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１，第１回海洋産出試験の目的（再確認）

○平成13年7月に、経済産業省から「我が国におけるメタンハイドレート開発計画」を発表。1回目の海洋
産出試験については、メタンガスの生産挙動等の把握、坑井安定化技術の有効性評価等を行うと記
載。

○平成22年10月に開催された第18回メタンハイドレート開発実施検討会において、第1回メタンハイド
レート海洋産出試験の3つの目的を設定。

＜第1回メタンハイドレート海洋産出試験の目的＞

目的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

・日本周辺海域において、（カナダでの陸上産出試験で有効性が確認された）減圧法により、
メタンハイドレートからガスを生産できるかどうかについて確認する
・海洋坑井の生産性（減圧法による短期的なガス生産量）を確認する

目的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

・減圧法を海底下の比較的浅い深度に適用させるための技術を実証する

目的３：海洋におけるメタンハイドレートの分解挙動及び環境影響評価に情報・知見を与える
モニタリング技術の適用・実証

・坑内及び海底面に設置したモニタリング装置によるメタンハイドレート分解と環境影響のモ
ニタリング

これらの目的が達成されたのか。
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２，第１回海洋産出試験の作業概要（再確認）
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２，第１回海洋産出試験の作業概要（再確認）

○作業の経緯（フローテスト開始前まで）

・平成25年1月27日 ちきゅう清水港出港

・1月28日 海洋試験海域にて準備作業を開始（傭船開始）

・2月17日 生産井の仕上げ作業開始

・2月24日 生産井にてメタンハイドレート層の掘削を開始

・3月 3日 グラベルパック完了

・3月12日 坑内編成降下終了・パッカーセット

AM 5:40頃 ガス生産実験を開始（減圧を開始）

＜船上におけるガス・生産水の処理工程＞

生産流体

チョークライン
（生産水）

掘削管
（ガス）

チョークライン
を上がってきた水

掘削管内を
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緊急遮断弁 サンドフィルター セパレーター
流量計 タンク

緊急遮断弁 セパレーター

流量計

流量計 バーナー

流量計

水処理装置
・シェーカー
・デガッサー
・セントリフュージ 等

タンク 水質分析
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○作業の経緯（フローテスト－ガス生産実験終了①）

・3月12日
AM 5:40頃 ガス生産実験を開始（ポンプの回転数を上げ、減圧を開始）。

AM 9:40頃 船上のガストレインのセパレータ圧力が上昇。フレアラインへのフロー開始。

AM 10:00頃 ガストレインにてフレア着火。 → 継続的にガス・水生産を実施。

・3月18日
AM 4:05頃 ポンプに負荷が増加したため、回転数を保つために必要な電力量が増加。ポ

ンプに発熱の可能性が生じたため安全装置が作動。ポンプの回転数が減少し、
坑底付近の圧力は4.5MPaから10MPaにまで上昇。ガス生産量が減少。

AM 4:15頃 船上の水トレインのサンドフィルターで出砂を確認。ポンプの回転数は正常の

状態に復帰するものの、水生産量増加のため再度減圧することが不可能な状
態。水と共に砂も継続的に産出され、サンドフィルターが閉塞。

AM 4:45頃 船上の生産水タンクにも砂が混入。バイパス処理を行い、生産水を水処理装
置に直接送付。その後、水処理施設の周囲で可燃性ガスを検知。ポンプ、BOP
等の内部を砂で埋めることにならないよう、ポンプの運転を継続。

２，第１回海洋産出試験の作業概要（再確認）
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○作業の経緯（フローテスト－ガス生産実験終了）②

・3月18日
AM  9:20頃 ポンプより上部のガス・砂を除去する作業を開始（ガスラインに水を圧入し、

坑内を循環）。徐々にポンプの回転数を下げる。

PM   3:00頃 除去作業を終了。翌AM2:00まで荒天待機。

２，第１回海洋産出試験の作業概要（再確認）

＜水トレインで確認された砂＞ ＜砂に覆われたフィルター＞

（１）ガス生産が正常に行えていない
（２）早期のガス生産再開が困難
（３）天候の悪化 等

予定を繰り上げ、約6日間で
ガス生産実験を終了することを決定
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２，第１回海洋産出試験の作業概要（再確認）

○作業の経緯（ガス生産実験終了～環境モニタリング装置の撤去）

・3月18日 ガス生産実験終了

・3月26日 MC井検層作業

・3月27日 MC井仮廃坑作業

・3月30日 P井廃坑作業完了

・4月1日 清水港到着（平成24年度現場作業の終了）

・4月17日～4月30日 ガス生産実験後の物理探査モニタリング①

・7月31日～8月14日
MT1井廃坑作業

MT1井・MC井の地層温度計データ収録装置の回収

（平成24年3月以降、1年5ヶ月分のデータを回収）

MC井検層作業及び廃坑作業

P井近傍に新たに2坑（LWD1井/LWD2井）を掘削（ LWD検層とワイヤーライン検
層を実施）・廃坑作業 （分解範囲、出砂等に関するデータ入手のため）

・8月24日～9月2日 ガス生産実験後の物理探査モニタリング②

・10月末 環境モニタリング装置（地層変形モニタリング8台・総合環境モニタリング5台）を

回収 → データ解析中
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３，第１回海洋産出試験で取得した主なデータ

