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第１７回メタンハイドレート開発実施検討会 

議事録（案） 

 

１．日時：平成２２年３月１０日（水）１０：００～１２：００ 

２．場所：経済産業省 別館１１階 １１２０共用会議室 

３．出席者： 

（１）メタンハイドレート開発実施検討会： 

玉木座長、東委員、荒戸委員、小野崎委員、木村委員、藤田委員、松永委員、松

本委員、宮本委員、村松委員、森田委員 

（２）メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム： 

増田ＰＬ、大野ＳＰＬ、成田ＳＰＬ 他 

（３）事務局（石油・天然ガス課） 

平井課長、中桐補佐、長谷補佐 

 

【事務局】 本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうござ

います。ただいまから第１７回メタンハイドレート開発実施検討会を開催させていただき

ます。 

 初めに、事務局を代表いたしまして平井石油・天然ガス課長から一言ごあいさつをさせ

ていただきます。 

【平井課長】 石油・天然ガス課長の平井でございます。 

 前回の検討会は昨年７月８日と存じておりますけれども、その直後に異動してまいりま

して、本日の検討会が初めての参加になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私の前職はＪＯＧＭＥＣのワシントン所長でございまして、その時代からメタンハイド

レートの研究ということに関しまして、マリックの研究の第２冬目の研究のあり方につい

て本日ご出席の大野さんと一緒にカナダの政府機関ＮＲＣａｎとの折衝に当たったりとか、

その後、アメリカ政府との協力のあり方についてエネルギー省との議論に携わったりとか

いうことで、いろいろと思い入れのある分野でございました。 

 こうした検討会を事務局の一人として参画できることは私としてもうれしいところでご

ざいます。 

 本日は平成２１年度の事業成果とともに２２年度の実施のあり方についてご審議をお願
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いするということでございます。２１年度につきましては第２フェーズの初年度として海

洋での生産試験に向けた基本計画の策定ということで、産官学の皆様方にいろいろとアド

バイスをいただいてまいりました。 

 いよいよ平成２２年度からはさらなる研究の本格化ということで、詳細な準備段階に移

っていくというフェーズに入ってまいります。実際に東部南海トラフ海域での海底地盤の

調査のためのボーリング掘削といったような計画も視野に入れてくるところでございまし

て、いよいよ現場でのフィールドの事業ということが開始されることになります。 

 非常に難しい局面に入っていくわけでございますけれども、これまで以上の産官学の皆

様方からの貴重なアドバイスをいただきながら、これを着実に推進していきたいと考えて

いる所存でございます。 

 今日はご忌憚のないご意見を賜りまして、本日の会議が実りあるものとなることを期待

しておるものでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 本日の出席委員、及び、議事の公開についてご報告いたします。 

 本日は座長以下１１名の委員に、全員の委員にご出席いただいております。なお、前回

より海洋研究開発機構の末廣委員のご後任として委員になられました東委員が今回よりご

出席されておりますのでご紹介いたします。 

【東委員】 東でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 また、本日の議事及び議事録はともに公開とします。それでは、議事進行を

玉木座長にお願いしたいと存じます。 

【玉木座長】 座長の玉木です。よろしくお願いいたします。 

 今日の主な議題は今年度の成果と来年度の計画ですが、盛りだくさんですので、議事進

行、タイムスケジュールができておりますが、１２時には終わりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 早速議題（１）ですが、前回、昨年７月８日の本会議の議事録の確認です。議事録は既

に委員の先生方には事務局より届いているかと思いますが、修正等お気づきの点がありま

したら、後ほどで結構ですので、事務局までご連絡ください。 

 続いて、議題（２）でありますが、（２）が平成２１年度の事業成果、その次の議題（３）

が来年度の事業計画となっております。グループが複数にまたがりますので、議題（２）

と（３）をまとめてお願いします。 
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 最初、プロジェクトリーダーの増田先生、それから、５つのグループということになり

ますが、それぞれ平成２１年度の成果、引き続いて、同じ報告、同じ発表の中で来年度の

計画をあわせて報告いただきます。 

 それから、この議題（２）と（３）、６つの報告があるわけですけれども、委員の先生方

のご質問、質疑忚答いただくのは２回に分けたいと思います。最初の３つが終わった後に

質疑忚答を設けたいと思います。それから、あとの３つが終わった後に、もう一回質疑忚

答というぐあいに予定しております。 

 それでは、増田先生、よろしくお願いします。 

 

（増田プロジェクトリーダーから説明） 

（山本フィールド開発技術グループリーダーから説明） 

（海老沼生産手法開発グループリーダーから説明） 

 

