーマ （フェーズ 2） 

フィールド開発技術

に関する研究開発 

① 海洋産出試験の実施 

② メタンハイドレート資源フィールドの特性評価 

③ 海洋開発システムの検討 

④ 第 2 回陸上産出試験の解析と長期試験の実施 

生産手法開発 

に関する研究開発 

⑤ 生産手法高度化技術の開発 

⑥ 生産性・生産挙動評価技術の開発 

⑦ 地層特性評価技術の開発 

資源量評価 

に関する研究開発 

⑧ 日本周辺海域のメタンハイドレート賦存状況の評価 

⑨ メタンハイドレートシステムの検討 

環境影響評価 

に関する研究開発 

⑩ 環境リスクの分析と対策の検討 

⑪ 環境計測技術の開発 

⑫ 海洋産出試験における環境影響評価 

⑬ メタンハイドレート層開発における環境の総合評価と最適化検討 

経済性の評価 ⑭ 経済性の評価 
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３．成果、目標の達成度 

 

３－１ 成果 

 

【標準的評価項目】 

○成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイ

プの作製等があったか。 

 

 

３－１－１ 全体成果 

 

 

開発計画にある 6 つの目標について、成果の概要をまとめる。 

 

１． 日本周辺海域のメタンハイドレート賦存状況把握と特性の明確化 

２． 有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定 

３． 有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並び

にその経済性検討 

４． 選択されたメタンハイドレート資源フィールドでの産出試験の実施 

５． 商業的産出のための技術の整備 

６． 環境保全に配慮した開発システムの確立 

 

 なお、目標の「１」～「３」については、主にフェーズ 1 における課題であ

ったため、ここではフェーズ 1 における成果も含めて説明する。 
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（１）日本周辺海域におけるメタンハイドレート賦存状況の把握と特性の明確

化 

 

フェーズ 1 では、静岡県沖から和歌山県沖に広がる東部南海トラフ海

域をモデル海域として、基礎物理探査、基礎試錐を通じた詳細検討を実

施し、メタンハイドレートの賦存状況および特性を把握した。その結果、

タービダイト砂泥互層の砂層孔隙中にメタンハイドレートが胚胎する

ことにより、周辺に比べてまとまってメタンハイドレートが濃集してい

る「メタンハイドレート濃集帯」の存在が明らかになった。また、大水

深海底下の圧力を保持してコアを取得する技術を用いて、メタンハイド

レート濃集帯のコア試料を取得し（図１）、物理特性を把握した。 

さらに、東部南海トラフで蓄積された知見をもとに、日本全域の既存

物理探査データの見直しを行い、メタンハイドレート有望海域の検討を

進めた。 

フェーズ 2 前半では、上記の検討結果を踏まえ、日本周辺海域の BSR

（※１）分布の最新解釈結果を公表し、メタンハイドレート賦存海域を

見直すと共に、その特徴によりエリア分けを行った（図２）。 

また、メタンハイドレート濃集帯の特徴を示唆する海域のうち、在来

型の石油天然ガスのための三次元地震探査が実施された 3 海域(道南～

下北沖、佐渡南西沖、佐渡西方沖)のデータから、濃集帯の分布状況に

関する評価作業を実施した。 

   

（※１）BSR（Bottom Simulating Reflector：海底擬似反射面）： 

メタンハイドレートが分布する海域には、地震探査記録に BSR と呼ば

れる特殊な反射記録が現れ、メタンハイドレートの存在を推測すること

が出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．東部南海トラフで採取された試料 
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BSR（詳細調査により海域の一部に濃集帯を推定）

BSR(濃集帯を示唆する特徴が海域の一部に認められる)

BSR(濃集帯を示唆する特徴がない)

BSR（調査データが少ない）

BSR面積＝約122,000km2

約 5,000 km2

約 61,000 km2

約 20,000 km2

約 36,000 km2

最新のBSR分布図（2009年）

BSR（詳細調査により海域の一部に濃集帯を推定）

BSR(濃集帯を示唆する特徴が海域の一部に認められる)

BSR(濃集帯を示唆する特徴がない)

BSR（調査データが少ない）

BSR面積＝約122,000km2

約 5,000 km2

約 61,000 km2

約 20,000 km2

約 36,000 km2

最新のBSR分布図（2009年）最新のBSR分布図（2009年）

 

 

図２．日本近海の BSR 分布域 
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（２）有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定 

 

フェーズ 1 では、詳細な賦存状況を把握した東部南海トラフ海域を対

象として、確率論的手法により、坑井データ及び地震探査データに基づ

きメタンハイドレート層に含まれるメタンガスの原始資源量の算定を

実施した。本算定にあっては、在来型資源に用いられる手法（容積法）

に容積倍率・ケージ占有率というメタンハイドレート独自のパラメータ

を導入し、メタンハイドレートに適用出来るよう修正するとともに、メ

タンハイドレートの賦存状況・特性に関する研究成果を踏まえて各パラ

メータ（総岩石容量、ネット/グロス比、孔隙率、メタンハイドレート飽

和率等）の値を見積もっている。 

その結果、当該海域の原始資源量（※１）が、全体で 11,415 億 m
3

（40TCF）（濃集帯で 5,730 億 m
3（20TCF））と算定された。これは、平

成 18 年の我が国年間天然ガス消費量（846 億 m
3）の約 13.5 倍に相当す

る。なお、他の海域を東部南海トラフ海域と同様に評価する（※２）た

めには、三次元物理探査や基礎試錐などによる詳細調査が必要である。 

    なお、本目標においてはフェーズ 1 期間中に達成しているため、ここ

ではフェーズ 1 における成果のみを記載した。 

 

（※１）原始資源量とは、地下に集積が期待される資源総量であり可採

埋蔵量ではない。 

（※２）東部南海トラフ海域の BSR 分布域は日本周辺の約 1 割に相当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．東部南海トラフ海域の拡大図 
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（３）有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並びに

その経済性の検討 

 

    フェーズ 1 では、東部南海トラフ海域から、16 箇所のメタンハイドレ

ート濃集帯が抽出された。このうち、基礎試錐でデータが得られている

海域を対象に 41 項目について比較検討を行い、3 箇所（α、β、γ濃集

帯）を海洋産出試験候補海域として選定した。 

フェーズ 2 前半では、フェーズ 1 で選定された 3 カ所から、検層等の

データが豊富なα・β濃集帯について三次元貯留層モデルを更新し、更

新した三次元貯留層モデルを用いたガス生産挙動予測を実施した。生産

挙動予測の結果に加え、資源の賦存状況、事前・事後の評価に有効なデ

ータの有無と多寡、データ取得の確実性等の観点から検討し、図４に示

す第二渥美海丘のβ濃集帯の一地点を試験実施地点に決定した。 

 

 

図４．海洋産出試験の実施地点 

 

    また、フェーズ 1 では、メタンハイドレートの経済性を評価するシス

テムを開発した。経済性評価の目的は、開発可能性の見通しを得ること、

必要な技術課題を抽出することにある。しかし、メタンハイドレートは

世界でも実用化の例はなく、本プロジェクトも技術開発の途上にあるこ

とから、現状では評価に必要な多くの情報が得られていない。このため、

十分な精度の経済性評価を行えるとはいえないが、これらの前提で試算
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したところ、今後の研究で経済性が期待できる可能性が示唆された。 

    フェーズ 2 前半では、海洋開発システム（サブシー機器及びプラット

フォーム）仕様の再検討を行い、経済性評価の見直しを実施していると

ころである。 
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（４）選択されたメタンハイドレート資源フィールドでの産出試験の実施 

 

    フェーズ 2 前半では、選択された東部南海トラフ海域における海洋産

出試験を平成 24 年度中に行うこととしている。この計画自体に大きな

変更はないが、地質リスク軽減等の理由（「5-5 事業化の見通し（２）」を

参照）により、平成 23 年度末には、図４に示した第二渥美海丘のβ濃

集帯において、生産井とモニタリング井の事前掘削、データの取得、モ

ニタリング装置の設置等を実施する。坑井計画について図５に示す。 

 

温度
モニタリング井

（MT2)

温度

モニタリング井
（MT1)

検層用

モニタリング井
（MC)

試験生産井（P)

海底面 -1000m

濃集帯上面-
1260m

濃集帯下面-
1330m

掘削順１
•LWD及びワイヤー
ライン検層

•温度モニタリング
•試験前後のケースド
ホール検層

掘削順３
•LWD検層
•温度モニタリング

掘削順４
•LWD検層
•温度モニタリング

掘削順２
•LWD検層

50m程度の範囲内に配置予定

セメント
地層温度計
センサー

地層温度計
データ収録
装置

グラベル
パック

MH濃集帯

H23FYの

事前掘削は
ここまで

 

図５．海洋産出試験の坑井計画 
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（５）商業的産出のための技術の整備 

 

フェーズ 2 前半では、商業的産出のための技術を整備するため、海洋

における開発システムの検討、生産手法高度化技術の研究開発等を実施

した。 

    将来の商業生産と、そのための海洋開発システムの検討を見据え、第 2

回海洋産出試験（平成 26 年度の実施を計画中）において、より長期（数

か月）の試験が可能となるシステムを検討し、概念設計を行った。その

概念図を図６に示す。 

 

 

図６．数か月のフローを継続的に実現するための海洋産出試験システムの案 

 

また、生産量を増進させる手法の開発や超音波を用いた生産障害抑制

技術の開発など、メタンハイドレート貯留層からメタンガスを大量かつ

安 定 的 に 生 産 す る 生 産 手 法 の 開 発 、 及 び 生 産 シ ミ ュ レ ータ

（MH21-HYDRES）、地層変形シミュレータ（COTHMA）の実用性向上

などを実施した。 

さらに、メタンハイドレート資源の分解過程、生産障害、地層応力変

化などの生産挙動の検証、効率的な生産手法の実証のための「メタンハ

イドレート生産試験用室内大型試験装置」を設計・導入した（図７）。 
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図７．メタンハイドレート生産試験用室内大型試験装置 
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（６）環境保全に配慮した開発システムの確立 

 

環境保全に配慮した海洋開発システムを確立するためには、開発行為

に伴って想定される環境影響を事前に把握し、それに対応した適切な検

討を進める必要がある。 

このため、フェーズ 2 前半では、海洋における世界初の産出試験を一

つのモデルケースと捉え、その環境リスクの抽出・分析と対策の検討、

環境計測技術の開発、海域環境調査ならびに試験時のモニタリングの検

討、地層変形シミュレータを用いた海底面沈下量の評価等を実施した。 
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３－１－２ 個別要素技術成果 

 

（１）フィールド開発技術に関する研究開発 

 

  ①海洋産出試験の実施 

  

    第 1 回海洋産出試験の実施に必要な技術開発を実施した。具体的には、

地層隔離に関するもの、出砂対策に関するもの、坑内生産機器に関する

もの、モニタリングに関するものについて技術開発を実施した。地層隔

離については、浅層セメンチング等に関する研究を行い、セメントの条

件等を確定した。出砂対策については、出砂対策と貯留層障害対策を両

立する仕上げ技術を検討し、裸坑・グラベルパック仕上げが適切との結

論を得た。坑内生産機器については、フローアシュアランス（ハイドレ

ート再生成防止などの処置による管内流動の確保）に関するシミュレー

ション検討等を実施し、これらの結果に基づき坑内機器を設計し、製造

を開始した。モニタリングについては、生産・開発に関する物理探査技

術の研究を行い、モニタリング井を 3 坑とすることの決定、試験前後の

物理検層によるデータ取得プランの策定、4 成分地震探査を行うための

装置開発と製造・設置の準備等を行った。 

 

