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第２８回メタンハイドレート開発実施検討会 議事録 

 

日 時：平成２７年２月１９日（木）１５：００～１７：００ 

場 所：経済産業省別館１１階各省庁共用１１１１会議室 

出席者（委員）：佐藤座長、東委員、小野崎委員、鴨井委員、木村委員、栃川委員、浜田委

員、藤田委員、松永委員 

出席者（事業実施者）：増田ＰＬ、佐伯ＳＰＬ、成田ＳＰＬ、各ＧＬ他 

 

議 題： 

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

 ２．前回検討会における主な指摘事項に対する回答           （資料５） 

 ３. 中長期陸上産出試験に向けた日米協同作業の進捗報告      （資料６－１） 

４．表層型メタンハイドレートの資源量調査概要報告        （資料６－２） 

５．第１回海洋産出試験：成果のまとめ                （資料７） 

６．次回海洋産出試験の計画                     （資料８） 

７．その他 

 

 

【事務局（溝田）】  それでは、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。定刻になりましたので、ただいまから第２８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・天然ガス課長の南より冒頭の挨拶をさせていただきます。 

【南課長】  本日は、お忙しい中、１１カ月ぶりに開催されます第２８回のメタンハイ

ドレート開発実施検討会にお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

 我が国のメタンハイドレート開発については非常に国際的にも大きな関心を集めてきて

おります。まず、砂層型については、一昨年に第１回の海洋産出試験をやりまして、これ

はそれなりの成果をおさめたところであります。 

 また、表層型についても、昨年度、今年度と資源量把握のための調査をしてきておりま

して、こちらについても、これまで必ずしも明らかでなかったことが明らかになってきて
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いるということで、将来に向けて可能性を感じさせる状況になっております。 

 そういった中で、本日の検討会ですが、今日の検討会では主に第１回海洋産出試験の成

果の取り決めと。１年、もうそうですね、２年近く前に行っているものですが、今回、し

っかりその成果を取りまとめて一つの区切りをつけたいと思っております。それから、そ

の成果を踏まえて、次回の海洋産出試験をどう進めていくかということの計画についても

今日ご紹介したいというふうにも思っております。 

 ぜひ活発なご意見をいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

【事務局（溝田）】  それでは、議事に入る前に、本日の出席の委員、及び、議事の公開

等についてご報告いたします。本日は、１０名の委員のうち、森田委員より事前にご欠席

という連絡を受けておりますが、それ以外、９名の委員の方には、本日、ご出席をいただ

けております。 

 それから、本日の議事と議事録、これはともに公開とさせていただきます。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。配付資料は、お配りした資料の１枚目に、

一番表に書いてありますが、資料１から資料８となっておりまして、資料は４については

４－１と４－２、６については６－１と６－２でなっておりますので、ご確認おきくださ

い。もし不足等がございましたら、事務局のほうまでお知らせをお願いします。 

 それでは、これより佐藤座長に議事進行をお願いしたいと存じます。 

【佐藤座長】  それでは、早速、本日の議題に入ります。議題（１）は、昨年３月３１

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。委員の皆様には事務局

より事前にお渡ししております。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、事務局までご連絡ください。この場では一旦了承ということにさせていた

だきます。 

 議題（２）、前回検討会での主な指摘事項に対する回答です。事務局、並びに、ＭＨ２１

のほうからご説明のほどをよろしくお願いいたします。 

【事務局（溝田）】  それでは、議題（２）前回検討会での主な指摘事項に対する回答に

関して、まず、事務局側から簡単にご説明をさせていただきます。 

 お手元の資料５を開けていただけますでしょうか。１枚めくって、資料５の１ページ目。

前回の委員会、開発実施検討会での議論の中で、指摘事項が大きく２つほど残っていたと

思っております。 
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 １つ目は、プロジェクト、メタンハイドレートの砂層型のプロジェクトに関して、エネ

ルギー収支比をどのようにとらえて今後発信していくべきかということに対する問いかけ。

それから、昨年３月３１日の第２７回検討会で事務局側から提示しました、今後の２６年

度、２７年度以降の取り組みに関してのアクションプラン案というものに関しての問いか

けで、いわゆるビッグ・ピクチャーと呼ばれるような将来像が十分描き切れているか、い

ないか、その点の問いかけということで指摘事項、２つほど残っていたと思います。 

 それでは、エネルギー収支比に関する前段のところにつきましては、ＭＨ２１の増田プ

ロジェクトリーダーのほうにお願いしたいと思います。 

【増田プロジェクトリーダー】  それでは、エネルギー収支比のことについてご説明い

たします。 

 スライドの２枚目、２ページをごらんください。まず、その現状なんですけれども、現

在どういう開発のステップにあるかというところを振り返ってみますと、資源量について

は、まず、その資源開発の候補となる濃集帯は既に発見しています。そして、それを、じ

ゃあ、技術的に生産できるのかと、それは第２回の陸上産出試験、第１回海洋産出試験で

短期的には可能なことを実証しました。 

 これから重要なところは、商業化に見合う生産が安全かつ経済的にできるかというとこ

ろをこれからの海洋産出試験で実際に試験をしていくわけですけれども、その要するに開

発、これから研究開発を行うに当たって、じゃあ、メタンハイドレートがそもそもその開

発するだけのエネルギー収支を持っているのかというところを要するに一般的なところを

評価して、それを情報公開すべきだろうというようなご指摘を受けました。それで、この

PHASE２では、そういう意味で、ライフサイクルでのエネルギー収支の評価を行って、そし

て、その PHASE３での本格検討に備えるというような方針にいたしました。 

 実際には、PHASE１のときに、スライドの１ページのところにちょっと書いてありますよ

うに、実際には加熱法、坑井加熱法、減圧法、それから、それら両方を併用した方法、ど

ういった方法で生産手法を選択したほうがいいかという観点から、１つの坑井については

エネルギー収支比、ポンプを減圧するのにどのくらいエネルギーがかかって、ガスを生産

するのにどれだけのエネルギーが得られるのかといったような簡単なエネルギー収支比の

試算はやってきたんですけども、実際、ライフサイクルでのエネルギー収支評価というの

はやっていませんでした。 

 したがいまして、スライドの３ページをごらんください、このスライドに示しましたよ
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うに、開発、実際にそのガスの開発というものを考えた場合には、探鉱作業から施設の建

設、それから、生産、それから、廃坑・現状復帰まで、これが一つのライフサイクルにな

ります。 

 海洋石油開発、実際はこれ、もう既に行われておりますので、これにメタンハイドレー

トが実際に開発する場合に、どういうふうな開発コンセプト、どういったものを設置する

のかというところが描けます、実際に概算の概要設計ができましたら、これらの必要とさ

れるエネルギーというものは従来型の石油開発のデータを利用して積算することができま

す。 

 そして、さらにプラスして、メタンハイドレート特有の生産手法、これで必要とされる

エネルギーを追加することによって、これらからガスを生産するのに、開発するのにどれ

だけエネルギーが消費されるのかというのを計算されます。 

 一方で、実際一つの坑井から減圧法、あるいは、それに補完する方法でどのくらいガス

を生産できるのかというのは、これは今後の第１回の海洋産出試験、それから、シミュレ

ーションの結果をもとにして予測することができます。したがって、エネルギーの産出量

を予測することができます。このエネルギー産出量割るエネルギー消費量、これがエネル

ギー収支比になるわけですけども、これらがどのくらいになるかというのを評価をしてい

くということになります。 

 実際には、在来型の石油開発に比べますと、生産手法にかかる、メタンハイドレートの

生産手法にかかるエネルギーが要するにプラスされるという形になりますので、在来型の

ガスよりは、通常のガス田よりは若干小さくなると思われますけれども、それが適切な値

であるかということを示していきたいということです。 

 最終的なアウトプットですけれども、はスライドの４ページにあります。これらの評価

を行った結果、縦軸をエネルギー収支比、横軸をそのエネルギーから供給できる総供給量

にとったときに、輸入石炭、輸入ＬＮＧ、輸入原油、これらに対してメタンハイドレート

から生産されるガスというものがどこに、どのあたりの位置に入るのかというところを、

これを最終的なアウトプットとして公開していくというような予定にしております。 

 スライドの５ページには具体的な作業を絵にしてありますけれども、東部南海トラフの

要するにエネルギー収支の評価をするのではなくて、これは一般的、一般論として、日本

近海の濃集帯で幾つかの例を選び出して、それに対して開発シナリオを設定して、シミュ

レーションを、ガスの生産のシミュレーションを行って、これらがガスの産出量割るエネ
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ルギーの消費量、これがどのぐらいになるのかといったところを出しまして、最終的には、

このエネルギー収支比というのを技術開発の要素、どれを、どの部分を小さくしたら、ま

た、どの部分を大きくしたらエネルギー収支比が向上するのかというようなところの検討

材料に使っていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

【事務局（溝田）】  それでは、後段のビッグ・ピクチャーについて、事務局側から簡単

にご説明させていただきます。 

 ビッグ・ピクチャーにつきましては、先ほど申し上げましたように、当初、昨年提示し

たアクションプラン案の中に、２６年度から２７年度にかけての取り組みとして、６ペー

ジ目の左側の表の中で、ＡからＦまでというところを提示させていただいておりました。

これは第１回の海洋産出試験を踏まえた技術課題というものをある程度グルーピング分け

して、それらについてどのように取り組んでいくか、それを平成２７年度以降の商業化の

実現に向けた技術の整備という段階にいかにつないでいくかということをご紹介させてい

ただきましたが、前回の検討会の議論の中で、それだけではなくて、最終的にどのような

ところがメタンハイドレート資源をエネルギーとして利活用する場合にあり得べき姿なの

か、そのようないわゆるビッグ・ピクチャーと呼ばれるものが少し欠けて、そのような見

方が欠けているのではないかという問いかけがございました。 

 それにつきまして、この年度、２６年度、２７年度、半分ぐらい来ておりますが、今後、

Ｇとして、将来像、ビッグ・ピクチャーというふうに書かせていただきましたが、商業的

あるいは現実的な資源開発の対象として見据えていくための将来像というものもあわせて

考えていこうということで、このアクションプランの中に加えさせていただきました。 

 具体的な作業としては、今、増田プロジェクトリーダーからもお話がありました、１つ

前の５ページ目にあるような図、これがエネルギー収支を考える上でもある程度妥当な推

論になっていくと思われますが、このようなものがほんとに現実的なものとして位置づけ

られていくのかということを考える、その作業がビッグ・ピクチャーを描く作業として我々

が取り組んでいこうというふうに考えているところでございます。 

 以上、議題（２）につきまして、事務局、ＭＨ２１から回答ということでお示しをさせ

ていただきました。 

【佐藤座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご質問、コメント等をちょうだいしたいと思います。よろし
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くお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 エネルギー収支については、当然、その後には経済性評価みたいなことも出てくるので、

多分、エネルギー収支のことを考えられているところで、横にらみでもう経済性のことと

かも一緒に並行してやられているんだと思いますけど、まずは示す、経済性評価というの

はきっとサイトでかなり幅がありますので、ここでは、ともかくその前提となるエネルギ

ー収支が低いということではよろしくないので、そこをまず確認するというふうな位置づ

けでやられている作業だと理解しております。 

 それで、ビッグ・ピクチャーというものもそのエネルギー収支がどのあたりに落ちると

いうようなことはわかると、ほかのエネルギー源との関係でもそれが描きやすくなるとい

うふうな、そういうような流れの作業だと認識しております。 

 委員の皆様、よろしいでしょうか。はい、お願いいたします。 

【小野崎委員】  ちょっと確認なんですけれども、４ページはアウトプットのイメージ

ということで、ほかの輸入石炭とか輸入ＬＮＧ、あるいは、輸入原油と比較されている。

今回の作業では、特に似たところでは輸入ＬＮＧかなと思うんですけれども、十分に比較

されて、ＬＮＧとはどこがエネルギー収支として変わっているのかという点を明らかにし

ていただけると考えてよろしいでしょうか。 

【増田プロジェクトリーダー】  ご指摘のとおりでして、シミュレーション、メタンハ

イドレートについてはガスの生産量はどうしても、何というか、短期の試験からの予測値

をつくらなければいけないので、そこは不確実性はあるんですけれども、どのような設備

を使ってといったものを積算した形で入れ込む形になりますので、輸入ＬＮＧに対してど

のくらいかというようなものが出てきます。 

 それから、これ自体は松島先生の文献から引用したものなんですけれども、実際はこれ

が意味するところというのは１次エネルギーの供給量が、必ずしもエネルギー収支比が高

いだけではだめだと。要するに、総供給量が大きいということも一つのポイントになりま

すのでそれが緑の部分を大きく示してあるのは、そのどのあたりになるのかというのはま

だこれから入れていくということで破線で示してあります。 

【佐藤座長】  よろしいでしょうか。ほか、何かございますでしょうか。 

 よろしければ、議題（２）はこれでお認めいただいたということで、了承したというこ

とにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議題（３）、報告事項です。３－１の中長期陸上産出試験の実施
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に向けた日米協同作業の進捗について、ＭＨ２１のほうからご説明をよろしくお願いいた

