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第29回メタンハイドレート開発実施検討会 
 

第２回海洋産出試験の計画 

資料６ 



海底設置機器の製造などで初期投資が多額となると見込まれるより長期の試
験の着手の前に、第１回海洋産出試験で明らかになった技術課題が解決されて
いるか、６日間の試験ではわからなかった技術的課題や貯留層の応答に関す
課題がないか、などを確認するため、１か月程度のフローを実現してデータを取
得する。 

• 位置付け  
     －    海洋エネルギー・鉱物資源開発計画 工程表の「海洋産出試験（中長期）」 

• 目的 
– 第１回海洋産出試験で明らかになった技術課題に対する解決策の検証を行うことを主な目的とする。 

– 試験の実施結果は、より長期の産出試験（海底機器の設置などCAPEXが増大する）の実施要否の見極めも含め、総合的検証

を目指す取組みに反映させる。 

• 実施方法 
– 第１回海洋産出試験で顕在化した技術課題の解決を図るために改良された手法、技術を用いて、第１回試験と同様にDPS掘

削船（係留はせずプロペラで位置を固定）を使用し減圧法の試験を実施する（半恒久的な設備は設置しない。レンタル品ベー

スで実施し、CAPEXは最小化をめざすが、一部新規に製造・購入する機器もある）。 

– 初期擾乱期間経過後、ガス生産量がある程度安定化してくる段階まで継続的に産出し（１か月程度を目標）、第１回試験同様

に貯留層応答や環境影響に関する様々なモニタリングを行ってデータを取得する。    
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１．第2回海洋産出試験－位置付け、目的と方法 

短期 中期 長期 

第２回陸産試験第１冬 

第２回陸産試験第２冬、第１回海洋産出試験 

長期陸産試験の達成目標 

第２回海洋産出試験の目標
期間 

1 10 100 

第1回試験の達成期間 
経済性の判断のための、長
期挙動を知るためのより長
期の試験（将来） 

減圧法でのMH生産の場合、分解フロントが拡大することによる生産量
の増大が見込まれている。実際にこのような現象が生じるのか、ある
いは熱の供給が十分でなかったり、貯留層障害が起きたり、水生産量
が増大したりして生産量が増えないのか、そのいずれかであるかを見
極めることが商業化のための重要ポイント。 

ガ
ス
生
産
レ
ー
ト 



暦年 2015 2016 2017 2018 2019
年度 FY H26 FY H27 FY H28 FY H29 FY H30

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
作業ステージ 基本計画 ステージ１

ステージ２ ステージ３ ステージ４ ステージ５

・基本計画策定（作業仕様の決定）

・鉱業法対応・許認可取得等

・モニタリング装置準備

・事前掘削準備・機器設計/製造/調達

・事前掘削・検層・モニタリング装置設置

・坑内モニタリング実施 設置 回収

・環境/４C物理探査モニタリング 設置 回収

・ガス生産実験実施

・取得データ分析 検層データ等分析 ガス生産実験データ分析・総合的評価

・ガス生産実験関係準備・機器設計/製
造/調達

・モニタリング井・生産井廃坑廃坑（デー
タ回収）

• 事前掘削を2016年、ガス生産実験と原状復帰作業を2017年に実施。 
– 使用する資機材準備と使用する機器の動作確認作業などに時間を要するため、事前掘削の着手は最短で

も４～６月期の見込み。なお、同時期は海況の穏やかで、作業への支障はない。 
– 試験前後にモニタリング機器の設置・回収作業を行う。 

• 試験機器・モニタリング機器等の設計・製造を実施中。 
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２．第2回海洋産出試験－実施時期と作業 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

2016年4-6月の期間に実施 



第1回海洋産出試験実施地点
-北緯33度56分 東経137度19分

BSR分布域

• 場所と対象 
– 日本近海の砂層型メタンハイドレート濃集帯。十分にデータが得られていて、第１回試験で明らかになった

技術課題の検証を行う条件が整っていることを条件に検討した。 
• 貯留層特性が一回目と大きく変わらないこと、既存坑井との干渉の恐れがないこと、気象・海象、海底地形などが制約

