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第１８回メタンハイドレート開発実施検討会 

議事録（案） 

 

１．日時：平成２２年１０月５日（水）１３：３０～１５：００ 

２．場所：経済産業省 別館１０階 １０２０共用会議室 

３．出席者： 

（１）メタンハイドレート開発実施検討会： 

玉木座長、東委員、荒戸委員、小野崎委員、木村委員、藤田委員、松永委員、宮

本委員、村松委員、森田委員 

（２）メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム： 

増田ＰＬ、大野ＳＰＬ、成田ＳＰＬ 他 

（３）事務局（石油・天然ガス課） 

平井課長、岩谷補佐、上條補佐、安良岡 

 

【事務局】 本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから第１８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、事務局を代表いたしまして、平井石油・天然ガス課長から一言ごあいさつをさ

せていただきます。 

【平井課長】 平井でございます。本日はお集まりいただきまして、大変ありがとうござ

います。このメタンハイドレート開発の実施検討会も数を数えまして第１８回を迎えるこ

とになりました。内外から注目を集めるメタンハイドレート研究開発ではありますが、当

初からこうした耳目を集めるということではなかったのではないかと思います。これもひ

とえに、ここにお集まりの先生方、それからこうした開発を実施してきていただいた皆様

方のご苦労のたまものだと認識しておるわけでございます。 

 かかる中で、いろいろと紆余曲折もありながら、おおむね順調に進んでまいりました本

研究開発につきましてではありますが、いよいよ海洋産出試験という本研究開発のかなめ

をなす１つのイベントを迎えているわけでございます。世界の中で初めて陸上産出試験を

無事終えて、いよいよ海洋での産出試験ということで、世界の各地からも注目を集めてい

るイベントではないかと思います。こうした研究開発が無事済む、その成果を上げるとい

資料４ 



 - 2 - 

うことで、エポックメイクをしていくのではないかと思うわけですが、この研究開発の成

否を握りますのも、研究開発に向けた準備段階での皆様方の忌憚のないご意見をベースに

した、準備作業の詰めではないかと思います。今日お集まりの先生方、皆様方の各方面か

らの専門知識を生かしたご見識をいただきまして、その準備作業を全うならしめるという

ことで進めていきたいと思っております。 

 何と言っても、この研究開発が成功するのか失敗するのか、世界が注目しているところ

でありますけれども、多くの成果を上げるというところを回顧するにもその事前段階でど

のようなことをやってきたのかということが問われるということだと思っております。ぜ

ひとも本研究の成功に向けまして、本日の議論が実りあるものだと思えるよう、議論を尽

くしていただければと思っております。手短ではございますけれども、冒頭に当たりまし

て、私からのごあいさつとかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 議事に入ります前に、本日の出席委員及び議事の公開についてご報告をいた

します。 

 本日は座長以下１０名の委員にご出席をいただく予定になっております。ただいま東委

員が１０分ほどおくれるというご連絡がございました。後ほど見える予定でございます。

それと、東京大学の松本委員につきましては、本日ご出張のため、ご欠席となります。ま

た、本日の議事及び議事録はともに公開といたします。 

【玉木座長】  座長の玉木です。本日はよろしくお願いいたします。 

 今日の議題は、平井課長からの紹介がありましたが、海洋産出試験という、非常に大き

な、重要なテーマが入っております。それと並んで、あとの２つの議題も重要な議題かと

思います。４番目の国際シンポジウムですが、１１月１５、１６、１７と準備されていま

す。マリックから南海トラフというタイトルで、ＭＨ２１計画、メタンハイドレートの開

発計画で、世界をリードしているということで注目されているわけですが、その成果、そ

れから来年度以降からの海洋産出試験に向けての計画のプレゼンテーションと、重要な国

際シンポジウムの内容も議題に入っております。 

 それから、今回初めてですが、日本海のメタンハイドレートに関する研究が開始されて

います。ご存じのように、日本は西南日本沖、南海トラフに世界有数の資源量を持ったフ

ィールドは持っているわけですが、日本海も有効なフィールドがあるわけです。それの研

究が開始されたということの最初の報告が３つ目の議題であります。よろしくお願いいた

します。 
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 それでは、本日の議題に入らせていただきます。最初の１番目は前回の、第１７回の本

