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第３１回メタンハイドレート開発実施検討会 

平成２８年３月２３日 

 

 

【事務局（溝田）】  それでは、本日はお忙しいところ、年度末、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。１６時の定刻になりましたので、ただいまから第３

１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。 

 初めに、石油・天然ガス課長、定光より冒頭のご挨拶を申し上げます。 

【定光課長】  どうも皆様、３回目の開催に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、御礼申し上げます。前回から約１カ月という短い間隔での

開催になりますけれども、まさに今年度の区切りという意味に加えて、メタハイのフェー

ズ２の期間の締めくくりになる大事な審議の場だと思っておりますので、ぜひともご協力

のほどお願いしたいと思います。 

 本日の議題は大きく２つございます。まずは、フェーズ３の実行計画案の内容について

です。前回は、計画案で実行計画の素案をご説明させていただきました。それに続いて、

その後、委員の皆様からもさまざまな修正意見など、貴重なアドバイスをいただいたとこ

ろでございまして、まず、それを踏まえて、本日お配りさせていただいている新たな案で

ご議論いただければと思っています。 

 それから、２つ目は、２７年度の事業報告、そして、２８年度の実行計画、これをＭＨ

２１の担当者からそれぞれご説明させていただく予定にしております。２８年度計画につ

いては、このフェーズ３の実行計画案の中身をさらに深掘りしたようなものでございます

ので、そういうことでお聞きいただければと思いますし、特に我々にとっての最大の課題

であります第２回目の海洋産出試験の準備に重点を置いた中身となっております。 

 限られた時間ではございますけれども、ぜひともよろしく貴重なご議論またご意見を賜

れればと思っております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

【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

ついてご報告をいたします。 

 本日は、ＪＡＭＳＴＥＣの東委員、大阪ガスの大井田委員、東京ガスの門委員につきま

しては、所用のためご欠席というご連絡を受けております。したがいまして、全１０名の
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委員の先生方のうち、７名の委員の先生方にご出席をいただいているという状況になりま

す。 

 それから、本日の議事及び議事録につきましては、それぞれともに公開をしたいと考え

ております。 

 それから、引き続きまして、配付資料についてのご案内をいたします。席上、配付資料

の束を用意しておりますけれども、配付資料は、ご案内のとおり、資料１から資料８－５

まで、資料４が資料４－１と４－２、それから資料５、６、７と続いて、資料８につきま

しては、ＭＨ２１のそれぞれの事業分野に従って、８－１から８－５まで、５分冊という

ことで用意いたしております。不足等がございましたら、事務局までお知らせをいただけ

ればと思います。 

 それから、一般の傍聴の方にあらかじめお断りなんですけれども、今回、まだフェーズ

３の計画案につきましては、最終的な結論ということになっておりませんので、今回は議

事のみの公開で、資料５、６、７につきましては、一般の配付というのは割愛させていた

だいておりますので、ご了承ください。 

 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。よろしくお願いい

たします。 

【佐藤座長】  それでは、早速、本日の議題に入ります。議題の１、２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。本件はよろしいでしょ

うか。事前にごらんいただいているものと思います。何かございましたら、事務局までご

連絡ください。この場ではお認めいただいたものとさせていただきたいと思います。 

 議題の２、フェーズ３実行計画案についてであります。これは事務局よりご説明をお願

いいたします。 

【事務局（溝田）】  それでは、議題の２ということで、フェーズ３の実行計画案につい

てのご説明をさせていただきます。事務局、私、溝田のほうから簡単ではございますが、

ご説明をさせていただきます。 

 フェーズ３の実行計画案につきましては、前回、第３０回の開発実施検討会で、素案の

文章の部分、それから、全体的なコンセプトを説明したパワーポイントの図表類でご説明

させていただきましたが、それに基づいて、各委員の先生方に少し時間をとって中身をお

読みいただいた上でのご意見をこちらにお寄せいただいて、それを踏まえて少し修正した

ところがございますので、資料に従って、ご説明をさせていただきたいと思います。資料



 -3- 

５から６、７がこのフェーズ３の実行計画案についての配付資料となりますので、お手元

にご用意いただければと思います。 

 まず、資料５でご説明をさせていただきます。お手元のＡ３判の縦置きの表です。ちょ

っと字が小さくて恐縮なんですけれども、各委員の皆様方からいただきましたコメント、

意見、それに対しての事務局、ＭＨ２１としての対処の方針、修正の方向性について簡単

に述べさせていただいておりますので、順次、簡単ではございますが、ご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、一番上、東委員からいただきました内容でございます。修文の意見というよりか

は、むしろフェーズ３の終了後、どのように商業化に向けて計画を練っていけばいいかと

いうことでのコメント、意見ということで、このプロジェクトのフェーズ３という実行計

画の中に、もう少しフェーズ３以降のことも書き込んだほうがよいのではないかというの

が全体的なご意見でございましたけれども、こちらにつきましては、フェーズ３の実行計

画で明記すべき実行計画としては、研究開発の一環として平成３０年度までに実施する範

囲に原則としては限定をしておりますけれども、それ以降の内容につきまして、当然のこ

とながら、平成３０年代後半を目指した検討というのは、あらかじめしておかなければな

らないということで、その必要性につきましては、お手元の資料７になります。 

 実行計画案の修正履歴がついているもので、ページで行くと、９ページ目の下のほうか

らになりますけれども、章立ての番号で行きますと、１.３.３と書かれているもので、８

ページから９ページにかけてのところです。そのあたりで技術開発の展望、フェーズ３の

終了時から平成３０年代後半までということで、具体的には、最終的な目安として、こう

いうものを目指していきたいということを頭出しした上で、特に９ページ目の下のパラグ

ラフ２つのところで、実際に商業化していく段階で、要素技術や仕様の選択などについて、

民間企業の判断・方法に委ねられることになるんですけれども、さまざまなリスクに対し

て、国としてもいろいろと公的な支援措置を用意していかなければならないということを

問題意識として提示して、また、海洋エネルギー・鉱物資源開発計画の工程表上に書いて

あるような商業化プロジェクト開始に向けた準備や民間企業を中核とした体制整備等につ

いては、フェーズ３の中で並行して検討する必要性というのをここで具体的に記しており

ますので、そちらでご意見の趣旨については反映しているということにしたいと存じます。 

 それから、次に、木村委員からのご指摘事項として、将来のアウトカムを達成するため

の商業化段階においての Proven Technologyとして掲げている技術というのは大くくりで
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妥当というご指摘。それに向けて、長期的なガスの生産挙動についての予測可能なレベル

に関して、ａ、ｂ、ｃということを加えて、次の商業生産準備フェーズに向けてのマイル

ストーンをパスする際、生産挙動に関する知見は格段に増えるというご意見をいただいて

おりますけれども、もともと実行計画に書かれている内容というのは、基本的に妥当であ

るというご意見をいただいたと私どもとして理解しておりますので、基本的には記述の変

更はなしということで、ただ、木村委員からのご指摘事項というのを踏まえながら、肝に

銘じながら今後進めていきたいと考えております。 

 それから、森田委員からは、全体で７カ所ほどご指摘事項をいただいております。修文

意見ということで、事務局側でつくりました原稿での記述のミス、あるいは重複事項など

の修正がかなりありましたので、そちらについては、基本的に全て修文として反映させて

いただくということで考えております。 

 それから、２つ目のご指摘事項ですね。８ページの１３行目にあった「将来の商業化が

可能と示唆される経済性評価等の結果や、商業化段階での環境面の検討のベースとなる環

境影響手法等が提示されていること」とするような文案でご意見を反映させる形で、ほか

にもこのような文案に直すべきところが複数箇所ございましたので、それは１６ページ、

１８ページのところで修文意見として反映をさせていただいておりますので、ご確認をい

ただければと思います。 

 それから、大きなところとしては、森田委員のご指摘で、Ｐ２１のところで、商業化の

実現性の判断のために必要な技術ではなくて、コストなども示す必要があるというご意見

を頂戴しております。フェーズ３の中で、経済性判断の中では、コストになるような投資

額についても検討していくということを今、実際に内部で作業しておりますので、既に実

行計画上はやることとして盛り込まれているという理解でおりますので、修文そのものは

行わないで、このままで生かしていこうと考えているところでございます。 

 それから、東京ガスの門委員から、こちらは配付資料の６にございます７ページ目を開

いていただければと思いますが、開発システムの概要と技術開発要素のページの実際に行

う項目、目標とすべきもの、商業化に向けての課題、それから、フェーズ３で今後３年間

でなし遂げなければいけない項目、前回の資料では少し表現がごちゃごちゃになっていた

んですけれども、今回、整理をさせていただきました。 

 ご意見として、商業化イメージをもう少し詳細化して、それに即した課題解決をすると

いう見せ方が必要だということで、ご意見をいただいたので、特にスライドＰ７について、
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何が大きな課題になっていて、商業化に向けた平成３０年代後半に向けてこういうことを

やらなければならない、そのうち、フェーズ３では、赤字で示したように、より３年間で

集中してやるということをわかりやすく説明して、吹き出し部分に記述をするということ

でまとめさせていただいております。 

 それから、ＩＮＰＥＸの石井委員から、メタンハイドレート研究を商業化に向けて進め

るためには、長期産出試験の必要性が高いと考えるとともに、この段階での研究開発は国

主導でしか進めることができないのではないかと。それから、海外においても同様の議論

がなされているという旨の参考資料をお送りいただいたんですけれども、これは先ほどの

東委員の意見とも絡んできますけれども、特に長期産出試験、フェーズ３の結果次第で検

討がなされる可能性というのはもちろん残っているんですけれども、その際に、平成３０

年代後半に民間主導のプロジェクトが開始されるところまでの間で、どのような支援策を

講じていくべきかということは、現時点ではまだ完全には詰め切れてないところでもござ

いますので、このフェーズ３の期間内で、平成２８年度から官民挙げていろいろと検討し

ていきたいということで、先ほど述べました文章、資料７の８ページから９ページにかけ

ての記述の中で既に盛り込んでいるということで、修文意見としてではなくて、ご意見と

してＭＨ２１のコンソーシアムとして受けとめて、２８年度以降の活動に生かしていきた

いと考えております。 

 具体的な修文の内容につきましては、資料７に前回との対比という形で、見え消しの形

で直しを入れてありますので、もう一度、今日、この場で全部見ていると時間が非常に短

くなってまいりますので、お持ち帰りいただいた上で、ここはこうしたほうがいいじゃな

いかという追加のご意見がございましたら、事務局にまた改めてご連絡をいただきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

【佐藤座長】  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関してのご意

見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。コメントいただいた委員の皆様方はちゃ

んとそれが反映されているか、それから、幾つかの文言の修正等があったようですけれど

も、その修正でよろしいか、お願いいたしたいと思います。 

【藤田委員】  藤田でございます。ごらんのように、私の名前がこの表にないんですね。

いつも意見は言っているんですが、実は、私、ミスアンダースタンドしていまして、こう

いう形でコンテストみたいにやると思いませんで、私はいわゆる議事録のほう、そこで十
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分に私が感じたことを、この場でもってお話ししたものを皆さんに発表したので、それを

