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資料４

第２０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２３年８月２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

佐藤座長、東委員、荒戸委員、木村委員、浜田委員、藤田委員、松永委員、宮本

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、岡津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

【事務局（上條）】 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。定刻になりましたので、ただいまから第２０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。

【平井石油・天然ガス課長】 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがと

うございました。本日は第２０回目のメタンハイドレートの開発実施検討会ということに

なるわけでございますけれども、冒頭申し上げなければいけませんのは、これまで平成２

１年の第１６回目の検討会から本検討会の座長をお務めいただきました玉木先生が、本年、

日本時間の４月６日だったと記憶しておりますけれども、ニューヨークにおきまして解離

性動脈瘤を原因として他界されてしまわれたわけでございます。これまで玉木先生には、

その第１６回から３回にわたりましてこの委員会の座長としてリードしていただきまして、

まさにフェーズ２のタイミングで、新しい局面に差しかかったこのメタンハイドレートの
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研究開発をリードしていただき、なかんずく、今日ここでご議論していただくことになり

ます海洋産出試験の運び方ということを中心として、ここ数回ご議論をしてきたわけでご

ざいますが、そうした議論をきれいにまとめていただいた玉木先生が、突然のことでござ

いますけれども、急逝されたということで、まことに哀悼、痛惜の念にたえないわけでご

ざいます。そんな玉木先生のご遺志も継いで、我々としては、さらに思いを込めてこのメ

タンハイドレートの開発実施検討をしていかなければならないということで、意をさらに

強めているところでございます。

本日は、この検討会の座長の後任といたしまして、東京大学大学院工学系研究科エネル

ギー・資源フロンティアセンター長の佐藤教授にお願いしてございます。佐藤先生には、

玉木先生の直接の先輩・後輩関係というところを超えて、人格・見識というところで皆様

方からもその就任に対してはご賛同いただけるものと信じておりますけれども、本座長の

就任に当たりましては資源・燃料部長の指命ということになっておりますので、その点、

ご了解をいただければと思います。

あわせまして今回、委員の交代ということで、これまで務めていただきました東京ガス

の村松委員のご後任として、浜田委員にご就任いただいております。こちらも資源・燃料

部長の指名ということで、ご了解を賜れればということでございます。

こうした新しい体制をもってこのメタンハイドレートの研究開発がフェーズ２に入って

３年目、いよいよ海洋産出試験が目前に迫ってきているわけでございます。これが一つの

大きな一里塚になることは、私から申し上げるまでもないということであろうかと思いま

す。いよいよ将来の商業化というところに差しかかるに当たって、大きな判断材料を与え

てくれる、そんな深い意味を持つこの試験研究ということになるわけでございますので、

その内容が、メタンハイドレートの商業化に向かってポジティブな結果になるのか、さら

に課題がより多く見つかってしまうのかということ自体は、まさに研究をやる成果という

ことになるのかもしれませんが、万全な体制でこれを取り組んでいくということにだけは

万遺漏なく努めていかなければならないと思っております。そんな意味では、この海洋産

出試験は世界で初めての試みということでありますので、ここでまた産官学というよりは

産学の皆様方に英知を集めていただきまして、この海洋産出試験に向けての取り組みを遺

漏なく進めていただきたいと思っているわけでございます。

時図らずも、震災の影響で石油・天然ガス、特に天然ガスに対する注目は集まっており

ます。メタンハイドレートというものが国産製というところにもう一段意味が入りまして、
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プレスでもそのアテンションが高まっているところでございます。ぜひとも、こうした世

間の耳目が集まります研究開発だけに、本日の検討会も活発なる議論をしていただきまし

て、質の高い議論で本海洋産出試験の第１回目を迎えていけることができたらと思ってい

るわけでございます。どうぞ本日もよろしくお願い申し上げます。

【事務局（上條）】 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、座長以下１０名中９名の委員にご出席いただいております。小野崎委員は、本

日体調不良のため急遽ご欠席というご連絡をいただいております。

また、本日の議事及び議事録は、ともに公開といたします。

それでは、議事進行を佐藤座長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

【佐藤座長】 ご紹介いただきました、本日座長を務めます佐藤でございます。よろし

くお願いいたします。

座長を引き受けるに当たってちょっと思うところをごあいさつがわりに述べさせていた

だきたいと思います。それは常識ということについてです。常識というのは、僕は二つに

分けられると思います。一つは、科学的な真理に基づいて、みんなが共有できる概念。例

えば、メタンハイドレートの開発を皆さん研究されていて、物質収支といったことで議論

をされるんだと思います。それは質量保存則という科学的な真理に基づいているので、物

質収支でやりましたということであれば、皆さん大体、それこそコモンセンスで、それは

常識であって、それは受け入れるといったことで話が進む。常識というのは大変便利なツ

ールだと思います。もう一つの常識というのは経験に基づく常識で、こちらはグレードが

かなりばらけていて、質のいい経験による常識もあれば、そうでないものもある。ボイル・

シャルルの法則というのも多分皆さんよく使われるのだと思いますが、あれは経験則であ

って、ある条件が整えば、限りなく真理に近いことを近似してくれる経験則であります。

一方で、例えば、これまでそんなことは全くなかったから今後もないだろうとか、これま

でこういうやり方でやられてきたから今後もやれるだろうとか、それは実は常識と思って

使うのかもしれないけれども、常識というよりは盲信であって、いつかそれは間違いであ

るということに気づかされることもあり得る、そのような常識なのだと思います。

メタンハイドレート開発というのは、もちろん我々は経験をちゃんとしていないわけで

すから、２番目の経験に基づく常識というのはほんとうは我々は持っていないと、まずは

考えるべきなのではないかと思います。もちろん委員の皆様それぞれのご専門で得られて
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いる常識の多くの部分は、メタンハイドレートに適用できるものだと私は信じています。