会議の議事録の確認であります。議事録に関しては、もう既に事務局より委員の皆様には

メールで配付されているかと思いますが、修正等お気づきの点がありましたら、後ほどで

も構いませんので、事務局までご連絡ください。 

 続いては、議題の２に入らせていただきます。海洋産出試験に向けた準備状況について

ということですが、ご審議いただく前に、事務局より補足説明があるということですので、

最初に事務局のほうから補足説明ということでお願いいたします。 

【事務局】  平成２４年度に実施予定の、この第１回海洋産出試験の計画につきまして

は、前回３月１０日に、この実施検討会を開催させていただきました折に、フィールド開

発技術グループの平成２２年度事業計画をご審議いただきまして、その後準備を開始して

まいったところでございます。その後、より詳細な海洋産出試験の計画を煮詰めてまいり

ました。本日は、この内容を委員の皆様にご報告をさせていただき、追加的なご意見、ご

助言をいただければという観点から、再度議題とさせていただきました。 

 それではご審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

【玉木座長】  それでは、コンソーシアムのほうから報告をお願いしたいと思います。

山本フィールド開発技術グループリーダーから報告をお願いしたいと思います。ご質問、

ご意見等はまとめて、後でお願いすることになると思います。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から説明） 

【玉木座長】  山本グループリーダー、わかりやすい説明をありがとうございました。 

 それでは、委員の先生方にご質問、あるいはご意見をお伺いしたいと思います。それで

は、藤田委員、どうぞ。 

【藤田委員】  藤田でございます。大変わかりやすく、前回聞かせていただいた計画よ

りもかなり具体的にテストの手法、段取り、かつ井戸の掘削、仕上げの状況までよくわか

ったと思います。ただし、私も油井、ガス井のテストを若いころやってまいりましたが、

このメタンハイドレートの対象は、ご承知のとおり、固体を地下で液体とメタンという気

体に変える、コンバートする。こういうのは世界のだれも挑戦したことがない。ハイドレ

ートは我々石油の世界では魔物といわれて、邪魔者扱いしてきたので。それを、裏返して、

資源にとらえようというのは、チャレンジ、挑戦です。第１回はまさに初めてのトライア

ル。カナダにおいては、たしか２,０００㎥／日、１週間弱という実績はありますが、それ

よりは当然大きな１万㎥／日近くをねらうのだと思いますが、２，３週間やっております
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と、ご承知のように、大量の水がでてくるのと、サンドスクリーンでとれるとは思います

が、果たしてファインなサンドを取り除けるのかどうか、いろいろなトラブルが多分起こ

ると思われます。 

 如何なるトラブルがあっても、それを見つけることがこのテストであって、トラブルを

全部クリアできるなど絶対あり得ないと思います。したがって、今までステップを着実に

練ってきておりますので、自信を持って、第１回のテストに進んでいただきたいと思いま

す。 

 それで質問がありますが、そのスライド３について、先ほども私申し上げましたが、重

要なのは、出てきた水の処理です。その水を、今ここではあまりクリアに言っておりませ

んが、要するにあの海にそのまま捨てるのか、処分をどのようにお考えなのかというのが

１点。それから砂もどういう形で出ないようにしているのかということをもう一度わかり

やすくお話ししていただきたいと思います。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】 水の処理に関して、まず水がどれぐらい

出るかですが、理論値としては、ガスが２００に対して、水が１出ます。したがって、も

しも１万㎥のガスが出るとすると、５０㎥の水が出るということになります。マリックの

場合は、この理論値に近いガス・水比でした。ただ実際には地層の中にもともとある水等

も出てくるので、水はそれよりも多い可能性が高いと思います。したがって、もしも１万

㎥／日でずっと生産できたとすると、１日当たり５０㎥、あるいは１００㎥ぐらいの水が

出てくると。水の量としてはそれほど多くないと思います。 

 この水と申しますのは、ハイドレートが分解したときに出てくる水は基本的に真水です。

真水と地層の中にもともとある水がまじった、ほぼ海水に近い状態、海水より若干塩分濃

度が低い水ということになります。この辺の地層に関しましては、油分は含んでおりませ

ん。このメタンハイドレートは、微生物起源のほぼピュアなメタン、９９.９％以上ピュア

なメタンですので、油による汚染という心配は今のところ我々はしておりませんけれども、

出てきた水、もともと自然にあるものとは若干違うところはあります。基本的に有毒なも

のは含まれていませんので、そのまま飲んでも別に体に害はないと思いますけれども、そ

れを海にそのまま放出してよろしいのかどうかということに関しては、もちろんこれは法

規制、それから実際に環境にどれぐらい影響を与えそうか、これらの検討を現在進めてい

るところで、あるいは船上でどれぐらい処理ができるのかという検討も進めております。 

 水の量としてそれほど多くないので、この２，３週間程度の期間であれば、船の上に全
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部ためておいて、あとで陸上処分するということもできるかもしれません。ただ、水の量