にならないことなどを考慮。 

– その結果、第１回試験実施地点近傍（第二渥美海丘北斜面）の２か所を候補として選定した。  
– 最終的な坑井位置は、地質調査坑（AT1-UD）掘削後、地質リスクを勘案して船上で決定する。 
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３．第2回海洋産出試験－試験実施地点 

500m 

第１回海洋産
出試験坑井候
補地点２’ 

第１回海洋産
出試験坑井候
補地点１ 基礎試錐南海

トラフ掘削位
置（2004年） 

第１回海洋産出試
験坑井位置
（2012-2013年） 



• 実施体制 
– 鉱業法・鉱山保安法のもとでの可燃性天然ガスの試掘作業として実施。 
– 前回同様、MH21が主導する研究体制を維持。オペレータは一般公募の上、日本メタンハイドレート調査株

式会社（JMH）を選定してJOGMECより委託した。同社が試験用機器の設計・製造及び現場作業を実施する。 
– 坑内機器等及びライザーはJMHより日本海洋掘削株式会社を通じてシュルンベルジェ社及びAker solution

社に設計・製造・操作等を委託、出砂対策装置はJMHよりBaker Hughes Inc. に設計・製造を委託、モニタリン

グ井の計測装置はJOGMECよりシュルンベルジェ株式会社に開発を委託する。 
– 使用する掘削船については、選定作業中（決定・契約は１月の見込み）。 
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４．第2回海洋産出試験－実施体制 

掘削リグコントラクター 
日本海洋掘削 
（坑内機器） 

研究チーム 
JOGMEC 
産総研 

経済産業省 

試ガス処理装置・出砂対
策装置製造等委託先(出砂
対策：Baker Hughes) 

その他委託先 
・掘削関連機器 
・セメンチング、検層 
・ヘリ･サプライボート運航 
・その他 等 

産総研 

傭船契約 

シュルンベルジェ 
（地層温度・圧力計） 

委託 

日本メタンハイドレート調査（株）（オペレータ） 

研究開発実施 

JOGMEC（プロジェクト計画・全体管理・研究開発） 

Aker Solution 
(ワークオーバー
ライザー) 

船上作業の指示 

シュルンベル
ジェ 
（坑内機器） 



• 試験システム全体 
– 第１回同様のDPS船による試験を予定。緊急／計画切り離しの確率を低減し、また切り離された

場合に早期に作業に復帰できるようシステムを改善する。 
– 異なる出砂対策装置を有する複数の生産井を掘削して、各々の装置の評価を実施。生産実験

は２坑井同時には行わず１坑井ずつ行い、トラブル発生時には切り替えて試験を継続する。 
• 坑内機器 

– 水・ガス分離の効率化を図るため、内径の大きい坑井を使用して流速を低減する、機器の配置
を改善するなどの改良を施す。 

– 装置を単純化しトラブルのリスクを軽減。また、低温での信頼度が低いゴム製パッカーは圧力隔
離部には不採用とするなど、信頼性を向上する。 

• 出砂対策 
– 前回試験ではグラベルが移動したことがスクリーンの破壊につながって出砂につながったとみら

れることから、移動しうるグラベルは用いず、エロージョン（細粒による摩耗）および力学的な破
壊にも強い装置を選定する。 

– 装置の性能や強度・耐久性について事前に室内実験等で十分な検討を行う。 
• モニタリング装置 

– モニタリング井では、貯留層内のハイドレート分解の原因および結果となる圧力・温度の変化を
把握するため、第１回試験と同様の温度モニタリングに加えて、新たに装置を開発することで、
前回試験では技術的制約で実現できなかった圧力計測を試行。 

– 温度計測の精度を上げるためにモニタリング井内はセメントで充填するが、セメント発熱の影響
を低減するために低発熱セメントをケーシング内・外２回にわけて打設する。 

– 生産井では、温度分布に加えて圧力分布も計測できるように改良。切り離し・再接続後も計測は
再開できる。 

– 生産井内のモニタリング装置は試験後も廃坑作業まで残置して、温度回復のデータも取得する。 
– 環境モニタリング装置の問題点を検証して、システム構成を改良。 

 

 

５．第2回海洋産出試験－主な改良点 
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地質調査坑井を掘削して
最終的に試験位置を決定 

