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第１９回メタンハイドレート開発実施検討会

議事録

１．日時：平成２３年３月２９日（火）１５：００～１７：００

２．場所：経済産業省 別館１０階 １０１４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：

藤田座長代理、東委員、荒戸委員、小野崎委員、木村委員、松永委員、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、岩谷補佐、上條補佐、安良岡

【事務局】 本日はお忙しいところ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。若干、時間前ではございますが、ただいまから第１９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させ

ていただきます。

【平井課長】 平井でございます。本日は震災の影響で皆様方、さまざまな形で影響を

被っている状況ではございますが、お集まりいただきましてありがとうございます。まず

は、今回の震災の関連で、おそらくご親戚の方々、もしくは組織のご同僚の方々、こうし

た状況に、不幸にも巻き込まれてしまった方がおられるのではないかと思います。慚愧に

たえない気持ちでいっぱいでございますけれども、ご哀悼の念を申し上げてやみません。

こうした中、本会議についても、開催するのかどうかということも議論させていただきま

したけれども、とりあえず淡々と第１９回のメタンハイドレートの開発実施検討会、開催

をするという方向で決めまして、本日の開催に至ったわけでございます。

かかる状況に至ります前から、今年の年明けを思い返しますと、既に中東情勢が非常に

きな臭い状況になってきていたわけでございます。現在も震災及び原発の報道の下に隠れ

てはおりますけれども、中東の情勢、非常に危ない状況がますます深刻度を増している状
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況でございます。こうした２つの状況をかみ合わせますと、今後、我が国の中でのエネル

ギーセキュリティーにかかわる議論はますます熱を帯びてくることは必定だと考える次第

でございます。そうした中、これまでも、そうした観点から、メタンハイドレート開発と

いうことの推進をしてきたわけでございますが、その成否ということに対して、さらには

こうした問題に対して、我が国ができる大きなソリューションとしての柱になりますのが、

研究開発という技術をどうやって確立するのかということになろうかと思います。

いよいよ、来年度以降、メタンハイドレート開発については非常に大きな一里塚を迎え

ようとしているわけでございます。来年度の事業計画について、本日、ここでご審議をい

ただくわけでございますけれども、なかんずく、今回のフィールド開発技術グループの海

洋産出試験に向けた準備、計画状況といったところについては、多くの時間を割いていた

だきまして、各方面の皆々様方からのご知見をおかりして、よりよい準備、計画を進めて

いただきたいと思っております。この海洋産出試験、世界で初めての試みということで、

我々が担うべき責任の重さは非常に重い。これがどのような結果になるのかということに

よって、メタンハイドレート開発に拍車がかかるのか、ブレーキがかかるのかということ

になろうかと思います。その成否は、実際に、現場でメタンハイドレートが産出するのか

どうかということよりも、いかなる検討を準備の段階でしてきたのか、それに基づいた、

予測した結果が得られたのか、得られていないのかということに関して、十分な知見が得

られるかということであろうかと思います。そうした実験の、知見の重なりによって、メ

タンハイドレートの商業化という最終的な目標に向けた大きな地平線が広がってくること

になろうかと思いますし、その成果に対しては全世界から注目を浴びていること、もしく

は浴びることになることは間違いないと思っております。

我々１人１人がその目的に向かって全力を投ずるということは言うまでもございません。

この我が国の脆弱なエネルギー構造ということをいかに確かなものに一歩でも近づけてい

くのかという大きな負託を背負っているという気概のもとに、我々も進めておりますけれ

ども、ぜひともこうした思い、皆様方、委員の１人１人の方々と共有させていただきまし

て、本日も実のある議論をしていただければと思うわけでございます。ぜひとも、今日も

よろしくお願いいたします。

【事務局】 議事に入ります前に、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９名の委員にご出席いただいております。玉木座長は海外出張のためご欠席とな
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ります。このため、事前にご了解を得まして、前座長を務めておられました藤田委員に、