として、もしも予想よりも多いと、それによって試験ができなくなってしまうということ

もありますので、水をうまく処理する、蒸留処理して、完全に真水に変え、またガスも払

ってから、希釈して、海に捨てるといった方法も考えられます。どのような方法が適切で、

また地域社会も含めまして、さまざまな人に認められるのかという検討を、幅広にやって

います。この検討自体は、この試験に関してだけではなくて、将来的に開発に着手したと

きには、もっと多くの水を処理しなければいけないわけですので、そういう観点も含めま

して、検討しているということです。 

 それから砂ですけれども、こちらにちょうどハイドレートのコアの写真がございます。

荒い砂と細かい砂が混じり合った状態、あるいは粘土も多尐入っていますけれども、これ

が分解したときに、この砂、もしも何もしなければ、どろどろの浜辺の砂のようになって

しまいますので、井戸の中に入ってきてしまう可能性もあります。我々は今幾つか対策を

考えていまして、まずスクリーンを設置しますけれども、スクリーンの外側にはグラベル

パックと申しまして、粒度の粗い砂をある程度の厚さで置いておこうという方法を考えて

います。それから、井戸の仕上げ方として、まずそのスクリーンの外側にはケーシングを

置かないというオープンホールのコンプリーションという方法もあります。その方法を使

うことで、地層の中の流速をできるだけ遅くして、水を引いているとき、砂が動き出さな

いようにしようと、こういう処理も考えています。これらの処置を用いまして、なるべく

細かい砂も粗い砂も動かさないと。ただ、細かい砂が全く動かないということはありませ

んので、何ｐｐｍという量で砂が出てくる。そのグラベルパックという方法を使ったとし

ても、出てくると思います。ただ、それらの砂については、非常に細かいものですので、

ポンプの側に吸い込んでも、許容できるというふうに考えています。これは実際例えば水

溶性天然ガスのフィールドですとか、それから石油のフィールドでも、そういう形でオペ

レーションをしているところがありますので、その方法である程度細かい砂は吸いながら、

許される範囲で吸いながら、粗い砂はスクリーンできちんととめるという方法で対応しよ

うと思っています。 

【藤田委員】  どうもありがとうございます。カナダでのトラブルとして砂の問題があ

りましたので、そのトラブルが日本近海の地層ではどういうことになるのか興味あるとこ

ろです。今のお話で十分わかりました。ありがとうございます。 

【玉木座長】  貴重なご意見をありがとうございました。引き続いて、ほかにご質問の
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ある方。 

【木村委員】  関東天然ガス開発の木村でございます。それでは私のほうから、生産挙

動につきまして、意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず今回の海洋産出試験でございますが、実際の生産挙動の評価、貯留層の挙動の評価

のみならず、坑井の安定化率の確認等々と考えていきますと、私は非常に有意義な試験で

はないかなと考えております。その中での生産挙動のことなのですが、今回の１サイト、

１本の、それはさらに１週間から１カ月程度の試験ということで、生産されるガス量が長

期的には増えていくのだろうかとか、すぐに減退、減尐していってしまうのかといったこ

とを見きわめるのはなかなか容易ではないのではないかと考えます。地層の浸透率は不均

質性、それからメタンハイドレートの胚胎の違いによって、生産挙動が大きく変わるとい

ったことはシミュレーションスタディーでいろいろと評価されていると思いますが、そう

いったようなところも、今回の試験だけでは評価するのは難しいのではないかと考えます。 

 今後ですけれども、商業化に結びつけていく上では、今回の試験結果を踏まえて、シミ

ュレーションスタディーなどと並行いたしまして、ある程度の長期的な、さらに複数の生

産井での累計可採埋蔵量や生産性の違いなどを実証していくということ、理論と実際の違

いを、今後検証していくということは必要なのではないかと私は考えております。 

 以上です。 

【玉木座長】  山本グループリーダーいかがでしょうか、今のご意見から。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  おっしゃるとおりだと思います。今回

の試験、先ほど最初に申し上げましたとおり、非常に基礎的な、言ってみれば、基礎の問

題というところ。ただ、それがまだ解決していないので、まだだれも解答を持っていない

ので、ちゃんと解答を出すということです。 

 ほんとうに商業化に結びつけるために何をすればいいのか。我々は今、第２回の海洋産

出試験を２０１４年ごろと考えていますけれども、それに何をすればいいのか、まだ十分

絵姿が描けていません。１回目の試験が全部うまくいったらというシナリオは描けますけ

れども、ちょっと予想と違ったらどうすればいいのか、新しい課題が出てくる可能性もあ

ります。将来ほんとうに開発に結びつける段階では、より長期の、それから複数の異なる

条件での試験というのは当然必要になると思います。ただ、１つご理解いただきたいのは、

海での作業というのは非常にお金がかかります。いろいろな条件でというのは理想的なの

ですが、それはどうしても莫大なお金がかかってしまうと。そのためには逆に、ある程度
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の信頼性のあるデータをもって、自分たちが投資してもいいと思える自信を持つというこ