• 第１回試験と同様に
モニタリング井に温
度計を設置、圧力計
測も試行 

• 坑内は低発熱セメン
トで充填 

生産井のハイドレート濃集区間より浅い部分を掘削（36”
コンダクター、13-3/8”ケーシング区間（最下部のみ9ー
5/8”ケーシングに坑径縮小）をライザーレス掘削） 

６．第2回海洋産出試験－2016年の作業 

掘削時に物理検層で
貯留層データを取得 
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あらかじめ膨張させた 
GeoFORM 

坑内で膨張させる
GeoFORM 

第１回試験と同様に浮遊式掘削リグを使用。 
 
気象・海象条件を考えて、期待できるガス生
産実験作業継続期間は１か月程度と想定 気象・海象による作業中断の

リスクを低減し、作業が中断
した場合も再開可能な坑内・
海底機器を検討 従来通り、実績のある装置と最低限の

改良で実施するが、システムの複雑さに
よるリスクを下げるための改良を施す 

第１回試験と類似だが、簡素で確実
にガス・水分離可能な坑内機器 

異なる出砂対策
をほどこした２坑
の生産井を準備 

７．第2回海洋産出試験－201７年の作業 

生産井内でも温
度圧力分布を計
測、メモリー式セ
ンサーで試験終
了後の温度回復
も計測 



• 緊急切り離し＝船の偏距（潮や風の影響で生じる設定値からのずれ）が大きくなり、
船の安全が保てないと判断されたときに、半自動的にBOPを閉じてライザーと坑井を
切り離す。 

– 試験は坑内にガスを残したまま中断し、ハイドレートが再生成して試験再開が難しくなる可能性
がある。 

 

• 計画切り離し＝悪天候が予想される場合、事前に坑内の圧力を回復させてガスを排
除し、 BOPのバルブを閉じてライザーと坑井を切り離す 

– 台風の接近など、船を海域から安全な場所まで退避させる必要がある場合はライザーを揚収す
る。 

– 数時間後に大風が予想されるなど、船単体では状況に耐えられても、坑井と接続されたままでは
危険が予想される場合は、ライザーを海底に降下させたまま待機する。 

 

• 第１回試験では緊急であれ計画であれ、切り離された場合には坑内機器は、坑内に
残したまま再接続が可能な設計ではなかった 

– 当時は信頼できるwet-mate connector（水中電源コネクター）が存在しなかったため、坑内機器を
すべて揚収して電源ケーブルをつなぎ直し、再度降下する計画だった。 

– それには最低１０日程度の作業期間が必要、またBOPのシェアラム（管の切断装置）を使用した
場合は、回収作業に予想不能な日数がかかる恐れがあった。 

– そのため、実質的に、いずれの場合でも所定の予算・作業期間内での試験再開は不可能であっ
た。 

 

• 第２回試験では、 
– 切り離しの可能性そのものを低減させること 
– 切り離した場合も短い期間で再開できること 
を目標に、坑内機器とライザーシステムの検討を行った。 
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８．第１回/第２回試験の緊急/計画切り離しの考え方とライザー・坑内機器 



• 前回は掘削船「ちきゅう」の掘削用ライザーと防噴防止装置（BOP）を用いて試験を行った。 
– この掘削用ライザーは、海底面下数千メートルまで掘削し、高圧のガス・油が上昇してきても安全に作業するた

めの装置であり、低圧のメタンハイドレート坑井には過剰装備である。 
– 装置の重量が重い（３００トン以上）、装置の降下・揚収に時間がかかる（設置だけで４日程度）と作業の負荷が

大きく、坑井の切り離し・再設置や切り替えが難しくなる。 
• それらにかわって、海底油田の改修作業等で用いられているワークオーバーライザーを使用すること

と決定した。 
– 軽量で降下・揚収が速やかに行える。 
– 緊急切り離しに要する時間が短いため、許容される船の偏距が大きくとれて、緊急離脱の可能性を低減できる。

（掘削用ライザーでは14m、ワークオーバーライザーは38mまで許容） 
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７．第2回海洋産出試験－201７年の作業 

