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第２４回メタンハイドレート開発実施検討会 議事録 

 

日 時：平成２５年４月５日（金）１３：００～１５：３０ 

場 所：経済産業省本館１７階第１特別会議室 

出席者（委員）：佐藤座長、荒戸委員、小野崎委員、鴨井委員、木村委員、浜田委員、藤田

委員、松永委員、森田委員 

出席者（事業実施者）：増田ＰＬ、岡津ＳＰＬ、成田ＳＰＬ、各ＧＬ他 

 

議 題： 

 １．第２３回メタンハイドレート開発実施検討会議事録及び議事概要について 

（資料４） 

 ２．前回検討会での指摘事項について                 （資料５） 

 ３．平成２４年度事業報告について                  （資料６） 

 ４．平成２５年度事業計画について                  （資料６） 

５．その他 

 

議事録： 

【事務局（上條）】  皆様、本日は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。定刻を若干過ぎましたが、ただいまから第２４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、当課石油・天然ガス課長の南から一言ご挨拶をさせていただく予定でしたが、

急遽、国会の対応が生じましたため、後ほど間に合えば、挨拶をさせていただく予定にし

ておりますので、ご了解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 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します。 

 本日は１０名中９名の委員の方々にご出席をいただいております。ＪＡＭＳＴＥＣの東

委員は所用によりご欠席となります。 

 本日の議事及び議事録は、ともに公開といたします。 

 次に、配付資料の確認でございます。お手元の資料をご覧いただき、１枚目は配付資料

一覧。資料１、議事次第。資料２、メタンハイドレート開発実施検討会委員名簿。資料３、

座席表。資料４－１、第２３回メタンハイドレート開発実施検討会議事録。資料４－２、
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同じく実施検討会議事概要。資料５、前回検討会での指摘事項に対する回答。資料６－１、

メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム平成２４年度事業報告／２５年度事業計

画概要。資料６－２、フィールド開発技術グループの報告と計画。資料６－３、生産手法

開発グループの報告と計画。資料６－４、資源量評価グループの報告と計画。資料６－５、

環境チームの報告と計画。資料６－６、推進グループの報告と事業計画でございます。以

上の資料、落丁等がある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 それでは、佐藤座長に議事進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

【佐藤座長】  本日も座長を務めさせていただきます佐藤でございます。よろしくお願

いいたします。 

 前回も冒頭の挨拶で言っているようですが、技術開発にはそれぞれに合った開発速度が

あるというのを改めて確認したいと思います。その速度を超えたことをやってしまう、超

えるというのは、あまり根拠のない常識とか信じ込みによって走ってしまうということだ

と思いますが、そういうことをすると大変よろしくないことが起こるということが我々の

学んでいることだと思います。特に、これまでは計画をここの場では審議をしていたわけ

ですけれども、今日ご報告いただく予定になっていますが、試ガスの実際の結果が出てき

ます。そういうものを見ると、今回も多分そうだと思いますが、全てにおいてそれぞれ皆

さんが思ったとおりになっているとも思えません。幾つかのことは想定以上だったのかも

しれないし、幾つかのことは想定よりかなり違ったということが含まれるかと思います。

そういうものに当たったときには、例えばそれまで維持していた速度を遅くするというこ

とも必要になるかもしれないし、場合によっては、一時停止で左右安全確認ということが

必要になるかもしれません。そういうのは勇気を持って速度を緩め、とまってもう一度確

認をしてみるということはやらなければいけないと思います。そういうことを審議するの

がこの検討会だと思っておりますので、委員の皆様には活発にご意見をいただきたいと思

いますし、実施者の方には、ここでの意見に真摯に耳を傾けて対応をしていただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

１．第２３回メタンハイドレート開発実施検討会議事録について 

 

 【佐藤座長】  それでは、議題に入りたいと思います。議題（１）は、昨年１２月１

１日に開催されました前回検討会の議事録及び議事概要の確認です。委員の皆様には、事
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務局より事前にお渡ししていると聞いております。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、事務局までご連絡をお願いいたします。議事録確認、よろし

いでしょうか。 

 

２．前回検討会での指摘事項について 

 

 それでは、議題（２）に入ります。前回検討会での指摘事項についてです。これはＭＨ

２１、佐伯グループリーダー並びに産総研の長尾グループリーダーからご説明のほどお願

いいたします。 

【佐伯グループリーダー】  ただいまご紹介に預かりましたＪＯＧＭＥＣの佐伯でござ

います。前回検討会における主な指摘事項に対する回答ということで、主だったものを３

点ピックアップさせていただいておりますが、それらにつきまして１つずつ説明させてい

ただきます。 

 まず初めに、前回のご質問の中で、今回の第１回海洋産出試験におけるシステムは、商

業生産の際に用いられるものなのか、それとも技術のみが生かされていくものなのかとい

うご質問に関しては、こちらに端的に示させていただいております。今回はあくまでも実

験としてデータを取得することを最優先に考えており、実績のある既存の技術を使いまし

て、単純減圧法による試験を実施したというところでございます。したがいまして、商業

生産の際の開発については、これよりも日本近海の海洋ほか気象条件下において、低コス

トで運用費をかけずに長期使用できるものが必要になってくると考えております。 

 幾つかもう少し具体的に述べさせていただきますと、実際にはデータをとることを最優

先にさせていただきましたので、いろいろなセンサー類を配置するとか、あるいはグラベ

ルパック等につきましても、なるべく既存のものを使うということであり、しっかりデー

タをとるということを目標にしております。実際にこれからデータを解析していきますと、

もう少しコストを下げてもいいのではないかということや、あるいは、もう少しブラッシ

ュアップしていったほうがいいのではないかというところがあるかと思いますので、今回

使用したシステムは、場合によっては第２回海洋産出試験等で使っていくこともあり得る

かと思いますが、将来、実用化した際に、そのものを使用することは基本的には考えなく

てもよいのかなと思っております。 

 ２つ目の質問については、長尾グループリーダーからお答えさせていただきます。 
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【長尾グループリーダー】  生産手法開発グループリーダーの長尾です。よろしくお願

いします。 

 ２番目の質問、これはコア取得に関する報告の際に、委員からご指摘のあったもので、

コアの掘削方法、保管方法、物性データと物理探査や検層等のデータの関係を考えた上で、

圧力コアを保管し、いろいろなパラメータを取得する必要があるのではないかとのご指摘

です。回答といたしましては、圧力コアとして今回保管したものは、検層やコアリングの

際に取得したＸＰＴという検層ツールによる測定データとの比較検討を行い、今後、検層

や震探だけでメタンハイドレート開発をしていく場合に備え、検証に必要な層や深度から

コアを優先的に取得しました。 

 現在、生産手法開発グループとＪＯＧＭＥＣの検層チームと協力し合いながら、検層デ

ータとコアデータの比較検討を実施しているところであり、例えば比抵抗の検層データと

の比較検証から、地層モデルや浸透率、あるいはメタンハイドレート飽和率の評価を継続

的に実施しているところです。 

 また、当日のご質問に回答させていただいた検層ツールの一つであるＸＰＴによる初期

有効浸透率測定については、実際に得られたデータと、コアから測定した初期有効浸透率

を比較しながら、このようなツールが実際有効的に使えるのかどうかということも含めて

検討させていただいているところです。 

【佐伯グループリーダー】  では、最後の３点目のご質問内容に移らせていただきます。 

 今回の試験は短期間ではありますけれども、長期的な試験を行う場合の出砂対策につい

ては検討が必要ではないかというご質問でございます。 

 これについては、皆様ご存じのように、今後とも重要な課題の１つと我々も受けとめて

おり、後ほどご報告させていただきますけれども、今回、出砂関係についての貴重なデー

タがとれたと思っております。もともと短期間であっても、どのような状況になるか、と

いうこと自体がこれからの解析において非常に重要なテーマであり、長期的には低コスト

で、安定的に坑井維持できるような出砂対策が必要ということで、これはご指摘のとおり

という認識でおります。以上でございます。 

【佐藤座長】  ありがとうございました。ただいまのご説明に関しましてご意見、ご質

問がございましたら、承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。前

回、こういうことを言ったはずだが、回答はないのかということでも結構です。よろしい

ですか。 
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 出砂に関しては、前回の検討会の際は、短期の試験だから今回は出砂はないだろうけれ

ど、長期の試験のときのことが心配ですね、という認識だったと思いますが、どっちかわ

からないですね。短期で急いでやったからああなったのかもしれないし、長期でじわじわ

だとむしろ危険性が少なくなるということかもしれないし、その辺はわかりませんが、ぜ

ひ今回のことで検討を行っていただくということで。後ほどの説明のときにこの出砂の件

もご説明いただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、今の回答に関しましてご了解いただいたということにさせていただきたいと

思います。 

 

３．平成２４年度事業報告について 

４．平成２５年度事業計画について 

 

【佐藤座長】  続きまして、議題（３）、平成２４年度事業報告及び議題（４）、平成２

５年度の計画です。この２つ、今日たくさん資料がございますので、効率的に進めたいと

思いますので、ご協力をお願いいたします。 

 まず、プロジェクトリーダーの増田先生から概要説明をお願いします。それに引き続き

まして、４つのグループから順次ご説明をいただきます。 

 あと、時間が限られておりますので、推進グループの報告、資料６－６につきましては、

資料配付のみとさせていただき、説明を省略させていただきます。資料で内容をご確認く

ださい。 

 それから、各グループからは、それぞれ２４年度の事業報告を行っていただき、同じ発

表の中で、関連もありますので、来年度の計画、２５年度の計画をあわせて報告いただく

ということにさせていただきたいと思います。 

 ５つの報告がありますが、委員の先生方のご質問、ご質疑をいただくのは２回に分けた

いと思います。最初の２つが終わったところで１回目の質疑応答、その後、３つ終わった

ところで次の２回目の質疑応答とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、増田プロジェクトリーダーからご説明をお願いいたします。 

【増田プロジェクトリーダー】  私からまず、平成２４年度の事業概要についてお話し

します。 
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 私たちの研究コンソーシアムでは、海底下の地層中のメタンハイドレートから、減圧法