【玉木座長】 ありがとうございました。 

 それでは、ここまでの報告に関して、委員の先生方からご質問、あるいは、ご意見を賜

りたいと思います。 

【藤田委員】 ご苦労さまでございました。最初にマイクを持たせていただきましたが、

藤田と申します。私は石油・天然ガスの世界で生業として来たのは油層工学です。油層評

価、とりわけ、坑井の生産性テストの計画と現場操業、評価作業をサウジアラビア、中国、

マレーシアで若いころ随分やらせていただきました。まさにこのフェーズ２を待望してい

ました。いよいよメタンハイドレート資源化研究がそういう段階に入ったということで、

非常に私は興味を持ってこれからの活動と皆さんの努力を期待しております。まずは、お

つくりいただきました資料、大変よく整理ができておりまして勉強になります。ありがと

うございます。それから、ご説明も非常にお三方、わかりやすかったと思います。 

 そこで、私はプロジェクトリーダーにご質問というよりコメント、サジェスチョンを申

し上げたいことがございます。いよいよ海上の生産テストというようなプラクティカルな

段階に入られます。そこで重要なのは何といっても現場作業でございまして、坑井のオペ

レーションに知識と経験があり、熟達した専門家スタッフをぜひこれからの実施体制に入

れてほしいということです。 

 そこで、私が強く言いたいのは、昨今言われている産官学連携をぜひこの第２フェーズ
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の７年間に実行してほしい。それに対してどうお考えかというのが私の質問です。 

産学官と申しましても重要なのは、産と学です。フェーズ１では私座長をもいろいろや

らせていただきました。ここでは、探査・評価という段階で、これは研究所的な集まりで

した。これからはいわゆる産の協力が必要となります。、日本における石油開発、ガス開発

会社は多々ございまして、経験を持っておられるところに熟知したような技術者方をぜひ

ここに入れてほしいというのが１つでございます。 

 それから、メタンハイドレートは将来のいつの年に日本の国産の資源になるか、これは

国民の願いでございまして、今日たくさん傍聴されている方々もそこをねらっておられま

す。ということは、つまり、学の若い世代をぜひここにインボルブしていただきたい。見

たところ、フェーズ２の組織立ては１０年ぐらい若返って、フェーズ１よりも、すばらし

い息吹を感じます。増田プロジェクトリーダーが頭になっていただけましたので、その辺

は非常にアクティブにいけるのではないかと思っていますが、卵のような若い世代の大学、

先生もそこを忘れないでほしい。 

 最後に１点ですが、何といっても国際性です。カナダで十分やりました。これから、ア

メリカともやります。アメリカの１５０年の石油の歴史、そこにあるウェルテスティング

の経験と技術というのは奥の深いものでございます。アメリカとの共同研究は、それを忘

れずにお願いしたいということです。 

大変な課題をたくさん言ってしまいましたが、冒頭でございますので、私から強くアピ

ールしたということでございます。その辺に関して、増田先生のお考えはいかがというこ

とが私の質問でございます。 

【玉木座長】 それでは、増田プロジェクトリーダー、お願いします。 

【増田プロジェクトリーダー】 どうもご助言ありがとうございました。 

 体制については私たちも考えています。海洋産出試験、これはとにかく日本で、日本の

技術者、エンジニアが参加する形で成功させたいということを考えていまして、協力して

いただける石油開発会社の方が研究員等として参加する形で、フィールド開発技術グルー

プでは実際にオペレータビリティについての研究を進めています。 

 ただ、最終的に実際の試験にむけての実施体制については、これからも見直しをしてい

きますので、支障が出ないように体制自体も検討させていただきたいと思います。 

 それから、国際性。アメリカ、カナダとの協力。これもアメリカ、実際石油開発の分野

でいきますと、やっぱり技術力という点では、特に深海の大水深の海洋開発は、日本には
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経験がないので、そこはうまく協力をしながら技術を取り入れて、うまく自分たちの日本

