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資料４

第２１回 メタンハイドレート開発実施検討会

平成２４年３月３０日

【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２１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。

議事に入る前に本日の出席委員及び議事の公開についてご報告をいたします。

本日は１０名中９名の委員にご出席いただいております。荒戸委員につきましては都合

によりご欠席となります。また、本日は委員の交代がございましたので、ご紹介いたしま

す。日本エネルギー経済研究所の森田浩仁委員のご後任として森田裕二委員でございます。

一言ごあいさつのほうよろしくお願いいたします。

【森田委員】 ただいまご紹介にあずかりました日本エネルギー経済研究所、森田と申

します。前任の森田浩仁のほうが石炭と電力のほうを今見ておりますので、交代いたしま

して、私、石油とガスのほうを担当しております。ひとつよろしくお願いいたします。私

ども研究所としてこういった新しい資源の獲得というのは非常に重要なテーマでございま

すので、微力ではございますけれども、何か貢献できればというふうに思っております。

ひとつよろしくご指導いただきますようお願いいたします。ありがとうございます。

【事務局（上條）】 ありがとうございました。

本日の議事及び議事録は、ともに公開といたしますので、よろしくお願いいたします。

（配付資料の確認）

それでは、佐藤座長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。

【佐藤座長】 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。

前回の検討会が昨年８月に開かれてから、この間、メタンハイドレートに関することが

いろいろなところで取り上げられております。中には大分前のめりな感じの取り上げられ

方もあるように感じますけれども、まだフィージビリティーの検証も確認も終わってない

状況であるということを我々肝に銘じ、それを確認するためには自然現象の把握、それか

ら技術課題の克服ということを行わなければいけないわけですけれども、それが十分にで

きているわけでもありません。そういうこともあって、実証試験を行うわけですので、ぜ
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ひあまり皆さん前のめりにならずに、客観的な議論を冷静にこの場では行っていただけれ

ばと思います。本日もよろしくお願いいたします。

それでは、議題に入ります。議題（１）は、昨年８月２日に開催されました前回検討会

の議事録の確認です。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おります。

修正等お気づきの点がございましたら、後ほどでも構いませんので、事務局までご連絡く

ださい。今何か特段のご指摘ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは進め

させていただきます。

議題（２）平成２３年度事業報告及び（３）平成２４年度事業計画についてです。本日

たくさんの資料とご報告がございますので、効率的に時間内に終わりますようご協力のほ

どよろしくお願いいたします。

それでは増田先生、よろしくお願いいたします。

（増田プロジェクトリーダーより説明）

（山本グループリーダーより説明）

【佐藤座長】 どうもありがとうございました。

時間が押しましたけれども、質疑はしっかりやりたいと思いますので、簡潔な質問と簡

潔な回答を心がけていただければと思います。ご質問、ご意見等賜りたいと思います。委

員の先生方、いかがでしょうか。

【小野崎委員】 情報の確認という点からの質問なのですがけれども、１０ページに、

濃集帯の位置が水深１,２６０～１,３３０メートルの間にあります。その間に試験井が掘

ってあって、多分、試験井の先端というのが１,３３０メートルよりちょっと上ぐらいにあ

るかなと思います。それで、グラベルパックというのは、その間にずっと幅広く、極端に

言うと７０メートル分ぐらいグラベルパックが詰まっているのでしょうか。あるいはもう

少し範囲が狭くて構わないのでしょうか。減圧法ですから、その範囲が少し狭くても別に

あまり影響がないのかなと思います。あと、将来のこととして、この濃集帯の幅が変われ

ば、本質的にグラベルパックの範囲は変わってくるものなのでしょうか。あるいは変わら

ずにそこそこの幅があればそれでいいのでしょうか。どっちの考え方に立てばいいのかな

ということで、確認だけです。

【山本グループリーダー】 今回の試験に関しては、濃集帯のすぐ上で前のケーシング
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をセットし、それから、濃集帯の一番下、ＢＳＲよりも１０メートルか２０メートル程度

の浅いところまで掘り、その間の区間、４０から５０メートルの区間は、全部グラベルパ

ックにしようと思っています。つまり、この間はオープンホールで仕上げ、間は全部グラ

ベルパックにしようと思っています。この中で、例えば水層があり、そこを遮断しなけれ

ばいけないといった事情がある場合にはセメントで固めるといったような処理が必要にな

りますが、今まで得られている情報から見る限り、この全体を仕上げて問題ないだろう思

っています。もちろん濃集帯の厚さにもよります。今回、下から少し離しておこうという

のは、下の水層から水を引いてしまわないようにするためです。仕上げ層の一番下は水層、

帯水層から離しておく必要があります。その部分を全部仕上げることはできませんが、な

るべく厚い範囲を仕上げて、その中に温度計を幾つか設置して、どこの層からどういう層

がガスを出しやすいのか、水を出しやすいのかを知ることを一つの目的にしています。

【木村委員】 すみません。教えていただきたいことがあります。ＸＰＴで原位置での

浸透率を測定されたということですが、何点かの砂層でデータをとられたのかどうかとい

うことと、そこから得られた浸透率ですが、従前から評価していた範囲内のものであった

のかどうかということ。

加えて、砂層Ａのところは泥岩層だと思うのですが、泥岩層の中について、これは水と

ガスの２相流となっているのか、ハイドレート化しているのか。

もう一つ質問ですが、砂層で減圧させた場合、泥岩から砂層への流動というのがあるの

かどうか、その辺を教えていただきたいと思います。

【山本グループリーダー】 最初のＸＰＴに関するご質問については、１５点から２０

点ほど打つことにしました。見ていただくとわかりますが、下のほうの厚い、砂層が連続

しているチャネルの堆積物の中、間、シルトっぽい若干泥分が多い堆積物、それから上の

ほうの砂と泥の互層になっている部分、この上に比較的厚い泥岩の泥層があります。それ

ぞれで場所を選んでＸＰＴを行いました。全部が成功したわけではないのですが、３分の

２程度は評価可能なデータがとれています。

上のほうに関しましては、砂に当たっているのか、泥に当たっているのか、はっきりわ

からないところがありますが、砂に当たっている部分に関しましては浸透率のデータがと

れており、０.１から１０ミリダルシーぐらいです。これは検層で予想していた範囲です。

場合によっては、例えば下のほうでもう少し高いデータがとれているところがありますが、

そういうところはデータの評価が難しいところがあるので、解釈を見直さなければいけな
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いところがあるかもしれません。