含めた形でフェーズ３に行くものだと理解しておりますので、こういう表には、一覧には

入ってないんですが、一応精いっぱい意見を出したつもりでございますので、後ほど皆さ

んのご説明に期待しております。 

【佐藤座長】  具体的にこれはぜひとも考慮いただきたいという事項はございますでし

ょうか。 

【藤田委員】  それはちょっと書いた文言になっていることで、非常にあれだと思いま

すが、開発システム、これに関して、１つのある基本ケースという形で言っておりますが、

現実にはこれから先の、いわゆる具体的なパイロットテストまたは実証試験、そこに民間

主導で入るには、今の１つの方法、基礎的な方法といいますか、それに限られた形では果

たして入れるのかどうか非常に気になっておりますので、議事録をよく見た上で書いたつ

もりなんですが、例えば生産の方法にも３つの方法があるというのを大変言っていますが、

私、簡単に言うと、やっぱりいわゆる圧力を低下させる方法のみで、果たして最終的なエ

コノミクスも入れた形でいいものかどうかというのは、まだ限定できないんじゃないかな

と。 

 ですから、もっと第３のところでは、現在のテストは、皆さん、我々も議論してきた方

法論でやっていますから、それはいいんですが、やはりその後の、今ありました民間の主

導、民間を非常に興味あるようになるかどうかというファクターですね。今日、最後のほ

うでご質問していたＩＮＰＥＸの石井さんもそういうようなあれだと思うんですけれども、

この３年間は短いんですが、もっと前広に実際、これから具体的な商業実証試験、こうい

うようなものが入ってこようというのに、アトラクティブな、または魅力的なといいます

か、そういう形のアプローチで議論した結論が得られてほしいなということですね。 

 ちょっと理解がわかってないのかもしれないけれども、そういうことで、私の書いたあ

れが、実は２２日締め切りとあったので、私もいろいろ忙しかったので、この表ができた

後に私の議事録のあれが行っていますので、ごらんになっていただければと思います。多

分そちらはまだ見てないでしょう、私の。ただ、私、発言は十分しているから、そういう

ところです。 

【佐藤座長】  生産手法に関しましては、前回、そういう議論がありました。それで、

この段階では、フェーズ３で考えようとしていることは減圧法に限っているんだというよ

うなこと……。 
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【藤田委員】  フェーズ３の基本的な方法論を打ち消そうという意見ではないんです。

あれはあれでしっかりと減圧法は確かめる必要があるので、今回はそれで問題ないんです

が、ただ、その次のパイロットに入ろうというか、実証試験に入ろうというか、それから

大勢、民間会社から来ておられる人が委員にいるわけです。その人たちを含めて、やっぱ

り具体的にアトラクティブに我が国はこれをやるべきだという方向に行けるようなシナリ

オができるのかどうか、この辺がちょっと今のやり方だと、技術的にもちろん最初はそれ

に従ってやるんですが、減圧法をやったのは、いわゆる加熱法、温水加熱、あれでやると、

そこで既に経済性が失われてしまうからだという前提条件から減圧しかないんだというよ

うな行き方ではいかがかなと書いたつもりなんです。 

 一応それだけ、私の意見もこのほかにありますからという、それを言いたかったんです

よ、今ね。 

【佐藤座長】  あと、民間にもというご意見を最後にいただいて、東委員からもそのと

おりだというご意見を前回いただきました。その件につきましては、フェーズ３の後のこ

とについての言及がというご意見もあります。一方で、この場のここに参加されている方

のご意見とは違う見方をこのプロジェクトに対してする国民の皆さんもそれは大勢いらっ

しゃって、税金を使っているんだということを考える皆さんもいらっしゃると。 

 そういうようなことを考えたときに、フェーズ３で海洋産出試験を今からやろうとして

いるそのような段階で、早くもフェーズ４、ポストフェーズ３のことをうたうというのは、

それはちょっと違うんじゃないかという考え方は１つあると思います。 

 ですから、このフェーズ３でどういう海洋産出試験の結果が出て、その結果を受けて、

民間の方たちがどういうふうにそれを捉えて、メタンハイドレート開発に参画の意思を表

明するかどうかというのは、まだ今の段階ではわからないので、なので、このフェーズ３

に関する考え方をまとめる今の段階で、フェーズ３の後の道筋も、例えば国が面倒を見る

んですよという言い方をするのもそれはおかしいと思いますし、民間の人にどうぞ、もっ

と入ってくださいということも、民間の方がそう思わないのにそういうのもおかしいし、

まずは、ですから、フェーズ３の結果を受けてからのそれは議論なんだろうから、フェー

ズ３で完結するような、今は立ち位置でまとめてはいかがであろうかという方向で進んで

きていると私は理解していますが、そういうことでよろしいですかね。 

 そういうことですと、今の幾つかの文言以外では、フェーズ３の後の商用化までの道筋

ということに対する記述を望む声もございましたけれども、今、事務局からご説明があり
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ましたような、現状のこの報告書に今のところなっていますけれども、その点、何かご意

見ございますでしょうか。もっとやっぱり踏み込むべきだとか。一応今日は、このフェー

ズ３の今いただいている資料７の案をできればとるところまでの審議をここでして、皆さ

んの了承を得たいというタイミングではございます。 

【藤田委員】  ちょっと最後いいですか。前回のフェーズ３実行計画案、これは２１枚

でご説明したんですね。今回はというと、２７枚になっているんですよね。私は大急ぎで

見た程度ですけれども、そこで、中身なんですが、私は事前に送ってくれたこのフェーズ

で前回のものと比べたんですよ、少なからず。どこが考慮されて、基本的にいろいろイン

プルーブしているのかなと見ましたら、２１ページは、私に言わせると、１ページだけ少

し変わっていましたけど、ほとんど変わっていない状態。ということは、新しく六、七枚

加えた形で、いわゆるフェーズ３の計画をお認めということなのかなと。今日ご説明がい

ろいろあるのかと思うので、これからちょっと聞きたかったんですけれども。 

 そういうことで、この形のものは、ドキュメンテーションは変えたように、赤い字であ

るように言っていましたけど、やっぱり出た意見を十分に反映して、そして、フェーズ３

の実際の３年間、そこに取り組む方向に行かないと、今までここまでやってきて、このま

までほんとに結論が出るのか。大事なことは、このメタンハイドレートを長く見とって、

非常に貴重なものなんですが、簡単な言葉で申しわけないけど、やっても意味ないよと。

そういう結論が出た場合は、ほんとにそうなのかというのが、今の方法論は非常に限定さ

れた形で見ているように私は思います。ですから、もちろんそれが３年間の間に、この委

員を送った会社は民間ですよ。ぜひその会社とか、学校とか、それも含めて、大いにこの

３年間に議論して、結論を導いたらいいと思います。 

 第２のテストは、ぜひ今、こうやって練りに練ってきた形ですので、それから、アラス

カでのチャレンジも、今、そこに私は反対どうとかいうものは一切ありません。ただ、こ

の３年間は非常に短いので、しっかりとしていかないといけないなという当たり前のこと

を言って申しわけないけど、そんなことです。 

 ですから、ほかにも、私たち委員は何ですかというと、説明を聞いて、それで意見をち

ょっと言って、そして、こういう表をつくったり、そういうような形で、うっかりして表

をつくるのを忘れちゃったみたいな、私は知らなかったんだけど、実はこういうのが出る

のは。そういうような形はもはや許されない３年間になったということでございますので、

ぜひ大いにご議論して、我が国としてどういう方向をとればいいのかということを言いた
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いなということで、この話は終わりにして、先に進めたいと思います。 

【佐藤座長】  フェーズ３の実行計画については、ご説明ももう先ほどので終わりです

ね。 

【藤田委員】  終わりなんでしょう？ 

【事務局（溝田）】  一応そうですね、実行計画自体は。 

【藤田委員】  それじゃ、どこがインプルーブとか、変化したんですか。私、同じだと

思っていますけれども、２１枚は。１ページだけ何か……。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  ご説明いたします。 

 ＭＨ２１のサブプロジェクトリーダーの佐伯でございます。先ほどの溝田さんのご説明

とほとんど重なるんですけれども、改めてこちらの資料６と資料７の関係だけご説明いた

しますと、基本的には、資料７の「フェーズ３実行計画（案）」というのが、最終的に案が

取れれば、実行計画になるという理解でございます。 

 ただ、文章だけでは、すぐにご理解いただくのは難しいかなということで、前回の開発

実施検討会では、その解説的な資料ということで、資料６のパワポの資料を使って説明さ

せていただきました。ですので、資料７について、前回の委員のコメントを反映させてい

ただいていますので、こちらで直ったところは、基本的にこれに反映される形になってお

ります。ただ、具体的に、これそのものを直すという発想がなくて、あくまでもこれを直

して、それに付随して資料６を直させていただいたというふうにご理解いただければいい

んじゃないかと思います。 

 ただ、１つ大きな違いとしては、特に７ページ目の概念図については、少しわかりにく

いんじゃないかというコメントがありましたので、これについては、かなり大々的に直さ

せていただいたと。 

 あともう一つは、ページ数が違っているというのが、２１ページの各分野別課題の一覧

を見ていただければわかるかと思うんですが、これで全体的な説明はしたんですが、実際

に細かいところ、例えば資源量評価分野とか、そういったところについては、具体的な説

明が欠けていたんじゃないかということで、２１ページの補足的な意味で、各分野の内容

を１ページで説明するようなページを追加させていただいたということでございます。し

たがいまして、基本的には資料７を直すということに全力を尽くして、資料６については、

それをまた反映するような形で若干変更させていただいたというのが現状でございます。 

【藤田委員】  この資料の２２というのが、新たにかなり入ってきたんですね。 
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【佐伯サブプロジェクトリーダー】  はい。資料、２２ページ、２３ページ、２４ペー

ジ、２５ページまでが、それぞれのフィールド開発技術グループ、それから、生産手法開

発グループ、資源量評価グループ、環境チームについての内容を、もう少しわかりやすく

１枚でまとめた資料でございます。 

【藤田委員】  あまり詳しくは。あまり個人の好みでやるわけにはいかないのであれで

すが、私はちょっとどこが変わっているのかなというか、その辺がよく見えない。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  それぞれのグループについては、また後で、細か

いご説明をさせていただきますので。 

【藤田委員】  どうぞ。 

【佐藤座長】  よろしいですか。 

 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。今、資料７の案をとりたいという時期に来てい

るわけです。とるなということでございましたら、どこをどうすればいいかということを

ぜひ具体的に提案いただいて、対応したいと思いますが。 

 平成１３年からフェーズ１が始まり、２０年までのフェーズ１、それから、２１年から

２７年までのフェーズ２、それを受けての２８年、３０年のフェーズ３ということですの

で、何かフェーズ３を新たに今つくっていますということではなくて、もう平成１３年か

らの流れの中で、我々が今やれて、将来に、こうこう、こういうバトンタッチをするには、

ここまでやればいいのであるということを考えて、これまでの実績を踏まえてフェーズ３

の実行計画案をつくっているわけでありますので、あまり大きな流れ変更というのも、現

実的には無理でしょうし、また、すべきではないと思います。位置づけとして、先ほどご

紹介がありましたように、フェーズ３が終わった後のことを入れる、入れない、そういう

ご意見はございましたけれども、１つの考え方として、まだ今の段階でそこを入れるとい

うのはおかしいという考え方で、今は対応しているということであります。そのような状

況での計画案ですが、いかがでしょうか。 

 これは、きょう、できれば承認いただいてということですね。 

【事務局（溝田）】  そうですね。あとは細かい文言修正、もう一回、最終的なてにをは

などはやりますけれども、基本的に、この検討会の場で、ほぼ承認という形が得られれば、

それをもって最終的にまとめたものを早急に公表していくということの流れを考えており

ます。 

【佐藤座長】  いかがでしょうか。 
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【森田委員】  すいません。 