Wellhead

Option 2a

Spool  
integrated with 
Tubing Hanger

HMHB

Wellhead

Option 2b

Spool  
integrated with 
Tubing Hanger

HMHB

Emergency & Planed 
Disconnect Section
&
Switching Well Section

Switching Well 
Section

Emergency & Planned 
Disconnect Section Cap

2"ID Annulus Hose

2"ID Flexible Riser 5-1/2" Drillpipe

UDF

Wellhead

Option 3

Spool  
integrated with 
Tubing Hanger

Emergency & Planed 
Disconnect Section
&
Switching Well Section

EDP

2 x 1.5"ID 
Annulus Hose

Option 1

Frame

Frame

Wire  Rope with shackles 
(ROV connected)

Cables for ESP & P/T sensors
Cables for ESP & P/T sensors

Cables for ESP & P/T sensors

4-1/2"ID Kill or 
Choke line

Y

Tubing Hanger

Tubing Hanger Running Tool

SSTT w/Wet mate connectors

BOP Can w/Pipe Ram

Wellhead

Retainer Valve

Spool

Switching Well Section

Emergency Cut Section

LMRP

Cables for ESP & P/T sensors

5-1/2"Drill Pipe

4-1/2"ID Kill or 
Choke line

Frame

Emergency / Planned Disconnection Section

Wet mate connector for testing
cable connectivity

Wet mate connector for testing
cable connectivity

EDP: Emergency Disconnection Package 
WCP: Well Control Package 

オプション1 
（前回試験の部分改良） 

オプション2a 
（BOP内に管を通さないことで緊急
離脱リスクを若干低減） 
 

オプション2b 
（掘管とホースでガスと水をそれ
ぞれ生産） 

オプション3 
（ワークオーバーライザーとホースでガ
スと水を生産、EDPとWCPで切り離し） 
 

新規製造要素が多く、不確実性が高いため断念 最終的に選定 悪天候に弱く、切り離しリスクが高く、切り離し後対応に時間がかかるた
め排除 
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Wellhead

Workover Umbilical

Stress Joint

Casing Riser

Weak Link

Surface Flow Tree

Workover Control System

Annulus Hose

Well-Control Package (WCP)

Emergency Disconnect Package (EDP) 

SLB’s 
Power 
Cables

SLB’s 
SS 

Cables

Landing Joint

Auger Separator

Y-Adaptor

Wellwatcher Gauge

Wellwatcher Gauges

ESP

Shroud

Sand Control System Wellwatcher Gauges

Seal Assembly

ワークオーバライザーシステム（オプション3） 

改良された坑内試験システム 

選定された産出試験システム案 

スプール＋チュービングハンガー、一体型（オプション3） 

オプション３のワークオーバーライザーシ
ステムの使用を決定 
既存システムで新規開発要素が少なくリスクが低い、
実績が多く安全で、鉱山保安法にも適合する、新たに
装置を製造して購入しても作業期間の短縮と離脱時
の揚収・再降下の日数・費用を勘案するとより経済的
と判断した。 
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改修作業用ライザー（Aker Solution社） 
 通常の掘削用ライザーと異なりガス導管として使用可能。（9-5/8”CSGを使用） 
 降下作業はドリルパイプと同じ程度の速度で行える。 
 EDP(Emergency Disconnect Package)・WCP(Well Control Package)でBOPと

同様に井戸と海底を安全に隔離して切り離し作業を行える。 
 全重量１２０トン（ライザーを含む） 

ライザーパイプ（9-5/8”ケーシング） 
EDP:切り離し機構 

WCP:噴出防止装置 



第１回試験で生じた課題 
• 前回試験では、ガスと水の分離が確実に行えなかったことが、坑内圧力を制御すること

を難しくし、目標だった3MPaまで減圧できなかったことにつながったと考えている。 
– 坑内に断面積が小さい個所が多くガス・水の流速が早くなって効率的に重力分離ができなかった。 
– 体積の大きなガスのスラグ（ガスの塊）が発生した場合、ポンプインテークにガスが入り込むことを防