    これらの技術開発の結果等も踏まえ、海洋坑井の生産性と坑井安定化

技術の評価が可能なデータを取得することができる計画を立案した。平

成 24 年度の実施に向けた具体的な試験プログラムの策定、坑底・海底

及び地表機器（ポンプ・セパレータ・ヒーター・試ガス処理装置等）の

選定、装置の選定・設計をほぼ完了し、これらの装置の調達が可能な状

態とした。平成 23 年度に取得する検層データ等の解析については、フ

ェーズ 1 で実施したカナダでの第 2 回陸上産出試験の解析プロセスを元

に、分析フローチャートを策定している。また、平成 23 年度に実施す

る作業のオペレーターと掘削リグを選定し、海域調整、許認可等の手続

きもほぼ終了している。更に、試験地点の貯留層モデル・生産シミュレ

ータを用いて海洋産出試験におけるガス・水レート予測及び生産上リス

クの抽出を行い、その結果については、生産システムの設計及び機器選

定に反映している。 

 

    また、今回の海洋産出試験による環境影響評価を実施するため、平成

22 年度の 1 月及び 3 月、平成 23 年度の 9 月及び 1 月に海域環境調査を

実施し、試験予定実施期における試験予定地点近傍のベースライン環境

情報（水質、低湿、生物層）を取得した（図８）。その結果、得られた
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データからは、海洋産出試験の影響を受けやすいと考えられる要素は見

受けられなかった。また、地滑り及びメタンガス漏洩リスクについての

現時点における評価を実施し、今回の試験規模では大きなリスクはない

と判断した。さらに、水処理対策の立案、環境モニタリング実施のため

の機器設置案とデータ取得案を策定した。 

 

プランクトンネット
調査船からネットを曳航しプラ
ンクトンを採取する

 

係留式流況調査
複数の流向・流速計を係留。最上部は
ADCPと呼ばれる流速計

ニスキン採水器
調査船から採水器を垂下し、各水
深の水を採取する

セジメントトラップ
流向・流速計と一緒に係留
する。表層から沈降してくる
粒子を採取する

マルチプルコアラー
海底面から数10cmの短いコア試料を採取する

 

 

図８．海域環境調査（平成 23 年 1 月、3 月、9 月、平成 24 年 1 月） 
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  ②メタンハイドレート資源フィールドの特性評価 

 

    α・β濃集帯に関して、フェーズ 1 で得られたデータに加え、地震探

査データの再評価、コア分析・検層解析の総合化により貯留層評価を進

め、メタンハイドレート生産挙動の評価に資する貯留層特性モデルの精

度を高めた。 

    また、坑井安定化技術の基礎となる地層の力学的データを取得するた

め、海底地盤ボーリング調査、詳細海底地形・地質調査を行い（図９）、

その解析結果を、第 1 回海洋産出試験の掘削計画・仕上げ案に反映させ

た。 

 

 

 

図９．海底地盤ボーリング調査（平成 23 年 2 月） 

 

 

  ③海洋開発システムの検討 

 

フェーズ 1 で抽出された海洋開発システムの課題（大水深における耐

圧性や実際にガス・水を流動させられるかどうかの現実性等）に対して、

妥当性及び現実性の観点から評価を行った。その結果、海洋開発システ

ムについて、現状の技術でもフェーズ 1 で設定したシステムは非現実的

ではないという結論が得られた。 

また、三次元地層力学モデルやシミュレーション等により策定した、

長期的な安定生産が可能な坑井設計について、海洋産出試験を通じて検

討する予定であり、これらの結果を今後の海洋開発システム検討に反映

することとしている。 
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  ④第 2 回陸上産出試験の解析と長期試験の実施 

 

    第 2 回陸上産出試験の結果について網羅的な検討を行い、総括成果報

告書にとりまとめた。また、研究成果は平成 22 年度に東京で開催した

国際シンポジウム等で発表した。 

    また、長期試験の実施については、米国アラスカ州におけるパイプラ

イン原油流出事故（2007 年）、メキシコ湾原油流出事故（2010 年）など

の影響もあり、実施主体として想定していた鉱区権者が、共同操業者・

許認可官庁からの理解を得るのに時間を要していることなどの理由によ

り、実施に至らなかった。しかし、商業化を実現するためには、長期試

験の実施により、長期生産挙動の把握や坑内システムの長期安定性の確

認等が必要となるため、引き続き国際協力による長期試験実施の実現可

能性について検討・協議を継続する。 
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（２）生産手法開発に関する研究開発 

 

  ⑤生産手法高度化技術の開発 

 

メタンハイドレート貯留層からメタンガスを大量かつ安定的に生産す

る手法を開発するため、坑底圧を 3MPa 以下とする強減圧法の有効性の評

価、減圧法による貯留層温度の低下を補完する効率的な加熱手段として

の交流通電加熱法、CO2・水エマルジョン圧入法の開発等を実施するとと

もに、坑井周辺に堆積するスキン（細流砂）を除去するための超音波照

射法の開発など、効果的な生産障害対策技術を開発した。 

また、メタンハイドレートの分解過程、生産障害、地層応力変化など

への生産挙動の検証、効率的な生産手法の実証などのため、「メタンハ

イドレート生産試験用室内大型試験装置」を設計・作製・導入した。 

 

  ⑥生産性・生産挙動評価技術の開発 

 

メタンハイドレート資源フィールドにおける坑井ガスの生産性・生産

挙動を高い精度で予測・解析する評価技術を開発するため、フェーズ 1

で開発した生産シミュレータ（MH21-HYDRES）に、細流砂の移流・蓄積

やメタンハイドレート再生成等の生産障害、CO2・水エマルジョン圧入法

による生産挙動変化を解析することができる計算ルーチンを導入し、シ

ミュレータの精度向上を図った。更に、並列計算機能の追加とアップス

ケーリング手法の開発により、シミュレーション速度の高速化（50 倍）

を実現した。 

生産シミュレータ（MH21-HYDRES）については、その信頼性を評価

するため、陸上産出試験、海洋産出試験の生産性・生産挙動の予測・評

価を実施した。その結果、海洋産出試験の試験地としてβ濃集帯が望ま

しいとの結論を得た。 

    また、長期の生産性や地層変形を評価することのできる三次元貯留層

モデルの精度向上のため、断層における浸透率を実験的に取得した。ま

た、α濃集帯、β濃集帯について、その範囲の拡充を行い、新たな三次

元貯留層モデルを構築した。 

更に、生産シミュレータ（MH21-HYDRES）と東部南海トラフ海域の

貯留層モデルをもとに、浸透率の不均一性がガスの生産性に与える影響

について評価を実施した。その結果、より経済的な生産システム構成を

考える上では、貯留層の浸透率分布が重要であることを提示した。 
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海底面 β-1坑井

北
南

西

東

深度

 
 

図１０．β濃集帯の新たな三次元貯留層モデル 

 

⑦地層特性評価技術の開発 

 

メタンハイドレート生産時の地層変形を予測する地層変形シミュレー

タ（COTHMA）の精度向上のため、傾斜層に対する解析を可能にしたほ

か、坑井と地層間の接触面強度、接触面摩擦角などのパラメータを実験

的に取得し同シミュレータに導入した。 

    また、坑井周辺の地層力学挙動を詳細に解析するシミュレータ

（COTHMA/WELL）を開発し、生産条件が地層応力に与える影響などを

評価した。その結果、ケーシング応力、セメント応力は、減圧区間長、

接触面強度、減圧速度等に大きく影響を受けることを明らかにした。 

また、地層変形シミュレータ（COTHMA）を用い、東部南海トラフ海

域の海底面沈下量の感度分析を実施した。更に、減圧法による地層変形

が、断層に対して与える影響について、断層面の弾性係数の評価が重要

であることを明らかにするとともに、減圧法による地すべり面への影響

についての解析を可能にした。 
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（３）資源量評価に関する研究開発 

 

  ⑧日本周辺海域のメタンハイドレート賦存状況の評価 

 

フェーズ 2 では、東部南海トラフ以外の海域にも対象を拡大し、メタ

ンハイドレート濃集帯の特徴を示唆する海域のうち、在来型の石油天然

ガスのための三次元地震探査が実施された 3 海域(道南～下北沖、佐渡

南西沖、佐渡西方沖)において、濃集帯の分布状況に関する評価作業を

実施した。 

また、日本周辺のメタンハイドレートの賦存状況の総合評価の一環と

して、東部南海トラフを含む、濃集帯の評価が終了した海域を対象に、

エリア内の地震波の平均速度を計算し、平均速度の傾向と濃集帯の分布

状況との関係に着目して、簡易的な資源ポテンシャルの推定手法の検討

を行った。 

メタンハイドレート濃集帯以外のメタンハイドレート賦存域につい

ては、海底面近傍ハイドレートの存在が確認されている上越沖等におけ

る賦存状況を把握するために、仏国の科学調査船を傭船して、長尺コア

リング等の科学調査を実施し、現在、サンプル分析等を進めているとこ

ろである。 

 

  ⑨メタンハイドレートシステムの検討 

 

メタンハイドレートシステムに関する検討として、最新のバイオマー

カー分析機器を用いて、基礎試錐「東海沖～熊野灘」のコアの地化学分

析を行い、メタン生成菌によるメタンガスの生成が、BSR 以深の地層で

も広範囲に行われている可能性が高いことを示した。また、メタンハイ

ドレート濃集帯を模した生成シミュレーションにより、単位体積あたり

のメタン生成量が低い場合でも、局所的に砂層が集中している箇所が存

在するのであれば、メタンハイドレートの濃集が起こりうる可能性を示

した。 

このように、(1)深部を含めた広範囲でのメタンの生成と、(2)砂層

の集中箇所でのメタンハイドレートの濃集の可能性によって、東部南海

トラフ海域におけるメタンハイドレート濃集帯の形成プロセスのモデ

ルの核となる要素を把握することができた。 
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（４）環境影響評価に関する研究開発 

 

  ⑩環境リスクの分析と対策の検討 

 

フェーズ 2 では、将来のメタンハイドレート開発における環境影響要

因と環境影響の抽出・分析を実施するとともに、海洋産出試験における

環境影響要因と環境影響についても抽出・分析を実施した。そして、抽

出した環境影響については概念図として整理を行った。また、環境モニ

タリングに関する検討（海域環境調査等）の結果やシミュレーションの

結果をもとに海洋産出試験におけるリスクマネージメントプランの策

定を実施した。 

 

  ⑪環境計測技術の開発 

 

フェーズ 2 に実施する海洋産出試験ではメタンハイドレートの分解・

生産に伴う地層変形、メタン漏洩に関してのモニタリングを計画してい

る。これに向けてプロトタイプ機を製造し、更に水深 1,000m の海域で

の作動状況、計測状況の試験を実施した。これらプロトタイプ機につい

ては、海洋産出試験での計測が可能な状態である。また、これらのモニ

タリング機器を用いたモニタリングコンセプトの策定などを実施した

（図１１）。 

 
 

図１１．海洋産出試験における環境モニタリングのイメージ図 



 

31 

⑫海洋産出試験における環境影響評価 

 

海洋産出試験で予測される環境リスクの抽出・分析によって把握され

た環境影響（地層変形、メタン漏洩、生産水の処理など）について、シ

ミュレーションによる挙動の予測・事前評価を実施した。その結果、海

洋産出試験では大規模な環境影響は生じないことが予測された。この結

果をもとに環境影響評価を実施し、事前掘削作業までの環境影響検討書

の策定作業を実施した。検討書については、掘削作業だけでなく、海洋

産出試験全体を網羅した検討書を策定する必要があるため、今後、生産

に伴う環境影響を検討書に追加していく予定であり、その完成は平成 24

年度中になる予定である。 

 

  ⑬メタンハイドレート開発における環境総合評価と最適化検討 

 

将来の開発を見据えた総合評価と最適化検討を実施するに当たり、メ

タンハイドレート研究、環境などに関する最新情報の収集を継続的に実

施している。 
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（５）経済性の評価 

 