します。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  ＭＨ２１のサブプロジェクトリーダーの佐伯でご

ざいます。私のほうから、中長期陸上産出試験に向けた協同作業の進捗報告ということで、

現在の進捗状況について簡単にご報告させていただければと思っております。 

 陸上については、これまでも PHASE１のころからマリック、カナダのほうで陸上産出試

験とかを行ってきたんですけれども、現在、位置づけとしては陸上は海上の試験、別途並

行して行っていきますけども、それでできないところを相互補完的に技術開発を行ってい

くということで、PHASE２に入りましてからは主に中長期の陸上産出試験、海洋ではまだま

だ長期的な産出試験というのがなかなかまだ難しい状況ですので、そういったところを先

行してやっていきたいということで考えております。 

 また、実際に中長期となりますと、実際にインフラ、あるいは、法整備等がある程度整

ったところじゃないとできないということで、米国のアラスカの永久凍土地域を念頭に置

きましてこれまで検討を進めてまいりました。 

 ただ、実際に経済産業省様と、あと、米国のエネルギー省のほうでいろんな日米の協同

という形で準備検討を行ってきていただいたんですが、ただ、具体的に実際にハイドレー

トが存在する場所にコウフ権を持っていると、鉱業権を持っている会社というのはかなり

あります、幾つかありまして、そこの会社との、なかなか積極的に陸上での産出試験をし

ていくという合意形成が得られないというところで、なかなか実際の実験に踏み出せない

という状況が続いておりました。 

 ただ、その状況が、２０１３年から、４月１６日に米国エネルギー省ＤＯＥとアラスカ

州政府がメタンハイドレートの鉱区に関する、研究に関する覚書というのを締結いたしま

して、メタンハイドレート研究のために鉱業権が設定されていない１１鉱区の場所を設定

しまして、そこを対象にこれから研究開発をしていこうという合意形成が出てきたという

ことで作業が進展してきたというふうな状況であります。 

 続きまして、３月１３日にアラスカ州政府における陸上産出試験による補助金事業の公

募ということで、先ほど申し上げました１１鉱区の、１１鉱区を対象に、補助金という形

で米国の陸上産出試験に協力できるところを公募するというふうな形の公募がございまし

た。それをいい機会ととらえまして、ＪＯＧＭＥＣのほうから実際に協同研究の提案をさ

せていただいている次第でございます。 
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 ただ、我々のほうのメタンハイドレートの陸上産出試験はあくまでも日本国内のプロジ

ェクトという形で進めておりますので、米国の補助金事業というものではなくて、日米の

共同研究ということで再提案をするような形をさせていただいております。 

 その結果、昨年１１月６日に、ちょうど調印式の写真がそこに掲載されておりますけれ

ども、ＪＯＧＭＥＣと米国のＤＯＥの傘下の米国エネルギー技術研究所、ＮＥＴＬでござ

いますが、そことの間で陸上産出試験の実現に向けた覚書が締結されるということになっ

ております。 

 ここで若干ちょっともう一つコメントさせていただきたいんですが、今現在ここで書い

ております１１鉱区のリース鉱区、取り置き鉱区というのはまだ実際にハイドレートが確

認さているという場所ではございませんで、地質的あるいは科学的におそらくハイドレー

トが存在するだろうというふうに米国の研究者が想定しておる地域でございます。 

 したがいまして、作業としてすぐに産出試験に取りかかれるわけではないということで

して、それで、次にありますけども、すみません、ちょっとこれは……。失礼いたしまし

た。こちらのほうに順番として書いてありますけれども、実際にはすぐに試験に取りかか

れていたわけではございませんので、第１段階としては、まず、試掘、試験地の候補地と

なり得る場所があるかということを検討していくと。第２段階として、いい場所が見つか

ったりすると、まずそこで試掘を行いまして産出試験の候補となる場所を決定すると。３

番目として、実際に産出試験を行いまして、４番目としてはその結果を解析して我々の研

究に役立てるというふうな順序で考えております。 

 今現在はまずこの第１段階に取りかかったところでございまして、実際に対象鉱区とい

うのはこのアラスカのエリアのほんとに北極圏近辺の場所なんですが、ここで緑色で書い

たところというのが実際の取り置き鉱区でございますけれども、そこを対象といたしまし

て、ちょうどその地域をカバーするような３次元地震探査データを保有している現地の会

社がございましたので、そこより３次元のサイスミックデータのライセンスを購入するよ

うな形にいたしまして、そのデータを使って今検討を進めているというところでございま

す。 

 また、並行して、実際にそういった場所でまず試掘ができるか、あるいは、将来的に生

産実験ができるか、そういったエンジニアリング的な検討が必要でございますので、それ

もこれから着手しようとしているところでございます。 

 したがいまして、実際の産出試験についてはこれらの段階を経て、ステップ・バイ・ス
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テップでデシジョンメーキングを行いながら進めていくという形をとっております。また、

最近の、最新の状況といたしましては、そういったインハウスでのこの１番目の作業を行

いながら、この２番目の試掘候補地の選定、あるいは、生産試験のいろんな事前検討とい

うことを含めまして、現地の企業として計画、立案、あるいは、実際の試掘作業も担って

いただけるような現地企業を今公募している最中でございます。 

 最後に、こちらのほうに、今公募中の事業の内容を紹介させていただいておりますけれ

ども、実際には、先ほど申し上げた第１段階のものとして実際の試掘候補地の選定と並行

しながら、その試掘作業の実施に向けての準備活動、あるいは、生産実験のためのいろん

な事前検討を行っていくという形にさせていただいています。 

 今ちょうどまだ今募集している最中なんですが、実際の契約期間としてはまず９月３０

日までを目途といたしましておりまして、その期間までに実際の作業としては試掘候補地

の選定まで行おうと思っております。その後、実際の試掘候補地が選定されたことを踏ま

えて、次の段階として、実際の試掘作業、それから、その後のいろんな計画立案に向けて

の作業を進めていこうというふうに考えておりますので、実際、９月３０日までの作業と

してはこの赤字で書いた部分がほぼとりあえず当面行う作業ということで考えております。 

 また、ある程度、試掘の候補地を選定された時点で、おそらくはまた、この後進めてい

いかどうかということで開発実施検討会等で皆さんのご意見をお聞きするというふうなこ

とで考えて計画しております。 

 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、今の陸上産出試験について何かご質問、コメント。はい。よろしくお願いし

ます。 

【鴨井委員】  ２ページのスケジュールでちょっと教えていただけますか？ 今後、ま

ずは候補地の優先順位づけを行って、それから試掘、生産試験と進んでいくとのことです

が、後程の議題となっている次回の海洋産出試験の工程表と若干オーバーラップするよう

に見受けられます。もしその場合、リソースのアロケーション、特に事務局の皆さんのマ

ンパワーは並行しても大丈夫なのかどうか、そのあたりの感覚を教えていただけますでし

ょうか。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  ありがとうございます。その点は非常に今後重要

になってくるポイントだと思うんですけれども、まず現在、試掘作業に関してなんですが、
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まだ試掘作業の段階では恒久的な設備はできないということで、主に冬場の作業期間しか、

冬場しか作業ができないというふうに考えております。 

 当面の想定といたしましては、通常、試掘作業を行う前には準備を含めて１年程度、そ

の前の冬から作業、準備を行わなければいけないというのが大体アラスカにおける一般的

な事例なんですけれども、そういう意味では、今まだ試掘候補地を検討している段階であ

りますので、通常で考えれば、次の次の冬がおそらく試掘ができる、通常であればそうい

うタイミングだというふうに考えております。 

 ただ、我々は検討作業を急ピッチで進めておりますので、もし順調に進んだ場合には、

来冬、次の冬にできるかもしれないということで今計画をしているところでございます。

その場合、おそらくこの後のお話になるかと思いますが、次回の海洋産出試験については

若干どうしても年度的にはかなり重複しながら並行しながら進めていくというような形に

なりますけれども、ただ、冬場しか行えない場合、作業と、若干もう少し幅のある期間の

中で作業ができるということで、陸上産出試験と海洋産出試験についてはなるべく我々、

人員が過剰な形で付加がかからないような形でなるべく円滑にできるように検討していき

たいというふうに思っております。 

【佐藤座長】  ありがとうございました。 

 それでは、はい、お願いします。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  担当者のほうからもう少し補足事項を説明します。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  山本です。今、佐伯のほうから話がありましたとおり、今

計画しておりますのはハイドレートがあるかどうかを調べるための試掘作業で、簡単な井

戸を掘って検層機を下ろす等の作業です。それが次の冬かその次の次の冬に行えるかとい

うところで、陸上産出試験そのものというのは、その後、設備の設計、それから、一番難

しいところは、ここ、既存のインフラが何もないところですので、永久凍土の上で大規模

な工事をしなければいけない。お金もかかりますし、十分エンジニアリングもしなければ

いけない。それから、許認可、環境関係の規制をクリアすること、それから、地元の皆さ

んの理解を得ること。先住民の方々が住んでいる土地ですので、政治的にも非常にセンシ

ティブな土地でもありますので、そういったいろいろなことをクリアして初めて陸上産出

試験ができるということになります。 

 ですので、今すぐスケジュールを示すことは難しいんですけれども、かなり長期を要す

ることであるという点をご理解いただければなというふうに思います。 
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 以上です。 

【佐藤座長】  どうぞ。 

【藤田委員】  藤田でございます。私はこれを見て、願ってもないことが着々と進む、

非常に喜ばしいことだと思っていますね。それは、この日米の協同という形で、しかも、

政府ベースで既にＭＯＵ、結ばれておるし、そういう形でまず基本的にはできたというこ

となんです。 

 ただ、いろいろな方は、こうやって日本が今まで自分の力で調査探鉱をやってきたある

意味の日本のノウハウというものが、外国と一緒にやったらそれが失うんではないかとか、

そういう憂いがあるように私なんかは聞くんですが、とんでもない話で、今までの探鉱な

り調査、これは技術的なノウハウは十分その資源量の調査方法とかその評価、あらゆるも

のが国際の学会でもって論文発表しております。次の段階はいよいよこの商業化という段

階の実務になるんですね。 

 こうなった場合、私なんかは非常に心配なのは、私たち、ささやかな国際での実務経験

だけで、このメタンハイドレートという非常に初めてのトライに関してできるかというと、

非常にこれはやはり経験豊かなアメリカまたはカナダ、こういうようなところと手をとり

合ってやるというのがご正道ではないかなと思います。 

 もう一つ、やはりいつも心配していた海洋で長い実験ができるかというようなことは全

く無駄なことであって、非経済的。これはやはり陸上というところでより長いテストを実

行する。それから、特に問題である出砂、これをいかに防ぐかというものは、私たち以上

にこの欧米の方々のほうがよく知っているというふうに思います。 

 こういう視点から、ぜひどんどん進めてほしいなというのが私の意見です。 

 それから、ここの今あるこのプランの中でちょっとご説明いただきたかったのは、何か

クリアじゃまだない段階だと思いますけれども、特に人、もの、金と言います。今、人に

関してはこちらの体制も整える必要があると思いますが、お金なんですが、この想定予算、

ちょっとご説明いただきたい。 

 １ミリオン程度で調査的な話だと思いますが、しかし、後の生産テストも全部入れて１

５ミリオンみたいな小さなお金でできるのかどうか、この辺はどういう意味合いなのか、

全体でこの額なのか、日本とアメリカで半々ずつ出すのか、その辺、ちょっと私もこれか

らは読み取れませんので、ちょっとこの点、これについて何かわかることがあれば。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  すみません、説明がちょっと不足していたところ
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があり、どうも申しわけございませんでした。 

 ちょうど今、藤田先生のおっしゃっていたこの部分の想定予算というところかと思いま

すが、このまず１ミリオンというのはまだ第１段階のその実際のデータを検討して試掘候

補地を選定していくという部分での費用ですので、非常に少額の部分になっている。基本

的にインハウスの部分、あるいは、いろんなエンジニアリング的な検討の部分の面となり

ますので、１ミリオンという非常に比較的規模としては少額のものになっております。 

 一方……。 

【藤田委員】  それは震探の解析程度ぐらいのレベルね。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  ええ、そうですね。震探のデータ購入とか、そう

いったものも含まれます。 

【藤田委員】  場所を選定するまでのね。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  そうです。次のこの１５ミリオンというのは試掘

段階のものでして、生産段階実験についてはまだ含まれておりません。それですので、こ

の１５ミリオンということで……。 

【藤田委員】  じゃあ、１つ井戸を掘るというようなことですね。 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  井戸を掘る。実際に言えば、あの１本だけではな

