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第３０回メタンハイドレート開発実施検討会 

 

日 時：平成２８年２月２５日（木）１０：００～１２：００ 

場 所：経済産業省別館９階９４８共用会議室 

出席者（委員）：佐藤座長、東委員、石井委員、大井田委員、門委員、木村委員、藤田委員、

松永委員 

出席者（事業実施者）：増田ＰＬ、佐伯ＳＰＬ、天満ＳＰＬ、各ＧＬ他 

 

議 題： 

 １．前回検討会の議事録及び議事要旨について       （資料４－１／４－２） 

 ２．フェーズ３実行計画案について              （資料５／資料６） 

 

 

【事務局（溝田）】  それでは、定刻から１分ほど早いですけれども、本日、第３０回の

メタンハイドレート開発実施検討会ということで開始をさせていただきたいと思います。 

 本日、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。ただ

いまから第３０回の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。 

 まず初めに、石油・天然ガス課長、定光より、冒頭ご挨拶を申し上げます。 

【定光課長】  皆様、どうもおはようございます。年度末もお忙しい中、本日は今年度

２回目となりますメタンハイドレート開発実施検討会に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。 

 メタンハイドレート開発については、平成２１年度から７年間続いていましたフェーズ

２が今年度で終わりまして、来年度からは、商業化に向けた基盤技術の整備を目指して、

終段階であるフェーズ３がスタートするということになっているのは皆様ご承知のとお

りです。前回のこの検討会では、フェーズ３の実行計画をどういうふうにつくっていくべ

きかについてご議論いただきまして、いろいろと貴重なご意見をいただいたことを御礼申

し上げます。その前回の議論を踏まえまして、ＭＨ２１のほうで今回フェーズ３の実行計

画のたたき台を作成させていただきました。今日はその中身について皆様から忌憚のない

ご指摘、ご議論をいただければと思います。 

 既にお聞き及びのとおり、先般、来年度末に予定しています第２回目の海上産出試験の
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実施に向けた事前の掘削のために、いわゆる探査船「ちきゅう」を傭船することが決まっ

てプレスでも発表されておりました。来年度末の第２回の産出試験を成功させるというこ

とが当面の我々の大きな目標でありますけれども、その準備も着々と進んでいるというこ

とでございます。 

 引き続き、この将来の国産資源につながるメタンハイドレート、非常に可能性の大きな

大事な研究テーマだと思っていますので、我々としてもしっかりとこのテーマをメタンハ

イドレート、それからあわせていろいろな資源群を使った計画的な探査、それから生産技

術の開発・実証なども含めて、積極的に取り組みを進めていきたいと思いますので、引き

続きご指導よろしくお願いいたします。 

 冒頭、私から以上とさせていただきます。 

【事務局（溝田）】  それでは、議事に入る前に、本日の出席委員及び議事の公開等につ

いてご報告いたします。 

 本日は、全１０名の委員のうち、小野崎委員がご都合によりご欠席というご連絡をいた

だいております。 

 それから、前回の第２９回の検討会から大阪ガスの前・鴨井委員にかわりまして大井田

委員が就任されておりますが、前回ご欠席ということもございました。本日大井田委員が

ご出席されていますので、 初にご就任のご挨拶ということで一言頂戴したいと思います。 

【大井田委員】  おはようございます。大阪ガスの大井田でございます。 

 前回は新任の登壇でありながら、所要のため欠席いたしまして大変申しわけございませ

んでした。私は大阪ガスの資源・海外事業部というところにおりまして、いかに安定的に

お客様にガスを届けるかというところに腐心している、そういう部署におります。ですの

で、いろいろな諸事情でありますとかに翻弄されているガスの調達事情でありますので、

国産で安定的にしがらみなくガスをお客さんにお届けできる可能性を秘めているこのメタ

ンハイドレートの勉強会も、大変個人的にもそうですし、会社の置かれた状況、あるいは

業界の置かれた状況からも非常に大事であると、こういう認識をしております。技術的な

ところもさることながら、えてして世の中の状況が変わればこのような取り組みに対する

興味も濃くなったり急に冷めてきたりするとは思うのですけれども、やはり国産のエネル

ギーということで非常にポテンシャル高く、育て上げていかねばならないと、こういうふ

うな認識をしておりますので、そういう長い目で応援する、そんな気持ちで参加させてい

ただきたいと、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【事務局（溝田）】  それでは、本日の議事進行でございますけれども、議事、前回の議

事録、それから本日の議事録につきましても、ともに公開とさせていただきたいと思いま

す。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。本日の配付資料は、資料１から６

までとなっております。お手元の配付資料一覧にございますとおり、議事次第、名簿、座

席表、それから資料４につきましては、前回の議事録と議事要旨を４－１、４－２という

ことで分けてございます。それから資料５、これがフェーズ３の実行計画案ということで、

資料６の実行計画案の本文となるワードファイルの説明をパワーポイントに落とし込んだ

のが資料５という扱いとなっております。 

 本日お断りなのですけれども、実行計画案の作成に向けた中途の議論ということもござ

いまして、一般のお申込みいただきました聴衆の皆様方には表紙などのところのみの配付

とさせていただきまして、本体の資料、検討用の資料につきましては、検討会の委員の皆

様、事務局側の配付ということでご了承いただきたいと思います。 

 それでは、これより佐藤座長に議事進行をお願いしたいと存じます。 

【佐藤座長】  それでは、本日もよろしくお願いいたします。 

 議題の１は、昨年１２月２５日に開催されました前回検討会の議事録並びに議事概要の

確認であります。委員の皆様には、前回検討会の後に一度ご確認をいただいておりますけ

れども、改めて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。ここでは了承したということにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、議題の２です。フェーズ３実行計画案についてであります。事務局並びに

ＭＨ２１からご説明をよろしくお願いいたします。 

【事務局（溝田）】  それでは、資料５及び資料６に沿って事務局側、それからＭＨ２１

から、それぞれご説明させていただきたいと思います。 

 本日、非常に直前になって大変恐縮でございましたが、昨日ご送付させていただいた資

料、資料５と６の中で、主に資料５を使って実行計画案の概要をご説明させていただきた

いと思います。その際に、資料６で配布させていただいた実行計画案の本文の部分を、適

宜ページを振ってありますので参照していっていただいて、本文中に書かれている記述と

照合していただくようにお願いしたいと思います。主体としては資料５で全体の構成を説

明するということにさせていただきたいと思います。 

 まず、資料５を開けていただきたいと思います。表紙をめくって、フェーズ３の実行計
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画案ということで、目次ということで１ページ目に書いてございます。これは資料５のペ

ージというのではなくて、今日配布している資料６の実行計画案、本文のほうの章立てを

ここに書かせていただいておりまして、１ポツとしてメタンハイドレートのこれまでの取

り組みと方針というのをまず書かせていただいて、２ポツとしてフェーズ３の概要、個別

というよりもむしろ全体の枠組みとしてフェーズ３で何を取り組んでいくか。その体制や

期間について大枠をフェーズ３の概要として第２章で書かせていただいて、さらにその概

要をブレークダウンした形で個別テーマごとに分野別に何をなすべきか、目標をどこに設

定して何をなすべきかというのを第３章で書くという、全体として３章立ての実行計画案

ということで、今、素案をつくって資料６にまとめてあるというところでございます。 

 次のページをごらんいただきますでしょうか。２ページ目でございます。これは第１章

のメタンハイドレート開発計画のこれまでの取り組みとフェーズ３の方針ということで、

資料６においては２ページ目から３ページ目のところに該当してくることでございますけ

れども、政策的な背景としてどのような計画を立ててきているか、政策的にこのような目

標を立ててこれまで平成１３年からやってきたということを簡単にまとめてございます。 

 この目的、目標、開発スケジュールついては、もう既にさまざまなところでご提示させ

ていただいて、こちらからもご説明させていただいておりますので、詳細については割愛

させていただきますけれども、開発スケジュール、右下の四角の囲みでございますが、現

在この時点ではフェーズ２の 終年度、２０１５年度に差しかかっておりまして、海洋産

出試験を１回実施しましたが、その次の現在策定しようとしているのは２０１６年度から

２０１８年度のフェーズ３の部分でございまして、商業的産出のための技術を整備する、

経済性や環境影響評価なども含めて、総合的な検証を行っていくための計画づくりを今行

っているというところになっております。 

 それから、１枚めくっていただきまして３ページ目でございます。これも従前、海洋基

本計画や海底海洋資源、海洋エネルギー・鉱物資源開発計画の工程表として事あるごとに

説明させていただいておりますが、現在この計画の中で中ほどの赤い点線で囲ってありま

す平成２７年度末に当たっての方向性の確認、見直しの時期というところにちょうど差し

かかっているところでございまして、第１回の海洋産出試験を受けたさまざまな技術課題

を克服して、 後のフェーズ３、平成２８年度に向けて新たに実行計画を策定して取り組

みを進めていく、そのための作業を今しているという状況でございます。 

 それから、次のページ４でございます。メタンハイドレート開発計画におけるこれまで
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の取り組みと成果ということで、これは資料６におきましては３ページ目から６ページ目

に記述しておりますが、端的に申しますと、フェーズ１からフェーズ２、フェーズ３への

流れについて書いてある部分でございまして、１枚の表として提示するとこのような形に

なります。 

 フェーズ１については、まずメタンハイドレートをエネルギー資源として活用する、利

用するということのまさにキックオフで、平成１３年度にキックオフをして、まずはどの

ぐらいの量がどういう形で存在しているかということで、ハイドレートの砂層型の濃集帯

を１０カ所以上確認しているところです。そして、原始資源量を算定していったというの

がフェーズ１の成果。それから、その時期に併せて、実際に砂層型のメタンハイドレート

が生産できるかという実験をまずは陸上で、カナダにおいて２度実施したというのがフェ

ーズ１における大きな内容でございました。 

 平成２０年度で一度フェーズ１として本当に基礎的なところからメタンハイドレートが

エネルギー資源として使えるかどうかという手探りでやってきたものに対して、一応の今

後の開発の見通しが立ってきたということになりました。そして、フェーズ２に移行しま

して、平成２１年度から平成２７年度、本年度までの７年度間で行ってきているところで

ございます。このフェーズ２での一番大きなイベントとしましては、ご承知のとおり、平

成２５年３月に行いました第１回の海洋産出試験ということで、愛知県から三重県にかけ

ての沖合で、砂層型のハイドレート濃集帯で減圧法を適用した形でメタンハイドレートを

分解、そしてメタンガスとして回収するということに初めて実際に成功したということに

なります。 

 一方で、そのときに生じたさまざまな技術的な課題というのも克服しなければならない

課題として残されておりまして、今後それにどのようにして取り組んでいくかということ

がフェーズ３に引き続き残された大きな課題ということになっております。 

 一方で、海洋ではなかなか十分な実験期間や実験の条件などが確保できないということ

で、あわせて陸上産出試験ということを模索してきておりますけれども、これにつきまし

ては、平成２６年度にＪＯＧＭＥＣとアメリカのエネルギー技術研究所との間で、共同の

作業についてのＭＯＵに署名ができたということで現在アラスカでの作業を続行しており

ます。これにつきましても、フェーズ３で引き続き作業をして、フェーズ３終了時の総合

的検証に十分なデータが提供・活用できるように今鋭意進めているところでございます。 

 これらが全体的な大きなフェーズ１からフェーズ３までの流れということでございまし
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て、この後、増田プロジェクトリーダーから具体的にこの計画の中で、フェーズ３におい