終わりのほうのご質問ですが、泥層から砂層の中の泥の流入がある可能性については、

我々も考えておりまして、昨年度、出砂の研究の一部として、産総研ご用意されました泥

のサンプルと砂のサンプルを張り合わせ、泥のほうの移流があるかといった実験を行って

います。我々が見ている限り、泥層からの移動は、小さなサンプルの中ではあまり見られ

ませんけれども、大きな地層の中となると、地層の変形自体も大きくなる可能性があるの

で完全にないとは言えないと思っているところです。

【木村委員】 ありがとうございました。

【藤田委員】 大変たくさんのご説明をわかりやすくありがとうございます。今のＸＰ

Ｔの計測に関連して、数字として、圧力、浸透率がどのくらいかということについてオー

ダーとして興味があるのですが。

【山本グループリーダー】 圧力はほぼ完全に静水圧と一緒と考えていただいて結構で

す。この部分に関しまして、ガスがあり、ガスの圧力がかかっているといったことは見ら

れませんでした。

先ほど木村委員のご質問で１つ答え忘れたのですが、ガスと水の２相なのか、ガスとハ

イドレートの２相なのかということに関しましては、ほぼこの中で少なくとも連続相の気

相として見られるガスはないというふうに思います。これは検層のデータから推測されま

す。

藤田委員のご質問ですが、浸透率に関してはかなりバラエティーがあり、それは打った

場所、つまり、泥のところに当たったか、砂のところに当たったかによって違いますが、

泥層に関しては０.１ミリダルシーかそれ以下です。それから、砂層に関しては０.１から

１０ミリダルシーぐらいの範囲の中にあるということはわかっています。ただ、この数字

はちゃんと見直す必要があると思います。

【藤田委員】 はい、わかりました。海洋石油開発で初めてテストを行うときは事故と

いうのは困りますが、トラブルというのはつきものなので当たり前なのです。ＲＯＶにつ

いてです。最終的に使用したＲＯＶはインドネシアから緊急輸送したと言っていましたが、

要するに、外国の企業の装置を使ったのですしょうか。

【山本グループリーダー】 「白嶺」のＲＯＶも外国製です。我々が使っているのは、

オーシャンエンジニアリングという米国企業のＲＯＶで、「ちきゅう」に常備されているも

のを使っています。
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【藤田委員】 それのスペア機器がインドネシアから来たという意味ですか？

【山本グループリーダー】 これと同じタイプのＲＯＶです。若干マイナーチェンジし

たＲＯＶですが、世界中でたくさん使われている汎用品で、そのうち１台を調達したとい

うことになります。

【藤田委員】 そういうことですか。一度失敗してみなきゃどうやったらいいかわから

ないと思いますので、失敗は成功のもとで、むしろ貴重な経験を積んだなというふうに見

ています。山本さんが現場で見ていて、今回のトラブルは大したことなかった、今後問題

ないと思いますか。

【山本グループリーダー】 質問として難しい質問だと思いますけれども、ものすごく

特殊な作業であったわけではありません。メキシコ湾の原油流出事故のときに、たくさん

のＲＯＶがメキシコ湾で活躍し、油が噴き出してきているのをとめるような作業がありま

した。あれはまさに大冒険のような作業だったと思います。それに比べるとオフショア、

サブシーの開発が進んでいる現状で、特別な作業であったとは思いませんが、細かいお互

いの情報の行き来があり、速いところだと１ノットぐらいの流れがある海底において、Ｒ

ＯＶの作業員も交代する中で、きちんとマネージできていたのかというところには課題が

ある可能性があります。例えば、切れたと申し上げたのですが、何と引っかかって切れた

のかまだわかっていないので、もう少しきっちり調べてみないといけないと思います。

【藤田委員】 わかりました。ありがとうございました。

それからもう１点、わかりづらかったのですが、２７ページのマネタイゼーション検討

ということですが、これはどういう概念ですか。

【山本グループリーダー】 簡単に言ってしまうと、出てきたガスをどうやってお金に

するかということです。

【藤田委員】 そういう経済検討まで現時点で行うのですか。

【山本グループリーダー】 資源としての観点から、ガスを出すだけではなく、ガスを

出した後のことも検討しています。

【藤田委員】 あまり急いでそういうことまでいく必要はないのではないかなと思って

いるのですが。

【山本グループリーダー】 それについては、いろいろな意見があることを認識してお

ります。

【藤田委員】 わかりました。
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【宮本委員】 ちょっとよろしいですか。今の点、私も非常に興味があるのですが、具

体的に商業生産を考慮した開発コスト削減手法の検討というのをもう少し具体的にどうい

うことを考えておられるか、教えていただきたいんですが。

【山本グループリーダー】 はい。これは非常に多岐にわたっており、生産手法に関し

てはまだ決まっていないところがあります。ただ、掘削関しては、掘削作業は世界標準で

ありますので、どうやってコスト削減できるかポイントになると思っています。我々が行

っている作業は、水深１,０００メートルの大水深の掘削作業です。通常であれば、大規模

なガス田や油田があって、ものすごい資源と初期資本の投下を行って開発するような場で

あるわけです。一方で、我々が生産しようとしているメタンハイドレート１坑井当たりの

生産量はそれほど大きくなりません。安全性の観点からは、井戸は比較的浅いところにあ

り、地層に圧力がなく、油も入っていないといった状態であり、海洋汚染を起こすような

リスクは非常に小さい場で作業しています。この条件下において、通常の大水深の大規模

なガス田、油田の開発と同じ方法をとっていては、おそらくなかなか経済性は出てこない

だろうと思っています。我々の置かれている場の中で合理的な開発手法というのはどんな

ものがあるのか。その中で、環境への配慮をきっちり行いながら、合理的に生産あるいは

開発で掘削ができるためにはどんな船があればいいのか。掘削だけではなく、改修作業を

行ったり、ＥＯＲのような作業を行ったりしなければいけなくなる可能性があるので、１

隻の船というわけではなくて、どういうシステムとしてフリートを持っていればいいのか。

そういったことを考えているというところです。

生産をどうすればいいのかという部分に関しましては、実際に試験をやってみないとわ

からないところが出てきますので、それは後の検討課題にして、今の段階では主に海洋掘

削をどれだけ合理的に行うのかという観点で研究を進めています。

【東委員】 今回のオペレーションにおいて、残念ながら１坑井、ＭＴ２ができていな

いのですが、これが与える今後の計画へのインパクトはあるのかないのか。そうではなく

て、この状況は織り込み済みで、ある程度計画の中で対応できるものなのかどうかという

ことを説明していただければいいなと思います。

【山本グループリーダー】 ＭＴ２に関しては、もちろん必要だと思ったので掘ろうと

しました。空間的な広がりを知るためには２点より３点、３点より４点、５点あったほう

が、ほんとうに三次元的な広がりがわかると考えていたのですが、予算や時間などいろい

ろな制約がありますので、３つ程度あれば十分かなと考えました。その中で、ＭＴ２に関
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しては、当初から優先順位としては一番下に見ており、地層温度計もややロースペックに