くて、候補地何点か掘れればいいなというちょっと期待感もありますけど、一応そういっ

た試掘作業を行うことで１５ミリオンと、これは基本的には日米、両方の負担で総額とい

う形で考えております。 

【藤田委員】  ある程度少額なんですね。両方でフィフティー・フィフティーという意

味で。まだその辺はわからない？ 

【佐伯サブプロジェクトリーダー】  基本的にはフィフティー・フィフティーかなと思

っておりますけれども。 

【藤田委員】  向こうの土地だからね、向こうのほうが少ないのかもしれない。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。 

 ほか、よろしいでしょうか。はい、お願いいたします。 

【木村委員】  関東天然瓦斯開発の木村でございます。この陸上産出試験ですが、ステ

ップ・バイ・ステップでこれからいろいろ検討していくということでございますけれども、

あと、予算の問題もありますが、もし可能であれば、複数の生産井での試験をぜひやって

いければいいんじゃないかなと思います。 
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 そして、特に、もし複数の井戸で生産ができるのであれば、仕上げの位置を地質的に変

えてみるというようなことをやりますと、岩質の違いによって生産パフォーマンスがどう

変わってくるかとか、ということも理解できると思いますので、我々にとって有益な情報

が入ってくるんじゃないかなと私は思っております。 

 以上、コメントでございます。 

【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。 

 担当の方はもちろん承知の上だと思いますが、やっぱり陸上と我々海域をというふうに

思っているので、その共通の部分と違う部分というのをしっかり意識した上での試験の計

画とかをよろしくお願いできればと思います。 

 それでは、本件ご報告については了解したということにさせていただきます。 

 続きまして、２番目の報告、表層型メタンハイドレート資源量調査の概要について、こ

れもＭＨ２１のほうからご説明、よろしくお願いいたします。 

【森田氏（産総研）】  表層型を担当しております産総研の森田です。 

 表層型のメタンハイドレート、表層型のメタンハイドレートにつきましては、現在、集

中的な調査を展開しているところです。 

 これは平成２５年４月の閣議決定されました海洋基本計画、ここで日本海に主に分布が

見られる表層型のハイドレート、これを集中的に３年程度で調査すると言われたもの、閣

議決定されたもの、これを受けておりまして、実際に平成２５年度から３年程度かけて、

資源量把握に向けた本格的な調査を開始したところでございます。 

 現在が２年目に当たりますけれども、まず、これに至る、まず、過去１０年間ほど、表

層型のハイドレートについては調査があったわけですけれども、簡単に申し上げますと、

海底に認められますマウンド、または、ポックマークと言われますような局所的な特異な

地形がございまして、そういったところの海底を調査すると、メタンハイドレートがかな

り、ごく浅層に露出しているというような状況がわかってまいりました。これまでの間に、

過去の１０年間の間にそういったところでピストンコアリングなど、ピストンコアリング

や潜航調査などを行って、そういったことがわかってまいりました。 

 また、音響調査をいたしますと、この右上の図のような、そのマウンドと呼ばれるよう

な位置におきましては、こういう白抜きの構造、これは音響学的なブランキングでありま

すが、こういったものを私たちはガスチムニー構造と呼んでおりまして、こういったもの
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が認められました。特にこういったところでコアリングをしてみますと、表層型のハイド

レートが、塊状のメタンハイドレートがとれるということがわかっておりまして、このよ

うな閣議決定にも至ったわけであります。 

 そして、昨年度から開始されました調査でありますけれども、これに書かれております

ような６種類の調査を実際進行させております。①から⑥で表現しておりますが、２種類

の音響探査、音響調査がこの①、②、広域調査と詳細調査です。そして、③と④が掘削の

調査です。③がＬＷＤという検層ツールを使った調査、４番目が実際にコアリングしてサ

ンプリングをするという調査です。そして、⑤が海洋電磁探査になります。海底下の比抵

抗な分布がおそらくはハイドレートの分布を示すであろうという考えに基づいて調査する

もので、あとは６番目が環境調査です。これは実際に海底の環境がどのような条件がある

か、そのベースラインの調査をするものです。このような流れで、③と④と⑤の掘削調査

と海洋電磁探査については今年度になって初めて実施されたものです。 

 これらの調査について簡単に申し上げますけれども、その①の広域調査、これは船の底

についた音響機器を使いまして、実際にはマッピングするという調査です。マッピングす

ることによりまして、海底に分布しているそのマウンドやポックマークという、マウンド

というのは高まりであり、ポックマークというのはへこみですけれども、そういったもの

の分布を調べます。 

 さらに、そのポックマークやマウンドといったところのこういう音響学的な断面をとる

ことによって、そのガスチムニー構造、このブランキングの分布を調べることによって、

それを数や面積などを評価するものになります。ここでは、これはプレス発表された数字

になりますけれども、昨年度２５年度に実施された中では２２５カ所、こういったブラン

キング、ガスチムニー構造を持っているところが確認されていまして、今年度新たに７４

６カ所で確認されておりますので、調査した範囲の中では合計として９７１カ所のこうい

った構造が認められるということになりました。 

 そして、②の詳細調査、これはＡＵＶという海中のロボットを使ったものになります。

これは自律型の、もう完全に船から切り離された無策のロボットでありまして、プログラ

ムされたとおりに走らせる、海底付近を巡航して音響探査をするものです。これもマッピ

ングと、それから、海底下のこういう浅層部の断面をとる調査、さらには、海底の音響調

査、音響の反射強度をマッピングするような、こういったツールを持っておりますけれど

も、その①の広域調査で得られたデータの範囲の中から、ある程度場所を抽出して調査を
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して、さらに詳細なデータを得ているものです。ここに示しているのがその例でありまし

て、こういったガスチムニー構造の広がりの中に、特にこの海底に強い反射強度を持った

ところがある。要するには、海底に密度の高いものがあって、それはおそらくハイドレー

トではなかろうかというふうに考えているわけです。 

 そして、③番として、掘削ＬＷＤ、④番としてコアリングになるわけですが、次のスラ

イドに行きますと、そのあたりのことについて紹介してあります。③のＬＷＤ、掘削同時

検層では、まず、ここでは海底、掘削してそこの比抵抗、または、音波速度、音波の伝搬

速度、それから、ＮＭＲ、これは核磁気共鳴を使ったような調査をしておりまして、ここ

にはその比抵抗、ある掘削井で得られた比抵抗の断面を、チャートを載せております。掘

削同時検層は調査海域の中からまたこれも場所を絞りまして１１坑井、１１カ所、１１坑

井で調査をしておりまして、これがまず１つの例ですが、ここが０メートルのところが海

底で、おおよそ１００メートルぐらいのところがちょうどハイドレートの安定領域の下限、

底の部分になりますけれども、そのちょうどハイドレートの安定領域の中で高い比抵抗を

記録していることがわかります。 

 また、こういったところで場所をまたさらに選択しまして、④の掘削コアリングを実施

しております。掘削コアリングは、全体としては４坑井なんですけれども、３カ所は実際

にこういう高い比抵抗が認められているところで、１カ所は普通のリファレンスになるよ

うな坑井を選んで掘削しております。これがまずこの比抵抗断面と同じところでとったコ

アリングの結果ですけれども、特にこの浅いところですね、四、五メートルぐらいの浅い

ところに集中してこの写真のような塊状のメートルが掘削コアリングで採取することがで

きました。 

 下のほうも高い比抵抗はあったんですけれども、実際に採取されたのはこのような板状、

板状とか脈状と呼んでいるようなもの、また、粒状のようなもの、いろんな形でさまざま

な形態でハイドレートが存在するということがわかりまして、このようなものが採取され

ました。 

 そして、最後のスライド、スライド３ですが、⑤の海洋電磁調査について申し上げます

と、これは海底、海中で電極を使って電波を――、電波じゃないですよね、電気を流すん

ですけれども、その海底下の比抵抗の分布をやはり調査するものです。井戸を掘削します

と、その線の情報でしか得られないんですが、これはその例えば比抵抗でしたら、比抵抗

について、その広がりを調べるというものになります。実際に調査したこのエリアでいい
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ますと、この青い部分がそのマウンドやポックマークに相当するところで、ちょうどそう

いったところで高い比抵抗、青い部分が観測されております。これは、こちら一番上は地

形ですけれども、地形と照らし合わせても、マウンドやポックマークに対応するというこ

とがわかりました。 

 これはＡＵＶでとられた海底下浅層部の断面ですが、やはりこういう白い、白抜きのガ

スチムニー構造でブランディングが見えているところに対応して、このような高い比抵抗

が観測されておりまして、この黄色い絵は船上での擬似的な処理を行ったものですが、そ

の下船後に正確に処理して、逆解析、インバージョン解析を行ったものが一番下で、それ

を見ますと、特にやはり浅いところに対応して高い比抵抗が認められるということがわか

りました。 

 そして、最後に、６番目の環境調査について申し上げますと、環境調査は主には２つミ

ッションがございまして、これはＲＯＶを使って調査するものですが、１つ目のミッショ

ンとしては、海底に潜って海底の調査、そのマウンドのようなところに潜っては、そのハ

イドレートの分布している様子を観察したり、または、バクテリアマットのようなところ、

湧水があるようなところを観察、または、サンプルをとる、堆積物の、表層の堆積物をと

って分析、地殻熱流量をはかるなど、そのような調査をするもの。 

 もう一つの調査は、このようなラックで組んだ、センサーがいろんなものがついている

んですが、このような長期モニタリングシステムを海底に置きまして、長期にわたってそ

の海底の状況を観測するようなものです。この中にはカメラを用いておりまして、冷湧水、

バクテリアマットが存在しているようなところをカメラで撮りましたり、あとは、水のサ

ンプリング、採水機がついておりましたり、塩分濃度や温度などをはかる。それから、地

殻熱流量、漏れる、地下から漏れ出てくる熱の量をずっと観測する、そういったものを設

置しておりまして、これは２５年度の秋に設置したものを今年度の秋に回収して、現在、

データ解析しているものですけれども、今年も、今年度潜った際にもまた新たに設置をし

ております。 

 このような調査、一連の調査を続けております。 

 これは来年度もまた似た、同じような調査を踏襲していくことになりますけれども、こ

の図のとおりに、今度は――、これまでは沖周辺の海域や上越沖、それから、秋田・山形

沖といったところを調査してまいりました、あと、日高沖も調査してまいりましたが、新

たにこのような北海道の周辺なども加えて、来年度調査して進めていく計画であります。 
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 以上です。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ご意見、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。 

【東委員】  表層型のことに関して、主に日本海周辺でのマウンドというのがターゲッ

トになっていますけれども、これは太平洋側であれば、当然ながら圧力を受けて、泥火山

という、マッド・ボルケーノという形になっていると思うんですけれども、マッド・ボル

ケーノのほうが海底地形図や何かから見ると非常に同定がしやすくて、特に何があるとい

うことはよくわかるわけで、将来的にそういう意味では太平洋側での泥火山の調査という

のはお考えなんでしょうか、どうでしょうか。 

【森田氏（産総研）】  現在、特に計画に含めているわけではありませんけれども、当然

ながら可能性はあると思っておりまして、これまでの情報、データなどを見ておりまして

も、熊野の泥火山など、海底表層付近、またはその中にもハイドレートはあるようですか

ら、そういったものは将来的に対象となる可能性は含んでいるとは思っています。 

【佐藤座長】  ほか、いかがでしょうか。 

【東委員】  もう一つは、多分この目的の中で一番重要なのは探査技術の確立という側

面が強いと思うんですよね。先ほど説明がありましたけど、電磁波探査というのは非常に

有効で、これでいろいろなものがはっきりわかると、それが掘削したデータとも非常に、

表層部分だけであってもよくマッチしているということですよね。 

 そういう意味での探査技術の一つのツールとしてはここで確立したというふうに考えて

よろしいんでしょうね。 

【森田氏（産総研）】  そうですね。海洋電磁探査につきましては、これまでなかなか技

術が追いつかない、例えばサイスミックに比べますと、精度がなかなか対比しにくいとい

う問題がございましたけれども、最近は機器自体もよくなりましたし、あと、曳航体の位

置をきちんととらえるナビゲーションのシステムも非常に精度が高くなっていますので、

まず、今回得られたデータなんかは、これまで海洋で電磁探査がされた中では最高水準の

データが得られたと思っておりまして、かなり精度高く評価できたものと思っています。

これはかなり有効に使える……。 

【東委員】  こういう技術というのは多分世界でも日本がトップを走っているわけで、

外へ出ていってもちゃんと宣伝をしていただいたらよろしいかと思いますので、よろしく

お願いします。 
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【森田氏（産総研）】  ありがとうございます。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。はい。 