それでも、新たなことをやるのだから、今自分が持っている常識がほんとうに使えるのか

どうか。ですから、まずは、１番目の常識、真理に基づくものなのか、経験に基づくもの

なのかということを区別してみる。もし２番目の常識であるのであれば、その質を考えて

みる。質のいい常識だったら、メタンハイドレートの開発にたえ得る条件を備えた経験則

なのか、もしかしたらこれは盲信なのではないかといったことまで一たん引いて考えてみ

て、それでその常識を使っていくといった姿勢が必要なのではないかと思います。これま

で、ここまでつくられてきたわけですので、そのようなことをやられていたのだと思いま

すけれども、また改めて、そのような認識で従事されている方は研究していただきたいと

思いますし、今日のような検討会では、委員の皆様もそのような観点でひとつ見ていただ

くということもよろしいのではないかなと思います。そういうことで私も今日の検討会に

臨ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、事務局のほうから配付資料の確認をお願いいたします。

（事務局より配付資料の確認）

【佐藤座長】 ありがとうございました。

それでは早速、議題に入りたいと思います。

議題１、第１９回メタンハイドレート開発実施検討会議事録について。これは、委員の

皆様には事務局より事前に議事録案をお渡ししているとのことでございます。修正等お気

づきの点がございましたら、後ほどで構いませんので、事務局までご連絡いただくという

ことで、この議事録はご了解いただいたという形で進めさせていただいてよろしいでしょ

うか。

（「異議なし」の声あり）

【佐藤議長】 ありがとうございます。

それでは、議題２、第１回海洋産出試験の実施地点の決定についてに進みます。

まず最初に、増田プロジェクトリーダーから概要の説明をお願いし、続いて山本グルー

プリーダーから詳細説明をお願いいたします。ご意見、ご質問等は、その後まとめてお願

いいたします。では、増田先生、よろしくお願いします。
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（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）

【佐藤座長】 どうもありがとうございました。

それでは質疑に入らせていただきたいと思います。２０分ほど時間がありますので、ど

なたからでも結構です。

【東委員】 光ファイバーを使った温度計ということなのですけれども、精度的にはど

のぐらいのものを求められていて、この光ファイバーを使ったシステムではどのぐらいの

精度が得られるのかということをちょっと説明いただけたら。

【山本グループリーダー】 絶対精度は若干微妙なところがありますけれども、分解能

としては０.１度ぐらいの温度変化は確実にとらえられます。ですので、メタンハイドレー

トが分解するとき数度の温度変化が見られると予想されていますので、十分遠いところに

ある井戸でも温度低下は見られるだろうと。逆に、このセンサーの性能に合わせましてモ

ニタリング井の配置を考えております。それから、バックアップというだけではないので

すけれども、この光ファイバーの温度計と並行いたしまして普通の電気抵抗型の温度計も

設置いたしまして、予備のデータといたします。そちらのほうが精度は高いです。それか

ら、そちらでは生産試験中はリアルタイムの計測も行う予定になっています。

【佐藤座長】 ありがとうございます。

ほか、何かございますでしょうか。

【森田委員】 ２点質問させていただきたいと思います。１点目ですが、これは非常に

大事なことだと思いますので確認したいということでありますが、β濃集帯を選択された

理由というのは、α濃集帯に比べて試験がやりやすい。そのことを含めて、この試験を成

功に導く確率が高い。そういうご判断をされたのかということを確認させていただきたい。

２つ目が、掘削試験を２月にやるということでありますが、なぜそういう年度の押し詰

まった時期、しかも素人的には、海も２月、冬の海というのは荒いのではないか。なぜ２

月を選ばれたのかということをお聞きしたい。

以上２点でございます。

【山本グループリーダー】 まず最初のご質問に関してですが、前回の開発実施検討会

で既にご説明しておりますけれども、我々は今回の試験の目的は大きく３つあると考えて

おります。１つは、日本周辺海域の実資源フィールドの条件、つまり地質や温度の条件に
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おいて生産挙動を確認する。実際に減圧法におきまして生産できるのかどうかというのを

ちゃんと確かめましょう、それからどれぐらいガスが出るかを確かめましょうということ

が目的です。その観点では、先ほど申したように、αであれβであれ、大きな差はないと

考えております。これを実現するためには、まず井戸をきちんと掘れるということが条件

になりまして、それが目的の２番目になりまして、坑井安定化技術の確認ということにな

っております。実際にその井戸が安定して、減圧というのは大きな力を井戸にかけるわけ

ですので、それでも十分この井戸が耐えることができるか、地層が耐えることができるか

ということが問題になるわけです。その観点で言いますと、αとβでは、βのほうがより

安定な地層であり、安全である。我々の主たる目的は１番目の目的、つまりこの日本周辺

の海域で実際にガスが出るのか、どれぐらい出るのかを確かめるということで、井戸が壊

れてしまっては元も子もないというところですので、そちらのリスクを避けるということ

が一番の目的でβを選択させていただきました。３つ目にモニタリング手法の検討という

のがあるのですが、これもαとβで大きな差はないということで、まず生産を確実に行え

るという確実性の観点でβを選択させていただいたとご理解いただいてよろしいかと思い

ます。

それから、なぜ２月という時期が選ばれたかということですが、これはフェーズ１の間

から我々は気象・海象条件に関する研究を行ってきました。昨年度も実際に海流の調査等

を行っておりますけれども、この東部南海トラフ海域に関しましては、一番大きな海象上

のリスクは台風です。特に試験を行うとなりますと、ライザーパイプで海底と結んでおく

ことになりますので、台風が来たからといって簡単に船は逃げることができないという状

況になります。台風が来ない時期と申しますと、やはり１月から３月の時期が一番来ない。

１月から３月は、確かに季節風は強いですけれども、この時期は比較的海としては穏やか

です。ですので、私どもは実際にこの２月にこの地域で事前調査のボーリングを行ってお

りますけれども、大きな問題はなく３週間ほど掘削作業を継続できました。船も大きいと

いうこともございますけれども、この海域に関しましては、１２月から３月ぐらい、いわ

ゆる冬期が一番確実に継続して掘削作業が行える時期だと判断しております。

【佐藤座長】 よろしいでしょうか。

【森田委員】 はい。

【佐藤座長】 今の１点目のお答えは、確認ですけれども、βが仕上げ等々をやりやす

い、確実にできるというのは、今後の日本沿岸のメタンハイドレート開発への展開という
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ことを考えた、それも含めて、βが何か特異的にやりやすいということではなくて、そこ

