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１．事業の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

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。 

平成13年度（2001年度）～平成30年度（2018年度） 【18年間】 
 

（フェーズ２：平成21年度（2009年度）～平成27年度 （2015年度）） 

477億円  （フェーズ１では298億円、フェーズ２では179億円。） 
 

 
 
 

（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 
 

    ※2者が、『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。連携・協力して事業を実施。 

 増田 昌敬 東京大学准教授 
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年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

予算 
(億円) 

30 55 67 40 40 40 25 45 45 89 
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目  的 

 
我が国周辺に相当量の賦存が期待されてい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位置づけ、その利用に向け、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。 
 
（メタンハイドレート開発の意義） 
・我が国はエネルギーの大宗を輸入に依存 → 自主開発資源の確保、供給源の多様化 
・天然ガスは、他の化石燃料に比べ環境負荷が低い → 地球温暖化対策への貢献 
 
（メタンハイドレート開発の課題） 
・地中に固体で存在するため、在来の天然ガスとは異なり、単に井戸を掘るだけでは自噴せ
ず、新たな生産技術の開発が必要。 

政策的 
位置付け 

●エネルギー基本計画（H22.6.18 閣議決定） 
   ※平成30年度を目途とした商業化の実現に向けて、技術の整備を行う。 
 
●京都議定書目標達成計画 （H20.3.28 閣議決定） 
   ※天然ガスシフトの推進 ： メタンハイドレートに係る技術開発等を推進し、その導入を進める。 
 
●海洋基本計画 （H20.3.18 閣議決定）  
   ※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。 
   ※今後10年程度を目処に商業化を目指す。 

２．事業の目的・政策的位置付け 
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●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月には、「我が国におけるメ
タンハイドレート開発計画」を発表した。 

●開発計画では、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17年と平成20年に開発スケジュールの見直しが行われ、現在は、終了年度は平成30年度
（2018年度）までの計画としている。 

目的 
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。 

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 

開発スケジュール 
●フェーズ１（2001年度～2008年度） 
 基礎的研究（探査技術等）の推進、海洋産出試験の対

象となりうる資源フィールドの選択、陸上産出試験実施

による技術の検証 等 
●フェーズ２（2009年度～2015年度） 
 基礎的研究（生産技術等）の推進、我が国近海での海

洋産出試験の実施 等 
●フェーズ３（2012年度～2016年度） 
 商業的産出のための技術の整備、経済性・環境影響

評価等の実施 等 

３．目標、成果、目標の達成度（全体目標） 
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開発計画の目標1 日本周辺海域のメタンハイドレートの賦存状況と特性の明確化 

●これまで、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研究。 

 

●フェーズ１では、砂泥互層の砂層孔隙中にメタン
ハイドレートが胚胎していることが分かり、新たに
「メタンハイドレート濃集帯」という概念による解釈
が可能になった。 

 

●フェーズ２前半では、当該海域で蓄積した知見を
もとに、日本全域の既存データの見直しを実施。
日本周辺海域のＢＳＲ※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。 

 

※BSR（Bottom Simulating Reflector海底疑似反射面）： 

 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できる。 

３．目標、成果、目標の達成度（成果1/6） 

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）

＜日本近海のＢＳＲ分布域＞ 
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開発計画の目標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 

●詳細な賦存状況を把握した東部南海トラフ
海域を対象に、確率論的手法により、メタン
ハイドレート層に含まれるメタンガスの原始
資源量を算定した。 

 
・当該海域の原始資源量 11,415億m3（40Tcf）※ 
・うち、濃集帯の原始資源量 5,739億m３（20Tcf） 
 
※平成18年度の我が国の年間天然ガス消費量（846億m3）の

約13.5倍に相当。 
※原始資源量とは、地下に集積が期待される資源の総量で、

可採埋蔵量ではない。 
※東部南海トラフ海域のＢＳＲ面積は日本周辺の約1割。 

 
●なお、他の海域を東部南海トラフと同様に評

価するには、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。 

 
※本目標についてはフェーズ１期間中に達成している

ため、フェーズ１における成果を記載している。 

東部南海トラフ海域の 
賦存の種類 

原始資源量算定結果 

P90 P10 Pmean 

メタンハイド
レート濃集帯 

坑井あり 402億m3 1,369億m3 836億m3 

坑井なし 1,367億m3 9,779億m3 4,901億m3 

小計 1,769億m3 11,148億m3 5,739億m3 

メタンハイドレート濃集帯以外 1,067億m3 12,208億m3 5,676億m3 

合計 2,835億m3 23,356億m3 11,415億m3 

＜東部南海トラフ海域の拡大図と原始資源量の算定結果＞ 

３．目標、成果、目標の達成度（成果2/6） 
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開発計画の目標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 

●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を抽出。このうち、 

  基礎試錐でデータが得られている海域を中心に 

  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。 

 