【藤田委員】  藤田でございますがね。私、専門じゃないから、あんまりマイク持つ必

要もないのかもしれないけど、本件に関してちょっと感じることがありまして、マイクを

入れました。 

 このメタンハイドレート資源化というのは、我が国としては、この経済産業省が強力に

推し進めて、もう１４年やってきているんですよね。私もその最初からこの委員の一人と

して加わってきたんです。この表層型に関しては、私どもが最初、日本中いろいろ探査し

てた段階に誰も言わなかったように思うんですよね。 

 そして、ごく最近になりまして、もちろんいろんな理由があるんだと思うんですがね、

急にこう言って、そして、今や我が国は天然ガスというものを資源化、自分の国の近くに

あるかもしれないということで必死になろうとしている矢先なんですが、それを今日お聞

きしますと、七百幾らとか、それから、５つの探査方法で次々というような形でやること

は、まあ、資源のない国には必要なことだとは私、思いますが、しかし、こう限りないよ

うな形で行く姿は私はいかがなものかなというふうに思わざるを得ないです。 

 その辺についてどう思いますか。太平洋のほうに、いろいろ調べたはずなのに、何もな

いような特殊性が日本海にあるのかとかね。それから、何より私が知りたいのは、どうや

って、資源量ですね、をこういうようなタイプ、無限にありそうなタイプですけれども、

それを資源量を評価して回収していくというようなことに対して、見通しが今であるのか

どうか。これは興味あると。そういうことはあるのかどうか、ちょっと一言聞きたいんで

すよ。 

【森田氏（産総研）】  まずは、このプロジェクトにつきましては、表層型のプロジェク

トにつきましては３年程度というふうにもう最初に掲げられておりまして、そう言われた

中では、与えられた……。 

【藤田委員】  そうすると、もう１年たったから。 

【森田氏（産総研）】  はい。予算の中で、来年度を含めた３年間の中でできる限りの調

査をして、これらは、今申し上げましたとおり、１から６までありますけれども、一連の

流れでうまくかみ合って調査が進むようにもしておりますし、だから、その中で最大限の

ことができるようにやっております。 
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 それから、その中で、じゃあ、ハイドレートの資源量評価をどのようにしていくかとい

うことですが、まずはガスチムニー構造という白抜きの構造が見えておりましたが、そう

いったところの分布とその面積などを調べまして、さらにはその中がどうなっているかと

いうことを掘削、さらには、電磁探査で調べまして、そういったものを最終的に量を評価

していくということになると思います。 

 または、掘削におきましては、実際にとったコア、その中にガスがどのぐらい含まれて

いるかをきちんと評価しなければなりませんので、とったコアをそのまま全分解させてガ

スの量を評価するなどということも次の年度には実施しなければいけないかと、そういう

ことも考えておるところで、来年度も使って３年間でできる限りの評価をしようという考

えでいるところです。 

【南課長】  これ、今のお話、藤田先生からいただきました。ほとんどご説明が私たち

の考えとそろって、当然のことながら、そろっているわけですけれども、そういう意味で

言うと、今年度が終わりまして、来年度はもう少しサンプリングを多くして、ある程度、

資源量を見越した上で、実際にその次の段階に行くかどうかというのを検討していきたい

というふうに思っています。 

 実際に政府のメタンハイドレートの開発、砂層型をずっとやってきたわけですが、海外

の方たちと話をしても、このシャローの表層型の可能性をやっぱり認めている方たちとい

うのは実際にもいますし、私たちから見ても、また砂層型とは違った意味で、資源として

の期待もかけられるのではないかと。 

 実際問題として、やはり私たちとしても資源として期待できるかどうかについてもきち

っと評価をしてというのが、今、そういった方向になっておりまして、来年の今ごろには

次の段階に行くかどうかということを決めていきたいというふうに思っているところであ

ります。 

【藤田委員】  はい。とりあえずそれでね。 

【松永委員】  ちょっといいですか。 

【佐藤座長】  お願いします。 

【松永委員】  資源としての把握という意味で、この電磁のほうで下がわかるというこ

とで言えば、一番左側の一番下の図面のその底がどうなっているかという話がある。ボー

リングの結果との対比というのが非常に重要になるかと思うので、その辺を最初のうちに

早くつかまえればいいんじゃないかなと。 
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 反射が相当浅くほんとの表層だと思うんで、資源として相当難しいという話も出てくる

かもしれない。その辺はちゃんとやられたらいいと思う。 

【佐藤座長】  ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今はまだ資源量、量の調査ということでありますけれども、あんまり先入観なくやられ

ているというのは一つの方向としていいと思うんですけれども、やっぱりあるということ

ととれるということは違うので、表層型をとるとしたら、こんなことが今の段階で想定さ

れて、そうであれば、どういうところに着目して今のこういう調査、例えば平面的な連続

性により重点を置くべきかとか、縦方向の連続性に重点を置くべきかとか、見方が変わる

ことはあり得ますよね。 

 なので、あまり先入観なしという一つの方向も大切だと思うんですけれども、一方で、

資源化するためのことも少し念頭に置けるんであればそれを置いて、この調査が終わった

後で、ああいう見方をしておけばよかったのにというふうな後悔のないような、ぜひ資源

量調査計画を立てていただければと思います。 

 コメントです。 

【森田氏（産総研）】  はい。わかりました。 

【佐藤座長】  よろしければ、次の議題に移りたいと思います。 

 議題の４番目、第１回海洋産出試験成果のまとめについて、ＭＨ２１のほうからご説明

をよろしくお願いいたします。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  それでは、フィールド開発技術グループの山本のほうから

発表させていただきます。 

 第１回海洋産出試験の結果に関しましては昨年度この会で概要を報告させていただきま

した。そのときに、ワーキンググループ等をつくりまして、今後とられたデータの分析を

行っていくというふうに申しまして、かなりその検討は進みました。その段階の中では、

もうこちらにいらっしゃる先生方も含めまして、多くの方の意見をいただきながら、進め

てきています。 

 ちょっとおさらいといたしまして、そもそも今回の第１回海洋産出試験、２０１３年に

行われました海洋産出試験の目的は何だったのかということで、ここに３つ、その試験を

つくる前に決めていた目的というのがありました。 

 １つは、日本周辺海域の実資源フィールドの条件における生産挙動の確認ということで、

これはその前の段階で、２００７年、２００８年にカナダで陸上産出試験を行い、減圧法
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である程度連続的に継続的にガスが出てきたということが確認されていましたので、同じ

ような現象が海でもできるのかどうか。それで、できるとしたら、短期的にはどれぐらい

のガスが出るんだろうか。メタンハイドレートの場合はガスの生産挙動というのが時間に

よって変化していきますので、長期的な挙動をとらえるというためには長期的な試験もし

なければいけないんですけれども、とりあえず短期的なガスの生産量を確認したいという

ふうに思っていました。 

 それから、目的の２、もう一つは坑井安定化技術の確認ということで、これは海特有の

問題と言っていいと思います。カナダの試験の場合には１,１００メートルぐらいの深いと

ころからガスを出したわけなんですけども、実際にはメタンハイドレートが日本近海にあ

る場は海底面から深いところでも３００メートル、４００メートルといったところで、そ

ういったところに井戸を掘って減圧法を適用することがそもそもできるのか、井戸がその

とき、安定していられるんだろうか、海底から水を引き込んでしまったり、井戸が潰れて

しまったりしないんだろうかといったことを確かめるというふうに、それが試験の１つの

目的でした。 

 それから、試験の目的の３つ目は、メタンハイドレート分解挙動及び環境影響の評価に

情報・知見を与えるモニタリング技術の適用・実証ということで、これは今回我々、短期

の試験しか考えていなかったわけですけども、その試験の中で、どんな現象が地層の中で

起きるのかということを知りたい。井戸の周りで起きることに関してはある程度データが、

情報が得られるんですけど、それがある程度広がりを持ってどういう影響を与えるのか、

メタンハイドレートの分解がどれぐらいの広さまで広がるのか、それで環境に影響を与え

ないのかどうか、そういったことを調べたいというふうに考えておりまして、さまざまな

モニタリング装置の開発も行いました。 

 得られたデータに関しましては、これは既に公表されている情報です。２０１３年の３

月１２日から３月１８日の間に圧力を、坑内の圧力、これはポンプインテークでの吸引口

での圧力ですけれども、もともと１２メガパスカル強ありました圧力を４メガパスカルぐ

らいまで、８メガから９メガパスカルぐらい圧力を下げることに成功しました。 

 そのときに出てきたガスと水の生産量がこんなふうになっています。赤線がガスの生産

量、それから、青線が水の生産量で、ガスの生産量、生産レートを１日当たりの生産レー

トに直しますと、大体２万立方メートルぐらいのガスが生産されました。水は大体２００

立方メートルぐらいの水が継続的にほぼ安定的に生産できたというふうに考えています。 
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 これから得られました成果を幾つか紹介といいますか、整理いたします。 

 まず、目的１に関しまして、どれぐらい生産できるのか、どんな生産挙動を示すのかと

いったことですけども、まず、今申しましたとおり、短期的にはガスを生産するというこ

とに成功したと。減圧が１２メガパスカルから、コウテイの圧力ですと１３.５メガパスカ

ルから大体４.５メガパスカルぐらいまで減圧することができました。その間、井戸から、

井戸の周辺から水が漏ってしまって減圧が継続できなくなるといった現象は起きませんで

した。 

 ６日間にわたって、先ほど言ったとおり、大気圧下で１日当たり２万立方メートルとい

うほぼ定常的なガスの生産ができたと。これに付随しまして、さまざまな温度ですとか圧

力、それから、流量の計測が行われています。 

 ただ、我々、初期、この試験を行う前の段階で、そのときに考えられていた地層の物性

値から、どれぐらいのガスが出るのかといったことを予想していたんですけれども、この

実際の生産挙動というのは予想とは若干違いました。具体的に言いますと、ガスの生産が

多く、水の生産が少ないという試験の結果でした。 

 我々はもちろん地下で起きている現象を完全に把握しているわけではありませんけども、

その知識をだんだん増やしておくためには、じゃあ、実際どんなことが起きていたのかと

いうことを知ろうというふうに考えました。 

 それで、さまざまな取り組みを行ったわけですけども、メタンハイドレートが存在する

地層の詳細地質モデルを再検討しよう、つまり、地下の井戸の周りの地質の状況をちゃん

ともう一度再検討しようと。そのためのさまざまな情報がありました。コアのサンプルで

すとか検層のデータ、そういったものを使いまして、新たに構築された貯留層のモデルに

基づいて、シミュレーションをもう一回やり直しまして、我々が計測したシミュレーショ

ンの、計測したガス・水の生産量とシミュレーションの結果、あるいは、計測された温度

の情報とシミュレーションの結果が合うのかということを検討していきました。 

 ちょっと具体的にこれからお話しします。 

 次のスライド、字がたくさん書いてあってちょっとわかりにくいですので、中身は変わ

りませんけれども、少し単純化したスライドを、お配りした資料には入っていませんけれ

ども、用意してあります。 

 今話したように、生産挙動の予測と実際の違いというのがありましたので、これがどう

してかということで、貯留層モデルの見直しを行うことにしました。試験の前年度、２０
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１２年に、我々、物理検層、つまり井戸の中にセンサーを下ろしてさまざまなデータをと

る、それから、コア、地質のサンプルをこの年はメタンハイドレートを分解させない条件

で圧力を保ったままコアをとるということに成功しておりましたので、これらのデータを

私どもＪＯＧＭＥＣと、それから、産業技術総合研究所、それぞれでいろいろ検討を行い

ました。この中ではアメリカとの協同の研究も一部含まれています。 

 そのようなさまざまな検討を行いまして、大体、もちろん幅があります、得られるモデ

ル、１つだけ決めるということがなかなかできないので、２０種類ぐらいの基本的な貯留

層モデルを考えまして、さまざまに条件を変えてシミュレーションを行ってみました。得

られた検層のデータ、それから、こちらは今、北海道にございます圧力コア、そのコアの

中をⅩ線で撮った写真です。こういったものを使いまして、地層のそれぞれの層に与える

物性というのを考えまして、考えられる幅の中でいろいろなパラメータの振ってあるパラ

メトリック・スタディを行いました。 

 それで、我々の言葉でヒストリーマッチングと言います、石油の井戸でも、実際に初期

に考えられた生産挙動と、それから、実際に生産を始めてからの生産挙動を対比しまして、

貯留層のモデルを考え直し、それから、それによって回収率、埋蔵量を決めていくという

作業をします。同じような作業を行いまして、より適切な貯留層モデルを構築しようとい

うふうに思いました。 

 それから、生産量だけではなくて、我々、これがその生産量のデータで、こちらがガス

の生産量と水の生産量の、赤線で示されている実測値、青線で示されている実測値と、そ

れから、今回新しく修正していって、これぐらいの生産挙動というのが予測されるといっ

たモデル、モデルの結果、それとの比較を行いました。 

 それから、もう一つ、我々が得ていた情報としては、モニタリング井を持っていて、そ

のモニタリング井で温度をとっています。メタハイが分解したことによる温度の低下をモ

ニタリング井でとらえることができましたので、とらえられた温度と、それから、これは

シミュレーションの温度ですけれども、その比較といったことをしていきました。 

 これらによりまして、生産挙動が大体こういうモデルであれば生産挙動が説明できると

いったものをつくっています。まだ十分１００％合ったというわけではなくて、まださま

ざま未知の部分があります。我々が知らないフィジックスがまだあるのかもしれない。た

だ、その幅というのは大分狭めることができたというふうに考えています。 

 新しいモデルをつくりまして、生産挙動がどのように今後変化していくか、今後、例え
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ば３カ月、１年、あるいは、商業生産で何年も続けて生産したときに、どんな生産挙動が