で分解しガスを生産するのがベストであると考え、いかに海底下のメタンハイドレート層

に適用するかという課題に取り組んでまいりました。 

 室内実験シミュレーション、貯留層評価を通じてガスを生産できると予想していました

けれども、平成２４年度の事業において実際にガス生産実験を実施し、日量平均で２万、

累計で約１２万立法メートルというガスを生産しました。 

 世界で初めて海洋のメタンハイドレートからガスを生産したことは、メタンハイドレー

トの開発への道を開く第一歩であり、これが平成２４年度の一番大きな成果になります。 

 ガス生産実験を行うに当たって平成２４年６月末から７月にかけて圧力コアの取得作業

を行いました。取得したコアの分析、それからあと、前年度にとりました検層のデータ、

それらを総合的に解釈した生産挙動の予測、それから貯留層の評価を実施いたしました。 

 その後、坑内に設置する生産機器のテスト等を経まして、生産実験を行いました。 

 また、生産実験を行った際に海底の生態系あるいは海底の地盤に影響を与えないかどう

かを確認するために、環境計測用のモニタリング機器の設置、さらに物理探査モニタリン

グ用のケーブル設置等も２４年度に行いました。 

 続いて平成２５年度の事業計画について説明します。 

 平成２５年度ですが、８月ごろまでに廃坑、それから先ほど説明しましたモニタリング

機器の撤収、回収作業を終える予定にしています。そして同時に、ガス生産実験で得られ

た生産データ、物理探査のモニタリングデータ、それから環境計測のデータ、これらを分

析することが重要になります。先ほど委員長の佐藤先生から指摘がありましたように、実

際には生産試験のときに砂が坑内に流入したという問題が生じています。出砂の防止対策、

それから坑内に設置したガス分離、ポンプ等の坑内機器がどのような状況であったのかと

いう分析、またモニタリング井で計測したデータを解析することにより、生産実験中に地

層内でメタンハイドレートがどのように分解したのかということを把握することができま

す。これらの分析を経まして、平成２５年度は第１回海洋産出試験の評価作業を行うこと

を最終目標としています。 

 メタンハイドレート開発の商業化の実現に向けては、現状、技術がどういうレベルにあ

り、課題がどういうところにあるのかということを明らかにするということ、つまり、技

術アセスメントが非常に重要だと考えており、しっかりとしたデータ分析を行った後、海

洋産出試験の評価を公開していきたいと思っています。 
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 以上が前年度と今年度の事業計画になります。 

 以降は、具体的な内容は、各グループより発表していただきます。 

【佐藤座長】  どうもありがとうございました。それでは、最初に、フィールド開発技

術グループからのご報告をＪＯＧＭＥＣの佐伯課長からお願いいたします。 

【佐伯グループリーダー】  佐伯でございます。本来であればフィールド開発グループ

の発表は、グループリーダーの山本から説明させていただくのですが、まだ現場から戻っ

て来ることができないだろうという想定で準備しておりましたので、今日は私からご報告

させていただきます。 

 フィールド開発技術グループの内容ですが、一番中心になっておりますのは、言わずも

がなでございますけれども、海洋産出試験です。これについては、前回、前々回の開発実

施検討会で圧力コアの取得作業、あるいは準備作業について詳しくご報告させていただき

ましたので、ガスの生産実験の速報からご報告させていただきます。 

 前回の検討会までに、減圧試験、フローテスト、ガス生産実験の前段階までご報告させ

ていただきましたので、今日は実際のガス生産実験の速報になります。 

 これも前回お話ししましたもののレビューですが、第１回海洋産出実験の基本情報、場

所であるとか体制、昨年度までに行った事前掘削、６月から７月に行いました圧力コア取

得、準備作業について書かせていただいております。 

 赤字は、海洋産出試験の目的です。これについては前回、たしか前々回でも重要なポイ

ントということで佐藤先生からもはっきりご説明しておくようにという指示を受けたよう

に記憶していますが、今回の試験では、減圧法を用い、実際に海洋においてメタンハイド

レートをガスに分解し産出できるかどうかというところが１つの大きな目標でございまし

た。 

 実際にできた場合、メタンハイドレートの生産挙動はどうなっているのか確認する、そ

れが２点目のポイントです。 

 あと、３つ目のポイントとして、これも前者２つと非常に大きく密接に関連しておりま

すけれども、メタンハイドレートの分解挙動、あるいは環境に影響を与えないかどうか、

そういったモニタリング技術を適用し、実際にデータをとれるかどうか、その中でいろい

ろなことが確認できるかどうか、その３点が非常に大きなポイントです。 

 これは実際の試験の各坑井の位置図です。生産井に対してモニタリング井を２カ所配置

し、モニタリングもしつつデータをとったことがわかる図になっております。渥美半島と
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志摩半島の沖合、それぞれ８０キロ、５０キロほどの距離になりますが、第二渥美海丘と

呼ばれる海域の中の１点で実際に試験をさせていただいたということを示しております。 

 ここからは今回の作業についてのご報告、速報ということで、実際の作業経過について

説明させていただいております。 

 当初、１月１３日から実際に作業を開始するため、傭船を開始し、積み込み作業等を考

えていましたが、その前にＪＡＭＳＴＥＣから、「ちきゅう」の位置制御をするための６機

のスラスター（スクリュー）のうちの１機の部品に不具合が生じたらしいという報告が入

りました。スラスターが正常に動かないと位置保持が正常にはできず、海洋産出試験にも

大きな影響を与える可能性があるという懸念から、スラスターを修理し、安全な動作確認

ができるのを待つこととし、作業開始は１月２８日まで遅らせていただいております。ス

ラスターが正常に動作していることを確認し、１月２８日に現場海域での作業を開始して

おります。 

 ２月２日にはＭＣ井、生産井から東に２０メーターほどのところにありますが、そこで

検層作業等を行い、それが終わったところで生産井に移動し作業を開始させていただいて

おります。 

 今回の作業はライザー掘削であるため、鉱業法の規定に従い、暴墳防止装置（ＢＯＰ）

を設置する作業を行いました。その後、前年度の事前掘削の段階では、まだメタンハイド

レートの対象層まで掘削しておりませんでしたので、まず１２－１／４”坑の掘削、その後、

９－５／８“のケーシングをセットしセメンチングを完了しています。この段階までの作

業は、メタンハイドレートの対象層ではなく、メタンハイドレート濃集帯の上については、

隔離しておくということが必要と考えましたための作業になります。その後、改めて８－

１／２”坑を掘削し、実際のメタンハイドレート濃集帯を対象にグラベルパックを完了し、

それから坑内機器を降下して３月１２日にパッカーをセットしております。 

 これらのグラベルパックあるいはパッカーについては、既存の技術ではありますが、強

減圧の試験をするということで、実際にこれがちゃんと完了できるかということ、あるい

は坑内編成装置、これもかなり長いものでしたので、それが無事におりるかどうかという

ことも含めて、かなり慎重に作業を進めさせていただいております。 

 それから３月１２日にパッカーのセットを行い、地層の隔離もできているということを

確認しましたので、当日、午前５時４０分ごろからガスの生産実験を開始するために減圧

を開始しております。その後、徐々に減圧し、９時半ごろに実際にメタンハイドレート層
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からの分解ガスと見られるガスの産出を確認し、１０時ごろにフレアが着火しました。 

 その後の減圧作業については、佐藤先生からのお話にもあった出砂の関係も含めながら

考えていったほうがいいかもしれませんが、今日の段階でまだデータ全ての分析等が終わ

っておりませんので、あくまでも事実という形でご報告させていただきますと、３月１２

日から減圧を開始し、もともとの１３０気圧、１３メガパスカルから、目標としては３メ

ガパスカル程度まで段階的に減圧しようということだったのですが、１２日の昼ごろまで

の段階では８０気圧ぐらいまで減圧し、その状態で既にガスは産出していた状況です。さ

らにそれから緩やかに減圧し、１２日の午後ぐらいには５０気圧までの状態に下げており

ます。その５０気圧の段階である程度のガスの生産を行えましたので、この後、かなり長

期間にわたってこのまま５０気圧前後という圧力を維持しました。 

 ガスの生産量、速報値のグラフを示させていただいておりますが、３月１２日の時点で

ある程度ガスが出始めまして、速報値ですので、精査が終わった段階で修正をさせていた

だくつもりでいますが、１日当たりで換算しますと、右の数値を見ていただければいいの

ですが、約２万立米／日近くの生産量でずっと推移し続けるという形になっています。３

月１５日ぐらいまではそのような感じでしたが、実はこの後、３月１７日、１８日にかけ

てかなり天候が悪くなるという予報がありました。５０気圧のまま、出砂もほとんどない

状態でガスの生産が維持できていましたので、このまま様子を見るという考え方もあった

のですが、１８日の段階で、場合によっては緊急離脱といった形で天候に対応しなければ

ならない可能性が生じてまいりましたので、この１５日ぐらいから目標の３メガパスカル

まで下げていこうということで緩やかに減圧させ、暴風雨が来る直前ぐらいに出砂が多く

なり、それに相前後してポンプの不調等々があり、さらに天候が悪くなっていくという状

況がございましたので、安全をとってこの時点で生産試験を終了しております。 

 生産日数に関しては、天候が許せば２週間程度できればと考えていたのですが、天候や

井戸の状況等も踏まえて、結果的には約６日間で実験を終わらせております。累積のガス

の生産量としては、これも現在の速報値でありますが、約１２万立法メートルという数字

が出ております。 

 ご参考までに、第２回陸上産出試験の記録です。第２回陸上産出試験の第２冬では、生

産日数が約５.５日程度ですので、日数的にはほぼ同じぐらいの日数で試させていただいた

ということになります。実際の累積のガス生産量については、第２回陸上産出試験のとき

には約１万３,０００立法メートル程度、それに対して今回の生産量としては約１２万と１
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桁違う数値になっております。平均ガス生産量についても、今回は約２万ということで、

第２回とでは約２,４００立法メートルということで、それぞれ桁としては違う形になって

おります。 

 ただ、海洋と陸域、地質の条件等や、仕上げの区間についても、今回の仕上げ区間につ

いては、マリックのときに比べて約３倍の厚さで仕上げております。そういったことも勘

案し、これからデータを分析、評価していこうと考えております。 

 先ほど３つの目標、目的を挙げさせていただきましたが、それに対する現状の状況を整

理させていただいております。 

 １点目の海洋におけるメタンハイドレート産出技術の実証については、減圧法により約

６日間のガス生産実験を実施したということはお話ししていいのではないかと思っており

ます。ただ、実験データに基づく産出技術の評価については、先ほどの出砂の関係等、い

ろいろなこともあるかと思いますので、出砂だけに特定するわけではないですが、もろも

ろの技術評価というのは、これからやっていかなければならないということで、これは平

成２５年度の実施目標と考えております。 

 ２点目の海洋における生産挙動の確認についてですが、これも実際にはまだデータがと

れたばかりで、モニタリングについてはまだ実施中の部分もありますが、かなりいろいろ

なデータがとれたと思っております。生産挙動の確認、評価をやっていくためのデータは

とらせていただいたという認識でおります。 

 ３点目のモニタリング技術の適用・実証については、第１回海洋産出試験そのもの、全

体作業がまだ終わったわけではなく、ＯＢＣ（海底地震ケーブル）を使った物理探査モニ

タリングの作業も今月の半ばから後半以降に予定しております。継続的に環境関係のモニ

タリングも続けておりますので、データをとり終える、最終的に全てとり終えるのは夏ご

ろまでを考えていますが、それまでデータをしっかりと取得し、最終的に取りまとめて今

年度の目標としてその評価を行おうと考えております。 

 生産実験の後ですが、１８日にガスの生産実験を終了し、その後、ＭＣ井での検層作業

を行いました。生産実験前と後ということで比較が必要と考えておりますので、直後の検

層作業をさせていただいております。ＭＣ井の仮廃坑を行っています。仮廃坑とさせてい

ただいておりますのは、前々回でもお話しさせていただいたとは思いますが、ＭＣ井をせ

っかく掘削したので、それをもう少し有効に活用し、いろいろなデータをとってみたらど

うかというご意見もありますので、それを踏まえ、ＭＣ井については、夏まで井戸を生か
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すこととしております。メタンハイドレートもおそらく再生成し始めるでしょうから、そ