し、費用がかからないような設計にしてあります。そうは申しましても、ＭＴ２がない場

合、得られるデータは３分の２、あるいはそれ以下になっていると思いますので、可能な

限り掘りたいというのが正直なところです。ただ、今後、ＭＴ２掘削にかかる費用を何に

使うのか、コアリングに使うのがいいのか、産出試験期間を伸ばすことに使うのがいいの

かという点に関して議論が必要だと思いますので、関係の皆様と議論させていただいて、

どういうふうにすればいいのかを考えたいと思っています。織り込み済みというのは言い

過ぎになりますが、リスクは考えて設計されていたというところで、これがなければ産出

試験そのものに意味がなくなってしまうというクリティカルさはないと思っています。

【松永委員】 １２ページについて、若干ですがＭＣ井に穴曲がりが起きているという

ことですが、ほかの井戸はほぼ垂直ですよね。特に理由はあるのですか。

【山本グループリーダー】 ＭＣ井ではＬＷＤのストリングスが長いことが一つの特徴

です。掘進率を下げればおそらくまっすぐになります。それから、スタビライザーの位置

等を調整していけば、ある程度抑えられる可能性があります。しかし、ＭＣ井に関しまし

ては、検層データをきっちりとるということを最大重要項目としていましたので、穴曲が

りに関しましては、ある程度起こってもやむを得ないと計画していました。

それから、ＭＣ井は８.５インチの口径です。ほかの井戸に比べるとやや小さいというこ

とで曲がりやすかった可能性もあります。もしＭＴ２を掘るのであれば、ずれてＰ井にぶ

つかってしまうような事態も考えられるので、まっすぐ掘ることを保証できるようなこと

を考える必要があるかと思います。傾斜堀の技術等を使えば出来ます。今回ＭＴ２を無理

に掘らなかったという理由の１つはそれもありました。

【松永委員】 坑跡のほうがちゃんと出ているのかどうかがあって、あと地層との関係

がどうなっているのかな。地層の影響のほかにもある程度の理由はあるということで考え

ていいんですね。

【山本グループリーダー】 そうですね。２００４年に掘った井戸も、近くで掘った井

戸は大体同じ方向に曲がっているので、主に地層との関係だと思います。ただ、海流の影

響もあると思います。先ほど申しました通り、海底付近で１ノットぐらいの流れがあると

きもあるので、井戸そのものが海底に接するときに既にある程度の傾斜が生じてしまって

いるというようなこともあり、原因は１つだけではない可能性があります。よって完全に

予測可能とは言えないところがあると思います。
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【松永委員】 もう一点、光ファイバーの温度計測はここに出ているのは半日ですね。

データはどの程度継続して、セメントボンドログを後のほうでやったときの比較ぐらいま

ではちゃんととっているのですか。

【山本グループリーダー】 データは連続してずっととり続けています。今は１日１点

ぐらいにレートを落としていますが、ずっとデータをとり続け、メモリでデータをためて

います。再度つなぎ直せば、データは回収できるようにはなっていますが、リアルタイム

で計測し続けるためにはケーブルをつなぎとめておかなければいけないので、実際にリア

ルタイムでかつ高精度でデータをとったのはここまでです。とったというのは、今手に入

っているのはここまでという意味です。その後の状態というのは、今メモリに入っていま

す。

【松永委員】 質問の理由はスパイク状に出ている温度のところではなく、その間のと

ころの温度の変化がわりあいと順調というか、定常常態で変移しているので、高温になっ

たものが下がるときのほうから逆に線熱源の形で熱の物性値が計算できるかどうかという

データがとれるのではと質問したんですけど。

【山本グループリーダー】 自分もまさにそこに関心があります。おそらくハイドレー

トの分解温度よりも高くなっているところがあるのですが、後でセメントボンドログを見

ると、途中までガスが見えたのがきれいになくなっています。そこはハイドレートの再生

成が起きているのかもしれませんし、そういった部分というのを温度データと比較すれば

わかるようになると思います。

【松永委員】 ぜひその辺を検討してみていただければと思います。

【浜田委員】 ＲＯＶのケーブル切断のコスト面でのインパクトというのはどういうこ

とかなと。原因分析中ということですが、プロジェクト全体の予算という意味で、今後ど

ういうふうになってくるのか、教えてください。

【山本グループリーダー】 ＲＯＶそのものの使用費もありますが、ＲＯＶ回収作業を

行っている間は、作業が中断しているにも関わらずリグレートを払わなければいけないこ

とが一番の大きな問題です。これはスタンバイレートが適用されていますが、それほど安

くなるわけではないので、その分はある意味無駄にかかってしまった費用と思います。、結

局、一番インパクトがあるのは作業期間です。コストと作業期間そのものに制約がありま

すので、今回予定していた作業期間と予算の中で４つ掘るはずの井戸が３つになった原因

としては、ＲＯＶの影響というのが一番大きなものです。
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【浜田委員】 そうすると、作業内容が減ったということがインパクトであって、コス