座長代理として本日の議事進行を行っていただくことになりましたので、ご了解のほどよ

くお願いいたします。また、東京大学の松本先生におかれましては、本検討会委員をご退

任されることになりましたので、ご報告させていただきます。

なお、本日の議事及び議事録は、ともに公開といたします。

（配付資料の確認）

それでは、藤田座長代理に議事進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたし

ます。

【藤田座長代理】 委員の１人でございます藤田でございますが、今日はご指名でござ

いますので、玉木座長に代わりまして、今日の議事を進めさせていただきたいと思います。

先ほど、平井課長からすばらしい纏まりのあるご挨拶をいただきましたので、今、この

時点におきまして、メタンハイドレートの開発実施検討会がひときわ重要さが増してきた

ように思われます。また、一般国民の目も厳しくなってきたように思います。

私は過去８年間、フェーズ１の検討会座長をやってきた関係上、３月１１日起こった東

日本大震災と福島原発事故後、如何なるインパクトがメタンハイドレートに降りかかるも

のかとずっと考えてまいりました。２点あるのですが、一つは、我が国としては、根本的

にエネルギーの政策、戦略を考え直さなければないということ。その後に続いた原発事故

は、いつ収束するのか見通しが全く立ちません。原発の電力喪失を補完するエネルギーの

安定供給を求められます。したがって、メタンハイドレート何やっているのかと、早くク

リーンな国産エネルギーをという、追い風が大きなプレッシャーなると。もう一つは、ご

承知のように、これだけ地震国である実態を身をもって体験してしまいました。したがっ

て、メタンハイドレート開発に伴う環境問題といいましょうか、その地震に関連する対応

がどうであるか。これは非常に、我々にとってはチャレンジャブルなことになりますし、

まさにテストを始めようというフェーズ２にとっては非常にやりがいのあるタイミングに

なったかなと思う次第でございます。

それでは早速、今日は議事進行をさせていただきます。よろしくご協力のほどお願いい

たします。常々そうなのですが、大変、たくさんの内容がこの第１９回、盛りだくさんご

ざいますので、何分、時間を私のほうで、タイミングをとりながら進めさせていただく点、

ご協力お願いいたしたいと思います。

それでは、第１番目の議事でございます。前回議事録の確認ということで、お手元のご
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資料をご覧ください。前回、１８回というのは、昨年１０月５日に開催されました。この

議事録に関しては、委員の先生方に事前にお渡しして、いろいろ査読していただいたと承

っております。したがって、もしいまだに修正なり、お気づきの点がございましたら、後

ほど事務局にご連絡いただきまして、皆さんにお認めいただいたという形で進めさせて頂

いてよろしゅうございますか。

（「異議なし」の声あり）

【藤田座長代理】 それでは、議題１はこれをもって終わらせていただきます。

続きまして、議題２に入ります。議題２は、平成２２年度成果報告及び平成２３年度事

業計画についてでございます。最初に、プロジェクトリーダーの増田先生から概要を説明

していただきまして、それから今日は４つのグループのグループリーダーが順次説明を続

けていただきますが、何分たくさんございますので、２つに分けさせていただきたいと思

います。まず、増田先生ともう一つ、２つを終わったところで、皆さん委員の方々のご意

見、ご質問をいただきます。それが終わりまして、後半でしょうか、このところには３つ

ございます。続けてまいります。それを終わったところで、残りの３件を順次説明して頂

き、質疑応答を致します。そして、最終的に、ご審議を賜りたいと存じます。

それでは早速、増田プロジェクトリーダーから、今日のご説明、時間が非常に限られて

申しわけございません。５分ということになっていますが、ひとつよろしく進めていただ

きたいと思います。それでは増田先生、よろしく。

（増田グループリーダーから説明）

【藤田座長代理】 どうもありがとうございました。

それでは続きまして、ＭＨ２１コンソーシアム、フィールド開発技術グループのリーダ

ーを務めております山本さんからご説明いただきますが、山本さんのほうは内容が非常に

濃いのでございますので、３５分ぐらいの目安でお話しいただけると承ってございます。

それでは山本さん、ひとつよろしくお願いいたします。

（山本フィールド開発技術グループリーダーから説明）

【藤田座長代理】 ぴったり、時間を守ってやっていただきありがとうございます。

ただいま、議題２の全般の２つ、１つは平成２２年度の、全体的な成果報告。それから、

２３年度の事業計画。これをプロジェクトリーダーからいただいて、スケジュール的なも

の。それから、その後、非常に細かく、詳細にわたりまして、山本グループリーダーから、

フィールド開発技術グループのお話を頂戴しました。
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いよいよ、海洋産出試験に準備を進めていくわけで、世界中の多くの人が興味を持って