  ⑭経済性の評価 

 

    海洋開発システム（サブシー機器及びプラットフォーム）仕様の再検

討を行い、経済性評価の見直しを行った。見直しでは経済環境について

現在の条件を反映した。見直しの結果については、今年度中にとりまと

める予定である。 
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３－１－３ 特許出願状況等 

 

 フェーズ 1 を含むこれまでの特許出願件数、論文発表件数、学会発表件数、

資料提供件数は表３の通りであり、国内外において多くの研究成果を公表して

いる。平成 21 年 4 月から平成 23 年度 11 月までの主な学会における発表件数を

表４に示す。 

 

表３．特許・論文等件数 

 

年度 特許出願 

件数 

論文発表 

件数 

学会発表 

件数 

資料提供 

件数 

平成 14 年度 0 8 20 22 

平成 15 年度 3 15 83 38 

平成 16 年度 7 14 99 39 

平成 17 年度 4 48 143 27 

平成 18 年度 3 31 127 51 

平成 19 年度 2 33 122 48 

平成 20 年度 3 58 163 27 

平成 21 年度 2 71 124 46 

平成 22 年度 0 28 210 64 

平成 23 年度※ 0 64 190 64 

※平成 23 年度は 11 月末までの件数 
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表４．平成 21 年 4 月～平成 23 年 11 月の学会発表の例 

 

学会名 
日本地球惑星科学連合 

2009 年大会 

平成 21 年度 石油技術協

会 春季講演会 
2009 AGU Fall Meeting 

開催場所 千葉（幕張） 東京（代々木） サンフランシスコ 

開催日 H21.5.16～21 H21.6.3～4 H21.12.14～18 

発表件数 5 件 6 件 8 件 

テーマ例 
東部南海トラフの調査結果 

生産シミュレータ など 

東部南海トラフの調査結果 

など 

日本の MH 開発計画、東部南海

トラフの調査結果 など 

 

学会名 
日本地球惑星科学連合 

2010 年大会 

2010 Offshore Technology 

Conference 

メタンハイドレート 

資源開発国際シンポジウム 

開催場所 千葉（幕張） ヒューストン 東京 

開催日 H22.5.23～28 H22.5.3～6 H22.11.15～17 

発表件数 11 件 9 件 56 件 

テーマ例 
環境影響評価、生産シミュレータ

など 

東部南海トラフの調査結果 

生産シミュレータ など 

カナダ陸上産試験概要、東部南海

トラフの調査結果、環境影響評価

など 

 

学会名 
日本地球惑星科学連合 

2011 年大会 

平成 23 年度 石油技術協

会 春季講演会 

7th International Conference 

on Gas Hydrates (ICGH7) 

開催場所 千葉（幕張） 東京（代々木） エジンバラ 

開催日 H23.5.22～27 H23.6.8～9 H23.7.17～21 

発表件数 12 件 6 件 40 件 

テーマ例 東部南海トラフの調査結果など 
メタンハイドレート分解挙動に

関する研究など 

海洋産出試験計画、生産シミュレ

ータ、環境影響評価など 
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３－２ 目標の達成度 

 

【標準的評価項目】 

○目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度(指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成

すべき水準(基準値)との比較)はどうか。 

 

 ２－１－２で示した 14 項目の「研究テーマ」の達成状況を表５にまとめる。

当初の目標に対しては、長期試験の実施に至らなかったことを除けば、全て達

成されている。 

 また、今般の達成度については、中間評価（１月末）時点での状況を記載し

ている。このため、本年度も研究を継続していて年度末までには達成が見込ま

れる項目については、『達成見込み』との表現を使用した。 

 

表５．目標に対する成果・達成度の一覧表 

 

分野 研究開発テーマ 成果 達成度 

フィール

ド開発技

術に関す

る研究開

発 

① 海洋産出試験の実施 第 1 回海洋産出試験の実施に向け、平成 23

年度末までに、坑井仕上げ、出砂対策、坑

内生産機器、メタンハイドレート分解モニ

タリングに関する技術開発を完了する予

定。 

第 1 回海洋産出試験について、評価が可能

となるデータを取得できる計画を立案し

た。 

平成 23 年度作業のオペレーターと掘削リグ

を選定。年度内に坑井の掘削を開始し、一

部区間を除いて完了させる予定。 

試験結果解析のためのフローチャートの策

定、試験地点の貯留層モデル構築によるガ

ス・水レート予測及び生産リスクの抽出、

環境影響評価のための海域環境調査、等を

行った。 

 

達成 

見込み 

② メタンハイドレート資

源フィールドの特性評

価 

地震探査データの再評価等を実施し、坑井

近傍の貯留層特性モデルの策定と精度の向

上を実施した。 

達成 
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③ 海洋開発システムの検

討 

フェーズ 1 で抽出された海洋開発システム

の課題に対して、妥当性および現実性の観

点から評価を行い、海洋開発システムにつ

いて、現状の技術でもフェーズ 1 で設定し

たシステムは非現実的ではない、という結

果を得た。 

三次元地層力学モデル等を用いて、長期的

な安定生産が可能な坑井設計を検討してお

り、今後の海洋開発システムに反映するこ

ととしている。 

開発リスクやコスト低減策について、情報

の収集と整理し対応を考察中。今年度中に

とりまとめる予定。 

達成 

見込み 

④ 第 2 回陸上産出試験の

解析と長期試験の実施 

フェーズ 1 における資源量評価と第 2 回陸

上産出試験の結果について網羅的な検討を

行い、総括報告書にとりまとめた。 

長期陸上産出試験については、相手国側に

おける進展が見られず、実施に至っていな

い。 

一部 

達成 

生産手法

開発に関

する研究

開発 

⑤ 生産手法高度化技術の

開発 

坑底圧（減圧した時の坑内到達圧力）を

3MPa 以下とする強減圧法の有効性の評価

を実施した。また、減圧法による貯留層温

度の低下を補完する効率的な加熱手段とし

ての交流通電加熱法、ＣＯ２・エマルジョ

ン法などを開発した。 

坑井周辺に堆積するスキン（細流砂）を除

去するための超音波照射法の開発など、効

果的な生産障害対策技術を開発した。 

メタンハイドレートの分解過程、生産障害、

地層応力変化などの生産挙動の検討、効率

的な生産手法の実証などのための大型室内

試験装置を設計、作製、導入した。 

達成 

⑥ 生産性・生産挙動評価技

術の開発 

生産障害等による影響を生産シミュレータ

（MH21-HYDRES）に導入し、その精度向上、

計算速度の高速化等を行った。 

地層の断層パラメータを実験的に取得、α

濃集帯、β濃集帯の生産挙動用三次元貯留

一部 

達成 
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層モデルの拡充など、三次元貯留層モデル

の精度向上を行った。 

海洋産出試験候補域の生産性を評価し、生

産量の観点から、β濃集帯の一地点が海洋

産出試験の試験地として望ましいとの結論

を得た。なお、フェーズ 2 前半に予定して

いた陸上産出試験の生産性評価について

は、実施に至っていない。 

浸透率の不均一性がガスの生産性に与える

影響評価を実施し、より経済的な生産シス

テム構成を考える上では、貯留層の浸透率

分布が重要であることを提示した。 

⑦ 地層特性評価技術の開

発 

地層変形シミュレータ（COTHNA）の精度

向上のため、傾斜層に対する解析を可能と

したほか、坑井と地層間の接触面面積、接

触面摩擦角などを実験的に導入した。 

生産条件の地層応力に与える影響などを評

価し、ケーシング応力、セメント応力は、

減圧区間長、接触面強度に大きく影響を受

けることを明らかにした。 

地層変形シミュレータを用い、東部南海ト

ラフ海域を対象とした海底面沈下量の感度

分析を実施したほか、断層が地層に与える

影響としては、断層面の弾性係数の評価が

重要であることを明らかにした。 

達成 

資源量評

価に関す

る研究開

発 

⑧ 日本周辺海域のメタン

ハイドレート賦存状況

の評価 

下記の 3 箇所について、基礎物理探査によ

る三次元地震探査データを用い、メタンハ

イドレート濃集帯に関する評価作業等を行

った。 

(1)道南～下北沖 

(2)佐渡南西沖 

(3)佐渡西方沖 

このうち、(3)については、平成 23 年度末に

作業完了となる見込みである。 

現在使用可能な地震波速度データを用い

て、エリア毎の代表的な平均速度傾向を産

出し、簡易的な資源ポテンシャルの推定手

達成 

見込み 
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法の検討を行った。 

⑨ メタンハイドレートシ

ステムの検討 

最新のバイオマーカー分析機器を用いて、

基礎試錐「東南海～熊野灘」のコアの地化

学分析を行った。その結果、メタン生成菌

によるメタンガスの生成が、BSR 以深の地

層でも広範囲に行われている可能性が高い

ことを示した。 

メタンハイドレートの生成シミュレーショ

ンソフトを用いた検討を実施した結果、単

位体積あたりのメタン生成量が低い場合で

も、局所的に砂層が集中している箇所では、

メタンハイドレートの濃集が起こりうる可

能性を示した。 

達成 

環境影響

評価に関

する研究

開発 

⑩ 環境リスクの分析と対

策の検討 

海洋産出試験に伴うリスクの抽出について

は、各作業で想定される環境影響要因と環

境影響を抽出し、概念図として整理した。

検討の結果、試験の規模が小さいことから

予測されるリスクは非常に小さいと予測さ

れるが、環境モニタリングプラン、シミュ

レーション結果などをもとにリスクマネー

ジメントプランを策定した。 

達成 

⑪ 環境計測技術の開発 開発が必要なモニタリング用センサーとし

て、地層変形およびメタン漏洩検知のため

のセンサーを抽出し、システム化を図った。 

さらに、海洋産出試験の計画・規模に応じ

た設置位置、設置方式、モニタリング期間

等について整理し、モニタリングコンセプ

トを策定した。 

また、試験機については、深海域試験を実

施し、海洋産出試験での計測が可能な状態

であることを確認している。 

達成 

⑫ 海洋産出試験における

環境影響評価 

平成 23 年度にメタンガス漏洩、地層変形等

について事前評価を実施し、海洋産出試験

では大規模な環境影響は生じないことを予

測した。 

試験の環境影響を網羅的に評価するため

に、事前掘削時の「環境影響検討書」の検

ほぼ 

達成 
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討を実施した(11 月末初稿、12 月または 1 月

初旬に環境有識者会議を実施する予定)。 

平成 24 年度においては、上記の検討を受け、

予測結果の検証のためのモニタリングを海

洋産出試験において実施する。 

「環境影響検討書」については平成 23 年度

作成部分である事前掘削のものを産出試験

まで広げ、海洋産出試験全体の「環境影響

検討書」の作成を目指す。 

⑬ メタンハイドレート層

開発における環境の総

合評価と最適化検討 

メキシコ湾での漏洩事故による周辺海域へ

の環境影響や、石油・天然ガス開発におけ

る環境影響評価の事例等についての最新情

報を継続的に収集しており、適宜、メタン

ハイドレート開発時の影響評価内容へのア

ップデートを図っている。 

達成 

経済性の

評価 

⑭ 経済性の評価 海洋開発システム（サブシー機器及びプラ

ットフォーム）仕様の再検討を行い、経済

性評価の見直しを行った。見直しでは経済

環境について現在の条件を反映した。 

見直しの結果は、今年度中にとりまとめる

予定である。 

達成 

見込み 

 

注）「達成度」の欄には、達成、一部達成、未達成、を選択して記述。 

  「一部達成」とは、当該技術開発が複数のテーマで構成され、テーマ毎に目

標値が設定されている場合において、テーマ毎に達成、未達成がある場合に

選択（成果がおおよそ得られていても、すべてのテーマの目標値が未達成の

場合は、「未達成」を選択する）。 

 