の技術として熟成させていきたいと思います。 

 あと、若い年代を取り入れるということについても努力したいところです。 

【藤田委員】 ありがとうございます。 

【玉木座長】 ほかにご質問、ご意見いかがでしょうか。小野崎委員。 

【小野崎委員】 藤田先生の全体のお話から、急にコアな細かいお話に移ってしまいます

が、山本リーダーのほうから地質フレーム内部の貯留層物性値の精度向上というお話がご

ざいました。貯留層の物性値、この物性値というのは貯留層に限らずどのようなことをや

るにしてもまずすべての基本になるところかなと思っております。この物性値の向上に関

して２点教えていただきたい。 

 １つは、それの物性値の向上を図る方法として、例えばコアのサンプルをとるとか、あ

るいは、擬似的に何か実際につくってみてそれの測定をするとか、そのような方法は、ど

の程度精度の向上を図るのに手間暇がかかるのか、どの程度の量、サンプルをとれば、そ

こそこのものが得られるのかどうかということが１つ。 

 それから、２番目のお話として、精度の向上といっても、物性値の精度向上は突き詰め

ると限りがないけれども、現実に生産のシミュレータをつくる、あるいは、先ほどの海老

沼リーダーのいろんなシミュレーションの中で、どの程度の精度まで現実にそういうシミ

ュレーションをする上で必要なものなのかどうか、その辺のお話をお聞かせいただければ

と思います。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】 今のご質問、実は両方とも生産手法開発

グループ海老沼リーダーからお答えいただいたほうがいいのかもしれませんが、例えば、

α濃集帯の中の情報として、コアに関しましては２００４年に基礎試錐「東海沖～熊野灘」

という基礎試錐が掘られまして、おおよそ３０坑井掘られまして、検層のデータとコアの

データがとられました。 

 コアに関しましては、特にαとβで集中的にとられておりまして、非常に良質のコアを

とることができました。しかも、私ども、特に産総研さん、成田サブリーダーの札幌の研

究所等におきまして、おそらく世界で最もすぐれたメタンハイドレートに関する研究施設

がございます。そこで研究をしてくるのと同時に、人工のコアをつくりまして、天然のコ

アはどうしてもとってくる段階での品質の問題が出てきますので、人工のコアをつくる技

術に関しても開発しました。 
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 それが十分かどうかということに関しましては海老沼リーダーからお答えいただいたほ

うがいいと思いますが、我々の観点、実際に貯留層評価を行う側の観点から言いますと、

まず、コアというのがまずベーシックなレファレンスになります。さらに、この検層のデ

ータ、我々は垂直方向、さらには、この水平方向の広がりの物性値を知ることが必要にな

りますので、それに関しましては、この検層のデータにおいて垂直のデータ、それから、

地震探査のデータにおきまして水平の広がりというふうに拡張していくという必要があり

ます。 

 これに関しましてはまだ十分ではないといいますか、コアの分析技術からさらに進めて

広がりに持っていくという部分に関しましては、我々はもっとコアと、それから、検層を

比較する、コアをレファレンスにして検層と比較する、あるいは、地震探査と比較すると

いったことで精度を上げていく。そういう意味で精度というふうに私はお答え申しました。 

 細かく物性値が何％ずれていたら生産レートがどれくらい変わってしまうかということ

に関しましては、それはもともと地層の中は非常に不均質なので、そこを突き詰めるのは

あまり賢明ではないといいますか重要ではないように思っていますけれども、もちろんそ

れに関しては科学的な研究としてどんどん進めていく必要があると思っています。 

【海老沼生産手法開発グループリーダー】 おおむね今、山本リーダーのほうからお答え

した内容ですが、第１フェーズにおきまして、特に在来型の石油・天然ガスと違うのは、

やはり常温常圧で不安定なメタンハイドレートを含んでいる堆積物、コア試料をハンドリ

ングしなければならないということです。それについてはかなりの精度で、例えば重要な

パラメータとしては浸透率等がありますが、浸透率を測定する手法というのを開発できた

ものと考えております。 

 先ほどお話も出ましたけれども、現時点ではそのコアの分析結果と検層、コアはあくま

でポイント、ポイントのデータですので、ある１地点の深さ方向の連続データとして得ら

れている検層データとそのコアデータの突き合わせを行う。検層の信頼性を高めるという

観点からコアのデータを使っていくという点で、さらに作業を進めていく必要が現時点で

はあるものと考えております。 

【玉木座長】 よろしいでしょうか。ほかにご意見、ご質問いかがでしょうか。それでは、

最初に森田委員、それから、松本委員。よろしくお願いします。 

【森田委員】 事実的なことを確認させていただきたいと思います。 

 アラスカでの陸上産出試験についてで、ございます。先ほどから藤田先生と増田先生の
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間で、その目的とするところは技術の涵養、取得だという話が出ております。資料６の１