おります。日本の技術として、どこまで近海でメタンハイドレートの生産試験ができるか

という点に委員の先生方もいろいろご意見、あろうかと思います。質疑応答の時間を十分

とってございまして、２５分から３０分ほど頂きます。できれば４時２０分ぐらいまでに、

質疑応答を全部終わりたいと思っておりますので、時計をごらんになりながら、ぜひ、委

員の皆様から、少なくとも１つでも、ご意見なりご質問をいただければと存じます。

それでは、早速でございますが、どなたかございますか。はい、どうぞ。小野崎さん。

【小野崎委員】 それでは、一番初めに質問させていただきますけれども、最初の全般

のほうに、α濃集帯とβ濃集帯の優先順位のお話がございまして、この中ではβ濃集帯の

ほうがやりやすいというお話がございました。そのときのお話で、減圧法というのがベー

スになっていると思うのですけれども、どちらも、αもβも代表的な形のものだというこ

とで、実際にそれから得られる成果というのは、そう差がないのかなと思うのですけれど

も、これはあくまで、減圧法という観点からで、そういう評価がなされているので、それ

で最終的に日本全体、日本海域周辺にあるポテンシャルの面から見た場合、その減圧法で

どの程度カバーできるのかどうか、これができれば大体、何とかなるのだよという世界な

のか、あるいは、かなり限られたエリアのものについては、今回、技術が確実にできると

いう見方をしているのか、その辺の感覚を教えていただきたいなと思うのですが。

【山本グループリーダー】 はい。東部南海トラフ以外に関しまして、十分データがな

いところがありますので、申しわけありません、感覚的なことになる部分もあります。

まず、減圧法で、我々が適用しようと考えている１つの目的というのは、減圧法を適用

することによって、自分たちの言葉ですけれども、メタンハイドレートの一時回収分がど

れぐらい取れるのか。つまり、エネルギーを投入しないでどれぐらいガスが取れるのかを

知りたいということが、１つの目的です。減圧法を適用することで取れる分というのが十

分あれば、プラスアルファのほう、つまり熱を加えるですとか、ほかのガス、例えばＣＯ

２を入れるといったさまざまな方法がありますけれども、それらに関しても経済性が出て

くるだろうと考えています。

それから、もう一つの目的としては、減圧法という非常に単純な方法です。前回の委員

会のときに申し上げましたけれども、この試験の目的というのは、十分経済性があるかど

うかをここで決めてしまうよりは、言い方が難しいかもしれませんが、地層のパフォーマ

ンスといいますか、地層そのものがどういう状態で、最大限、きれいな、ピュアなデータ
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をとりたいと考えていて、そのためには、単純に減圧するという状態、つまり、あまり手