とが重要になるということで、その点はステップ・バイ・ステップで進めさせていただき

たいなと考える次第です。 

 将来的には、当然さまざまな試験の方法が考えられますけれども、あるいは減圧だけで

いいのか、加熱も併用する必要があるのではないか、あるいはもっと革新的な生産手法も

適用すべきではないか。いろいろな課題が出てくると思いますので、この試験の結果を持

って、貯留層が実際どう応答するのかというのがわかれば、今度はシミュレーション、今

はもしかしたら絵空事に近いのかもしれませんけれども、それがある程度我々信頼性を持

ってシミュレーションを使えるということになる、あるいはそれにさらに室内実験と組み

合わせていくことで、なるべくコストは小さく、結果は早く得られるように、かつ信頼性

が得られるためにはどうすれば、どういう筋道がいいのかというのを考えていかなければ

いけないなと思っています。 

【木村委員】  はい、ありがとうございます。 

【玉木座長】  それでは、松永委員、それから小野崎委員にお願いしたいと思います。 

【松永委員】  産総研の松永です。先ほど山本さんが言った、海の中は一発勝負に近い

ところがあるので、前もって２つに分けて、モニタリング井を、２本は裸坑で、１本はケ

ーシング入れて掘る。この配置について、説明ではリニアに配置していますけれども、実

際のところ、どういう配置をするのか。特に貯留層の中の溶け方とか、その辺のモニタリ

ングを実際どういう形でやるのが一番とりやすいかというときに、ここに書いてある同心

円上に出ればいいのですけれども、もしかして、その辺相当違う可能性もあるのではない

か。その辺は多分検討されているかと思いますがどのように検討されているのか。あと、

モニタリングの２つの井戸、温度だけ、ほかにも多分検討されているとは思うのですけれ

ども、埋め殺しになるということで、いろいろほかにも使えるセンサー類を埋め殺しで安

くできる可能性のあるもの、例えばサイスミック関係とか、オープンフォルムだと固定が

相当難しいのですけれども、埋め殺しということで、ほかの形も多分できる可能性は出て

くるので、その辺いろいろ検討していただければと思います。 

 あと、もう一つはケーシングの仕上げをやるとき、先ほどトライしてみて、本坑のほう

にその辺のフィードバックをかけられればという話をしていたようですけれども、それを

どういう形で、フィードバックをかけるときのデータをとるかですね、その辺をきっちり

と検討されてはどうかと思います。 
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【玉木座長】  いかがでしょうか。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  ご質問、ご意見、よくわかりました。

まず配置ですが、これはとりあえず最終形ではございません。どのような配置がいいのか

という１つの案というふうにご理解いただきたいのですが、最初私どもは、同心円上に幾

つか配置し、かつ線上にも配置するという考えもありました。その場合は異方性の違い、

例えば地層の傾斜の影響ですとか、それから地層の変化の影響というのが見られるのでは

ないかといったことも考えました。実際その地層がどれぐらい違うのかというのははっき

りしたデータ、地震探査の十数メートルぐらいの分解能のデータしかございませんので、

ほんとうに細かいデータを知るには、もっとたくさんの井戸をあけておきたいというのも

ございます。 

 ただ、一方で、あまり変数をたくさん増やしてしまうと、何をモニタリングしているの

かわからなくなってしまうということもありまして、なるべく変数は小さく、尐なくした

ほうがいいだろうという考えがあって、とりあえず今一直線案というのをベースに考えて

いるということです。 

 それからモニタリング井は、たくさんあったほうがもちろんたくさんのデータがとれる

のですが、モニタリング井自体がうまく仕上げられなかったとき、これが海底から水を引

き込んでしまうような導通経路になるという心配もありまして、その辺のリスクも考える

と、あまり数も多くできない。もちろんコストの問題もあります。１本掘るのにまた結構

なお金がかかるということがありまして、それらを考えて、とりあえずこのような配置に

なっていると。例えばこれをこっちに持っていったほうがいいのではないかとか、そうい

った考えは当然出てくるかと思います。 

 それからモニタリング井に入れる機器なのですが、アコースティックエミッションは考

えました。ただ、アコースティックエミッションでちゃんと同期をとって、データをとっ

ていくためには、上に船が必要で、船がいる期間しかとれませんと。それから、装置その

ものはそれほど高いものではありませんけれども、システムとして考えたときに、うまく

働くのかどうか、それ自体が大きな研究課題になるということで、アコースティックエミ

ッションに関しましては、今後の研究課題ということで、この坑井では主に実際にそうい

うシグナルが出るかの検討はできるかもしれないと思っています。ただそれが、この配置

が三次元での震源位置の同定ができないという配置であることもありますけれども、今の

ところ、アコースティックエミッションのデータをとる予定はないですけれども、メタハ
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イ層のアコースティックのプロパティーの変化に関しては、十分データがとれるような計

画にしようと思っていますと。 

 それからもう一つ、何でした……。 

【松永委員】  あとはモニタリング井のケーシング。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  はい。ケーシングでセメントの評価を