○主なデータ

①生産された水・ガスの生産レート（船上で計測）

②生産された水・ガスのサンプル

→ガス組成・炭素同位体比・水中の塩素濃度等を分析

③生産井坑内の温度・圧力データ

→リアルタイムセンサーの断線などで一部欠測

④モニタリング坑井での温度データ

→P井から25‐30m離れたモニタリング井の特定深度で、最大0.5℃程度の温度低下を確認

→メタンハイドレート分解の広がり及び分解した深度を確認

⑤モニタリング坑井での検層データ

→中性子捕獲断面積などに、試験前後で変化を確認（さらに解析中）

⑥追加坑井での検層データ

→今年8月にデータ取得、解析中

⑦４成分地震探査データ

→試験の前後及び今年8月にデータ取得、解析中

⑧環境モニタリングデータ

→今年10月末に装置を海底から回収、データ解析中
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○ガス・水の生産量【確定値】

３，第１回海洋産出試験で取得した主なデータ

（１）累計ガス生産量 ： 約119,000m3 （大気圧下）
（２）累計水生産量 ： 約 1,245m3

ガス生産レート（m3/日（30分平均））

水生産レート （m3/日（60分平均））

ポンプ吸引口圧力 （1,184m地点）※
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４，第１回海洋産出試験の成果と目的の達成度①

目的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

①日本周辺海域において、（カナダでの陸上産出試験で有効性が確認された）減圧法によ
りメタンハイドレートからガスを生産できるかどうかについて確認する

②海洋坑井の生産性（減圧法による短期的なガス生産量）を確認する

＜達成内容＞
①日本周辺海域での減圧法によるガス生産の確認
ⅰ）減圧を達成し、メタンハイドレートを分解させ、ガスを生産した。

・物理検層データの試験前後の比較や地層温度計から、分解を確認。また、分解は特定の地層で卓越的に生じ
ていることを確認。

・生産水の塩素濃度が予想よりも高かったが、もともと塩素濃度が高い層が存在し、主にこの層から水を生産した
ためと考えられる（コア、検層、シミュレーション結果より）。

②海洋坑井の生産性（減圧法による短期的なガス生産量）の確認
ⅱ）約6日間にわたって、約20,000m3/日（大気圧下）のほぼ定常的なガスの生産が計測さ

れた。

＜主な課題＞

・事前に実施したシミュレーションと比較し、ガス生産量が多く、水生産量は少ない結果となっ
た。このため、地層中で発生した現象のより正確な理解が必要。

・今回把握した技術データ等を踏まえ、生産量の増加や長期安定生産に向けた更なる技術
開発が必要。
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４，第１回海洋産出試験の成果と目的の達成度②

目的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

①減圧法を海底下の比較的浅い深度に適用させるための技術を実証する

＜達成内容＞
①減圧法を海底下の比較的浅い深度に適用させるための技術を実証する。
ⅰ）懸念されていた、セメント・地層間隔離の問題は生じず、減圧を実現。

ⅱ）一部、電源・計装系ケーブルの問題から動作しない機器（ヒーター・リアルタイムセン
サー等）があったものの、減圧の実施に必要な機器は有効に機能。

＜主な課題＞

・出砂対策装置（グラベルパック）は、実験初期の数日間は有効に機能。しかし、6日目には
機能喪失したことから、長期間の減圧に耐えうる技術の改善や開発が必要 。
・ 地層温度計データ等から出砂が発生した深度を推定。

・ スクリーンが破壊された可能性が低いこと等から、流速・堆積物からの応力等によりグラベルサンドが移動したこ
とが原因と考えられるが、その他の可能性についても検証中。

・坑内機器の編成が複雑であり、オペレーション上のリスクが高いことから、簡素な設計が必
要。

・坑井内におけるガス・水分離が想定通りに行えなかったことから、原因究明と対策が必要。

・今回の試験は、「減圧法」の適用が可能か否かを技術的検証することを主目的として実施
したが、今後は、生産コストを飛躍的に低減する技術開発等を実施する事が必要。
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４，第１回海洋産出試験の成果と目的の達成度③

目的３：海洋におけるメタンハイドレートの分解挙動及び環境影響評価に情報・知見を与え
るモニタリング技術の適用・実証

①坑内及び海底面に設置したモニタリング装置によるメタンハイドレート分解と環境影響の
モニタリング

＜達成内容＞
①坑内及び海底面に設置したモニタリング装置によるメタンハイドレート分解と環境影響のモニタリング
→ 坑内に設置した地層温度計、検層によるモニタリング等は、メタンハイドレート分解のモニタリング

手法として有効に機能。
→ 4成分地震探査、環境モニタリング（地層変形モニタリング・総合環境モニタリング）について、デー

タの取得を完了。

＜主な課題＞
・4成分地震探査、環境モニタリング（地層変形モニタリング・総合環境モニタリング）で取得
データの解析・評価が必要。

・より長期の海洋産出試験の実施に向けて、事前・事後を含めた環境への影響評価に取り
組むことが必要。
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５，第１回海洋産出試験のまとめ

・ただし、同時に以下の課題も確認・存在し、今後集中的な対応が必要。

① 長期・安定的なガス生産に必要な技術開発
・ 出砂等の生産障害対策に関する技術開発
・ 地層中の現象をより正確に理解するためのシミュレーション精度の向上

② 生産コストを飛躍的に引き下げる技術開発
・ 生産に必要な機器の低コスト化と編成の簡素化（海上設備を含む）

③ 長期生産を実施する際の環境面への影響把握
・ 取得したデータの解析及び評価

・ 継続的な海域環境調査の実施 等

①海洋での「減圧法」によるガス生産を確認し、

②今後の技術開発等に必要となる技術データを収集しており、

第1回メタンハイドレート海洋産出試験の目的は概ね達成。