ういったデータについてもとっていこうということで、今回については仮廃坑という形に

し、またアクセス可能な状況にしております。 

 その一方、生産井についてはガスの生産実験自体は終了しましたので、廃坑作業を行い、

実際の現場海域の作業は３月３１日ぐらいに終了し、４月１日に清水港に到着。その後、

積みおろし等の作業をやっていたという状況でございます。 

 この後の関連作業としては、今年度の作業になりますけれども、物理探査モニタリング、

ＯＢＣ（海底地震ケーブル）を使った物理探査モニタリングを今月の後半に実施し、それ

から継続的に環境モニタリングを実施し、じっくりデータをとっていく予定です。 

 また、坑井のモニタリング作業を８月ごろに実施し、坑井関係の設備の撤去、引き続き

まして、ＯＢＣについても、再生成後のデータとり、こちらの関連の設備も撤去します。

もろもろの設備そのものを含めると、大体夏ごろに今回の第１回海洋産出試験の現場作業

を全て終了するという計画でおります。 

 以上が、ここまでが第１回海洋産出試験の現場作業に特に付随する部分でございます。 

 次に書かせていただいておりますのは、海洋産出試験実施海域の貯留層評価、リザーバ

ーのキャラクタリゼーションについて、昨年度、どういった作業を行ったかということに

ついて書かせていただいております。継続的な部分が多いですが、サイスミックデータ、

あるいは事前掘削の検層データ、それから昨年６月、７月にとった圧力コアデータに基づ

いてリザーバーのキャラクタリゼーションを行い、事前の予測シミュレーション、今後行

う予定のヒストリーマッチングについての準備等いろいろな評価を行ってきております。

こちらにいろいろな関連の図面を掲示、掲載させていただいております。 

 この後は、第１回の海洋産出試験と離れまして今後の話になります。潮流調査について

は、これまでも何回かお話しさせていただいたことがあるかと思いますが、もともとの計

画として、第１回海洋産出試験ではまず減圧法でいろいろなデータをとり、第２回海洋産

出試験については、おそらくは長期的な挙動を見ていくということが大きな課題になるだ

ろうという想定しておりましたので、長期的な実験をするために潮流等の長期的な傾向に

ついて研究をさせていただいているというのがこちらの図面でございます。 

 しかしながら、第２回海洋産出試験値自体は、まだ実施地点が決まっておりませんので

現時点では、第１回海洋産出試験の実施海域をモデル海域とし、長期にわたる潮流データ

をとらせていただいております。そのデータ等を用いてライザー管の挙動解析、その他の
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調査等いろいろな形で利用させていただいております。こちらには潮流調査の結果の一例

を示させていただいております。例えば右にありますのは、ある２点のところで深度ごと

に瞬間的に潮流がどういうふうに変わっているのかというデータ、こちらについては、２

つの水深の場所をピックアップし、潮流の向きについて日変化、時間変化、それから潮流

の流速そのものが変化しているかということを示しております。 

 なお、水深によって、あるいは時間によっても潮流の流速、あるいは流向というのは非

常に大きく変化するということで、それを踏まえた実際の実験設備が必要になるというこ

とがおわかりいただけるかと思います。 

 こちらは、第２回海洋産出試験について実際のレイアウトをどういうふうにしていくか

という検討をさせていただいているものです。第２回の海洋産出試験については、第１回

海洋産出試験の結果を踏まえてという話になりますので、こういうふうになりますという

結果的な話ではなく、あくまでもいろいろな検討の材料をそろえるというところです。例

えば船については、今回のようなドリルシップで行うのか、あるいは係留式セミサブ等を

使った場合にはどうなるか、生産方式については、ライザー方式、あるいはライザーレス

にするか、そういったことについていろいろな検討を進めさせていただいているところで

あります。 

 実際には、今回の第１回海洋産出試験の結果を考慮し、いろいろな事前検討結果を踏ま

え、現実的にはどうすべきかを検討していくという流れと考えております。 

 続いて、こちらの海洋開発システムの検討についてです。これはもっと長期的な話でご

ざいます。こちらについても、第１回あるいは今後の第２回を踏まえての話になりますの

で、あくまでも事前の検討ということです。例えば２４年度に関しては、将来のガス生産

後の供給のことも考え、需要者、需要者といっても一般家庭のことではなく、ダウンスト

リームを念頭に置いていますけれども、そういったときのビジネスモデルをどう考えてい

けばいいかということで、事前の検討のためにいろいろなヒアリング調査等を実施してい

るというところでございます。 

 ２点目の生産性向上策については、第１回海洋産出試験では、単純減圧法により、メタ

ンハイドレートの分解挙動等を見ていくということでございましたけれども、今後、減圧

法だけでいいのか、あるいはそれ以外の増進手法も必要ではないかということもあります。

今提案されている増進手法について、現状の情報を分析、評価、整理するということを行

わせていただいております。 
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 ３点目が陸上産出試験関係です。第２回陸上産出試験は２００７年、２００８年のこと

ですが海外等でも使える論文集を共同研究のカナダと作成しました。また、陸上産出試験

の後、８年間の環境モニタリングも継続させていただいており、その作業を継続して行わ

せていただいているということを報告させていただいています。 

 一方、長期の産出挙動を知るために、長期の陸上産出実験を海外でできないかというこ

とを模索しているところですが、情報交換等を継続し、また、コノコフィリップス社との

ＣＯ２置換実験というのを行い、それについて検討、レビューをさせていただいたという

状況でございます。 

 ２４年度については以上です。２５年度については、今先ほど申し上げましたように、

第１回海洋産出試験全ての作業がまだ終わっている段階ではございませんので、それを継

続していくというのが今年度の作業になります。実際には、いろいろなデータを継続して

取得し、廃坑作業まで持っていくというところが現場作業ですので、ここにその流れを簡

単にまとめさせていただいております。 

 これからは、データの分析作業が非常に重要ですので、その取りまとめが各段階でまと

まったところでご報告させていただくという予定でおりますが、実際にはかなり慎重に

様々なデータを分析して行う必要がありますので、今年度いっぱいはこちらの作業に傾注

しなければならないと思っております。 

 同じような形ですが、こちらは実際の適用した技術についての分析について書かせてい

ただいております。実際のリザーバーの評価については、もともとわかっていた地層デー

タ、地震探査のデータに加え、実際のガス生産実験によっていろいろなヒストリーがわか

ってきました。それをヒストリーマッチングのような形でまとめ、さらには、それによっ

てわかったリザーバーの状況というのをまた細かく分析していく予定にしております。出

砂に関してはこういったところも非常に重要なところになりますので、そういったデータ

をまとめていくということを考えております。 

 これはあくまでイメージとして図示したものですが、実際の貯留層の評価、それからモ

ニタリングのデータ、あるいは生産手法開発グループで行っていました生産挙動の評価、

そういったものを含めて、ヒストリーマッチングや逆解析など、そういったものがこの作

業として非常に重要なところと考えております。逆に、これが理解できないと第２回海洋

産出試験に進んでいくことができないと思っております。 

 第２回海洋産出試験、それから海洋開発システムの検討、そして長期の陸上産出試験に
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ついては、こういう形でまとめさせていただいております。かなり概略的なまとめ方をさ

せていただいているのですが、その本意は、第１回の海洋産出試験の結果を踏まえ、これ

をどういうふうに進めていくかというのはかなり重要なポイントであり、この開発実施検

討会の場も含め、いろいろとご意見をいただき、さらに固めていかなければならないとこ

ろだと思っているためです。今回については、まだ第１回海洋産出試験のデータをまとめ

切っていないところでありますので、比較的概略的な流れで今年度の経過について触れさ

せていただいております。 

 フィールド開発技術グループについては以上でございます。 

【佐藤座長】  どうもありがとうございました。何かございますか。 

【佐伯グループリーダー】  １点、修正をさせていただきます。表中の言葉が違ってい

たようです。先ほどの表で、ここに赤のほうで１日当たりと説明させていただきました。

ここに累計と書いてありますけれども、この表は累計ではなくて１日当たりの生産量の間

違いですので、申しわけございませんが、ここは累計ではなくて、平均ガス生産量という

ことでご修正いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【佐藤座長】  キュービックメーター・パー・デーということですね。 

【佐伯グループリーダー】  そうです。 

【佐藤座長】  単位はデーが抜けている。どうもありがとうございました。 

【佐伯グループリーダー】  どちらも立方メートルでありますけれども、こちらは立法

メートル・パー・デーになります。 

【佐藤座長】  今ご説明いただきました海洋産出試験の評価についてですけれども、現

時点では全てのデータが出そろっていないということは、今日のご説明でも全ては出して

いませんということです。それから、取得されたデータも、個別企業の資源量評価につな

がるような公開できない情報も含まれております。ですので、この検討会で委員の皆様か

らご評価いただくわけですが、詳細データを見ないでの評価というのもなかなか難しい面

もあると思います。その点で、詳細データを見ながら検証をする必要があるということも

出てくるかと思いますので、事務局では別途、そういうことをご議論いただく機会、非公

開の検討の場を設けていただきたいと思います。 

 もちろん、そういう作業を進め、そこで出てきた結論なり知見は、こういう公開の検討

会でまた披瀝いただいて、皆様から広くご意見をいただく流れにしてはいかがかと思いま

すが、よろしいでしょうか。 
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 非公開での検討の場も必要に応じて設置させていただくということでご了承いただいた

ということにしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、今の説明の６－１並びに６－２について、２つのご発表についてのご質問、