どうするかということですが、これに関しましては、まずこの井戸が実際ケーシング、セ

メンチングする井戸ですけれども、この中で、まずはこれに温度計、ディストリビュート・

テンパラチャー・センサー、光ファイバーの温度計を添わせまして、そのセメントの発熱

をチェックすることでセメントの状況を確かめることができます。それからセメントボン

ドログも当然走らせまして、複数の超音波を使ったものと、それから普通のアコースティ

ックなものと両方用いまして、セメントボンドをきちんと確かめるという計画でいます。 

 それから、これはできるかどうか、コストとの関係もありますけれども、簡単な圧力試

験みたいなこともできる、ケーシングに小さな穴をあけての圧力試験みたいなこともでき

るかもしれないと思っています。以上です。 

【玉木座長】  よろしいでしょうか。それでは、小野崎委員、それからその次に東委員、

お願いします。 

【小野崎委員】  エネ総研の小野崎でございます。今、松永委員が質問されたのと全く

同じことを私も思っておりましたので、今のご回答で十分だと思いますけれども、多分、

モニタリング井については、多分研究者の立場、あるいは実際シミュレーションされる方

の立場からいけば、できるだけデータが欲しいのではないかと。特に不均質なこういうよ

うな層の中で精度を上げていかなければいけないということで、できるだけデータがとら

れるような方向で、多分コストが一番きいてくるのかなと思いますけれども、その辺ご配

慮の上で、よろしくお願いしたいなと思っております。これはコメントだけということで。 

【玉木座長】  ありがとうございました。では、東委員。 

【東委員】  東と申します。私も全く松永委員と同じ危惧をしておりまして、１つだけ

申し上げるのは、ロングタームのモニタリングをされるのは、要するに基本的には温度計

だけです。先ほどアコースティックなことも尐し考えてらっしゃるという、ぜひコアをと

られるということもあるのだというふうに思いますので、そういうようなモニタリングの

結果と、それからコアで室内実験の結果や何かもうまくインテグレーションしていただい

てということ、特に、この計画を見ますと、ステージ３からステージ４の間に１年間ぐら
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い置いておくということで、そこは非常にポイントとしてはおもしろいポイントなので、

ぜひその辺の検討をうまくやっていただきたいなという、これもコメントだけですけれど

も、よろしくお願いします。 

【玉木座長】  森田委員。 

【森田委員】  森田でございます。１つ単純な簡単な質問をさせていただきたいと思い

ます。第１回の海洋産出試験の期間が１週間から１カ月となっています。この１週間と１

カ月、随分期間に差がある、これは何か理由があるのかということと、そのことに関しま

して、山本リーダーのほうから、海洋産出試験は非常にお金がかかるという説明もありま

した。１カ月やる予算をとっていただいているのであれば、その予算をできるだけ有効に

活用できるような試験の計画を立てていただければなと思っていると。以上でございます。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  ありがとうございます。１週間から１

カ月、非常に幅の大きな数字を申し上げて申しわけありませんでしたが、１週間から１カ

月の、これは下限と技術的にできそうな上限という考えです。下限と申しますのは、１週

間以下の試験であれば、やってもあまり意味はないのではないかと。つまりマリックの場

合６日間試験をして、ようやく地層の状況が安定化する、で、地層から供給される熱とハ

イドレートの分解がバランスしたような状況をつくるのに１週間近くかかりました。ここ

でも同じような条件ではないかと考えていますので、１週間以下のごく短い試験であれば、

まだその測ったものの意味というのがはっきりわからないのではないかと。それなので、

１週間以上は試験をさせてくださいということです。 

 それから１カ月という上限に関しましては、もちろんこれは時間が長ければ長いほど、

我々はうれしいと思っています。ただ、あまり長期のための試験にしますと、当然お金の

キャップもあるわけですけれども、その中でいろいろな、例えば先ほどの水の処理の問題

ですとか、それから気象・海象上、緊急離脱しなければならないリスクがどんどん高くな

っていくとか、そういったことを考えますと、１カ月というキャップを設けての技術検討

をして、作業を行いますと。あとはお金と、それから地元の方々の理解等もありますので、

それが許される限りは、長く試験をしたいと思っていると理解いただければなと思います。 

【森田委員】  そうすると、１カ月分の試験をやるだけの予算が、もう既に手当てされ

ているということではないのですか。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  予算、これは２４年度の試験ですので、

まだ予算はわかりません。それからお金をどう使うかというのも非常に大きな問題でして、
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先ほどモニタリング井でデータをとるべきと。一方で、長く試験をすべきと。全体の枠が

