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１．はじめに 

本資料は、2012年～2013年に渥美半島から志摩半島にかけての沖合にある第二渥美海丘

付近で実施される「メタンハイドレート第１回海洋産出試験」の作業のうち、2012年2～3

月に実施予定の事前掘削作業が周辺の海洋・大気・海底の環境に与える影響について検討

し、整理した資料である。 

日本において消費されるエネルギーの多くを輸入に頼る中、日本近海に眠るメタンハイ

ドレートの開発は、新たなエネルギー資源として注目を集めている。平成13年に経済産業

省が発表した『我が国におけるメタンハイドレート開発計画』に基づき、「メタンハイドレ

ート資源開発研究コンソーシアム（MH21）」（現在は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構及び独立行政法人産業技術総合研究所が研究機関・民間各社と協力して構成）は、

メタンハイドレートを資源として活用するための研究開発を実施している。 

2013年に予定している「第１回海洋産出試験」の目的は、海底面下のメタンハイドレー

トからガスを生産する技術を確立することであり、そのうち2012年に実施する「事前掘削

作業」では、生産試験本番に向けて、石油・天然ガスの試掘作業と同様に掘削リグを使用

して海底に坑井を掘削する。 

メタンハイドレート層の掘削自体は比較的小規模な作業であり、石油坑井掘削の浅い部

分の掘削作業や科学研究目的の掘削作業と大きく変わるものではなく、今回の作業につい

ては、法令を遵守し国際的な基準に基づいて環境保護に最大限の注意を払って実施する予

定である。また、石油開発は「環境影響評価法」に基づく環境アセスメントが必要な事業

ではない。しかし、今回の海洋産出試験は今後のメタンハイドレート開発の一つの事例と

なるケースであることから、発生する可能性のある環境影響について正確な理解を得てお

くことが必要であり、また地域社会に対する説明責任を果たすためにも、自主的な努力と

して、環境影響の検討を行うこととした。 

本検討書では、これまでに実施してきた環境影響に関する調査、研究の成果をもとに、

事前掘削作業に伴い予測される環境影響の程度についての検討結果を分かりやすく整理し

ている。同様に、翌年以降に計画されている生産作業に対しても今後検討を進める予定で

ある。 
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２．事業の概要 

（１） メタンハイドレートの資源研究の流れ 

メタンハイドレートは、多量に存在することは分かっているが、どのように生産・開発

すればよいのか、果たして経済性があるのかについてはいまだわかっていない状態である。

我々MH21は、日本の近海にメタンハイドレートがどれくらいあるのか調べるための探査と、

実験やコンピュータを用いての生産手法の検討を行ってきた。 

これらの手法が実際の地下の資源に適用できるかどうかを確かめるためには、フィール

ドでの実証が必要であり、その最初の試みとして、2002年及び2007～2008年にカナダ北部

の北極圏で実験を行い（陸上産出試験）、成功を収めた。 

さらに、日本近海の資源で生産手法の適用性を確かめるため、資源の存在が確認されて

いる单海トラフで次の実験（第1回海洋産出試験）を行うこととした。この試験は2012年と

2013年に2年にわたって行われ、2012年は、まず試験に用いる坑井を掘削し、同時に試験場

所の地層に関するデータを取得する（図2-1）。引き続き、2013年には生産試験を実施する。 

この第1回海洋産出試験の結果に応じて、より長期の第2回海洋産出試験を行うことを検

討している。 

これらの試験の結果、生産手法が現実的でメタンハイドレートに経済性があることがわ

かれば、本格的な開発を目指した研究に移行し、具体的な開発エリアや開発手法について

の詳細な検討を開始する。したがって、今のところ、どこでどのような開発が行われるか

は決まっていない。 

 