起きるのかというその長期的なシミュレーションもこの中で行っています。 

 これが１つ目です。 

 それから、２つ目は坑井安定化技術の確認、海洋での生産システムの実証ということで、

ここでは２つ課題が生じています。達成されたことは、先ほど申しましたように、海底と、

それから、地層をちゃんと隔離しまして減圧を行うということができました。一部動作し

ない機器というのがありましたけども、そこに適用した機械そのものはちゃんと働きまし

た。 

 ただ、２つ大きな問題がありまして、１つは、６日目、試験を始めてから７日目の朝に

起きました出砂の現象です。坑井の出砂対策装置は初期には有効に機能したんですけれど

も、６日目に突然機能を失ってしまいました。６日で終わらせるわけにはいきませんので、

長期安定性が保てる出砂対策技術を検討しなければいけないと。 

 それから、生産システムも１００点満点ではなかった。大体うまくは働いたんですけど

も、何点か、ちょっと言いにくいんですけども、問題が幾つかありまして、坑内のガス・

水分離が想定とは違っていました。ガスラインに水が、水ラインにガスが、ガスと水が両

方出てきます、坑内できちんと分けてあげるつもりだったんですが、それがうまくいきま

せんでした。 

 そのそれぞれに関しまして原因究明を行うということで、出砂に関しましては発生経緯、

発生の時期、それから、どこの深度で発生したのか、出砂対策装置がどうして働かなくな

ったのか。生産システムのほうに関しましては、ガス・水分離がどうして不調だったのか

といったことを検討しようと。 

 この生産システムの不調が１つ、うまく圧力をコントロールできなかった、初期にもう

ちょっと高い圧力で保っておこうと思ったのが、それがうまくできず、圧力が下がってし

まったということと、もっと圧力を下げていこうと思ったんだけども、それが下げること

ができなかったという２つの圧力コントロールが難しかった原因にもなっておりますので、

この辺がちゃんと原因を究明して、次のシステムに生かそうというふうに考えました。 

 ちょっと現在の状況をまたスライドのほうでお示しします。 

 こちらのほうにその全体、原因の究明から現在の課題までのスライドができていますけ

れども、これも一部切り出したものを示します。 

 まず、出砂に関してです。発生の経緯は砂とともに大量の水が坑内に流入しました。そ
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の時間経緯に関しましては、得られました温度、圧力のデータから、大体もう数分単位で

わかりました。正確に何時何分に砂が出始めた、水が出始めたといったことがわかりまし

た。この現象がごく、５分以内の間に、井戸の中が水と砂で埋まってしまうぐらいの早さ

で急速に起きたということがわかりました。 

 それから、出砂現象が発生した深度というのもこれはほぼ確認できています。海底面か

ら３００メートル付近の地層で、数メートルのごく短い範囲の中で出砂が起きています。

これらの地層はメタンハイドレート飽和度の低い砂層で、当初から水を大量に生産してい

た層だということがわかりました。なので、水生産との関係が示唆されております。 

 起きた出砂のプロセスとしましては、地層の応力がだんだん増えていく、有効応力が増

えていくということと、それから、非常にそこは水がたくさん出ていたということで流速

が速かったといったことがありました。それで、それによりまして、その井戸の周りに設

置されていたグラベルという砂粒ですけれども、それが何らかの原因といいますか、浮力

が働いたりとか、流速によってエロージョンのようなことが起きたりして排除された状態

が起きて、スクリーンと砂が接しました。その後、スクリーンが損傷したというふうに考

えています。比較的大きな砂も入っていることがわかって、我々、さまざまな室内実験等

を行いまして、この現象を再現する室内実験を行いました。その結果、まずは砂が入り始

めて、水と砂が大量に入り始めて、スクリーンの損傷が起きたというふうに考えておりま

す。地層の中では砂の流動化が発生して、それが継続的な出砂になったというふうに考え

ております。 

 こういった現象に関しては、産総研のほうで行われたシミュレーションの結果ですとか、

それから、さまざまな形で行っている実験等で、こういった現象の説明がつくようになっ

ていました。もちろんこれは説明がつくということで、これがほんとに１つの解がわかっ

たというふうには申し上げることはできません。 

 じゃあ、これが起きたのでどうすればいいのかということについては、この次、この後

の発表のほうで私のほうから示させていただきます。 

 それから、生産システムの検討、機械がどういうふうに働いていて、どうして働かなく、

うまく働いていないときは何が起きていたのかですけども、まず、データをきちんとまと

め直しまして、起きていたイベントを細かく、もう１分刻みで起きていた現象というのを

調べました。 

 このときに使われたデータは、出てきた水の量、ガスの量、それから、井戸の中にあっ
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た温度計、圧力計のデータといったものを扱いまして、それを用いまして、そのようなデ

ータと、それから、またシミュレーションを行いまして、ガスセパレータ付近の流れ等を

検討しました。 

 こちらに関しても簡単に説明します。 

 問題は、ガスと水の分離が完全ではないと。どうしてか。１つの理由としましては、我々、

予想よりもたくさんガスが出た。システムは大体１万立米／dayぐらいのガスに最適化さ

れていましたけども、結構大量、思ったよりも倍ぐらいのガスが出ていまして、それで、

起きた現象としては、流路が狭いところで、ガスと水が非常に速い流速で動いたために、

もともとそこでガスと水が分離される、ビールの泡が上っていくようにガスだけが上って

いくような現象が起きると思っていたのが、それがうまく働かなかったというふうに考え

ています。 

 さまざまなデータを、ＱＣ、品質管理の作業を行いまして、ガス・水生産区間、出砂区

間の推定等を行いまして、それから、シミュレーションを行いまして、流れの推定、流れ

の推定というのはどういう意味かといいますと、ガスと水がどういうふうに流れていった

かということです。ガスの、水の、ガスの流れ方というのはあぶくのように上がっていく

場合もありますし、大きなガスの固まりで上がっていくということもあります。我々はこ

の大きなガスの固まりがぼこぼこっと上がってく、そういう現象が起きたというふうに考

えております。 

 それらをシミュレーションでちゃんと説明しようということで、説明の作業を行いまし

て、ガス・水の流速、流動様式の推定を行いました。ガスの生産量が想定よりも多かった

ということが、もともとの原因といたしまして、ポンプの流速が速くなり、ポンプ付近の

流速が速くなり、重力分離、つまりガスと水が別々に流れる現象が起きなくなってしまっ

たので、分離できませんでした。 

 その後、我々はさまざまな操作を行って問題を解決しようと思ったんですけども、前回

の設計ではその操作がうまく働かなかったということです。結果的には減圧は維持できた

んですけれども、それをうまくコントロールし続けるということは難しかったということ

で、減圧を維持できるだけのパフォーマンスは維持していたんですけれども、試験の後半

ではガスのパフォーマンスが若干低下しているということもわかっています。 

 今後の坑内機器の設計に、こんなふうな設計にしておけばいいという指針を与えること

ができました。この具体的な対策に関しましても、この次の発表のほうで示させていただ
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きます。 

 それから、最後の目的３ですけれども、モニタリング技術の適用・実証ということがあ

りまして、メタンハイドレートの分解のモニタリングと環境のモニタリングの２つのモニ

タリング作業を行いました。 

 行った作業のうち、温度計、湿温度計、それから、物理検層に関しましては大体分析処

理が終わっています。これで非常にたくさんのデータを得ることができました。 

 それから、４成分地震探査と環境モニタリングというのを行っていまして、これらはま

だデータの分析中です。ただ、環境モニタリングに関しましてはかなりデータがまとまっ

てきたところです。 

 特に大体全てのシステムはうまく働いています。環境モニタリングで一部の装置に問題

がありまして、その装置の問題点というのは大体明らかになりました。その装置の問題点

もありましたし、それから、設置の仕方の問題といったこともありましたので、それらに

ついては今後の、次の作業では改善をしていかなければいけないというふうに考えていま

す。 

 こちらのほうもたくさんスライドがあるんですけども、まずは、温度計のデータがとれ

たというのが一番大きなところです。モニタリング坑井で長期の温度計挙動のデータを取

得。長期といいますのは、井戸を掘ってから井戸を廃坑するまで、試験期間を含みます１

年半の期間の温度データをとることができました。 

 それから、検層データ、この温度データの中では、メタンハイドレートの分解、それか

ら、セメントの影響、それから、メタンハイドレートの分解が終わった後、温度が回復し

ていくといったさまざまな過程がとられていまして、それぞれの時間におきましてどんな

現象が起きたのかの分析というのがもう既にかなり進んでおります。 

 それから、物理検層のデータにおきましても、メタンハイドレートの分解に起因すると

見られる物性変化を一部、これはなかなか定量的に申し上げることは難しいんですけども、

物性が、どれぐらいメタンハイドレートが分解させたのかというのも、ある程度、定性的

には示すことができそうだということが、そういうデータがありました。 

 それから、４成分地震探査に関しましても、試験前後の変化がある程度あったというこ

とが確認されています。分解範囲と主たる分解する、主として分解する深度の情報等と比

較して、何らかの変化がメタンハイドレートの分解で生じたのではないかというふうに考

えるところです。 
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 それから、環境モニタリングシステムに関しましても６カ月以上の計測が実施できまし

て、特に地層変形のモニタリング、これは圧力を正確にはかる方法だった、装置だったん

ですが、これで生産井直上でほんの３センチ程度の変化が起きたということもとらえるこ

とができました。このシステムは、この環境モニタリングシステムそのものの開発という

のは一つのテーマであったわけなんですけども、このシステムに関してはかなりうまく働

いたんではないかと思っています。 

 もう一つのメタン漏えいのセンサー、メタンの濃度のセンサーに関しましては、さまざ

まな原因、例えば掘削作業中ですとか、さまざまな原因の濃度上昇を確認しています。こ

れらの変化幅といいますのは、シミュレーション等による想定の範囲内で、また、環境、

生態系に影響を与えるというレベルではないこともわかっています。ただ、一部の装置に

関しましては安定性に問題がありまして、これに関してはかなり改善が必要というふうに

考えております。 

 ということで、こちらにありますように、環境モニタリング装置に関しましては、さま

ざまな変化が、そもそもこれはもともとちゃんとはかっているのかといったことの検討を

行ってきましたけども、センサーには、温度センサーですとか圧力センサーには十分な信

頼性がありますということがわかっております。 

 それで、ざっとまとめますと、減圧法によるガス生産は確認できました。それから、必

要となる技術データが収集されておりまして、メタンハイドレートの海洋産出試験、１、

２、３という目標設定がされていたわけですけれども、それらについてはおおむね達成と

いうところです。 

 なぜおおむねで完全に達成でないかというのは、やはり出砂で６日目に試験が終わって

しまったと。ほんとうはこれがもっと継続して生産ができることをきちんと確かめたかっ

たんですけども、それができなかったのでおおむねと言っています。 

 それから、減圧度に関しましても、最終ターゲット３メガパスカルまで減圧できること

を確かめたかったんですけれども、先ほどのガス・水分離の問題等がありましてそれを達

成しておりませんので、達成状況としましてはおおむね達成、これが６０点なのか７０点

なのかわかりませんけれども、そういった評価というふうにしております。 

 まだまだ課題がたくさんありますので、それらの課題をまず克服する方法をちゃんと考

えた上で、次の試験で何をしていこうかと。次の試験というのはおそらくその課題の克服、

技術的にそれらの課題が克服できるかどうかを確認するということが目的になると思いま
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すので、それらに関する、じゃあ、具体的に何をしようとしているのかということにつき