で得られた知見というのはほかにも十分適用できますよと、そのような理解でよろしいわ

けでしょうか。

【山本グループリーダー】 日本周辺のメタンハイドレートの分布は、まだ全部わかっ

ているわけではありませんけれども、大体水深としては７００メートルから１,５００メー

トル、場所によっては２,０００メートルぐらいのところにあるかと思いますが、そういう

海域ですと、メタンハイドレートがある場所はせいぜい海底面から５００メートルぐらい

の深さのところです。その中という観点では、今回我々がターゲットとしていますのは３

００メートルぐらいのところですので、大体代表的な海域である、代表的な濃集帯である

と思っております。

【佐藤座長】 ありがとうございます。

ほかに何か。

【藤田委員】 説明をどうもありがとうございました。藤田でございます。私はモニタ

リングについてちょっとお伺いしたいのですが、そのスライドを出してほしいのですけれ

ども、モニタリング井３坑、５０メートル以内というのですが、まず１点は、この位置を

どのように決めていくのかなということ。それから、３坑のロケーションはある程度最初

に決めてしまうか、それでもちろん一番最初に掘って、その結果を参考に次の位置を決め

るのか。その辺、どのようにお考えかというのかです。

それから、あと重要なポイントが、今ご説明ただいたのは、温度に関してのモニタリン

グなのです。もちろんメタンハイドレートですから、温度が一番重要なパラメータで、そ

れをしっかりするのは当たり前と思いますが、ガスを対象にしていますので、圧力に関し

てのモニタリングをどう考えているのですか、その辺についてどうデザインしているかと。

【山本グループリーダー】 まず最初のご質問のモニタリング井の配置、それから場所

についてですけれども、実際にはかなり今悩んでいるところです。幾つかの条件がありま

して、これらの井戸で検層をとったり、コアリングをとったりする。地層は完全にフラッ

トなわけではなくて、１０度から２０度ぐらいの地層の傾きがございますので、地層の傾

きの方向に井戸を掘ってしまうと、この場所とこの場所と、それから実際の生産の場所で

みんな地層の様子が違うということが一つあります。

それからもう一つは、この濃集帯がチャネルといって、昔のといいますか、海底の川の

流れのような場所の中に井戸を掘ります。川の流れですので、方向があります。川の流れ
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ている方向には比較的均質なのですけれども、川の両側に行こうとすると、地層の様子が

ちょっと変わってくるということがありまして、我々の今の考えでは、川の流れの軸の方

向、それから地層としてほぼ同じような高さの場所、そういう方向にこの井戸を一直線に

配置しようというのが現在の計画です。細かい計画については、まだ地質関係の人間が今

細かく打ち合わせをしていますし、それから実際の井戸を掘削する作業はどれぐらいの精

度でできるのか、それから掘削作業中、隣の井戸と干渉しないのかといったこともありま

すので、ドリリングのほうの人たちとも話し合いながらその細かい計画を立てるという作

業を現在実施中です。基本的な考えは、同じような地質の場所に掘るということです。

【藤田委員】 いいですよ、それで。

【山本グループリーダー】 それから、２番目の圧力に関してですけれども、我々がこ

の井戸を検討しているときに、圧力の計測装置というのもいろいろ考えました。温度と圧

力を一緒にはかるというのは結構難しい。というのは、例えばこの井戸の中は空洞になっ

ています。なので、この井戸と地層を導通させれば、圧力をはかることができるわけなの

です。ところが、この井戸の中には逆に流体が入っていますので、圧力はイコライズされ

てしまうということで、地層１枚１枚の圧力をはかるというのは非常に難しい。地層の圧

力をはかるためには井戸の中と外を導通させる必要がある。しかし、そうすると温度をは

かるほうには不具合が生じるということで、いろいろトレードオフの関係があります。そ

れから、実は圧力をはかるという方法を、我々は特殊な圧力計をつくりまして、ケーシン

グの外側で火薬を使って地層と導通させるという装置を陸上産出試験用に作成したりもし

ています。そのような装置を使えないかということを検討しましたけれども、海の環境で

そのような作業を行うのは非常に時間がかかり、成功の可能性は低いと判断いたしまして、

今回の作業に関しましては、温度をはかるということをモニタリング井では中心に考える。

圧力の計測は、主としてこちらの生産井におきまして、異なるレベルに多数の圧力計を設

置しまして、この井戸の中の圧力、すなわちこの周りの地層の圧力というのを正確にとら

えようと考えています。そのかわりというわけではないのですけれども、この検層用のモ

ニタリング井は試験の前後にやはり検層器をおろす計画になっています。それによりまし

て地層の物性の変化、それから周りの流体に含まれている元素の変化といったことをとら

えられると予想しております。これは実際にマリックでそのようなデータをとっておりま

すので、その方法を使いまして実際の分解、それからそれによる物性の変化をとらえると

いうことで、全体の状況を調べようといった計画になっております。
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【藤田委員】 わかりました。ありがとう。

【佐藤座長】 ありがとうございました。

それでは、お願いいたします。

【松永委員】 ２点なのですけれども、１つは、その図面の中で、生産井のほうはコア

はとらないのでしょうかということです。あとは、弾性波の探査の関係は海底面でという

話だったのですけれども、どういう形で測定するのか。一応その２つをちょっと確認した

いと思います。

【山本グループリーダー】 まず最初のご質問ですけれども、コアをとるかということ

に関しましては、コアをとりません。といいますのは、１９９９年、最初に南海トラフと

いう井戸が掘られまして、その後の経験で、一たんコアを掘ってしまった井戸は、井戸の

中の状況が非常に悪化します。コアを掘るのは時間がかかる作業で複雑な作業ですので、

この井戸の周りの状況、要するに坑径が広がってしまうといった問題があります。この中

で出砂のコントロール等を行うときに井戸の周りの状況をあまり乱してしまいたくない、

あるいは正しい分解のデータをとるためには井戸の状況をあまり乱したくないということ

がありますので、コアはこの井戸ではあえてとらないという決断をしました。それがまず

１点目です。

それから、２点目の地震探査のモニタリングに関してです。ちょっとこのスライドには

絵が入っていませんけれども、実際の作業は、この井戸の中からおそらく３０メートルぐ

らい離れたところにＯＢＣ（オーシャンボトムケーブル）という海底の地震計を設置しま

す。通常の地震探査は、海の上からエアガンで音波を送り、それで地層の中を通ってきた

波がまた海の中を通っていく。海の中を通っていくときにＳ波の情報、縦波・横波の横波

の情報が失われてしまいます。それによりまして我々は、通常Ｐ波、Ｓ波と申しますけれ

ども、Ｐ波の情報はとれるけれども、基本的にはＳ波の情報はなかなかとれないというこ

とがあります。それからＣ、海底にケーブルを置くことでＳ波の情報もとることができま

す。メタンハイドレートが分解していくときには、２つの違うプロセスが発生します。１

つは、メタンハイドレートが分解すると、メタンハイドレートは固体ですので、固体の中

を通じるＳ波の条件が大きく変わります。もう１つは、中にガスが発生するということで、

これは流体の中を主に通るＰ波の条件が変わります。この両方を組み合わせると、非常に

高い精度で情報が得られるということで、我々はＳ波とＰ波の両方の情報が欲しい。そう

すると、海底にケーブルを置くという方法が、より正しい情報が得られると考えています。
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それからもう一つは、海底に地震計を置きますので、非常に近いところでデータがとれる