（２）  2012年2～3月の作業 

1) 実施体制 

 2012年の掘削作業は、経済産業省・資源エネルギー庁から委託を受けた独立行政法人石

油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）が計画を立案し実施する。掘削作業は、石油資

源開発株式会社（JAPEX）が、独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）の地球深部探査

船「ちきゅう」（56,752トン）を傭船して行われる（図2-2）。環境影響の検討は、JOGMECが

MH21の研究者と協力して実施している。 
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2) 実施場所 

海洋産出試験は、図2-3に示す渥美半島の单单東沖合約70-80km、志摩半島の大王埼の单

東50-60kmにある第二渥美海丘の一地点（北緯33度56分 東経137度19分）で実施する。こ

の地域は、第二渥美海丘頂上部の北側の斜面にあたり、水深は約1,000mである。 

 

3) 試験候補地点の選定 

フェーズ１において地震探査のデータから抽出された16か所のメタンハイドレート濃集

帯から、坑井データの存在、資源フィールドとしての有望性、海域・海底の環境、立地環

境・社会的条件などをもとに3か所の候補海域を選定した。これらの候補地から、貯留層の

条件に関するデータが十分にあるかどうかの観点から候補海域を２か所に絞り込みを行い

さらに、本海洋産出試験の目的である、 

１）日本周辺海域の実資源フィールドの条件（地質，温度等）における生産挙動の確認 

（減圧法によりハイドレートからガスを生産できることの実証と、生産性の確認） 

２）坑井安定化技術の確認（セメントによるゾーンアイソレーション等）、海洋での生産

システム（坑井仕上げ・生産機器等）の実証（減圧法が海底下の比較的浅い深度に適用す

るための技術の確立、これは試験目的１）を達成するための前提 

の二つの観点から最終的な候補地点を選定した。 

抽出された２か所の濃集帯は、いずれもデータの量、資源量、貯留層の特性などから、

将来の資源フィールドとして有望であり、MH貯留層としての代表性も高く、試験目的の１）

の観点では優务付けがたいものであった。一方、試験目的の２）に関しては、候補地とし

て選ばれた第二渥美海丘の海域は、メタンハイドレート濃集帯の深度が海底からやや深く、

坑井の支持・安定性、断層や坑井周辺を通じた海底と貯留層の導通、生産システムの設置

余裕などの観点から、減圧法適用のリスクはより小さいと判断された。加えて、社会的要

因（既存経済活動との調整など）を考慮すると、当該海域の方がより確実に第1回海洋産出

試験を実施でき、主たる目的を達成できると考えられた。 

当該海域については海底面傾斜が他方の海域よりやや大きい（10度を超える場所もある）

ため斜面安定性の検討が必要であること、地層の力学強度に関する十分なデータがないこ

となどの課題もあったが、2011年1～2月に詳細海底地形・地質調査、海底地盤ボーリング

調査を行い、問題がないことを確認したうえで、関係者との調整を経て最終的にこの海域

を試験候補地として選定した。 

なお、今回はデータが現在存在する地点の中での選択であり、将来の商業化の際には、

資源フィールドとしてより有望な地点が存在することも考えられる。今後さらなる調査が
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必要であり、当該地点でそのまま商業生産が行われると定められたわけではない。 

 