げない。 
– その結果、計画していた段階的な減圧ができなかった。 

• また、坑内機器が複雑で、降下・揚収に時間がかかり、ケーブルの断線などのリスクも
大きかった。 

– 一部、データの欠測が生じた。 
⇒ 
課題解決の方向性 
• ガス・水セパレーションの確実性を実現して圧力の制御を可能とする。 

– 段階的な減圧を実現する。 
• 作業の容易さ（複雑さの回避） 
• 必要なデータを確実に取得できる。 
⇒ 
次回試験での具体的対応策 
• 13-3/8”CSG内に設置（前回は9-5/8”）で流速を落として分離効率を上げる。 
• 前回同様にESP（電動水中ポンプ）で減圧するが、簡素化されかつ広い断面積と長い分

離区間を確保した坑内機器を設計。 
• 生産区間の温度・圧力の分布を計測可能。（前回は温度のみ深度分布を計測できた） 
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９．第2回海洋産出試験の坑内機器 



候補の坑内試験システム２案 

13 
ケース 2 (ポッド)      ケース 3 (オーガー) 

1

ESP 
5.38”ポンプ 
5.62”シール 

  &モータ 

7”シュラウド 

13-3/8”CSG 

7ea x PTセンサ 

モータ冷却用
5.5”シュラウド 

オーガー
セパレータ 

Yアダプタ 

アニュラス 
シールパッカー メモリゲージ 

メモリゲージ 

PTセンサ 

パーフォ
レーション 

出砂対策 

PTセンサ 
PTセンサ 

3.5”TBG 

ESP 
4”ポンプ 
4.5”シール 

  &モータ 

7” x 3.5” 
アニュラス断
面積 
0.014m2 

13-3/8” x 2 ea x 3.5” 
アニュラス断面積 
0.066m2（podの約4.7倍） 

採用 



坑内モニタリング（リアルタイム温度圧力計測） 

• SLB社製Well Watcher Extendを使用。 
• 最大10深度にゲージを設置、一組のツイスト

ペアケーブルでデータ転送。 
• センサー設置予定深度（計測箇所）： 

３個をポンプ周辺（管内の流動のモニター用） 
７個を生産区間内（各深度のガス・水比率を
計測） 
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  マンドレル     PTセンサー 
  （約2.5m）  左：デュアル、右：シングル） 
                                （約1m、約70cm） 

TBG内計測 
用ポート 



• 前回の評価：グラベルパック自体は、機器が健全であれば出砂対策装置として
優れていたと評価しているが、グラベルの移動・装置の力学的損傷などで途中
で機能を喪失した。 

• そのため、以下の改良を検討 
– グラベル設置時にフラクチャーを形成してしまった〜その結果確実な充填ができな

かった可能性→坑内での圧力が加わる作業を可能な限り排除、どうしても必要な場
合は装置・作業手順・材料等を改善する。 

– グラベルが容易に移動した可能性→グラベルが動かない工夫、材質の改良、グラベ
ルを使わず同等の機能が発揮する装置を検討 

– グラベルとスクリーンの二重防御であったが、グラベルが移動してしまうと、スクリー
ンが力学的に破壊される、ないしはエロージョンで用をなさなくなったとみられる→力
学強度が高く、エロージョンに強い材質をした多重防御。 

– 船上の作業が複雑で時間を要する。失敗のリスクが存在。→作業の簡素が可能な
技術の選択。 
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１０．第2回海洋産出試験の出砂対策装置 

地層温度計の解析、実験結果、シミュレーション結果や過去のトラブル事例から考えられる、第1回試験の出砂発生のシナリオ 
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砂とグラベルの流動化が起きた結果、軽いグラベ
ルが浮き上がってしまった可能性を示す実験結果 

流れとせん断変形によって出砂が発生して砂が運ばれるモデルで予想さ
れた出砂の発生範囲。（Technionとの共同研究） 

メキシコ湾の油田で発生した、力学的破壊とエロージョンによる
スクリーンの損傷例（Colwart et al., 2009, SPE105542 ） 

CTスキャナーによる観察下で見られた、スクリーン損傷後に生じる砂の移動とワームホー
ルの形成（東北大流体研との共同研究） 

第１回試験で発生した出砂のメカニズム検討 



出砂対策装置の候補 

• 事前のスクリーニングで上記４案を選定し、さらに２案に絞り込んだ。 
– 使用実績があり、 
– ライザーレスで設置可能、将来性があり、性能を確かめたい 
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1)ダブルスクリーン 内グラベルパック 2)膨張させたGeoFORM + ビーズインサー
ト 