６ページのこのスケジュール表を見させていただきますと、先に海洋産出試験をして、そ

れから、陸上での産出試験を２０１３年に行うというふうになっていると思います。 

 ところが、これを見てみますと、事実的な内容という意味では海洋産出試験のほうが難

しいのではないかという気がします。先に難しいものをやって、それが成功した後にまた

難易度の低いものをやるのかという疑問があります。 

 それから、日本でメタンハイドレートを産出するというときには、陸上で産出するとい

うのはあり得ないと思います。海洋で産出するというのが主とするならば、海洋で一度２

０１２年に成功したのであれば、またそれを続けてやればいいのではないかという気がす

るわけですが、あえて２０１３年にもう一度陸上でやるという、その意味について教えて

いただければと思います。 

【玉木座長】 これは前回も議論して。特に陸上産出試験が後にもう一回やるということ

になっているので、重要かと思いますので、よろしくお願いします。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】 資料に誤解があると思いますが、１６ペ

ージの資料、おそらくこの第２回試験というのを陸上産出試験と読まれたかと思いますが、

これは第２回の海洋産出試験です。 

 陸上産出試験は現在アメリカ側で中心になって検討しておりますので、時期についてま

だはっきり申せませんが、今の見込みでは２０１１年、１２年に実施されます。つまり、

我々の試験より前に実施されると思っています。 

 それから、我々、もちろん陸の試験を開発するというつもりはもともとありませんけれ

ども、前回の第１回の開発実施検討会でもこのご審議いただきましたが、長期、数年です

とか数カ月以上の試験を海洋で行おうとすると、ほぼ恒久的な生産設備をつくらなければ

いけない、膨大な投資がかかるというようなことがあります。 

 一方、メタンハイドレートは１週間の試験を前回成功したわけです。それが１カ月でき

るのかどうか。それに関しては海洋で試したいと思っていますが、半年、１年継続的に安

定して生産ができるのか、あるいは、理論的にはメタンハイドレート生産量がだんだん増

えていくというような計算結果がありますけれども、それを実証しようとしたときに、海

でやろうとすると、それは設備投資、インフラの部分が膨大なものが必要になる。それは

実際問題、まだメタンハイドレートが商業的に成功するかどうかわからない現状では非現

実的だろうと思う。 
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 これらに関しては、インフラが整っている陸できちんと仕上げる。物理的な状況として、

陸と海というのは似ています。しかし、工学的に適用できる技術という点では海と陸は全

く違いますので、陸の試験の結果を見て海で試験ができるようになるというわけではあり

ません。海に関しては海でしっかり検討を行う。 

 しかし、経済的、効率的に研究を進めていく上では、特に資源を持っている国、インフ

ラが整っている国と一緒にやるというのは十分意味があると。科学的なデータを得ること

が重要であると考えています。 

【森田委員】  了解いたしました。 

【玉木座長】  では、松本委員、お願いします。 

【松本委員】  それでは、二、三お聞かせください。 

 １つは、今の森田委員のコメントとも若干関係しますが、前回の陸上産出試験は、十分

にガスは出たけれども、しかし、大きな問題に当たったわけです。出砂という問題で、こ

れによって継続的な生産はできなかった。 

 こういう問題に突き当たったということは大変いいことで、それを解決していくという

ことが次に発展していくわけですが、それに対して、十分な対忚ができないままに海洋産

出試験に入っていくということになるわけです。 

 ここで出砂に対してはメッシュ、砂が出てこないようにメッシュをいろいろと工夫して、

今、粒径の３倍程度という話がありましたけれども、それによって、くみ上げポンプはと

まらないかもしれないが、そこに目が詰まって流動そのものがとまるかもしれない。 

 その辺について、それこそ室内実験でいろんな検査を、調整をしないといけないと思い

ますが、出砂についての十分な話がなかった。メッシュを決めたというだけで、それで十

分なのかというのが１つ。 

 それから、同時に、広域的な地層変形を検討したシミュレーションをして、中心部分か

ら１００メートル程度で変形が起こるという、そういう図を見せていただきました。海洋

で、まして、南海トラフで生産試験、あるいは、生産をするときの変形で一番大きな問題

は何だと思いますか。 

 地層変形のときに地盤沈下というのは、大した問題でないと言うと言い過ぎかもしれま

せんが、やはり一番大きな問題は地すべりです。地すべりですから、それは二次元の変形

ではなくて、上から下へ鉛直的にどう変形するかということは、むしろ小さな問題であっ

て、どういうふうに横方向にすべるのか。 
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 それについてのシミュレーションがないままに、β海域のようなところでテストをして