4) 作業の概要とスケジュール 

2012年の作業は2月初旬に着手し、初めに「ちきゅう」を試験予定地点に回航して、トラ

ンスポンダー（音響応答装置）を設置して、遠隔操作無人探査機（ROV）で監視しながら坑

井（井戸）を掘削する。 

今回の作業では、図2-4に示すように、4本の坑井を掘削する予定で、うち1本が実際にガ

スを生産する坑井で、残りの3本は温度を測ることでメタンハイドレートの分解状況をモニ

タリングする坑井である。モニタリング井には、光ファイバーを使った温度センサーが設

置される。また、それぞれの井戸で、坑内にセンサーを下ろして、音波・電磁気・放射線

などで地層の状況を調査する「物理検層」を実施する。 

井戸はそれぞれ海底面から300m強の深さまで掘削する。掘削された坑井は、井戸毎に若

干状況が異なるが、鋼管ケーシングを設置し、セメントで周囲を埋め立てて、地層と海底

を完全に隔離する。このことによりガスや地下水が海底に漏えいするのを防ぐ。 

これらの坑井は翌年の生産試験に向けて保護処置を行った後に海底に残置されて、再び

使用される。作業自体は通常の石油・天然ガス掘削のごく浅い部分の掘削とかわらない（通

常石油坑井は1000m以上の深度まで掘削する）。 

作業期間は2～3月の間で、最大45日と見込まれており(図2-5)、3月最終週までにはすべ

ての作業を終了させて、「ちきゅう」を当該海域から撤収させる。 

 作業工程は図2-6のとおりである。 
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図2-1 メタンハイドレートの資源研究の流れ 
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図2-2 事前掘削作業の実施体制 

 

図2-3 第1回海洋産出試験の実施地点
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図2-4 掘削する坑井の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-5 作業の概要 

写真は実際使ったもの

に差し替え 

回航・準備 

 

MC井掘削 P井掘削（浅部のみ） MT1井掘削 MT2井掘削 帰港 

船の定位 掘削・物理検層 モニタリング装置・ケーシング設置、セメンチング 坑井休止 

最長45日 
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図2-6 作業工程 
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３．対象海域の現況 

メタンハイドレート海洋産出試験を計画している第二渥美海丘周辺海域の状況把握のため

に、MH21では海域環境調査や、文献調査および専門家への聞き取り調査により情報を収集

し、海域環境の概要を把握している。 

（１） 現地調査による情報収集 

フェーズ2での現地調査（海域環境調査）は2011年1月～2月及び2月～3月に海洋産出試験実

施地点である第二渥美海丘近傍で実施した。各調査では、水質調査、底質調査、生物調査

及び流況調査を実施している。なお、フェーズ1でも2003年から2007年にかけて、熊野灘、

東海沖も含めた広域的な現地調査を実施している。 

（２） 対象海域の概要 

单海トラフは静岡県沖から宮崎県沖に至る日本列島の单側を走る海底の凹地で、第二渥美

海丘及びその近傍海域はこの单海トラフの東部にあたる（図3-1）。この海域は愛知県渥美

半島からは单单東沖合70～80kmに位置し、水深は約1,000ｍである（図3-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         藤倉ら(2008)と500mメッシュ水深データ（JODC）を使用して作図 

図 3-1 対象海域周辺の海底地形

第二渥美海丘近傍 

http://kotobank.jp/word/%E5%8D%97%E5%81%B4
http://kotobank.jp/word/%E6%B5%B7%E5%BA%95
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図 3-2 第二渥美海丘近傍海域の位置 
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図 3-3 第二渥美海丘近傍の調査測点（2011年1月調査） 

 

第二渥美海丘近傍 

東海沖 

第二渥美海丘近傍 
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なお、2011年に実施された海域環境調査の範囲は図3-3に示した海域であり、調査測点数

は海洋産出試験実施地点を中心点とし、四方位各3地点（500m、1km、2km）の合計13地点で

ある。 

これまでに実施した現地調査及び文献調査等で得られた情報をもとに、第二渥美海丘周辺

海域及の現況について以下にとりまとめた。 

 

1) 地形（図3-4参照） 

 第二渥美海丘近傍の水深は 857～1,405mであり、極めて複雑な海底地形が形成されてい

る。 

 

2) 気象・海象（図3-5参照） 

対象海域の位置する東海地方の平成23年の気候は、名古屋地方気象台の報告によれば、年

平均気温は平年並、年降水量も平年並であった。3個の台風が本州に上陸し、第15号が静岡

県浜松市付近に上陸した。 

対象海域に近い伊良湖岬での2010年の風向・風速の観測結果によれば年間を通して北西

方向の風が多く、季節別に見ると夏季は单東方向、それ以外の季節は北西方向の風が多く

なっている。年間の月平均風速は4.3 m/s（8月）～10.2 m/s（12月）であり、冬季に大き

い傾向がみられる。 

第二渥美海丘近傍海域では、波高1.25m以上の出現頻度は21.4％であり、うねり波高2m以

上の出現頻度は22.1％である。 

  