を加えないでデータをとりたいと。それによって、地層の物性をきちんと把握したい、あ

るいは地層の特性を把握したいという目的があります。そのために、我々、減圧法を適用

すると考えていて、将来にわたっても、減圧法だけですべてのガスをとれると考えている

わけではありません。ただ、一方、減圧法の適用性が高いフィールドといいますのは、例

えば地層の浸透率が高い、当然、ガスの濃集度も高いわけです。それから、もう一つは、

熱の問題。熱の供給が十分あるのかどうか。こういったことも関係しますけれども、これ、

いずれも、ほかの手法を適用するときにも重要な情報になります。そう考えますと、減圧

法の適用性を確認することによって、ほかの方法の適用性も知ることができるということ

になると考えています。ですので、減圧法を適用しました、これでオーケーです。これで

どれだけとれますという、単純なシナリオではなくて、減圧法を適用することによって、

やや特性の違うほかのフィールドに関しても研究を広げていく、あるいは生産するポテン

シャルを広げていくことができるのだと我々は考えているということになります。例えば、

全く違うタイプ、泥の中に、フラクチャーの中に入っているようなメタンハイドレート。

これらに関しては、かなり異なった種類の技術開発が必要だと思いますけれども、これは

もう一つ上の、１段先のステップの課題になると考えておりまして、αとβ、いずれが、

例えばどちらかだったら、減圧法以外は適用できないのかといいますと、そういうことは

ありません。αやβと、これらの条件と似たようなフィールドというのは、日本の周辺に、

ほかの場所にもあるのではないかと、我々、考えています。東部南海トラフに特有、非常

に特別な場所であるというわけではありません。特に、β濃集帯のチャネルの堆積物とい

うのは、通常の石油天然ガスのフィールドの地層の特性に非常に類似していると考えてい

ます。比較的、大きな塊の砂の岩帯があるような場所になります。通常の石油天然ガスの

ターゲットともなるような場所ですので、そういった点でも十分代表性はあり、これらの

研究をすることは意味があると考えています。

【小野崎委員】 ありがとうございます。

【藤田座長代理】 そのほか、いかがですか。よろしいですか。

それでは、プロジェクトリーダーの増田先生から補足説明を。

【増田プロジェクトリーダー】 ごく簡単に補足させていただきます。先ほど、山本さ

んから、海洋産出試験の目的の説明があったと思うのですけれども、メタンハイドレート

については、海底下の浅いところに存在するということで、先ほど言った、目的２ですね。



- 7 -

実際に、減圧法が適用できるのかどうかと。それから、シミュレーションで予測されてい

るように、ガスが生産できるのかということを確認するのが、第１回海洋産出試験の一番

の大きな目的です。これは、日本周辺に存在しているメタンハイドレートについてもすべ

て言えることですので、ここで確認ができれば、並行して調査する、資源量の調査等含め

て、より将来の、資源としての可能性がはっきりしていくと考えています。

【藤田座長代理】 その件について、私もずっと見ていて、通常、素人だと、熱を加え

たほうが早く効率よく溶かすと思うのですが、今までのいろいろな研究成果の結論が、減

圧法が優先ということに決まったので、加温する方式というのは一切ないと考えていいわ

けですね。すなわち加温法の施設準備はしないのですか。

【山本グループリーダー】 はい。試験に関しましてはそうです。と申しますのは、加

温というのは、メタンハイドレートの再生成防止のためのヒーターは設置しますけれども、

地層の中のメタンハイドレートを溶かす方法は考えていません。藤田先生のおっしゃると

おり、熱を加えれば確実にメタンハイドレートを溶かすことはできます。これは、２００

２年にマリック第１回の陸上産出試験で実施をしたことですが、一方で、陸上産出試験で

学んだことというのは、熱を加えることはできるのだけれども、熱を地層の中に遠くまで

伝えることができないということです。つまり、熱をコントロールするのはなかなか難し

いところがあって、それが１つの問題があると。

【藤田座長代理】 それでは、成田先生、何かご意見か回答があるようなので。

【成田サブプロジェクトリーダー】 小野崎委員のご質問についてですけれども、恐縮

ですけれども、フェーズ１の計算結果といたしましては、このβで、減圧法のみによって、

６０％の回収率が期待されております。そういう意味で、今回、減圧法で確認できるとい

うことは、ほぼ日本周辺海域の砂層に胚胎するメタンハイドレートについて、ある程度カ

バーできるものではないかと考えております。一方、加熱法につきましては、確かに溶け

るのですけれども、生産という面から言いますと、メタンハイドレートが地層の中で再生

成してしまって、浸透率を悪化させる等々の弊害もございまして、そういう意味で、まず

は基本的には、ある程度、砂層のハイドレートについて、生産できるという減圧法を確認

すれば、かなりの領域がカバーできるのではないかと考えております。

【藤田座長代理】 今の議論に関連して松永委員。

【松永委員】 その辺正確に言うと、多分６０％という言い方は正しくなくて、あるペ

イゾーンの中の間隙率と、基本的には砂の中の熱を使って溶かしているわけですよね。だ
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から、メタンハイドレートの含有率と間隙率と、その辺を全部含めて連続的に生産すると

きのちゃんとしたものとしてどういうことになるかという辺を少し言わないと、ちょっと

誤解を招くので。

【成田サブプロジェクトリーダー】 私、言い忘れたかもしれませんけれども、これは

βの貯留層の温度と浸透率という条件でございます。

【藤田座長代理】 よろしいですか、松永委員。

【松永委員】 はい。

【藤田座長代理】 細かい詳しい話は、時間もないので、また後ほどと思いますが、回

収率の表現は、私もいつも言っているのですけど、６０％揺れるのでしたら油田より大き

くすごいことだなという話になるので、あくまでもラボの均質なメタンハイドレート貯留

槽中ではそういう結果がありましたよという理解でいいですね。

【成田サブプロジェクトリーダー】 ラボの試験をもとにしたシミュレータです。

【藤田座長代理】 実際、現場で自然のメタンハイドレート層の回収率は幾らか、これ

はまだまだこれから先の長期生産テスト結果とシミュレーションモデルから推定する訳で

すね。地層のストラティフィケーションによるヘテロジニティー（不均質性）により如何

に回収率が低下するかを見極める必要があります。是非、厳しい方向を覚悟して取り組ん

でください。

そのほかの委員の方からいかがですか。エネ研の森田委員、ひとつお願いします。

【森田委員】 山本リーダーのご説明いただきました３ページですけれども、α濃集帯、

β濃集帯、比較していろいろご説明いただいたのですけれども、３ページの最後の行で「β

濃集帯を優先してＨ２３作業を進める」と書いてありますが、これで決定ということでよ

ろしいですか。それとも、ここでもう一度議論し直しなさいという、どちらでございまし

ょうか。

【山本グループリーダー】 議論していただくかどうかというのは、私どもというより

は、経済産業省さんからのお話になると思いますけれども、私どもとしましては、α、β

は同じ、まだ決定と申していないのは、これからさまざまな交渉等も行わなければいけま

せんし、技術開発がすべて終わったわけではありません。ですので、αを候補から外して

しまうわけではないということです。最終的にひっくり返る可能性は当然考えておかなけ

ればいけないと思っていますので、完全にここでできそうとわかるまでは候補から外すわ

けではありませんけれども、ただ、同じ比重でやっていくためのお金もかかりますし、人
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手もかかりますので、この観点から言うと、我々はβを主に優先させて作業をさせていた

だきたいということです。

【森田委員】 その今おっしゃったことが、増田先生が説明されましたパワーポイント、

今年の７月に試験候補地選定とございますよね。ということなのでしょうか。今ここでα

かβか特に決めてしまうのではなくて、βを主として作業を進めていくけれども、この７

月に予定されています試験候補地選定とつながっていくという理解でよろしいでしょうか。

【山本グループリーダー】 そうです。７月の段階では、もうこれは船も決め、傭船し、

作業に関しましてさまざまな手続も開始しているところですので、このときに決めていな

いようでは、もう試験に行けないというタイムリミットに近いと思います。その点では、

７月に最終的な決定をいたします。あと数カ月のうちに決定……。

【森田委員】 ７月までにはαかβか決めて、そこでもう一度、船を持ってきて調査を

始めるという理解。

【山本グループリーダー】 船の調査は来年の１月、２月になると思いますけれども、

７月の時点で場所を決めるということです。

【森田委員】 了解です。

【藤田座長代理】 この試験場所選定は鉱業権益とか、地方自治体の利害損得いろいろ

なものが絡むから簡単な話じゃなくて、純技術的評価について言えば、今こういうような

レーティングになるということだと思うのです。ただ１点、α、βがあればγもあったで

しょうという話で、γを全然対象に入れてないというのは、何かそこに意味があるのでし

ょうか。

【山本グループリーダー】 αとβとγがありましたけど、γを外すということに関し

ましては、昨年度、平成２１年度の開発実施検討会でお話しさせていただいて、γに関し

ましては、実際にコアをとっていません。データが十分ないので、我々はそこでは自信を

持ってできませんよという話で、昨年度の開発実施検討会でお話しさせていただきました。

【藤田座長代理】 はい、了解しました。それを一般の方々にも判ってもらうためにこ

の議事録の中で入れクリアにしておいて欲しいと思いました。はい、わかりました。

それじゃ、そのほかにいろいろ話題、議論あると思うのですが、いかがでしょうか。松

永委員からもう一度。

【松永委員】 多分、山本さん、最初に目的の２が前提という話になったと思うのです

けど、ここの坑井安定化技術の確認とかいうところについては、具体的にはどういう手順
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を考えているのでしょうか。結構そこら辺で井戸の仕上げがうまくいかないとか、最初か