【佐藤座長】  お願いします。 

【森田委員】  森田でございます。前回、このフェーズ３実行計画の案を出していただ

いて、非常に細かいところを指摘させていただいて、大変申しわけなかったんですけれど

も、この案そのものが外に出ていきますので、やはりそこは注意をして見させていただい

たと思っておりますし、逆に言えば、今、藤田先生ご指摘の資料のパワーポイントのほう

というのは、あまり見ていなかったので、そちらのほうは何も考えていなかったんですが、

ただ、今回いただいた内容は、十分に私の意見も反映していただいておりますし、私とし

ては、フェーズ３という実行計画の中では、これは十分に目的、目標を示していると思い

ますので、これでいいかと思います。突然フェーズ４という話が出ましたので、結構、戸

惑っている部分もあるんですけれども、フェーズ３で何をやるというところは、これで十

分かと私は思っております。 

 以上です。 

【佐藤座長】  すいません。フェーズ４という言葉を使いましたけれども、フェーズ４

はないということで。 

【藤田委員】  それはどこにもないでしょう。 

【佐藤座長】  ええ、フェーズ３は考えるという基本姿勢です。 

【藤田委員】  その後をどうするかという決断、これがものすごく大切なことなんです

よ。今まで、長い間ね。 

【佐藤座長】  ほか、ご意見、いかがでしょうか。 

 よろしければ、この場では、フェーズ３、今事務局からご提案いただいている資料７に

関し、委員の皆様のご了承を得たということにさせていただければと思いますが、よろし

いですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【佐藤座長】  どうもありがとうございます。それでは、今、事務局のほうからもあり

ました、体裁等の微修正は、事務局、それから、ＭＨ２１で調整するということでござい

ます。それから、最終案が確定した時点で、委員の皆様に事務局からご連絡が行くという

ことであります。どうもありがとうございます。 

 それでは、次の議題３、平成２７年度事業報告、平成２８年度事業計画について。幾つ

かグループがありますので、まず最初の２グループからご説明いただき、２グループが終
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わった時点で質疑の時間を設けたいと思います。ご説明をよろしくお願いします。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  それでは、私、ＪＯＧＭＥＣの山本の

ほうから、フィールド開発技術グループの２７年度事業報告と２８年度事業計画について、

お話しさせていただきます。 

 フィールドの仕事は、主に陸上産出試験と海洋産出試験を実施することになりますので、

これらについては、既にお話をしてしまっております。ですので、私の今日の発表に関し

ましては、今年度やった作業と来年度やる作業をスペシファイする程度で軽く済ませよう

と思っています。 

 全体の仕事の中身としては、海洋産出試験の実施及び資源フィールドの特性評価という

のが最初にあります。第２回海洋産出試験に関しましては、今、検討しているのは、既に

前回、どんな装置を使うとか、そういうお話をさせていただきましたので、その辺の詳し

い話は割愛させていただきますけれども、ポイントは、どんなデータを次の試験で取るの

か、そのためには、どんな試験手順を考えるのかということを検討しています。その中で、

フローアシュアランスの検討、つまり途中でハイドレートが生成してしまうとか、水とガ

スがちゃんと分離できないといったことが起きないのか、それから、前回、大分話しまし

たけれども、出砂の問題、これらのリスクの低減を考慮した方法を考えていくというとこ

ろです。それから、さまざまな機械をつくっている。この話は、前回させていただきまし

た。 

 試験の中身なんですけれども、２つの坑井を使いまして、合計１カ月程度のガス生産を

実現しようと。これも既にお話ししたことですけれども、２つの井戸をどういうふうに使

い分けるかということで、１つの井戸はメーンの出砂対策装置と我々が考えているもの。

これは事前に膨張したＧｅｏＦＯＲＭというものですけれども、これを使用した坑井で、

できるだけ長期生産をするというのが基本方針です。ただ、もしも、こちらのほうで結果

が思わしくなければ、もう一つの井戸、坑内で膨張させてＧｅｏＦＯＲＭというものを使

いますけれども、こちらに切りかえようと考えております。 

 それから、坑井周辺の流速、圧力勾配の低減のため、段階的な減圧を行うということで、

初期の地層圧力が約１３ＭＰａありますけれども、これを１３から７、５、３というふう

に段階的に落としていこうと考えております。実は、第１回試験でも、同じような考え方

でいたわけなんですけれども、残念ながら、試験システムが、水、ガス分離がうまくでき

なかったこと等がありまして、実際には１３から５まで下がって、それで一定の圧力で生
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産するということになりました。今回は、ちゃんと減圧が段階的にできるようにしようと

いうのを狙っています。 

 それから、モニタリングデータの取得ということで、当然、ガス、水量、それから固体、

つまり砂分、泥分がどれぐらい入ってくるのかというのをきっちり船上で計測しよう。そ

れから、井戸の中、井戸というのは生産井とモニタリング井がございますので、その中で

温度と圧力を取得しよう。それから、これは海底で行うことですけれども、４成分地震探

査とか、環境モニタリングの作業を行おうと考えております。これらの作業に関しまして、

後で詳しくご説明いたします。 

 それから、より長期の海洋産出試験の実施、つまり、これはフェーズ３が終わった後で

すけれども、もしも、より長期の海洋産出試験が行われるのであれば、何をしておかなけ

ればいけないのかということで、これは机上の検討ですけれども、幾つかやっていること

があります。掘削技術など、コスト削減に結びつく技術とか、フローアシュアランスの検

討は、１カ月の試験のためにもやっていますけれども、これがさらに長期になったとき、

どんな問題があるのかといった検討を机上で行っています。 

 それから、海洋開発システムの検討。これは最終的な絵姿として、どんなものが考えら

れるのか。この中では、先ほど藤田先生が何度も強調されております、どんな生産手法が

適用できるのか、適用できるとしたら、海のシステムはどんなものが考えられるのかとい

うことも、当然入ってくるわけなんですけれども、その中で、今やっている作業としまし

ては、経済性、エネルギー収支を考慮した……。ちょっと映写中のスライド資料の順番が

おかしい。大変失礼いたしました。２７年度の作業と２８年度の作業が、ちょっと順番が

おかしくなっておりますが、配られている資料が正しいと思います。 

 ２７年度の作業に関してですけれども、今これからやろうとしている作業になってしま

いますが、予算上は２７年度なんですけれども、実際の作業は今年５月から６月の予定で

すけれども、掘削リグの選定ということで、前回と同じく「ちきゅう」を使います。それ

から、坑内に置く機械の話、これは先ほどから何度も申し上げているとおりで、前回お話

ししました。それから、モニタリング装置、これは製造しまして、これから設置する予定

です。それから、作業にかかわるハザードの抽出作業というのを行っていまして、これを

計画に反映させていこうと考えています。それから、フローアシュアランスの話、これも

既にお話ししたとおりです。それから、減圧に関しましては、先ほどお話ししたような形

で減圧の作業を行っていこうと思っています。 
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 試験の中身、これをちゃんとお話ししようと思っていたんですけれども、井戸が２本ご

ざいます。生産用の井戸が２本、それから、それに近いところに２つモニタリング用の井

戸を設置しようと考えております。生産用の井戸とモニタリング用の井戸、それぞれに関

しまして、温度と圧力のセンサーを坑内に設置しています。これで温度と圧力をはかって

いると。 

 これも、ちょっと先に話してしまったんですけれども、２つの井戸で、それぞれ役割が

ちょっとずつ違います。１番目の井戸というのが、メーンの生産井と考えているほうです

けれども、あらかじめ膨張させたＧｅｏＦＯＲＭを設置してガス生産を行おうと考えてい

ます。この方法がうまくいくのであれば、つまりあらかじめ膨張させたＧｅｏＦＯＲＭと

いうのは、ただ坑内に置いてくるだけですので、作業が非常に簡単で、作業の上で活性化

剤というのを用いませんので、生産水に活性化剤が混ざらないので、これは海にそのまま

放流できる可能性が高いんです。なので、この方法がうまくいくのであれば、我々、ベス

トだと。将来的にも非常に安いコストで作業ができて、いいと思っています。 

 ただ、この方法の１つの問題としては、地層と出砂対策装置の間にちょっとすき間があ

りまして、ここの中に泥が入り込むと詰まってしまう可能性があると思っています。なの

で、もしもこの方法でうまくいかないとすると、つまりガスや水が思ったほど生産できな

いということが起きるとすると、地層の中の圧力と井戸の中の圧力の間に差ができるとい

うことが起きているんだろうと考えられます。 

 その場合には、もう１つの坑内で膨らませるＧｅｏＦＯＲＭの井戸のほうに移ろうと考

えています。こちらのほうですと、坑内でＧｅｏＦＯＲＭというものを膨らませてしまい

ますので、地層とＧｅｏＦＯＲＭが密着しますので、表面が詰まってしまうという現象は

かなり低減できるのではないかと考えています。この辺は、実際に、そういう現象が起き

ることを実験で確かめています。この方法を使った井戸にスイッチするということを考え

ているんですが、もしも、こちらでうまく結果で出ているようであれば、こちらをなるべ

く長く、こちらは比較のために短期間実験してみようと思っています。 

 今回の海洋産出試験のメーンのポイント、前回もそうだったんですけれども、井戸とハ

イドレートのある地層の間で、どうやって熱と流体がうまく移動してくるのかということ

がメーンのポイントです。青線が圧力分布、赤線が温度分布を示しているというイメージ

で考えていただくと、メタンハイドレートが分解するところで、温度が一気に下がります。

それから、メタンハイドレートが分解した後は、浸透率といって、水の通りやすさが向上
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します。なので、水の通りやすさが向上したエリアでは、比較的、圧力勾配が小さくなり

ます。 

 それから、メタンハイドレートがあるところでは、圧力勾配が大きくなるということが

計算上、わかっています。１つ、我々が考えているのは、この圧力勾配が大きいときに出

砂が起きるのではないかと考えています。これは圧力勾配というのが、結局、応力を生み

出しますので、それによって砂が動かされるという現象が起きると考えています。この圧

力勾配が大きいエリアというのが、かつ流速も早いエリアというのを、なるべく遠くにバ

ウンダリーができて、境界ができてから、こういうエリアができるほうが出砂が起きにく

いと思われますので、最初は１３ＭＰａから７ＭＰａに減圧し、ある程度、分解した範囲

が広がったら５から３というふうに段階的に減圧しようと考えています。 

 それから、もう一つのポイントは、我々が取得できるデータは、圧力と生産量の関係、

それから、圧力と温度の関係というのが取得できます。この地層の中には、例えば浸透率

は場所によって違いますし、分解した後と前でも違いますので、たくさんの変数といいま

すか、未知数があるわけです。我々が最終的には、方程式を解くイメージで言うと、未知

数はたくさんあるんだけれども、方程式が少ないという状況ではなく、なるべく方程式も

たくさんある状況にしないと、その方程式を解けませんので、方程式を増やすという観点

でも、圧力とのセットというのをなるべくたくさん増やしたいと考えています。地層の中

で何が起きたのかを知るための方法として、温度と圧力のデータを取るということと、４

成分地震探査や環境モニタリングの一部として、海底の変形をはかるといったことも考え

ています。 

 それから、海洋産出試験につきましては、私どもフィールド開発技術グループだけでや

っているのではなくて、グループ横断でさまざまな作業をしています。生産手法、資源量

評価、環境、それぞれのグループ横断で検討しておりまして、特にやっている作業として

は、リスクに関する検討です。ワーキンググループ１というのをつくりまして、貯留層評

価と生産挙動の予測をしていまして、これは後で生産手法開発グループの中でどんな計算

をしているのかという紹介があります。試験目的に適合した、地層特性の影響が見出せ、

かつ一定の生産量が見込めるような場所を探そうと。かつ、いろいろなリスクが考えられ

ますので、そういうリスクが低い場所を探そうと。 

 それから、ワーキンググループ２のほうでは、力学的リスクの検討ということで、こち

らはスクリーンがちゃんと機能するのか、あるいは井戸が壊れてしまうのではないか。こ
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ういったことの検討というのをグループを横断してやっております。きょうは、私が代表