ご意見等、委員の皆様からいただきたいと思います。お願いいたします。 

【藤田委員】  藤田でございます。新聞並びにテレビ、いろいろなメディアで取り上げ

られているようですが、今回６日間のメタンハイドレートの海洋産出試験を日本の近海で

無事にできた。オペレーション上も、もちろんいろいろなアンエクスペクタブルなことは

ありましたが、安全にできたということ、これは何よりもすばらしい成果だったと私は思

います。 

 そこで、私は非常に楽しみに待っていた７ページの生産パフォーマンスの表について多

少コメントと質問をしたいのですが、７ページで６日間とございます。ここでちょっと残

念だったのが、水の生産量、つまり、水とガスの比がどのくらいなのかということ。これ

は当然数字がありますよね。その辺のデータがないので、何ともメタンガスが出た出たと

だけおっしゃっているようですけれども、３月１６日のところで急にガスの量が上がり、

落っこちて、ちょっと波打っていますよね。この辺について、操業上、何かあったのかと

いうことをお聞きしたいのですが。 

 それから、３月１３日頃から最後トラブルでクローズしているのですが、そこまで、ち

ょっと減産傾向が見られるようです。現場の方々はどう解釈されますか。私は、減圧法で

は時間と共に増産傾向を期待していたのです。その辺についてのコメントがありましたら

お願いします。 

 また、日にちと時間についてですが、スタートしたのは時間でよくわかったのですが、

最後の３月１８日、このときの早朝とありますが、これは何時にクローズしたのでしょう

か。何時にクローズし、次のステップに入ったのか。その辺、お答えいただければと思い

ます。 

【佐伯グループリーダー】  水については、大体１日当たり２００立方米程度であり、

比較的抑えられた量での水の生産になっております。 

 ガスの生産量推移についてはまだこれからの分析ですので、十分自信を持ってお答えで

きるところまで分析できているとは言えない状態です。これについては山本からお答えさ

せていただきます。 

【山本グループリーダー】  別途機会を設けて具体的なデータをお示ししたほうがいい
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のではないか、今いろいろなことを申し上げると、かえって誤解を生むかなと思います。 

 こちらにお示ししたグラフは、作業しながらデータをとっているときに作成したグラフ

で、今後、見直しがされると思います。実際のガス生産は、きれいにガスが生産されてい

るわけではなくて、水の量もガスの量もふらついています。ある時点をとったものをプロ

ットしておりますので、累積量としてあわせられるものを後できちんとお示ししたいと思

います。若干、数学的な処理等も行わなければいけないので、その上で判断いただいたほ

うがよろしいかなと思います。 

【藤田委員】  今の段階では時期尚早であるという理解ですね。 

【山本グループリーダー】  終了時刻に関しましては、出砂といいますか、最初にわか

った現象は、減圧が急上昇し、ポンプがうまく水を送れない状態というのが発生したのが

午前４時で、最終的にポンプを停止させたのが午後２時ごろになっています。 

【藤田委員】  どうもありがとう。それから、もう一つだけ最後に、今言い忘れて、よ

ろしいでしょうか。 

【佐藤座長】  どうぞ。 

【藤田委員】  実は、私、非常に気になったのが電熱ヒーターを設置していましたよね。

それで、これはスタートしたのでしょうか。 

【山本グループリーダー】  電熱ヒーターは使用しておりません。コネクターの問題が

ありまして、若干、電熱ヒーターの使用に不安がありました。よってヒーターは一切使用

しないで今回作業しました。 

【藤田委員】  では、純粋に減圧プロセスであったと言うことですね。 

【山本グループリーダー】  もともと電熱ヒーターは貯留層よりずっと上の場所ですの

で、仮に作動させたとしても、メタンハイドレートの分解には寄与しません。 

【藤田委員】  どうもありがとう。 

【佐藤座長】  ありがとうございました。ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

【荒戸委員】  荒戸でございます。詳しいデータはまた後でということですが、概略と

して、このガスの生産量について、圧力の状態を継続と書いてありますが、これは圧力を

コントロールし、その結果としてのガスの生産量が現場のプロットとしてはこういう数字

になると理解すればよろしいでしょうか。 

【山本グループリーダー】  この点、前回の委員会のときに佐藤座長と議論させていた

だいたときに、ちょっと誤解があるかと思ったのですが、通常のウェルテストとメタンハ
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イドレートのウェルテストは基本的な考え方が違います。流量固定で圧力を見るというの

が通常のウェルテストの考え方だと思いますが、メタンハイドレートのテストの場合は、

圧力固定で流量を見るというやり方をしました。それは、ある物理的な条件を固定、つま

り、熱量の供給、流体の移動の状態を固定した状態でハイドレートの分解速度を見たいと

いう趣旨です。荒戸委員からお話があったとおり、我々の考え方は、基本的にポンプを利

用して水位を固定することによって圧力を維持する。それによって流量の変化を見るとい

う考え方で試験をしております。 

【荒戸委員】  ありがとうございます。それで、流量等、広がりの関係については何か

現場での感触というのはあるのでしょうか。 

【佐伯グループリーダー】  非常に重要なご質問だと思います。それ自体は、実際に分

析しているところですので、ある程度、意見、見解がまとまりましたところでご報告させ

ていただければと思います。 

【荒戸委員】  楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。 

【佐藤座長】  どうぞ。 

【鴨井委員】  最初に、今回非常に大変な制約条件の中で無事実験をなさったというこ

とで本当にお疲れさまでございました。 

 １点、今年度の事業計画のところで確認のためにお伺いします。８月ごろまで現場でデ

ータのモニタリングを行い、主に下期に評価作業をされると、こういうご予定と理解して

いるのですけれども、評価作業にどれぐらいの時間がかかるかということはなかなかわか

らないところもあるとは思いますが、イメージとしましては、来年の今ごろを目途に取り

まとめをなさると、こういうターゲットで進められると理解してよろしいでしょうか。 

【佐伯グループリーダー】  最終的なとりまとめには、かなり時間はかかると思います

が、既に、生産実験そのもののデータはとれております。生産実験後のデータについては

これからですが、既にとれているデータもありますので、それはできるところから始めさ

せていただくつもりでおります。 

 ただ、例えば環境関係などはまだ作業が続くものがありますので、それぞれのスピード

でということで考えております。 

 あと、実際に１年後というのは、若干お待たせし過ぎのようなところもあろうかと思い

ますので、ある程度まとまったところで、それぞれの精度については差があると思います

が、何らかの形でご報告させていただけるのかなと、我々のほうではそういうふうに思っ
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ております。 

【鴨井委員】  ありがとうございます。 

【佐藤座長】  ほかいかがでしょう。お願いします。 

【小野崎委員】  あまりせっかちにいろいろなことを伺ってもなんなのかもしれないの

ですけれども、今回の生産量として１日２万立米ということが出ています。もともとの想

定としても大体このぐらいであったと理解すればよろしいのか。あるいは大分想定より違

う値であったと考えたほうがいいのか、非常に大ざっぱなところで結構ですので、その辺

の感触を教えていただければ。 

【山本グループリーダー】  想定した範囲、つまり、ポンプの容量や地表の設備の容量

という意味合いでは、想定した範囲の中です。ですので、我々はこのガス量、水量をマネ

ージすることができました。 

 ただ、実際の生産と圧力の関係や、それに関しては事前に産総研で行われていましたシ

ミュレーション等とは違うところもあります。その現象はどう違うのかということをきち

んと押さえないと、我々が予想していたとおりですと申し上げるのはちょっと難しいかと

思います。 

【佐伯グループリーダー】  ちょっと説明をつけ加えますと、生産量としてはある程度

予想の中に入っているかと思いますが、細かい挙動に関してはまだまだ精査の余地はある

というか、おそらく今後ともいろいろなことが分析の結果、わかっていくのではないかと

思っております。 

【小野崎委員】  ありがとうございます。 

【松永委員】  逆に水の生産量というのが前回のカナダのときに比べると相当少ないで

すよね。その辺の違いというのはどういうところから出てきたと考えますか。 

【山本グループリーダー】  事実関係だけですが、少ないということはありません。水

ガス比は、カナダの場合は２００弱、今回の場合は１００強ぐらいですので、いずれも同

じようなレンジの中です。メタンハイドレートの分解水とプラス若干のそのほかの水も引

いているという状態はカナダと変わりありません。 

【松永委員】  その辺、今後の解析になるかと思いますが、主には下の層の岩層の違い

等の影響と考えればいいでしょうか。 

【佐伯グループリーダー】  岩層以外にも温度条件や圧力条件など、そういったものも

含めて検討していくということになるかと思います。 
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【佐藤座長】  お願いします。 

【藤田委員】  それにも関係するかもしれませんが、今回は、垂直井ですよね。そうい

う状況で、まず本当に出せるのかどうかという確認を行っているのであって、確かメタン

ハイドレートの層は６０メーターですよね。 

【山本グループリーダー】  大体そうです。 

【藤田委員】  そのうちガンパーで開けている穴は何メーターですか？３８メーターで

すか。そうすると、どれだけの実質層厚から溶け出しているかということ。一体カナダで

の場合はどれだったか、そういう情報も加えた上で比較検討を行わないと、まだ別に喜ぶ

話じゃないですよね。 

【佐伯グループリーダー】  初めのほうでもちょっとお話ししたのですが、基本は地層

や地質の違いなど、様々な条件の違いがあります。数量が何倍出たかというよりも、まず

はその違いが何でどうなっているか、そちらのほうをこれから検討していきたいと思って

います。 

【藤田委員】  要するに、プロダクティビティー(PI)という概念が重要なのです。メタ

ンハイドレート層のプロダクティビティーや、ボトムホールプレッシャーアナリシス( 

坑底圧力分析）はまだ誰もやっていない未知なる分野でしょう。非常に興味があります。

そういう視点から、井戸の周りがどうなっているか。もうシミュレーショングループが待

機しているのではないかと僕は思っていますが。６日も減圧による分解が現実に行うこと

ができたなんて、大変なことです。海底地盤環境の問題が起きればそれほど長く行えない

かもしれません。ただ、サンドトラブルは後で詳しくお話を聞きたいです。この辺を少し

ずつ解明することに意義があるのです 

【佐藤座長】  ありがとうございます。今の点について、事実だけで言うと、仕上げ区

間はカナダの３倍ぐらいであるということですから、流量が１０倍だけれども、単位厚さ

当たりで言うと３倍ぐらいのものということが事実ですよね。それがどういうふうなこと

が影響しているかというのは、これから検討をする。そういう理解でよろしいですね。 

【佐伯グループリーダー】  はい、それで結構です。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 計画のとの違いをちょっとお聞きします。計画では７メガと３メガの２つをやりたいと。

あまり複雑なことをやりたくないということでした。７と３をやって、圧力の違いによっ

てどういう反応の違いがあるのかということを見ることが今回やりたいことだというご説
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明だったと思います。今回、それができなかったわけですが、その点が今回の解析にどう