てどのようなことを取り組んでいくか、どのようなことを課題として設定しているかとい

うことを、逐次ご説明させていただきたいと思います。 

 それでは、増田プロジェクトリーダー、よろしくお願いいたします。 

【増田プロジェクトリーダー】  それでは、具体的にフェーズ３の計画について、これ

からお話いたします。 

 初めに７ページをごらんください。資料５のスライドでは５ページになります。 

 この実行計画では、この我が国のメタンハイドレート開発が 終目標ではなくて、 終

的なメタンハイドレート開発推進事業のアウトカムである商業的開発、これを見据えた形

でフェーズ３の方針をつくるということにしてあります。そのために、商業化したときに

どのような開発概念になるのかというところを記述したのが本文の７ページになります。 

 このスライドで説明しますと、商業化が実現した段階での開発システムの概念として、

Ａ、Ｂ、Ｃというのを設定しました。商業開発可能な規模のメタンハイドレート濃集帯が

存在する大水深の海域において、在来型石油・天然ガス開発と比較して比較的掘削長の短

い複数の坑井を用いて同時に並行して生産することで、１個の濃集帯ベースで、長期的に

かつ経済的なガス生産を実現し、消費地へのガス供給を行う。これが商業化段階の開発シ

ステムのイメージになります。フィールドからの全体のガス供給量は、日量数百万立方メ

ートル規模が必要だと考えています。 

 そこで、考え方ですけれども、実際メタンハイドレート層の場合は、貯留層、メタンハ

イドレート自体が固体としてその中に存在しているので、それを分解採取しなければいけ

ない。従いまして、１坑井当たりの生産能力、これは在来型の天然ガスの坑井よりも劣る

ということは否めません。これをどういうふうにして経済的な開発を可能にするかという

ことですけれども、これは逆に利点としては掘削深度が浅い、それからガス処理や坑井の

仕上げなどに要する費用が小さいという利点がありますので、これらを考えまして、在来

型天然ガス開発とは全く異なる開発システムを適用して、経済性を実現させるというよう

な考え方にのっとっています。 

 この基本的な考え方をもう少し詳細に説明したのが、次のスライドです。まず、メタン

ハイドレート層の場合は、坑井の生産能力、これは今言いましたように通常のガス田より

も低い。日量で１坑井数万立方メートル程度の生産。そして、排ガスの半径が小さいとい

うことであります。それから、坑井の生産挙動の特徴としては、減圧法を適用した場合で
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すけれども、初期の生産量は小さいけれども、分解面積が広がるについて徐々に生産量が

増えていって、１年から数年でピークを迎えて、その後に急速に減退するというのが特徴

です。開発コストの面でみますと、先ほど言いましたように坑井は浅くて、生産ガスの圧

力が低い、そして既存の掘削リグとか在来型の方法で生産設備を設置した場合にはオーバ

ースペックになってしまって、これは開発が経済性を有しないようになってしまう。それ

から、操業時の課題と利点につきましては、減圧法ですと水をくみ上げるためのエネルギ

ーが必要ですが、一方でガス処理に要する費用が小さいというふうな特徴があります。 

 これでどのようにして開発するかということですけれども、次のスライドで説明します

けれども、基本的には坑井を坑井群に分けて徐々に開発をしていって、そして掘削リグの

稼働率を上げながら、生産をしながら掘削をしていく。そういうことによって経済性を満

たしていくというような考え方になります。 

 この次のスライド、７ページ目のスライドが開発システムの要素を示したスライドにな

ります。これはあくまで今の段階でのイメージだけですけれども、例えばこういう海底生

産システムをつくってプラットフォームを設置して陸上に持ってくる方法、それから海底

生産システムから直接陸上にパイプラインで輸送する方法というのが考えられます。それ

ぞれ四角で囲ったところにどういう要素があるのかというものを書き込んでありますけれ

ども、基本的にはこの地下の中のメタンハイドレートをうまく分解して連続的にガスを生

産して、分解領域あるいはガスの生産量を適切に予測ができて、そして経済的な開発シス

テムを組むことができれば、このメタンハイドレートの開発というのは可能になります。 

 その一例として、先ほどＡ、Ｂ、Ｃで開発システムの概念を説明しましたけれども、そ

れを具体的に検討した例を紹介したいと思います。 

 これはフェーズ１のときの、今公表されているデータを用いています。スライド８ペー

ジの左上に示しました図が１つの坑井の生産挙動を示しています。縦軸がガス生産レート、

横軸が生産を開始してからの年数を示します。東部南海トラフのα濃集帯の貯留層条件を

使って減圧法を用いた場合の生産挙動の予測になります。赤で示したもの、あるいは緑で

示したもの、これは検層データの解釈から浸透率をどのように評価するのかを変えた場合

の違いを示しているだけですけれども、基本的にはガスの生産レートというのは、始めは

小さいのだけれども、徐々に増加していって、このケースではピークでは１年後に１坑井

当たり日量２０万から３０万立方メートルのガスを生産します。その後、急速に、減圧法

なので地層の中の熱が少なくなるとガス量が下がってくる、こういうふうな挙動を示しま
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す。ここで１つの井戸を８年間生産するとしますと、例えばこの計算ではフィールドの開

発年数は１５年間と考えて、トータルでは４９坑井の井戸を仕上げます。この４９坑井を

同時に仕上げて同時に生産するというのではなくて、フィールドからの生産量を１００万、

数百万のレベルに保つように、重ね合わせを行っていきます。つまり、計算で行うと常に

稼働しているのを７坑井くらいにすると、ちょうどこういう安定した供給のレートを得ら

れるような状態が出てきます。従って、この計算の例ですと、坑井群を７坑井ずつに分け

て、第１坑井群を仕上げて生産し始めて、生産している間に第２坑井群を掘り始めて、こ

れらが減退してきたら次の群をを開発・生産してというような形で一定のレートを保つ、

このような方式になります。ある意味シェールガスの生産方式に近いことになります。そ

して、この計算の場合では、１坑井の８年間の平均のガス生産レートは約５～６万立方メ

ートル／日になります。 

 フェーズ１の総括成果報告書の１７～１８ページに掲載されている経済性の評価の結果

というのは、今の仮定に基づいて計算したものです。これは２００８年に発表した結果で、

生産開始年度を２０２１年として開発期間を１５年間、そして濃集帯のαというところで

生産した場合に、おおよそガスの生産原価がどのくらいになるかというのを見積もったも

のです。そうしますと、全ての条件が成立する場合、仮定した条件、つまり仮定した条件

というのは、技術的に生産システムがしっかりできていること、それから浸透率に基づく

予測が正しいこと、先ほど示しました１坑井当たりのガスの生産挙動がこういうふうにな

るというのを前提とした上で計算しますと、１立方メートル当たり４６円という原価でガ

スを生産することができるという結果が得られています。建設コストが高くなった場合は、

１立方メートル９２円になったり、あるいは生産性が４分の１になると、例えば減圧する

ことによって浸透率が下がって４分の１になるとコストも４倍になるというような計算に

なっています。 

 いずれにしても、このように開発する技術が開発できて、そしてガスの生産挙動がシミ

ュレーションどおり出てくれるということになれば、この開発方式を適用すれば経済性を

有する開発ができるということがわかってきました。フェーズ１のときにはまだ第１回海

洋産出試験をやっていませんでしたので、実際にガスが出てない段階であまり細かいこと

を公表するのはよくないということで、今の話はあまり表に出していなかったのですけれ

ども、実際にフェーズ２において第１回海洋産出試験を行いまして、１日１坑井で２万立

方メートルですが、ガスを出すことができましたので、今のイメージが描けるようになっ
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たということです。 

 そして、同じく実行計画の７ページには、商業化の段階において必要とされる条件とい

うのを下の四角枠のほうに書いてあります。つまり、将来の商用化段階においては、（１）

から（３）、これが既成技術として完成していなくてはいけないというのが条件になります。

まず１番目はメタンハイドレート層からの長期のガス生産を可能にする技術。これは主に

機器、それから井戸、坑井の技術になります。それから、２番目はメタンハイドレート層

からの長期のガス生産挙動を把握する技術。これはレザバーシミュレーションとモニタリ

ング等の技術になります。そして、３番目が経済的な海洋開発システムの設計と実装並び

に環境面での影響評価にかかわる技術、これが海底生産システム等も含めた実際の海底下

あるいは海洋上に置かれる設備、これの設計にかかわる技術です。これらの３点セットが

できれば商業化段階を迎えるというようなことを書きました。 

 ここで少し補足しておきますと、「商業化段階」というのは、これは将来の事業のアウト

カムになります。これはこのフェーズ３の終了時ではなくて、平成３１年度以降、海洋基

本計画に書かれていますように、「商業化プロジェクト開始に向けた準備」、それから「民

間を中核とした体制整備」、「平成３０年代後半の民間が主導する商業化プロジェクト」、こ

ういったものを経て商業化段階が達成できるということです。従いまして、フェーズ３と

いうのは商業化段階までの中間位置に位置していまして、それから先は、フェーズ３まで

の成果を用いて、商業化段階までの研究開発のシナリオによって、これらの１から３の技

術レベルをさらに向上させていくということが必要になります。 

 実行計画の８ページには、これらを踏まえて、ではフェーズ３で何をするのだ、フェー

ズ３で言っている技術基盤の整備というのは一体どういうものかというのを書き込んであ

ります。一番初めに第１パラグラフで書かれているものは、ページ３の技術基盤の整備の

定義についてです。先ほど説明しましたように、フェーズ３の終了時というのは、商業化

段階までの中間位置に位置します。そういった意味で、第２回の海洋産出試験を実施しま

すが、その第２回の海洋産出試験、それから周辺の研究成果もあわせまして、商業化の実

現に向けたさらなる展開が妥当か否かを適切に評価でき、かつ将来的に必要となる知見が

検証されるような技術の基盤、これを整備することとしています。 

 具体的には、ローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、これを実行計画の大目標として設定しました。