 これらのうち、長期試験の実施については、米国アラスカ州におけるパイプ

ライン原油流出事故（2007 年）、メキシコ湾原油流出事故（2010 年）などの影

響もあり、実施主体として想定していた鉱区権者が、共同操業者・許認可官庁

からの理解を得るのに時間を要していることなどの理由により、実施に至らな

かった。しかし、商業化を実現するためには、長期試験の実施により、長期生

産挙動の把握や坑内システムの長期安定性の確認等が必要となるため、引き続

き国際協力による長期試験実施の実現可能性について検討・協議を継続する。 

 「海洋産出試験における環境影響評価」については、掘削に関する内容につ

いて記した平成 23 年度作成分の環境影響検討書に、平成 24 年度に実施する海
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洋産出試験における環境影響評価についても追記する予定であるため、ここで

は「ほぼ達成」とした。 
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４．事業化、波及効果 

 

４－１ 事業化の見通し 

 

【標準的評価項目】 

○事業化については妥当か。 

・事業化の見通し(事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解

決方策の明確化等)は立っているか。 

 

 メタンハイドレートについては、フェーズ 1 及びフェーズ 2 のこれまでの研

究を通じて様々な知見が得られた。しかし、商業化の見通しを得るには、海洋

産出試験の実施など、さらなる研究が必要である。このため、本項では開発ス

ケジュールの見直しについての考え方を示す。 

 

４－１－１ 開発スケジュールの見直し 

 

 平成 20 年度当初の段階においては、フェーズ 2 は 3 年間で実施することとし

ていたが、フェーズ 1 からフェーズ 2 へ進むにあっては、研究開発の現状を踏

まえたスケジュールの見直しが必要であった。このため、資源エネルギー庁資

源・燃料部に設置するメタンハイドレートの有識者検討会である『メタンハイ

ドレート開発実施検討会（座長 藤田和男東京大学名誉教授（当時））』におい

て、フェーズ 1 の成果と今後の開発スケジュールの審議を行った。その結果、

開発スケジュールについては、図１２のとおりに、フェーズ 2 のスケジュール

については図１３のとおりに見直しを行うことで、承認が得られたところ。現

在の開発スケジュールについては、平成 17 年（2005 年）と平成 20 年（2008 年）

に見直しが行われ、平成 30 年度（2018 年度）までの計画となっている。この見

直しの考え方を示す。 

 

 （開発スケジュールの見直しの考え方） 

 

① フェーズ 2 で計画される海洋産出試験を安全に行うには、尐なくとも 3

年の準備期間が必要である。 

② フェーズ 1 の課題である長期の陸上産出試験は、分解挙動の解明などで、

我が国の研究開発にも意義があることから、引き続き、国際共同研究の

実現に向けた努力の継続が必要である。 

③ ①、②から、フェーズ 2 には 7 年程度の研究期間を確保する必要がある。 

④ このため、全体計画も見直し、プロジェクトの最終目標を当初計画の平
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成 28 年度（2016 年度）から平成 30 年度（2018 年度）へと変更する。 

 

 

 

図１２． 全体計画のスケジュールの見直し 

 

２００９ＦＹ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５

陸上試験の検討
陸上産出試験

（アラスカなどを想定）

海洋試験の準備
準備

（技術課題・試験環境の整備等）
解析・準備

海洋試験
第１回海洋産
出試験

第２回海洋産
出試験

その他の研究

プロジェクト評価
フェーズ２

中間評価

フェーズ２

最終評価

 

図１３．見直し後のフェーズ 2 のスケジュール 
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４－２ 波及効果 

 

【標準的評価項目】 

○波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

 我が国近海に賦存するメタンハイドレート層に含まれるメタンガス量は、我

が国年間天然ガス消費量の 100 年分との試算もあり、これらが商業化できた場

合には、我が国のエネルギー安定供給に貢献する新たな国産エネルギー資源と

なる。また、メタンハイドレートの成分であるメタンガスは天然ガスの主成分

であり、石油等の化石燃料に比べて環境負荷が尐ないクリーンなエネルギー資

源であることから、地球温暖化対策への貢献も期待される。 

 

 さらに、我が国は、世界に先駆けてメタンハイドレートの研究開発に取り組

んでおり、国際的な学会や共同研究、及び技術マネジメントにおいてリーダー

シップをとることができるほか、本研究を通じて蓄積されたノウハウは、関係

する産業への普及、エンジニア育成、産業振興にも貢献することが期待される。 

 

 なお、メタンハイドレート開発実施検討会の委員からは、フェーズ 1 の波及

効果として、メタンハイドレートが開発可能な資源であると世界で認識させた

こと、その賦存状況をより詳しく明らかにしたこと、それによって米国をはじ

めとする幾つかの諸外国で開発に向けた動きを生み出したことも重要との意見

が寄せられている。 

 

 （参考：主な諸外国のメタンハイドレート開発の動向） 

  ●米国：アラスカ（陸域）とメキシコ湾（海域）で研究を進めており、2012 年に

はアラスカにてメタンハイドレートと二酸化炭素の置換実験を実施予定

（JOGMEC が共同研究者として参加）。また、メキシコ湾での第 3 回掘削

（LEG3）が計画されている。 

  ●韓国：平成 22 年 7～9 月に日本海を掘削して孔隙充填型のメタンハイドレートを

採取。 

  ●中国：平成 19 年 6 月に南シナ海北部を掘削してメタンハイドレートを採取。 

  ●インド：平成 18 年 5 月に米国と共同で周辺海域を掘削してメタンハイドレート

を採取。 

  ●カナダ：平成 18 年～平成 20 年に日本と共同で産出試験を実施、 

  ●日本：平成 18 年～平成 20 年にカナダと共同で陸上産出試験を実施。平成 24 年

度には、世界初となる海洋での産出試験を実施する予定。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

 

５－１ 研究開発計画 

 

【標準的評価項目】 

○研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか(想定された課題への

対応の妥当性) 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

 平成 20 年度のフェーズ 1 終了時に中間評価が行われ、フェーズ 2 の研究期間

は 7 年間に延長された。これを踏まえてフェーズ 2 実行計画を策定し、期間中

の研究課題である 30 項目（参考資料４を参照）を設定するとともに、これらの

成果をわかりやすく表示するため 14 項目に集約を行った。本項では、これら 14

項目に関する研究開発計画を表６に示す。 

 

表６．研究開発計画 

 

要素技術 実施項目/年度 21 22 23 24 25 26 27 

フィールド開

発に関する研

究開発 

① 海洋産出試験の実施 

 

       

② メタンハイドレート

資源フィールドの特

性評価 

       

③ 海洋開発システムの

検討 

       

④ 第 2回陸上産出試験の

解析と長期試験の実

施 

       

生産手法に関

する研究開発 

⑤ 生産手法高度化技術

の開発 

       

⑥ 生産性・生産挙動評価

技術の開発 

       

⑦ 地層特性評価技術の

開発 

       

2 度の海洋産出試験の準備・実施・データ取得 

貯留層特性モデル策定 貯留層特性モデル再評価 

課題の抽出と検討 現実的な概念設計 

第 2回の結果の解析 

長期試験の実施 
長期試験の分析 

大量・安定生産のための研究開発 

生産シミュレータの機能強化と生産性評価 

 

地層変形シミュレータの機能強化と地層変形評価 
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資源量評価に

関する研究開

発 

⑧ 日本周辺海域のメタ

ンハイドレート賦存

状況の評価 

       

⑨ メタンハイドレート

システムの検討 

       

環境影響評価

に関する研究

開発 

⑩ 環境リスクの分析と

対策の検討 

 

       

⑪ 環境計測技術の開発        

⑫ 海洋産出試験におけ

る環境影響評価 

       

⑬ メタンハイドレート

開発における環境の

総合評価と最適化検

討 

       

経済性の評価 ⑭ 経済性の評価 

 

       

 

日本周辺海域の濃集帯の分布状況評価 

東部南海トラフの検討 東部南海トラフ以外の検討 

環境リスクの 

抽出・分析・検討 

商業生産時対応案

の提示 

コンセプト機製造 商業生産時対応機の提示 

環境影響評価の実施と評価書の作成 

商業生産時の環境影響評価手順の検討・提示 

フェーズ 1時の見直し 海産試験を踏まえた検討 
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５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 

 

【標準的評価項目】 

○研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環

境が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に

行われる体制となっているか、いたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施

しているか、いたか。 

 

 フェーズ 2 は、経済産業省から委託を受けた、（独）石油天然ガス・金属鉱物

資源機構、（独）産業技術総合研究所の 2 者が、プロジェクトリーダー（増田 昌

敬 東京大学准教授）のもとで『メタンハイドレート資源開発研究コンソーシ

アム』を組織して実施した。研究開発は、上記の 2 団体を中核として、関連団

体 40 以上、研究者 300 人以上の知見を結集して進められた。 

 

 （１）コンソーシアム内の管理・運営 

    プロジェクトリーダーのもとに、コンソーシアムの管理・運営を行う

コンソーシアム推進グループを設置、最高意志決定機関である『運営協

議会（回数：8 回※）』や、議論の場である『業務連絡会』や『技術連絡

会』などを運営して内部連携を促進するとともに、研究成果の着実な進

捗と価値最大化に努めた。 

 

（２）研究成果の普及 

研究成果の啓蒙普及のため、『メタンハイドレート資源開発国際シンポ

ジウム（参加者 329 人）』や、年 1 回の『一般成果報告会（参加者数 169

人）』を実施するとともに、ホームページ（アクセス：約 459,522 件※）

を通じた広報活動や資料提供を行った。 

  

（３）国際協力の推進 

国内外において、積極的な論文発表（164 件※）や学会発表（525 件※）

を行ったほか、メタンハイドレートの早期実用化に向けて、カナダ、ア

メリカをはじめとする諸外国との国際研究を実現し、研究開発を行った。 
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 （４）外部有識者の知見 

資源エネルギー庁資源・燃料部に『メタンハイドレート開発実施検討

会（座長 佐藤 光三東京大学教授）』を設置し、外部有識者からの評価・

助言を得る体制を整えて、研究開発を進めた。これまで 3 年間で 5 回に

わたる議論を重ねている。 

 

 （５）外部評価の実施 

平成 23 年度には中間評価を実施し、今後、『メタンハイドレート開発

促進事業評価検討会（座長 在原典男早稲田大学教授）』、『産業構造審議

会産業技術分科会評価小委員会（委員長 平澤泠東京大学名誉教授）』で、

本事業の進捗状況や妥当性についての議論を実施する。 

 

経済産業省 メタンハイドレート開発実施検討会
（座長：佐藤光三東大大学院教授）

資源量評価
グループ

フィールド開発
技術グループ

生産手法開発
グループ

環境有識者会議

推進グループ

技術連絡会（各グループの研究活動を報告）業務連絡会

年度計画、進捗報告

MH21全体の企画・運営・

広報のほか、環境影響評

価と経済性検討に関する

研究の統括を担当。

評価、助言

助
言

連
携

環境評価に関する知見・成果を共有

運営協議会
（プロジェクトリーダー：増田昌敬東大准教授）

（管理主体：ＪＯＧＭＥＣ） （管理主体：ＪＯＧＭＥＣ）（管理主体：産総研）（管理主体：ＪＯＧＭＥＣ）

陸上産出試験・海洋産出
試験など、フィールド開発
技術に関する研究開発を
担当。

経済的な生産手法の開発・
シミュレータの強化など、生
産手法開発に関する研究
開発を担当。

我が国周辺のメタンハイド
レート賦存状況の評価など、
資源量評価に関する研究
開発を担当。

プロジェクト評価検討会
（座長：在原典男早大名誉教授）

産業構造審議会
産業技術分科会評価小委員会
（委員長：平澤泠東大名誉教授）

中間（最終）報告中間（最終）評価

・平成23年度

・平成27年度委
託

運営

 
 