ら言うのもあれなのですけど、いろいろ現場でやるときにどの程度アローアンスがあるか

とか、今回１年なので、その辺が相当検討されているかと思うのですけど、その辺どうい

う考えでいるかをちょっと聞かせていただければと思います。

【山本グループリーダー】 非常に正直に申しますと、ドキドキものでいくしかないと

思っていますけれども、実際、我々、浅いところでセメンチングをして減圧をしてみると

いうのは、もちろん世界で初めて。つまり陸の場合には６５０メートルぐらいの厚さの永

久凍土層が上にあって、比較的かたい安定した地層があったわけですけれども、それを二、

三百メートルの比較的軟弱な泥層、軟弱といっても、もちろん泥といっても地面の泥とは

違います。泥岩に近いものではありますけれども、そういったもので十分井戸が支えられ

るのかといったことに関しましては、数値シミュレーションの室内実験も、さまざまな陸

での検討というのも十分、これ以上できないというぐらいやっていますけれども、これは

チャレンジの基本のところだと思います。

ただ、全くできないというふうに思っているわけではなくて、といいますのは、２００

４年に行いました基礎試錐、東海沖－熊野灘におきましてもセメンチングは試しました。

そのときはＭＤＴという簡単な、生産テストまで至らないのですけれども、水を圧入した

り吸い込んだりするような装置を使って、地層がちゃんとシールできるといったことは確

かめています。

あと、セメントに関しましても最高のセメントを今考えているところであるということ

で、積み重ねによりまして、これに関しましては技術の積み重ねによって自分たちのコン

フィデンシャリティーといいますか、確実性を高めていくことで何とか対処しようとして

いる状態で、ちょっとご満足いただけない答えかもしれませんけれども、これに関しまし

てはチャレンジだと認識してやっているということです。

【藤田座長代理】 そのほかにいかがでしょう。まだ時間、十分ございます。ご質問で

もご意見でも結構です。

【山本グループリーダー】 １点よろしいですか。今の松永さんのお話に関連して１点

だけ補足いたしますと、我々２年に分けて試験を行うという一つの大きな理由は、まさに

その点にあるわけです。１年目にまずモニタリング井を仕上げてみます。そこでセメント

ができるかどうか等の検討もきちんとやります。その後、もしもうまくいかなければ場所

を変えて生産井を掘ることはまだ可能ですので、それをきちんと確かめて、ある程度、我々
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としては最悪の事態のときにも何とか対処方法をもって、試験そのものは継続できるよう

な方法を考えているというバックアップのプランというのは当然考えております。

【藤田座長代理】 わかりました。それでは、東委員からひとつ。

【東委員】 今の討論で、僕のイメージとしては、これはチャネルなんていうふうにお

っしゃっているので、多分河道のような、海の道のようなものだと。直線的なもので、多

分北から南へ深くなっていくというイメージですね。河道ですから、それほど川幅はない

というふうに考えます。川幅と厚さとの関係はどうなっているかというのは、多分今から

調査の結果が出てくるだろうと思いますし、今回コアをたくさんとられたので、多分強度

や何かはどのぐらいあるのかということが出てくると思いますので、今、最悪のシナリオ

は考えておられるということですけど、一般的に考えても、河道で直線的な堆積物、その

中の砂場層の中の間隙水圧を下げるというのは、それも一部だけを下げていくというのが

現状でしょうから、そういう幾何学的なことだとか、強度の問題はあると思うのですけれ

ども、要するに、海底面がじわりと落ちるということなのだろうと。僕は今ずっと頭の中

でシミュレーションを、落ちてもその程度のものだろうと考えているのですけれども、最

低限、最悪のときはどうなるかぐらいのリスクというのはよく考えてやっていただくとよ

ろしいかと思います。

我々は、今の段階でどのぐらいなのかということはいろいろ想像するけど、やっぱりデ

ータが出てないので何ともわからないという現状ですね。そこのところを出していただけ

れば、もう少し具体的なものになってくるだろうと思うのです。ただ、データが出ていな

いから怖い怖いというわけではなくて、やはり客観的にデータを見ていろいろなことを考

えていくということが正しい方向だと思います。

【藤田座長代理】 いいコメントだったと思いますが、この件に関してＭＨ２１グルー

プの専門家の中でご意見あったら、アグリーとかアゲインストのどちらでもいいのですが、

どなたかコメントありませんか。なければ次へ行きます。

【山本グループリーダー】 今、東委員からデータのことがありまして、我々実際にコ

アをとりましたというお話をさせていただきました。２月にコアをとりまして、現在まだ

分析をしている最中です。

ですので、本日お見せできないのは、まだ十分データのクオリティーコントロールがさ

れていないからでありまして、これらに関しましては秘密というわけではないので、今後

積極的に発表していきたいと思っています。
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それから、後で長尾グループリーダーのほうから、実際にシミュレーションでどういう