決まっていますので、モニタリング井を１本掘れば、試験期間は数日短くなっていくとい

う、そういったトレードオフの関係もございますので、データを最大有効に得るためには

どういう試験のデザインであるかというのについて考えなければいけないと。今のところ、

我々が考えている最適解と申しませんけれども、我々が持っているベースのデザインは、

今こういうことであるということです。 

【森田委員】  どうもありがとうございました。 

【玉木座長】  村松委員、お願いします。 

【村松委員】  東京ガスの村松でございます。エネルギー事業者として大変期待してい

ます。一方で、先ほどから出ていた話と共通しますが、最大１万㎥／／日／日という生産

量は、基本的、初歩的な数量であって、我々の事業者の感覚からすると、もっと期待する

ことはできないでしょうか。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  これはあくまでも研究で、まずはベー

スのデータをきちんととる。たくさんとるための技術というのは、次のステップで考えな

ければいけなくなると思います。１万㎥という数字そのものは、１つはシミュレーション

で、それほど無理のない仕上げ方法で、単純に減圧したとき、１万㎥といいますか、数万

㎥ぐらい、仕上げ負荷の長さによって、随分結果は変わりますけれども、それぐらいは出

るだろうというのが１つの見通し、予測を申し上げているというところです。それでもう

一方では、１つは現在開発が進んでおります、非在来型の天然ガス資源、これらのガスの

レートといいますのは、在来型の深部からのガスに比べて、大分小さくて、数万㎥ぐらい。

何とか陸上で、ある条件のもとではペイできるようになっている。それと並ぶところまで

メタハイを持っていくための最低要件としては、それぐらいは必要。数百とか数千ではや

はりちょっとというところかなと。それは、ちょうどシミュレーションの結果と合ってい

る。それが減圧で達成できそうだという見通しでフェーズ２に進めたというような理解で

我々はおりますので、今後、さらにこれを実際に、ほんとうにペイする条件に持っていく

ためにどうすればいいのかという検討は、今回の結果を見つつ、同時に進めていくという

ことになると思います。 

【村松委員】  ありがとうございました。 

【玉木座長】  ほかに。藤田委員。 

【藤田委員】  私の個人的なフィーリングですが、メタンハイドレートこそ、最初は出
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が悪くて、それからどんどん大きくなることを期待しない限り、減圧法で最初から通常の

ガス井の様な高レートを期待することは多分難しいと思う。将来商業化する場合には、マ

ルチラテラル（多方面水平掘り）の様な便法が必要で、１つの井戸が水深１,０００メート

ルから数百メートル地下のメタンハイドレート層へ水平掘りを想定しても極めて困難と思

われます。すなわち在来型の高傾斜掘りや水平掘り仕上げが果たして可能か極めて疑わし

いというのが私の懸念です。いずれにせよ、これは１つのロケーションからどういう形で

脇に同じ穴でもって、プラスアルファでいけるのかなというものも、多分お考えだと思い

ます。今の段階で、まずは１つの穴で、減圧で、どのぐらい、まあ１万㎥ぐらいまでいけ

るのか。長くやって生産量がどんどん増えると、出砂がとまらなくなるかもしれない。グ

ラベルパックなどで極力抑えたデザインしてやってみようじゃないかということじゃない

かなと思います。私も長い間、国産エネルギー資源を追っていますので、試行錯誤で致し

方ないと思われます。第２弾の海洋試験のときには、もっと具体的方法が出てくるのかな

と期待しています。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  藤田先生、どうもありがとうございま

す。おっしゃるとおりで、実際、この仕上げ方法が将来的にもずっと使われると思ってい

るわけではありません。一番基礎的で、言うなればノイズの尐ないデータをとるのが今回

の目的だと思っています。将来的には当然、先生がおっしゃったことの１つだけ訂正させ

ていただきたいのですが、我々フェーズ１の間に、実際海底面３００メートルのところに

水平井を掘っていますので、水平井を掘るということも絵空事ではないと思っています。

そういったことも含めまして、それは同時に技術開発を進めておりますので、２回目間に

合うかどうかわかりませんけれども、将来には最高のパフォーマンスを得るために、ある

いは最低のコストで、浅いというのは１つの利点でもありますので……。 

【藤田委員】  石油の世界でタイトサンドガス井や重質原油採油井マルチラテラルは当

たり前になりつつありますね。 

【山本フィールド開発技術グループリーダー】  垂直浸透率が低いとか、いろいろ問題

があって、多分水平井だけというわけにいかないですので、それは当然考えているテーマ

の１つです。 

【藤田委員】  わかりました。 

【玉木座長】  短い時間でしたけれども、貴重なクリティカルな議論をありがとうござ

いました。いろんな重要な指摘があったかと思います。モニタリング井のデザイン、それ
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から生産挙動、あるいは生産量の問題と、商業生産にかかわる問題も出てきました。それ