ということで、分解能等の向上も得られます。ですので、我々は海底にケーブルを設置す

る方法の探査を行おうと考えたわけです。

【松永委員】 震源はどういう形で。

【山本グループリーダー】 震源は、船の上のエアガンです。この方法自体は既にいろ

いろなところで使われている方法で、この海域でも過去に実際にトライされたことがあり

ます。

【佐藤座長】 よろしいでしょうか。

それでは、お願いします。

【荒戸委員】 今のこの図で、試験生産井の平成２３年度はここまでと書いてあります

が、これは濃集帯からどのくらい上までなのかということと、それのコントロールは多分

ＬＷＤでやられると思うのですけれども、具体的にはどのようにされるのかという２点を

伺いたいのですが。

【山本グループリーダー】 まず、どれぐらい離すかということ。これも最終決定はさ

れていませんけれども、メタンハイドレート濃集帯の上にある程度の厚さの泥層がありま

す。その泥層がある意味減圧するときのシール的な役割を果たすと考えておりますので、

そのシール層の直上か、シール層に入ったぐらいをねらおうと思っています。この井戸は、

最初にまずＭＣという井戸を掘ります。これが多分１５メートルから２０メートルぐらい

離れたところに井戸を掘りますので、この泥層の深度というのはこの時点でかなり正確に

わかると思います。それで、このとき電気検層を行いまして、この井戸は、生産井を掘る

ときにも電気検層をＬＷＤの検層器で、ご存じだと思いますけれども、RAB（Resistivity At

Bit）のようなものを設置しまして、電気抵抗をはかりながら掘っていきますので、かなり

正確に今自分がどこにいるのかというのはわかると思っています。

【佐藤座長】 はい、お願いします。

【木村委員】 先ほどお話を伺いましたけれども、生産井からモニタリング井３本、今

の基本的な考え方としては、一直線に掘っていこうという。そうしますと、井戸に関する

データもそういった一直線方向で得られると思うのですけれども、この後またお話がある

と思いますけれども、環境関係のデータというのも基本的にこの一直線方向でとっていこ

うというお考えなのでしょうか。

【山本グループリーダー】 環境のモニタリングに関しましては、後ほど環境チームの
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ほうから説明がありますけれども、環境のモニタリング、地層変形のモニタリングに関し

ては、ある程度ばらまくといいますか、広がりを持ってデータをとらえようと思っていま

す。ほんとうは、このモニタリング井もいろいろなところに掘って、いろいろな広がりで

とらえたいのですけれども、井戸を掘るというのは、要するにコストがかかる、時間もか

かるということになります。それに比べますと、海底面に設置するモニタリング装置とい

うのは、あくまでも比較的ですけれども、低コストでできますので、数もそろえられると

いうことで、ある程度の広がりを持ったデータを環境に関しては得ようと考えております。

【木村委員】 ありがとうございました。

【佐藤座長】 ほかに何かございますでしょうか。はい。

【森田委員】 生産井の位置ですけれども、その位置を決める要因というのは何なので

しょうか。濃集帯の厚さであるとか、そういうことなのでしょうか。

【山本グループリーダー】 我々は２００４年に井戸を掘りました。それから、昨年、

メタンハイドレート層には届いておりませんけれども、井戸を掘っておりまして、それか

ら地震探査のデータ、それらを組み合わせまして、まず２００４年の井戸に比べると、あ

る程度濃集帯が厚い方向に井戸をずらそうと考えております。ただ、２００４年の井戸か

らあまりにも遠くに離してしまうと、今度は２００４年のデータで我々は今分析等を進め

ていますので、全然違う様子になってしまうと困るということで、２００４年の井戸から

はせいぜい２００メートル以内ぐらいのところを考えて、それぐらいであれば、２００４

年のデータはほぼ演繹できて、情報として得られるだろうと考えて、それぐらいの範囲の

中で場所を探しています。それからもう一つは、海底面が平らであるということが重要で

して、場所としては海底面が比較的平らな場所を探して井戸を掘ろうと考えております。

【森田委員】 どうもありがとうございました。

【佐藤座長】 はい、お願いいたします。

【浜田委員】 東京ガスの浜田です。前回まで出ていなかったもので、重複してしまう

かもしれませんけれども、「ちきゅう」を傭船したということで、入札で行ったということ

なのですけれども、「ちきゅう」を使う場合のリスクというものはほかの掘削船に比べで何

かあれば、ちょっとお聞きしたいなと思います。

【山本グループリーダー】 今のところ、大きなリスクはないと考えています。「ちきゅ

う」は、これまで日本の鉱業法、鉱山保安法にのっとった形での掘削作業というのはやっ

ていませんので、今後、事務手続的にいろいろな作業をしなければいけませんけれども、
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例えば、日本語の図面がちゃんとあるとか、図面がちゃんとそろっているとか、外国船を

傭船するのに比べると、かなり仕事はしやすい条件かなと思っております。それ以外の掘

削作業に関しましては、基本的なシステムはすべて石油掘削の船に準拠してつくられてお

りますので、大きな問題はないと今のところ考えています。

【浜田委員】 わかりました。

【佐藤座長】 ありがとうございます。

ほか、何かございますでしょうか。

【藤田委員】 もう１点いいですか。藤田でございます。もう一回、よく見たら、後の

議題が地盤とか環境の問題になってしまうので、生産テストに関してはこの議題で終わっ

てしまうと思うので、ちょっと一言意見を述べさせていただきたいということでございま

す。ご承知のように、大震災というものの影響が、ある意味において、我が国の国産エネ

ルギーというものに挑戦しているこのメタンハイドレート開発に期待するというのが、ど

うも一般メディアをはじめ、国民の目が鋭くなっております。先ほど課長からのお話があ

りました通りです。私は委員として強く言いたいのですが、世界で初めて、しかも日本の

近海の海底、地殻からちょっとサンプルを採取したからわかっているのですけれども、長

期の生産をするという行為というのはある意味冒険で何が起こるかわからないという覚悟

は持ちながら、着実にモニタリングをやりながら慎重に進めて欲しい。私はやはり、これ

はあくまでも生産テストの実証性を見るのだといったところを目標とすべきです。

国民や産業界の目では商業化の可能性を求めて、採算可能なガスレートは？ガスの生産

コストは今回の海洋生産テストの結果に注目しがちでしょうが、初めての海上産出テスト

で経済性が云々出来る筈はなく、の達成目標とか、それから限界とかといったものをはっ

きりと明示しながら取りかかってほしいなと思います。そこでその今回の達成の目標です

が目標のガス回収レートをやはりお考えになって、それにチャレンジしてみると。それに

幾ばくかでも近く達成出来れば成功と見るべきと思います。また、長期というのはどのく

らいの期間を念頭に置いているのか、素人にもわかりやすいようなターゲットが欲しいも

のです。初めてやるのだから、何が起こるかわからない。環境破壊の問題は、その後議論

があると思いますので、いいのですが。私の単なる質問は、日産どのくらいの立米のフロ

ーをどのくらいの期間を今回の目標にしているのかなというのを議論しておいたらどうか

ということです。

【山本グループリーダー】 これぐらい出せればというのは、もちろんたくさん出たほ
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うがいいのですけれども、実際のところ、例えばマリック、第２回陸上産出試験におきま