ことを考えているのかというようなお話があると思います。

【藤田座長代理】 後ほど発表の中でお願いします。

【長尾グループリーダー】 はい。

【藤田座長代理】 それでは、時間が早目になっておりますが、早いことほどいいこと

はないので、議題２の前半に関してはこれをもって終わり、次の報告に入りたいと思いま

す。

冒頭に申し上げましたように、あと３つの資料がございまして、１つは、資源量評価、

非常に興味があります。２番目が生産手法開発のグループ。３番目が環境問題です。

最初に、資源量評価グループの島田グループリーダーからご説明いただくということで

すが、こちらのほうも限られた時間で恐縮のようでございますが、１０分という目安の時

間で進めていただきたいと思います。島田さん、どうぞよろしく。

（島田資源量評価グループリーダーから説明）

【藤田座長代理】 島田グループリーダー、大変ありがとうございました。

それでは、引き続きまして、生産手法開発グループ、グループリーダーの長尾さんのほ

うからご説明いただきます。

（長尾生産手法グループリーダーから説明）

【藤田座長代理】 長尾グループリーダー、ありがとうございました。

引き続いて、３番目のグループでございますが、推進グループの中で環境チームという

のがございます。そちらの報告と事業計画ですか。こちらのほうは、長久保チームリーダ

ーからお話ししていただくということですね。どうぞよろしくお願いいたします。

（長久保環境チームリーダーから説明）

【藤田座長代理】 長久保チームリーダー、ありがとうございました。

以上でもって３つのグループのリーダーからそれぞれご説明をいただきました。何分大

変な量の資料を短い時間で駆け足で発表して頂き私も理解が追いつかないようで御座いま

すが、時間は残り少なくなってきました。質疑応答の時間、あと１０分、１５分しか残っ

てございませんが、委員の皆様からご質問やご意見をいただきたいと存じます。

荒戸委員、ひとつお願いいたします。

【荒戸委員】 島田さんのところで伺いたいのですけれども、砂層孔隙充填型の資源量

の話は、この先の実際の生産試験とかそういうほうにつながっていくわかりやすい話なの
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ですけれども、非砂層のほう、要するに表層のハイドレートの話は伺っていると、どうも

ゴールが起源・分布・生成分解過程の解明を目指しているというふうに拝見できるのです

が、資源量という意味ではこの先どうなるのか。それから、もうちょっと言うと、開発に

向けてのシナリオみたいなものまで話ができるようになるのかとか、島田さんにこれ聞く

のか、増田先生なのかわからないのですが、いや、そういうものも生産試験とかに話がい

くと夢は広がるという気持ちで伺うのですが、いかがなものでしょうか。

【島田グループリーダー】 そこら辺はまだ非常に難しいことだと思っております。泥

層の中にあるハイドレートの産状が大体つかめてきたかなということで、まだまだ科学調

査の段階で、資源化というのは、さらにその次のステップであろうというふうに考えてお

ります。今の段階でいろいろと、私は将来的には資源化という方向で考えいけばいいかと

は思っているのですけれども、なかなかそこまで言い切るのは難しいかなということで、

しばらくは科学的調査のほうに専念させていただきたいと思っているところでございます。

よろしいでしょうか。

【藤田座長代理】 荒戸さん、十分でございますか。

【荒戸委員】 できれば棚橋さんのご意見も伺いたいなと。

【棚橋（産総研）】 担当させていただいています産業技術総合研究所の棚橋です。松本

先生と一緒にこの研究をさせていただいていますけれども、現在、島田さんから紹介があ

ったように、年代をはっきりさせて、どのようなガスハイドレートがあるかといったとこ

ろを、起源・分布・生成過程を解明することを目指した科学的な研究をやっているわけで

す。

資源化に向けては、やはり量の把握をしなければいけないということで、当面なかなか

難しいのですが、できればあるタイミングで掘削調査であるとか、より高精度の物理探査

とか、そういった提案も今後させていただいて、さらに情報をつけ加えて資源としての可

能性を追求できるようになるかなと思っています。

【藤田座長代理】 それではこの辺で。

もう一つ、フェーズ２では、皆さんが非常に興味を持っておられるのは、いよいよ日本

近海での海洋産出テストですね。その辺が、今日、委員の中で、ユーザーの立場でいてど

うなのかと非常に興味をお持ちだと思うのですが、いかがでしょう。大阪からお見えにな

ったのだけれども、何か質問。

【宮本委員】 ありがとうございます。本日は、平成２２年度の政課報告と２３年度の
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計画ということですので、ちょっと外れたことかもしれないのですけれども、冒頭、平井