もいいのかどうか。このβ海域は１０度程度といいますけれども、海洋におけるスロープ

１０度というのは相当大きな斜面です。そういうところでやっていいのか、そこをどこま

で保証しているのかということを、お二方にお聞きしたい。 

 それから、３番目、これもわりと大きな問題ですけれども、減圧法で生産するときの一

番大きな条件というのは、その地層、あるいは、そのリザーバーがどれだけ閉鎖性である

かということです。それが筒抜けだと、いくら水をくみ上げても減圧はできないわけです。 

 閉鎖性と、それから、流動性という２つの相反する要件が必要なわけですが、先ほどの

山本さんのお話では、セメンチングが不十分で海水を汲んでしまうということはもちろん

ありますけれども、同時に、地層そのものがどれだけ閉鎖的であって、どれだけくみ上げ

の効果がきくのか、それがどういう範囲に広がっていくのか。それはそれこそそれもまだ

ここである程度のシミュレーションができるし、それから、コアがあるわけですから、パ

ーミアビリティ、ポロシティを見て、それによってどういう範囲でもってそれが保証され

るのか。そういうことがどこまでされているのか。 

 幾つかありましたけれども、どういうお考えかということをお聞かせください。 

【玉木座長】 重要なご指摘です。２番目の地すべり、重要な問題ですけれども、これ、

環境のほうにも出てきますので、この回答は後に回していただいて、最初の出砂の件と、

それから、流動場の閉鎖性の問題、その２点だけお答え願います。 

【海老沼生産手法開発グループリーダー】 まず、出砂の問題ですけれども、時間が限ら

れており、わかりづらい説明で恐縮でしたが、出砂について申し上げた後、パーフォレー

ション近傍でのスキンの形成という話をいたしました。それが、今先生にご指摘いただき

ました細粒分が目詰まりをするという問題でして、それもいろいろな対策手法の探索の一

例ではございますけれども、超音波照射というものを今年度は検討しております。 

 このような抑制技術についてもあわせて研究開発は、スキン形成、つまり目詰まりの問

題についての抑制技術も行っております。 

 話が逆になりますけれども、まず、その細粒分が移動して堆積して孔隙率が下がってど

の程度が生産性に影響を及ぼすのかというところは、先ほど申しましたように、多孔質体

に細粒分のスラリーを圧入する実験を行い、そのモデル化を行って、MH21－HYDRESのシミ

ュレータに組み込むという取り組みを今進めているところでございます。 

 １番目の質問は以上の状況ですが、よろしいでしょうか。 
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【松本委員】  わかりました。 

【海老沼生産手法開発グループリーダー】 ３番目の閉鎖性について、アイソレーション

の話でございますが、コアの分析の観点から言いますと、既に毛管圧の計測というような

ものを行っておりまして、泥層、特にもちろん泥層でございますけれども、泥層のガスの

シール性についてはフェーズ１のときに一忚コア試験で評価を行っております。 

 あとは、物探のデータ等を考慮してガスのシール性について評価していくということに

なるかと思います。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】 私のほうから。今、海老沼リーダーのほ

うからありましたが、海洋産出試験に向けてということで簡単に説明したいと思います。

出砂そのものは石油開発業界では永遠の課題といいますか、非常に大きな問題としてずっ

とつき合っている問題です。 

 基本的に我々はメタンハイドレートだから特殊な部分というのはそれほどないと思って

います。ただ、例えば重質油といったものがありますが、それは膨大な砂を出しながら生

産しているというフィールドもありまして、また、日本でも水溶性天然ガスの生産はその

出砂の問題とずっとつき合っている。何とか解決しながらやっている。 

 その大きな流れの中で、この研究も含めまして我々は検討しています。既存の技術の中

でも、我々が対忚しなければいけない粒度分布ですとか、それから、地層の強度、それに

対する砂に対する対策手法。例えば事前に砂を先に詰めてしまう、粒径のそろった砂を詰

めてしまう、グラベルパックと言っておりますけれども、こういった技術が適用できます。 

 マリックの場合は極地で寒いところであり、時間も限られているというところで、実際

オプションが非常に限られていたわけですが、海洋石油開発において出砂の問題、非常に

大きな問題です。処理の問題等もありますので、それについては十分検討を進めている。 

 基本的には既存の技術で、試験に関しては対忚する方針です。既存の技術でベストなも

のを選びます。それに関しては、室内実験、産総研さんのほうでやっている室内実験とと

もに、既にコントラクターで行われていますが、出砂対策の技術を提供する会社等で行う

試験と、そういったものをすべてやって対忚しようと思っています。 

 それから、地層の閉鎖性の問題に関しましては、まず、垂直方向の浸透率に関して、コ

アを海老沼さんと我々で、共同で分析するといった作業を行い、また、来年度行おうとし

ている事前調査の一つの大きな目的は、浅いところ、つまりハイドレートより上の地層の

物性をきちんと押さえるために浅い地盤調査の井戸を掘るということをしようとしていま
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す。それを用いまして、さらに分析を進める。 