しては、大体１日２,０００から４,０００立米、これが大体仕上げ区間として１２メート

ルぐらいのところで出ました。温度・圧力の条件に関しては比較的近い条件ですので、そ

の数倍は、自然な条件で井戸がきちんと掘られ、きちんと減圧されれば、出るのだろうと

期待しています。よく１万立米といった数字が出ますけれども、世の中にあるコールベッ

ドメタンとか、非在来型の天然ガスの場合、やはりガスのレートは在来型の天然ガスに比

べるとはるかに小さくて、１万立米ぐらいあるいはそれより少し大きいぐらいが標準的か

なと思っていまして、経済性という観点では、海のほうが当然コストがかかるので、同じ

では困るわけなのですけれども、それぐらいの単なる垂直井でテストとして、先ほど長期

というお話がありましたが、２～３週間の試験を今想定しておりますので、その中で大体

それがきちんと安定して出るということであれば、次の筋道が立てられるだろうなと思い

ます。井戸としての生産量を増やすというだけであれば、例えば斜めに掘るとか、さまざ

まな方法の工夫のしようがございますので、井戸の生産量を増やすというのは次の目標に

なると思いますけれども、少なくとも熱の収支、物質の収支がきちんと合うということを

確かめるという観点では、それぐらいの量が出ないと、逆に言うと、モニタリング等も難

しいし、次につなげることが難しくなるかなと思っています。

【藤田委員】 それでいいと思いますが、そこを一般にもわかりやすく、今回はただ１

坑だけで産出テストをやっているお話で、既成のシミュレーションモデルを使う坑井周り

の生産挙動のヒストリーマッチングというのはいわゆるモデル検証研究がありますね。そ

のようなことを強く言って、単なる現場の坑井試験であるのだということ。だから、実際

の経済性に関しては、その後です。つまりどういうやり方でフィールド全体を攻めていく

のかというもの。それから回収率の問題も特にそうですが、今回のテストで、回収率がわ

かるはずはないのです。困るのは新聞を見ると何か２割か３割出るといった記事も見受け

ます。若いころアラビア湾海上で日量60万立米の大型ガス田のテストを数多くしました経

験から、私はそのように思います。世界で初めての挑戦です。失敗は当たり前と思い、大

いにタックルしていただきたいなと思います。

【山本グループリーダー】 わかりました。ご提言、どうもありがとうございます。２

割、３割といった数字に関しては、さまざまなシミュレーションがされていて、さまざま

な数字が出ておりますけれども、今、藤田委員がおっしゃったとおり、これからそれをき

ちんと確かめるということ。まずは科学的にピュアなデータとしてきちんとデータをとる
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ということが、現在の目的ではございます。ただ、もちろんその中では、はしにも棒にも

かからない数字であれば、我々は既にもう計画に着手することをやめていますので、そう

ではないというある程度の見通しをシミュレーションあるいは過去のデータでもって進め

ている。通常のウェルテストですとせいぜい数日ぐらいですけれども、ある程度、コスト、

期間、それから先ほどの気象・海象条件が許す限り長く試験をすることで、十分長期的な

挙動を追いかけられるようにしたいなと思っています。

それから、第２回の海洋産出試験というのをこの後数年後に計画しています。そのとき

には、もちろん今回がうまくいけばという前提ではありますけれども、今度はより長期に

安定してガスが出続けるということを確かめる、あるいはそれを経済性が評価できるよう

なデータにしていくということを次の目標にしています。それと並行しまして、フィール

ドの開発として、どういう形での開発のシステムをつくれるのかという検討もしておりま

す。これらに関しましては、ちょっと今日の議題には入っておりませんのでご説明してお

りませんが、前回の開発実施検討会で昨年度行いました成果についてご報告しております

ので、関心のある方は資料を見ていただければなと思います。

【佐藤座長】 ありがとうございました。今のご議論は大変重要だと思うのですけれど

も、フローテストと今回書いてあって、具体的に、例えば低レートでフローして、シャッ

トインしてビルドアップをとるといったことで圧力を見るのか、もうちょっと凝ったやり

方で、サイクリックのフローレートにするとか、目的として、生産レートがこれぐらいこ

ういうことだと、まあまあ多く出ましたということを示すということなのか。それとも、

減圧法によるメカニズムをより原位置で確かめることに重きを置くのか。そうすると、例

えば今グラベルパックでの仕上げの区間がありますけれども、それは実は短くして、より

選択的なところで見たほうがいいといった、いろいろなことに波及してくると思うのです。

今日は地点のご説明ということでしたけれども、ぜひ次回、フローテストの具体案と絡め

て、仕上げのやり方とかがどうリンクしていくのか。目的は、プライオリティーをこうつ

けていて、両方賄えるところはこういうことで賄ったけれども、ここは賄えなかったから

プライオリティーの高いものを優先してこういうことにしたのだといったご説明をいただ

けるとわかりやすくなるのかなと思います。

【山本グループリーダー】 了解しました。次回の開発実施検討会では、おそらくフロ

ーテストが主な議題になると思いますので、そちらでご説明をさせていただきます。一言

だけ、基本的な考え方は、圧力を維持し、どれぐらい安定してガスが出続けるのかを確か
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める。１週間ぐらいですと、おそらく井戸の周りの、井戸自体の影響が残りますので、１