●フェーズ２前半では、上記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。モデルによる生産挙動予測 

  や、資源の賦存状況、データ取得の確実性等の 

  観点から検討し、試験実施地点をβ濃集帯（第 

  二渥美海丘）の一地点に決定。 

 

●フェーズ２前半における経済性の検討については、フェーズ１で得られた結果について、海洋開発
システムの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。 

３．目標、成果、目標の達成度（成果3/6） 

＜海洋産出試験の実施地点＞ 
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開発計画の目標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 

３．目標、成果、目標の達成度（成果4/6） 

●平成２４年度中に選択された資源フィールドにおいて海洋産出試験を実施することとしている。平
成２３年度末には、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予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

＜海洋産出試験の坑井計画＞ 
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開発計画の目標5 商業的産出のための技術の整備 

３．目標、成果、目標の達成度（成果6/6） 

●フェーズ２前半では、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回海洋産出試験においてより長期（数ヶ月）
の試験が可能となるシステムを検討した。 

 

●初期の設備費は最低限に留めながら、可能な
限り操業費を低減し、より長期の試験を実現す
るシステムの概念設計を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜数ヶ月のフローを継続的に実現するための海洋産出
試験のシステム案＞ 

●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ハイドレートを大
量かつ安定的に生産する手法の開発、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、生産挙動の検証、効率的な生産手法
の実証のための大型試験装置を設計・作製・
導入した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜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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将来的なメタンハイドレート開発時の環境影響評価に関する 
モデルの構築 

第1回海洋産出試験（フローテスト・平成24年度） 
掘削＋生産に関する環境影響検討結果のまとめ 

第2回海洋産出試験（平成26年度） 
小規模な開発に関する環境影響検討結果のまとめ 

第1回海洋産出試験（事前掘削・平成23年度） 
掘削に重点を置いた環境影響検討結果のまとめ 見直し、新たな影響、課題の抽出、分析 

開発（生産に重点）に関する環境影響の検討 

見直し、新たな影響、課題の抽出、 
規模拡大による環境影響の検討 

見直し、新たな影響、課題の抽出、 
規模拡大による環境影響の検討 

環境リスクの抽出、分析 
開発（掘削に重点）に関する環境影響の検討 

・石油開発と同様、メタンハイドレート開発は環境影響評価法の対象ではないが、環境への影響につい 
 ては対外的な説明責任がある。 
 

・海洋産出試験については、鉱山保安法に基づいた安全対策、環境対策を実施。 

環境影響評価法における評価手順を参考とし、独自に環境
影響評価の検討を実施する 

メタンハイドレート開発における環境影
響評価手順の確立 

開発計画の目標6 環境保全に配慮した開発システムの確立 

３．目標、成果、目標の達成度（全体目標） 
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フェーズ２実施期間のうちH23年度までの達成目標 達成度 

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。 

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。 

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。 

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。 

一部 
達成 

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。 

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。 

一部 
達成 

３．目標、成果、目標の達成度（個別の研究課題1/2） 
●フェーズ2では、30項目の個別課題を設定した。ここでは参考として、それらを整理・集約した14項

目の研究開発テーマの達成状況を示す。長期の陸上産出試験（④）が実施に至らなかったことを除
けば、全て達成される見込みである。 
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フェーズ２実施期間のうちH23年度までの達成目標 達成度 

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。 

達成 

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。 

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。 

達成 

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。 

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。 

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。 

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。 

達成 

⑭【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。 

達成 
見込み 

３．目標、成果、目標の達成度（個別の研究課題2/2） 

※ 達成見込み： 事業を継続中であり、平成24年3月末に作業を完了する予定。 
※ ほぼ達成： 産出試験を含む試験全体を網羅した検討書を策定する必要があるため、平成24年度中に達成となる予定。 
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フェーズ１ （６年間） フェーズ２ （５年間） フェーズ３ （５年間） 

2001FY                  2006｜2007                  2011｜2012                  2016 
当初計画 

（平成13年度） 

フェーズ１ 
中間時 

中間評価 
（平成17年度） 

フェーズ１ （８年間） フェーズ２ （３年間） フェーズ３ （５年間） 

2001FY                                      2008｜2009            2011｜2012               2016   

フェーズ１ （８年間） フェーズ２ （７年間） フェーズ３ （３年間） 

2001FY                               2008｜2009                            2015｜2016         2018 フェーズ１ 
終了時 

中間評価 
（平成20年度） 

２年延長 

４年延長 

メタンハイドレート賦存状況の解明 
原始資源量の評価 （東部南海トラフ海域） 

陸上産出試験の実施 

陸上産出試験の継続 
と 

海洋産出試験の実施 

商業化実現に
向けた技術開発 

●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、現在
は、平成30年度（2018年度）までの開発スケジュールとなっている。 