ト的にはそれほど影響はないという、そういうことでよろしいんでしょうか。

【山本グループリーダー】 はい。我々は、いただいている予算以上は使えないので、

余分にお金を払わなければいけなくなったということはないということです。

【浜田委員】 すみません。もう一点お願いしたいのですが、コアリングのところで同

様の装置で引き続きやることでというところのご説明が、ちょっと私、よく理解できなか

ったので、もう一度ご説明いただけますでしょうか。

【山本グループリーダー】 すみません。ＪＡＭＳＴＥＣ地球深部探査センター長をさ

れております東委員がいらっしゃいますが、お話ししてもよろしいでしょうか。

【東委員】 はい、どうぞ。

【山本グループリーダー】 ＪＡＭＳＴＥＣがほぼ同様の装置を用いまして、南海トラ

フの近傍の海域で泥火山を掘削する計画になっております。そこで「ちきゅう」を使用し、

「ちきゅう」の上にコア分析装置を設置し、我々が使うものと同じようなコアラーを用い

て、コアを採取する作業を行います。我々はその直後に、同じ航海の中で、同じ装置を使

って圧力コアを取得する計画にしています。外国から持ってくる分析装置等の導入費用を

ＪＡＭＳＴＥＣとＪＯＧＭＥＣで折半できますし、「ちきゅう」の上のオペレーションも継

続して行えるので、人もなれたところで仕事ができると思っています。

【藤田委員】 先ほどの松永委員の質問に関連して、ＭＣ井の坑底の位置が２０メート

ルずれたということをちょっと気にしています。これは海底１,０００メートルぐらいから、

地殻をどのくらいまで掘ったんでしょうか。掘削深度としてたかだか３００メートルくら

いですよね。それで２０メートルずれるということは、要するに、大丈夫なのでしょうか。

【山本グループリーダー】 ２０メートルというのは、サイン５度掛ける３００メート

ル程度です。

【藤田委員】 いや、通常地層のディップが大きな構造を掘っていけば、ディップに垂

直の方向に向かうので垂直に掘ることは困難だと聞いていますが、私はドリリングの専門

家ではないのでお聞きしたいのですが、ちょっと掘る技術は大丈夫か心配なのですが。

【山本グループリーダー】 ２０メートルは大きいと言えば大きいのですが、３００に

対して２０です。ディップは２０度ぐらいあります。しかも、今回は藤田委員の常識とは

逆に、ディップに垂直になっていたのではなくて、ディップにけられるようにいきました。

【藤田委員】 そうですか。そんなにならないと思うのですが、普通は。
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【山本グループリーダー】 はい。でも、ここの場所ではなるのです。

【藤田委員】 じゃ、滑っちゃったのか。

【山本グループリーダー】 そうかもしれません。２００４年のデータと比べてみると

非常に整合的なデータになっています。我々は、穴曲がりもあると想定していました。ま

た、生産区間に関しましてはダイレクショナルドリリングの装置を使って、まっすぐ掘る

計画にしております。

【松永委員】 深度全体のプロジェクトリーを出しておかないと、あれだけで見ると。

【藤田委員】 ちょっとね。わかりました。大丈夫なら結構です。

【宮本委員】 すみません。陸上産出試験の話なのですが、今このプロジェクトの外で

ＣＯ２置換ということでやっておられるという話と、計画のなかでも海洋産出試験を視野

に入れた陸上産出試験の実施可能性の探求という話しがありましたが、この兼ね合いはど

う考えておいたらよろしいんでしょうか。

【山本グループリーダー】 Conoco Phillipsのプロジェクトは、あくまでもメタンとＣ

Ｏ２の置換が主目的になっています。ＭＨ２１の研究プログラムの中で最も重要視されて

いるのは、長期間の試験です。長期とは１年やそれ以上という期間における減圧法だけに

よる試験です。それで生産挙動がどう変わっていくのかを確かめる。そのいったデータが

ないと、おそらく商業化には結びつかないので、実施したいということです。今回の、こ

のメタンとＣＯ２の置換実験は、ＭＨ２１の主目的において、増進回収法の１つとはかか

わるのですが、長期的な産出試験を視野に入れた陸上産出試験とは別になります。陸上産

出試験に関しては、長期の試験ができる場所、１年以上の試験ができる場所をずっと探し

続けています。これは外国の場所を借りる話ですので、我々だけでできることではありま

せん。以前にもお話ししたことがありますけれども、米国では幾つか陸上産出試験のプロ

グラムが存在しています。そのうち最初に実現したのがこのプログラムでした。同時に、

同じアラスカのノーススロープ油田で２年程度の長期の試験を行いたいというプロジェク

トがあり、ＤＯＥと別の石油開発会社の予算で、計画されているものの、環境規制の問題

や、メキシコ湾の事故の影響や、アメリカ自体の予算の問題など、いろいろなことがあり、

なかなか一遍には進まない状況の中、最初にこの置換実験が実施できたということです。

この置換実験は、我々にとっては一番の優先順位ではありませんが、ちゃんとフォローし

ておくべき項目だろうということで、ＭＨ２１の予算ではなくＪＯＧＭＥＣの予算を使い

参加したものです。従いまして、この実験を行ったから長期の試験は行わなくてもいいと
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いうわけでありません。

【佐藤座長】 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

短いコメントを２点。１つは、ノウハウを蓄積いただきたいということです。先ほど藤

田委員から、ディップに向かうはずだとありました。普通はそうだと思います。でも、こ

こは違っていて過去の事例とも整合的ということはわかっていた。過去にそういうことが

あったのに、今回それを反映させなかったということになりませんか。

それから、今回のモニタリングの計器はちゃんと降ろせたが、マリックではだめだった

ということですが、こういうノウハウによって成功したということがもしあるのであれば、

それはせっかくの知見ですので、蓄積のほう、よろしくお願いしたいということ。これが

１点。

それからもう一つは、これもマネタイゼーションのところでの議論ですけれども、多分

この時期にというふうなご懸念であったのは、ガベージイン・ガベージアウトになるんじ

ゃないかということだと思うんですね。それは多分アップストリームのほうから積み上げ

ていくとそういうことになりかねないので、むしろダウンストリームのほうから戻ってく

ると、結局、１坑井当たりでも１フィールド当たりでもいいですが、この程度のお金の規

模感でないとだめだなということを事前に頭に入れておくということであればいいと思う

んです。そういう方向で、もちろんフィージビリティーの検討も必要だと思いますので、

そのあたりよろしくお願いできればと思います。コメントですので、結構です。

【山本グループリーダー】 曲がったという点に関しては、作業上の優先順位を鑑みて、

曲がらないようにすることを優先しなかったということで、気づかなかったというわけで

はありません。

【佐藤座長】 次の議題に移りたいと思います。生産手法開発グループの長尾グルー

プリーダーです。持ち時間、各２０分です。お願いします。

（長尾グループリーダーより説明）

（佐伯グループリーダーより説明）

（中塚チームリーダーより説明）

【佐藤座長】 どうもありがとうございました。ご協力いただいて、時間的にはリカバ

ーできましたので、質疑のほうを活発にお願いいたします。
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今の３グループの報告と全体を通してのご質問でも結構ですので、委員の皆様から、ご