して話させていただいておりますけれども、これらは各グループの成果を一緒にして検討

しています。 

 それから、海洋開発システムの検討の中で、これは商業化の段階でどんな絵姿が描ける

のかを検討しているところですけれども、この中で、我々が今年度やっているのは、エネ

ルギー収支の検討、Energy Return on Investmentの検討、それから、経済性の検討とい

うことです。これは２８年度だけでやったわけではなくて、継続して行っていまして、特

にエネルギー収支評価は２７年度から実施して、今のところ、いろいろな条件、水温、温

度、規模等が異なる５つの代表的な濃集帯をモデル化しまして、かつ経済性が最大化でき

るような開発システムのモデルをつくりまして、エネルギー収支の計算をしています。 

 エネルギー収支の計算ということなので、エネルギーの生産量は、どれだけガスが出る

かで決まりますので、それは生産シミュレータによるガス生産量から、ここは不確実性が

非常に大きい部分です。 

 それから、エネルギー消費に関するデータに関しましては、どれだけのエネルギーが、

例えば鉄１トンをつくるのに、どれだけエネルギーを使うのか、ガスを１日生産する活動

で、どれだけエネルギーを使うのかという原単位と、それから、何日間、作業を行うとか、

何トン鉄を使うという活動量、それらを細かく算定するという作業を積み上げ方式でやっ

ております。 

 このエネルギー消費の検討の中には、機器の製造・建設、減圧、ガスの輸送まで、全部

鑑みて検討しておりまして、結果は、ほかのエネルギー、例えば輸入ＬＮＧとの比較を行

っています。 

 それから、経済性の検討に関しましては、既に２００８年と２０１２年に検討を行って

おりまして、それに関します見直し作業を行っています。１つは、ビジネスモデルの見直

しということで、これまではパイプラインで陸までガスを送るということだけを考えてい

ましたけれども、ほかの輸送手段も考えてみよう、あるいは発電とか化学製品に利用でき

るのではないかといったことも考えています。それから、生産量の予測にかかわって、海

洋産出試験の成果を用いまして、生産量の予測の見直しも行いました。これらの結果は、

今後の研究開発方針の策定にフィードバックされると考えています。 

 これらの結果に関しましては、いろいろな方々のご意見を伺い、また、これが例えば公

表するのに適当であるのかということをしっかりレビューしようということで、レビュー
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の作業をこれから進めます。 

 それから、海洋開発システムの検討の中では、パイプラインの輸送を前提としたガスと

水の分離システムの検討というのを１つ行いました。今回検討のポイントになったのは、

今まで海上にプラットフォームがある状態で、一旦、ガスをプラットフォームに上げて、

陸まで送るということを考えていましたけれども、それだけではなくて、直接、海底で全

て処理を行って、陸にガスを送るという検討も行いました。どちらのほうが経済的である

のか、エネルギー効率がいいのか、どんな技術的な課題があるのかといった検討も行って

おります。 

 それから、陸上産出試験について。これは現況のご報告ということになると思います。

これも既に何度かお話ししておりますけれども、試験候補地の選定作業というのを行って

おります。これはアラスカ州でして、アメリカ本土はこの辺で、アラスカはここになりま

すけれども、この北側にノーススロープ油田という部分があります。そのノーススロープ

油田のある範囲というのが、アラスカ州がメタンハイドレートの研究のために民間にリー

スしないで取り置いてくれている鉱区というのがありまして、私ども、この鉱区の中で作

業ができないかということで、この１年ほど、ＵＳＧＳ、アメリカ地質調査所および米国

エネルギー技術研究所と検討を進めてまいりました。 

 それから、最近ですけれども、アメリカのメジャーの石油会社が、我々の作業に協力し

てくれるかもしれないということで、既に既存の鉱区設定がされているところで、メジャ

ーの会社と協力して、試験ができないかという検討を開始しております。もしも既存の鉱

区の中で作業ができるとすると、既に道路がある、それから、パットがある、夏季も作業

ができる可能性が高いということで、試験を経済的かつ安全に行う上では、かなり条件が

有利になります。ただ、ここは既に作業がいろいろ行われているところで、実際に操業し

ている会社のご理解もいただかなければいけない、ご協力いただけなければならないので、

今、米国側、それは政府だけではなくて、民間企業との交渉を進めているところです。 

 ということで、２７年度の報告を終わりまして、すみません、先ほど２８年度の話を大

分してしまいました。 

 基本的には、２８年度は、海洋産出試験に関しましてはテストをするということで、先

ほどお話ししたように、テストをして、モニタリングデータを取得する。それから、それ

に加えて、より長期の海洋産出試験のための検討ということで、もしもフローテストの期

間を長くするのであれば、どんな技術要素かあるのかという検討を行います。 
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 それから、海洋開発システムの検討、先ほどお話ししたエネルギー収支とか経済性とか

かわるところですけれども、経済性とエネルギー収支に関しましては、かなり研究を行い

ましたので、この結果を考慮しまして、最適というのは、今のところ言い過ぎかもしれま

せんけれども、どんな絵姿が描けるのかということで、基本案の検討を行う。もちろん、

その基本案というのは、藤田先生がおっしゃったとおり、１つだけ考えるというのではな

くて、いろいろなパターンも考えられると思います。ただ、そのときには、どんな経済性

があるのか、エネルギー収支がどうなるのかということを、既にいろいろな情報がありま

すので、いろいろな可能性を追求してみたいと思っています。 

 それから、陸上産出試験に関しましては、米国側との交渉の結果によりますので、今の

ところ、はっきりとお約束することは難しいんですけれども、年度前半で、まず試験実施

の候補地点を選定したいと思っています。ただ、この選定の条件としましては、例えば現

地のメジャーの石油開発会社の理解、それから、米国側との体制がちゃんとできるのかと

いったことが前提になりますので、それを築き上げるための作業を現在行っています。年

度後半に試掘の実施を目指したいと思っています。冬になるのか、多分、冬になってしま

うと思いますけれども、それまでに試掘を実際に行って、試掘結果に基づいて、長期生産

試験実施の可否、それから、実際に試験を行うのはどこであるのかというのを決めるとい

うのを、今年度の目標にしております。 

 この作業と並行しまして、試験の基本計画を立案しようということで、もしも試験がで

きるのであればという前提のもとで、実施計画の策定とか、試掘実施に向けた貯留層評価

というのを現在実施しています。 

 それから、特に坑内に置く機械、モニタリング装置、出砂対策に関しましては、今のと

ころ海洋産出試験に成功しているのは日本だけで、経験があるのも、我々だけですので、

日本側の知見を最大限に生かす。また、アラスカのための検討結果は、海洋にフィードバ

ックしたいということで、この部分に関しましては、日本側主体で検討を進めているとい

うところです。 

 私のほうは以上です。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  それでは、引き続き、生産手法開発グループ

の平成２７年度事業報告と平成２８年度の事業計画について、ご説明させていただきたい

と思います。産業技術総合研究所の長尾です。よろしくお願いいたします。 

 まず、平成２７年度の生産手法開発グループの事業報告についてですけれども、平成２
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７年度の実施内容については、生産性、回収率を向上させるため、あるいは貯留層障害を

抑制、解決するための生産手法、コーター技術の開発及び生産挙動を評価するための生産

挙動評価技術の開発及び減圧法適用時の地層変形を評価するための地層特性評価技術の開

発という、この３本柱で研究を行ってまいりました。 

 本年度の研究成果につきましては、１番については、生産性増進技術の開発について、

２番目の生産井・生産挙動評価技術に関しましては、三次元貯留層モデルの構築と生産挙

動予測について、及び圧力コア解析と貯留層モデルへの反映について。 

 ３番目の地層変形につきましては、坑井健全性の評価についての成果について、代表的

にご報告させていただければと思います。 

 まず、生産性増進技術の開発ということで、前回までは氷を地層の中に生成させまして、

強減圧することによって、地層の中に氷をつくって、その氷の潜熱を使って生産性を上げ

るという方法についてご紹介させていただきましたけれども、本年度については、サイク

リック減圧法というのを開発したということをご報告させていただければと思います。減

圧法を適用した場合、メタンハイドレートが分解しまして、地層の温度が低下します。低

下することによってハイドレートの分解がとまってしまうものですから、ある種の貯留層

では、回収率が増加しない、頭打ちになってしまうという問題があります。この方法は、

生産の休止期間を設けることによって、休止期間の間に地温が回復するのを待って回収率

を上げていこうという方法です。 

 具体的に言いますと、日本全体、いろいろなところで開発をしていくわけですが、その

ときにＡという開発地域で開発しているときに、Ｂという開発地域では休止期間を置くと。

そういうことによって、地層の回復を待てばどれぐらいまで回収率が上がるかというのを

シミュレーションで評価したわけですけれども、一例として、ケース１、ケース２、ケー

ス３ということで、生産、休止をこういうふうにいろいろとったときに、従来であれば回

収率４３、３％ぐらいの特性を持つ貯留層についても、こういうようなサイクリック法を

適用することによって８０％以上ぐらいの回収率まで持っていくことができるということ

で、これはどちらかというと手法というよりは、こういうようなサイクルを設定すること

によって全体の回収率を上げていこうという方法を開発しました。 

 ２つ目の貯留層評価技術の開発ということで、先ほど山本フィールド開発技術グループ

リーダーからお話がありましたけれども、次回の海洋産出試験及び陸上産出試験の生産予

測というのを行っています。まずこちらは第２回の海洋産出試験候補地ですけれども、今、
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ロケーションとしては２つ候補が挙がっていまして、それぞれのところでメーンの掘削井

とサブの掘削意井があるということについては、先ほど山本フィールド開発技術グループ

リーダーからお話がありましたけれども、それぞれのロケーションについて、１カ月の生

産挙動予測を行っているということと、それぞれ、貯留層によってメタンハイドレート層

がある中で、その上に泥でできたシール層というのがあるんですけれども、このシールが

きちっと働いていないと減圧が貯留層にきちっと届かないということで、それぞれの上部

の貯留層がどういうふうな浸透性を持っているかということで感度解析を行って、そのと

きに、１カ月の生産量がどれぐらいになるかと。この場合、上部の泥のシール層が、泥で

すけれども、ある程度悪くても、ちゃんと減圧が効いて生産、一例ですけれども、１カ月

やれば大体４万立米ぐらいのガスが出るんじゃないかという予測をしています。 

 それ以外に、この井戸、既存坑井がいろいろありますので、この既存坑井がどういう影

響を与えるか。あるいは断裂系、不連続な面が走っていますので、この断裂系が、例えば

浸透性が悪いと、この中に入ってきたらまずいんですけれども、多分、ここら辺にあると

思っているんですけれども、断裂系が生産挙動にどういう影響を与えるか。あるいは地線

変形シミュレーターを使って坑井にどういうような応力がかかるかということを、今、生

産挙動予測としてやっていますということです。 

 あと、陸上産出試験については、先ほどアラスカ陸域の候補地、何地点かありましたけ

れども、そこの１年通年の生産挙動予測を行って、生産性という意味からどのロケーショ

ンがいいかというサジェスチョンをしたり、あるいはここでは、私ども先ほど述べました

氷の潜熱を使った強減圧法という生産増進回収法を開発したわけですけれども、できれば

このアラスカ域で適用して試してみたいというのがありますので、その強減圧法を陸産試

験に適用した場合に、どういう生産挙動が見込まれるかということを検討しております。 

 一方、ちゃんとした貯留層をつくらなきゃいけないということで、最近、今まではＬＮ

２で冷凍して、ハイドレートが分解しないようにしてコアの解析をして、検層ですとか震

探のデータの解釈をして貯留層モデルをつくっているわけですけれども、最近はハイドレ

ートが分解しないように保圧したままコアをとることができるということで、逆に言うと、

保圧したままいろんな物性をはかれるようにしないといけないということで、これまでど

ういう貯留層かというのをＣＴで見たり、あるいはそれをカッティングしていろんな分析

装置に入れるためのマニピュレーターをつくったり、力学浸透性をはかったり、あるいは

ハイドレートの、コアの中でどういうふうにハイドレートの飽和率があるかというのをは
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かったりするような、そういう保圧コアの解析群、ＰＮＡＴｓと呼んでいますけれども、