 なかなかわからないのは、シールとなる層が水平方向に連続しているのかどうか、ほん

とうにこれは大丈夫なのかという部分に関してはなかなかわからないところがあります。

それはむしろ海洋産出試験の結果として得られる情報と思っています。 

 それから、地層の変形に関しまして、これはやはり後で地すべりに関しては環境影響評

価グループのほうからどういう方法を考えているのかということで話をしますけれども、

事前調査の一つの目的は地すべりの検討に資するためのデータをとるということになって

おります。 

【玉木座長】 それでは、島田グループリーダーから、資源量評価グループお願いします。 

 

（島田資源量評価グループリーダーから説明） 

 

【玉木座長】  ありがとうございました。 

 次は環境チーム長久保チームリーダー、よろしくお願いします。 

 

（長久保環境チームリーダーから説明） 

 

【玉木座長】 ありがとうございました。最後は、磯部グループリーダーお願いします。 

 

（磯部推進グループリーダー説明） 

 

【玉木座長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑忚答に入りたいと思います。今からの質疑忚答は全体を通じた形にした

いと思います。よろしくお願いします。 

【松本委員】 さっきお出しした質問コメントに対してお答えいただいたけれども、生産

手法開発グループでさまざまな室内実験やシミュレーションをしていますが、それがどう

いうふうに実際の生産試験に反映されているのかというところが見えなくて、生産試験の

ほうは、今回は単純な減圧法でいくとしているが、片やさまざまな試験をしているわけで

すけれども、それはこれまでの成果を踏まえて実際のフィールドにおける試験に反映させ

なければいけないと思うのですが、どうもそこの連携がよく見えてこないということが全
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体の話を聞いて感じたところです。 

【玉木座長】 特にご発言あるでしょうか。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】 これは私と海老沼と２人で答えようと思

います。基本的に第１回の（海洋産出）試験は、貯留層評価の一環です。もともと石油・

天然ガスにおける探鉱井を掘ったときの試験というのは、まさに貯留層評価のためにやる

わけです。地層がどれぐらいの浸透性を持っているのか、それから、例えば伝熱、加熱法

をするにしても、地層がどれぐらい熱を伝えられるかといったキャパシティが必要になり

ます。 

 その情報を得るために減圧法で試験をする。我々は減圧法のデモンストレーションをや

るつもりはなくて、データをきちんととるために、なるべく単純な条件で試験をすること

が科学的に正しいと思っているので、こういう試験をやろうとしている。 

 だから、この試験の結果が我々は単に減圧法を証明しようとしているだけではありませ

ん。データをきちんととるということが目標になって、モニタリング井を掘ろうとしたり、

物理探査をしようとしたりしている。 

 今、いろんな技術を無理やり海洋産出試験に詰め込むというつもりはないということで

す。つまり、それはピュアなデータをとることではなくて、その技術の実証になってしま

います。技術の実証はおそらく次のステージ、おそらく第１回目の試験が終わったときに、

事前にされている予測と違うことがたくさん出てくるでしょう。それをまず説明するのと

同時に改良する必要がある。先ほど松本先生がおっしゃった出砂の問題はまさにそのとお

りです。 

 ２００７年、我々は砂という問題に直面しまして、２００８年にそれを解決したわけで

す。そのときは１年間で解決することができましたが、今度は１回目と２回目の試験とい

うのを準備していますので、２回目の試験というのが１回目の試験でわかったさまざまな

事実に対する回答を確かめるということになると思います。 

 そのため、まずは室内できちんと実証されていること、フィールドで使える技術として

いること。井戸に物をおろすというのは非常に大変なことです。基本的に今我々がやろう

としている仕事は、既存のマーケットで試されている装置を使うことをベースにしていま

す。装置そのもののテストになってしまっては、先ほど数十億という予算がありましたけ

れども、その予算をジャスティファイすることができないですから、装置そのものに関し

ては十分陸で試すなり、マーケットで既に試されているものを使うなりして、ピュアな正
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しい科学的なデータをとりたいというのが我々の目標となっています。 