質問、ご意見等賜りたいと思います。いかがでしょうか。

【東委員】 長尾さんに質問させていただきます。１１ページのところで、シミュレー

ションを使い、断層構造のモデル化ということをされたという説明でした。非常に条件が

いいということですが、なぜβじゃなくてαを使ったのですか。

【長尾グループリーダー】 αのシミュレーションを先にやったのは、αのほうでは既

に断層が認められていたためです。

【東委員】 断層を非常に気にしているのは、断層トラップなどのことを考えているん

ですか。

【長尾グループリーダー】 断層、いろいろ先ほど環境チームのほうからのお話では、

浸透性についてどうかと。つまり、断層があるとそこが水道になって、海水を引くんじゃ

ないかというふうな考え方もありますので、そこの浸透性がどうかというようなときに、

モデルを使ってちゃんと予測の中に入れないというのもありますし、もう一つは、断層が

ありますと、そこは弱性、力学的には弱い部分になる可能性があって、すると、生産に伴

って地層変形が起きて、断層のところで大きく変形する可能性があるということで、こう

いうモデルを考えさせていただいています。

【東委員】 何を言いたかったかというと、佐伯グループリーダーが６ページのところ

で同じように堆積モデルで、実は結構おもしろかったんですけれども、ケース２のところ

で、チャネルみたいにして、ある非常に堆積の砂の形状が偏った、そういうようなところ

でメタンの濃縮率が非常にいいんだということと、ここの問題というのはどういうふうに

かんでくるのか。何かかんでくるんだろうと僕は思ってずっと考えていたんだけれども、

基本的に断層トラップみたいなものを考えていれば、それであれば、ケース１の精度、研

究成果を見ればいいわけで、何を言いたいかというと、お互いの中でもうそろそろいろい

ろなデータが出始めているので、現場になるだろうからわからないけど、担当の人たちが

よく話をしないと、意外に近しいところを検討しているんだけど、それをリーダーまで上

げちゃうと、それが離れてしまっていて、何か違ったようになって見える。ほんとうは現

場は非常に近いところまで来ている。

【長尾グループリーダー】 すみません。そこでは多分私どものほうの説明不足、特に

私の説明不足だったかと思うんですけれども、この解析をやっている産総研の研究者のほ

うの成果としては、佐伯グループリーダーのほうにも入っていただいて、そういう部分で
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のディスカッションもさせていただいています。ただ、生産手法の今の断層の浸透性とか

という部分は生産手法の問題点と考えているのでお話しさせていただいていますけれども、

南海トラフ領域のこういうところをやっているところでは、お互いディスカッションさせ

ていただいて、その成果をこちらのほうでも使っていただいていますし、もちろんこちら

のほうでそういうことがあれば、こちらのほうでそういう計算をするというようなことを

考えさせていただいています。

【東委員】 先ほど座長のほうからも説明があったんですけれども、やっぱりいろいろ

なやったことをうまく蓄積して効果的に使えということがあったと思うんですけど、これ

なんか一つの例なのかもしれないなと僕は思っていて、ずっと考えていたんだけどね。や

っぱりもう少し現場の人たちがうまく壁をなくして、自由に話をすれば、さらにいいもの

が出てくるかもしれないんだけれども、それを上の目的のところで吸い上げようとするか

ら、ちょっとその辺のところが離れてしまうんじゃないかというのがちょっと心配して、

意見として述べさせていただいているんですけど。

【佐伯グループリーダー】 基本的には東先生のおっしゃっていることに大分近しいや

り方で進めており、いつも各分野の専門家が直接データをやりとりしながらディスカッシ

ョンをしております。ご指摘の観点に関しては、各砂層をどこまで細分化するなどスケー

ルオーダーの違い等から、まだ検討の余地はあると思いますけれども、基本的にディスカ

ッションを繰り返して、お互いのこれまでの成果をうまく利用しております。

【佐藤座長】 貴重なご指摘ありがとうございました。そうしているということですの

で、リマインドだと思って。

【佐伯グループリーダー】 テーマを絞るなど別の形でプレゼンをする機会をいただけ

れば、ご理解いただけるものと思います。

【佐藤座長】 今後ともそういう姿勢でよろしくお願いいたします。

【藤田委員】 長尾グループリーダーの報告に関して、海の上での生産テスト、興味あ

るのは生産シミュレータ、これをどうやってあの地域のＭＨ貯留層を疑似モデル化できる

かという研究は非常に興味津々なのですね。そのためにはあの地域の地質の、佐伯さんの

ところでつくったガスインプレス、それを今の段階でシミュレータ、何ですか、ＭＨ２１

－ＨＹＤＲＥＳね。これで一応つくってあるんですね。モデルのイニタリゼーション作業

はどう？

【長尾グループリーダー】 はい。
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【藤田委員】 作ってありますね。オーケー。そこのところに今井戸を掘っていますね。

生産井も仮想状態でやっぱりできるだけ早いうちにランしてみてほしい。つまり、モデル

のイニシャリゼーションをまずしっかりする。それから、それなりの当初のモデルではガ

スインプレスがぴったり合っているモデルでしょう。ただ、貯留層物性のディストリビュ

ーションは垂直方向以外周囲は何もよくわからない段階です。これは地質グループが作っ

た地質モデルに基づいてシミュレータモデルを作ってあるわけです。それでランをして、

それで実際の長期のフローテストで得られた生産データでもってモデルランを行いながら

ヒストリーマッチングをしていくわけです。ですから、私は来年の仕事というのはこのシ

ミュレーションモデルに集中ですよ。ですから、地層の地質解析も非常に重要だし、それ

は長尾さんの専門で、今いい機械も入ってきてやっておられると思うんですけどね。メー

ンのところはそのシミュレータ、それを早目に、まだ生産のデータがない今から仮想計算

を行いその計算結果の中間結果を早目に見せていただきたいと思います。このようなモデ

ルで今考えていますよという。それで、イニシャリゼーションですから、仮想な計算なの

ですが、大まかでいいんですけれど今度のテスト対象地域ではどのオーダーのガス生産量

が妥当なのか試行錯誤しておくべきだと思いますが。今ここを見たら、日産１,０００立米

ですか、ちょっと数字があったんですけど、そんな小さい話じゃないわけでしょう。

【長尾グループリーダー】 それはアラスカの話です。

【藤田委員】 そうですね。その辺のところも、私は強く言いたいのはモデルを事前に

動かすと。これは夢のような話です、まだ。実際は井戸を掘ってこれから生産レートがし

っかり出て、圧力も出て、温度も出てということで、それでマッチングしていくわけです

から。早くから準備をしておいてほしいという問題提起です。

【長尾グループリーダー】 先ほどの図で言いますと分解挙動予測ということで、実は

モデルをつくって、今回のも海産試験値でこういう減圧をした場合、どういうふうに分解

がいって……。いろいろなケースがあります。いろいろな条件、どういうふうな生産条件

にしたかによって数値は変わるんですけれども、ガスの生産量がどれぐらいとれるかとい

うことはもちろん計算させていただいて、情報は共有させていただきます。ただ、ここで

問題になりますのは……。

【藤田委員】 気になるのは地層の浸透率の垂直分布のデータです。その辺をどんなふ

うに貴方方はお考えですか。

【長尾グループリーダー】 それでそのためにも、先ほど山本グループリーダーのほう
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からもありましたけれども、６月に、検層はもうとれています。なので、コアリングをし

