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１．第１回海洋産出試験の目的

【背景】

○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の実施内容

→海底坑井の生産挙動等の把握

→坑井安定化技術の有効性評価等

○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、より具体化した

「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。

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
・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
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○ガス・水の生産量【確定値】

２．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）※

※海面からの深度
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３．第１回海洋産出試験の成果と課題の概要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
 日本周辺海域における減圧法によるメタンハイドレートからのガス生産可否の確認
 海洋の坑井の生産性（減圧法による短期的なガス生産量）の確認

＜達成内容と課題・問題点＞
【達成】

ⅰ）減圧を達成し、メタンハイドレートを分解させ、ガス生産を実現した。
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を計測。

【試験を踏まえ提起された課題・問題点】（ガス生産はできたが、その現象の十分な把握が課題）
ⅰ）［生産挙動確認］事前に実施したシミュレーションとの比較し、「ガス生産が多く、水生産量が少ない」という試験結果。生産性の推定（生産量、生

産期間）等の確度向上には、より正確に地層内の現象を把握する技術、手法（シミュレーション技術）の開発が不可欠。

＜課題・問題点の解決に向けたこれまでの取組みの状況（ポイント）＞
１．メタンハイドレートが存在する地層の詳細地質モデル再検討（貯留層モデル再構築）

・試験地点周囲の追加的に取得した坑井検層データや、採取した圧力コアサンプル（実サンプル）の解析結果を用いて試験エリア（第２渥美海丘）
の貯留層モデル再検討（砂泥互層からなる地層毎のハイドレート飽和率、浸透率、地層温度等を補正）。

２．再構築したモデルによる生産挙動再現の試み（実測された生産挙動の再現実験）
・再検討して再構築された貯留層モデルに対し、生産シミュレーションを実施。海洋産出試験の各種観測データ（ガス、水の生産挙動、温度変化）
とのクロスチェック。

・シミュレーション結果が実際に観測された生産挙動を良好に再現するまで、「モデル再検討→シミュレーション」の作業を徹底的に繰り返し。

【現在の状況】
［生産挙動確認］ガス、水生産、ハイドレートの分解域について観測結果をほぼ再現する貯留層モデルを確定

＜次回海洋産出試験等にて検証すべき事項＞
・事前の生産予測・評価への適用（実測値との対比が必要）
・坑井配置など試験計画策定への反映
・より長期の生産を行う上で予測される生産障害の影響評価（実測値との対比が必要） 等
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• 再構築した貯留層モデルを用いたヒス
トリーマッチングから、ガス・水生産レー
ト、ハイドレート分解域について観測結
果をほぼ再現→より適切な貯留層モデ
ルの構築

• 数値シミュレーション上は1年後に日量
約8万立方mに増加するとの結果

３．１）【貯留層評価と生産挙動の確認】（減圧法によるガス生産の確認と生産性の把握）

第１回海洋産出試験の結果
＜達成＞ ガス生産を確認（減圧後ガス生産を確認し船上で燃焼）し約6日間にわたって日量約2万立方mを生産
＜課題＞ 生産実験前の事前予測と比べ、ガス生産量は多め（反対に水生産量は少なめ）の結果

step0：事前予測貯留層モデルによる検討
既往研究に基づく検層解釈や基礎試錐データを用いた事前予測モデルによる評価

→ガス生産量は多め（反対に水生産量は少なめ）の結果

①詳細地質モデルの再検討（貯留層モデルの再構築）
１） 追加坑井検層データなどを用いたモデルの再検討
２） 取得した圧力コアサンプルの解析結果適用

圧力コアサンプル
（実物の貯留層情報の情報）

step3：坑井周辺貯留層モデル

step4：次回試験に向けた課題
・次回の生産試験の事前生産予測・評価
・坑井配置などの試験計画策定への反映
・次回の試験で予測される生産障害の影
響評価

・より長期の産出試験によるモデル検証

追加坑井検層データ
(試験エリアの

坑井データの対比)