図１４．フェーズ 2 の研究開発体制 

 

（注）5－2 文章中の※については、平成 23 年 11 月末の実績値である。 
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５－３ 資金配分 

 

○資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

 

 開発計画を踏まえて、中長期的にわたる新たな技術開発等を国主導で実施し

ていく観点から、平成 14 年度に新規の予算『メタンハイドレート開発促進事業

委託費』を創設。フェーズ 2 における予算総額は 180 億円である。 

 

 

表７．予算額 

（単位：億円） 

平成   年度 21 22 23 合計 

フィールド開発技術Ｇ 20 25 77 122 

生産手法開発Ｇ 9 8 6 23 

資源量評価Ｇ 13 9 3 25 

推進Ｇ 3 4 3 10 

合  計 45 45 89 180 
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５－４ 費用対効果 

 

【標準的評価項目】 

○費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより尐ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

 

 我が国近海に賦存するメタンハイドレート層に含まれるメタンガスの量は、

我が国天然ガス年間消費量の 100 年分との試算もあり、これらが商業化できた

場合には、我が国の長期エネルギー安定供給に資する新たな国産エネルギー資

源となる。なお、我が国は天然ガスの大部分を輸入しており、平成 22 年の年間

輸入量は約 952 億 m3（LNG：7,001 千トン）、輸入金額は 3 兆 4,469 億円である。 

 

他方、フェーズ 1 で詳細調査を行った東部南海トラフ海域におけるメタンハ

イドレート層に含まれるメタンガスの原始資源量は、約 11,415 億 m3（LNG：

80,387 万トン）と評価されている。なお、東部南海トラフの BSR 分布域は、日

本全体の約 1 割に相当。原始資源量は地下に集積が推定される総量であり、可

採埋蔵量ではない。 

  

また、フェーズ 1 で実施した経済性評価について、フェーズ 2 中間に当たる

平成 23 年度に海洋開発システムの仕様の再検討を行った。メタンハイドレート

は世界でも実用化の例はなく、本研究も技術開発の途上にあることから、現状

での評価に十分な情報は得られていないが、これらの前提で経済性を試算した

ところ、今後の研究で経済性が期待できる可能性が得られているのが現状であ

る。 
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５－５ 変化への対応 

 

【標準的評価項目】 

○変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか(新たな課題への対

応の妥当性)。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

 

 本プロジェクトでは、研究開発の進捗状況に応じて、実施内容及びスケジュ

ールの見直しを行ってきた。主な内容は下記の 2 点である。 

 

 （１）長期の陸上産出試験を経ずに海洋産出試験を実施 

 

    長期の陸上産出試験を継続して取り組むことは、メタンハイドレート

分解挙動の解明などの観点で意義は大きい。このため、平成 20 年 6 月に

は、米国との間でメタンハイドレート研究に関する協力意図表明文書を

締結し、陸上産出試験の共同実施に向けた検討を開始した。 

しかし、米国アラスカ州におけるパイプライン原油流出事故（2007 年）、

メキシコ湾原油流出事故（2010 年）などの影響もあり、実施主体として

想定していた鉱区権者が、共同操業者・許認可官庁からの理解を得るの

に時間を要していることなどの理由により、実施に至らなかった。 

 

    当初、長期の陸上産出試験を実施したのちに、日本近海における海洋

産出試験を実施する予定であったが、以下の理由から長期の陸上産出試

験の実施を待たずして海洋産出試験を実施することとした。 

この見直しについてはメタンハイドレート開発実施検討会でも議論が

なされ、承諾が得られているところ。 

 

（長期陸上産出試験の経ずに海洋産出試験実施が可能な理由） 

 

①長期陸上産出試験は現状では見通しが立たない状況。仮に実施可能とな

っても、第 1 回海洋産出試験の時期と重なるおそれがある。 

②抗井安定性に関しては、海と陸は条件が大きく異なるため、必ずしも陸

上産出試験での準備・練習が必要ということにはならず、室内実験やシ

ミュレーションを含めた十分な事前検討で対処可能。 

③坑内機器の選定やフローアシュアランス等の生産システムの評価・検証
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は、必ずしもメタンハイドレート坑井で行う必要はない。 

④第 2 回陸上産出試験結果（温度・圧力条件は南海トラフと類似）から、

減圧法の適用性については実績がある。 

 

 

 （２）第１回海洋産出試験を二カ年に分割して実施 

 

    平成 24 年度に計画されている第 1 回海洋産出試験について、3 本のモ

ニタリング井と 1 本の生産井の一部については、平成 23 年度中に掘削作

業を行い、モニタリング装置の設置とデータの取得を行うこととした。 

 

（事前に坑井を掘削する必要性） 

 

  ①検層等を前年度に行うことで、地質リスク（ハイドレート賦存状況が予

想と異なるなどのリスク）を軽減できる。 

  ②地層の状況に応じた適切な坑井の仕上げ方法を検討できる。 

  ③検層・生産量予測など、産出試験計画立案に必要な分析・解析作業を行

うことができる。 

  ④掘削による擾乱が落ち着き、坑内・地層内の状態（温度等）が安定する

ため、信頼度の高いモニタリングが可能になる。 

  ⑤掘削トラブルが発生した際にも、対策を検討する時間がある。 
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第３章 評価 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

 

・本研究開発は、我が国周辺海域に相当量の賦存が期待されながら未利用であるメタンハ

イドレートの商業的生産技術の整備を目的としており、エネルギー安全保障、低炭素エネ

ルギー資源開発の観点からも、メタンハイドレートの開発プロジェクトは重要であり、本

事業の事業目的・政策的位置付けは妥当である。 

 

・また、非在来型資源開発における新たな生産技術等の開発には、リスク・不確实性が大

きく、経済性が認められるまでは、国が主導的な役割を果たすべきである。 

 

・エネルギー基本計画の見直しが進む中、震災後の新たなエネルギー政策課題や国際エネ

ルギー情勢を踏まえた政策的位置づけや研究体制についての再検討を行うことが望まし

い。 

 

・一般の期待が高まる中、海洋産出試験等の結果を踏まえ、商業化への道筋と課題を明示

し、より早期に商業化を实現していくことが重要である。 

 

【肯定的意見】 

○事業目的、政策的位置付けともに極めて明確であり、国内の低炭素エネルギー資源開発

の観点から極めて重要なプロジェクトである。海底下メタンハイドレート層の開発は未踏

分野への挑戦であり、国の先導的役割が不可欠である。 

 

○東日本大震災以来、国家のエネルギー問題、特に、安定的に安価な資源の調達が、重要

な課題となっている中で、本事業の政策的位置づけは、従来以上に高まっていると言える。 

 

○国内でのエネルギー供給源を確保するという観点から重要と考える。 

 

○東日本大震災後、我が国にとって、エネルギー安全保障の確保は一段と重要性を増して

いる。その中で、天然ガスの果たす役割への期待はさらに高まっている。その中で、メタ

ンハイドレートの開発は、現時点ではまだ今後に向けた課題が存在するものの、重要な国

産エネルギー資源として、重要性を高めている。その意味において、本件の事業目的・政

策的位置づけは明確であり、かつ重要な意義を有する。さらに、新たな生産技術の開発な

ど、様々な課題を克服していく上で、国の関与は重要である。 
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○約10年前より世界で先導的に海洋メタンハイドレートの資源化研究開発を行ってきたこ

とは、資源に恵まれないわが国にとって国民や社会ニーズに合致している。とりわけ日本

近海のメタンハイドレート資源量を探査、評価する技術を確立し国際学会にて認知された

ことはわが国の技術レベルの先進性と独創性を評価出来よう。フェーズ2で实施予定される

海上メタンハイドレート生産テストは世界で初めての未知なるチャレンジであり、長時間

の安定レートガス産出操業が安全に続けられれば先ずは成功と見るべきであろう。水深1,0

00メートルの海底での無人遠隔操業技術システムの確立は海洋に囲まれるわが国にとって

は海洋資源開発の先導的役割をになう波及的効果も期待でき、産官学で役割分担をし、国

がリーダシップを発揮して行うべき事業であろう。専門家の一部の非観派が不可能と言う

声も聞く中で、フェーズ2の段階でメタンハイドレートの資源化事業の経済性を結論づける

ことは時期尚早で、先ずは時間を掛けて地道な科学・技術の確証を期待したい。 

 

○非在来型資源開発特有の課題が多く、経済性が認められるまでは政府の関与は不可欠で

ある。国内産資源開発と海洋資源開発両面での副次的なシステムや技術開発に結び付く可

能性が高く、大局的見地からも政府が深く関与すべき事業である。 

原子力等エネルギー情勢が不透明化するという環境変化に対応して、当初計画にこだわ

らず思い切った予算を投入すべきである。 

 

○わが国はエネルギー資源・化石燃料のほとんどを海外に依存しており、その中で、天然

ガスはCO2排出量が相対的に尐ない化石燃料であることから需要が増加している。2004年以

降、新興経済国の発展によって、全世界的なエネルギー資源の需要が高まる中で、獲得競

争が激化し、長期安定供給を確保するのが難しくなっている。さらに加えて、昨年の東日

本大震災による福島第一原発の事故以降、エネルギー基本計画の見直しが求められ、天然

ガスの重要性が一層増加した。 

本事業は日本近海に賦存するメタンハイドレートの探査・開発・生産・環境保全に必要

な技術の開発を世界に先駆けて手がけ、商業生産を目指している。資源開発事業はリスク

を伴う事業であり、今まで開発・利用されていない海底のメタンハイドレート資源は、リ

スク・不確实性が大きくて民間では開発できないので、国が商業化に必要な技術開発に関

与する必要がある。商業化に必要な技術、商業化を可能とする資源量の確保について、国

が主導的な役割を担い、民間に引きつぐことが重要である。 

 

【問題点・改善すべき点】 

●本プロジェクトに対する一般の期待が高まるなか、フェーズ2後半に实施される海洋産出

試験の結果を踏まえ、实用化商業化への道筋と課題を明示し、より早期に实用生産へ繋ぐ

ことが緊要である。 

海洋産出試験の实施と解析ならびにフェーズ3においては、石油天然ガス開発の技術と経
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験を有する石油開発企業のより直接的な参画が望ましい。 

 

●資源問題の重要性が、喫緊の課題となりつつあり、単に、技術的にメタンハイドレート

が採取できるかどうかということのみならず、経済的側面からの本事業の意義がより一層

高まっていることを認識してプロジェクトを推進すべきである。 

 

●対象としているメタンハイドレート鉱床は地中に存在するものに限定されており、海底

面に存在する鉱床についての検討が不十分。 

 

●エネルギー基本計画の見直しが進む中、震災後の新たなエネルギー政策課題と国際エネ

ルギー情勢を踏まえた、政策的位置づけの検討も重要である。 

 

●昨年の東日本大震災以来、地震、津波対策は衆目の的となっている現状に置いて、環境

影響評価のモニタリング、高機能な機器開発、予知分析ソフトの配備は国民や社会に注目

されている。然るに、フェーズ 2 では MH21 研究コンソーシアムの实行部隊に環境アセッ

スメント専門家グループが無く、推進グループが環境影響評価を統括し、外部の環境有識

者会議に諮問し助言を得る体制となっている。これでは緊急なる事故に対応できないと危

惧する。フェーズ 1 体制を見直し環境影響評価の専門企業を現体制に導入すべきと思料す

る。 
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２．研究開発等の目標の妥当性 

・研究開発の全体目標の 6 項目、及びフェーズ 2 における目標 5 項目、それに応じてブレ

ークダウンされた 14 テーマが設定されており、かつ個別要素技術課題として 30 項目も設

定されていることは、研究開発の目標として明確であり妥当である。 

 