て、そこのところの浸透率がどうかということをコアからもしっかり確認をした上で、こ

のモデルを最終版という形じゃないですけれども、つくって、それで、確度の高い生産挙

動を出すというのが、多分生産手法のうちの……。

【藤田委員】 それ、増田先生がおられるから大丈夫だと思っていますけど、先生、大

丈夫ですか？

【増田プロジェクトリーダー】 大丈夫です。

【藤田委員】 その辺、ちょっとコメント頂けますか。

【増田プロジェクトリーダー】 ４ページの貯留層モデルは、資料ではフレームモデル

の形で表示されていますが、実際にはメタンハイドレートの分布や浸透率の分布の入った

形で計算を行っています。ただ、まだ今までの検層データをもとに初期のモデルがつくら

れているので、今回得られた検層データとこれから取得するコアの分析、それらの結果を

取り入れたモデルで計算した結果を、試験前には詳細な形で報告できると思います。大丈

夫です。

【長尾グループリーダー】 多分藤田先生の質問に対して簡単に言うのであれば……。

【藤田委員】 そうそう。できるだけ海上生産テストの対象地域のプロトタイプモデル

がどういうイメージになっているのか。モデルの予備計算結果をこの場でお見せしてもら

いたいということです。

【長尾グループリーダー】 順次やっております。ただ、まだ確度の高いデータではな

いので、今後確度の高いデータをとってお示ししたいと思います。そういうことで。

【藤田委員】 それではこの検討会で期待して待っております。

【小野崎委員】 長尾さんの８ページのところに生産障害対策と抑制技術の開発とある

んですけれども、この生産障害というのはいわゆるグラベルパックのところの目詰まりと

いうのか、あるいは層全体の詰まってくる……。

【長尾グループリーダー】 これについては商業規模に向けた基盤技術の開発の一環と

してやらせていただいていまして、もちろんグラベルパック自体はそういう出砂とか、細

粒砂の移流を軽減させるという目的でもグラベルパックを入れるという、今回の海産試験

に限ってはなんですけれども、通常の商業化の場合、ケーシングを入れたりとか、そうい

う場合で、地層の中に、井戸の地層側のほうに細粒砂の詰まりが起きる。それを除去する

ために、どういうふうに詰まっていくかというモデルが上の図で、下の図はそれに超音波
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を当てればどれだけとれるかということで、外側です。井戸の外です。

【小野崎委員】 層全体という意味ではなくて、あくまでグラベルパックの外側の部分

だけということの理解でよろしいですね。

【長尾グループリーダー】 はい。

【小野崎委員】 これが最終的な何かネックになるようなことはないんでしょうかね。

その辺がちょっと心配なんです。

【長尾グループリーダー】 何に対してでしょう。商業規模ですと、多分１年、２年に

なれば、こういうことで浸透率が下がってくるということは起こり得ると思います。そう

いう意味では、各グループで目的はいろいろあると思うんですけれども、長期の陸上産出

試験でそういう生産障害がどういうふうに起きるか、つまり、こういう細粒砂でスキンが

できるとか、そういうところの検証というのも一つ生産手法側としては大きなテーマとい

うふうに考えています。

【小野崎委員】 わかりました。

【松永委員】 同じシミュレーションのところで、多分生産のほうで最初にガスの生産

が出てきたときのこの辺が一番注目を集めるところになると思うんですけれども、この辺

でいって、１２ページの辺で、坑井の健全性の評価との兼ね合いの辺で、多分さっきのグ

ラベルパックも同じ話なんですけど、坑井周辺の状況変化というのが一番きいてくるので、

そこの辺、あれですよね。１２ページのようなところの条件をいろいろ変えたところで、

いわばマッチング用のデータを先にとって……。

【長尾グループリーダー】 感度解析という意味ではいろいろさせていただいています。

【松永委員】 感度解析をどの程度やるかというところが一番きいてくる。あとはその

前の大型シミュレータというか、９ページのところの室内の大型試験装置がせっかくある

ので、これだと時間を見てみればいいんですけど、分と時間という単位ぐらいのオーダー

の違いがうまくシミュレーションでマッチングできる精度でとれるので、その辺の感度解

析をデータをとってやられたらいいのではないかなというところが一番大きな……。前回

指摘したように、多分、粘弾性と弾塑性の辺を使うことで、相当井戸の周りの応力が違っ

てくる話になると思うので、特に大型室内試験のほうで少しその辺が実験できると思うの

で、その辺のチェックだけは早目にやっていただければと思います。

【長尾グループリーダー】 前回もそういうご指摘をいただいていますので、内部のほ

うでも少し地層変形について大型装置で扱えるような考えは少しディスカッションさせて
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いただいていますので。ありがとうございます。

【木村委員】 またシミュレーション関係のところで申しわけございません。今回大型

の室内試験装置を開発されて、それでシミュレーションで予測されていた、ガス生産量が

増大していくというところ、促進試験をされていますけれども、同じような傾向が出てき

たというところは非常に大きな成果じゃないかなと私は思います。

それで、１点質問なんですけれども、ガス量が上がっていった場合ですけど、この砂層

の中のガス飽和率は大体どの程度のオーダーぐらいになっていると現時点で評価されてい

るのかということと、あと、この計算結果では生産量が増えた後、急激にディクラインし

ていますね。これはおそらく砂層の中でガス飽和率が低下していくと思うんですけどもね。

その辺は理由としては再ハイドレート化が起きているのか。その辺のことをちょっと教え

ていただければと思います。

【長尾グループリーダー】 まず１番目のご質問なんですが、すみません。数値を私、

今出てないので、終わってから事務局を通してご連絡ということで、ガスの量については

よろしく。

そちらの試験の急激な下がりは、そういう意味ではなくて、大型装置の真ん中の井戸か

らずっと減圧が進んで、最後のほうまでハイドレートが全部分解してしまったので、あと

は残りが残っているという状況なので、ガスの生産が終わったということで、そういうこ

とが起きているわけではありません。

【木村委員】 ちょっとよろしいでしょうか。シミュレーションでやられたときはある

程度大きなモデルで、大きな領域をとられてやっていると思うんですけれども、その場合

もガス生産量が増大した後、減退していくというような傾向が出ていたんじゃないかと思

うんですけれども……。

【長尾グループリーダー】 そうですね。

【木村委員】 その辺の原因はどうなんでしょうかね。

【長尾グループリーダー】 それもまさしく同じです。分解領域がだんだん広がってい

って、ガスの量が増えてきますけれども、だんだん遠くなるといって、あとは地層温度が

どんどん下がってきますので、こういうふうに、こちらで言うと、図の中で、フィールド

はいろいろ実際のモデルではないですけど、７ページ目の上の図の青い線、これが積算量

ですけれども、こういう挙動。微分すると、レートになりますけれども、増えてから減る。

減るということは一定量になるということですので、それがそういう考え方で解釈されて
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います。