3)GeoFORM+ビーズインサート 4)グラベルパック+ビーズインサート 



選定された出砂対策装置 
• グラベルのように流出・移動する恐れがなく、変形やエロージョンにも強い形状記憶

ポリマーを使った出砂対策装置GeoFORM（Baker Hughes Inc.）に、金属ビーズイ
ンサートを追加。 

• 金属ビーズインサート：0.6mm程度のステンレスボールを拡散接合にて固めたもの。仕
上げ区間内に8,000個程取り付ける。 

• 過去に比較的低温の環境で使用された実績があり、８例中７例で成功、１例は設置作業
中の損傷で失敗。 

• 坑底で膨張させるタイプと、あらかじめ膨張させたものの２タイプを使用。 
• 低温用の活性化剤を検討して選定済み。 
• 出砂・出水のリスクが高いとみられる層が 
  あれば、パッカーで隔離する予定。 

0.9cm 

2.5cm 

1.3cm 

形状記憶ポリマーを使用した出砂対策装置（GeoFORM）が膨
張して坑内を充填する状況の解説図。 



19 

＃１．あらかじめ膨張させたGeoFORMを設置 
利点：作業が容易で設置による地層の擾乱が少ない。GeoFORMが膨張しないおそ
れがない。生産水の活性化剤による汚染がない。 
欠点：地層とGeoFORMの間に隙間が生じるので、GeoFORM表面が細粒分により
閉塞される可能性が高くなる。 

＃２．膨張させていないGeoFORMを設置、坑内に活性化剤を送ってふくらませる。 
利点：地層との空隙を埋めて、地層と密着させて設置できる。 
欠点：作業がやや煩雑。活性化剤を回収する必要がある。活性化剤として有機溶
剤（ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセタート、DE-Acetate）を使用する
ため、生産水のCODが上昇し、処理費用が増加する恐れ。GeoFORMが膨らまな
い恐れ。 



選定された装置の評価実験 
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Settling Tank

Inlet
Outlet

Dosing Unit

Screen Holder
With non expanded 

Geofrom

Circulation
Pump

Variable speed motor

0.4m3/min

地層水流入口

生産水流出口

微差圧計
RI密度計

地層

上載圧ﾊﾞﾙｰﾝ

出砂対策

50cm
60cm

観察窓

固液分離タンク固液分離予備タンク
タービンポンプ

エロージョン（摩耗）とプラギング（閉塞）を模擬するための
評価装置。現在、GeoFORMの試験を実施中。（OPT） 

出砂現象を模擬できる産総研の大型土槽。GeoFORMの試験を検討中。 

ベンダーよりGeoFORMのサンプルの提供を受け、ベンダー自身の評価のほか、第三者機
関でも評価を実施している。 

形状記憶ポリマーを使用した出砂対策装置（GeoFORM）が低
温で機能するか確認するための試験の状況（BHI） 



F 
ポンプ 

バーナー 

生産水処理 
試ガス処理装置概念図 

セパレータ 

計量タンク 

砂分除去 

F 

F 

F 

１０．船上の機器と水・ガス処理：基本的に前回同様 

前回試験のガス・水処理概念
図。基本的に同様の処理を
行う予定。 
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１１．第2回海洋産出試験とその後 

第1回試験の結果 

第２回試験の結果 
・坑内圧力・温度 
・ガス・水量 
・水・ガス・砂のサンプル 
・モニタリング井温度圧力 

技術的課題の解決の度合いを評価し、 
より長期の産出が可能か否か等を判断 

フェーズ３における総合的
な検証（経済性評価等）に
向けた作業を実施。 

コア・検層・地震探査による
貯留層評価 

環境モニタリングと
環境影響評価 

経済性とエネルギー
効率の評価 

ジオハザードの検討 

大水深開発の技術進歩のフォロー 

現象の理解 

社会・経済的条件 

技術課題の解決策と評価 

技術開発と問題解決 
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