地質モデル・貯留層のモデルの見直し
ハイドレート飽和率、初期水有効浸透率など
の修正、地温の修正

②再構築した貯留層モデルによる生産挙動再現の試み

(生産ガスのヒストリーマッチング) (生産水のヒストリーマッチング)

step1：事前予測貯留層モデルの修正→基本貯留層モデルの構築
飽和率や浸透率などの貯留層特性を変えた約20種類の基本貯留層モデルによる検討

→実際の貯留層特性に近いモデルの選定

各種データとのクロスチェック
ガス・水生産量との比較、モニタリングデータ
（温度、CH検層、4C震探）との比較

step2：貯留層モデルの再構築とヒストリーマッチング

1年間の生産レート予測

6日後の温度分布

貯留層特性や地温などの条件を変えた
生産シミュレーションを、実測された生産
挙動を再現するまで繰り返し実施

ハイドレート飽和率の深度分布
(各層ごとの飽和率をデータをもとに修正

→モデルの見直し)

モニタリング井温度との比較
(シミュレーション結果とデー

タとの比較・検討
→モデル見直し項目の選定)

基本となる
貯留層地質モデル
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３．第１回海洋産出試験の成果と課題の概要②

目的２：坑井安定化技術の確認、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の実証

＜達成内容と課題・問題点＞
【達成】
ⅰ）坑井周囲を固定するセメントと地層との間の隔離の問題は発生せず、密閉性が維持され、減圧を実現。
ⅱ）一部に動作しない機器（坑井内ヒーター・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。

【試験を踏まえ提起された課題・問題点】（出砂現象対策と坑井内機器の機能維持等が課題）
ⅰ）［出砂］ 坑井への出砂対策装置（グラベルパック）は実験初期は有効に機能、６日目に機能喪失。長期減圧へ耐え得る技術改善、開発が課題。
ⅱ）［生産システム］坑井内でのガス・水分離が想定とは相違。「ガスラインに水」、「水ラインにガス」がそれぞれ混入。原因究明と対策が課題。

＜課題・問題点の解決に向けたこれまでの取組みの状況（ポイント）＞
１．［出砂］出砂現象の発生経緯、発生状況の究明

・出砂の時間経緯、モニタリング坑井の温度変化、地層の比抵抗データ等を基に、MH飽和度が低い数mの範囲の砂層での出砂発生を特定。

２．［出砂］出砂対策装置における状況再現試験
・出砂が起こり得ると推定されたモデルを数ケース設定。それぞれについて出砂対策装置中のスクリーン等の強度確認や効果検証、CTによる出砂

プロセス可視化実験、出砂対策装置変形シミュレーションを繰り返し実施。

３．［生産システム］ガス・水分離が不調だった原因の究明
・生産試験時のガス水量、温度、圧力他のデータを詳細に整理し、精密に時間対比を実施するとともに、このデータもとに坑井内のガス・水のフ
ローシミュレーションを実施。想定以上のガス生産量により坑井内機器でのガス・水分離に不具合が発生と推定。

【現在の状況】
［出砂］MH飽和度が低く､水生産量が多い砂層で発生し､出砂対策装置（グラベル､スクリーン等）に損傷発生と推定
［生産システム］ポンプ付近のガス・水の流速が高速になり過ぎたため、ガス・水の重力分離に支障発生と推定

＜次回海洋産出試験等にて検証すべき事項＞
・［出砂］ 出砂対策装置のグラベルが移動しないような防御措置（ポリマー固定、多段バリア）、水生産の制限などの手法を試行
・［生産システム］ ガス・水分離を行う部分のスペース（坑井と坑内機器間のクリアランス）、広い流量レンジに対応した機器等の利用
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機密性○機密性○３．２）【出砂現象への対応】（開発生産技術（減圧法の適用、坑井仕上げ、生産システム））

第１回海洋産出試験の結果
＜達成＞ メタンハイドレート貯留層内でグラベルパックを設置、減圧を実現して６日にわたってほぼ完全に出砂を抑制
＜課題＞ 試験開始から７日目に坑内に砂が流入する出砂現象が発生し実験を停止。同時に生産井・モニタリング井