課長及び藤田座長のほうから、セキュリティーとかエネルギー供給で将来の姿が大きく変

わるのではないかというご指摘があり、私もそのとおりであると思うのです。この２年の

間には綿密な計画を立ててやられておりますので、そこでの修正ということは申し上げて

ないのですけれども、この計画の中では、産出試験の成功についてある程度、具体的なイ

メージを持たれていると思います。そこで、もし計画が成功した場合、商業化までの期間

をもう少し短縮する可能性といいますか、そういうところをもう少し検討していただけな

いかなと考えている次第です。ユーザーの立場から申しますと、やはり国内資源があるの

とないのとは非常に違いますので、メタンハイドレートという数少ない資源開発が早期に

開発されることを期待しております。

【藤田座長代理】 ご意見として承ったと思いますけれども、いかがですか。東京のほ

うもご意見を、ユーザーとしての東京ガスの村松さん、よろしくお願いします。

【村松委員】 大変ありがとうございます。東京ガスの村松です。

どの様に話そうか悩んでいたのですけれども、山本リーダーの発表の１５ページに「開

発システムの検討」については、イメージを書かれたのだろうと思いますが、今、宮本さ

んからもありましたように、ハイドレートが国内資源として開発されて、ハイドレート資

源開発の大きなグランドデザインの中で、どの様に位置付けどの様に活用していくかを議

論することが重要であると思っています。まだ海洋で掘削していない段階で、「資源量」や

「資源の産出スピード」等を議論していただくのは大変難しいかと思うのですけれども、

今、どのステップまで進行していて、どれぐらいのインパクトがあり、そして、実用化へ

の可能性についてご議論していただけるとありがたいと思っています。

だからどうしたという話じゃないのですけれども、大変期待できるハイドレートに対し

て着実に進んでいるなり、大きな影響を及ぼすような可能性をどんどん明らかにしていた

だいて進めていっていただきたいなと思ってございます。質問じゃなくて意見でございま

す。

【藤田座長代理】 コメントとして非常に貴重だと思います。お二方、ありがとうござ

いました。

それからもう一つ、私、今日、議事進行している立場から名指しで恐縮でございますけ

れども、我が国、関東千葉房総地域で実際水溶性ガス開発事業を長く続けており、今回、

震度５弱という大型の地震を経験しても、あえて毎日商業量のメタンガスを生産して居ら
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れる会社からいらいしたる委員の一人でおられるのですが、木村委員なにかご質問やご意

見ございましょうか。

【木村委員】 それでは、私のほうから、長尾さんのご説明の中のところで１つ２つ質

問させていただいてよろしいでしょうか。

３ページ目の右上の図がございますけれども、この見方を簡単にご説明していただきた

いということと、左のほうのコメントに、効率性のある浸透率が存在するのではないこと

と書いてありますね。その辺のことと、あと、今回第１候補になっていますβ濃集帯で想

定されている浸透率、どの程度のオーダーなのかということを教えていただければと思い

ます。よろしくお願いします。

【長尾グループリーダー】 まずこちらについては、横軸が初期のハイドレートがある

状態での有効浸透率です。水がどれぐらい流れるか。縦軸がそのときの貯留層の温度です。

ここにぽんぽんと数字が書いてありますけれども、実は、こちらに「Productivity

Function」と見づらいのですけど書いてありまして、極端なことを言いますと、これ、ガ

スの生産性をあらわす指標です。これをどういうふうに求めたかといいますのは、実はい

ろいろあって、例えばこの場合は、出てきたガスにどれぐらいの価値があるかということ

をあらわしている指標なのですけれども、過程がいろいろ入っていまして、例えば初期に

生産されたガスは１０年後に生産されたガスよりも価値が何倍高いとか、そこの関数を変

えることによって、実はここの暖色というのは変わります。

あともう一つ、これはいろいろな貯留層、例えばどこの貯留層ということを考えたわけ

ではなくて、例えばある貯留層のモデルを立てて、そこのところで水の有効浸透率と温度

をパラメータとしたときに、こういうガスの生産性に関係がありますよということを示し

ていまして、例えばこの例ですと、１から１０ミリダルシーのところにこういうふうに線

がありますけれども、ここずっと青なのですよ。例えば、この貯留層では１から１０ミリ

ダルシー以下の貯留層であれば、いくら貯留層の温度が高くなってもガスの生産性はずっ

と同じですから、減圧法を適用してもなかなか価値のあるガスを生産できないという見方

をしていただけるといいと思います。

これを実際に海洋産出試験、あるいは将来に商業化するような貯留層のモデルができ上

がりましたら、このやり方に入れてあげると、例えば減圧法だけではうまくいかないので、

例えば坑井加熱法を加えたほうがもうちょっといいですよとか、そういう設計に役立てる。

そういったものの第一弾として、ある種の――適当と言ったらおかしいのでしょうけど、
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有効浸透率と貯留層温度でこのようなガスの生産性を評価することができたと考えていま