まず１番目は、一定期間の生産実験を通じて、将来的に長期のガス生産が可能な技術基盤

が構築し得ると判断できる知見・データが蓄積されていること。それから２番目、一定期
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間の生産実験を通じて、ガスの生産挙動が把握されており、さらに長期のガス生産挙動に

ついても一定の精度で予測可能な技術レベルに達していると判断できること。それから３

番目、技術検討などを通じて、実現可能性の高い開発システムの基本案が提示され、かつ

経済性の観点においても商業化可能と評価でき、環境面での影響評価手法案等が提示され

ていること。要するにこれらを達成するということをフェーズ３の目標、これを技術基盤

の整備といたしました。 

 そして、実行計画の８ページから９ページですが、これはフェーズ３が終了してから平

成３０年代後半までの技術開発の展望について書き込んであります。スライド１２ページ

の図面自体は実行計画には入っていませんけれども、ここに入っている言葉は実行計画に

書かれていますので、このスライドで説明したいと思います。 

 まず、先ほど言いましたように、メタンハイドレート商業的開発というのは、平成３０

年代後半に――あくまで研究開発が順調に進んだ場合の工程をこれは示しています。メタ

ンハイドレートの商業的開発というのは、平成３０年代後半に民間が主導する商業化プロ

ジェクトの開始、これを経て実現します。その商業化段階のイメージとしては、１つの濃

集帯ごとにこういう海底生産システム、プラットフォームは使わないかもしれないですけ

れども、開発システムがあります。大体１つの濃集帯当たり開発年数は１５年程度で、フ

ィールドからのガスの生産量は１日数百万。これは先ほど言いましたように、この段階に

達するためには、この段階で確立しておかなければいけない要素技術としては、先ほど言

いましたアラビア数字の１、２、３です。そして当然これらの要素技術を現場で実証する

ような開発システムの機能検証が行われていなければいけません。今、フェーズ３はこの

位置にあります。終わるのが平成３０年度になります。先ほど言いましたように、フェー

ズ３の大目標はローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲです。つまり、一定期間生産ができて、そしてそ

の貯留層がどういう挙動……、メタンハイドレートが地層の中でどういうふうに分解して

ガスがどういうふうに生産するのかというのを確認して、そしてある程度経済的な開発、

次のステップの開発システムの検討がなされているという、これが条件になります。 

 この間にどういうギャップがあるかというと、この平成３０年度までに行われる第２回

の海洋産出試験というのは、後で説明しますように１カ月程度の試験です。従いまして、

商業的開発の規模と比べると、大きなギャップがあります。それを補うために、この目標

を達成するために技術レベルを上げていかなければいけないのですが、そのために民間が

主導する商業化プロジェクトというのがこのあたりにあります。現在の実行計画では、実
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際に技術開発をしていって、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲが目標で技術開発がどこまでいけるか、追いつい

ていけるかというところが問題なのですけれども、この平成３０年代後半の部分について

は、民間が主導する商業プロジェクトが開始されるための技術的な目安として、資料６の

実行計画（案）の９ページの上の四角の囲み枠内に書いてありますように、一本の坑井か

ら数年間のガス生産が見込める、それから１本の坑井で数万立方メートル程度、もしくは

それ以上のガス生産が見込める、複数坑井のガス生産を制御し、かつ必要に応じてガス増

産可能な技術等を要し、同時に経済性・安全性が担保される、こういうものが技術的な目

安と考えられるということを書き込んであります。ここでは、フェーズ３が終わってから

商業的開発に至るまでどういうことが必要かということを書き込んでありますが、これら

はやはりフェーズ３での結果を踏まえて検討されていくということになると思います。 

 そして、実行計画の１０ページをごらんください。１０～１３ページまでは、メタンハ

イドレート開発に関する国内外の動向について書かれています。アメリカ、カナダ、イン

ド、ブラジルまで、そして国内動向については民間会社における動きとして、第２回海洋

産出試験に参画することを目的とする民間企業１１社の出資による日本メタンハイドレー

ト調査株式会社が設置されたというようなことが書かれています。それから、１２ページ

の一番下のパラグラフでは、第１回海洋産出試験と傭船契約を受託した日本海洋掘削株式

会社が２０１５年１月にインド政府が主導するインド沿岸海域でのメタンハイドレート掘

削調査（ＮＧＨＰ０２）を受注するなど、民間企業の営業活動に直結する具体的な効果が

あったというような波及効果についても書かせていただきました。 

 今までの説明がフェーズ３のポリシーに関するところですけれども、ここで切りましょ

うか。ちょっと説明をここで一回切って、質問を受けたいと思います。 

【佐藤座長】  質疑ですか。 

【増田プロジェクトリーダー】  質疑お願いします。 

【佐藤座長】  それでは、これまでのところで何かございますでしょうか。 

 ここのところの検討会は、産出試験の１本の井戸で砂が出たとか生産性がどうだったと

かというような議論が多かったのですけれども、フェーズ３というのを迎えるに当たりま

して、１本の井戸の生産性ですとか生産可能期間というのがどういう意味を、将来のメタ

ンハイドレート開発のイメージの中でどういうふうに位置づけられるのかというのをちゃ

んともう一度理解していただきたく、今回、今ご説明がありましたように、スライドで言

うと８ページの生産プロファイルが一番わかりやすいかと思うんですけれども、一例とし
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ては、こういうようなシェールガスタイプの生産計画をしているんだから、１本１本の井

戸に対しては、もしかしたら委員の皆様何人の方かは、通常のコンベンショナルな生産井

に比べて低いとか短すぎるとかいうような感覚をお持ちだったかもしれないけれども、そ

うではなくてこの程度のものを組み合わせることを考えているのですよということをベー

スにフェーズ３で計画している１本の井戸の生産試験についてもご議論いただきたいとい

う思いで、こういうご説明をお願いしたところであります。 

 何かございますでしょうか。 

 お願いします。 

【大井田委員】  念のための確認でございます。 

 今解説がございましたけれども、１２ページのスライドで、民間が主導する商業化プロ

ジェクトが開始されるための技術的目安ということで、ここのメルクマールとして１本の

坑井からでありますとか、１本の坑井から日産これぐらいという目安が提示されています

けれども、今回の開発コンセプトというのは１本というよりも複数の坑井から成立してい

る坑井群、これが複数あることで、商業化というのがおそらく可能になるだろうと、こう

いうコンセプトかと思いますので、表現の仕方だけかもと思うんですけれども、１本のと

いうことだけでは商業化というのはなかなか踏み出せないので、おそらくここは複数の坑

井群が存在するものの中から、それぞれを構成する坑井群の相当程度の割合において産出

が確認されるというのがおそらく商業化に踏み出すときのメルクマールになるかと思いま

すので、今回のコンセプトから照らすと、そのような表現のほうが妥当ではなかろうかと、

このように感じた次第でございますけれども、このあたりはそういう理解でよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

【増田プロジェクトリーダー】  そのとおりです。済みません、ちょっと表現の仕方で

誤解を与えたようです。一番下に実は複数と書いてあります。これは複数で、しかも１本

の坑井ではこういうふうな条件というような意味で書いてありますので、表現の仕方を検

討してみます。 

【大井田委員】  ありがとうございます。 

【佐藤座長】  いかがでしょうか。 

 お願いします。 

【松永委員】  先ほどの８ページになりますけれども、図面とマルチの生産との関係で

言って、数値が幾つか挙げられているんですけれども、その中で言って実際のデータとし
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てあるのは左上のプロダクションデータですよね。 

【増田プロジェクトリーダー】  はい。 

【松永委員】  そこで技術的あるいは商業的に３年ぐらいでもう生産できなくなってい

る単一坑井の結果から各坑井群で８年間清算するという間のギャップをちゃんと埋めてお

かないといけないと思います。それがないと前提にならないので、生産の面からは、技術

的にそこら辺がコントロールできるのかどうかという辺がやっぱりキーポイントになるん

ではないでしょうか。 

【増田プロジェクトリーダー】  そうですね。 

【松永委員】  だから、そこの図面、シミュレーションで十分に検討はやられているの

かどうかというのが重要になるんじゃないかと思うんですけれども。 

【増田プロジェクトリーダー】  フェーズ３でやることになっており、生産手法開発グ

ループリーダーの長尾より説明いたします。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  例えば、第１坑井群の中で、確かに１本の井

戸は３年なんですけれども、それが複数ここが組み合わさって出ていきます。ですので、

組み合わせという形で、１つの坑井群、１坑井群が生産期間８年になるような 適な組み

合わせをまず見つけると。それがｎ個、ｎ群あって、それでトータルとして１５年という

ような考えをするとか、ちょっとそこら辺は組み合わせがいろいろあると思うんですけれ

ども、今後フェーズ３の中で提示していく内容にしていきたいなとは思っています。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  済みません、計算の条件を示さないと。

松永委員にはご理解いただけると思うので、ちょっと専門的な話をすると、この計算は周

期境界条件でやっています。つまり、坑井の周り一定のところに流体等熱が流れ込まない

境界を設定して、その境界が坑井と坑井の中間地点にあるというふうに仮定して、その中

のガスとメタンハイドレートと、それから熱、流体だけを使って生産するという計算をし

ています。つまり、これは無限に坑井が並んでいて、そこに周期境界条件が設定されてい

るという条件で計算しているので、境界を遠くにおけば、その右側のほうはどんどん遠く

になっていく。ピークは後ろにずれていって、それから１本の井戸からの生産量はどんど

ん増えていくんですけれども、そうすると今度全体としての回収率が下がっていったりす

るので、いろんな 適化計算を行ってこういう計算プロファイルになったときに経済性が

出そうだねということで設定した坑井間距離でこの計算結果が出ているので、これを延ば

すというのは単に坑井間隔を延ばすだけであれば延びる。これはシミュレーション上の問
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題というか、坑井間をどうやって設定するかという問題と、それからシミュレーションの