【海老沼生産手法開発グループリーダー】 ただいまのご質問のうち、生産手法開発グル

ープの研究が生産試験にどのように生かされているのかという点につきましては、例えば

生産シミュレータによる事前予測というのが場所の選定を含めて、あるいは、これから決

まっていくでありましょうけれども、具体的な生産の条件を選定する上でシミュレーショ

ン等の結果というのが非常に有効に使われていると考えております。 

 それと、生産手法開発グループの課題すべてが海洋産出試験のために実施しているとい

うものではございませんので、より長い時間のスパンで考えまして、将来の商業生産のた

めに必要な技術基盤を整備していくというような観点で生産手法のほうでは課題を一部は

設定しております。 

【松永委員】 同じような話ですけど、多分海洋にしても陸域にしても、基本的には坑井

の中をコントロールして、坑井から離れたところの貯留層の生産を制御するわけです。今

の段階では、そのときに取れるデータはシミュレーションで推定していくしかないでしょ

う。 一番大きな話としては陸域のほうのある程度の長期の試験のデータをうまくとると

いう話と、それをフィードバックしてうまくやるのと、あとは海に持っていったときに陸

域と違うのは、貯留層のハイドレート層のところの上のかぶりがものすごく薄くて、その

ムービングです。だから、貯留層の中の変動が上にどう影響して、逆にそれがどう生産に

入ってくるかという話だと思います。 

 そういう意味で、環境の変動も密接に絡みますし、逆に貯留層のところが一番弱い面と

して先ほどの地震なんかについてもすべり面、固結層から未固結層になってすべりになる

し、あと、非排水でなくて今度は排水状態の中でのいろんな物性値になってくる。その辺

をいろいろ考えてもらう必要がある。 

 あとは、やはり海底面までの距離が短いので、今はメタンが海域に逃げるほうだけ考え

ていますけど、逆に海から井戸の周りのケーシングのセメンチングだけでなくて、貯留層

の上面から入ってくる圧水のほうがものすごく影響が出てくる可能性がある。先ほど松本

先生も言いましたけど、海から水が抜けてくるというような状況のほうが今度逆に大きく

なる可能性もあるので、その辺の全体のバランスよくそれぞれ４つのグループが連携をと

ってちゃんとやっていただければというのが一番。今のデータのない状態ではそこだけだ

と思います。 

【玉木座長】  ありがとうございます。どうぞ。 
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【松本委員】  地すべりの問題については海老沼さんも言っておられましたし、長久保

さんのほうの話もありましたけど、一体どこが責任を持ってそのモニタリングをしてその

評価をするのかというところが両方で投げ合っているように感じたのですが、そこがどう

かということです。 

 それから、今もう時間がないので、生産試験について言うと、マリック、カナダでは十

分なリソロジーもある、データもある、さまざまなデータがあるわけです。そういうもの

に基づいて評価をして、それと、南海トラフの今我々が持っているリソロジーと比べて、

その閉鎖性やオープン性がどうなのかという評価をしなければいけないと思いますが、そ

ういうことが全然出てこないというのは大変奇妙です。 

 これは答えなくていいです。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】 あえて答えさせていただきます。時間が

ないから説明しなかっただけで、リソロジーに関することは論文等にも書いておりますし、

物理的な条件についてマリックと南海トラフでどれぐらい似ていてどれぐらい違うのかと

いうお話は先生が編集された地学雑誌の中でも書かせていただきました。 

 責任はだれが持つかというのは非常に難しい問題ではありますけれども、基本的に我々

フィールド開発技術グループはこのフィールドの開発に関しまして重要な責任を持ってい

る。基本的には我々が、ＪＯＧＭＥＣがオペレータと契約を行って作業を行いますし、こ

れは鉱業法に基づく作業になりますので、長期的なライアビリティの問題等生じる可能性

があります。 

 基本的には、フィールド開発技術グループ及びＪＯＧＭＥＣが責任を持ち、環境影響評

価グループとはあえて連携していると先ほどから申しているとおりで、連携してやってい

く。それぞれ役割分担を果たしますし、フィールド開発で得られた情報が生産手法のほう

にも用いられるし、環境影響評価にも用いられるということで連携させて作業させていた

だいているということです。 

 責任がどこにあるかといいますと、それはフィールド開発技術グループになります。あ

えて我々はエンジニアリング的な手法、既に使われているエンジニアリング的な手法を、

地すべりに関するエンジニアリング、これは西アフリカですとか、それから、北海沿岸、

既に地すべりが起きるところ、しかも、大西洋側でははるかに大きな規模の地すべり、地

すべり、幾つか絵が出てきていますけれども、先ほどの地すべりというのは東部南海トラ

フでは全く見られないような大規模な地すべりです。 
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 しかも、東部南海トラフにある地すべりは、先ほどは尐し誤解があったかもしれません