す。

β層はいろいろな位置によって浸透率が変わってくるので、ここであえて何ぼというの

も、また坑井位置によっていろいろ変わってくると思うのですけれど。

【木村委員】 それで結構です。ありがとうございます。

【藤田座長代理】 なかなか難しい世界なので、短い時間にはちょっと説明が難しいと

思いますが、ごらんのように、もう時間も押してまいりました。おかげさまで今日出席の

委員のすべての方にご意見、ご質問いただけたと思います。

そういうことで、もし最後にでも一言あれば、ここで最後の質問という形にいたします。

それでは、東委員のほうから手が上がりました。よろしくお願いいたします。

【東委員】 今日出てないのですけど、実際には、国際シンポジウムの件は我々は非常

に高く評価しなきゃいけないのじゃないかと思っています。

先ほど、開発過程を早目にするというご意見がございました。それをするためには、た

くさんの人材、研究者というのがどうしても必要になってくるわけで、それを支えるのは、

こういう国際シンポジウムを通して、今どういうデータが、例えば大学や何かを通じて協

力関係ができるのかということをやっていくことと同時に、やはりこの中で若い人材を育

成するというポイントが非常に重要だと思います。

多分、僕は、この一、二年の今回のテストがうまくいけば、さらに多くの国内の世論も

高まってくるだろうと思うのですけれども、たくさんの人材を投入してこのプロジェクト

を進めていかなきゃいけない。そのためにはフェーズを変えていかなきゃいけないだろう

と思うのですけど、そういう意味で、今後、今度の試験と、その後のシナリオをどういう

ふうに書いていくかということをよく考えて、皆さんで協議して進めていただいたらあり

がたいと思います。

【藤田座長代理】 大変いいコメント、お勧めのご意見であったと思います。

今日、我々の資料の中にも推進グループの中から、ここにも絵がございますが、先般、

東京代々木オリンピック記念会議上で、国際メタンハイドレートシンポジウムを盛大に開

催しました。メタンハイドレート研究に関わりいろいろなパテントの数も多くなっている

し、それから、新しい非常に高価な分析機器は今日もお見せいただいています。高度な、

最新の海洋試験の実験機器などぜひ発表の過程で、日本製のものであるのか、外国製の物

を高価な値段で借りているのは一日幾らかかっているのが解るように説明して欲しい。要
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するに、アカウンタビリティーに力を入れて経済性を明確にして欲しい。

ですから、要するにこういうふうにいろいろ実績を積んで、よく言う波及効果という言

葉もあるかと思うのですが、今の東委員のお話もそうなのですけれども、若い世代が多く

の国際会議に出席し、人脈も出来てきたし、論文数も相当増えてきております。そのよう

な波及的成果も、ぜひ検討会に成果をお見せいただければと思いますが、いつも、技術説

明が細かいから、それで時間をほとんどとってしまいますので、いつも不満を残して閉会

に近づいてしまいます。ちょうど時間でございますのでそろそろ締めさせていただきたい

と思います。

大事なことは、本日は、まず、平成２２年度の事業結果を発表していただきました。そ

れから、平成２３年度の事業計画、この辺に対してもお披露目いただきました。というこ

とで我々委員の方々のご了承をいただきたいと思うのですけれども、皆さん、まとめてご

承認いただいてよろしゅうございましょうか。

（「異議なし」の声あり）

【藤田座長代理】 よろしければ、承認という形でおさめさせていただきます。

それでは、これで議題２を終わらせていただきます。閉会の前に何か事務局からありま

すか。

なければ、平井課長、この長い時間、お忙しい身であるとは思うのですが、今日は中座

せず通して聞いていただきました。最後に一言、何か印象でもいただければありがたいと

思いますが。

【平井課長】 ２時間の長きにわたりまして議論いただきまして、ありがとうございま

した。それから、藤田座長代理には、昔とったきねづかとはいえども、すばらしいさばき

をしていただきましてありがとうございました。

私自身、毎回毎回参加させていただいて、非常に情報量等、それが多分含蓄している意

味合いが多いもの、そしゃくし切れないところも多々あるのでございますが、今後ともそ

うしたところ、私だけなのかもしれませんけれども、委員の先生の皆様方も、この会議が

終わってもなお、ここはどんなんだと、もしくは、ここはどういうことで考えるべきなの

ではないかといったようなご意見等々ありましたら、ぜひとも引き続きそうした声を我々

も拝聴したいと思いますので、お願いしたいと思います。

各委員の方々からもご指摘あったとおり、いよいよ非常に大切なところを迎えていくと

ころでございますので、さまざまな観点から詰められるものはぜひとも詰め切った上で、
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来年度、再来年度を迎えていきたいと思っているわけでございます。引き続き、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。

【藤田座長代理】 平井課長、どうもありがとうございました。

最後に、私もこれで締めるのですが、一言、私も長く検討会に携わってきましたけれど

も、こういう資源評価といいますか、資源化という先には、当然でございますが、それは

鉱物の利権がいずれは絡んできます。どこの場所を生産テストの対象に選ぶのかという問

題も、これは国が資源政策として決めなきゃならないということでもある。技術だけで解

ける話ではないかもしれないということですが、今日のα、β、γの比較表のように、設

定根拠がどういう意味合いで、どこにするのかということを、どういう形で出して、我々

委員がどの程度まで意見が言えるのか言えないのかということをはっきりと石油・天然ガ

ス課で、課長以下、いろいろ考えて、どういうプロセスでやるべきなのかというところを

お考え願いたいと最後に申し上げたい。

大変長い時間ちょうだいいたしました。大勢の傍聴の方々もおるようでございますが、

それでは、本日はこれでもって閉会させていただきたいと思います。皆さん、ありがとう

ございました。

―― 了 ――