3) 流況（物理環境） 

①流れ（図3-6、図3-7参照） 

当該海域は本州单側を流れる黒潮の内側に位置しており、黒潮の流軸が第二渥美海丘近

傍を通過する頻度は2003年から2007年までの5年間で3回であり（(財)日本水路協会 海洋情

報研究センター）、直接黒潮が通過することは尐ないが黒潮の分岐流の影響を受ける海域で

ある。海表面の平均流速は0.5～0.8ノットの範囲であり、平均流向では東向きの流れが卓

越している（日本海洋データセンター）。また、黒潮が大蛇行する期間では黒潮内側域に冷

水渦が生じることも知られている。 

第二渥美海丘近傍では海底の起伏が大きいため、底層では表層とは異なる流れ場となっ

ていることが示唆されている。2011年の調査結果では、水深400mから800mにかけては西か
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ら单单西の流向が卓越し、海底面近傍の水深1,030mでは東向きの流向が卓越していた。 

②水塊構造（図3-7参照） 

当該海域の海水は、沿岸系水、黒潮系水、亜寒帯系水、太平洋深層水の4つの水塊で構成

されている。表層から水深200mにかけての水深帯では、大気との接触による水温変動や沿

岸系水の流入により、密度勾配などに季節的な変動がみられるが、200m以深の水塊構造は

安定している。 

 

4) 水質 

溶存酸素濃度は、表層で高く底層で低い鉛直分布を示し、表層で約7mg/l、底層で約2mg/l

程度である。水深800～850m付近では、亜寒帯系水の流入を反映し、酸素極小層が認められ

る。有機態炭素、全窒素などの有機物量や栄養塩類の濃度は、周辺海域と比較すると、黒

潮流軸域および黒潮外側域よりも高く、沿岸域や内湾域よりは低い値であった。これらの

成分の鉛直的な分布は黒潮系外洋域に典型的な分布を示していた。また、カドミウム、水

銀などの有害物質の濃度は定量下限値未満であり、当該海域は有害物資による汚染のない

清浄な水質環境にあると考えられる。 

 

5) 底質（表層堆積物の性状） 

第二渥美海丘近傍の表層堆積物の中央粒径は0.013～0.094mmの範囲にあり、細粒分まじ

りの砂が主体となっている。表層堆積物のサイズは水深の深さに対応して変化し、熊野灘

から東海沖にかけて微細なサイズから粗いサイズに変化している。海底泥に含まれる有機

態炭素や全窒素、全リンなどの有機物量は、その粒度組成に対応して、微細な土粒子が多

い場合には高く、粗い土粒子が多い場合には低い値を示す傾向がある。これらの濃度は沿

岸域や内湾域で報告されている値と比較すると低い値であった。また、カドミウム、水銀

などの有害物質の濃度も大半が定量下限値未満であり、有害物質による汚染のない比較的

清浄な底質環境であると考えられる。 

 

6）生物相（図3-8参照） 

① プランクトン類 

植物プランクトンが有する光合成色素であるクロロフィルaの濃度は、表層から水深100m

で高く、光が届きにくい水深100m以深では顕著に低くなる。既存情報からは、表層では最

大で4μg/lを示す場合もあるが、2011年の1月の調査結果では、表層の水深100mまでは0.23

～0.46μg/lであったが、水深200mでは0.05μg/l以下であった。 
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2011年の1～3月の調査結果では、第二渥美海丘近傍で出現した植物プランクトンは、ハ