で温度の急激な変化などの現象を検知。

Step 1：出砂原因究明態勢の構築と状況分析
６日間機能し続けた対策装置が機能を失った原因、海面から1300m下の
坑内とその周辺で発生した現象を究明するために、外部研究者を含めた
ワーキンググループ（WG2）を設立。地表で計測されたデータと、生産井・
モニタリング井のモニタリング装置で計測されたデータから、出砂過程と発
生箇所等を分析。

• 海産試験解析WG2： JOGMEC‐AISTの他、大学（東北大学、早稲田大学、
山口大学、ケンブリッジ大学、テクニオン大学等）、研究機関（JAMSTEC）、
企業（シュルンベルジェ、清水建設、西日本技術開発等）等の専門家をメ
ンバーとする。

Step 3：出砂状況の再現と出砂原因の究明
発生状況を再現しうる数ケースのモデルを仮定し、複数の実験と数値シ

ミュレーションで検証(所要期間：約1年間)。
• 具体的には、スクリーン損傷の可能性、特定の地層でグラベルが移動して砂が直

接スクリーンに接する可能性等を検討
[実験] AIST（スクリーン強度検討）

東北大（CTを利用した出砂プロセスの可視化）
OPT（グラベル・スクリーンの効果検証 ほか

[数値シミュレーション]
AIST（連成解析モデルCOTHMAによるグラベルの変形）
テクニオン大学（地層内の砂の移動）ほか

その結果、以下が判明
• グラベルが健全な状態であれば出砂は起きず
• 水生産の起きるMH飽和率が低い層であれば、

地層からの力と流動化のため、グラベルが
排除された可能性がある

• 同時にスクリーンの損傷が発生した可能性が高い

• 以下のようなプロセスで出砂がおきたと推定
• 地層の応力増加と高流速（最大秒速3mm程度想定)

からグラベルが排除されてスクリーンと砂が接する
• スクリーンの損傷を招いて砂と水が流入
• 砂の流動化が発生
• 地層内にワームホール状の流路が形成され

て水と砂が継続的に生産される

Step 4：次回試験に向けた課題
推定結果に基づき、以下の方針で対策手法を検討
[方針] 地層と坑井を密着させて粗粒の砂は動かさないが、目詰まり防止のため

細粒の砂は流入させる
[対策] ・グラベルが移動させない→形状記憶ポリマー・プレパックスクリーンなど

・多重防御（数段のバリア）の導入、水生産の制限（流動化防止）等

これら複数案をベースに、MH層のための低温対策を含む具体的な出砂対
策装置を準備中(2016年初頭の実地適用を想定)

当該深度でグラベル層が薄
くなることを示す計算結果

考えられる出砂シ
ナリオの模式図

スクリーン・グラベルを
再現した模型実験

Step 2：出砂発生の経緯と発生状況の究明
• データの精査・分析により、以下が判明。

[発生経緯]
• 砂とともに、大量の水が坑内に流入した時間経緯が判明
• 数分以内に坑内の圧力が減圧前に回復、温度も急速に変化した
[発生箇所と範囲]
• 約25m‐30m離れたモニタリング井でも特定の地層で温度変化を検知
• 試験前後の物理検層でも出砂の影響と見られる変化を検知

• 発生箇所が海底面下300m付近の地層中の数mの範囲内に特定された。
これらの地層は、MH飽和度の低い砂層で、当初から水を大量に生産し
ていた層と一致．．．水生産との関係を示唆

モニタリング井の温度データ。赤枠内が出砂時の
もので、出砂発生時に特定の２個のセンサーで急
激な温度変化が検知された。

試験前P)
試験後(LWD2)

試験前と試験後の物理検層データ（比抵抗イ
メージ）。温度変化が検知されたのと同じ深度で、
出砂の影響と見られる変化（空隙の形成？）が
検知される。
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３．３）【生産システムの検討】 （開発生産技術（坑内機器の適用、坑内システム））

第１回海洋産出試験の結果
＜達成＞ 6日間に渡って減圧を実現するとともに、生産量や生産井の温度圧力など重要なデータ計測に成功
＜課題＞ 坑内でガスと水を完全に分離することができなかった。