ましては、またこれも次の発表のほうで話をさせていただきます。 

 それから、まだまだ中長期的な課題というのもあります。これはあくまでも次に試験を

するための課題ですけども、中長期的には、つまり商業生産に結びつけるためには、長期

安定的なガス生産が必要、それから、生産コストを下げるということも必要、それから、

環境面への影響の把握も必要になります。 

 これらの作業に関しましては、もちろん海洋での試験等も必要ですし、それから、陸上

での試験、さまざまな情報を組み合わせて、これらの課題、中長期な課題にも取り組んで

いきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

【佐藤座長】  それでは、ご質問、コメントをちょうだいしたいと思います。いかがで

しょうか。よろしいですか。十分理解できたということで。 

 次の議題が、今のご説明を受けて、次期ということですので、次期、今後の計画も、そ

れでは、お聞きしながら、もし必要であれば、今の発表のほうに戻っていただくというこ

とで進めさせていただきます。 

 それでは、次の議題の議題（５）の次回海洋産出試験の計画について、ご説明、よろし

くお願いいたします。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  では、引き続きまして、山本のほうから発表いたします。 

 先ほど、冒頭のほうの、先ほど、溝田補佐からのお話にもありましたけれども、現在、

海洋エネルギー・鉱物資源計画の中で、次のフェーズ、これから始まる第３フェーズで、

中長期の海洋産出試験を行うというふうに定義されております。 

 我々の考えとしましては、まずは第１回海洋産出試験で明らかになった技術課題の解決

策をちゃんと見極め、それを検証するということが必要だというふうに考えています。先

ほど、藤田先生から、海で中長期の試験なんてっていうご指摘もございましたけれども、

次の試験を我々がしようとしているのは、陸ではわからない、海でしかわからないことを

海できちんと確かめることも必要だと考えているからです。ですので、この次の試験の結

果によりまして、より長期の産出試験の実施要否の見極めも含めまして、総合的な検証を

しなければいけないというふうに考えております。 

 では、技術課題とは何かというのは先ほど申したようなことなんですけども、出砂対策、

それから、生産システム、そういったものに関しまして、前回明らかになった問題点を解
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決しようというふうに考えています。 

 その顕在化した技術課題の解決を図るために開発された手法、技術を用いて基本的に行

う作業は、第１回試験をややモディファイし、延長したようなものを考えています。海底

に大きな機械を置くといったようなことを中長期の試験を行う段階ではしなければいけな

くなるというふうに考えていますが、そのためには膨大なお金もかかり、準備期間もかか

ります。そういった膨大な投資を行うかどうかの判断というのを次の試験でできる、次の

試験でそのデータを得まして、その投資を行うべきかどうかの判断ができるようにしたい

というふうに考えています。 

 行う作業は、前回と同じように、掘削船を用いて減圧法の試験を実施したいというふう

に思っています。ある程度、初期擾乱の期間が経過した後、ガス生産量が安定する段階ま

で継続的に産出をさせて、その間にシステムがちゃんと働き、出砂対策装置がちゃんと働

くことを確認したいと思っています。 

 前回と異なる部分に関しましては、前回、生産用の井戸が１本しかありませんで、しか

も、何かトラブルがあったら、そこで全ての作業を終わらせてしまわなければいけないと

いう、ある意味、余裕のない計画だったんですが、次の試験は出砂対策装置が異なる種類

の出砂対策装置を設置した２つの生産用の井戸を設置したいというふうに思っております。 

 時期等、モニタリングに関しましても、前回のモニタリングが非常にうまくいっており

ますので、環境モニタリングと、それから、分解のモニタリングを同じように行いたいと

思っています。時期に関しましては、２０１５年度中、これから始まる新しい年度の間に

現場作業に着手して、井戸の一部を掘削しておこうと。本格的なガス生産実験は２０１６

年後半以降に行いたいと考えています。 

 試験期間ですけれども、これは先ほど申しましたように、次回の試験も掘削船を用いた

作業というふうになります。ですので、実際にガスを出し続けられる期間はその２本の井

戸をあわせまして１カ月程度というふうに想定しています。もちろん、予算ですとか気象

条件、海象条件、さまざまな条件がありますけども、基本的には１カ月程度がターゲット

で、若干の延長もできればしたいなというふうに思っております。 

 それから、場所に関しましては、基本的には前回を踏襲いたしますので、日本近海の砂

層型のメタンハイドレート濃集帯をターゲットといたします。これまで十分データが得ら

れていて、試験を行う条件が整っていて、それから、試験にかかわる外因的リスク、外因

的リスクの中には社会経済的な問題、それから、気象、海象といったことがありますので、
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そういった場所、リスクが小さい場所を選びます。 

 実施体制に関しましても前回同様で、ＭＨ２１が主導する研究体制を維持いたします。

それから、現場作業に関係します機器の設計、調達、準備、こういった業務に関しまして

は、一般公募の上、ＪＯＧＭＥＣから民間企業に委託して実施するということで、その委

託いたします会社を現在公募中です。 

 実施要目といたしましては、ちょっと繰り返しになっていますけども、ＤＰＳ船、自動

船位保持装置を使った船を用いまして試験を行います。ただ、前回、そのＤＰＳ船の場合

には、波が強い、風が強い場合に船が動いてしまって、緊急切り離しを行わなきゃならな

くなるという可能性が常にあるわけですけども、そのリスクをできるだけ小さくする。そ

れから、前回の場合は緊急切り離しが起きたら、全てのケーブルを切ってしまうような設

計でしたので、すぐには作業に戻れなかったんですが、次の試験では、切り離された場合

にも早期に作業に復帰できるようなシステムを考えたいと思っています。 

 それから、これも繰り返しですけども、異なる出砂対策装置を有する複数の坑井を設置

します。２つの井戸を同時に生産するということは行いませんで、トラブルが発生した場

合、それから、１つの井戸で十分データが得られたなというふうに判断した場合には、切

りかえて試験を行うということを考えております。 

 出砂対策装置の個別に関しましてはちょっと後で説明いたします。それから、坑内機器

も同じように説明を後でさせていただきます。 

 それから、モニタリング装置に関しましてですけども、第１回試験と同様に、温度モニ

タリングに加えて、圧力計測を行うというふうに考えています。前回、温度モニタリング

だけだったんですけども、やはり圧力のデータが必要というふうに考えています。ただ、

これは圧力をきちんと、温度と同じ場所で圧力をはかるというのは難しいので、まだ確立

した技術がございませんので、若干研究開発の要素が含まれています。それから、温度測

定に関しましても精度を高めるためのいろんな工夫をしたいというふうに思っています。

それから、物理検層を行うためにＦＲＰのケーシングを使用するということも考えていま

す。これはＣＣＳの二酸化炭素の地中貯留の研究で、以前、ＲＩＴＥさんと帝国石油さん

が成功しておりますので、同じような作業を行いたいと思っています。それから、環境モ

ニタリング装置の問題点が明らかになっていますので、システム構成も改良いたします。 

 それから、貯留層評価や生産井挙動の評価に関しましては、事前予測、これはもう既に

始めております、先ほど申しましたように、改善されました貯留層モデルに基づきまして、
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生産量予測を行っております。 

 ということで、ちょっとこれも繰り返しのような言葉が多いんですけども、まずは出砂

対策装置の確認というのが１つの主要な題目です。これ１つでいいというのがなかなか見

つからないと思いますので、少なくとも２つの方法は考えたいと思います。 

 それから、坑内のガス・水の流動状況がちゃんとわかるような方法というのも考えたい

というふうに思っています。 

 それから、作業の期間ですけども、やはりある程度長くできるということが最低限必要

で、前回６日で終わってしまったわけで、次、一月やれば１年できるというふうに言うこ

ともなかなかできないんですが、少しでも長い期間、フローを継続するということはやは

り重要だというふうに思っています。 

 それから、モニタリング装置が適切に機能するかどうかの確認も必要で、こういった条

件が整ってきちんとガスが生産されたという、そういった情報が得られた段階で、それぞ

れの結果を総合化しまして、総合的検証を行いたいというふうに思います。その結果によ

りまして、長期産出試験を海で行うのかどうかといった検討を進めたいというふうに思っ

ています。 

 ですので、今、平成２７年度、これからなるところですけども、技術課題の克服に向け

た作業をきっちりやっていって、その中で次期試験の準備もしていきます。２８年度以降

にその海洋産出試験を実際に行いまして、その結果を用いまして、今後、メタンハイドレ

ートの産出がほんとに可能であるのかどうか、それの評価を行って、その後の作業を何を

するかを決めていくと。 

 それと並行いたしまして、最初に冒頭に増田先生のほうからありました経済性評価やエ

ネルギー収支評価の観点も検討しまして、それらの情報を総合化いたしまして、その次の

ステップを決めるというふうにしたいと思っています。 

 試験がどんなものか、ちょっと漫画で示していますけども、今考えている試験は生産井

が２本、それから、モニタリング井が３本設置したいというふうに思っています。物理検

層用のモニタリング井と温度計測用のモニタリング井を設置し、温度計測用のモニタリン

グ井では、限られた深度ではありますけども、圧力測定も行いたいと思っています。それ

から、生産井２本に関しては別々の出砂対策装置が設置されているという条件を使い、そ

れから、船と井戸をつなぐシステムに関しましても、この部分が緊急切り離しのリスクを

下げることと、それから、再設置が可能にするといったことを、そういった条件をつくり
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たいと思っています。 

 出砂対策装置ですけども、ちょっと言葉でたくさん書いてありますけども、グラベルパ

ックという方法を用いまして、我々、基本的にはうまくいったと思っています。というの

は、６日目までほとんど砂が出てこないということが、ほぼ全くと言っていいぐらい砂が

出てこないということがありまして、グラベルパックの装置自体はちゃんと働いたと思っ

ていました。 

 ただ、幾つか問題がありまして、グラベル設置時にフラクチャーを形成してしまった可

能性が高いと思っています。坑内で圧力が変わるような作業が起きてしまったということ

で、これが生産挙動に致命的な影響を与えませんでしたけども、フラクチャーをつくると

いうのはさまざまな問題を引き起こす可能性がありますので、こういった作業が起きない

ようにする。 

 それから、グラベルが最初ちゃんとそこにあったときはよかったんだけども、それがど

こかに動いてしまうということが起きたと。なので、グラベルが動かないような工夫も必

要、あるいは、グラベルを使わない方法も必要だと。 

 それから、前回、グラベルとスクリーンとい二重の防御対策を施していましたけども、

二重ではまだ足りなかったのかもしれない。グラベルが移動してしまうと、スクリーンが

力学的あるいはエロージョンで磨耗されてしまうというようなことが起きましたので、力

学的な強度が高く、エロージョンに強い材質を使用した多重の防御というのが必要だと思

っています。 

 それから、作業が複雑、グラベルパックの作業が複雑で失敗のリスクが存在していまし

た。結果的には、そのフラクチャーの問題を別にしますとうまくいっていたんですけども、

作業の簡便性というのも重要なことというふうに思っています。 

 そういったシステムを考え、また、前回使用した機器と、それから、次回使用するとい

う想定されているシステムに関しましてさまざまな実験を行おうというふうに思っていま

して、これは既にある程度進めています。室内で行えるような実験を行っています。 

 それから、作業手順とか個別の装置の材質等についても詳細な検討を行います。それか

ら、出砂対策は砂をとめればいいというだけではなくて、きっちり何も出さなければ出砂

も起きないんですけども、出砂対策装置が詰まってしまう、プラギングということも起き

ますので、そういったことが起きないような、生産障害の要因にならないかどうかという

ことの検討もその実験等で行っていくことにしています。 
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 こちらのほうは、まだ決まっていないことですとか、それから、民間の情報も含まれて

いますので、配付された資料の中にないものもあるかというふうに思いますけども、１つ

候補として考えているのは Baker Hughes 社の GeoFormという装置で、これはごく最近にな

って商業化されたものですけども、一見しますと軽石のようなものなんですが、それをぎ

ゅっと縮めた状態で海底に持っていって、それを膨らませるということが、化学変化等で

膨らませるということができる装置です。この装置を使いますと、グラベルパックと同様

の効果が期待でき、かつ、これはできてしまうと軽石のようにかたくなってしまうもので

すので、動くことはないということで、この装置が使えないかということを検討していき

まして、ただ、この装置は石油の井戸用につくられたものだったので、温度が高いところ

ではうまくいくことがわかっていたんですが、低温用のものがなかった、低温用のその膨

らませるための化学物質が何かわからなかったということで、我々は既に検討を行いまし

て、低温用のケミカルというのも既に見つけています。 

 それから、そのほかにも幾つかの手法を考えていまして、１つは、GeoFormという先ほ

どの、形状記憶ポリマーとも言っていますが、そちらの装置、それから、スクリーンをあ

らかじめ二重にして、その間をグラベルで埋めておく。こういったものですと、そのグラ

ベルはどこにも行くことができませんので、動かないだろうと。それから、GeoFormを使

う方法も２つありまして、井戸の底で膨らませるという方法と、それから、あらかじめ膨

らんだものを入れるという方法、両方とも考えています。 

 それから、グラベルパックは行うんですが、もしもグラベルが、もちろんグラベルパッ

クそのものの改良も行いますが、グラベルパックがもしもどこかに行ってしまったとして

も、簡単に壊れてしまうようなスクリーンではなくて、鉄の小さい粒々を詰めたような、

ビーズインサートと言っていますが、金属ビーズを詰めたような装置をつくりまして、こ

れですと、エロージョンされるにしても長い時間かかるだろうと、そういった装置を考え

ています。 

 まだどれにするかというのは決めていませんで、そのエンジニアリング作業を行ってい

るところです。 

 それから、海底や坑内機器に関しましても改良プランを考えています。水・ガス分離が

十分じゃなく、ガス・水分離が十分ではなかったと、それによって圧力制御が難しかった

ということで、ケーシング径を大きくして断面積を増やす、それによって流速が速くなる

区間を減らす、それから、分離するための区間の長さを増やす等の工夫を行う、井戸の中
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に置く装置の構成を変えるということです。 