影響するのかということと、２つの圧力を見たかったということを今回できなかったとい

うことを第２回、再来年以降の計画にどういうような反映をするのかしないのか、そのあ

たりのことをお聞かせ願えればと思います。 

【佐伯グループリーダー】  山本からも補足してもらったほうがいいと思いますが、基

本的には圧力に対してどういうふうな反応を示すかというところが重要なところだったと

思っています。 

【山本グループリーダー】  これもかなり時間をかけて、具体的な事実関係を含めてゆ

っくり説明したほうが誤解を生まないと思いますが、最初、８メガパスカルを維持し、そ

の後５メガパスカルに維持しました。実際、７、５、３、幾つかのパターンを考えており、

予想したものとは違ったのですが、幾つかの段階を踏もうという考え方は現場でも同じ考

え方でした。 

 ただ、管内の流動状況等において我々の予想と違ったところがありました。正直言うと、

うまくコントロールできない部分がありました。そこの部分も含めて、一旦５でほぼ維持

できたポイントが１つあり、その次さらに減圧しようというところで、出砂でとまってし

まったというところです。 

 ですので、我々は少なくとも２つの圧力に対する準平衡的な状況を達成しようと考えて

いたのですが、それは達成できなかったというのは、今回の作業における非常に残念な点

であることは間違いないです。ですので、単純に言いますと、変数は２つあるが連立方程

式は１本しかないという状態になってしまっておりますので、これはシミュレーションを

実施する上での大きな問題の１つということで間違いありません。ただ、今回のグラフに

は圧力の挙動を示しておりませんが、圧力の挙動、それから管内の流動の挙動、それを組

み合わせましてうまく逆解析していくことで、実際に地層の中で何が起きていたのかを分

析していかなければいけないかなと思っています。 

【佐藤座長】  ほか何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 続きまして、残りの３件のご説明を、まず生産手法開発グループの長尾グループリーダ

ーからお願いいたします。 

【長尾グループリーダー】  生産手法開発グループの２４年度の事業報告と２５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。よろしくお願いします。 
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 生産手法開発グループには、大きく３つの研究開発課題があります。一つ目は、より高

い生産性と回収率を確保する、あるいは生産障害対策技術を開発するという意味の生産手

法高度化技術の開発です。 

 ２つ目は、先ほど藤田委員からもシミュレーションに対するご発言がございましたが、

生産性・生産挙動評価技術の開発の項目であり、生産シミュレータ、ＭＨ２１－ＨＹＤＲ

ＥＳの機能強化、及び産出挙動を予測およびそのための貯留層モデルの構築を行っており

ます。 

 ３つ目は、地層変形評技術の開発であり、ＣＯＴＨＭＡを用いた坑井の健全性評価、な

らびに地層変形がメタンハイドレート開発により地層変形がどのように起きるかについて

の評価を行っています。 

 ２４年度に関しましては、本年度は海洋産出試験があるということ、またコアを取得す

る計画であることから、主な重点項目としては、圧力コアの解析と貯留層モデルを構築し、

第１回海洋産出試験でどういうような産出挙動が得られるかについての評価を重点的に行

ないました。一方、商業化のための基礎基盤整備ということで、例えば新しく開発した強

減圧法について、大型室内産出試験装置を用い、その有効性を検証するといった取組につ

いてご説明させていただければと思います。 

 まず、生産手法高度化技術では、コア試験とシミュレーションで知見を得た、新しい回

収率増進方法と考えている強減圧法についてご紹介します。第１回海洋産出試験では３メ

ガまでドローダウンする計画でしたが、コア試験の結果から平衡圧、この場合２.１ＭＰａ

以下まで強減圧した場合に氷が生成し、氷の顕熱を使ってハイドレートの回収率が増加す

るという実験結果が得られました。そこで、この大型産出試験装置を用いて強減圧法を検

証してみました。こちらの図に示すように、通常はドローダウンを開始し、ハイドレート

の安定領域から３メガ近くまで減圧した場合には、ガス生産量が一度増え、その後だんだ

ん分解域が広がるとともに少しずつ減っていき、またドローダウンするとまたハイドレー

トの分解によってガス生産量が増加し、次第に減っていくことが分かります。ところが、

平衡圧の２.１メガ以下に減圧すると、見ていただくとわかるとおり、生産されたガス量が

減少せずに保たれるという、ガス生産増進が確認できました。 

 このときに、大型産出試験装置中の砂層の温度を測定したところ、通常は減圧すると、

温度が下がって一定になり、再度減圧するとまた温度が下がって一定になるという変化を

示します。２．１メガ以下まで減圧した際は、本来であれば温度が下がって一定になるは
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ずが、このように過冷却が破れ、氷の生成によって氷点近くの温度で一定に保たれたこと

がわかります。つまり、氷の生成によるガス増進を確認でき、強減圧法の有効性について

大型産出試験装置を使って示すことができました。 

 次に、生産性・生産挙動評価技術の開発については、まず初めに、生産シミュレータの

機能強化についてです。今回のコア試験から、その鉱物組成を見ると、スメクタイトとい

う膨潤性がある細粒、泥が多く含まれるという結果が得られており、メタンハイドレート

分解に伴って塩水濃度が減少した際に、膨潤により孔隙を閉塞し生産障害が起きるのでは

ないかという懸念が生まれ、膨潤によって浸透率がどのように変化するかという文献値を

参考に、間隙水の塩分濃度と浸透率の関係を定式化し、簡単な貯留層モデルを用いて、膨

潤による浸透率が低下のガス生産性に対する影響評価を実施しました。結果的に膨潤性が

高い、スメクタイトやベントナイトといった成分が比較的多く含まれる地層においては、

最大３０％ぐらい浸透率が下がり、生産性を下げる可能性があるとの結果が得られました。

これまでは、坑井近傍でのスキンや、細流砂が井戸の周りにたまることで浸透率を下げる

という生産障害だけを考えておりましたが、この膨潤の影響は、塩分濃度の変化だけで浸

透率が下がるということで、貯留層の広範囲で生ずる可能性があり、膨潤による生産障害

に対する考え方を生産手法開発グループとして整理していかなければいけないと考えてい

るところです。 

 ２つ目は、本年度の重点項目である、圧力コアの解析と生産挙動予測についてです。前

回の開発実施検討会で説明したとおり、ＪＯＧＭＥＣの検層チームとコアの浸透率や、ハ

イドレート飽和率などの分析を行っています。また、得られたコア解析データを用いて、

今回の海洋産出試験地の貯留層モデルを更新し、ヒストリーマッチングに資していきたい

と考えています。 

 こちらのスライドには、圧力コアの解析結果の概要について記載いたしました。また、

委員の先生には、実際にハイドレートの胚胎していた分析コアを回覧いたしますので、触

ってみていただければと思います。１８Ｐといわれる深度のコアで、下部砂層に相当し、

ハイドレート飽和率が約６０％の試料です。分析項目としては、例えば粒度分布や鉱物組

成、各深度でどういう粒径分布があり、どういう鉱物なのかという地層モデル、いわゆる

岩層モデルを構築しています。 

 また、メタンハイドレート飽和率については、比抵抗などの検層データから得られてい

ますが、これとコアデータとの比較検討も実施しており、上側の砂泥互層の領域で約６０％、
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下部砂層で約４０％のハイドレート飽和率があることがわかっています。 

 砂泥互層では、おおむね検層データとコアデータの結果は一致しておりますが、下部砂

層の圧力コアで得られたメタンハイドレート飽和率については、検層データに比べやや低

い値を示していることが分かっており、ＪＯＧＭＥＣ検層チームと協議しながらその原因

について検討しているところです。 

 また、絶対浸透率については、上部の泥層は、シール及び熱源としての機能を持ってい

る地層であり、絶対浸透率として０.０１から０.０３ｍＤの値を持っています。砂泥互層

については、砂層で大体１Ｄ程度、今回回覧しているコアの層、下部砂層のところでは数

百ｍＤぐらいの絶対浸透率の値が得られております。さらに、生産挙動予測のための貯留

層モデル構築について、絶対浸透率と孔隙率の関係は、これまでα濃集帯のコア解析結果

をもとにしたモデルから予測を行っておりましたが、今回の圧力コアの分析結果から、α

濃集帯のコア解析から得られた関係式が、今回のβの濃集帯の解析に適用しても有効であ

るという判断をしています。 

 海洋産出試験の生産挙動予測については、検層からの絶対浸透率データや、ＸＰＴから

測定した初期有効浸透率およびコア解析結果を用いて５つのケースに場合分けした生産性

評価を実施しています。ケース１は、絶対浸透率は低く、シルト分が多く、有効浸透率が

ＸＰＴで測定した初期有効浸透率の低い値を使った場合。ケース２は、絶対浸透率は高い

けれども、初期飽和率、つまりハイドレートの胚胎量が多くて初期有効浸透率が低い場合。

３つ目は、絶対浸透率および初期有効浸透率が両方とも高い場合。ケース４、ケース５に

ついては、泥層の浸透率として、コア解析結果ではなく、検層から得られた値を使用した

場合。これら５ケースについて生産挙動予測を行ってきました。 

 前回の開発実施検討会にて、フィールド開発技術グループから、生産量の予測としては

５,０００から万立米／日という値をお話しさせていただきましたが、この値は今説明した

産出挙動予測から得られた値です。 

 今後は、実際の分解範囲についても、コアデータの解析および第１回海洋産出試験の結

果をフィードバックしながら、ヒストリーマッチングを通じて検証していきたいと考えて

います。 

 最後に、地層変形評価に関してです。坑井の健全性評価について御説明します。ハイド

レートが分解すると、地層内のハイドレートが入っていた孔隙内がガスと水に変わり、地

層が動きます。こちらの図は模式的に井戸と地層の関係を描いたものですが、ケーシング
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と地層の間、ケーシングとセメントの間、セメントと地層の間に、それぞれ異種物質の接

合があり、メタンハイドレート分解に伴う力がそれぞれの物質間で異なるだろうというこ

とで、実験的に地層の中に井戸を模した円筒管を押し入れる貫入試験を実施し、それぞれ

の接合界面でどれぐらいの力が加わるかという試験を行ないました。その結果、ケーシン

グとセメントの間は最も接着力が高いのですが、ケーシングと地層の間が非常に弱いとい

うことがわかり、この一番弱いところについて、ケーシングの表面粗さと接触面強度との

関係についてまとめたのがこちらの図です。横軸がケーシングの表面粗さ、縦軸が接触面

強度です。また、σは各地層の深度、有効拘束圧に対応します。この図からケーシングと

地層の間で、ケーシングの表面粗さに対してべき乗の関係式があるということがわかった

ので、この関係式を用いて、実際に坑井に係る力がどういうものなのかという解析を進め

ていく計画です。 

 次に、平成２５年度の事業計画について移らせていただきます。重点的な考え方としま

しては、先ほどフィールド開発技術グループからも説明がありましたが、第１回海洋産出

試験の検証、ヒストリーマッチングについて、フィールド開発技術グループと協力して実

施します。 

 一方、第２回海洋産出試験については、第１回の検証結果を踏まえ、年度の後半には長

期の産出挙動予測などを行っていきたいと考えています。 

 ３つ目として、商業的産出のための技術基盤整備ということで、生産手法高度化技術の

開発については、大型装置による強減圧法の有効性検証について、どれぐらいの浸透率ま

で、この強減圧法が有効かとうことを検討するとともに、第１回海洋産出試験における出

砂などの生産障害対策技術に関しでも、現象の解析とその対策技術を中心に、研究開発を

進めていきたいと考えています。 

 生産性評価に関しては、第１回海洋産出試験の検証を実施します。生産手法開発Ｇとし

ては、これらの結果を踏まえ、生産シミュレータの信頼性向上を図れればと考えており、

第２回海洋産出試験に向けた準備を進めていこうと思っています。 

 地層変形評価については、８月以降に第１回海洋産出試験時に実施した地層変形モニタ

リングの結果が出てきます。その結果をもとに、海底地盤及びメタンハイドレート層の圧

密挙動について、実際に得られた結果を地層変形シミュレータによって解析を進めていく

計画です。また、商業生産に対する基盤技術整備として、地層の不均質性、すなわち断層

などの長期のメタンハイドレート開発における影響について検討を進めていきたいと考え
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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、続きまして資源量評価グループか