４．事業化、波及効果（開発スケジュールの見直し） 

＜現行の研究開発スケジュール＞ 
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平成 年度 
（西暦 年度） 

21 
（2009） 

22 
（2010） 

23 
（2011） 

24 
（2012） 

25 
（2013） 

26 
（2014） 

27 
（2015） 

陸上産出試験 
の検討 

陸上産出試験 
（アラスカなどを想定） 

海洋産出試験 
の準備 

準備 
（技術課題・試験環境の整備等） 

解析・準備 

海洋産出試験 
の実施 

第１回海洋産
出試験 

第２回海洋産
出試験 

その他の 
研究開発 

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 

● フェーズ２前半（平成21～23年度）の課題は、海洋産出試験の準備と陸上産出試験の継続実施
（アラスカ等）。しかし、陸上産出試験については実施に至らず。 
● 中間評価以降のフェーズ２後半（平成24～27年度）は、海洋産出試験（現時点では2回を想定）に
取り組み、試験結果とその他の研究成果を併せて、商業的産出に必要となる技術課題の抽出を行う。 
●フェーズ２の最終評価は、平成27年度を想定する。 

４．事業化、波及効果（開発スケジュールの見直し） 

＜フェーズ2の研究開発スケジュール＞ 
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●本プロジェクトは、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』を組織して実施された。 

５．研究開発マネジメント・体制等 

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。

プロジェクト中間評価検討会
（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
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６－１．評価検討会 

座長 

委員 

・池島 賢治 

  一般社団法人日本ガス協会 常務理事 

・金森 邦夫 

  国際石油開発帝石株式会社 技術本部長 

・小山 堅 

  財団法人日本エネルギー経済研究所 常務理事 

・藤田 和男 

  芝浦工業大学専門職大学院 客員教授 

・真殿 達 

  麗澤大学経済学部 教授 

・山冨 次郎 

  東京大学大学院工学系研究科 教授 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

 メタンハイドレート開発促進事業（フェーズ２中間時）中間評価検討会 

・在原 典男  
  早稲田大学 名誉教授 

６．評価 
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● 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。  

６－２．総合評価（コメントの抜粋） 



2.86

2.14 2.00

1.29

2.00

2.57

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

（各項目：３点満点）
平 均 点

標準偏差
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● 「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、評点法による評価を実施
した。 

● 評価項目３では、『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。』との指摘を頂戴した。 

● 評価項目４では、『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。』との意見を頂戴した。 

● 評価項目５では、『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。』との意見を頂戴した。 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
（中間評価の場合） 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   

６－３．評点結果 
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今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

● 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。 

 
 
 
● 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。 

● 従来から『我が国におけるメタンハイドレート開発計画』に基づ
いて、メタンハイドレート開発に取り組んできたところである。引き
続き研究開発を着実に推進し、成果を結実させることができるよ
う積極的に研究開発に取り組んで参る所存であり、必要な予算、
人的・物的リソースを最大限に確保・活用するために努力してま
いりたい。 

 
● 着実な研究開発成果を得るべく、まずは現在事前掘削中の第

1回海洋産出試験で得られるデータを早期に分析・解析し、商業

生産に必要な技術の確立を実現させる計画を策定する方針であ
る。その上で、必要に応じて開発計画の見直しも含めて検討して
参りたい。 

 
● 現在、総合エネルギー調査会基本問題小委員会でエネル
ギー基本計画を見直しているところであり、さらに海洋基本法に
基づく海洋基本計画の見直しが平成24年度に行われる予定で

ある。これらの動向を踏まえながら、メタンハイドレート開発が、
より促進されるような政策的位置づけの検討を行ってまいりたい。 

７．提言及び提言に対する対処方針（１） 
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今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

● 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。 

 
 

● 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、今回の第1回海洋産出試験では、試験期間中の安全性、

メタンガス生産挙動の把握等の達成目標のほか、シミュレーショ
ンの基づく生産レートの予測値等を設定して試験を実施している。
引き続き、将来の商業化の見通しの検討に際して、技術的課題
に関する試験項目を設定しながら、経済性の評価等を行っていく
方針である。 

 
● 実施体制や評価体制に関しては、研究開発の進捗を踏まえ
つつ、民間企業の技術的知見の活用や、国際的なエネルギー動
向を見極めながら、より適切な体制構築を行って参りたい。 

 
● 本事業の目的、政策的重要性を鑑みれば、一般国民の理解
を得る努力が重要と考えており、従来から、開発計画の基本的
な方向性を議論する開発実施検討会を公開としてきている。また、
第1回海洋産出試験実施に際しても、事前掘削作業の段階から

マスコミ等報道関係者に対して事業説明会を開催してきた。さら
にＭＨ２１コンソーシアムのホームページを設けており、情報発
信、質問や問い合わせ等に対応している。今後も更なる理解を
得るべく努力してまいりたい。 

７．提言及び提言に対する対処方針（２） 
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