から、藤田先生、これは技術的な問題も指摘いただきましたけれども、最初にチャレンジ

精神が大事だと。世界初めての、あるいは、ある意味で人類初めてのメタンハイドレート

の海域生産実験ということで、トラブルもあるかもしれないが、チャレンジ精神だという

言葉もいただいたわけですが、一応本検討会では、今、提案のプレゼンテーションがあっ

た海域生産、実験計画について、承認をいただくということになるわけですが、ここで本

検討会として、海域生産の産出に向けた一応準備状況というふうに、現在まだ、再来年度

ですから、実際の、来年からも尐し試掘も始めますが、一応準備状況についてという議題、

タイトルでご承認いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【玉木座長】  どうもありがとうございました。海域生産に向けた準備状況、承認いた

だきました。 

 それでは続きまして、議題の３に移ります。日本海東縁（フラクチャ型）メタンハイド

レート知識調査についてということですけれども、こちらの議題も最初に事務局より補足

説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】  資料５につきまして、日本海東縁（フラクチャ型）メタンハイドレート地

質調査につきましては、これも前回３月の検討会におきまして、資源量評価グループにお

ける平成２２年度事業計画の中で非砂層、メタンハイドレート賦存層の科学的な調査を行

う旨をご説明させていただいたところでございます。本日はその後の状況につきまして、

中間報告ではございますが、検討会委員の皆様にご報告をさせていただき、追加的なご意

見、ご助言をいただければという観点から議題とさせていただきました。よろしくお願い

いたします。 

【玉木座長】  本議題の説明は産総研、棚橋副部門長から１０分ほど説明いただきまし

て、その後、質疑１０分ということになっております。 

 それでは、棚橋副部門長お願いします。 

（棚橋副部門長から説明） 

 

【玉木座長】  ありがとうございました。この議題、一応最初の日本海の調査計画の報

告ということで、特に承認をいただく案件ではないですが、１０分程度ご質疑いただく時

間を設けましたが、何かご質問、あるいは……。宮本委員、お願いします。 
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【宮本委員】  今、科学的な調査ということでのご説明でしたが、実際に資源評価をさ

れる時間軸はどのぐらいのことをお考えなのでしょうか。 

【棚橋副部門長】  南海トラフの研究計画を考えていただけるといいと思いますが、あ

れは２００１年に計画ができて、２次元、３次元の物理探査をやって、それから海底の環

境調査をやって、そして、基礎試錐の東海熊野灘という調査があって、その情報を詳しく

検討していって、現在の産出試験につなげていくと、そういうことでありましたので、同

じような投資とか、力を入れていったとして、１０年程度はまず見なければいけないとい

うことが１つあります。それから、もっと重要なことは、先ほどの海洋産出試験の基本的

な考え方は、既存の、現在持っている資源開発の技術、ある程度のかぶりというか、海底

からの地層がありますので、そこで押されているという、そういう力が利用できるわけで

すけれども、海底に存在するとか、その直下に存在するものからガスをとるというのは、

今のところいいアイデアはないわけです。ですから、そういう革新的な技術開発を行うと

いう、そういうブレークスルーを経て、資源化できるという、そういうものかとは思いま

す。ただ、その場合にも、量であるとか、そういうものが十分魅力的であれば、いろいろ

な投資、技術開発もできると、そういうふうに期待をしているというところです。 

【玉木座長】  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。藤田委員、お願い

します。 

【藤田委員】  どうもありがとうございました。藤田でございます。１つ質問ですが、

我が国は果たして海洋開発の技術があるのかということです。これまで、とにかく努力し

て、「ちきゅう」という世界でも最高レベルの深海掘削船を建造しました。それに加えて、

今度は「資源」という立派な３Ｄ地震探査船も所有した。そこで私の質問は、Marion Duf

resneというフランス極地研究所の人に頼んでいるけど、我が国所有の船とかイクイップメ

ントが役に立たないのかをお聞きしたい。ここでもし、いい加減だったら、しっかりした

ものを持たない限り、この海の周りを調べられないじゃないですか。 

【棚橋副部門長】  今回、この船を傭船してきたというのは、基本的には世界で一番長

いピストンコアがとれるということです。この船、非常に長くて、１００メートルぐらい

あるフランスでは極地の、日本でいうと「しらせ」のような、そういうサプライをするよ

うな機能が半分、それで半分は海洋調査ということで、使われているので、非常に長い舷

側を持っていて、長いコアがとれるというのが１つで、これは今のところ、日本ではこれ

にかわるような、長いピストンコアをとれる機能を持った調査船はないと。ただ、ＪＡＭ
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ＳＴＥＣとかではいろいろ長期計画とか持っておられるのではないかと思います。 