 それから、スラグフロー、先ほど言ったようにガスの大きな固まりがぐっと上がってき

てしまうような現象が起きないようにしようと。それをスラグが発生しないようにすると

いうことと、それから、スラグが発生したとしても、ガス、ポンプのインテークのほうに

ガスが行ってしまわないような構成を考えようと。それから、機器の回収、降下と回収に

大変長い時間を要しまして、トラブルの可能性も高く、実際、一部の機器が故障しました。

ですので、装置の簡素化とか単純化というのも考えています。 

 それから、設置に時間がかかるのと、それから、緊急離脱するとケーブルが切断されて

再設置ができないということ、これに関しましても問題が解決できるように、なるべくそ

のＢＯＰが動作するための時間が短くできるようなシステムを考えて、緊急切り離しまで

の時間的余裕を増やす。それから、機械は全て回収しなくても再設置可能なシステムを考

えたいということで。 

 今、これはほんとに、これは皆さん、お配りしてない資料ですけども、これは我々の頭

の中にあるアイデアで、これ、どれにするかと決めたわけじゃありませんが、前回と同じ

ようなシステム、それから、前回のシステムと似ているんですけども、そのＢＯＰの中を

全然パイプが通らないようなシステムを考えています。 

 それから、もう一つは、回収用のライザーといったものが存在しまして、回収作業、つ

まり、掘削作業用ではなくて、井戸を後で修理するような場合に使うための簡便なライザ

ーみたいなものが既にマーケットに存在しまして、こういったものを使うということも考

えています。どれがいいかということは現在検討中です。 

 その回収作業用のライザー、これはAker Solutionというノルウェーの会社ですけども、

そちらの会社のシステムを今ちょっと紹介しています。パイプそのものは細いパイプなん

ですが、実はこの細いパイプ自体はガスの導管としても使えるということで、前回はその

ライザーパイプ、掘削用のライザーの中にガスの導管を別に通していたんですが、それが

必要なくなるという利点があります。それから、これは上げ下げするための時間が非常に

速い、ドリルパイプと同じような早さで上げ下げできるというふうに聞いております。 

 あと、坑内機器に関しましてもいろんなオプションを考えていまして、原則的には井戸

の径を大きくする、それから、装置の構成を単純化させるといったことを考えています。 

 こういったことを踏まえまして、私どもは、来年度、２０１５年度の後半に井戸を掘り、

それから、モニタリング装置の設置をあらかじめ済ませておいて、それから、これから２
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年ぐらいの間に坑内に置く機械の設計・製造を進めていきます。それで、２０１６年度の

後半にガスを実際に出す試験を行い、そこで出砂が起きないかどうか、装置がちゃんと働

くかどうかというのを検証して、その後で、その今後どうするのかというのを時間をかけ

てきっちり決めていきたいなと、こういう流れで現在検討を進めています。 

 留意するポイントとしましては、まず、第１回産出試験で顕在化しました技術課題、今、

大きく出砂対策と、それから、坑内機器という話をしましたけども、もちろんそれだけで

はなくて、さまざまほかに実際に我々が船の上で作業していて気づいたことがたくさんあ

りますので、それらに関しまして、克服をきちんとできているのかどうかを確認しなけれ

ばいけないと。 

 それから、もう一つは気象、海象等の外的要因ですとか不可抗力による障害の影響、こ

れをなるべく抑制するということです。天候が悪くて作業を中断してしまうというのは、

これは避けられない部分はあるんですけども、そのリスクを下げることはできるはずです

ので、それをしていかなければいけない。 

 それから、これから実施期間の間、それから、実施を始めてから、いろんな技術課題が

生じていくというふうに思っています。それらに対しまして、すぐに必要な対策がとれる

ような人員体制、それから、技術的なバックグラウンドをそろえておくといったことが必

要だというふうに考えています。 

 これらの達成の目安、目標を決めまして、対応に向けた考え方について、一つ一つ問題

の解決法の具体化を図っていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

【佐藤座長】  それでは、ご質問、コメントをよろしくお願いいたします。はい。お願

いします。 

【藤田委員】  藤田でございます。大変お疲れさまでした、詳しいプランをご説明して

いただいて。 

 私はずっと気になっていることは、メタンハイドレート、これを商業的な井戸に行くと

いうことは当然の話ですよね。長期の出砂なしの状況のコンディションを確認したいんで

すよね。長期というのはどの程度というのはそれはわかりません、今。 

 今回わかったことが、１週間では出砂で終わっちゃった。私に言わせると、出砂が起こ

るような井戸は話にならないわけですよ。少なくとも、そのできるだけ長期のあれなんで

すが、テストなんですが、いろいろガス井戸というのはありますけれども、できの悪いガ
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ス井戸というのは少なくとも２週間、３週間、４週間だと１カ月ですよね。これはコンベ

ンショナルなところのテストだと思っています。これはそれ以上大変なんで、もっと長く

と言いながら、海の上ですから、とてもお金がかかりますし、いろんな状況がまだ起こっ

てきちゃう可能性がありますよ。 

 次回のそのやる意義なんですけれどもね。やはり１週間で出砂が起こるようだったら、

もう話にならないというようなことを覚悟して、やはり１つのターゲットは４週間、１カ

月という、それをできるような、しかも出砂なしというようなものに挑戦してほしいなと

思いますね。 

 ちょっと言いたいことばっかり言って申しわけないんだけれど、そこで私がここでどう

してもいつも言いたいのは一言も言わないドロー・ダウンの話なんですよね。大ざっぱに

言って、前回のテストで静止メタン層圧、１２０気圧でしたっけね、大ざっぱな話、それ

に６割のドロー・ダウンをかけて、つまり５０気圧という程度に持っていかないと、その

減圧で分解が始まらないとおっしゃった。ちょっと違うのかもしらん、後でご説明くださ

い。 

 要するに、それほどドロー・ダウンの６０気圧もかけて――、６０％だ、ごめん、とい

うような形でやると、通常は井戸自身が壊れてしまったり、いろんなことが通常のガス田

ではありますが、ここはメタンというしっかりとした固形物で固まっているわけで、最初

はいくらかけようと壊れないと私は素人考えで思うんですよね。 

 しかし、やっている間にこれがうまく壊れた、これ、第１回テストです。それをずっと

そのサブマーシブルポンプでぐるぐる上げておいて、そして、いつどうなるかって見てた

わけですけれども、２万立米ですか、で、そのぐらいのアベレージでもって６日間で砂が

出てしまったというようなことだったんですね。 

 今度のテストに関しましては、よく私は詳しいことをここでマイク持って言うわけにも

いかない立場だと思うんですが、やはりこのレザバーの坑底圧、それから、スタートして

生産始めてガスに変わって水とガスが流れるといえば、バウンダリーのプレッシャーはど

んどん落っこちてくるはずですよ。よくわかりませんが。これは非常に複雑なメカニズム

だと思います、井戸の周りはね。 

 しかしながら、でき得れば、私は、やっている間にポンプの回転数を落として、そして、

圧力をその６０、何だっけ、ドロー・ダウン６０％を少なくするような方向のトライをで

きないのかというのが１点。これはどうやるかはこれから議論よ。 
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 ところが、もう一つ、この前で聞いてたんだけど、おたくたちはヒーターを入れてると

言ったよね。もし氷になったら困るからとか、ヒーターと。このヒーターはフルに使って、

そして、減圧とそのヒーターで一緒にやることによって、より要するにドロー・ダウンを

少なくして、壊れないような形の世界が現出できないか。もちろん、これ、最初からやっ

ちゃったら、何が何だかわからなくなります。 

 しかし、そういうものも視野に考えながら、２本の井戸も掘ってやるなら、グラベルパ

ックというのを違えてどうとかというよりも、やっぱりその井戸の中で易しいとり方がな

いかなということを皆さんでご検討いただきたい。特にレザバー・エンジニアが重要なん

ですよ、この際ね。それから、ロックメカニクス、やる人。いるんですか、ロックメカニ

クス。要するに、メタンハイドレートをリソリュートしたら、もうシステムはめちゃくち

ゃになるんじゃないかなと僕は素人で思いますね。 

 ですから、それをいかに何かやるのかなということになると、海の上でやる仕事じゃな

くなっちゃうような感じもして、申しわけございませんが、ちょっと長くなりましたが、

その辺についてコメントをね。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  藤田先生とはかなりこれまでもじっくり話してきたつもり

ですし……。 

【藤田委員】  まだわかってない。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  これからもじっくりして話をしなければいけないと思って

います。 

【藤田委員】  まあ、そう言われても仕方がないですね。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  まず、減圧法に限って、ドロー・ダウンをつけなければ生

産できないという理由があります。その理由は、ドロー・ダウンをつけて平衡圧力を下げ

る、平衡温度を下げることによって……。 

【藤田委員】  ５０気圧まで。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  平衡温度と現在の温度の差が、その熱がメタンハイドレー

トを分解させる熱になります。 

【藤田委員】  そうです。わかってます。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  減圧法、加熱法と言いますが、結局、熱を与えなければい

けなくて、その熱の起源が減圧なので、ドロー・ダウンをつけなければいけないのは間違

いありません。こちら、横軸ドロー・ダウンで生産量、これ、この間の生産挙動の図なん
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ですけども、もうある、かなりドロー・ダウン大きくならないと、実際、分解が始まらな

いので生産ができないというのがあります。 

 ただ、我々、最初から９メガまで落とすつもりだったわけではなくて、ちゃんと間でコ

ントロールしながら落とすつもりだったんだけど、それができなかったというのははっき

り我々の失敗で、その原因はガス・水分離がうまくできなかったからというふうに思って

います。 

【藤田委員】  それから、スタートした後、できるだけドロー・ダウン少ない方向には

できないの？ 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  それをしようと思っていたんだけど、うまくできなかった

のが前回なので、次はそれをちゃんとできるようにしようと。ただ、それ、ポンプの回転

数を変えるだけではできないんですね。それから、一旦温度が下がってしまったメタンハ

イドレート層で圧力を上げたら、メタンハイドレートがまたできてしまうので、おっしゃ

ったように、また圧力を上げるという操作はさまざまなトラブルというか、どっか詰まら

せてしまうという可能性が高いと思っています。 

 それから、もう一つ、先ほどのちょっと自分のスライドでも触れたんですが、いろいろ、

申しわけありません、私、一応ロックメカニクスが専門です。 

【藤田委員】  それじゃあ、よかった。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  ただ、これはロックではなくてソイルだというのが我々の

考え方です。 

【東委員】  そういうエンジニアリングが楽しいんですよね。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  私も貯留層のロック、やっていましたけども、違います。

まず、ソイルとしての性質を押さえるために、産総研にもソイルの方、そろえていただき

ましたし、私たちも軟弱な地層の専門家も採用してやっていますが、難しいです。減圧を

しないで、おっしゃるような易しい方法があればいいと思っていますが、多分それは熱刺

激法じゃないんじゃないかというふうには思っています。その話はまた別途したいと思い

ます。 

 ただ、１つポイントは流速なんですね、問題は。圧力の勾配が問題になるということは、

流速が速ければ……。 

【藤田委員】  流速のエロージョン？ 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  はい。エロージョンもそうですし、結局、流速の勾配が圧
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力差を――、流速が圧力差を生み、その圧力差が応力としてかかってくるので、そうする