が、地すべり跡がたくさんあります。基本的には浅い数十メートルのところで、ハイドレ

ート層がかかわっているような地すべりというのはまだ見られていませんが、そういった

地すべりがあるところ、あえて難しいところの状況にチャレンジした人たちの知見とエン

ジニアリング手法を使って分析していこうということをしているわけです。 

【増田プロジェクトリーダー】 松本先生は尐し誤解されているかもしれないですが、先

ほど資料の中にβの濃集帯。あれは１０度を傾斜が超えるところもあるがというふうに表

現になっていましたけれども、実際、私たちとしては、要するに海底地すべりとかは絶対

起こしてはいけないわけですから、傾斜のあるところは避けます。だから、これは要する

に１０度のところでは試験はやりませんということです。 

【松本委員】 いや、そのポイントが１０度かどうかでなくて、その変形が数百メートル

広がるわけですから。 

【増田プロジェクトリーダー】 そうです。 

【松本委員】 そうすると、全体としてはそういう傾斜のところで、それは間違いないわ

けですね。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】 数百メートルというのは、この絵でいい

ますとこの赤い線より尐し太いぐらいの範囲です。実はここは地すべりの跡です。浅いと

ころには地すべりの跡もあるところをあえて我々はとっておきました。今後、例えば地す

べりのデータ、地すべりとかかわるような地層のデータもとります。地すべりといいます

か、斜面、移動した跡です、スランプの跡です。 

 例えばこの傾斜、上の絵で見られると急傾斜に見えますけれども、その下の絵で見ます

と非常に緩やか。非常に緩やかというのは、海の中では緩やかでも地すべりが起きるとこ

ろもありますけれども、一方、その地すべりが起きたところを調べてみると、先には急傾

斜地があるといった円弧すべりの条件と同じような条件が生じている。 

 すべるための要因というのは傾斜だけで決まるわけではありませんから、そういった地

質学的な解釈、それから、地球物理学的な解釈、すべて総合して行われたエンジニアリン

グ手法を導入していこうということで、１つだけ見て傾斜がないとかあるとか、そういう

議論をするつもりはないです。 

【玉木座長】  実施グループのほうにおかれては、今時間をとって議論している問題で

す。地層の閉鎖性、それから、地すべり、非常に重要な問題だと思いますので、十分に認
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識して作業していただきたい。 

【玉木座長】  まだご発言いただいていない方の意見だけをいただきます。東さん。 

【東委員】 今の地すべりに関係しているのかもしれませんが、多分ここのプレゼンテー

ションを聞いていて、研究からいよいよ産業化とか、実際に開発のところに進んでいくと

いうことになると、心配なのは風評の問題があると思います。今、地すべりの話でもそう

でしたけれども。風評被害に対してどう対忚するのかということが見えてない。いずれに

しても、安全の情報開示を進めていかなければいけないだろうと思いますが、今までの議

論を聞いていると、どちらかというと孔の問題だとか、実際に生産のための安全だとかと

いうところに基本、基軸が置かれていて、それは今の段階では正しいのでしょうが、将来

的にはそうではなくて、それに対してのステークホルダーに対してどう説明するか、風評

に対してどう説明するかというところにだんだんシフトしていかなければいけない。 

 今すぐ求めるわけではないですが、そういうような検討というかガイドラインというこ

とも尐し考えていただきたいなと思いました。 

【玉木座長】  ありがとうございます。これは回答なしにして、ほかの委員の先生方、

ご発言。なければ、藤田先生、お願いします。 

【藤田委員】 私はこのフェーズ２の実施体制、本日最初に申し上げたと思いますが、誤

解しないでほしいのでもう一回言いますが、運営協議会、環境有識者会議はすばらしい。

このスタッフを見ましてよくつくったなと思います。産学官連携の体制がとられており、

ます。 

 私が言いたいのは、それぞれのグループです。グループを実際動かすところに産という

経験ある会社の実務経験がある人材をこの中に入れ込むこととか、大学の若き大学院の学

生やポスドクなどを国家的プロジェクトという使命感の下に入れるということが私のサジ

ェスチョンです。 

 それから、もう一つ、今日技術の細かい議論で終始したようですが、ＭＨの資源化を検

討するためには最後は経済性なわけです。今日もおられて、まだご意見をいただいていな

い両ガス会社の方がおられますが、要するにもうテストを始めるのでしたら、その目標レ

ートや経済性の評価問題はどういうような形でどこがやるのかなという説明聞かれなかっ

たことが尐々不満でした。 

【玉木座長】  それでは、質疑忚答をこれで終わります。 

事務局から特にないようですので、本検討会として、平成２１年度事業結果、今年度、そ
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れから、来年度、平成２２年度事業計画についてご承認いただいたということでよろしい

でしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【玉木座長】 どうもありがとうございます。 

 ちょうど１２時で閉会といたしますが、事務局からアナウンスありますか。 

【事務局（長谷）】 長時間ありがとうございました。 

 委員の皆様方は、この後ご相談したいことがございますので、お残りいただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

―― 了 ―― 

 