らのご説明をお願いいたします。 

【藤井サブグループリーダー】  資源量評価グループの藤井と申します。 

 資源量評価グループの取り組みにつきましてご説明いたします。大きく２つの柱があり、

１つ目は、日本周辺海域におけるメタンハイドレートの賦存状況の評価です。この中では，

特にメタンハイドレートの濃集帯に焦点を当て、主に三次元地震探査データを用い、賦存

状況の評価を行っております。もう一つは、砂層以外のメタンハイドレート賦存層の科学

的な研究ということで、表層型のハイドレートの集積メカニズム、あるいはその形成史に

ついて検討し、そのポテンシャル評価のための探査手法の検討を行っております。 

 ２つ目の柱としましては、メタンハイドレートシステムの検討となっています。ここで

は、特に１つの砂層の孔隙充填型のハイドレートに対し、どのようしてそこに濃集したか

というプロセスについて理解することによって、濃集帯の分布推定の精度をより上げてい

くという目的で行っております。 

 アプローチとしては、コアを用いた微生物学的な検討。もう一つは、堆積盆地規模での

シミュレーションによる検討を行っております。 

 昨年度の事業報告に移ります。 

 メタンハイドレート濃集帯の分布推定について、昨年度は特に宮崎沖の三次元地震探査

データを用い、濃集帯の解析を行っております。こちらは三次元物理探査船「資源」で平

成２１年１月、平成２１年１２月から平成２２年１月、それから平成２２年８月といった

期間にわたりまして宮崎県日南沖で三次元地震探査データが取得されており、これを使っ

た解析を行いました。 

 左手にそのエリアが示されており、右手は解析した例になります。上が地震探査によっ

て得られた断面、上端が海底面で中央がBSRになります。これを高密度速度解析という特殊

な処理を行い、地震波が速いところがどういった分布をしているかということを解析して

おります。図の赤っぽく描かれているところが、相対的に速度が速く、ハイドレートが濃

集している兆候が見られる箇所であり、こういったところが何箇所か確認されております。

これからさらに解析を進めて行くところです。 

 続きまして、非砂層のハイドレート賦存層の科学的研究です。こちらにつきましては、
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平成２２年度に上越沖で取得したハイドレート試料、それと海底面のこういった詳細な画

像や、サブボトムプロファイラーによる画像、こういったものを総合的に解釈し、ハイド

レートの集積メカニズム、形成史について検討しております。 

 その結果、この地域は深部から熱分解起源のメタンが上昇し、こういった海底面にハイ

ドレートを形成しているといったことがわかってきております。 

 もう一つは、これらの結果を使いまして、どういった探査手法が有効であるかというこ

とについて検討し、こういった海底面のマウンドやポックマーク、こういった地形を見る

こと、それから海底面の直下のこういった断面に見られるガスチムニーの兆候、こういっ

たものを検討することが探査手法を検討する上で重要であろうということがわかってきて

おります。 

 次に、メタンハイドレートシステムの検討ということで、去年の６月から７月に取得し

たコア試料を用いて、東部南海トラフ、ハイドレートが濃集しているところについては、

基本的に炭素同位体の分析の結果から、微生物起源であるということがわかっております。

しかし、その微生物がどういった深度でメタンを生成しているのかといったことについて

は、まだよくわかってきてない部分があります。この問題を解明すべく採取されたコア試

料を用いて、包括的二次元ガスクロマトグラフ、ガスクロを２つつないで分析する装置を

使ってメタン菌の生物指標であるペンタメチルイコサンを抽出するといった分析をしてお

ります。 

 横軸が分子量で、縦軸は極性になりますが、２つガスクロをつなぐことによって分離が

可能になります。ここにＰＭＩと書いてありますが、こういったものが分離できるように

なり、この例ですと、海底面から４２メートルのところにＰＭＩというメタン菌のバイオ

マーカーが検出されております。これまで海底面付近が一般的には微生物の活動が活発と

言われているのですが、少し深い深度でもメタン菌によるメタンの生成の形跡（痕跡）が

見られるということがわかってきております。 

 もう一つ、昨年度新たに導入した機器、液体クロマトグラフ四重極飛行時間型質量分析

計というのを導入しました。こちらの装置は、ガスクロに比べるとより極性の高い化合物

が分析可能な装置になっております。これを用いると、サンプリング直前までに生きてい

たメタン生成菌の脂質の分析が可能であるという装置でございます。こちらについては、

現在、分析の準備をしているところです。 

 もう一つの柱としまして、シミュレーションによるメタンの移動、集積に関する検討に



 - 27 -

ついてです。特に生成したメタンが移動し三次元的に集積することにより、ハイドレート

の濃集に至るまでどういったプロセス・規制要因があるのかということを見るための予備

検討としまして、ペトロモッドというシミュレータを使った予備検討を行いました。この

結果、ここは第二渥美海丘の海洋産出試験実施地点なのですが、この地域、地層傾斜が北

西方向に傾斜しており、北東から砂の供給があるといった地域になっております。こうい

った地質要因に規制されて濃集帯が分布しているということが、こういったシミュレータ

の検討からも裏づけられ、規制要因がわかってきております。 

 続いて、２５年度の事業計画といたしましては、まず、濃集帯の評価につきましては、

今年度の宮崎沖の解釈、これを継続する予定にしております。 

 さらに、特にＢＳＲが分布している地域のうち、例えば四国沖や、既存の二次元地震探

査データが得られている海域に対し、各種解析、高密度速度解析を実施していくことを予

定しております。 

 それから、非砂層のハイドレート賦存層の科学的研究につきましては、表層型メタンハ

イドレートに関して、特にＲＯＶ、無人の潜水探査調査船やＡＵＶ、こういったものを用

いて、日本海側の広域地質調査及び精密な地形調査を実施していく予定にしております。

こういった結果を用いて、表層型のハイドレートの分布、存在状況について把握をし、量

的な情報を得るためにどういった探査手法が有効かといったことを検討していく予定にし

ております。 

 メタンハイドレートシステムの検討につきましては、引き続き採取したコアの分析を継

続し、特に微生物起源のメタンがどういったプロセスで生成するか、こういった微生物生

成モデルのプロトタイプの構築を目指していきたいと思っています。 

 このようにして構築したモデルを三次元的なシミュレーションの生成モデルに取り込み、

このシミュレータについてはもう少しエリアを拡大してシミュレーションの検討を続けて

いきたいと思っております。 

 最終的には、これまでの検討結果を総合しまして、この海洋産出試験実施地点をはじめ

とした濃集帯がどういうふうにして形成されたかということを解明し、濃集帯形成モデル

の構築を目指すということを考えております。 

 以上です。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。それでは最後に、推進グループ環境チームから

のご説明をお願いいたします。 
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【中塚チームリーダー】  環境チームの中塚です。私からは、環境チームの２４年度の

事業報告と２５年度の事業計画を説明させていただきます。 

 環境チームにつきましては、こちらにある４点を柱としています。１つは、環境リスク

の分析と対策で、どのような環境リスクがあるのかということについてシミュレーション

等を用いて検討を実施しています。 

 ２番目が環境計測技術の開発ということで、実際に環境に関するモニタリングを実施し、

機器の設置、計測を実施しています。 

 ３番目が海洋産出試験における環境影響評価です。環境影響として実際どのようなもの

があるのかということで評価をするのが１つ。もう一つは海域環境の調査を実施していま

す。 

 最後に、メタンハイドレート層の開発における総合評価で、実際にどのようなことが考

え得るのかということで情報収集、もしくは有識者の方々に意見を伺うといったことを実

施しています。 

 詳細なところを説明させていただきたいと思います。 

 まず、環境リスクの分析と対策として今年度やってきたことについてです。１つ目にな

りますが、実際に各種シミュレーションによる計算を実施しています。１つは、メタン漏

洩に関するシミュレーションです。ＭＥＧＡＤＥＥＰというシミュレーションを実施して

いますが、もともと石油天然ガスの漏洩などを対象に計算するためのモデルを使い、それ

をメタンハイドレート用にアレンジし計算しているものになります。その中で実際にメタ

ンガスが漏れたときにモデルの中でどのように漏洩していくのかということを検討してい

ます。 

 これまでいろいろ計算してきましたが、実際にどういったモデルが正しいのかについて

検討するために、実際の自然界におけるメタンの漏洩箇所（メタンシープ等）の情報など

を使いましてシミュレーションを実施してきたことが本年度の業務の１つになります。実

際に想定していたモデルの１つを使って計算したところ、非常に良好に自然界の現象を再

現できる結果を得られていると考えられ、モデルの妥当性を検証したということが言える

かと思います。 

 もう一つはメタン漏洩による溶存酸素濃度への影響に関するシミュレーションです。実

際には微生物による酸化などの現象が実際の水中の酸素濃度を低下させる可能性がある、

もしくはメタンが漏洩することによってメタン酸化細菌等の細菌が活発化して酸素濃度が
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低下する、こういった状況が起こることが考えられます。酸素濃度の低下は、生物に影響