そういうものをつくって、ほぼ完成した、整備したという状況です。 

 この保圧コア技術を使って、去年４月から７月にかけましてインド東岸沖で採取した保

圧コアの解析というのを今行っています。これは保圧コアの解析技術を高度化させる、つ

まり熟練させるという意味もあって、ＭＨ２１の予算で分析をしているわけですけれども、

その一連について簡単にご説明しますと、３海域ぐらいでとってきて、ロケーションにつ

いては守秘義務がかかっていますので詳しくは言えないんですが、１つのところでとった

ものについては良質な砂層、砂質充填型のメタンハイドレートが確認できていて、浸透性

や力学試験に適用可能かなと思っています。 

 一方、違うロケーションでとったものについてはコアの回収率が非常に悪かったという

ことと、砂ではなくて礫から構成される層であったということが確認できていまして、こ

れについては、浸透性力学試験、砂層を想定した保圧コア解析装置をつくってきているわ

けですけれども、礫についてちゃんとはかれるかというところを次年度以降、きちっとや

っていこうと思っておりますけれども、こういうようなコアがとれてきていると。こちら

にＣＴの画像、それぞれ対応するように書いていますけれども、砂層だったけれども、こ

ういうふうに礫、数ミリの石がごろごろ出てきているというところがわかっています。 

 またもう１つ、違うところでとったところについては、分厚い泥質層に挟まれた砂層の

メタンハイドレートを確認しています。それで、平均的には良質なサンプルと言えて、浸

透率・力学試験に適用可能だということで、こういう良質な砂層の部分について、今から

保圧コア解析を実際に実施しておりまして、これをもとに検層データの解釈をして、イン

ド東岸の貯留層モデルをつくると。インド東岸での生産ポテンシャルがどれぐらいかとい

う生産挙動を予測したいと考えています。 

 一方、地層特性評価技術の開発ということでは、次回の海洋産出試験で、出砂対策技術

としてＧｅｏＦＯＲＭというものを使います。これはポーラスなメディアで活性剤を入れ

ると膨潤して膨らんで、それで出砂をとめるという手法になっていますけれども、実際は、

その地層の中に入れるわけですから圧力がかかります。ということで、原位置条件の圧力

がかかったときにどういうＧｅｏＦＯＲＭになるかというのを、力学試験をしながら浸透

性がはかれるという装置の中に入れまして、実際に原位置条件の圧力がかかるとこういう

ように圧縮してしまいます。圧縮するということは穴がつぶれるということなんですが、

実際のこのときの浸透性をはかってみると、大体１桁程度浸透性が落ちるというぐらいで、
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ダルシーが何百ミリダルシーに落ちるということで、浸透性的にはあまり問題ないかなと

いう実験結果を得ていると。 

 もう１つは、ＧｅｏＦＯＲＭを膨らますときに活性剤というのを使うんですけれども、

それは化学的には、化学材料ですから、メタンハイドレート層にどういう影響を与えるか

ということでいろいろはかってみたところ、これは相図ですけれども、横軸が温度、縦軸

が圧力ですが、こっちが水で、こっちがメタノールです。インヒビターとして働くメタノ

ールなんですけれども、大体この活性剤はその中間ぐらいでの活性力があるということで、

どちらかというとインヒビターとして働きますから、優先順位で言うと２番目です。１本

目の井戸のほうは膨らませて入れますのであまり関係ないんですけれども、２本目につい

ては膨らませないでＧｅｏＦＯＲＭを入れて、この活性剤を井戸の中に注入して膨らませ

るという方法を考えますので、すると、インヒビターですからハイドレートを分解してし

まう。今、この相図を使ってＧｅｏＦＯＲＭを膨らますための活性剤を入れたときに、ど

れぐらい貯留層のハイドレートを初期で分解させてしまうかという検討を行ってまいりま

した。 

 フェーズ３、２８年度の実施計画をご説明する前に、フェーズ３の実施計画書、これは

先ほどの追加スライドの中に書いてある３年間で何をやるかということなんですけれども、

生産手法開発グループとしましては、生産性増進技術の開発、生産性・生産挙動評価技術

の高度化、地層特性評価技術の高度化ということで、先ほど佐藤座長からもありましたけ

れども、フェーズ１、フェーズ２、フェーズ３という流れの中で来ているものですから、

あまり大きな表題としては、変えたものにはなっていません。 

 生産性増進化技術の中では、明確に回収率６０％以上の生産増進法をちゃんと開発して

いこうということと、貯留層障害、スキンが形成されて浸透性が悪くなるというものの対

策技術をきちっとつくっていって、それをまた室内試験装置やシミュレーションで実証し

ましょうというのが１つの大きな目標になっています。 

 生産性・生産挙動評価技術の高度化につきましては、生産増進法、先ほどのサイクリッ

ク法ですとか強減圧法ですとか、それ以外にもＣＯ２のエマルジョンのインジェクション

法とかを開発しているわけですけれども、そういうものをちゃんと評価できる解析ルーチ

ンをＭＨ２１ＨＹＤＲＥＳの中に入れるということと、保圧コア解析を通じた貯留層モデ

ルの構築の信頼性を上げていくということ。あと、経済性評価として、先ほど経済性とエ

ネルギー収支評価をフィールド開発のほうで行っていくというのがありましたけれども、
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それに対する貯留層特性に応じた経済性を最大化させる生産手法と生産量評価を行って、

そちらの研究に資していきたいと考えています。 

 また、地層特性評価技術に関しては、商業化に向けたときの長期・広域の生産挙動をよ

り高精度で行えるような構成式の最適化や操作性の向上というのを目標に、フェーズ３で

は掲げています。これを念頭に、２８年度に関しましては、ちゃんと生産性増進技術に関

しては強減圧法など、生産増進法を開発したので、それを商業規模に持っていったときに

どれぐらいちゃんと効果があらわれるかという検討を行っていくということと、あるいは、

超音波照射法などの貯留層障害の技術を大型室内産出試験装置を使って、ちゃんと商業規

模でも適用できるかということをきちっと検討しようと思っています。 

 生産性・生産評価技術の高度化につきましては、生産シミュレーターの開発として、生

産増進法計算ルーチンを導入するということと、あと、私でも使える、誰でも使える入出

力の改善で操作性の向上を図っていって、ご要望があれば民間企業産もすぐに使えるよう

な、入出力の簡単なものにしていこうということを考えていますし、貯留層モデルの開発

及び生産挙動の予測評価については、次回の海洋産出試験の生産性予測を行っていくとい

うことと、あと、先ほどインドのところでお話ししましたけれども、砂層と礫層等の非砂

層保圧コアの解析を適用した貯留層モデルの構築というのをきちっと行っていくと。あと、

経済性評価のための生産性評価をちゃんとやりましょうということです。 

 あと、地層特性評価技術については、生産シミュレーター、ＣＯＴＨＭＡについてです

けれども、同様に入出力の改良によって操作性をよくして、私でも使えるような入出力に

しようということと、坑井周辺で海洋産出試験を行ったとき、特に坑井のセメントですと

か、そういうところにどういう応力がかかるんだろうという感度解析ですとか、出砂対策

技術の検証、ＧｅｏＦＯＲＭをちゃんと引くんだよとか、それ以外にどうなるのかという

ところを２８年度、検討しようというふうに考えています。 

 以上でございます。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。それでは今の２件の説明につきましての質疑に

入ります。コメント、ご質問、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

【木村委員】  山本さんに質問させていただきたいんですけれども、今回、現場のほう

で、圧力を段階的に低下させていこうというやり方をやられるということですが、これ確

認なんですけど、この目的というのは、１つは坑内機器、水・ガスの分離効率を改善させ

ていこうということと、もう１つは出砂対策、出砂をさらに抑制させていこうという、大
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きくその２つの目的があるのでしょうか。教えていただければと思います。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  どちらかというと、坑内での水・ガス

分離を含めたフローアシュアランスは段階的にきちんと減圧できるための条件で、目的と

しては、１つは出砂をなるべく小さく。出砂というのは大きな砂が入ってくるだけではな

くて、細粒分もなるべく動かさないようにしようというのが１つの目的です。 

 それからも、もう１つの目的は、先ほどもちょっと申しましたけれども、なるべくたく

さんのデータセットを用意したい。つまり、異なる減圧の段階で、異なる生産挙動が予想

されるので、それぞれの段階での生産挙動というデータを持ってくれば、シミュレーショ

ンと比較するときに、ヒストリーマッチングを行うときに１つしかないとたまたま偶然あ

ったのかもしれませんけれども、３つデータセットがあって、全てがきっちり説明できれ

ば、これはモデルが大分正しいだろうというふうに信頼性が高くなるので、なるべくたく

さんのデータセットを用意したいという、この２つの目的です。 

【木村委員】  ありがとうございました。 

 あと、この圧力を段階的に下げていくわけですけれども、一月の中で大体どのぐらいの

スパン、どのぐらいのタイムスケジュールで最終的な圧力まで下げていくようなご計画で

しょうか。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  全体の作業期間が約１カ月程度という

ことで、ほんとうは長めに、それぞれの段階でしたいんですけれども、なかなかそれは難

しいと思います。生産の初期、また、圧力を下げた直後というのはかなり、マリクでも同

じようなことで段階的に下げているんです。マリクというのは２００７年、２００８年に

やった陸上産出試験ですが、そのときでも段階的に下げることを試していますけれども、

下げた直後というのはかなりデータがばらつきますので、それがある程度一定の生産量、

一定の傾向がはっきり見えるまでと考えています。最低１日程度、できれば数日程度と考

えています。 

【木村委員】  どうもありがとうございました。 

【佐藤座長】  ほか、いかがでしょう。それでは、はい。 

【藤田委員】  藤田でございます。ご説明ありがとうございます。私は山本さんのとこ

ろでもって言うんだけれども、また泥だんごと言うつもりはないんだけど、ちょっと確認

しておきたいんだけど、まずきょうのお話で、モニターの井戸と実際に生産する井戸、こ

の間の距離はどのぐらいだったか忘れちゃった。それが１つ。 
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【山本フィールド開発技術グループリーダー】  長尾リーダーのスライドに実際の位置

が書かれているんですけれども、大体２０メートルぐらいを想定しています。 

【藤田委員】  ２０メートルぐらいで見ようというの。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  はい。前回２０から３０メートル離れ