週間以上フローを続けて、ほぼ周辺から供給される熱とメタンハイドレートの分解が、バ

ランスがとれたエキュリブリアムが達成された状態というのをつくり出すことがまず第１

の目的かなと思っておりますので、あまりいじらないで、一定圧力を維持するというのが

まずの目標になると考えております。プラスアルファの要件に関しましては今後の検討課

題だと思っています。

【佐藤座長】 了解しました。

それではよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。

それでは、議題３に進みたいと思います。海底地盤の安定性に関する検討結果について

ということで、山本グループリーダー並びに長尾グループリーダーからご説明をよろしく

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）

（長尾生産手法開発グループリーダーから説明）

【佐藤座長】 どうもありがとうございました。仕上げに関するご説明でございました

けれども、委員の皆様方、何かコメント、ご質問がありましたら、よろしくお願いいたし

ます。

【宮本委員】 今回βを選ばれたという理由の一つは、井戸の安定性のところが気にな

っているというお話だったと思いますが、今回比較的安定的なところを選択されたことか

ら得られることを通じて、例えば安定性の悪いαのほうや、ほかの濃集帯に対して推測で

きることや、あるいは応用されることが盛り込まれているのかどうかというところをお聞

きしたいのですけれども。

【長尾グループリーダー】 今回の試験を行った結果、後ほど環境モニタリングのほう

からも地盤変形についての実データを得ることができますので、それをフィードバックす

ることによって変形シミュレータの精度を上げられるということが１点。それと、実際の

地層と変形量が実データとして出てきますから、逆のことを言いますと、ほかの例えばα

等々についても、それらのデータを詳細に解析することによって、いかなる地点もとは言

いませんけれども、ある程度の地層の厚みがあって、ある程度の濃集帯があるようなとこ

ろであれば、どれぐらい変形するのかということは、それらのデータによって、今回の試
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験結果から応用できると考えています。

【佐藤座長】 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

ほかに何か。

【松永委員】 ケーシングの応力のこの図面なのですけれども、軸方向はどういう形の

数字になっているのですか。というのは、ケーシング応力のほうが、多くの部分がこれだ

とものすごく……。

【長尾グループリーダー】 縦方向です。

【松永委員】 それにしても、深度として１００とか２００ぐらいしかないところで…

…。

【山本グループリーダー】 これは弾性計算で行っていますので、メタンハイドレート

層が分解します。そうしますと、数％のひずみが生じます。簡単に言うと、ヤング率に数％

のひずみを掛ければ、ストレスですので、こういう大きな数字が出てしまうということで、

実際にちゃんと弾塑性計算を行ったり、座屈の計算を行えば、ケーシングが座屈したとい

う結果になるのだと思います。

【松永委員】 ええ。だから、そういう意味で、この図面はちょっとよくないのでは。

【山本グループリーダー】 確かに、数字が出てしまうと、何かカタストロフィックな

現象が起きるように見えてしまうかもしれませんが。

【松永委員】 というか、これだと、１万５,０００キロでいくと、１,５００メガだと、

完全につぶれるような話で、ちょこちょこ、この辺が……。

【山本グループリーダー】 もちろん、坑材は座屈しますし、塑性しますので。

【松永委員】 だから、この辺は表現をちょっと、これを直に出さないほうが、もうち

ょっとちゃんとしたほうがいいのじゃないですか。

【山本グループリーダー】 実際には、グラベルパックをオープンホールにすることで、

地層と井戸が同じように動くようにつくりますので、それによって、ほんとうは坑材の応

力集中はそれほど大きな問題ではなくて、セメントのほうの応力集中でセメントが壊れる

ほうが井戸の仕上げ上は大きな問題ですので、その条件を回避するということで、裸坑グ

ラベルパック仕上げが適切だといった判断を今しています。

【松永委員】 実際には、ケーシングの中のオープンのところの大きな飛んでいるとこ

ろは別にしてのところが有効な話ということですか。

【山本グループリーダー】 そうです。これですと、青線がグラベルパックのケースで
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すので、ここで青線がちょっと消えていますよね。オープンホールなので、物がないとい

うことで、セメントやケーシングには力がかかっていないという条件です。

【佐藤座長】 よろしいでしょうか。ほか、何かございますか。

セメンティングにはかなり問題があるといった今回の検討結果で、グラベルパックが選

ばれているわけですけれども、ここはこれでいけたとして、今後いろいろなところに展開

していくときに、まとまっていない、濃集帯と呼ぶのかもしれないけれども、例えばメタ

ンハイドレートが存在している層の間に仕上げたくない層がいろいろ存在している場合の

対処方法とか、そういうものは何か今お考えはあるのでしょうか。

【長尾グループリーダー】 生産手法開発グループとしましては、実際のフィールドで、

例えばいろいろな貯留層の中で、こういう貯留層の場合はこのようにしたらいいという提

言はフィールド開発グループのほうに差し上げますけれども、それが技術的に可能かどう

かというのはこちら側の問題ですので、そこの情報交換、つまり感度解析的なところはこ

ちらでやらせていただく。つまり、ここのところを抜いたらどうなるかとかという感度解

析は、生産手法のほうで実際にデータを出させていただく。それを受け取った側と協議し

ながら、実際にそういうところはうまくいくのかどうかという判断はさせていただこうか

なと思っています。

【山本グループリーダー】 実は、今回掘る井戸も、全く新しいところではなくて、古

い井戸がある近くですけれども、例えばこの間に水層があるかもしれません。そうすると、

ケーシングを入れざるを得ません。そうしますと、ケーシングを入れてパーコレーション

を打つという決断を来年の２月にするかもしれません。対策方法がないわけではなくて、

例えばフレキシブルなケーシング、ケーシングジョイントを使うような方法もありますし、

それから、最近の方法ではスウェルパッカーのようなものがかなり発展していますので、

そういったものを使ってゾーンアイソレーションをするという方法も考えていて、あくま

でもグラベルパックというのは水層がないときのオプションで、水層があるときのオプシ

ョンというのも今同時に考えています。ちょっと今日はご説明のため、簡単にはしょって、

グラベルパックにしますと申し上げましたが、実際には違う条件か起きたときの対策とい

うのも一緒に考えています。

【佐藤座長】 最後のページを拝見すると、そこまでいろいろやられているというのが

見えないので、グラベルパックと言われると、結構心配になります。そのあたりもご説明

に加えていただければと思います。
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この件はよろしいでしょうか。では、お願いします。