を与える原因となる可能性があるという結果が得られていることからこのような検討をし

てきました。まだ感度解析というレベルで実施しているものなので、実現象としてこうい

うことが起こるということは確認されていないのですが、実際にそういったことが起こり

得るということで検討を進めているところです。 

 ３点目ですが、カッティングスの拡散については昨年度も検討を行いましたが、実際に

穴を掘ったときにカッティングスが拡散することで海底に堆積し生物に影響がある可能性

があることから、本年度は実際に事前掘削を行ったときに掘った坑井が３本だったことな

どを考え、複数坑井での影響を検討しました。実際には広い範囲で堆積することはわかっ

ているのですが、こういったものを将来的な複数坑井を掘削する場合の開発に役立ててい

ければということで検討を進めているところです。 

 次が海洋生態系への影響予測ということを実施しています。生態系モデルの機能拡張と

いうことで、これまで光合成生態系モデル、いわゆる浅いところに存在している生態系や

低層の生態系、こういったもののモデル化を実施し、いろいろな検討をしてきました。一

番右側にある例ですが、これは浅いところの光合成生態系モデルを例に検討しているもの

になります。左の部分が実際に得られた海域環境調査でのデータとシミュレーションの結

果を比較しており、実際に再現しております。では、こういった生態系モデルに影響があ

りそうなものを放流したときにどのような影響があるのかということを、検討をしている

というところです。ここでは放流水中にアンモニア態窒素が含まれているという前提で、

放流点から実際に放流したときに生態系へどのような影響があるのかということを計算し

た結果が右下になります。放流すると、アンモニア態窒素の影響で、生物の量が増えると

いう結果が得られています。こういったものが実際に発生し得るということで、今後の検

討に役立てていけるかと考えています。 

 次に、生態毒性試験を実施しています。これは昨年度までも実施していますが、今回は

より餌になりそうな生物、要するに、生態系の中で一番もとになる餌料生物と言われる部

分でどのような影響があるのか、メタンによる影響を調べています。実際には、幼生と成

体という２種類のものを用いて実験をしていますが、実際にはほとんど影響がないという

ことが今回の結果からわかっています。 

 次は、環境計測技術の開発ということで、実際にモニタリングを実施しました。昨年度

まではプロトタイプを用いて実際に海域試験を実施し、機器の整備、開発ということを行



 - 30 -

ってきましたが、海洋産出試験を実施する前に、実機を作成し設置しております。 

 先ほどありました地盤沈下のような現象が起こる可能性があるということで、地層変形

モニタリングシステムを設置してモニタリングを実施しています。こちらは全８機を作製

しまして、傾斜、圧力、温度、方位といったものを計測します。 

 次に総合環境モニタリングシステムです。こちらはメタン漏洩をモニタリングするシス

テムになっており、全部で５機を作製しております。溶存メタン濃度、メタンが溶け込ん

だときの濃度、溶存酸素、塩分、水温、流向流速を計測しています。この２種類を海底に

設置いたしました。 

 先ほどの機器、両モニタリングシステムを昨年の１２月に実際の試験地点に設置してお

ります。２５年度の夏ごろまで計測を続ける予定です。こちらが斜面方向になるのですが、

そういった流れでの変形、直交する方向での変形、もしくは生産井から漏洩したメタンが

どのように広がっているのかを調べるためにモニタリングシステムを周囲に配置して計測

を実施しているところです。 

 次が海洋産出試験における環境影響評価ということで、海域環境調査を平成２２年度よ

り継続的に行っています。実際に試験による海域環境への影響を把握するために実施して

いる調査ですが、２４年度は７月、１月に既に実施しております。特に１月は海洋産出試

験が始まる直前のデータをとっています。この後、今週末ぐらいから試験後の調査を実施

する予定となっています。 

 もう一つは、海域における生態系把握のための調査として、実際に魚を捕り胃の内容物

を調べることで、どういったものを食べながら生活をしているのかということを調べる調

査も実施しております。 

 もう一つが環境影響評価です。こちらは環境影響検討書の例になりますが、昨年度は事

前掘削について作成しました。今年度は実際にガスの生産をするということで、ガスの生

産により、実際にどのような影響が起こりそうかということを想定し、環境影響が起こり

得るものに対して検討したというのがこちらになります。 

 いろいろな検討をしてみたのですが、リスクは低いという判断となっています。という

のは、期間的に短いということもあり、現時点では不明なことも多い中で検討している部

分もありますので、今後、モニタリング結果等々を用いてこういったものを見直す作業を

考えているところです。 

 もう一つは、事前掘削を対象とした検討書について、それが本当に正しかったのかどう
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か、本当にそういうことが起こったのかということを確認する作業を本年度実施してまい

りました。 

 ４点目が総合評価と最適化です。我々はメタンハイドレート開発に関しては環境影響評

価に関する情報を収集しようと思ってもほとんどないのが現状です。そんな中で、石油天

然ガス開発における環境影響評価の情報を収集することで、メタンハイドレートに役立て

ていこうということで情報収集を継続しています。 

 例えば今年度、収集した情報としては、メキシコ湾で実施されている環境影響評価にな

ります。事故が起きたその前後でどのように変わったのかということをヒアリングしてい

ます。もう一つは、文献もしくは学会等でこういった情報を収集するということを実施し

てまいりました。 

 最後になりますが、環境有識者会議ということで、実際に環境の有識者の方々から意見

をいただく場として実施している会議になります。非公開で実施されていますが、２４年

度は２回の会議を実施いたしました。 

 第１回目では、前年度に作成しました事前掘削に関する検討書のまとめ等について議論

をいただきました。２回目では、実際にガス生産に対して作成した環境影響検討書につい

て議論するとともに、実際に海洋産出試験で用いる水処理ですとかモニタリングシステム

の配置等々につきましてご議論をいただきました。 

 続きまして、２５年度の事業計画になります。環境リスクの分析と対策の部分について、

シミュレーションに関しましては、これまで第１回を対象としていろいろなシミュレーシ

ョンを実施してきました。これを用いまして、第２回及びその先の商業化を想定した各種

シミュレーション手法の検討を進めております。 

 特にメタン漏洩であるとか生産井の挙動については、これからも引き続き検討していく

ことで考えております。 

 もう一つは、流れによる環境影響ということで、生産井の挙動もそうですが、出たもの

がどのように流れるのかということは、海域における海象や流況、こういったものに大き

く影響されます。ということで、フィールド開発技術グループで実施している流況調査等

のデータを用いまして、流れによる環境影響を再現できる流れ場の検討を実施していこう

と考えております。 

 もう一つは、海洋生態系のモデルというのをつくっていますが、現在のところ、浅い部

分、すなわち光合成生態系の部分と深い部分についてはこれまで検討してきていますが、
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ちょうどその間における中層という部分のモデルが欠落している状態になっています。生

態系全体がどういうふうに変化しているのかということを検討するために、今年度は中層

の生態系モデルを作成し検討を実施していくことを考えています。これができますと、実

際に起こった現象で、下にどのような影響があるのかということまで検討できるようにな

っていくことになります。 

 海洋生物に対するメタン影響の検討ということで、これまで実海域におけるプランクト

ンや餌料生物等については既に暴露試験等を実施して検討してきました。最終的には、他

の海域でも適用できるように、１つは、公定法で定められている標準種を用いての検討を

実施しようと考えています。もう一つは、実際にはメタンが漏洩しているところについて、

魚類についても、本当にメタンの影響はないのかきちんと検討しているところです。 

 環境計測技術の開発につきましては、既に計測を実施しています。モニタリングシステ

ムを今年度回収し、データの分析を実施する計画にしております。こういった結果をもと

に、第２回海洋産出試験に向けて、環境モニタリング手法が本当に今のものでいいのかと

いったところについて検討していこうと考えております。 

 こういったものを考えながら将来のモニタリングシステムを考えないといけないと考え

ています。どのように最適化したシステムを考えられるのか、手法を考えられるのかとい

う検討を実施しています。 

 環境影響評価の部分につきましては、海域環境調査を継続的に実施し、第１回海洋産出

試験の影響を見るために半年後、１年後に調査を実施する予定です。 

 第２回海洋産出試験についても同様に実施することを考えていますが、現時点では、実

施地点は決まっていませんので、第１回の海域をモデル海域としまして環境影響の把握を

継続的に実施していくということで現在のところ考えています。 

 もう一つは、継続的に魚類の調査を行い、生態系の把握に努めていくことを考えており

ます。 

 環境影響評価につきましては、第１回における評価を一通り実施しましたので、これを

見直していく必要があると考えています。実際には第２回の実施に向けた環境影響評価を

実施するということで、まず検討から始める予定です。 

 最後がメタンハイドレート開発における総合評価と最適化の部分です。こちらについて

は、引き続き石油天然ガス開発におけるメタンハイドレートに適用できそうな情報を収集

していこうと考えております。 
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 また、こういったモニタリング等を実施しますが、より長期的な視点で環境モニタリン

グ等を実施する必要もあるのではないかという意見もあります。環境モニタリング手法と

して長期的なものがどういった部分であるのかという情報収集を実施していこうと考えて

おります。 

 最後に、環境有識者会議につきましても引き続き実施していく予定でおります。 

 環境チームからは以上です。 

【佐藤座長】  ありがとうございました。それでは、ご説明いただきました３件、資料

６－３から６－５につきまして委員の皆様からご質問、ご意見いただきたいと思います。

いかがでしょうか。お願いします。 

【木村委員】  生産手法開発グループの報告がありましたけれども、その中の６ページ

目の資料のところにつきましてコメントをさせていただきたいと思います。地質の違い、

岩石の成因の違いが、減圧法を進めていった上で砂層の圧力の低下の程度は変わってくる

とか、最終的にガスの可採埋蔵量にもいろいろ影響してくるのではないかと思います。で

すので、まず、こういったシミュレーションでいろいろな岩石の性状等々を変化させて感

度を見ていっていくということが私は大切なことじゃないかなと考えます。こういったシ

ミュレーションなんかを踏まえまして、一番適当な場所を実証試験のところに選んでいく

とか、こんなことにもつながっていくと思います。 

 それで、１つ質問があるのですが、熱の供給という観点で泥岩の性状もかなり重要なパ

ラメータになってくるのでしょうか。その辺も１つ教えていただきたいと思います。浸透

率の違い等とかですけど。 

【長尾グループリーダー】  熱の供給という意味では、やはり泥岩が貯留層の近くに厚

く存在するということが重要なのですが、一方、ハイドレート層との厚みの関係で、熱の

供給源が多過ぎるのもハイドレートの胚胎層が少なくなるということにつながります。熱

の供給源という観点からは泥層の浸透率と厚み、あと鉱物組成が重要です。 

 ただ、上部泥層については、熱の供給源というより、砂泥互層の上の、海水とのシール

層という役目が大きく、浸透率がどの程度かというところに重点を置いて調べさせていた

だいております。 

【木村委員】  わかりました。どうも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、委員の皆様からいかがでしょうか。お願

いいたします。 
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【藤田委員】  藤田でございます。 

 今回のテストが、１４日間を予定していたのが６日間でもって終了せざるを得なかった

ということですね。これは天候の問題、確かにあったと思うのですけれども、水中ポンプ

に不具合があった。その後、グラベルパックにやはり砂が絡んでいると言っているのです

が、実はここはものすごく重要なところです。現場でもって、山本さんからどういう状況

で、どんな知見を得たのでしょうかということが聞かせてほしいのですが。 

【山本グループリーダー】  出砂に関しましては非常に重要な問題で、当然、今後、イ

ンプルーブしなければいけないと思います。例えば、どういう過程でどの部分から砂が出

たかということに関しては、まだわかっていません。温度計のデータ等がありますので、

今後分析は可能だと思いますが、そういうことを調べないと今何とも申し上げることはで

きません。 

 それから、１点、事実関係だけ確認したいと思いますが、水中ポンプに不具合が生じた

という事実はございません。水中ポンプは最後までちゃんと作動していました。起きた現

象としては、水や砂が多く入ってきたために、水中ポンプがそれまでの容量で生産し続け

ることができなくなり、電圧が急に増えたために安全装置が作動したという現象であって、

水中ポンプに不具合があったという事実がないことは申し上げておきます。 

【藤田委員】  どうもありがとう。 

【佐藤座長】  ほかいかがでしょうか。お願いします。 

【松永委員】  同じところですけど、水中ポンプから上がってくる流体の状況、濁りは

どうでしたか。 

【山本グループリーダー】  ご質問の趣旨は、事前にということでしょうか。 

【松永委員】  ええ。継続的にどういう変化があったのか。 

【山本グループリーダー】  中から出てくる水の量、温度、圧力、それから中に入って

くる固体類等をモニタリングしています。直前まで一切異常はございませんでした。 

【佐藤座長】  どうぞ。 

【松永委員】  海底周辺のモニタリング機器は夏ぐらいに回収ということなので、全体

シミュレーションも含めてのデータ解析に、データの抜けのないようにやっていただけれ

ばと思います。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。ほか何かございますでしょうか。やっぱり実際