【木村委員】 わかりました。ありがとうございます。

【森田委員】 すみません。同じく生産性の増進技術の件なんですけれども、ここでは

強減圧法とＣＯ２ハイドレート生成熱、両方、グラフで示されていますけれども、同じグ

ラフでプロットするというのは可能なんでしょうか。非常に下のほうのグラフを見ますと

瞬間的に温度が上がっていて、結構生産性が上がるような感じが一瞬受け取れるんですけ

れども、上のほうの増進回収技術での生産量と同じようなグラフでプロットしていって、

両方の優劣というのを比較するということは可能なんでしょうか。

【長尾グループリーダー】 ここもまた私、ちょっと早口でご説明してしまったもので、

増進回収法にはいろいろな考え方があります。上については、フィールドでずっと生産し

ていくと、どうしてもハイドレートの分解によって貯留層の温度が下がってとり切れない

ハイドレートというのが残ります。それによって、こういうふうに青線で示しているよう

に何時間とっても、だんだん生産量が上がってこない。ところが、それをある条件で氷を

つくってあげると、その氷の持っている顕熱とか潜熱を使って、とり残した分をとれるよ

うになるという増進法です。それを示したと。下は、同じくハイドレートが分解して温度

が低下してしまうんですけれども、それをＣＯ２ハイドレートをわざわざつくって温度を

戻してあげようと。ハイドレートができるときには生成するものですから、生成熱を使っ

て地層の温度を戻してあげることによって生産量をもとに戻してあげようということで、

ちょっと１つの中に入れられないんですが、最近ＣＯ２圧入のシミュレーションをＭＨ２

１－ＨＹＤＲＥＳのほうに、増田先生のほうが導入していただいていますので、将来的に

はこういうものを、この上の地層モデルにＣＯ２を圧入したときにどうなるかという計算

はできるんですけど、ここには紹介していないんですけれども、そういうモデルを今つく

られたところですので、将来的には、来年度か、もしできればつくりたいと思います。

【森田委員】 ありがとうございます。

【藤田委員】 時間があるようですから。藤田でございますが。１つ、私ずっと考えて

いたのですけれども、皆さんが研究を重ねて、減圧法が一番効果的であろうということで、

今減圧法でフェーズ２をやるのは、私も大賛成して進めているわけです。しかし、ただし、

もう一度、もしフェーズ２のヒストリーマッチングも終わって、このモデルができたら、

これをこの地域において加熱法で生産テストモデル計算を行った場合、回収率はどうなる

かというのを是非最後の段階で計算してみてほしいんです。これはモデル上の話になりま
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すけどもね。ただし、この地域において減圧法の生産フローでマッチングしたんですから。

それなりに検証した訳で、それがいかにどうなのか興味がある研究論文がでると思います。

もちろん経済問題を入れてどちらがいいかというのは、これは将来やるわけです。しかし、

今、非常にテクノロジカルな段階でこれがどう違うのか。回収率とか。それからレートを

上げられるのかどうか。重要なことですよ。高レート短期回収をして、回収率が少なくな

ろうが、現在のようなガスを急場しのぎで使ってあげようということができるためには加

熱法がいいのかもしれないとか、いろいろな視点から取り組んで欲しいと思います。それ

に私は今のうちにちょっと言っておきたいなということがもう１点。

それから、佐伯さんのところに一言。きょう、私は非常に感銘しているのは、あなたの

メタンハイドレートシステムの検討というのが、きょう初めて聞いているんですが、すご

いチャレンジだと思います。ＭＨ生成システムということで、要するに、炭化水素資源の

成因論はものすごく重要な分野だと私はこの人生で思っています。それを、このメタンハ

イドレートにおいてはぜひ成因論という問題から、この石油システムモデル──これ、石

油システムになるようにメタンハイドレートシステムとおっしゃっているんだと思うんで

すけど、そういうものが世の中にプロポーズできたら、これはすごいことだと思っていま

す。したがって、これは大賛成で、ぜひ佐伯さんに進めていただきたいなというのが私の

お願いね。そういうことです。どうもありがとうございました。

【宮本委員】 こういうことをお聞きしていいのか迷っていたんですけれども、先ほど

藤田先生からシミュレーションを行ってどれぐらいの生産レートになるかという予測をす

るというお話がありました。来年度の全体の評価としまして、実際に掘って生産されるわ

けですので、そのシミュレーションの結果がある程度全体を評価するベースライン的なも

のになると考えれば良いのでしょうか。ここにおられる皆さんにお聞きしたいんですけれ

ども、多分この前のカナダでの陸上産出試験のときにも、出砂の話とか、氷の再生成です

とかいろいろな問題が出てきて、シミュレーションとは少し違う結果になった部分があっ

たと思います。今回、シミュレーションの結果をベースに考えるべきなのかどうかという

ことは、我々がどのように見ているかという１つの視点になると思うんですが、その辺の

確認なのですが。

【藤田委員】 例えば私に質問しているんだったら言いますよ。私じゃなくて、やっぱ

りプロジェクトリーダー。

【佐藤座長】 じゃ、増田先生からお答えいただいて、後で委員の皆さんに。
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【増田プロジェクトリーダー】 今の質問に対する答えになるかはわかりませんが、第