境界条件の問題になります。 

【松永委員】  そういう意味で、多分長期のプロジェクトをやるときの数値を実際の今

のデータとその目標とするデータというのが、例えば各坑井の生産期間８年というのは非

常に誤解を招く数字ではないかと思います。どれがシミュレーションか、あるいはデータ

を求め出したものかを理解してもらわないと、後で違っていたということにならないか気

がかりです。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  この８年というのも、計算するときの

条件としてこうやって設定したということで、設定したのにはもちろん理由があって、こ

れぐらいにすることで経済性がよくなるというところを狙っていってこういう設定をして

いるということなので、実際の生産の挙動とか貯留層の条件とかに、それをまたそれぞれ

のフィールドごとに 適化していかなければいけない。 

【増田プロジェクトリーダー】  初めは実行計画本体にどのくらいの坑井数でとか何年

とかいうのを書き込もうとしたのですけれども、運営委員会でも同様の意見がありました。

生産のコンセプトは変わらないのだけれども、何年かとかの数値が変わる、生産レートが

これからの研究によって平らに出せるように変わるという可能性もあるんですね。それら

も含めて、スライドの説明資料で開発の概念は説明しておいて、実行計画本体では、先ほ

どのＡ、Ｂ、Ｃという表現にするということに今は決めています。そのあたり、もしご意

見いただければ。 

 生産手法自体につきましては、後で説明しようと思っていたのですけれども、当然生産

性増進化というのが重要なテーマになっていまして、実行計画の２４ページの生産手法に

関する研究開発の「⑤生産性増進化技術の開発」というところで、目標回収率を６０％以

上とできるような回収方法ですね、生産手法の研究というのをフェーズ３では積極的にや

っていくことにしています。あくまで室内実験です。 

【天満サブプロジェクトリーダー】  先ほど増田プロジェクトリーダーからお話しいた

だいた、生産手法として目指している生産増進回収法の目標回収率ですが、既存の天然ガ

ス開発における回収率を想定して設定しました。想定される商業規模に対して、目標回収

率をクリヤーできる技術として適用できるかどうかというのを、数値解析とか実験等々を

用いて検証、提示したいということを、このフェーズ３では考えております。なかなか将

来的な技術というところもございますので、まずはフェーズ３の中で室内実験、数値解析
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でいろいろと検討させていただければということを今計画しているというところです。 

【佐藤座長】  ほかはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

【藤田委員】  藤田でございます。どうもご説明ありがとうございました。 

 私、３点ほどコメント並びに質問します。まずスライド６ページの経済的な開発システ

ム構築へ向けての考え方ですが、開発コストに関しては減圧法を前提に出砂防止対策コス

トに言及せず、いいことづくめの書き方のようです。経済的な開発システムを模索するに

は選択肢を広めておいた方がよろしいかと思うのですが。いわゆる熱刺激法やインヒビタ

ー注入を適宜併用することにより、お金がかかりそうなのが出砂防止対策費用を低減させ、

出砂障害を低減して乗り越え、より長期の安定生産が実現する可能性を記述しておいたほ

うが良いと思うんですよね。それが１つ。 

 それに関連して、７ページでございます。下のほうの四角のところで「熱刺激併用、フ

ラクチャリング」とありますよね。ここにインヒビター注入を入れたら如何でしょう。今

回の海上生産テストでやれというのではありませんが、やはりメタンハイドレートの固形

物をディソシエーション（分解）するというための３つのファクターのコンビネーション

の可能性の余地は述べておくべきでしょう、当然フェーズ３のこの段階では、結論として

決まった減圧法を前提としてテストを進めることには異論がありませんが、私はより出砂

障害を少なくするような方法に対しての示唆、表現が必要じゃないかと思うんですね。 

 それからもう一つ、１１ページをごらんになっていただくと、ここでいつも不明瞭な表

現なのですね、フェーズ３の結論は商業化に向かう技術基盤を整理すると。よく出る言葉

ですが、これは一体何ぞやと思うのです。それを具体的に実行目標と書いていただけたの

で、これはいいなと思います。今までの長い経験、実験、研究、ここから出たより具体的

な分かりやすい表現に変えろとよいと思います。 

 「開発システム」に関して、１つコメントしたいのは、３番目に、「開発システムの基本

案が提示され」と言うのですが、なぜ１つしかないのでしょうか。これは実現の可能性が

高いシステムかもしれませんが、このほかにいろいろな形のシステムが想定されると思う

んですよ。現在では概念的な生産方法だとは思いますが。私は MH を分解するためのあの３

つの方法のコンビネーションという生産手法をタイムリーに併用する開発システムを排除

すべきではない前提で、いろいろな形のパターンがあると思いますが、その中で一番実現

可能性の高い経済的な基本案を探求するというような目的にしたらいかがかなと思う次第
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です。以上です。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  出砂に関しては、温水加熱法で２００

２年にマリックで試験をしたときも出砂していますので、出砂対策は減圧法特有の問題で

はなくて、加熱法でもおきます。 

【増田プロジェクトリーダー】  今指摘された点につきましては、ちょっと復習してみ

ますと、まずスライドの６ページです。ここは確かに長所・短所というのが混ざっている

ので、もう少しスライドは整理したいと思います。確かに水処理のコストとかもかかりま

す。多量の水が排出されるという欠点もあります。スライド７ページの開発システムの要

素では、開発の要素を時間スケールで一遍に書いてあるのでわかりにくくなっているんで

すけれども、熱刺激とかフラクチャリングというのはもうすぐにやるというわけじゃなく

て、環境に優しい方法で生産性を向上させる開発方法が第一番目にあるというイメージで

すので、イメージが誤解を与えないように考えてみます。 

 それから、一番重要なところは、スライドの１１ページですね。フェーズ３の実行目標

につきましては、数値で目標を表現すると、逆に数値が出れば合格とか数値が出ないとだ

めとかいう変な判断基準になってしまうのでこの表現にさせていただいたんですが、Ⅲの

開発システムにつきましては、１つではないということで考えていますけれども。 

【藤田委員】  幅を持たせた数値はどうなの？ 

【増田プロジェクトリーダー】  幅を持たせた数値っていうのが……。 

【藤田委員】  このくらいの幅を目標とするとか、一定期間とはどのくらいの期間を考

えておられるんですか。 

【増田プロジェクトリーダー】  これは、全体の目標なので、フェーズ３の概要のほう

でもう少し具体的な話をします。ちょっと後で質問していただきたいというか。 

【藤田委員】  そうですね。後半の説明を聞いた後にいたしましょう。 

【佐藤座長】  今の議論は、ちょっと認識が共通ではないような気がするんですが、そ

こは大丈夫ですか。藤田委員のご指摘の中には、減圧法にこだわっているけれども、熱と

かインヒビターとかをやらなくていいのかとか。多分、こちらの方はもうフェーズ３とい

うのはそこを選ぶというところはもう過ぎていて、減圧法に特化してやっているんだとい

うような認識でおられるんじゃないかと思うんですけれども。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  ちょっとご説明させていただいてよろしいで

しょうか。生産手法開発グループの長尾です。 
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 まず、藤田先生の１番目のご指摘で、今減圧法を主体でやっているんじゃないかという

ご指摘に関しては、フェーズ１の時期に、もちろん２回の陸上産出試験を行って温水循環

法と減圧法をやりました。そのフィールドデータを使ってシミュレーションをかけた、簡

単な経済性評価ですけれども、お湯を沸かす、あるいは抵抗を使って熱をつくるという方

法ですと、やはりエネルギー収支が非常に悪い。減圧法の場合はポンプの駆動力だけでメ

タンハイドレートを分解するということで、一部エネルギー収支の観点からいろいろと検

討した結果、熱を刺激して使うという方法に関しては非常に効率が悪いということで減圧

法に特化したという経緯があります。そこで、その減圧法を使って、これは実施計画書、

文章の中の４ページ目にも記載させていただいているんですけれども。そのような経緯が

あって、まずエネルギー効率や生産の効率性についての課題を残した。しかし、ＭＤＴ試

験によって浸透性が高いということで減圧法ができる可能性が示されたということで、２

回目の陸産試験については減圧法を適用し、ちゃんとハイドレートの分解を確認したとい

うフェーズ１での成果をもとに減圧法に特化しているというところがあります。 

 ２つ目のご指摘で、生産障害に対して、でも熱刺激法とか使うんじゃないかというよう

なパワーポイントの７ページ目のご指摘なんですけれども、これは生産をするというので

はなくて、貯留層障害、例えばメタンハイドレートが再生成するですとか地層の中に氷が

できた場合に、エネルギー収支を悪くしない程度の熱量を与えて、生成した氷を解かして

生産障害を克服すると。これについても、どの程度の熱を加えればエネルギー収支に影響

を与えないでこういう生産障害を克服することができるかというような点についてはフェ

ーズ２の実施課題の内容になっています。 

 後に、藤田先生からご指摘があった、ページの中で基本的なシステムを１つだけ提示

するのはよろしくないのではないかと、１１ページですね。一番 後の、開発システムの

基本案、これ１つだけ提示するのはよろしくないのではないかというご指摘については、

先ほど増田プロジェクトリーダーからご説明がありましたけれども、スライドの７ページ

を見ていただくとわかるんですけれども、ここについても洋上施設を使った場合、あるい

は使わなかった場合どうなのかというような、開発システムに関してもこういうような複

数の案を考えているというところはご理解いただければと思います。以上です。 

【藤田委員】  この議論は全部聞いてから、 後に。 

【増田プロジェクトリーダー】  そうですね。 

【藤田委員】  でないと、ちょっとね、まだいろいろな問題があるんですよ。これから
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ほんとうに商業化の技術基盤整備のためのテストに入るといったら、可能性のある MH 分