プト藻綱Haptophyceae、珪藻綱に属するSkeletonema costatumとThalassiosira spp.、な

どの沿岸性種を主体に、広分布種の藍藻類や、外洋性種、寒海性種、暖海性種、などであ

った。動物プランクトンは、節足動門甲殻綱カイアシ亜綱に属するParacalanus parvusな

どの沿岸性種を主体に、広分布種のCtenocalanus vanusや、外洋性種、寒海性種、暖海性

種、などであった。 

② 底生生物（ベントス） 

表層堆積物中に生息する底生生物は、堆積物深度で約5cmまでに集中して分布しており、

その平均炭素現存量は21～27mmolC/m2と推定されている。また、底生生物の主要な構成群は

バクテリアで、現存量に占める割合は24～96％であることが明らかにされている。海域別

に見ると、第二渥美海丘近傍や熊野灘ではバクテリアの現存量が高いのに対し、東海沖で

は0.3mm以上のマクロベントスの現存量が高い傾向が認められた。 

2011年の1～3月の調査結果では、第二渥美海丘近傍で出現した主なマクロベントスは、

環形動物門のヒメエラゴカイ科、線形動物門、節足動物門のタナイス目であり、その個体

数は1,844～12,466個体/m2の範囲であった。 

③ 魚類相 

 遠州灘での漁業操業情報によると、水深500m程度までの渥美外海では、浮遊性魚類とし

て、イワシ類（マイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ）、サバ類（マサバ、ゴマサバ）、

サンマ類、マアジ等の存在が確認されている。底生魚類としては、アオメエソ、ニギス、

ムツ、アカザエビ等の存在が確認されている。また、黒潮近傍域では、黒潮に伴い来遊す

る回遊性魚類として、クロマグロ、ビンナガ、メバチ、キハダ、カツオ等の存在が確認さ

れている。 

④ 海棲哺乳類等 

 第二渥美海丘周辺海域に回遊する可能性のある海棲哺乳類としては、クジラ目について

は、ヒゲクジラ亜目でコククジラなど8種類、ハクジラ亜目でマッコウクジラなど25種類が、

挙げられる。 

第二渥美海丘周辺海域に回遊する海ガメ類としては、アカウミガメ、タイマイ、オサガ

メの3種類が報告されており、そのうちアカウミガメについては、本州太平洋岸の志摩半島

先端から渥美半島、御前崎にかけての砂浜で産卵していることが知られている。 

第二渥美海丘周辺海域に飛来する可能性のある海鳥類には、アホウドリ、カンムリウミ

スズメの2種類の渡り鳥が報告されている。 

⑤ 特殊な生態系 

特徴的な深海生態系として、東部单海トラフ広域では、クモヒトデ類を中心とした生物
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群集、シロウリガイ類を中心とした冷湧水群集（化学合成生態系）などが局所的に存在し

ていることが確認されている。 

 

7）社会活動（海域利用）（図3-9参照） 

第二渥美海丘周辺海域は大臣許可漁業の沖合底びき網漁業の操業区域に設定されており、

渥美外海を主としてアオメエソ、ニギスなどを対象とした漁業が操業されている。また、

渥美外海では、マイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ、サバ類（マサバ、ゴマサバ）、

マアジ等を対象としたまき網漁業やカタクチイワシのシラスを対象としたシラス船曳網漁

業も操業されている。第二渥美海丘近傍より沖合の黒潮流軸縁辺部では、クロマグロ、カ

ツオなどの回遊性魚類を対象とした漁業が操業される。この漁場は、黒潮の蛇行状態によ

って変化する。東海沖の第二天竜海丘では、キンメダイの漁場が形成されている。 

また、第二渥美海丘近傍の周辺海域の海底には、多くの海底ケーブルが敷設されており、

その他にも大型コンテナ船の航路としての利用や自衛隊の訓練区域としての利用が行われ

ている。 

 

上記した概要と、記載以外の情報も含め、表3-1に関連情報を整理した。 

 