・経済性評価に関する課題と達成目標について、経済性改善につながるよう、より具体的

に設定されるような段階に至ることを期待する。 

 

・陸上産出試験の目標については、国際協力を前提とすることから、柔軟に対応するべき

である。 

 

・また、商業生産のための技術の整備という目標については、一般的にわかりにくく、平

成 30 年度にメタンハイドレートがすぐに商業化されるという誤解を生まぬよう注意すべき

である。 

 

【肯定的意見】 

○全体目標およびフェーズ2の目標は明確である。中間評価時点までの達成目標は、14項目

の研究開発テーマならびに30項目の個別要素技術ごとに具体的に設定されている。 

 

○中間評価時点までに海洋産出試験の实施が实現できる状況になっている。 

 

○フェーズ2の目標設定では検討すべき課題が網羅されている。 

 

○平成20年の開発スケジュール見直し等を踏まえ、研究開発の目標も明確に設定されてい

るものと評価できる。フェーズ2の研究開発目標についても、「实行計画」に基づき5分野

が明示され、14のよりブレークダウンされたテーマが設定され、かつ個別要素技術改題と

して30項目も設定されている点は重要。達成度評価のための指標についても詳細化されて

いる。 

 

○「我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、将来の国産エ

ネルギー資源として、その資源量の評価方法を確立し、経済的に掘削・生産回収するため

の技術開発を推進し、エネルギーの長期安定供給確保に資する」と言う基本方針は实に当

を得ている。掲げた6項目の目標も概ね妥当であるが、目標5.商業的産出の為の技術整備に

ついて一般国民や社会に解りやすく目的を説明するには、今回のメタンハイドレート開発

検討プロジェクトは世界で初めての冒険的な海洋パイロット生産試験テストであることを

目的とすべきであろう。 
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○所期のフェージングに即しておおむね順調に進捗しており、目標は適切妥当と思料され

る 

 

○日本近海のメタンハイドレート資源の探査・資源量評価・フィールドの選択・生産技術

の開発・環境保全など、商業化に必要な目標が網羅されており、適切なものと判断する。

現在のフェーズ2について、その目標設定も適切なものと考える。フェーズ2の研究開発テ

ーマとして14項目が挙げられているが、陸上（アラスカ）における長期試験がメキシコ湾

の事故の影響で实施できなかったが、次年度以降の海上産出試験で補い、成果が得られる

ことを期待する。フェーズ1の終了時の評価で指摘したことであるが、生産システム・地層

特性の評価などはシミュレータと实験室实験に負うところが多く、实規模での現象を予見

し、再現できるかを100%保証するものではないので、注意して欲しい。 

 

【問題点・改善すべき点】 

●フィールド開発技術および生産手法開発には、石油開発企業等の参画によって広く石油

開発の技術と経験を活用することが望ましい。 

経済性評価に関する課題と達成目標については、経済性改善に繋がる要素技術との関連

等に基づいて、より具体的に設定する必要がある。 

陸上産出試験は国際協力を前提とすることから、その研究開発計画および目標はより柔

軟に設定するべきである。 

 

●生産手法を高度化するための技術開発に関するステップが明確でない。経済的な目標に

関する数値が明確にできるような段階が早急に到来することを期待する。 

 

●フェーズ2の中間評価段階とはいえ、最も重要な目標である産出テストでの安定した目標

日産量が提示されていないなど、目標水準が明確になっていないものが見受けられる。 

 

●今回のメタンハイドレート開発検討プロジェクトは、本格的なメタンハイドレート生産

操業の為の实証FSプロジェクトに入る可能性があるかないかの見極めの試験であると捉え

るべきであろう。従ってフェーズ3が終わる平成30年度（2018年）にメタンハイドレートが

新しい国産エネルギー資源になるかもしれないと言う誤解を生まないようにすべきであろ

う。 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

・第１回海洋産出試験の实施計画の策定や準備を完了させたこと、第 2 回海洋産出試験基

本計画を立案したこと、東部南海トラフの賦存状況と原始資源量の推定等、フェーズ 2 前

半においては個々の分野でかなり大きな成果が見られる。また、特許出願件数は尐ないが

論文及び学会発表件数は非常に多く、積極的に成果を公表している。 

 

・長期陸上産出試験による長期生産挙動、長期安定性を評価できなかったことは残念であ

るが、これらについては今後の着实な实行が必要である。 

 

・一方、海洋産出試験については安定した日産量が得られるかどうかが課題であるが、世

界で初めて实施されるため、状況に応じたプログラムの改善が必要と思われる。また、環

境保全に配慮した開発システム等について更なる準備が必要と思われる。 

 

・不確定要素が多い段階ではあるが、重要な技術課題、取組、成果等をより積極的に明示

することが望ましい。 

 

【肯定的意見】 

○第1回海洋産出試験の实施計画を策定し、坑井掘削および仕上げに必要な準備を完了した

こと、また第2回海洋産出試験の基本計画を立案したことは顕著な成果である。 

フェーズ2開始後3年間の特許出願件数は尐ないが、論文および学会発表件数は非常に多

く、国際技術会議で積極的に成果を公表した。 

 

○第 2 フェーズ前半において、海洋産出試験を計画通り实施するための準備作業を的確に

完了したことは大きな成果である。 

 

○当初の目標設定が適切とすれば、個々の技術分野でかなりの成果が出ていると思う。 

また、現時点での目標の産出テストに向けた準備はほぼできていると思う。 

 

○フェーズ2の前半として海洋産出試験の準備と陸上産出試験の継続实施が上げられてお

り、前者は着实に進展した。後者は、やむを得ない海外事情などがあったとはいえ、实施

に至らなかったのは残念であり、今後の課題。6つの「目標」、研究開発の5分野とそれに

関する14の研究開発テーマごとに詳細に進捗状況が検討され、全体としておおむね順調に

進展していると評価できる。特に「14テーマ」については、達成：７、ほぼ達成：１、達

成見込み：４、一部達成：２となっており、今後、「達成」以外の分野の着实な实行が必

要となる。 
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○6つの目標の内、１．メタンハイドレート賦存状況の把握、２．資源量の推定技術の確立

、３．メタンハイドレート賦存有望海域の特定、選択はフェーズ1の成果として既に妥当性

は承認されている。４．選択された海洋フィールドでの産出試験については今回説明され

たプログラムですすめられたい。しかし初めての海洋試験であるので、現实の状況変化に

即応し臨機応変にプログラムを改善すべきであろう。 

 

○慎重に手順を踏んで進めてきており、論文、特許等数字の实績も上がっている。こうし

た实績や開発された技術は、当然のことながら細かな要素技術であり、今後これらを解析

、集積し、大局の技術に向かうことを期待する。 

 

○フェーズ2設定した14項目の研究開発テーマについて、事業推進者は、達成、一部達成、

（今年度中に）達成見込みと自己評価している。中でも、三次元地震探査により、東部南

海トラフのメタンハイドレート濃集帯の賦存状況を確定し、その原始資源量を明らかにし

たこと。海洋産出試験の準備を整え、生産井とモニタリング用坑井の掘削をはじめたこと

。強減圧法を開発してより生産性の高い開発を实現する技術を明らかにしたこと。生産に

伴う海底地盤の変形を事前評価し、環境リスクについてその対策を検討したこと。などが

評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

●海洋産出試験の实施前であることから、最も重要な生産レートおよび生産挙動を含めて

不確定要素が多いが、事業化の目標に対して、現状における不確定要素を含め、重要な技

術課題、取り組み、成果等をより積極的に明示することが望ましい。 

 

●相手国側の理由があるにしても、長期陸上産出試験により長期生産挙動や長期安定性を

評価できなかったことは残念である。 

 

●個々の成果の有機的連携が見られず、大目標の安定した目標日産量（自分の考えでは尐

なくとも5万㎥〳日以上）の結果を得られるかどうかは疑問。 

 

●世間が注目していることは、目標の恒常的ガス生産レートの規模である。また出来るだ

け長い例えば数週間の長期生産挙動が見たい。特に生産中の出砂障害、生産レートの減衰

など減圧法が果して最適か？ テストの目標諸元を明確にしたプログラムを組んで欲しい

。今回の説明では不明解であった。目標５．技術の整備と６．環境保全に配慮した開発シ

ステムは整備が十分とはいえない。地震検知対策、海洋汚染防止対策、廃水処理施設、出

砂処分施設など明確な準備をお願したい。 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

・先進的な取組により社会的注目度が高くなった点、学術的研究の裾野が広がってきた点、

世界に先駆けて商業化を視野に入れた資源開発を手がけ国際的にも認知されてきたことな

どが波及効果としてあげられるが、商業化に向けて、現時点では不確实な要素が存在する

ため、定量的な波及効果については確定的な評価は難しい。 

 

・海洋産出試験等を实施していない現時点では事業化の見通しが立っているとは言い難く、

妥当とは言えない部分があると考えられる。十分なデータを取得した後に、事業化のため

の技術課題及び解決策を明確にし、事業化の促進を図るべきである。 

 

【肯定的意見】 

○全体目標として商業的産出のための技術整備を掲げており、そのための研究開発テーマ

および要素技術課題について具体的な達成目標を設定し、事業を推進している。 

国産エネルギー資源の確保の観点から、事業化の見通しによって絶大な波及効果が期待で

きる。 

世界的に先導役を果たしており、陸上産出試験のための国際協力を实現した。 

 

○我が国の先進的な取り組みにより、社会的注目度は、非常に高くなっている。 

 

○波及効果としては世界がメタンハイドレートをエネルギー供給源の一つとして考え始め

た点があげられる。 

 

○实際の進行・進捗に合わせて、全体計画の見直しが適宜行われてきており、「事業化」

に向けた見通しは明確に提示されている。なお、事業化の意味を商業化と捉えるならば、

まだその道筋には様々な課題や不確实な要素が存在するため、フェーズ2後半、フェーズ3

とこれからの着实な進展とその時に応じた評価が極めて重要になる。現時点で波及効果に

ついて、事業化に成功した場合の大きな期待は存在するものの、確定的な評価は難しい。 

 

○(2)波及効果については下記に列挙した通り期待を越えた成果が見られ妥当であろう。例

えば、①メタンハイドレート研究は地球科学の原点から見つめ直す、若者が生涯を賭ける

ほどの研究課題を提供しよう。②究極の資源開発、即ち“Geo Solution Mining”：固体から

流体を回収する先端技術マイニングの一つの試金石となる。超重質原油の水蒸気攻法や石

炭地下ガス化回収法の様なものである。③海外で日本が弱い知的財産権（発明・発見）の

宝庫となり得る。事实、平成15年～20年間に計24件の特許出願を行い革新技術が花開いた

。また、国内外の論文発表は過去370篇、学会発表は過去10年間に1,281件の発表实績があっ

たことは学術波及効果として極めて注目される。④ガスハイドレートの結晶構造の機能に
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着目し産業技術への応用研究が盛んになっている。例えば反応選択性を応用してCO2の分離

/回収や海水淡水化としてガスハイドレート活用法が無いか？生成・解離熱を利用した冷熱

利用システムや蓄熱利用システムやハイドレートヒートポンプの開発等慶応大学工学部森

康彦研究室とカナダ国立研究所との連携共催フォーラムが昨年9月に開催。⑤メタンガスの

輸送と貯蔵手段として NGH Carrier tankerの新技術開発とコスト削減システムを東南アジ

ア・オセアニア海域のLNG開発が難しい小規模・経済的マージナルガス田の開発に活用し

、将来は水資源飢饉地域へメタンと共に蒸留水の供給構想（三井造船NGHプロジェクト室

）など、ハイドレート研究のすそ野が広がって来たのもメタンハイドレート研究の波及効

果と言えよう。 

 