のデータがないので、この検討会でもなかなか難しい部分はありますが。 
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【松永委員】  大型の室内実験のほうで、過冷却によって生産がぐっと上がっているの

ですが、ここのところは温度でしかモニタリングできていないと思います。どういう温度

分布になっていたか、それが時間的にどう変化したのか。実際には、ガス生産の増進がず

っと続いていますが、最初の過冷却の破れたあたりのところの温度、ポイント、分布がど

うなっているかとか、その辺は細かく調べているのでしょうか。 

 というのは、生産との関係で、氷ができたことで地層をサポートする形になるのか、プ

ラグする話になるかとか、将来的に重要になってくると思う。 

【長尾グループリーダー】  この実験では円周方向と深度方向の代表的な位置、４点で

温度を計測しました。先ほどの温度変化の図は、この過冷却が破れた位置での温度変化を

計測していますが、実際のところ生成した氷の三次元的な分布については、今回のデータ

からは評価できません。ただ、大型室内試験装置は３２個のポートを有しており、このポ

ートに熱電対を挿入できる構造になっていますので、本年度強減圧を試験する際には、三

次元的な温度分布や圧力分布を評価する実験を実施しようと思います。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

 では、先ほどはマリック等の比較というのもありましたけど、今後、井戸数が増えてい

ったときに、それぞれの井戸の生産能力の比較ということが必要になってくると思います。

例えば在来型のガス井で用いられているようなＡＯＦみたいなかなりわかりやすい指標み

たいなものというのがメタンハイドレートの井戸でも何かそれにかわるものがあり得るの

かということと、それをとるにはアイソクロナルを普通のガス井ではやるわけですけれど

も、それに匹敵するテスト方法とか、そういうことは何か検討されようとしているか、計

画とかあればお聞かせ願いたいと思います。 

【山本グループリーダー】  佐藤座長のお話には幾つか重要なポイントを含んでいると

思いますが、今回は産出手法を開発するという観点でテストをしました。このレザーバー

１つの特性を評価する、別なところの井戸の評価をするという観点で評価したのではなく、

ある意味どこでもよかったというところもあると思います。 

 今後、いろいろなところで別の貯留層の評価をしていくときには、その貯留層自体の評

価方法というのを考えなければいけないのですけれども、メタンハイドレートの場合には、

圧力、流体の移動だけではなくて、熱の供給という問題があり、ある程度の平衡状態を確

立して長期の挙動を見なければいけないということがあります。通常のウェルテストの考

え方をそのまま適用できないのは間違いないと思います。ですので、今後、あまりお金を
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かけず、また長期といっても何カ月もというのは難しいと思いますので、今後、一つ一つ

の井戸をテストする方法、それを開発していくというのは別の研究課題として考えなけれ

ばいけないと思います。これは次のフェーズのことで、今後、時間をかけてゆっくり考え

させていただきたいというのが私からのお答えです。 

【佐藤座長】  ほか何かございますでしょうか。 

【藤田委員】  アメリカでは、坑井試油・試ガステストはレザーバーエンジニア（油層

工学技術者）という人が監督実施します。今回のスタッフの中で誰でしょうか？ 要する

に、産出試験の井戸周りのオペレーションを行う掘削エンジニアも当然重要です。メタン

ハイドレート層の試ガス分析に真剣に取り組むことは、それこそ日本の知恵になると思う

のですが。ですから、相当な有能な人員を連れてこないといかんと思います。プロジェク

トリーダーは、どう考えますか？ 

【増田プロジェクトリーダー】  ご指摘どうもありがとうございます。実際の私たちの

ほうにも、石油会社から応援をいただいて、実際に評価をやらせていただいています。先

ほど委員長から指摘があった井戸の評価法や、今回、想定以上にガスが出たというところ

があります。実際、私たちが一番心配していたのは、減圧法は原理的には進むのだけれど

も、在来型の現場技術の組み合わせで実施できるのかどうかというところでした。それを

クリアしましたので、この後はもう少し貯留層の評価や、それから坑井の評価をどうした

らいいかということも含めて研究をどのように構築し、第２回海洋産出試験をどういうふ

うにやるのかとか、そのあたりの目的も含めて、経産省とも相談させていただきながら、

次の方針を決めていきたいと思っています。 

 どちらにしても、どんどん重要性は増してきますので、レザーバーエンジニアリングに

関する人員の強化が必要だと思っています。 

【藤田委員】  ありがとう。 

 もう一つ、資源量というと、とれるものだと思っているのです。メタンハイドレートは、

まだ回収率は全くわかっていませんよね。私は、中東のガス田を手掛けた経験があります

が、地層の不均質性（ストラフィックケーション）により、回収率は非常に落ちるのです

よね。実験室での推定回収率は通常すごくいいのです。 

 したがって、資源量と可採埋蔵量、つまり、そこには回収率がかかりますが、これは理

想的な回収率や実験室での回収率であり、現実はわかりません。これから先、どのくらい

とれるのか、ぜひ厳しい目でお調べいただきたい。 
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 そのうちどれだけがとれるかということは、生産のところにつながるのですが、あと何

年後に商業量だとかいうお話は、あまり言わないでいただきたい。プレスリリースすると

きに、その辺をしっかり言っておいたほうがいいと思うのです。普通の油田だったら、ど

のくらいの回収率とか、いろいろな事例がありますからいいのですが、こちらはわかりま

せんから。１００年分とか１１年分とか、そういうお話につなげないで頂きたい。ほかの

委員の方はどうお考えか、地質ご専門の荒戸さんも、こういうことに関してご意見をお持

ちかと思いますが。 

【佐藤座長】  どうぞ。 

【荒戸委員】  資源量評価グループの藤井さんからのご説明の中に、日本海の話があり

ましたよね。スライドの４枚目ですか。これは今回非常に注目を集めている減圧法の生産

試験と全く別のスキームのお話につながっていくのだろうと思いますが、その辺がいま一

つよく見えてこないので、どういうふうにお考えなのかということと、この絵を拝見して

いると、日本海はガスチムニーとポックマークだから、非常に狭いところにあるという印

象を受けますね。かつ、水深は比較的浅いので、濃集帯を厚くつくるということはきっと

ないですよね。海底面にしか存在し得ないという条件だと思うのですが、その辺の量と、

仮にたくさんあるとしても、どうやってそれにアクセスするかという、その辺の何か方向

性みたいなものがもしありましたら伺いたいと思います。 

【佐伯グループリーダー】  藤田先生のご質問については全くおっしゃるとおりで、我々、

これまで埋蔵量や回収量についてはまだわからないので、まずは原始資源量、原始埋蔵量

に相当するものを調べてまいりました。今後は第１回海洋産出試験も行いましたので、回

収量が全くわからないと言える状況ではなくなりつつあるかとは思います。ただ、それも

まだ言えるような段階ではありませんので、十分に慎重に行ってまいりたいと思いますし、

表現についても、これまで以上に慎重に行ってまいりたいと思っております。 

 また、荒戸委員からご質問がありました表層型メタンハイドレートに関してなんですが、

表層型は日本海側にしかないものではなく、また、砂層胚胎型も太平洋側にしかないわけ

ではなく、どちらの海域にもそれぞれのタイプはあり得ると考えております。 

 表層型については、まだ本当に海底面近傍にしかないのか、ある程度の厚さがあるのか、

調べ方そのものに関してもまだ憶測の域を超えない段階だと思っています。ポテンシャル

評価といったことも書いていますが、これは資源ポテンシャル、例えば量などをすぐ調べ

られるかというと、その前の段階で性状等を調べていく、そこの段階だと思っていますの
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で、そういったところでの調査、あるいは有効な評価方法を検討していくという段階かな

と思っております。 

 もう少し細かいところは、産総研の棚橋さんのほうで担当されていますので、もし補足

があればお願いします。 

【棚橋（産総研）】  産総研の棚橋です。この非砂層のメタンハイドレートの賦存層の科

学的調査研究というテーマでは、２２年度に調査船で堆積物とハイドレートの試料を採取

し、その分析を続けてきました。それとは別に大学等の研究で、それと似たような兆候は

日本海の各地にかなり広がっていそうだということもわかってきております。 

 それで、今後の計画として、広域的にそのような兆候を調べる調査を行いたいと考えて

います。数年間のうちにそれらの広がり、分布域がどのあたりにどの程度あるかというこ

とを見つけていきたい。もう１点は、非常に細かい調査を実施し、モデル的な構造を使っ

て、平面的、深さ方向に量が存在するかということを求め、相当量あるという評価ができ

たならば、その後、採取法等についても具体的に検討していきたいと考えています。 

【佐藤座長】  よろしいでしょうか。ほか何かございますか。よろしいですか。お願い

します。 

【松永委員】  環境の話について１点だけコメントです。長期的な環境モニタリングま

で入ってくるということですが、世界の中で海洋の生物環境でＯＢＩＳというデータシス

テムが世界で運営されています。その辺とのリンケージももう少し考えたほうがいいので

はないかなと思います。 

【中塚チームリーダー】  ありがとうございます。 

【佐藤座長】  ご指摘ありがとうございました。ほか何かございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 最後の資源量に関しては、わあわあ言われているわけではないと思うのですが、例えば

マリックの１０倍というときには、きっと商用生産の１０分の１とか、例えば２万立米と

いうのはコストの安い陸域であっても、廃坑にするような量なのだということを必ずつけ

足して言っていただいたほうが、今我々がどの程度の現状レベルにいて、今後の技術開発

というのは商用につなげるにはまだまだ必要なのだということは常に皆さんにお知らせし

ないと、誤解を生むことになると思いますので、よろしくお願いします。 

 委員の皆様方からはよろしいでしょうか。 

 それでは、予定しておりました議事は終了いたしました。平成２４年度の事業報告並び
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に平成２５年度の事業計画につきましては、ご報告いただいたとおり、ご説明いただいた

とおりでご承認いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは承認したということにこの検討会ではさせていただき

ます。 

 （４）のその他ですが、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（上條）】  そのほかないです。 

【佐藤座長】  何もないということでございますので、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 ―― 