生産試験で取得されたデータを各種検討で使える形にまとめ直した。

• 生産データは、生産システム評価だけで
なく貯留層評価や出砂の検討など他の検
討にとっても重要なデータであった。

• ただ、生産期間中にデータ取得に関する
トラブル（例：ケーブル断線）がいくつか発
生していたため、詳細な確認が必要で
あった。

step1：生産データのQC・整理

step2：試験中のイベントの分析・評価

生産井・生産試験システムで発生したイベントの評価・分析

• 作業ログを確認し、生産試験中に起きたイベントが人為的な原因によるものか
否かを確認した。

• DTS温度を用いて、ガス水生産区間と出砂区間の推定を行った。
• シミュレータを用いて生産区間の流れの推定を行った。

• 生産試験で取得した各データ(ガス水量・温度・圧力ほか)の詳細QC、実験
時の各イベントとの精密な時間対比を実施した。

• 多くの検討作業で共通して使用できるデータセットを作成した。

• ただ、データ取得中に発生したトラブル・エラーの確認・修正があったため、
当初の想定よりもデータ整理に時間はかかった。

出砂前後の坑内の温度
シミュレーション結果から推測される
生産区間の流れ

生産データ・一部の検討結果は、他の検討作業でも使用された。

step3：ガスと水が完全に分離できなかった原因・影響の究明

セパレータ付近の流れの推定

• フローシミュレーションを行い、試験システム内のガス・水の流速・流動様式を推定した。

• 流速・流動様式・セパレータの仕様（カタログ値）を用いて、ガス分離効率とフローレートの
関係を検討した。

• 水生産量・ポンプカーブ・吐出圧を用いて、ポンプパフォーマンスを評価した。

• 想定よりもガス生産量が多かった。
• そのため、ポンプ付近の流速が早くなり、重力分離が完全にはできなかった。

• ポンプの回転数を上げることで水を引き込むことはできたが、その場合ポンプの吸入口
の付近の速度が上がりすぎてしまい、ガスも吸い込むようになってしまっていた。

• ガスラインに混入した水は、早いガスの流れによってスラグとして船上まで運ばれる状態
となった。

• そのため、ガスライン内の水位をポンプで制御できなくなり、その結果坑底圧力も制御で
きなくなった。

• ガスを多く吸い込んだ試験後半で、ポンプパフォーマンスの低下が見られた。
（ただし、減圧を維持できるだけのパフォーマンスは維持していた）

分離がうまくいかなかった原因

分離できなかったことによる影響

セパレータ付近の流れ シミュレーション結果（ガスライン） ポンプパフォーマンス

広い生産量のレンジに対応したシステムの検討
• 気液分離を行う部分のスペースをできる限り大きくとる

• 広い流量レンジに対応したポンプやリサイクルラインの
利用

坑井デザイン
の一例

step4：次回試験に向けた課題

試験前の想定
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３．第１回海洋産出試験の成果と課題の概要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

 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

＜達成内容と課題・問題点＞
【達成】
ⅰ）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。

（地盤の変位、坑井周囲のメタン濃度上昇確認（シミュレーションの範囲内の観測値））
ⅱ）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。

【試験を踏まえ提起された課題・問題点】
（環境モニタリングデータは概ね取得できたが、更なる信頼度向上が課題）

ⅰ）［モニタリング］地層変形記録には不自然なギャップ、メタン漏洩計測機器には、長期計測に伴い計測上限を超える不自然な値が計測され、回収
後の確認において「検出器の押し込まれ」や「焼損」などが確認されたため、その原因究明と対策が課題。

＜課題・問題点の解決に向けたこれまでの取組みの状況（ポイント）＞
１．地層変形記録のギャップ発生の原因究明

・現場作業記録、ROV作業記録、撮影記録映像の調査を行い外的要因エラーの可能性を追及。

２．メタン漏洩検出器の不具合原因検討
・計測室内部が高圧になったことによる検出器の「押し込まれ」の可能性について室内実験による検討を実施。
・計測上限を超える高濃度の溶存メタンや気泡を適切に計測可能かどうかを確認するための室内実験を実施。