解手法をこなしてなきゃ。リスクの低い商業化を提言できないわけですよね。 

【増田プロジェクトリーダー】  基本的には、回収率を上げなければいけないだとか、

在来型の石油や天然ガスが開発されていったときに行われた研究、つまり回収率を上げる

とか生産を 適化するだとか、そういう研究は後の段階になったらでて来ると思うのです

けれども、その段階になっていればおそらく商業生産されているだろうというのが私たち

の気持ちの中にはあります。だから、まずメタンハイドレートは海底下の地層中に固体と

して存在しているので、それを分解してガスを出さなければいけないですね。そのために

は、浸透率が重要で、減圧法でガスや水が出ないようなところは熱を加えても回収できな

いというような考え方です。だから、まず減圧法で。先ほどのシミュレーションも減圧法

だけを適用したときにも経済性がありますから、さらに減圧法に加えて何かエネルギー効

率的にいいような熱を加える方法ができればさらに経済性が上がるという、基本的にはそ

ういうふうな考え方なのです。フェーズ３であらゆるものをやっているといつまでたって

もプロジェクトが終わりませんので、フェーズ３の段階では、目標設定したⅠからⅢを確

実に達成して、それができたら次のステップというような考え方をとっています。 

【佐藤座長】  ほかの委員の皆様、いかがでしょうか、ご質問。 

【門委員】  東京ガスの門でございます。 

 スライドの１１のローマ数字Ⅲのところに、「商業化可能と評価でき」と言っていただい

ていますが、商業化可能かどうかを判断するためには、生産だけではなく、どのように輸

送し、輸送したものが消費と連結され、消費されるところにちゃんと需要があるのかどう

かということについても、整理する必要があると思います。細かな計算は商業化プロジェ

クト開始に向けた準備という平成３１年度以降に行われると理解している一方、例えば７

ページ目の絵にガスの輸送手段としてパイプライン・ＬＮＧ・ＣＮＧ・Gas to Wire と書

いてありますが、どういう仮説のもとであればどれがフィージブルかということについて

も、可能な範囲でこのフェーズ３の中に踏み込んでおいていただかないと、生産できたか

ら商業化でいいよねと結論付けたが、平成３１年度以降に具体化したらだめでしたという

ことになるのは非常にもったいないので、難しいとは思いますが、ぜひフェーズ３の中で

一定の絞り込みをしていただくことを期待します。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  おっしゃるとおりで、フェーズ３の中

でも検討をしますし、既に検討も始めています。それで、本件に関しましては、この委員
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会では批判されましたけれども、ビジネスモデルの検討ということで、大阪ガスさん、東

京ガスさん、東邦ガスさんとのヒアリングに行ったり、電力会社さんのヒアリングに行っ

たり、どういう形たちであれば引き取ってもらえるのか、経済性だけではなく、コスト、

デマンドとサプライのマッチングという観点でも検討をしております。してますというの

が……。 

【増田プロジェクトリーダー】  後でまた計画のところで説明します。 

【門委員】  よろしくお願いします。 

【佐藤座長】  ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、引き続きのご説明をお願いいたします。 

【増田プロジェクトリーダー】  そうしましたら、実行計画の１４ページをごらんくだ

さい。スライドは１３ページになります。１４～１８ページにかけては、フェーズ３の概

要、フェーズ３でどういうことをどういう体制で取り組むのかということを書かせていた

だいています。まず、先ほど言いましたように、フェーズ３の大目標Ⅰ、一定期間の生産

期間を通じて将来的に長期のガス生産が可能な技術基盤が構築し得ると判断できる知見・

データが蓄積されていること。これの具体的な達成目標は、１カ月の海洋におけるガス生

産実験を通じて、海洋の未固結堆積物中で減圧法が実現できること、これが達成目標にな

ります。さらに具体的なことも書き込んでいまして、減圧制御ですね、これはよく藤田先

生から指摘されるところですけれども、段階的な減圧ですね、７メガパスカル、５メガパ

スカル、３メガパスカル。こういうふうな圧力制御、減圧がしっかり制御できるというこ

とを確認できるということ、そして、坑内でのガス・水分離がしっかりできるということ、

そして出砂対策としては、計画どおり砂が地上設備に影響を与えない程度の生産にとどま

るということ、そして坑井の健全性は、坑井が安定に保たれ、セメントを通じた海水の流

入などがない、坑井仕上げがしっかりできて問題なかったということを確認すること、そ

して、離脱の可能性もしくはその影響の回避。これは、ワークオーバーライザーを使って、

緊急離脱・計画離脱が発生しないか、または離脱してもすぐに復帰して減圧が再開できる

か、これらを確認するということが、この達成目標の具体的な内容を意味しています。 

 そして、達成目標のⅡ、これの具体的な内容は実行計画の１５ページに書かれています。

一定期間の生産実験を通じて、ガス生産挙動が把握されており、長期挙動についても一定

の精度で予測できるレベルに達しているということです。この達成目標は１カ月の海洋に

おけるガス生産実験を通じて、少なくともその間に生産量が安定し、その先さらに増えて
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いく見通しを示すこと、これを達成目標としました。これは生産量と生産履歴を把握する

ということと、それからヒストリーマッチングを行って、信頼性のある長期予測を可能に

するということを意味しています。これから説明しますけれども、この１カ月のガス生産

実験において、初期の擾乱部分を除いた安定期間内で実測値と推定値の一致する期間が持

続するということ、そして実測値が予想どおり増加傾向を示すということ、減圧法によっ

てガスが徐々に増えていくということを示すこと、それから、その後もガスの減少を示す

ような兆候がないこと、これを確認することを目標としています。これができれば、予測

挙動という信頼性も高まりますので、より長期の生産挙動についての信頼性も高まること

になります。 

 なお、前回指摘を受けましたので、具体的な例を用いて、どうして海洋産出試験の生産

期間を１カ月に決めたのかというところを説明したいと思います。今お見せしている１５

枚目のスライドは、第１回の海洋産出試験のときの事後解析、試験が終わった後に貯留層

モデルを再構築してシミュレーションでマッチングしたときの結果を示しています。左側

が減圧を始めてからのガスの生産レート、右側がやはり減圧を始めてからの水の生産レー

トを示しています。黄緑色で示したのがシミュレーションによる予測値で、赤あるいは青

で示した線が計測された実測値です。これを見ればわかりますように、ここのヒストリー

マッチングをどういうふうにやったかといいますと、初期は坑井仕上げの影響、あるいは

産出する水の影響等がありますので初期は擾乱していると考えて、生産期間は結局６日間

だったのですけれども、 後の部分だけでガスと水の生産レートが合うように貯留層のパ

ラメータを調整しました。 

 これに基づきますと、もし第１回海洋産出試験の試験地で試験を行った場合、排ガス半

径を３５０メートルと仮定して、坑底圧は第１回の海洋産出試験のときは５メガパスカル

までしか下げられなかったのですが、３メガパスカルまで瞬時に減圧したとして仮定して

計算を行うと、ガスの生産レートは、縦軸はガスの生産レートで横軸が生産期間とします

と、大体１カ月程度がここになります。これが５０日です。５０日たつと大体１日６万立

方メートルぐらい出ただろうと、そして、１カ月くらいですと、大体５万立方メートルく

らいまでガスレートが上がってくると予測されます。第１回の海洋産出試験のときはこの

辺までしかできなかったという解釈でいます。 

 それから、スライド１７枚目は、縦軸に生産ガス・水比、横軸に生産開始してからの日

数をとったグラフです。坑内の流体が出てきて、あるいは掘削時に逸水した水が戻ってき
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たりするのを除くと大体１０日くらいでガス・水比も安定してくると予測されます。１カ

月くらいすればガスの生産レートも上がる傾向が見えてくるだろうということで、第２回

の海洋産出試験の生産期間を１カ月としました。試験を通じてここの１か月間のヒストリ

ーマッチングができれば、長期の予測というのもかなり信頼性が高まると考えています。 

 それから、実行計画の１６ページにおきましては、長期陸上産出試験について書いてあ

ります。上から８行目から始まるパラグラフです。今現在お見せしているスライドは、前

回の開発実施検討会で説明した資料ですが、基本的には陸上の場合はより長期の試験がで

きるので、長期挙動を把握することができる。前回説明しましたように、長期の挙動が把

握できれば、よりガスの生産レートが上がってくるということが把握できるだろうという

ふうなことを考えています。スライド１９枚目には、実行計画に本文中に書かれているこ

とを箇条書きにしてありますが、長期陸上産出試験の目的は、大きく分けると３つになり

ます。今言いましたように、海洋産出試験においてガスの増加傾向が必ずしも明確に確認

できない場合であっても、１年あるいはそれ以上のガス生産挙動を実フィールドにおいて

検証することができるという利点があります。それから、長期生産によって発生するガス

生産の安定性や増加傾向を阻害する現象を検討することができる。それから、先ほど話題

になっていました、どのようにしたら回収率を上げられるのかといった、室内実験やシミ

ュレーションで検討しているような、回収率を向上させる手法をフィールドに適用して検

討することができると、このような利点があります。 

 そこで、フェーズ３の目標の（Ⅱ）の「一定期間の生産実験」という表現は、海洋産出

試験１カ月とそれからできれば陸上産出試験１年というのを組み入れてあることを意味し

ます。今、できればというふうにお話したのは、実行計画には「ただし」という文章で書

いてありますけれども、長期の陸上産出試験については、やはりアメリカのアラスカ地域

でやっていますので、相手国の状況にもよります。それから、現在試掘を行おうとしてい

る段階で、試掘した結果、良い候補地がある場合もあるし、あるいは試験は可能だけれど

もインフラ整備にすごく時間を要する場所、あるいはやってもあまり意味のない結果にな

る可能性もあります。だから、そのような全ての状況を想定しまして、試掘結果が判明し

た時点で、この長期産出試験の方向性については明らかにしていきたいと考えています。 

 ただ、長期産出試験をしないと、フェーズ３がというかこのプロジェクトが完結しない

ということになりますと、永遠にプロジェクトが続いてしまいます。長期陸上産出試験の

データからは非常に有効な知見は得られるのですけれども、この検討をすることによって
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かなり海洋産出試験の解析にも役立ってきますし、さらに室内実験で代替することもでき