【藤田委員】 藤田でございます。素人的に心配なのですが、私も若いころに中東アラ

ビア湾でガス井のテストを数本しました。海洋ガス田の場合では時にはシャローガスに噴

かれたり、それが原因でリグごと埋没という大事故が起こった珍しい事例もあります。こ

の海洋メタンハイドレートの世界というのは、水深1,000メートルの約100気圧の高圧下の

海底から２００～３００メートルの浅いところでメタンハイドレートが存在しているから、

岩盤が確りできているのかもしれないが、もし将来大規模にメタンガスを取り出そうとす

ることになったときに、地層の状況がどうなるのかなと誰でも気にかかります。そのため

の高度な試験を長尾さんが実験室でやられているから安心なのですが、もしやしたら想定

外の、要するにメルトダウンのことを言いたくはないけれども、不安だなという私を含め

て一般国民は懐疑を持つと思うのです。この辺ご担当の長尾さんは世界の学会でも論文を

しょっちゅう出しているのをよく見受けますから、世界のスペシャリストと大いに議論し、

知見を十分お持ちと思いますので、この場で更に補足的説明があれば伺いたいと思います

が。

【長尾グループリーダー】 ありがとうございます。非常に激励いただいたととらえま

すけれども、今回はちょっと第１回の海洋産出試験の候補地ということで限定してお話し

させていただきましたが、生産手法開発グループとしましては、いろいろな貯留層を対象

に、まずどれぐらいの力がかかるのか、あるいはどういう坑井仕上げにするとどういう力

がかかるのかということは検討させていただいています。それをもとに、実際の商業化に

向かうときにはどうしたらいいのかといった提言が出さればということがありますので、

そこはまたこの委員会等々でご審議していただければと思うのですけれども、今回はほん

とうに海洋産出試験の候補地に限って検討させていただいた結果ということです。

【山本グループリーダー】 藤田先生が心配されているようなことは我々も心配してい

るので、お金をかけてデータをとっている、それから分析もしているというところなので

すが。

【藤田委員】 それでは心配しない。

【山本グループリーダー】 これはあくまでも試験のためということで、では実際にフ

ィールドを開発したときどうなるのかというのは、先ほどの開発システムの検討とあわせ

まして、例えば海底地すべりのリスクはどれぐらいポテンシャルがあるのかといった検討

をこの海域で行っており、そのための海底の地形の調査を行っているということで、これ
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も並行して進めさせていただいております。ただ、もちろんそれはある程度こちらのめど

が立って、大規模に開発するとなれば、たくさんお金をかけてということで、我々は今あ

るデータをベースにしまして、今回の海洋産出試験のデータを使ってモニタリングもきち

んと行い、実際の心配がどれぐらいあるのかというのはきちんと判断して、さらに進めて

いこうと思っていますが、ベースラインの海底地すべりの調査研究は同時に進めていて、

そのために前回もデータをとったということで、そのご心配は十分共有させていただいて

いると理解いただけたら。

【藤田委員】 はい。では、そういうことで、どうもありがとうございました。

【佐藤座長】 ありがとうございました。どうぞ。

【増田プロジェクトリーダー】 藤田先生、どうもありがとうございました。実際、こ

の結果なのですけれども、要するに一番ガスが出たケースの計算結果になっている。要す

るに、減圧度を高くすれば、それだけガスが出ます。そのかわり圧密も大きくなる。だか

ら、逆に言えば、何も出なければ、何も変形しないのです。そこは、これからフローテス

トの計画を詳細に詰めていく段階で実際にコンソーシアムの中で検討し、実際にどのよう

な圧力まで下げるかで、とにかくハイドレートが分解するというところを確かめないこと

には先に進みませんので、ぜひそこはしっかりやっていきたいと思っています。

【佐藤座長】 ありがとうございました。どうぞ。

【松永委員】 その意味で、多分今回の大きな話としては、こういう形でものすごく上

が軟弱なところで坑井を設置して、生産のほうは後で変化はしていくのですけれども、も

ともとのプロダクションの井戸をちゃんと設置してというところが最初のワンステップで

すね。そこのところでこういう形でやったときのセメンティングをして坑井を維持すると

いうのが、その前の段階として少しシミュレーションの辺でやられて、あと、坑井の周辺

の地層の変形とか、その辺は多分シミュレーションをやられているとは思うのですけれど

も、その辺のデータと、今度はプロダクションをして抜けた後の地層の変形、その辺を含

めていろいろシミュレーションとどうやっていくかという話をうまくマッチングしていく

というのをちゃんとやっていただければという話と、先ほどから出ているモニタリングの

ほうの海底面のいろいろな計測の配置、特に変形とか、その辺をどう配置するか、その辺

等を慎重に、いろいろな計算をベースにするにしても、ちゃんと出していただければと思

います。

特異点というのが結構出ているので、その辺は理論的にはおかしい話なので、その辺は
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抜きにして、どこがポイントかという話で、多分あれでいくと、坑井の上のほうのいろい

ろなデータが重要な話なので、その辺をちゃんとわかりやすいように説明していただけれ

ばと思います。

【長尾グループリーダー】 わかりました。ありがとうございます。坑井を掘る際に応

力がどのようにかかるかというのは、フィールド開発グループのほうで検討しているので、

こちらは実際に生産のときにどのぐらい井戸にかかるかということなので、その辺の初期

値と、実際に生産したときにどう変形するかというところは、お互いに協議しながら、今

現在きちんと進めているところですので、また機会がありましたら、その検討結果につい

てご報告させていただきたいと思います。

【佐藤座長】 ありがとうございました。最終的にはドーンと生産できるように、今は

着実にご検討のほどをお願いできればと思います。

それでは、議題の４番目、海洋産出試験における地震対策と環境対策についてのご説明

をお願いいたします。

（山本フィールド開発技術グループリーダーから説明）

（中塚環境チームリーダーから説明）

【佐藤座長】 ありがとうございます。地震対策と環境対策についてのご報告でした。

どちらでも結構ですので、委員の皆様からコメント、ご質問を賜りたいと思います。いか

がでしょうか。

地震のことについてちょっと伺いたいのですけれども、今回検討されている以上のとい

いますか、例えばハイドレートの安定領域、ＰＴダイアグラムでいうところの安定領域か

ら、その場所自体がずれてしまって不安定領域に入るような地震が起こった場合に、そこ

はどう対処するとお考えでしょうか。

【山本グループリーダー】 具体的に言うと、大規模な隆起が起きて浅くなれば、圧力

が下がりますので、その分のメタンハイドレートは分解するということはあると思います

けれども、それが何か表面に影響があらわれる、あるいはテストに影響があらわれるため

には、数メートルとか、それぐらいの隆起があの海域全体で起きるということになります。

この場所といいますのは、ちょっとこれは私の専門というよりは東委員にご説明いただい

たほうがいいかもしれませんけれども、デコルマが２０キロぐらい離れた深いところにあ
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って、仮に震源直上だったとしても、それほど大きな変形が起きるというのは難しいと思