たところに井戸があって、数日程度で変化があらわれてきたので、今回もそれぐらいであ

ればちょうどいいデータがとれるんじゃないかなと思っています。 

【藤田委員】  それを確認したかった。 

 それからものすごく重要なのが厚みなんだよね。このテストの厚さ。厚さのところで、

メタンハイドレートというのは砂泥互層という言葉が記憶にあるんだけど、そういうヘテ

ロジェニティーみたいなことも含めて、ガス田の世界ではネットグロスという概念がある

けれども、ここではまた違うのかもしれないけど、要するに大事なのは、厚みはいつも書

いてないんだよね。どのくらいの厚みのところでどういうお話をしているのかを、今後、

忘れないでほしいなと。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  ロケーション１とロケーション２とい

う２つのロケーションの候補があって、大きな違いは厚みです。ロケーション２のほうが

厚く、ロケーション１のほうが薄いです。我々、できればロケーション２のほうを試験の

メーンの候補として考えていて、ロケーション２で試験をしたいというふうに思っていま

すけれども……。 

【藤田委員】  それは今後のあれですね。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  はい。基本的には、試験区間として４

０から５０メートル、ロケーション１だとそれが２０から３０メートル……。 

【藤田委員】  ４０から５０メートルぐらいの厚みが。すごいね。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  実際どれぐらいの厚さかというのは、

モニタリング井を掘ったときに……。 

【藤田委員】  そうすると、ヘトロジェニティーはものすごくあるんでしょう。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  ヘトロジェニティーというのは、２つ

の意味のヘトロジェニティーがあって、１つは砂泥土層の砂と泥というヘトロジェニティ

ーがあります。それぞれの砂層の厚さは、さらにメタンハイドレート層そのものも、これ

はきょう東さんがいらっしゃらないので、地質の話になりますけれども異なるタービダイ

トのタイプがありまして、上のほう、浅いところは砂と泥が非常に薄くなっています。か
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わりに水平方向の連続性はよくなっていますけれども、下のほうは比較的厚い砂層があり

ます。ただ、水平方向の連続性はあまりよくないというふうに考えていて、それぞれ挙動

が異なることは既に第１回の試験で大分わかっていますので、それぞれのデータをとりた

いと思います。 

 それからネットグロス比というお話がありましたが、大体…。 

【藤井資源量評価グループリーダー】  ６割から７割ぐらいです。 

【藤田委員】  ６から７割が何？ 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  砂層です。 

【藤田委員】  砂層で、あとは泥。ありがとうございました。 

【佐藤座長】  はい、ほか、いかがでしょうか。 

【小野崎委員】  小野崎です。長尾さんのご説明の中で、３ページ目でサイクリック法

の開発ということをおっしゃっていたんですけれども、これ、多分、減圧をして、それを

繰り返していくというのは、比較的、主に熱伝導だけで決まってくるということなので、

多分、シミュレーションで相当のことまでされているんだと思うんですけれども、これの

開発期間の、ケース１、２、３とありますけど、横軸は大体どのぐらいのことをイメージ

として持たれているんでしょうか。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  これは仮想的な砂泥互層を設けまして、先ほ

ど言ったネットグロス比で言うとどれぐらいなのか、正確なことはあれなんですけれども、

こちらのシミュレーションでは、開発期間は１００年というふうにとっています。１つが

１０年、２０年、３０年、４０年、５０年、６０年、７０年、８０年、９０年、１００年

と。つまり、全体としては１００年かかるということですけれども、ただ、実際の貯留層

の計算というのは今やっていまして、これについては、例えば在来型の天然ガスを考える

と６０％から８０％ぐらいの回収率と言われていますので、これは最大の８５％を目指し

てやっていますけれども、７０％ですから６５％ぐらいやると、多分、開発期間はぐっと

短くなって、５０年とか、それぐらいまで短くすることはできるのかなと思っています。 

【小野崎委員】  その場合には、井戸があって、どのぐらいの範囲まで、直径といいま

すか……。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  システム、この径ですか。 

【小野崎委員】  ええ、全体としてその径がどのぐらいまでのところで熱が伝わってく

るイメージを想定されていますか。 
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【長尾生産手法開発グループリーダー】  これ、逆に言うと、サイクリック減圧法です

と分解によって温度が下がります。そうすると地層の回復熱で戻ってきますから、開発地

域全体だと、例えば２キロ掛ける２キロを想定して、その中に複数の井戸を掘って、それ

で計算した場合という感じなので、具体的には貯留層ごとによって……。 

【小野崎委員】  いずれにしても、もっと開発期間って短い、例えば１カ月ごとの繰り

返しなのかなという、そんなイメージだったんですけど。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  Ａという地域では多分そうなんですけど、Ｂ

というところは、そこは休んでいると。例えば、先ほどフェーズ３の開発の模擬がありま

したけど、１つの貯留層の開発期間を１５年で、１本の坑井が８年という計算をしていま

すけど、Ａという開発地域で１５年やっているときは開発しています。ただ、Ｂというと

ころは１５年休んでいる。Ｃというところは生産している、Ｄというところも生産してい

ると。そこはコンビネーションで考えるわけで、日本全体でうまく操業しているところと

休止しているところをコンビネーションして考えていくと。その中の１つの地域は、こう

いうサイクリックになっているということで、今後、資源量評価のところで開発すべき地

域という分布が出たときに、どれぐらいの箇所がありますよということであれば、サイク

リックのスケジューリングをこういうふうに、それぞれ開発と休止期間を、Ａというとこ

ろはこう、Ｂというところはこうというふうにやると、日本全体の開発として回収率が非

常に高くなりますよというトータルの計算ができると。これは１カ所だけですので、これ

を全体で組み合わせるというふうに考えていただいたほうがいいと思います。 

【小野崎委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  すみません、ご説明不足で。 

【佐藤座長】  ほか、いかがでしょうか。お願いします。 

【松永委員】  多分、実際には現場で掘って、周りの坑井の位置を見ながら詰めていく

ような話になるかと思うんですけど、事前の話として、センシティビティーをシミュレー

ションのほうからいろいろ検討やられていて、それとの関係で、最適な条件を今出してい

るかと思うんですけど、ある程度両極端ですね。早いうちに生産がとまるような形のもの

がどの辺の条件になるのか、そして、あまりに生産がよくて、ずっとそのまま１カ月間う

まくいって、実際にそれが貯留層のほうの評価、次の商業化に行ったときに、多分重要に

なるのは、坑井の中のいろいろなプロダクションの関係、プラス、長期のシミュレーショ

ンとどううまく使えるか、その２つだと思うんですけど、その２つにどうフィードバック
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ができて、お互いにそれがどううまく生かされるかというのも、前もってどの程度シミュ

レーションとの関係でできるかという点が、先ほどお話を聞いていたら、わりあいとやら

れているかと思うんですけど、例えばさっきの減圧法でいって、ほんとうに３段階、４段

階ぐっと落としていくのでうまくデータがとれるのか、ちょっと短いんじゃないかなとい

う気が、逆に長期の安定のほうをやって２段ぐらいにしたほうがいいとか、その辺の手法

のとり方はいくつか考えられると思うので、その辺、どれが一番データがとれるかをよく

検討されたほうがいいんじゃないかなという気がします。 

 もう１つ、先ほどタービダイトの辺でという話で、異方性の話も出ていたんですけど、

逆に、断層の話が出ていたんですが、それ以外のところで、堆積のほうでいって、広がり

の異方性が完全に全部、３６０度いいのかという話で、逆に温度をとるほうとの関係とか、

その辺を含めていろいろデータのとり方がうまくいかない。１つはデータが出たんだけど、

もう１つのほうは出なくてつかまえられないという話が起きる可能性もあるので、その辺、

ほんとうに極端な例についてもシミュレーションと両方やられたほうがいいんじゃないか

というふうに思っています。 

【長尾生産手法開発グループリーダー】  ありがとうございます。 

【佐藤座長】  ほか、いかがでしょうか。 

 プロジェクトリーダー、もしくはＭＥＴＩにお聞きしたほうがいいと思うんですけど、

最初のご発表で、メジャーの協力のことがありました。それから、２番目の発表でインド

沖でのコアというお話がありました。これから続けていくにしたがって、そういう海外と

のおつき合いというのも出てくるんだと思います。 

 片や、最初の議論にありましたけれども、国内の企業はまだ国主導でやってくれという

ご意見もあると。そういう中で、もちろん技術を高めるためにいろんな海外との協力とい

うのがあってもよろしいとは思いますけれども、一方で、税金を使っての事業ということ

を考えたときの交通整理というんですか、そのあたりは今ちゃんとある基準をもって対応

されているんでしょうか。今後、起こるかもしれないことも含めて。 

【事務局（溝田）】  それでは、エネ庁側として、今のご質問に対するスタンスをお答え

させていただきますけれども、エネルギー政策ということで、基本的にはどのようにメタ

ンハイドレートを実用化、開発して、生産して、エネルギーとして実用化するということ

で、まずは、非常に実績のある技術などをベースにモディファイしながらやっていくと。 

 その上で、その技術が日本の技術なのか、海外の技術なのか、既に在来型のものですと
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今はほとんど海外のもので占められていますし、オペレーターとしても海外のメジャーな

会社などが非常に多く、それが世界の主体をなしているということは事実ではございます

けれども、殊、メタハイについては、日本が非常に先端的に進んでいるということもあっ

て、まずはやはり日本で開発を進めて、オペレーターができるようなことを本来は目指さ

なければいけないということは考えております。 

 ただ一方で、そうはいいながらもスピード感のある開発ということだと海外の会社はど

うなのかということも検討しなければならない場面が出てくるかもしれないので、いろい

ろ両にらみをしながら、それでもやはり日本として優位性を保てる最善の策というのを探

るのが一番大事なのではないかということを今考えているところでございます。 

【佐藤座長】  全くそのとおりだと思います。けれども、こういう場合はここまで出す

とか、何かそういうちゃんとした基準みたいなものがそろそろあってもいいと思いますの

で、そのあたりのこと、もし今後も海外との連携みたいなことが必要である、必要なんで

しょうから、整理を始められたらいかがかと思いました。 

 今の２件のご発表につきまして、よろしいでしょうか。 

 それでは、残りのグループからのご発表、時間、押していますので、時間調整お願いし

たいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

【藤井資源量評価グループリーダー】  資源量評価グループの藤井です。私のほうから、

資源量評価グループの報告としまして、取り組んでいる内容として主に３点ありまして、

日本周辺海域のメタンハイドレート賦存状況の評価、こちらにつきましては砂層型の濃集

帯の評価と、非砂層、つまり表層型の評価というふうに２つに分かれております。 

 それから、メタンハイドレートシステム、これはメタンの生成から移動、ハイドレート

の集積にかかわるシステムに関する検討ですが、メタンの生成と移動・集積に関する堆積

盆シミュレーションということに取り組んでおります。 

 ３番目につきましては、山本フィールド開発技術グループリーダーのほうからお話があ

りましたので割愛させていただきます。 

 最初に、砂層型の濃集帯の評価につきましてですが、フェーズ２は、赤く書いてある東

部南海トラフをはじめ、それ以外のハイドレート濃集帯の存在が示唆される青色のエリア

にも調査の海域を広げて、物理探査船「資源」のデータを使って濃集帯の評価を進めてま

いっております。こちらに示すような４つの指標を見ながら、濃集帯の分布の推定を行っ

ております。 
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 現在、濃集帯の分布図のプロトタイプを作成しておりまして、さらに各濃集帯について