ると考えています。だから、長期陸上産出試験のほうは、できない場合でも海洋産出試験

で代行するという考え方にしてあります。 

 それから、次は１６ページの下のフェーズ３の目標Ⅲです。これは開発システムのこと

です。ここの達成目標はこのようにしました。フェーズ２までの検討（第２回海洋産出試

験検討時に比較検討した３カ月あるいは１年間のガス生産試験を行う想定のＰｒｅＦＥＥ

Ｄ及び開発システム検討）に基づいて、実現可能性の高い将来の開発システムの基本案を

提示するということです。具体的には、基本設計、事前調査、経済性の検討、環境影響評

価の項目から成ります。フェーズ３で肯定的、非常によい結果が出た場合は、すぐにポス

トプロジェクトというか、我が国のメタンハイドレート開発計画の次のプロジェクトに速

やかに進む必要があります。そして、そのためには海洋開発システムに関するところも検

討しておかなければいけない。そういう意味で、この基本設計の作業を入れます。それか

ら、経済性の検討の項目では、エネルギー収支と経済性検討を実施して、エネルギーとし

ての質、そして生産ガスの価格が実際にどのくらいになるかというのを、具体的な設計し

た開発システムに基づいて検討する。先ほどお見せしたよりもずっと詳細なものができる

と考えています。 

 そして、全体ですけれども、実行計画の１７～１８ページにかけては、今までお話しま

したフェーズ３の目標、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、これがどういう研究分野で研究されるかということ

が書かれています。スライド２１枚目では、この内容を表にして示します。フェーズ３の

分野別課題の欄には、実行計画の１９ページ以降に書かれている分野別の課題の番号が入

っています。分野別課題としては、「①海洋産出試験の実施」から「⑭経済性の評価及びそ

の他の取り組み」までの１３項目になっています。⑭まであるのになぜ１３項目かといい

ますと、フェーズ２の課題の番号をそのまま踏襲しておりまして、⑬の「環境影響評価に

関する総合評価と 適化検討」の課題はフェーズ２で終わっていますので、それを除いた

形で１３項目という形になっています。 

 研究の連続性から、分野課題の番号はフェーズ２の分野番号と全く同じものとさせてい

ます。そして、この表を見ていただくとわかりますように、それぞれのⅠ、Ⅱ、Ⅲという

大きな目標を達成するためには、各分野が連携して研究を行うというように、分野間で密

接かつ総合的な関係を維持して研究を進めるというのはフェーズ２のときと全く同じ考え

方になります。あと、重点目標としてⅠ、Ⅱ、Ⅲというのを設定してありますが、このⅠ
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からⅢ以外の課題として、当然資源量がどのくらいあるのかというのは重要な課題でして、

ここは１つの柱として、⑧番、⑨番の項目として研究を行っていきます。 

 スライド２２枚目は、フェーズ３の体制です。フェーズ３の期間は３年間でコンソーシ

アムとして研究を行いたい。プロジェクトリーダーを私が努めさせていただきまして、４

つのグループ、そして推進グループの統括の下で環境に関する研究に取り組んできた環境

チームの存在を体制図に明示して、４グループ１チームの体制でやっていきます。そして、

フィールド開発に関する研究と資源量の評価についてはＪＯＧＭＥＣ、それから生産手法

開発についてはＡＩＳＴが主体として研究を行うという流れです。また、同様にこの開発

実施検討会で助言をいただいて報告して、経産省からの委託で行うという仕組みを考えて

います。 

 あとは、スライド資料はないので、本文中でごく簡単にざっと説明したいと思います。

１９ページ以降にフェーズ３の分野別課題が書かれており、「フィールド開発技術に関す

る研究開発」が１９～２２ページ、「生産手法開発に関する研究開発」が２３～２５ページ

です。そして、「資源量評価に関する研究開発」が２６～２７ページ、「環境影響評価に関

する研究開発」が２８～３０ページに、それぞれ課題を書いてあります。そして、 後の

３１ページの「経済性の評価及びその他の取り組み」のところが、ある意味総合評価にな

っておりまして、一番 後のページの研究開発の実施内容というのを見ていただくとわか

りますが、経済性、エネルギー収支の再評価、海洋開発システム検討の結果に基づき、経

済性評価、エネルギー収支評価の基礎データを見直し、また第２回海洋産出試験から得ら

れた知見も踏まえて、経済性・エネルギー収支、ライフサイクルＣＯ２排出量を含む評価

を行う。それから、総合評価としては、環境影響評価、経済性評価、エネルギー収支評価

の結果等に基づき、商業化に必要な政策等を検討する。また、メタンハイドレートが実用

化された場合の副次的効果（海外展開も含む）の解析や、民間企業との意見交換を行う。

これらの結果を取りまとめ、商業化の実現に向けたさらなる展開が妥当か否かを評価する

というのが、これがフェーズ３の全体像になっています。以上です。 

【佐藤座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、コメントをお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

 お願いします。 

【大井田委員】  大阪ガスの大井田でございます。 

 これまでのフェーズで既に議論されているのかどうかちょっとわからないですけれども、
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スライドのフェーズ３の目標で、ガスの生産挙動の長期一定期間の精度で予測可能である

ということが、スライドの１４ページに掲げられていると思うんですけれども、生産挙動

というのは、初期からピークに達して、そのピークがどれだけ続いてその後デクラインし

ていくかも含めたものと理解すべきと考えております。この一連の流れを予測した上で、

複数の坑井をどのようなスピードで立ち上げていって一定レベルに保つかというところが

経済性を考える上で大事だと思うんですけれども、ここで書かれているのは、初期からピ

ークに達する間の挙動の安定確認を１カ月やって、その後どれぐらい長期維持するかとい

うのを、本来はできれば１年陸上で確認したいということかと思うんですけれども、商業

化を検討する上では、ピーク後に、どのようなスピードで減退していくかということを、

１つ１つの坑井の挙動を、相当の蓋然性を含みながら予測して、どのような費用をかけて

投資をしていくのかと、こういう手順で組み立てて行くことになろうかと思いますので、

今回のフェーズにおいてはこの生産挙動の 後のところ、ここをどのような形で検証して

いくのかというのが少し見当たらない感じがいたしましたので、補足いただければありが

たいと思います。 

【増田プロジェクトリーダー】  ちょっと説明を飛ばしたところがありまして、すみま

せんでした。細かいところはグループリーダーに答えていただきますけれども、実行計画

の２４ページをごらんください。「⑥生産性・生産挙動の評価技術の高度化」のところです

ね。海洋産出試験をやりますと、貯留層モデルの信頼性が高くなってきます。２４ページ

の「⑥生産性・生産挙動評価技術の高度化」の一番下のパラグラフです。「海洋産出試験な

どの検証を通じて得られた貯留層モデルを用いて、生産シミュレータによる解析から、想

定される商業規模生産における生産システムについて経済性及び合理性について評価す

る」ということになります。海洋産出試験ではガスが減退してくるところまでは見えない

のですが、室内実験の結果、それからシミュレータによって予測をして、それで評価する

ということになります。 

 あとは、長期陸上産出試験など。では、グループリーダーから細かく答えたほうがよろ

しいかと思います。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  これも理論の話ですけれども、メタン

ハイドレートの場合、通常の油ガス田と違ってデクラインしないんですね、理論的には。

なぜかというと、メタンハイドレートが分解した後は浸透率が非常に高く、今、ターゲッ

トとしては非常に浸透率が高いところなので、減圧が届く範囲というのはどんどん広がっ
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ていきます。浸透率が小さければ減圧が届く範囲はそんなに遠くまでは届かないので、そ

れに届かないんですけれども、理論的に、もしも例えば１ダルシーとか上がるところであ

れば数百メートル、数キロぐらいまで減圧が届いてしまうので、デクラインしないでどん

どん進んでいく、どんどんガス量が増えていくというのが実際です。 

 さっき説明したとおり、先ほど示した生産挙動は、周期境界条件で閉じた系の中でやっ

ているのでああいう挙動ですけれども、開いた系であればずっと生産し続けるというのが

理論なんですが、実際には理論どおりにはいかないと思っています。途中で水がどんどん

増えていったり、貯留層障害が起きてΔＰが増えていって、井戸を減圧しても周りに圧力

が届かないとかいろんなことが起きていくと思うので、そういうことが起きていくかどう

かということを、長期の海洋産出試験とか長期の陸上産出試験で理論と実際の違いという

のを探していって、それをシミュレーションの中に取り込んでいくと。今のモデルの中に

はそういったところが入っていないので、それをちゃんと取り込むというところで、この

先は長尾さんのほうに。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  すみません、今、山本グループリーダーから

お話の生産量が減退するといいますのは、先ほどご説明しているとおり排ガス半径、つま

り１本の井戸が何メートル生産を分担されるかというところで、ちょうど中間部分に当た

るところがちょうど両方から生産が来て、ちょうど透水性ゼロと置いてもいいというモデ

ルですね。そういうふうになるので、１本の井戸が途中まで行くけれども、そこにちょう

ど分解しない壁がありますから減退すると。つまり、減退の形ですとか速度というのは、

排ガス半径が、つまり貯留層がどういう大きさで、これを 大限ガスを出すためにはどう

したらいいか、何本の井戸が必要かという、ある意味設計が決まると１本の井戸で、例え

ば３年後がピークになって５年後にゼロになるよ、あるいはそれをもうちょっと広げると

１０年までもつよという形になります。 

 その減退のほうを試験で評価するというのが、まさしくシステムを決めて、一度パイロ

ットプラントでやってみるという段階なのかと思うんですけれども、その減退の様子とい

うのは、ちゃんと貯留層モデルを海洋産出試験あるいは陸上産出試験でつくって、生産挙

動をちゃんとある程度ヒストリーマッチングできちっと終えるようになれば、多分こうい

うシステムで井戸を何本掘って排ガス半径を何ぼにすれば、１本井戸当たりこういうよう

な減退になるだろうというのをきちっと予測できるだろうと思っていますので、そこら辺

を複合的に考えて、まずは生産挙動をきちっと海洋産出試験、陸上産出試験で再現できる
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モデルとシミュレータをつくって、それを用いて、今言われたようなシステムとして排ガ