○限られた地域、濃集帯でのトライアルなので、商業化というニュアンスを含む事業化と

いう点ではそのパイロットを準備するステージである。これまで慎重に段階を踏んできて

おり小さいながらも事業化の議論を準備しつつあると言える。 

 

○フェーズ2の研究開発テーマが中間評価段階でほぼクリアされたと言っても、商業化へ向

けたハードルは数多く残っている。商業化に足る資源量が確保できるかどうか、安定な長

期生産システムが稼働できるかどうか、安全で環境負荷を与えない操業が可能かなど、フ

ェーズ2の目標でもカバーできないものが含まれている。日本近海の原始資源量が三次元地

震探査により明らかにされているとは言え、回収率・实収率を評価することは難しい。そ

の評価精度は国際的な規準をクリアできるものかどうか。強減圧法など生産技術が实規模

でも機能できるかどうか。などなど。そうではあっても、商業化、事業化へ向けた一歩一

歩を進めていると評価する。 

波及効果を定量的に評価することは難しいが、世界に先駆けて、商業化を目指すメタン

ハイドレート資源開発を手がけ、国際的にも認知され、関心を集めたことは意義あること

である。わが国は海洋/深海の石油・ガスの開発技術で後れをとっているが、メタンハイド

レートの開発技術が、オイル・ガスの海底資源、海底熱水鉱床の開発などにいかされるこ

とが波及効果といえよう。 

 

【問題点・改善すべき点】 

●フェーズ2における海洋産出試験によって十分なデータを取得した後、事業化のための技

術課題および解決策をより明確にし、事業化の促進を図るべきである。 

国際協力による海洋産出試験の实施も事業化の促進を図る上で有効である。 

 

●今は直实に实証を積み重ねることが重要であることを認識するが、「事業化」という視

点で、見通しが立っているとは言い難い。 
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●事業化、波及効果については産出テストを实施してみないと分からない部分が多く、現

時点では全く事業化の見通しは立っていないとしか言えない。 

 

●上記にあるとおり、「見通し」あるいは「計画」そのものは確立されてきているが、真

の意味での事業化に関しては、まだ課題があるため、現時点で正確に評価することは難し

い。波及効果についても同様。 

 

●(1)事業化については、「急いては事を仕損じる」ことのないように与えられた予算の中

で、4つのグループが綿密な情報交換をしつつ一致団結して作業を实行すれば今回の目的を

達成できよう。 

中間評価の現段階では、事業化に向けてのシナリオは不明確で妥当とはいえない。 

しかしながら、正直言ってメタンハイドレート開発の事業化は「北海油田の大水深海洋開

発」や「人類が月へ目指したアポロ計画」にも匹敵する不可能を可能にする夢の挑戦プロ

ジェクトと思っている。国家の威信を賭けて取り組むべきプロジェクトと思っている。も

しも海洋メタンハイドレートが経済的に回収可能となれば、世界にエネルギー需給革命が

起り、わが国はメタンハイドレート開発技術立国として資源大国に躍り出ることが可能と

なろう。それには若い優秀な人材が活躍できる産学連携の国家的研究機関と然るべき大規

模な資金と長い道のりが必要なのである。再生可能エネルギーや水素エネルギーの实用化

、事業化と並んで、エネルギー多消費国わが国の責務でもあろうかと思料する。現MH21資

源開発研究コンソーシアムの皆さんは地道に頑張ってほしいものだ。 

 

●思い切った予算を投入して多点で掘り進むことを考えるべきであろう。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

・フェーズ 2 の主要課題である海洋産出試験に重点的に資金が配分されており、また、实

施体制についてもチームとしての経験も蓄積されマネジメントが良好である様子も伺え、

現時点での实施体制、資金配分は、妥当であると思われる。 

 

・一方、環境影響評価の充实、国際的な視点の確保、生産手法開発のフィールドへの適用

性など、最終的に实用化を視野に入れたマネジメント体制を検討することが望ましい。 

 

・費用対効果については、現時点での評価は難しいが、将来エネルギー供給源としての開

発が可能となるのであれば、その費用対効果は極めて大きいと考えられる。また、予算が

制限要因とならないよう、質、量共に十分なデータを取得する必要がある。 

 

・社会的なニーズの高まりの中で、スケジュールが後ろ倒しとならないような研究開発体

制と資金配分を期待する。 

 

【肯定的意見】 

○フェーズ2の主要課題は海洋産出試験であり、その計画策定等に研究開発費の約2/3が充て

られていることは妥当である。 

 

○プロジェクトの社会的な重要性はますます高まってきており、より積極的な資金配分を

行うことによって、成果を促進することが必要である。 

 

○もし、わが国周辺海域の地中に存在するメタンハイドレートのエネルギー供給源として

の開発が可能となれば、その費用対効果は極めて大きい。 

 

○研究開発計画自体は妥当なものであり、選別過程や实施者採択も妥当であった。实施体

制に関しては、コンソーシアム内の管理、研究成果の普及、外部評価等の面で、適切かつ

妥当な運営を行ったといえる。資金配分に関しては、将来の成果との関係で、現時点での

判断は難しい部分もあるが、基本的に妥当と考えられる。費用対効果に関しては、期待さ

れる効果が非常に大きい一方で、現時点での確定的な判断は難しいといえる。長期陸上試

験を経ずに海洋産出試験に移行するなと、環境変化に対応した。 

 

○適切な予算で、妥当に予算配分し事業を实施して来たと思われる。 

 

○チームとして経験を積んできている様子がうかがえ、また、説明ぶりからも蓄積を感じ

ることができ、マネージメントが良好であると思料される。 
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原発問題と本件プロジェクトが直接結びつくものではないが、天然ガスを取り巻く環境は

一変したと思われるので、資金で解決できる問題があるならば、計画を見直してでも思い

切って投入すべきである。 

 

○研究開発計画、实施体制、資金配分などは妥当であったと思う（資金配分について資料

がなかったので判断できないところであるが、適切に配分され、フェーズ2の目標がほぼ達

成されたことにつながったと思う）。商業生産に結びついた時の効果は絶大であるが、費

用対効果を、リスクの大きな資源開発で問うことは難しい。現地コミュニティとの調整が

实現できず、長期陸上試験が实施できなかったことは残念ではあるが、これも資源開発プ

ロジェクトに必ず、つきまとうものである。陸上試験に代わって、洋上試験で長期的な安

定生産への目途がつくことを期待する。 

 

【問題点・改善すべき点】 

●生産手法開発はフィールドへの適用性を考慮して实施すべきであり、フィールド開発技

術の一環として行うことが望ましい。予定されている 2 回の海洋産出試験では、予算を理

由に試験内容や期間を制限することのないように、質量ともに十分なデータを取得する必

要がある。原発事故後、天然ガスの重要度が増大し、本事業への一般の関心と期待が膨ら

むなか、プロジェクトの進捗を図るために国際協力による海洋産出試験の实施も有効と考

えられる。 

 

●経済性等も勘案した最終的な实用化を視野に入れたマネジメントの体制になっているか

どうかについて、再確認する必要はないか。 

 

●社会的なニーズの高まりの中で、スケジュールが後ろ倒しにならない（むしろ、前倒し

になる）ような研究開発マネジメントと資金配分を期待する。 

 

●目標達成及び効率的实施のために必要な实施者間の連携はできていると思うが、それら

を統括してフレキシブルに検討するような体制が必要ではないか。 

 

●全体として運営は妥当であるが、資金配分と費用対効果の評価は、現時点で行うのは現

实的に難しい部分もある。特に費用対効果は、将来の開発成功による期待が非常に大きい

ということでのバランスで考えるということになる。实施体制に関しては、国際協力の推

進は着实に行われているものの、長期陸上試験が实施できなかったことなど、課題はある。

外部有識者・外部評価に関しても、国際的な視点（海外有識者）などの意見も一部取り入

れてみたらどうか。 
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●長期間にわたるメタンハイドレート海上産出試験を世界ではじめてパイロットテストを

行うのであり、海底の環境破壊リスクは未知なる不安が入り混じる。とりわけ東日本大震

災の直後に当たり群発地震は絶え間ない最近である。環境計測器の更なる改良が求められ

るであろうし、試験实施予定近傍のベースライン環境情報や最適な地形変形モニタリング

による環境影響評価はますます注目されるであろう。 然るに深海の環境影響調査会社を

コンソーシアムの一員に入れるべきで、環境有識者会議の助言のみでは不十分と思われる。 
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６．総合評価 

・これまでの成果を経て、海洋産出試験が实施できる段階にまで達したことは評価に値す

るものであり、商業化に向けて着实に進歩している。また、今後への期待は大きいが、さ

らなる課題が山積する中、より意欲的で着实な研究開発が望まれる。 

 

・今回の海洋産出試験のみでは不十分な部分もあるが、海洋産出試験の实施後は、開発コ

スト等の経済性を視野に入れた評価が望まれる。開発コストやリスクの低減を可能にする

ことで商業化の見通しを明確化する必要がある。 

 

・計画の妥当性については、状況の変化を踏まえつつ、適宜・適切に設定する必要がある

が、場合によっては原点に立ち戻り再検討する柔軟性も必要である、また、東部南海トラ

フ海域については、大地震の震源域とも言われるため、大地震や大津波についても注意す

る必要がある。 

 

【肯定的意見】 

○海底下メタンハイドレート層の開発は未踏分野への挑戦であるが、国の先導のもとに商

業的産出のための技術課題に取り組み、海洋産出試験の实施を可能にした。国内のメタン

ハイドレートは相当量の原始埋蔵量を示しており、低炭素エネルギー資源の必要性が高ま

るなか、事業化による波及効果は多大である。 

 

○第 1 フェーズの成果を経て、海洋産出試験が实現できる段階まで到達したことに敬意を

表したい。東日本大震災後のエネルギー危機を踏まえて、本プロジェクトの重要性は、一

層大きなものになっており、实用化への期待はますます高まっている。その意味でも、国

としての積極的な費用配分や体制の強化に値する事業である。 

 

○新技術の確立という大きなリスクを負った長期間の研究開発プロジェクトであり、民間

では到底なしえないことを国が取り上げている意義は大きい。もし、このプロジェクトで

新技術が確立されれば、費用対効果は極めて大きく、我が国のエネルギー安全保障に貢献

することは間違いない。 

 

○全体として、まずは事業の目的・政策的位置づけそのものが非常に重要であることを重

視した。成果・目標の達成度に関しても、今回の評価期間中、着实な進展が見られたこと

は評価できる。实施体制等に関しても、効率的に事業運営が図られており、今後の事業の

推進による成果達成への期待は大きい。 

 

○本事業は過去10年以上に渡り世界に先駆けて無資源国日本が先導してきた事業であり、



- 66 - 

過去10年の事業費の477億円は約6.1億ドル、すなわち現在の油価90ドル/バレルで680万バレ

ルに過ぎず、わが国の2日分の原油購入代にも満たないのである。2011年に原発神話が崩れ

たこれからのエネルギーの安定供給に天然ガスシフトは避けられない未来に向かい、メタ

ンハイドレートの国産資源化の可能性に地道に挑むことは海外から資源を安定的に輸入す

るための口实担保として日本が行うべき責務ではなかろうか。またメタンハイドレート資

源化事業は海洋鉱物開発の先鞭を付けることをなど多くの波及的効果を齎すであろう。 

 2030年までの現行メタンハイドレート事業は、あくまでも商業化を目指す前の、先導的

な資源探査、資源評価法、物性分析实験、シミュレーションモデル開発、海洋生産パイロ

ット試験、海底環境影響評価システム、幾多の波及効果の醸成を目的にした地道な研究で

合ってほしい。その結果、資源開発や海洋開発の技術力に乏しい日本が世界に誇れる“Geo

-Solution Mining”を確立して欲しい。 

 そののちにおそらく2050年ごろを目指しメタンハイドレート資源開発の实用化を目的と

した日本の威信を掛けた国家プロジェクトをスタートさせるべきであろう。 

 