います。第二渥美海丘そのものは数百万年かけて隆起している場所ですので、もしかした

ら今も隆起しているのかもしれませんけれども、この付近全体としては変化はしているし、

それがメタンハイドレートの濃集帯に影響を与えるのだと思いますけれども、現在我々が

考えているのは、地震そのものの揺れの影響、それからそれによって例えば地すべりが起

きるということは十分考えられるので、そちらの影響を考えておりまして、大規模な地殻

変動といったものはちょっと時間スケールが違う問題かなというのが我々の認識です。そ

の場合には、これは我々の掘削作業が影響した、あるいは生産活動などが影響したという

ことではなくて、自然現象として大きな変化が起きるという理解であって、それによって

船のほうに何らかの影響があるとしても、それは対処の方法はないかなと思います。

【佐藤座長】 千年前の文献に当たっておけばよかったといったことがありましたけれ

ども、ではこの場合はもっと長いところを量的に見ていて、それでも安全であると今は判

断しているという理解でよろしいわけですか。

【山本グループリーダー】 もちろん確率の問題はあります。千年に一度のイベントと

いうのがたまたま福島に原子力発電所が建っているときに起きて大きな災害になっている

わけですけれども、我々も確率の問題としては、ここで何か大きなイベントが起きるとき

にたまたま我々の１カ月の作業がかかるという確率をゼロとは申し上げられませんけれど

も、それをもって何らかの計画に盛り込むというのはちょっと難しいかなと思います。

【東委員】 千年に一度というのはなかなか難しいですが、我々が考えているのは、

１７０７年の宝永地震のときを参考にしてです。そのときにどういう状況であったかとい

うことはいろいろ推定しながらやっていると思います。ここ（水深１，０００ｍの熊野海

盆）がどのぐらい隆起したのかというのは、なかなかわかりません。でも、（前弧海盆と呼

ばれる）この場所が１０メートル、２０メートルを超すような隆起が起こったとは考えら

れないと思います。

それから、津波ですけれども、これは水深１,０００メートルのところですから、昨年の

３月１１日の地震時の同じような水深の例、（海底ケーブルで実測された）高知沖での実測

値が参考（ちなみにこのとき高知須崎港で２７８ｃｍの津波が観測されています）になる

かと思います。そのときの（高知沖での津波の）高さは、数値としては３０センチです。

つまり、水深が深いわけですから、それほど高いものにはならないということですので、

従って、ここ（今回の掘削地点）が非常に急激に不安定になるとはあまり考えないほうが
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いいのかなとは思います。

【佐藤座長】 ありがとうございました。

【山本グループリーダー】 実データでお示ししたほうがよろしいかと思うので、ちょ

っと前のスライドに戻らせていただきますが、仮にこの地点が、例えば過去にここは東南

海地震が何度も起きている場所ですので、影響を受けているとすると、これは地震探査の

側線を示しています。おそらくこの第二渥美海丘というのは、ある程度崩れながらゆっく

り隆起しているということで、この西側には地すべりの跡もあります。それほど大きな規

模のものではありません。この地すべりが起きたときにどれぐらいの津波が起きるかとい

ったシミュレーションも我々は行っております。ここで海底谷が削っていきながら、こち

ら側で地すべりが繰り返し起こっている。それがどれぐらいの周期で起きていて、どう影

響しているか、例えばメタンハイドレート層に何か影響したのではないかといった検討も

行ってきました。

これは地すべりが入っていない断面ですけれども、実際の地すべりというのは、この浅

い数十メートルの深さのところで、メタンハイドレートとはあまり関係のない深さで地す

べりが起きている。過去、この辺の地形を見ている限り、メタンハイドレートの大きな分

解が何か大きなイベントを起こしたという証拠は今のところ我々は見ていません。

【佐藤座長】 ありがとうございます。

ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

ここは紛糾するかと思っておりましたけれども、よろしければ、議題の４はこれで終了

とさせていただきたいと思います。

本日は議題の２、３、４。まず、議題の２で、第１回海洋産出試験の試験場所について

発表していただきました。βと今まで呼ばれていた地点を選定するというご報告でござい

ました。それから、海底地盤の安定性の検討結果並びに地震、それから環境対策について

の検討結果をご報告いただき、ご議論いただきました。議題２、３、４につきましていろ

いろとご指摘いただきましたけれども、事務局のほうで計画への反映をご検討いただくと

いうことで、各議題について本検討会の委員の方々のご了承をいただいたとさせていただ

きたいと思いますけれども、まとめてのご承認、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【佐藤座長】 どうもありがとうございました。

それでは、最後の議題５、その他ですけれども、事務局から何かございましたら、お願



- 23 -

いいたします。課長のほうから一言。

【平井石油・天然ガス課長】 では最後に。本日もさまざまな角度からのご意見をちょ

うだいいたしまして、ありがとうございました。

ご議論の中で、藤田先生からもご指摘がありましたとおり、このメタンハイドレートの

開発に関しましては、かねてから、過度なと私から言うのも何でございますけれども、期

待というか、オプティミズムと、過度なということもないのかもしれませんけれども、ペ

シミズムなのか、クリティシズムなのかわかりませんが、非常に両方の議論が存在する希

有な研究開発の事例なのではないかなと実感しているところでございます。こうした大き

な議論の振れの中で、最終的に我々が目指しますところは、そうした過度な両論、特に感

情論まで含めたものを排した冷徹なコマーシャリズムに立脚した海洋産出、実際のガスの

生産というのが、ビジネス上それが回るのかどうかというところにつながる議論だと理解

しております。その意味においては、甲論乙駁当然あっても、今の段階ではそれは歓迎す

べきことであれ、排斥すべきことでもないと私どもは理解しておりますし、まさにそうし

た議論に向けて今回の海洋産出試験第１回目がいかなる材料を与えていただけるのか、先

ほどのご議論にもありましたように、数多くの材料を与えていただいて、今後の開発に向

けた方向性に多くの示唆を与えていただけるということを期待しているものでございます。

何分、研究開発、それも人類が初めて行うといったものでございますので、いろいろと予

期せぬこともあろうかと思いますが、今後こうした定期的な委員会のみならず、さまざま

な局面において委員の先生方のご知見をかりることも多々あろうと思いますけれども、引

き続きご指導を賜れればと思うところでございます。

本日はどうもありがとうございました。

【佐藤座長】 それでは、これをもちまして第２０回メタンハイドレート開発実施検討

会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。

―― 了 ――