ス半径を決めたときに 大限のエネルギー収支あるいは経済性を持つときに何ぼやと、そ

のときには減退はこういう形じゃないといけないからこういうシステムにすべきだよねと

いうような形をシミュレーションで何とか示せるような形にしようと思っています。ちょ

っと試験では多分そういうようなパイロットプラントをやったときに、減退のところを見

るという形になると思うので、それもものすごい先の話かなと思っています。あくまでも

シミュレーションで考えていこうと思っています。 

【佐藤座長】  よろしいですか。 

【大井田委員】  すみません、やや専門用語が多く、ついていけるかどうか少し、自信

がないところですけれども、平たく言うと大きな水たまりを何人のストローで吸い上げる

とそれぞれの人の肺活量の限界で一番効率よくみんなが水を飲めるかというようなお話か

と思うんですね。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  そうです、すみません。 

【大井田委員】  ということですよね。ということは、対象とする水たまりを 初にど

う見積もっておくかというのがほんとうに大切でして、そこがずれてしまうと、本来これ

だけの水たまりがあるはずなのに全然吸い上げられないと、こういうことになるんだと思

うんですね。ですので、このフィールドテストの中で、どれぐらい貯留層を対象にして、

その誤差ですね、これをどのように見積もるかというのを考慮して結果的に初期の生産挙

動を確認して、減退というのは一連のシステムの設計の中でどのように織り込むかを考え

るということで初めて商業化の検証プロセスが完結するんだと思うんですね。その部分の

説明が、今回の 後生産挙動を長期安定的にと検証するプロセスにおいてどのように扱わ

れるかということの関係が少しわからないので、ご質問させていただいた、こういうこと

でございます。 

【増田プロジェクトリーダー】  実は海洋産出試験のやり方については、前回の開発実

施検討会で説明しまして、生産井の間にモニタリング井というのを置いて、どういうふう

にして分解しているかとモニターします。だから、分解領域がどこまで届くかというのは

それで計測して、一方でガス量を計測して。そうすることによって、地下の中でどういう

ふうにしてハイドレートが分解したのかというのを把握できると考えております。ただ、

先ほど経済性の評価で計算したのは、排ガス半径が大体２２０メートルぐらいで設定して

計算しています。だから、井戸間隔が５００メートルくらいです。井戸間隔を５００メー
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トルぐらいにすると、要するに今言ったようなストローで吸い上げるというか、片方の井

戸の影響がもう一方に届いて、ハイドレートのある量が限られてしまうので、それが分解

し切るとガスレートが下がってくるというような挙動になります。だから、確かにどのく

らい井戸を設置したらいいのかというのは今後の検討課題で、海洋産出試験ではその検討

のための基礎的なデータが得られるのではないかと思っています。ちょっとまた検討して

みます。 

【佐藤座長】  技術的なことはそれでいいと思います。整理すると、フェーズ３では計

算では減退のところを見るけれども、試験では見ないということで。多分、大井田委員と

か企業の方の感覚がそれでＭＥＴＩ側と合っているのかどうか、今後整理しないといけな

いと思うんですけれども、フェーズ３は今ご説明したところで終わりますと。 

 例えば、それを開発するかしないか、会社の経営会議でやるようなところまで少しおっ

しゃっているような気がするんですけれども、そこに投資するのかどうか。そこまでＭＥ

ＴＩがやるのかどうかというのは、それはフェーズ３後、その結果も踏まえて、ちょっと

交通整理というか、ＭＥＴＩはここまでやると、あとは企業がリスクはもちろん考えなき

ゃいけないんだからそこまでは見ませんよとか、はっきりさせないといけないと思います

ね。 

 ほか、いかがでしょうか。お願いします。 

【石井委員】  ちょうど今この図面が出ているので伺いたいんですけれども、そのグラ

フを見ますと、２段階になっていて、 終的に６万立方メートルパーデイのところから大

体コンスタントな傾きになりますよね。先ほど示していただいた１本ずつの井戸のシミュ

レーションの生産量ですか、プロファイルですよね、スライド６ページのプロファイル。

こういう形に本当になるかどうかというのは……、今のところですね、この赤い線なら赤

い線の形に１本の井戸のプロファイルがなるかというのに一番きいてくるのは、先ほどの

図面の６万立方メートルを越えた後のほぼコンスタントに見える傾きがああいう傾きにな

るかどうかということが一番きいてくるわけですよね、きっと、生産量として。 

【増田プロジェクトリーダー】  そうです。 

【石井委員】  それを検証するのに、今このグラフにそのまま１６ページに書いてある

んですけれども、１カ月というのは６万立方メートルの変曲点より手前のところまでしか

試験しませんよね。もちろんヒストリーマッチングでというご説明があったんですけれど

も、それはそれで理論としてヒストリーマッチングでうまく１カ月のデータでマッチング
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できればこの先はこういうふうになると予測できるのかもしれないけれども、一番肝のと

ころは、ほんとうにこういうふうに予測されて６万立方メートルを越えたところにコンス

タントのカーブでいってくれるのかどうかというのを、少なくとも１回は実証しないとだ

めなんじゃないのかなというか、観測してみないと。それを陸上でできるならば、同じよ

うな条件でできるのであれば望ましいと思いますけれども、そこら辺苦しくないんでしょ

うかというか、何か……。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  済みません。そもそも今の１カ月試験

の目的が、前回の試験の結果わかった技術課題を検証するということで始まっています。

海で長くやりたいです、お金がたくさんあって、無限にお金があるなら我々ももちろん海

で長くやりたいんですけれども、まずお金を投資する前に、つまり３カ月とか１年とかと

いう試験をしようとすると、例えば今は「ちきゅう」という船を借りて今回掘削しますけ

れども、例えばあの船って碇がついていないんですよ。だから、ずっとプロペラを回して

そこにおいておかなきゃいけなくって、大嵐が来たりすれば逃げなきゃいけないし、いろ

いろな制約があるんですね。ほんとうに長く試験をしようと思ったら、例えば係留しなき

ゃいけないかもしれないし、例えば台風期をまたがっても試験を続けようと思ったら、今

度はプラットフォームを建てなきゃいけないかもしれなくて、投資額がどんどん増えてい

くんですね。 

 今のステップは、じゃあ次の投資、今の経済産業省が動かせるお金、その辺の話をした

らまずいのかもしれませんけれども、その限界の中でできることのマックスを考えていて、

まずやらなきゃいけないことは次の投資の段階に入っていいかどうかを決めるというのが

次の試験の目的になります。実は、変曲点というか、その変曲点そのものに意味があった

り、その後ろのカーブに意味があったりというわけではなくて、また逆に何年とかとなる

と貯留層そのものがどれぐらい 不均質があるかということとかにかかわってきて、モデ

ルの話とはまたちょっと変わっちゃうんですけれども。その辺はちゃんと追っかけなけれ

ばいけない、もちろん商業段階では必要なんですけれども、それをする途中にはやっぱり

いろいろなステップが必要で。投資が大体１０倍、１０倍な感じで増えていくので、その

ステップの中で今の１ヶ月というのが設定されていると理解していただければと思います。 

 ただ、その投資額を減らす１つの方法として、陸上産出試験というのがあり得るんだと。

陸のほうは、陸もいろいろ問題はあって、環境問題とかいろいろ問題があるのでほんとう

に長くできるかそれほど安いのかという議論はあるんですけれども、陸で同じようなカー
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ブがもしも引けるのであれば、その理論はそれほど間違っていない、あるいは理論とそれ

から結果が違っていれば、どこが違っていたかというのを分析することができる。でも、

その違いの理由を研究するためには、単に今ガスを出す、水を出すだけの話をしているん

ですけれども、本当はそれが重要ではなくて、そこで例えば地層の中の物性がどう変わっ

ていったとか、温度がどう変わっていったかということが重要なんです。それがわかれば

シミュレーションが正しくなるので。それを調べるために、例えば我々コアをとったり検

層をとったりしていますし、それからモニタリングの井戸のデータをとっていると。どう

してもわかりやすくということで、ガスを出す話、水を出す話ばかりしているんですけれ

ども、そうではなくて、先ほど大井田委員もおっしゃいましたけれども、地層の中の貯留

層の条件がどうなっているのかというのをきっちりして、その中でどういう物理的なプロ

セスが働いているのかというのを知るということが重要で我々はやっているということで

す。 

 済みません、ちょっとまた専門的というか、学術的に聞こえるかもしれませんけれども、

これは学術的な話じゃなくて、将来予測をするために必要な、将来予測というのは投資の

基盤なんだから、投資の基盤をつくるというのが我々の仕事だということです。 

【佐藤座長】  よろしいですか。 

【石井委員】  はい。 

【木村委員】  今のお話と私も大体同じようなことをまた述べさせていただきますけれ

ども、海洋産出試験に対して金額的な制約等とありますが、 終的に商業化に向けて一歩

進めていこうといった場合には、私はやはり長期的な試験を１回やってみて、それで予測

結果とどう違ってくるかなとか、多分また制約条件等いろいろ出てくると思いますので、

その辺は確かめられたほうがよろしいではないかと思います。以上です。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。 

 お願いします。 

【森田委員】  今のご指摘と関連するのですけれども、逆に今度１本掘ってこういう挙

動がうまくとれたとして、α濃集帯の広がりなり量なりというのが既にわかっていて経済

性というのが計算できるようになるのでしょうか。それとも、今おっしゃるような長期の

試験をやらないと、この経済性というのはやっぱり計算しづらいというか、そういうこと

になるのでしょうか。要するに、今までの知見の中でα濃集帯のどれぐらいの広がりで商

業生産が可能か、１日数百万立米出せるというふうな計算が可能になるのでしょうか。 
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【山本フィールド開発技術グループリーダー】  α濃集帯に関しましては、我々２００

４年に井戸を掘って、ある１点のデータというのをとっています。それから地震探査のデ

ータがあってＢＳＲの広がり、それから濃集帯の広がりが大体わかっていますので、その

規模を仮定してやった計算結果が先ほどの経済性で示したデータです。その具体的な広が

りとかは藤井のほうがよく知っていると思うので、必要があったら説明しようと思います

けれども。それってどれぐらいここがきっちりあるかということに関しては、正直言って

１本の井戸のデータしかないんですね。これ、コンベンショナルな通常の油ガス田でも同

じことで、油田の開発をするときにはもちろんテスト井を掘ってデクラインカーブを引い

て、資源量の評価と生産量の評価をするんですけれども、当たらないことはたくさんあっ

て、開発の段階で常にヒストリーマッチングを続けていて、それが正しいかどうか検証し

てまた次の投資判断をしていくことになるので、メタンハイドレートも当然同じようにな

ると思います。何分地下のことなので、我々が試験をする前に手に入る情報は、地震探査

――メタハイの場合は通常の油ガス田よりも地震探査から得られる情報は多いんだと思う

んですけれども、その場合でも、そこにメタハイがあるかどうかしかわかりません。どれ

ぐらいガス・水が通せるかとか熱が供給されるかという情報はわからないので、それは試

験をしていかなければいけないし、それからやはり長期のテストをしてみないと、メタハ

イのもう一つの特徴としては、軟弱な地層の中にあって、メタンハイドレートが分解した

後に、よく藤田先生おっしゃるとおりジオメカ的な観点が非常に重要で、長尾さんたちが

やっているシミュレータは多分世界で一番進んだものだと思いますけれども、シミュレー

タの中に入っていないプロセスがたくさんあるので、何か知らないことがどんどん出てく

るかもしれないので、それは長期の試験ないしは実際に商業生産になってからも、ずっと

何が起きているのかというのを知るための努力というのは続けなければいけません。 

 ただ、それが今日議論しているのはフェーズ３で何をするかの議論ですので、それはフ

ェーズ３の中でやり切れるものではとてもないということです。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  ちょっとだけコメントさせていただきますと、