○慎重かつきめ細かく計画に沿って順調に進捗しており、高く評価することができる。 

特許申請や論文等数字であらわれていることも評価される。 

 

○フェーズ2の中間評価を迎えた段階で、研究開発目標が達成される見込みが強いことは、

商業化に向けて確实な歩をきざんでいる。3次元地震探査による資源調査、生産技術、生産

に伴う地層挙動のシミュレーション、環境影響評価など、必要な技術開発に成果が見られ

る。今後は、商業化に向けたさらなる課題が山積するので、より意欲的で着实な研究開発

を望む。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●海洋産出試験によって十分なデータを取得した後、更なる技術的課題の摘出と解決を図

り、開発コストおよびリスクの低減を可能にすることによって、商業化の見通しを明確に

する必要がある。 

 

●基礎科学的な視点での着实な技術検証を行うことが何より重要ではあるが、経済性など

も視野に入れた広い視野での評価を期待する。そのためにも、生産手法高度化技術や、「減

圧法」の限界の見極めと新たな可能性の検討などが並行して实施され、本事業が、正に、

实用化を視野に入れた取り組みとしての価値を持つものになることを期待する 

 

●もともと、膨大な資源量が想定された我が国海域の地中に眠るメタンハイドレートに目

がくらんだというのが本プロジェクトの発端と思うが、それが海底面に分布するものより
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もより経済的に開発できるかどうかは分からない。もし、産出テストでの成果が芳しくな

かった場合、原点に立ち戻って再検討する必要性もあると考える。 

 

●長期目標を持つ事業であるため、最終的な成果が出てくるまで、費用対効果などを中心

に評価が難しい面がある。妥当な計画を（事態・環境の変化を踏まえつつ）適宜・適切に

設定し、ローリングで計画をチェック、着实な推進を図っていく必要がある。 

 

●繰り返すが、報告にあるような「原油価格 60$/バレルに対応する熱量等価の天然ガス価

格は 42 円/ｍ３と言われ、フェーズ 1 の概念設計で概算したメタンハイドレートからのガス

生産原価が 46～92 円/ｍ３程度と聞いたが、この様なコスト数値を出せる段階ではないので

はないか。フェーズ 2 の定点メタンハイドレート坑井での初めての海洋生産パイロット試

験で経済性の見通しを結論付けられるはずはあるまい。 

 

●天然ガスを取り巻く環境が一変したので、応分に本件の政策意義が高まってきているこ

とを思えば、思い切った計画変更（实験区域の拡大など）を考慮すべきかもしれない。 

 

●メタンハイドレートが賦存する海域は、東海・東南海・南海の3連動型大地震の震源域と

も重なるので、地震学者がその発生を予測するような大地震・大津波についても、注意す

る必要がある。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

・天然ガスに対する期待も高まっており、今後も開発のために全力を注ぐべきである。必

要な人的・物的リソースを十分に確保し、個々の技術的課題を克服し、研究開発の成果を

結实させなければならない。 

 

・着实な研究開発成果を得るためにも、状況の変化に応じてフェーズ 3 を含む計画の見直

しを实施することも考えられる。的確なスケジュール管理を期待したい。また、東日本大

震災後のエネルギー政策の見直しと併せて、メタンハイドレート開発の政策的位置づけに

ついての検討も重要ではないか。 

 

・商業化の見通しをつけるために、生産レート等に関わる技術的課題に関する試験項目を、

可能な限り海洋産出試験に設定すべきと思われる。また、实施体制や評価体制についても、

石油・天然ガス資源開発企業など民間企業が有する経験と技術や、国際的な視点等を導入

することも有効と考えられる。 

 

・本事業についての重要性をアピールすることが重要であり、一般国民にとっての理解と

適切な評価を得るための努力が今後も重要と思われる。 

 

【各委員の提言】 

○メタンハイドレート開発は未踏の分野であり、多くの技術課題がある。地下資源の探鉱

開発の観点からすれば、これまでの探鉱活動によって十分な埋蔵量と有望な濃集帯を確認

しているが、更に経済的な生産を可能にし、商業化の見通しをつけることで、最終的な目

標達成と言える。 

 過去10年間において、確度の高い埋蔵量算定を行い、陸上産出試験の实施と海洋産出試

験の準備を完了したことで、今後は開発のための課題に全力を注ぐべきである。予定され

ている2回の海洋産出試験は本事業における最も重要なプロセスであり、その遂行のために

石油開発企業の技術と経験を活用することはもとより、必要ならば陸上産出試験のみなら

ず海洋産出試験においても国際協力を導入することも有効と考えられる。 

 商業化の見通しをつけるためには、生産レートの増加、開発生産コストの低減、環境リ

スクの抑制が主要な課題であると考えられるので、これらの課題に関連する試験項目を可

能な限り海洋産出試験に設定すべきである。現段階ではまず予定されている2回の海洋産出

試験に全力を挙げるべきであるが、その成果および社会経済情勢等の状況変化に対応して

フェーズ3の計画を大胆に修正・変更する必要がある。 

 本プロジェクトは現在我が国にとって最も重要な課題の一つであるエネルギー資源の供

給確保に直接関わるものであり、多大な波及効果が期待される国家プロジェクトであるこ

とから、今後の開発段階にあたっては、必要な人的・物的リソースを十分に確保すること
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によって、個々の技術的課題を克服し、20年に近い研究開発の成果を結实させねばならな

い。 

 

○長期の陸上産出試験を是非早期に实施し、連続生産の可能性について、評価を行ってほ

しい。 

 

○「減圧法」の見極めを行うとともに、その他の産出手法についても、幅広い見地から可

能性の検討を行ってほしい。 

 

○震災以降、天然ガスの国内需要への期待は従来になく高まっていることから、是非、本

事業による開発を加速してほしい。しかし、一方、本プロジェクトは、何度か遅延する形

で計画が変更されているので、今後は、的確なスケジュール管理とともに、必要な予算措

置もしていただいて、しっかりと推進していただくことを期待する。 

 

○今後の最大の目標は産出テストの实施であるが、掘削作業も始まることでもあり、産出

テストで目指す目標日産量を明らかにしてほしい。 

 

○現在は、まだ中間評価の段階であるため、H24年度以降の事業を計画通り着实に進めるこ

とが第1に肝要であると考える。その中で、陸上試験が实施できていないことをどう整理し

ていくのかの検討も重要になるのではないか。 

 

○政策目的の位置づけに関しては、もともと非常に重要であるところ、東日本大震災後の

、我が国エネルギー政策の見直しと併せて、メタンハイドレート開発問題もしっかりと検

討していくことが求められていくように思われる。 

 

○長期的な目標を持って、最終的な成果を達成するまで、長い期間を通じての取り組みが

必要になるため、事業の評価に関しても、今後も工夫を高めていく必要がある。国際的な

視点での評価も意味があるかもしれない。また、分かりやすい形で、国民向けに本事業の

重要性を説明・アピールしていくことが大事ではないか。本件は、特に先進的な技術面で

の取り組みが多いため、一般国民にとっては、分かりにくい部分が大きいと考えられるだ

けに、理解と適切な評価を得るための努力は今後も重要と思われる。 

 

○メタンハイドレートは地球上の永久凍土のみならず水深約 1,000ｍの海底下の数百メート

ルの浅い地殻内に広く分布しており世界に賦存するメタンハイドレート原始資源量は膨大

であることは定説となっている。しかし如何なる革新的技術で経済的に成り立つ生産量で

回収するかが解っていない。確かに資源の 3 要素とは①対象物は貴重で高価なモノである
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こと、②ある地域に鉱床の如く凝集して埋蔵されていること、③経済的に成り立つ生産レ

ートと回収率が確証されることだが、海底メタンハイドレート層は未だ③が確証されてい

ないので資源でないのである。石油開発業界の専門家の中に調べもしないで、はなから否

定する非観派が多いのも事实である。しかし国産エネルギー資源に乏しく、大量消費をす

る経済大国のわが国が足元の国産資源の可能性を調べもしないで海外から資源を輸入し続

けることが許されるはずはない。 

またフェーズ 1 ではメタンハイドレートコアの实験室の回収率が 60％達成と聞くが、フ

ィールドでは地層の不均質性や坑井配置によるスイ―プ効率の低下等により、实用的回収

率は数%程度の極めて小さいレベルであるのでは懸念される。つまり在来の石油開発技術と

は異なる革新的(Innovative)な生産手法が資源の三要素の③を解決する条件なのかも知れな

いと私は思う。フェーズ 1 では日本近海にメタンハイドレート貯留層を発見し、原始資源

量の算定手法を世界に先駆け発表した。メタンハイドレート貯留岩中の物性も明らかとな

った。次なるステップは、世界の大水深 1,000m 以上の海洋ガス田の採算性で通常要求され

ている 1 坑井あたりの生産レートが現下の生産手法で可能なのか、もしダメならはメタン

ハイドレートの固体を地殻内で分解したメタンガスを 8 割の体積の水分を残して高レート

のガス生産を可能とする革新的坑底の生産システムが発明できるものか？ フェーズ 2 で

期待される革新的メタンハイドレート回収、生産方式を提言して欲しい。 

海底崩壊や地すべりを回避しながらメタンハイドレート井の掘削や長期生産が安全に行

うための環境モニタリング手法の確立と新しい「海底工学」の興隆が必要ではないか思わ

れる。これは海に囲まれる日本の海洋資源開発に無くてはならないシステム技術となるで

あろう。 

エネルギーは国家社会・産業の血液に等しい！ メタンハイドレート研究のようにリス

クが高く、技術革新の見通しが付かない資源プロジェクトに対しては民間企業が参加でき

うる経済性を見通せるまで、基礎的な情報、データを集め、基礎实験を繰り返し行い、プ

ロトタイプ实験やパイロット試験を行うことこそ所轄官庁と国研や大学の責務である。 

フェーズ 1 と 2 の 3 年間を振り返り、現メタンハイドレート研究組織体制、限られた数の

人材と 10 年間に 477 億円程度の資金は有効に使われ費用対効果は概ね満足と思われた。繰

り返すが、不可能と思われる事業を可能とする夢の挑戦は、「北海の大水深石油開発の成功」

や「人類が月に踏査したアポロプロジェクト」のように国家の威信を賭けて取り組むべき

プロジェクトとすべきであろう。3.11 東日本大震災の神の鉄槌を受けたこの好機にもう一度

考え直すべきではなかろうか？ 

 

○手堅くステップを踏んで進められてきたので、所定の成果が見える段階に来ている。 

ただし、まだ要素的な、細かい技術が確保されたにすぎないので、これらを大きく発展さ

せ骨太の成果につなげることを考えて欲しい。 

エネルギーを取り巻く環境も激変しつつあることを踏まえて、小さくまとめることよりも
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、次のステップを常に意識して、必要に応じて大胆な補正予算を組むくらいの気概で計画

を絶えず見直し、成果を上げていっていただきたい。それが本来の意味での事業化につな

がるのではないかと思われる。 

 

○フェーズ2後の商業生産を目指すためには、オペレーションの経験と技術を有する民間の

石油・天然ガス資源開発企業の積極的な参加をはかる必要があると思う。民間企業の動静

はいかがなのであろうか？また、非在来型の未開発資源を開発・生産するマネジメント体

制についても、研究段階とはいえ、検討が進むべきと考える。 
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 第４章 評点法による評点結果 

 

 

「メタンハイドレート開発促進事業」に係るプロジェクト評価の実施に併せて、

以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結

果は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 
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