【東委員】  どうもありがとうございました、ご心配をいただきまして。答えを最初に

申し上げますと、全然心配はないということです。Marion Dufresneもいいですけれども、

これピストンコアでして、要するに重力で落として、掘るというタイプの船です。地球は

ご存じのようにドリルシップですので、これより深いところという。これ、多分日本海で

すから６０メートル掘れているわけで、南海トラフではとても歯が立たないという現状で。

今、「ちきゅう」は沖縄の非常に難しい熱水サイト等を含めてやっておりまして、技術的に

全然問題なくて、このガスハイドレートにも大きく貢献したいというふうに思っておりま

す。 

 今、機構の中で何を考えているか、ちょっとご紹介させていただきたいと思いますが、

このフラクチャ型のガスハイドレートというのは、我々も非常に注目しております。ただ

し、ターゲットはこのようにフラットで何もないところではなくて、むしろ泥火山のよう

なところをねらっております。本質的には同じですね。泥火山もそうですけれども、ダイ

アピルとして上がってきて、ある程度の圧になったところからフラクチャでガスを放出す

るというシステムですから、全く同じなのですが、多分放出されているメタンの量は全く

違うというふうに思います。泥火山のほうがむしろ大きいので、我々としては泥火山のほ

うの、要するに火道に相当するような部分のほうにたくさんガスハイドレートが期待でき

るのではないかということを期待して、実際にプログラムとしてもプロジェクトとしても

動き始めようとしております。 

 そういう意味では、今、いろいろご紹介ありましたけれども、我々の、これは学術的な

ところが主に検討主題になりますけれども、その辺のところ等踏まえて、このフラクチャ

型のガスハイドレートの今後というのを考えていければ。先ほど１０年とおっしゃいまし

たけれども、もう尐し早くなるのではないかと期待しております。 

【藤田委員】  どうもありがとう。 

【玉木座長】  どうもありがとうございました。それではこの議題に関しましては、日

本海東縁のフラクチャ型メタンハイドレートの地質調査についてという議題で、中間報告

として、検討会として、中間報告を受けたという形になります。検討会としては、引き続

き、今から本格的な今回の調査の解析がされますので、それに関して、引き続きまた報告

が得られると理解しています。その今回の調査の本格的な解析結果をもって、次の日本海

東縁の研究ステップというのがまた提案されてくるものと思います。引き続き、よろしく
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お願いいたします。 

 それでは次の議題の４、メタンハイドレート資源開発国際シンポジウムについてです。

これはもう前回にも大分尐し委員の先生方からご意見をいただいたわけですが、もうシン

ポジウムが間近に迫っていますので、今日は佐伯チームリーダーから、進捗状況の報告を

いただくということで、特に議論する形では考えていません。それではよろしくお願いし

ます。 

（佐伯チームリーダーの説明） 

【東委員】  何か、我々として、ぜひこのセッションだけは参加したほうがいいという

ようなお勧めのセッションがございましたら、お教えいただければありがたいなと思いま

す。これはぜひ参加してくれというようなものがありましたら、よろしくお願いします。 

【佐伯チームリーダー】  ありがとうございます。一言申し上げさせていただきますと、

ぜひとも３日間すべてご参加いただきたいですが、特に１日目と２日目というのが一応メ

ーンで、あと、できればですが、３日については、なかなかお時間が取れない、専門の、

若手の研究者の方も含めまして参加いただけますと、より活発な議論ができると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

【玉木座長】  プログラムはもう出ていますか。 

【佐伯チームリーダー】  出ておりますね。 

【玉木座長】  そうですか。参加者の人数制限はありますか。 

【佐伯チームリーダー】  基本的に、こちら１日目、２日目、２５０人、会場の制限が

ありまして２５０人という枠なのですが、まだ余裕はございますので、ぜひよろしくお願

いいたします。 

【玉木座長】  登録状況はまずまずということでしょうね、申し込み状況。 

【佐伯チームリーダー】  特に、招待講演の方、どんどん埋まっていますけれども、ま

だありますので。 

【玉木座長】  よろしいでしょうか。国際シンポジウムは、準備大変だと思いますけれ

ども、日本がメタンハイドレートの技術開発で、世界をリードしていくということのあか

しになる大事なシンポジウムだと思いますので、よろしくお願いします。委員の先生方も

ぜひご参加よろしくお願いいたします。 

 それでは、今日の議題、これで予定の議題終了いたしました。事務局のほうからまとめ

か何かありますでしょうか。 
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【事務局】  本日はありがとうございました。委員の皆様には、この後、若干ご相談し

たいことがございますので、尐々お残りいただければと思います。以上です。 

【玉木座長】  あとよろしいでしょうか。 

【平井課長】  皆様、活発なご議論ありがとうございました。皆様方からのご議論を踏

まえまして、さらに２４年度の予算の話も含めて、我々肝に銘じて、今後の行政に当たっ

てまいりたいと思います。どうもほんとうに、今日はありがとうございました。失礼いた

します。 

【玉木座長】  それでは、これで検討会を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 ―― 

 

 