【現在の状況】
［モニタリング］地層変形記録のギャップについては、ROVの接触の可能性濃厚との結論。データギャップについては
エラー除去を実施。メタン漏洩センサーについては高圧条件での不具合の発生を確認。他の種類のセン
サーの選定を検討中。

＜次回海洋産出試験にて検証すべき事項＞
・モニタリング機器の設置手法、機器設計の見直し、長期計測に適したセンサーの選定、外的要因のリスクを考慮した設計 等 8



機密性○機密性○３．４）【モニタリングへの対応】（地層変形モニタリング・メタン漏洩モニタリング）

第１回海洋産出試験の結果
＜達成＞ 地層の温度モニタリングにより、ハイドレートの分解範囲や主たる分解区間、出砂発生箇所の同定を実現。

また生産終了後の温度回復のデータを取得。
物理検層により、ハイドレート分解と出砂発生に起因するとみられる地層の物性変化が確認。
４成分地震探査により、試験前後の変化を確認。
環境影響モニタリングシステムを開発し6か月以上の計測を実施。地層変形については3㎝程度の沈下、メタ
ン漏洩については濃度上昇を確認。変化幅がシミュレーション等による想定の範囲内である可能性を確認。

＜課題＞ 分解挙動の把握には、温度モニタリングに加えて、圧力計測の検討が必要。
比抵抗による物理検層では、鋼管ケーシングの影響で変化が捕らえにくく、改良が必要。
地層変形について、ROV作業等によるデータへのエラーが発生。メタン漏洩については、計測期間の長期化
に伴い計測範囲を超える不自然な値を計測するとともに、センサーの不具合を確認。
４成分地震探査では、データの評価・解釈に時間を要する。

Step 3：次回試験に向けた課題
・温度センサーは十分な信頼性。今後も利用。さらに圧力計測も検討。
・物理検層は、ケーシングにFRPを用いるなど、計測環境の改善を行う。
・環境モニタリングはトラブルの原因が判明したものについて改良を施し、
継続的に開発と現場実証を実施。

地層変形の結果

地層温度の長期挙動データ
試験前後に取得された比抵抗イメー
ジ（分解と出砂の影響がみられる

Step 1：機器の状況確認
試験終了後に、温度モニタリング装置、環境モニタリング装置の回収と、
４次元地震探査のデータ収録を行った。

Step 2：データの解析とエラー等の原因究明
・温度モニタリングは、設置より１年半の長期計測に成功。データの詳細分
析を行い、セメントの発熱、減圧によるハイドレート分解、出砂の影響、温
度回復などの定量評価を実施した。

・物理検層については、中性子捕獲断面積、比抵抗、比抵抗イメージ等の
解析を実施。定性的な評価と、中性子捕獲断面積の定量評価を実施。比
抵抗データや音波検層はケーシングの影響等でデータの品質が十分で
ないことが判明。

・環境収録データの解析では、いくつかのデータの異常を検知、取得され
たデータから意味のあるものを抽出。

・地層変形については、有意な変化（3cm程度）を計測できたと判断。
・メタン漏洩では、生産期間に40nmol/L程度の濃度変化を計測。短期間の
計測が可能であることを確認したが、長期安定性に課題。

メタン漏洩の結果
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４．第１回海洋産出試験のまとめ

・同時に、中長期的な課題として以下のような課題も存在しているという認識
・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
（減圧度の制御、生産障害の確認 等）

② 生産コストを飛躍的に引き下げる技術開発
（生産増進法、生産システム 等） （エネルギー収支の観点も視野に？）

③ 長期生産を実施する際の環境面への影響把握

（環境モニタリングの信頼性確保、向上 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。

第１回海洋産出試験の結果として提起された課題・問題点については、
解決に向けた取組みの成果を踏まえ、次回海洋産出試験において検証を
行っていくことが必要。 （具体的項目（案）は３．１）～４）に記述したとおり。）
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