１回の海洋産出試験の目的と第２回の海洋産出試験の目的が違うところは認識していただ

きたいと思います。今回の第１回目のでは、まず減圧法が正しく効くかどうか、それで実

際にシミュレーションで予想しているとおりにガスが出るか、それから坑内機器や海洋作

業等もかなり複雑なので、しっかり予定どおり機器を設置できるか。これらの確認という

のが一番大きな目的になっています。生産期間は１週間から３週間程度と限られますので、

完全なシミュレータとのマッチングまでは踏み込めない──ヒストリーマッチングは行い

ますが、回収率がどのくらいになるかといったところまでは踏み込めない。ただし、今回

の試験では、モニタリング井でデータがとれますし、シミュレーションで予測した結果が

色々なパラメータを調整することによって信頼性が高まります。そうすると、第２回目の

試験で、ガスの生産レートの目標をどのくらいにするかにもよると思いますが、例えば１

日当たり数万立方メートルを生産するという目標を設定した場合には、どのような生産方

法で行うとどのくらい分解できるのか、いうような予測がシミュレータでできますので、

それを反映した形で第２回の海洋産出試験を長期で１カ月以上行って開発可能性を検討す

る、このような方針になっています。

【藤田委員】 私は一言言いたいのです。宮本さん、ものすごくよい質問なんだけど、

ものすごく私たちもよく理解していただきたい。私の委員としての意見なのですけど。こ

れはあくまでも最初の実験的な現場におけるパイロットテストなのですよ。なぜならば、

１本の井戸で、それからその前をちょっと、その周りに２つ３つの。そういうようなもの

で、まず私たちがつくった、世界で初めてつくったシミュレーションモデルをヒストリー

マッチングして、このモデルのクオリティーを上げようということ。でも、できたら、そ

れは渥美丘陵の１本の井戸におけるそのエリアの話ですから。こんなもので商業化をどう

して結論的に言えますかということを私は強く言いたい。これはあくまでもパイロットの

パイロットということなのですが、その後着実にステップアップしてきています。これが

うまくできたら経済問題とか、回収率の問題の目安やオーダー的なものがつかめるかもし

れない。数十％あると思ったら、数％しかとれなかったとか、いろいろなオーダー的なも

のは出る。どうなるかわかりませんが。これは世界が注目していると思います。ですから、

地道にしっかりとやってみたいですね。つまり無資源国日本に神が与えた試練かもしれま

せん。着実に進めて欲しいです。そろそろ「商業化に向かって」という言葉があちこちに

ありますが、こういうことだと私は思っています。これでもってフェーズ２が終わって、
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３も終わって、商業化、ゴーかどうか、決断を言えといったら、私は委員を辞退させてい

ただきますというほど、ものすごく不可能と誰もが言っているＭＨを資源化する難しい話

だと思います。委員長、最後にまとめることを残しておきますけれども、多分資源開発、

フロンティア分野ですよね。委員長が今東大センター長をやっている。フロンティアセン

ターの任務であると思っています。

【東委員】 僕は別の観点で申し上げたいんですけれども、例えば今、地震のシミュレ

ーションを同じようにしていて、同じようにいろいろなものをはかっております。彼らは

今一生懸命何をやっているか。データ同化をやっているんですね。つまり、シミュレーシ

ョンというのは現実のものじゃないんですよ。架空のもので、つくりたいようにつくった

ものがシミュレーションであって、それを現実のものに近づけるために実験をやったり、

観測をやったり、こういうことをやったり、それをなるべく現実のものに、リアルなもの

に近づけていくという努力を今一生懸命やっている。私の理解は、このデータ同化を深化

させるために行われているというふうに思っているんですけれども、そういうプロセスを

経ない限り、シミュレーションというのはあくまでも都合のいいようにパラメータを入れ

て、都合のいいようにということを言われかねないわけですね。もう少し検討しないと、

これがほんとうなのかどうかというのはわからないし、普通に他の皆さんがやっているこ

とであって、何だ、おまえのところはできていないのかと誤解されると僕は理解していま

す。

【佐藤座長】 ありがとうございます。

私がシミュレーションについて申し上げたいのは、シミュレーションをクリスタルボー

ルと勘違いされる方が多いですが、それは大変な間違いであって、シミュレーションとシ

ミュレーションモデルは明確に区別すべきだということです。こちらの研究グループでや

られているのはシミュレーションモデルを精緻に組み立てるということです。モデルはそ

ういうふうにできているわけですけれども、シミュレーションというのはモデルプラスデ

ータ、東委員も今おっしゃっていたようなことで、データがあって初めてシミュレーショ

ンの結果が出るわけですので、シミュレーションでこうなったというのは、解釈としては

このデータを入れたらこういう結果が出たという、ただそれだけのことであって、何も未

来を予測しているわけではない。我々が努力しているのは、それが未来の予測に近づくよ

うにシミュレーションモデルも精緻化するし、データも正しいデータを取得するというこ

とですシミュレーションモデルと、シミュレーションもしくはシミュレーションスタディ
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ーとを区別した認識で見ていかなければ、間違った解釈になってしまうのかなと思います。

ほかに何か全体を通して、きょうご説明いただきました５件に全体を通してで結構です

が、何かございましたら。よろしいでしょうか。

奇跡的に時間内に終わりそうなので、大変ご協力ありがとうございました。

それでは、平成２３年度事業報告並びに平成２４年度事業計画につきましてご承認いた

だけますでしょうか。

（「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。

最後（４）その他です。事務局のほうから何かございましたらお願いいたします。

【事務局（上條）】 本日は活発なご議論、ありがとうございました。２４年度はいよい

よ海産試験の本番である、非常に重要な節目の年になろうかと思います。委員の皆様にお

かれましては、さらにご協力を賜ることになろうと思いますので、どうかよろしくお願い

したいと思います。

私のほうから１点ご報告ということで、経済産業省で中間評価というのをやってござい

まして、これはこのメタンハイドレートのプロジェクトもそうですが、技術開発の効率化、

活性化を図り、国民に対して説明責任を果たすために技術評価指針というものを定めてお

りまして、これに基づきまして技術開発の評価を実施しております。このメタンハイドレ

ートのプロジェクトにつきましてもフェーズ１のときに１度評価を受けております。その

評価を受けてフェーズ２に移行するということで、現在フェーズ２が始まって３年目にな

っております。３年ごとに中間評価を行うという規定になってございまして、本年度１月

から２月にかけまして、２回、中間評価検討会を開催させていただきました。ここで評価

報告書の素案を作成していただきまして、これを産業構造審議会の評価小委員会というと

ころがございますけれども、ここに付議して評価を受けさせていただきました。

評価結果につきましては、今最終的な結果を待っている状況でございますので、本日、

資料としては配付はできませんが、結果が公表され次第、この開発実施検討会の委員の皆

様にもお知らせをしたいというふうに思ってございますので、どうかよろしくお願いした

いと思います。いずれにしましても私ども経済産業省といたしましても、このプロジェク

ト、何としても成功させるべく引き続き努力してまいりたいと思っていますので、どうか

よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。
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【佐藤座長】 ありがとうございました。

それでは、本日はこれにて閉会したいと思います。長時間どうもありがとうございまし

た。

―― 了 ――