資源開発の可能性に重点を置いた総合的な評価といったものについてリストとして取りま

とめておりまして、この一部につきましては、エネルギー収支比・経済性の評価に使用さ

れております。 

 少し例をお見せいたしますが、最初、こちらが宮崎沖と四国沖の例になります。宮崎沖

は以前から評価しておりますが、こちらも継続的に濃集帯の評価をしておりまして、上側

が通常の地震探査断面、下が速度解析を行ったＰ波の分布になりまして、こういったもの

を合わせながら濃集帯がどのように分布しているかといったことを評価しております。四

国沖につきましては、二次元の地震探査データしかないんですが、こちらについても速度

解析を行って、濃集帯の分布についてマッピングを行っております。下のほうの図面です

と、赤く書いてあるところがＰ波速度が相対的に速くて、ハイドレートの濃集が示唆され

るところになります。 

 ほかの海域としまして、左側に示しておりますのは能登東方になりますが、こちらは日

本海側ですが、海底谷を埋めるようにしてチャネル堆積物がありまして、そこで特徴的な

強振幅反射波と高いＰ波速度が確認されております。さらに、その海底谷からあふれ出し

た堆積物が充填されているところをセディメントウェーブと言われますが、そういったと

ころにも比較的Ｐ波速度が高くなっているようなところが見られております。こういった

ところも濃集帯の可能性があるのではないかということで評価を進めております。 

 三陸沖につきまして、こちらは速度解析を実施していないのですが、地震探査の振幅の

分布から砂の存在が示唆されるところを中心に解析を進めております。 

 続きまして、表層型の調査になりますが、こちらは昨年度と同様に、こちらに書いてあ

る７つの海洋調査を実施してきております。広域地質調査、ＡＵＶ詳細地質調査、浅層掘

削、精密地震探査、電磁探査、それから、コアサンプル取得とＲＯＶによる環境調査とい

ったことを行ってきております。 

 こちらにつきましては、広域地質調査におきまして、ハイドレートの存在を示唆すると

言われておりますガスチムニー構造、これは音響的なブランキングを示しているところな

んですが、そこについて、新たに７７１カ所で確認しまして、合わせて１,７４２カ所のガ

スチムニー構造を解釈しております。 

 続きまして、高精度地震探査につきましては、こちらの図面に示しておりますが、今ま

での調査で白抜きになっているガスチムニー構造の内部構造を詳細に把握するために、高
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精度の地震探査を実施しまして、ガスチムニー構造の内部がどういった地質構造になって

いるかをより詳細に把握しております。 

 電磁探査につきましては、ハイドレートの存在が示唆される比抵抗の高いところがどう

いった分布になっているかを解析しまして、実際の掘削の位置選定に使用しております。 

 右下に示しましたのが、掘削同時検層による結果でございますが、こちらは特にガスチ

ムニー構造の中を集中的に掘削することによって、どういった塊状のハイドレートが分布

しているかということを調査しておりまして、場所によっては、塊状のハイドレートが連

続して賦存するところも認められております。 

 コアリング調査につきましては、全部で３０カ所、コアリングの実施をしておりまして、

場所によっては数十センチから数メートル以上の柱状のサンプルを回収したところもあり

ます。一方、直径１センチから数センチの粒状で存在している部分もあるなど、産状には、

多様性、さまざまあることがわかってきております。 

 続きまして、メタンハイドレートシステムの検討ということで、砂層型になりますが、

こちらはメタンの生成について、コアサンプル中のバイオマーカー、つまり生物指標を使

った分析、それから、微生物学的な分析で行っております。今年度の主な成果としまして

は、メタン生成菌の培養実験を行いまして、メタン生成速度の温度・圧力依存性を評価し

まして、そういったものに基づきまして、メタン生成のモデル化を行って、それを堆積盆

シミュレーションの入力として取り込んでおります。 

 メタンの移動・メタンハイドレートの集積に関する研究についての成果ですが、昨年度

までは、特に海洋産出試験が行われた第二渥美海丘に注力して、地震探査から解釈されて

いる濃集帯の分布を再現できないかということで行ってきております。今年度は、この結

果に基づきまして、さらに海域を広げまして、東海沖ですとか東部南海トラフの東側半分、

広い範囲における評価を行って、地震探査で推定している濃集帯との違いなどを比較する

ことによって、ハイドレートの濃集帯の形成のプロセス、要因といったものを検討してお

ります。 

 こちらは、もう一つ、メタンハイドレートシステムの検討として、基本的な検討になる

んですが、実際に堆積物がどういった分布をするかというのを室内実験を通じて取り組ん

でおりまして、これはミネソタ大学との共同研究になるんですが、第二渥美海丘は、ター

ビダイトの砂泥互層と言われているんですが、網状のタービダイトが発達するのではない

かと考えられておりまして、それが実際に起こり得るかということを室内実験から検討し
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まして、その可能性があることがわかってきております。 

 また、こういった実験を通じて、スロープ、角度、あるいは、チャネルの幅などがどう

いった条件の時に堆積物が発達するかといったものを実験的なパラメータを取得すること

によって、貯留層モデルをつくるための基本的な情報を取得しております。 

 フェーズ３の実行計画につきましては、これまでフェーズ２で確立してきました砂層型

のハイドレート濃集帯の探査、資源量評価手法、ここにピンクで示しているようなものが

ありますが、こういったものを、これまでの濃集帯分布図に適用することによって、さら

に濃集帯分布図をアップデートするといったことを計画しております。 

 フェーズ３では、新たに２海域以上の地震探査データの解析を行って、濃集帯分布図の

拡充を行っていく予定です。 

 さらに、実際に商業化を見据えますと、どういった濃集帯から手をつければいいかとい

った、本邦石油企業が将来的に探鉱するときに、検討・選定する上で必要となるような基

礎情報を整理すべく、ここに書いてある各濃集帯に対する面積、離岸距離、水深、貯留層

深度、性状、温度・圧力、それから、できればエネルギー収支比といったものも、一覧表

的にまとめたものをつくることを考えております。 

 ２８年度ですが、砂層型の濃集帯につきましては、少なくとも１海域以上で新たにデー

タ解析をして、濃集帯の分布の拡充を行うことを考えております。非砂層型の調査につき

ましては、平成２５年度から３年間実施した資源量評価結果にかかわる評価を行うという

ことで、具体的には検討会を組成して、調査手法とデータと結果の妥当性を検討すること

を予定しております。また、これに伴う地盤環境評価の高精度化といったことも計画して

おります。 

 メタンハイドレートシステムにつきましては、メタンの生成に関する追加の実験、それ

から、メタンの移動・集積に関する、さらに濃集帯の分布精度を向上させるための検討を

予定しております。 

 以上です。 

【荒田環境チームサブリーダー】  本日は環境チームリーダーの中塚が出張で不在のた

め、かわりまして、私、荒田のほうからご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

 環境チームの実施内容ということになりますけれども、基本的には想定される環境影響

に対する予測技術の構築、拡散モデルですとか、生態系への影響を考慮するための生態系

モデルの構築を進めています。 
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 そのほかデータ取得ということで、海洋産出試験を対象として、メタン漏えいとか地層

変形といったものに関しては、モニタリングシステムを構築して、データ取得を行ってい

ます。あとは、ほかのデータ取得、水質、底質生物相というものがありますが、そちらは

海域環境調査を継続的に実施しまして、現況把握と環境変化の確認を行っております。 

 それら予測ですとかデータをひっくるめまして、産出試験における影響、環境影響に関

する検討を進めていまして、評価手法に関しても適正化を図っているというものです。 

 最後の項目に関しましては、上記で足りない情報とか不足している情報に関して補完す

る位置づけと、あと、環境有識者会議を実施しまして、いただいた意見を適宜反映すると

いう流れになります。 

 まず、２７年度の事業内容になります。最初に、環境リスクの分析と対策の検討という

ことで、シミュレーションによる予測手法の検討です。こちらに関しましては、生態系モ

デルによる影響予測ということで、まず、今の段階では試験海域周辺の広域的な環境状態

の把握、現況再現を目的として進めています。行く行くは、将来的な生産を見据えて、そ

ういった際の生物相への影響を予測するための生態系モデルの構築を進めております。 

 基本的に、生物がかかわるということで、季節変動があって、当然、季節ごと冬、春、

夏といったデータの再現をまずやることになります。昨年度は冬の再現を行いまして、今

年度は春の再現を行っています。具体的な流れとしますと、まず、現況の流れ場を再現す

るということで、過去に流況調査において周辺の３地点で流況のデータを取得しています。

我々の試験海域は黒潮の反流が流れる位置になりますので、基本的に表層から中層にかけ

ては南西向きの流れが卓越するというデータが得られていますので、それをシミュレーシ

ョンで再現したということになります。 

 再現したシミュレーション、流れ場を土台にして、生態系モデルによって各環境要素の

鉛直プロファイルを再現することになります。丸のプロットが環境調査で取得したデータ

で、ラインのデータがシミュレーションによる再現結果になっています。ここでは、代表

的な４つを出していますが、おおむね各環境要素に関してきちんと再現ができております。 

 あと、中身も重要になってきまして、生物を扱いますのでカーボンを基準としておりま

すけれども、どういったようにカーボンが流れていくかというのを表した図になります。 

 冬場もやっているので、冬との比較ということで説明しますけれども、春先に関しまし

ては、植物プランクトンの珪藻とか渦鞭毛藻といったものが増えまして、それを食べる動

物プランクトンの大型雑食者が増えると、それを食べる肉食者が増えるということで、比
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較的大型のもののこの場に関する寄与が大きいだろうということが推定されています。 

 こうした再現計算、来年度は夏場をやりますけれども、そういったものを繰り返して、

各季節でどういった要素が重要なのかをまず、見ていくと。行く行くは、こういった低次

生態系の要素というものは、魚の餌にもなる重要な位置づけがありますので、そういった

方向での検討も進めていきたいと考えております。 

 次に、環境計測技術の開発ということで、環境モニタリングです。これに関しましては、

第２回産出試験に向けて、準備を粛々と進めているということになります。１回目のモニ

タリングのときに課題が抽出されまして、外的要因によりシステムが移動したということ

があります。システムの移動に関しましては、地層変形モニタリング関しては問題になる

ということで、下に示したような山型の保護枠をつけて、何らかの干渉があっても、うま

くよけていくようなシステム設計にしています。あと、移動を考えるということで、底部

にサクションバケットという海底堆積物に貫入する機構を持ったものを３つほどつけまし

て、きちんと海底面に固定しようという検討を進めました。 

 あと、地層変形モニタリングに関しましては、センサーユニットを２種類設けまして、

１つは備えつけ型のもの、もう一つは内部で切り離してフリーになって海底面に設置され

る２種類のセンサーユニットを検討いたしまして、これによって、何らかの振動があった

場合に、どういうノイズが乗るかというデータが得られると考えています。 

 一方で、メタン漏洩モニタリングですけれども、第１回の課題として、長期的な測定に

おいての安定性という問題がありました。そこで、最近市販されている別の原理のセンタ

ーになりますが、ＨｙｄｒｏＣ＋ＣＨ４というセンサーがありまして、測定原理的にも、

構造的にも、両者で性能比較試験を行っていますが、そういった結果からも、こちらのほ

うが我々の目的に合致しているだろうということが判断されましたので、こちらのセンサ

ーをシステムに搭載することで検討を進めました。 

 これらのシステムに関しまして、プロトタイプ機を作成しまして、以降、実際の海域で

の動作確認試験等を行って調整を進める予定です。 

 次に、海洋産出試験における環境影響評価ということで、１つ、データ取得ということ

で、海域環境調査を継続して実施しています。今年度は、第２回海洋産出試験の影響確認

のためのデータとか、広域的なベースラインデータを取得するための調査を実施していま

す。２回目は、今現在、進行形ですけれども、事前掘削の前のデータをとるということで

調査を進めています。 
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 環境モニタリングと同じように検討課題があって、第１回のときには生産井に十字に調