長中期を、例えば今の貯留層αの情報、あるいは今回の海洋産出試験、次回の海洋産出試

験のデータをつくれば、理想的な経済性というのは多分計算することができると思います。

ただ、ちょっと、先ほど増田プロジェクトリーダーあるいは山本さんもご説明しています

けれども、長期にすることによって例えば圧密が起きて浸透性が悪くなるですとか、細か

い砂が流れてきて浸透性が悪くなるですとか、あるいはハイドレートが分解して地層の温
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度が急激に下がり過ぎて、予測よりも下がり過ぎてちょっと生産量が落ちてしまって、こ

れがやはり長中期をやってみないとわからない、ほんとうに何が起きるか。フェーズ３の

中では、ラボの中でこういうような実験をしてシミュレータで評価できるように準備をし

ておくということが実は書いてあります。ただ、それを準備しておいて、やはり実際に長

中期をやってそういう障害が起きてみないと、理想の経済性がどれぐらい下がるのかとい

う検証ができないので、やはり長中期の試験というのは必要かなと感じています。 

【森田委員】  そうしますと逆に今度アメリカで掘削をして何か貯留層を見つける。そ

れの評価というのはどうされるのですか。要するに減圧法に適した貯留層があるなしとい

うことを掘削して評価してから長期試験をおやりになると、こういうことでよろしいので

すか。 

【増田プロジェクトリーダー】  そのとおりです。 

【森田委員】  ありがとうございます。 

【増田プロジェクトリーダー】  それから、実行計画の２７ページの資源量評価につい

ては細かく紹介しなかったのですが、各濃集帯については地震探査データが得られていま

す。研究開発の実施内容の⑧の４行目に書いてありますように、東部南海トラフだけが資

源開発の対象ではないので、開発の可能性については、「本邦石油開発企業が将来的に探鉱

開発海域を検討・選定する上で必要となる基礎情報を整理する」というところでデータは

整理して、経済性についても東部南海トラフだけではなくて一般的に開発したらエネルギ

ー収支、経済収支がどうなのかというのをまとめていくという方針でいます。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。 

【藤田委員】  済みません、それじゃ時間も限られているので、 後に私からもちょっ

と一言ね。 

 １２ページの将来を見通すという大変立派な技術開発の展望図をご覧下さい。ここで非

常に重要なポイントが、ご説明にありました平成３０年代後半に民間が主導する商業化プ

ロジェクトとあります。私はこういう段階のテストを実証試験（パイロットテスト）と呼

ばれるのではないかと思いますが、ここがポイントだと思うんですよ。民間が主導する決

断を呼べる商業化プロジェクトとなる技術的、経済的基盤をフェーズ３で見届けなければ

ならないわけです。我が国としてメタンガス資源が渇望されているわけで、もし原稿の MH

資源化の夢が実現できたら、これこそ世界のエネルギー資源革命にもなります。ですから

期待されるこの実証試験実施のメーンプレーヤーになるべき民間の資源開発、エネルギー



 

 -32-

供給会社から選ばれた有能な人材がフェーズ３段階で加わるべきだと私は思うのです。ち

ょうど１カ月後にもう一回 MH 開発実施検討会を開催する予定のようですからそのときま

ででいいのですが、このフェーズ３の実行計画、人材体制の中で、この辺の書き方をお願

いしたいと思うんです。 

 そこでもう１点、フェーズ３において私なんか期待しているのですが、民間の会社数社

からつくったメタンハイドレートの開発を前提にした生産操業専門集団が加わっているは

ずです。ところが、 後のスライド-22 のフェーズ３の体勢図で見ますと、その専門集団

がどこで貢献するのか見えません。彼らは海洋産出試験の請負作業のみならずフィールド

の開発システム構想や、 適 MH 生産手法などの分野でも大いにご活躍いただきたいなと期

待しておりますので、次の会にはご説明いただきたい。MH 資源の探査・評価・探掘・生産・

開発システム・ガスユーザーの経済分析などやはり日本の専門家のオール・ジャパンで取

りかからなければ、そんな簡単に商業化の見通しが立つものではないんじゃないかなと思

います。 

【佐藤座長】  はい、了解しました。 

 それでは、お願いします。 

【東委員】  今の藤田さんの意見、全く同感で、僕も 後にこれを言わなきゃいけない

なと思っていたのですけれども。 

【藤田委員】  東委員、ありがとうございます。 

【東委員】  この１２ページでフェーズで３０年代後半という、基本的にはこのプロジ

ェクトの目的は商業化が目的ですので、それをどういうふうに手繰り寄せるかということ

を考えなきゃいけない。フェーズ３というのは３年間しかないわけで非常に短いんだけれ

ども、その後のことを考えたフェーズ３をどう考えていくかということは非常に重要で、

今藤田先生から言われた、例えば日本メタンハイドレート調査株式会社をもう少し引き込

んだらどうかという意見は非常に建設的だと思うんですが、一方で、当然ながらこれを推

進していくのは残念ながらこのテーブルにいる僕も含めてそうですけれども、この年代で

はなくてもっと若い年代が入ってこなきゃいけないわけで、そうすると、人材や何かだと

か民間が持っている経験だとか、それから問題解決能力だとかスピード感というのも含め

て、この中にどういうふうに注入していくかということは今後絶対に必要になっていくは

ずで、それを踏まえてこの体制図をもう少し見直さないとやっぱりいけないんじゃないか

という意見は全く同感で、そこのところを少し大変でしょうけれども、考慮していただい
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て、組み込んでいただいて次の新しい３０年代以降のところにどういうふうにそれをバト

ンタッチできるかという、そこを見えるようにしていただきたいなと思います。ぜひよろ

しくお願いいたします。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。 

【事務局（溝田）】  では、事務局側から。今の東委員、それから先ほど大井田委員から

のご指摘に対する佐藤座長のコメントにもありましたように、また今の藤田委員からのご

指摘もありましたように、フェーズ３の期間においての民間企業の役割というのは、その

まま平成３０年度以降、３０年代後半に向けた取り組みに、それはシームレスで本来的に

はつながっていかなきゃいけないということは、この場だけではなくて総合海洋政策本部

などの議論でメタンハイドレートのことはよく取り上げられておりますが、そこでも議論

なされているところでございます。 

 この開発実施検討会自体はフェーズ３のプロジェクトの仕上げのところをいかに 終的

な成果として出していくかということの議論に本来特化するべきということで我々として

は考えておりますけれども、それとは別に、やはり経済産業省としてこのメタンハイドレ

ートをどのように実用化に持ち込むかという企業の姿勢をどういうふうに考えていくか、

あるいはおそらくリスクが高いということで支援が必要だという声が多々あるのは存じて

おりますので、それらに対してどういうふうに取り組みができるかということは、並行し

た検討が必要だということは認識しております。 

【佐藤座長】  よろしいでしょうか。ほか、何かございますか。 

 よろしければ、ここで議題２は終了させていただきます。後ほど何か思いついたという

ことがございましたら、事務局までご連絡いただければと思います。次回の検討会にて反

映できるかと思います。 

 それでは、議題の３、その他で事務局から何かございますでしょうか。 

【事務局（溝田）】  それでは、議題３として特別な議題を用意しているわけではござい

ませんけれども、今佐藤座長からもちょっとお話がございましたとおり、本日の実行計画

案、それからそれを説明するパワーポイントの資料、事前に委員の皆様方にお目を通しい

ただく十分な時間がとれなかったことを事務局としておわびを申し上げるとともに、次回

の検討会までにこの案をさらに煮詰めるためにご意見を、今日言い足りなかった部分、あ

るいはもうすこしちょっと読んでいただいてここをこうしたほうが、あるいはこういうこ

とが反映されているのかというご質問があろうかと思いますので、今日終わりましたとこ
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ろでご意見とかご質問いただくようなフォーマットを、改めてメールを差し上げますので、

できましたら１週間後、３月５日ぐらいまでにご返信をいただければと思います。 

 いろいろな意見が出てくると思います。それを全て実行計画案に反映できるかどうかと

いうのは、その中身を見てみないとわからないんですけれども、極力表現として反映でき

るところは反映させて、それ以外のところについては我々として受けとめるところをどの

ように受けとめるかというのはちゃんと記録に残していければいけないと考えております

ので、ご協力をいただければと思います。 

 それから、次回の開発実施検討会でございますけれども、先日ちょっとこちらから日程

の打診をさせていただきまして、佐藤座長のご予定を今事前に確認した上で３月２３日と

いうことでお示しをさせていただいておりますけれども、午前と午後、まだちょっと時間

の調整は必要かと思うんですが、それでよろしゅうございますか。 

 佐藤先生、何かほかに時間の都合……。 

【佐藤座長】  済みません、ちょっとだめです。ほかはだめですね。 

【事務局（溝田）】  藤田先生、午前・午後、いずれでも今のところは。 

【藤田委員】  僕はどちらでも大丈夫です。 

【事務局（溝田）】  佐藤先生も午前・午後、どちらでもよろしい……。 

 わかりました。じゃ、３月２３日ということで、午前・午後いずれかということで、今

調整をしておりますので、決まり次第早急に日程をお知らせして、次回第３１回の開発実

施検討会ということで設定させていただきたいと思います。 

 じゃ、事務局からは以上でございます。 

【佐藤座長】  それでは、本日、これにて閉会したいと思います。どうも貴重なご意見

ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 

 