査地点を配置していたんですけれども、堆積物の性状が不均質だったということがあって、

何を見ているかわかりにくい状況がありましたので、サイドスキャンソナーのデータとか、

ＲＯＶの海底面観察の結果を踏まえて、底質性状が安定している地点に変更しています。 

 あと、狭域的なデータも重要なんですけれども、沿岸域とのつながりをきちんと把握し

たほうがいいだろうと。これに関しましては、環境有識者会議の委員からもコメントがあ

りましたが、そういった意見もそのとおりだということで、大王崎の沖合から、我々のテ

ストフィールドにかけて、複数の地点、水深と海底地形を鑑みて設定して、調査を開始し

ております。 

 右が例ということで、水質の例になります。表層０メートルから２００メートル、上が

水温、硝酸塩、クロロフィルのコンター図になります。左が２月のデータで、右が１０月

のデータですけれども、簡単にしか説明しませんが、２月に関しましては、水塊構造が２

つに分かれていて、我々のフィールドと沿岸域で異なる水塊があることがわかりますが、

１０月に関しては、細かい違いはあるにしろ、一様な広がりを持っているということで、

こうしたデータを蓄積しまして、沿岸域とのつながりを検討するためのデータを整備して

いきたいと考えています。 

 あと、第２回海洋産出試験に関する環境影響の検討ということで、こちらに関しまして

は、今年度は事前掘削作業の影響の検討を行っています。基本的には、第１回と作業内容

はおおむね同様になりますので、第１回の結果をベースに、足りなかった情報を追加した

ということになります。 

 足りなかった情報がここに示されていますけれども、１つ、堆積厚の範囲に関しまして

は、我々も１回目では検討したんですが、それがどういうふうに生物に影響するかは、ま

だ知見がありませんでした。なので、北海のほうでいろいろ検討がなされていて、これは

種の感受性分布というプロットになりますが、堆積厚と影響を受ける生物種の割合をプロ

ットしたものになります。 

 環境影響の評価に際しては、５％の生物種が影響を受けるレベルなり濃度を１つの閾値

として検討がなされているということで、北海で採用されている堆積厚が０.６５センチ、

６.５ミリという数値を我々の検討に反映するということ。あとは、第１回の掘削作業前後

の環境調査のデータがありますので、そちらを検討に反映いたしました。 

 あと、環境有識者会議ということで、今年度は２回実施しています。タイミング的に、
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第１回試験のラップアップと今後の計画検討ということがありましたので、今後の環境研

究の方針ですとか、若干、説明が足りていなかった生態系モデルの進捗等について議論し

ております。得られたコメントに関しましては、今後、随時フィードバックしていく予定

です。 

 環境チームのフェーズ３の概要になります。こちらはポンチ絵になりますけれども、基

本的には、第１回よりも長期間のガス生産となる第２回海洋産出試験を対象として、影響

の予測を行っていくということ。あとは、データ取得をしていくと。得られたデータを使

って予測、シミュレーション結果に関して検証を進めていくということ、両者合わせて、

最終的な影響評価をするというプロセスになりまして、一連のプロセスによって、各要素

技術をブラッシュアップしていくことを計画しています。 

 最後、２８年度の計画です。こちらに関しましては、環境リスクの分析と対策の検討と

いうことで、２８年度はガス生産が行われますので、生産水を排出した場合のシミュレー

ションを複数ケース行って、第１回で得られた生産水成分（実績）がありますので、そち

らを反映したシミュレーションを行っていきます。 

 生態系モデルに関しては、夏場の再現を行っていく。 

 環境モニタリング技術の開発についてですけれども、こちらは、第２回環境モニタリン

グに向けた準備ということで、動作確認試験を行って、課題抽出して、実機を製作すると。

実際に生産する場所が決まりましたら、システムの配置計画を策定して、実際のモニタリ

ングを行うという流れになります。 

 最後、海洋産出試験における環境影響評価ですけれども、こちらも海域環境調査を継続

して実施していくと。カッティングスの堆積状況ですとか、あとは生産水の排出による周

辺環境の変化といったものを確認していく予定です。 

 影響評価、影響検討につきましては、事前掘削の影響検討結果の見直しを行うとともに、

今後実施されるガス生産、並びに廃坑作業に関する影響検討を行う予定です。 

 １点補足ですけれども、フェーズ３の実行計画で、環境モニタリング技術の開発という

文言になっていて、スライドは正しいんですけれども、資料のほうはフェーズ２の文言に

なっておりますもので、修正漏れということで、すみませんが、ご容赦ください。 

 私からは以上になります。ありがとうございました。 

【佐藤座長】  推進のほうは、今日は２８年度の事業計画を了承いただくということな

ので、資料でいうと１１ページに書いてあるようなことをやるという理解で審議すればよ



 -37- 

ろしいですね。今年度やったことから、何かかなり違うということはあるでしょうか。今

年度と同じようなことを２８年度もやるということでよろしいですか。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  その辺は継続になります。 

【佐藤座長】  じゃ、２７年度のほうを見ていただいて、このようなことを継続して２

８年度もやるということでご議論いただければと思います。 

 それでは、今の３グループ、資源量評価、環境、推進に関しての質疑に入りたいと思い

ます。何かご質問、コメント、それから、２８年度の計画について、ご意見ございますで

しょうか。 

 お願いします。 

【藤田委員】  藤田でございます。私は言葉について確認をしたいと思っているんです

が、今、私たちは砂層型というのを対象にしてさんざんやっておるわけですけれども、表

層型という名前を聞いていたつもりが、これは非砂層メタンハイドレート何々という言葉

が出たんですが、これは、まず１つ、言葉はどちらなんですか。統一していないんですか。 

【藤井資源量評価グループリーダー】  フェーズ２の実行計画の最初の段階では、非砂

層という呼び方をしていたんですが、現在は非砂層の中の１つに表層型があると理解して

おりまして。 

【藤田委員】  非砂層は広いのね。 

【藤井資源量評価グループリーダー】  そうですね。表層よりも少し深いところにフラ

クチャー、あるいは、層状に泥の中に入っているものもありますので、そういったものも

含めて、広い意味で非砂層と捉えておりまして、その中の、特に表層に特化した……。 

【藤田委員】  そうすると、その中に 表層型もあると思っていいんですか。当然の話、

それが一部だというならね。 

 そこで、それに関連して、３年かけて日本国中、七百いくらあるとか、大分調査してい

るようなんですが、こういうふうに目に見える オンサ みたいなので、すぐわかるような

リポジットというのは、私はわからないんですが、とれそうに思うけれども、資源量、資

源を回収する回収率とか回収法ですけど、これに関しては、今どういう見解であるのか。 

 数字が出てきているのかどうかわからないんですが、砂層型はもう既に立派に数字、方

法論もまとまってきているわけですけども、非砂層の世界は、どういう形で資源量を定義

して。どうぞ、皆さん、わからないから説明して。 

【事務局（溝田）】  じゃ、表層型について、今、どのような状況になっているか事務局
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側から簡単にご紹介させていただきます。ＭＨ２１の中でも、資源量評価の中で、これま

で協力をしながら調査を進めてきているところでございますが、主体としては、産総研を

主な受け皿として、実際には、産総研と明治大学の松本研究室で協力しながら、非砂層型、

一般的には表層型という名称で通用しておりますメタンハイドレートをずっと調査してき

ている段階でございますが、これまでの３年間の調査の結果が、今、非常に大きなデータ

としてまとまってきておりますけれども、実際のところ、どのぐらいの資源量であるか、

あるいは、表面にあるから取りやすいのかどうかという今の藤田委員からのご質問に対し

て、まさに今、いろいろと議論、検討を進めているところでございます。 

 正直なところ、まだ資源量という量的な評価については出ておりません。これまでの調

査手法の、どのような調査の仕方が資源量評価に適しているかとか、そのようなことも試

行錯誤しながら、この３年間、調査を続けてきたということで、先ほどの資料の……。 

【藤田委員】  じゃ、これで一段落ということですか。 

【事務局（溝田）】  一応、海洋基本計画にも、２５年度から３年間程度というところで

ございますので、結果については、まだ、内部で検討しているところでございますので、

ちょっとこの場で今……。 

【藤田委員】  ただ、私が何でここで言うか、今日はそれの対象の会議じゃないんです

けれども、非常に重要な位置づけがあるんです。一般国民は、メタンハイドレートはいわ

ゆる我々、太平洋岸にいっぱいあって、世界に先駆けてテストしたという認識が大分固定

してきて、そして、頑張っているんですが、それだけじゃなくて、日本海にもたくさん、

それも見えて、取りやすいというお話は、とかく一般の人にあるんですね。 

 我々は両方ともメタンハイドレートなんだから、これはしっかりと調査なり、探査はし

なきゃいけないということで、今こうやって、やってきているので、大賛成なんですが、

しかし、商業化という資源として捉えるためには、ここに関しては、ほんとうに魅力ある

回収方法があるのか。私が気になるのは、これこそＣＯ２とかメタンハイドレートは、地

球環境問題に大最悪なマテリアルなんです。ですから、アンコントローラブルな取り方に

なっちゃいますと、これは大変なものに汚点をかけないとも限らないということもありま

すので、慎重にそれを詰めていく必要があるんじゃないか。 

 砂層は、今、こうやってしっかりとフェーズ３に差しかかっておりますので、我が国民

はそこに集中してやるべきじゃないかというのは、私はかねがね思っているので、今日は

それをご質問したんですけど、それで結構です。また委員会でいろいろやっているんだと
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思いますので。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。よろしいですか。 

【事務局（溝田）】  貴重なご意見だと認識しております。まさに、どのような分布、ど

のような量なのかを踏まえた上で、さらに、その先、実際に開発が可能かどうか、そうい

う手法がまずあるかどうかということも、まだ技術者、あるいは、会社の人にとっても暗

中模索の状況にあるのではないかと思いますが、我々としては、可能な限り、調査した結

果は、国民の皆様に対して開示をしながら、あり得べき開発の手法があるのかどうかとい

うことを探っていかなければと考えているところでございます。 

【藤田委員】  ありがとうございました。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、最初の２件、それから今ご説明の２件、あと、推進にかかわる１件を資料で

ご確認ください。これらにつきましての平成２８年度事業計画案を了承したいと思います。

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【佐藤座長】  それでは、了承したことにさせていただきます。 

 本日の議事は以上です。 

 議題４として、事務局から何かございましたら、お願いいたします。 

【事務局（溝田）】  それでは、事務局からご連絡、それから、少しお話をさせていただ

きたいと思います。 

 資源量評価のグループの、お手元の資料８－３のページ７でございますけれども、下半

分の図につきましては、明治大学の松本先生の研究室で取得されたデータということで、

引用元がこの表の中には書かれておりませんけれども、松本先生の研究室での研究成果と

いうことを今後、明記して出していかなければと考えております。 

 今、手元の資料には十分反映されておりませんけれども、公開などしていく場合には、

その点、注意事項としていきます。また、今日、配布してお持ち帰りいただく際にも、取

り扱いには十分ご注意いただければと思っております。 

 それから、次回の開発実施検討会でございますけれども、昨年の１２月から駆け足で３

回ほど開催させていただき、フェーズ３の実行計画案、それから、２７年度の報告、２８

年度の計画案ということで、とりあえず２７年度の最後の回ということで、今回を締めさ

せていただきますが、次回につきましては、また佐藤座長、その他、皆様方とご相談しな
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がら、時期を見計らって開催したいと思いますので、その際には、よろしくお願いしたい

と思います。 

 以上でございます。 

【佐藤座長】  それでは、本日はこれにて閉会したいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

 

―― 了 ―― 

 