と、どんな方法を使っても、流速を上げるとそこは弱い場になってしまい、壊れることに

なってしまう可能性が高い。先ほどの流動化という話をしましたけれども。 

 そういったことを考えると、そもそも海じゃ無理かという議論まで行くのかもしれませ

んけども、そういった現象を起こさないように、例えば地層の周りをかためるというよう

な方法も、我々のこれはかなり基礎的な研究ですけども、進めています。ただ、それは次

の試験、今考えている数年の時間フレームの中ではまだ難しいというふうに思っています。 

 それから、それを、じゃあ、陸でやるというのはもちろんそうで、陸でもどんどんやっ

ていきたいと思っていて、それで、先ほど、佐伯のほうから紹介があったとおり、アラス

カでやりたいと思っています。 

 ただ、やっぱり違うんです。海の場合は、多分、陸ってあれは多分、新生代第三紀の数

千万年前ぐらい古い地層。我々が扱っているところは氷河期ぐらいにできた、８０万年と

か７０万年前にできた地層で、こっちのほうがやっぱり難しいんです。陸でうまくいった

から海でうまくいくとも言えない。それから、また上には大きな水の固まりがあって……。 

【藤田委員】  よし、わかった、その辺で。時間もないので、時間の問題が、ほかの人

もたくさんおられるので。わかりました。ありがとうございます。 

【佐藤座長】  はい、じゃあ、どうぞ、お願いします。 

【松永委員】  その関係で、やっぱり今回の試験で生産井から出てくるときのガス・水

比が相当ガスが多いというところが問題じゃないかなと思うんですね。メタンハイドレー

ト層の中での分解のほうからいくと、ガス・水比の上限は決まっていますよね。逆に、周

りから吸い込みが入ってくれば、水のほうが多くなるぐらいで、それから比べて、今回の

やつはガスのほうが多くて、逆にその生産の間に水が、貯留層のというか、ハイドレート

層の中にどういう形で残ったかというのをちゃんと把握、今できてないところが一番問題

になっていると思うんです。 

 坑井の中はボリュームとしてはほとんどないんでね。だから、貯留層のところで水がど

う残っているかという話によって、出砂とかその辺の水の流れとかがきいてくるんで、そ

こら辺のところが、この前の解析のところでもまだ抜けているんではないかなという気が

します。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  コメントとして伺いましたが、ちょっと一言だけ、それに

関しましても。おっしゃるとおりだと思っています。 
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 ちょっと事実関係を申し上げますと、ガス・水比は１００対１ぐらいでした。理論的な

ガス・水比は２００対１ですので、生産した水の半分は地層由来のもので、メタンハイド

レート分解のものではないというふうに思っています。 

 ただ、これも東さんと随分議論させていただいたりしましたが、塩分濃度の異常等にさ

まざまなデータがあって、その水がどこから来たのかというのは、確かにおっしゃるとお

り、我々は完全に把握し切れていません。というか、うまく説明できていないところがあ

って、シミュレーションだけではそれは多分わからないし、それから、今あるモニタリン

グデータだけでも、温度程度のデータではなかなかわからないと思っています。 

 次の試験の一つの眼目、今日申し上げなかったんですけども、地層の中で初期の状態で

の水の採取を行って、水の詳細な塩分濃度の分析とか、それから、圧力の計測も行うとい

うのを、先ほどのグラスファイバー・ケーシングの中で行うプログラムになっていて、そ

の辺も把握するという作業を次の試験で行っていきたいというふうに思っています。 

 ただ、多孔質媒質の中の混層粒の問題で、しかも、そこの場がいわゆる砂層のレザバー

に比べて粒度の幅が広いところですので、それは非常に難しいというのは我々もよく認識

しています。 

【佐藤座長】  ほか、いかがでしょうか。はい、お願いします。 

【浜田委員】  浜田です。第１回の海洋産出試験の結果を非常に苦労して分析した結果、

報告を受けて、どうもご苦労さまでございました。第２回の産出試験を、いたずらに長期

を目指さずに、第１回のものに改良を重ねて、できれば１カ月程度を目指すというのは非

常に妥当な判断だというふうに私自身は思っております。それが１点と。 

 あと、ちょっと別の観点での、これ、質問なんですけれども、先ほどビッグ・ピクチャ

ーの話がございました。それと、今回のその工程案の中で、より長期の試験を目指した技

術検討という線があるんですが、そこの２つのかかわりが何かあるものなのか、その辺、

位置づけについてちょっと教えていただけたらというふうに思います。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  すみません、今、２つとおっしゃったのは。 

【増田プロジェクトリーダー】  スライド４ですね、多分。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  スライド４？ 

【増田プロジェクトリーダー】  次回の産出試験の概要って、多分。これじゃないの？ 

【浜田委員】  あるいは、６、１１ページの工程案というところで。この一番下の線の。 

【増田プロジェクトリーダー】  すみません、それか。 
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【浜田委員】  ええ。どちらでも。 

【増田プロジェクトリーダー】  今のちょっと工程表を見ながら、資料８の４ページの

海洋産出試験の概要全体像というのを見ていただきたいと思うんですけれども、次回の海

洋産出試験というのは、第１回海産試験の課題の克服というのがまず一番で、より長期の

産出試験が可能かどうかというような判断になります。 

 一方で、何ていうか、課題が全て克服された場合というのはすぐに次回にというか、要

するに中長期の試験に移らなければいけないということも考えられるわけです。そのとき

をまず考えて、中長期の産出試験を想定した基本設計というのは今始めないと間に合わな

くなります。 

 だから、そういう意味で、その中長期の産出試験を想定したそのプレフィードというの

はもうやっていまして、さらに、そのエネルギー収支の観点も、エネルギー収支の要する

に検討を行うときに、やっぱりどういう開発システムをというシナリオを設定しないと積

算できないですから、そのときにその設計、エネルギー収支も考えた設計も含めて、中長

期――、中長期じゃない、さらに次のより長期の産出試験をどういうふうにやったらいい

のかというのも含めて、技術検討も並行して実施していくということになります。 

 資料を、今の工程表だと、１１ページの工程表ですと、その一番下にある、より長期の

試験を目指した技術検討というところがそれに当たります。 

 以上です。 

【佐藤座長】  よろしいでしょうか。 

 ほか、何かございますか。はい、お願いします。 

【栃川委員】  今、せっかくその工程表が出たんで、ちょっと気づきの点を３点ほど。 

 最初のその下の基本設計の話なんですけど、フィードですよね。イメージとして、その

評価井を掘りながらフィードをやっているというようなことで、我々のコンベンショナル

な油田開発でもよく起こることなんですけど、結局何が起こるかというと、フィードをも

う一回やり直しというのがあって、そこを十分に気をつけられたらいいなというか、その

結果をどういうふうに、もうこれ、これを見るとあれですよね、結果が終わってすぐＥＰ

Ｃに行くということなので、その辺の配慮がちょっと必要だなというふうに感じて。それ

が１つ。 

 ２つ目が、ちょっとこれ、事前掘削ですか、というのが２０１６のＱ４、だから、２０

１５のＦＹのＱ４ですか、に入っているんですけど、これ、すごくタイトですよね、ＥＰ
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Ｃのスタートから考えたら。長納品の納期なんか考えたら、ちょっと普通、何かこの辺の

手立てというのが何か、これ、クラリフィケーションなんですけど、あるのかというのが

２点目ですね。１点目はコメントです。２点目はそのクラリフィケーション。 

 ３点目が、これ、事前掘削が終わった後、９カ月ぐらい置いてリエントリーですか、と

いうようなことになりますよね。何となくちょっと不安なのはそのインテグリティという、

どういうサスペンションの仕方をされるのか、どういうふうにインテグリティを保持され

るのか、これもクラリフィケーション。 

 １点目は結構ですけど２点目、３点目をちょっとお願いします。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  ２点目に関してですけども、ここで行う作業は、まずモニ

タリング井の掘削、それから、検層を取得する、それから、モニタリング用の装置、温度

計、地層温度計の設置、それがメーンになります。それから、今検討中ですが、生産井も

ある程度の深さまで掘っていきます。それで、生産井を掘って、そこに出砂対策装置を設

置することも考えていますが、その場合には、先ほどおっしゃった３番目がかかわってき

ます。 

 前回、２０１２年、１３年の作業では、生産区間を、メタハイ区間は掘りませんでした。

次回はメタハイ区間を掘って、ここでサンドコントロールを設置するということも必要に

なる、考えられるんですが、その場合には、１年間のインテグリティの問題が出てくると

いうふうに思っています。 

 基本的に出砂対策装置を設置して、完全にラックで放置するわけではなくて、ベースパ

イプのついたちゃんとした出砂対策装置を設置しておけば、あとは坑内の流体と、それか

ら、地層のケミカルな反応か、あるいは、坑内流体が圧力差で入ってしまうとか、そちら

の問題があるかもしれませんけども、その辺の検討は、その結果次第で出砂対策、生産区

間を掘るかどうかということも考えるというふうになると思います。 

【佐藤座長】  よろしいですか。 

 じゃあ、課長。 

【南課長】  すみません、いろいろご意見、ありがとうございました。 

 それで、私たちとしても、次の１カ月の試験というのはこれはきちっとやるということ

を決めているわけですけれども、その次については、まず、やはり次の試験の結果という

のが非常に大事なもんですから、当然そこを踏まえてどういうふうに進んでいくかという

ことであって、そういう意味から、次の試験というのは非常にこの砂層型のメタンハイド
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レートの生産技術の開発においては非常に重要な試験であります。 

 したがって、もちろんこの今ご意見いただいた工程案というのも現時点での案ですし、

最初からあんまりゆっくりゆっくりしてると、一体いつになるのかというのもわからない

部分もあるので、これはかなり非常に全体の作業がうまくいって、きちっと進んだ場合と

いうのをある程度前提に置いているわけです。 

 ただ、先ほど申し上げたように、次の試験というのはそれ、その後にとってみると成果

が非常に重要ですから、やはり皆さんいらっしゃる方のこれまでのご経験や知見も結集し

ながらやってきかなくちゃいけないと思っていますので、ぜひ、また、我々のほうももう

少しいろいろな意見を言っていただける場、場面を設定してやりたいと思っていますので、

ぜひいろいろなアドバイスやご助言いただきたいと思っております。 

 それから、これは次の試験のその次ということなのかもしれませんけれども、やはり我々

からすると、この研究開発自体にかかるコストというのを、これはもちろん非常に重要な

ポイントでありまして、もう無際限に予算をつけられるということでは決してなくて、予

算的な面から言うと、現状ぐらいででももう相当多額の予算がついているということです

ので、実際にこの生産技術を確立する上で何が必要かということも、実際問題からすると、

その研究自体をどうやって進めていくかと、さらに言えば、その研究にかかるお金をどう

いうふうにカバーしていくかと、そういったところもきちっと道筋が見えてないと、最終

的なゴールに近づいていくのはどこかで難しいタイミングが出てくるわけですので。 

 先ほど、藤田先生からもありましたように、陸上と海上の使い分けとか、そのあたりは

ほんとうに実際に難しいところがあると思うんですけれども、実際に研究開発する上では

やっぱりその研究開発のリソースの問題というのが一つの大きなファクターでもあります

ので、そのあたりのことも、皆様からいろいろアドバイスやいただけると、ほんとうにい

いなと思っておりまして。 

 そういう意味で言うと、やはり一定程度のリソースできちっと進んでいくというのが一

番いいわけですから、そこも考えながら進めていかなければならないので、そのあたりも

ぜひご助言いただけたらというふうに思っております。 

 ありがとうございます。 

【佐藤座長】  というようなことも踏まえて、いかがでしょう。何かございましたか。

よろしいですか。よろしいですか。 

 出砂対策のことで確認したいんですけれども、２本掘って、違う出砂対策を施す井戸と。
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それの目的というのが、一般的にメタンハイドレート層に対する出砂対策として、例えば

改良型のグラベルパックがいいのか、今候補に上がったようなものがいいのかというのを

比較するということであれば、その２本の井戸が同じ土俵に乗ってないといけないと思い

ますよね。なので、そこを事前にどうやって担保できるのかということ。 

 それから、そうではなくて、出砂対策としてはいろんなやり方を、そのメタンハイドレ

ートの保存状況に応じて使い分けるんだということであれば、あらかじめ、例えばグラベ

ルパックはこういうのにいいと思われる、それから、新たなものはこういうような状況に

いいと思われるというのがちゃんと把握できていて、それを、ここを掘る、掘る前に幾つ

かいろいろ事前情報はあるんでしょうけども、それに応じて、１本目もどっちで行くかは

かなり直前までフレキシブルにしておいて決めるとか、どっちかのやり方があるかと思う

んですけども、今回は思想としてはその出砂対策の研究はどっちと思えばいいでしょう。 

【山本氏（ＪＯＧＭＥＣ）】  基本的にまだどういう貯留層にどういう出砂対策が適切か

まで考えるところまではまだ行っていません。基本的に前回、第二渥美海丘で起きた現象、

それをとめるというのがとりあえずの目標ですので、そういう、第二渥美海丘は必ずしも

メタンハイドレートの生産というのは、安定性という観点で望ましいというか一番いいと

ころだったわけではないと思っていますので、第二渥美海丘の条件でとめられれば、少な

くとも東部南海トラフの砂泥５層型の貯留層で水のある程度出るようなところではとめら

れる技術になるんじゃないかというふうに踏んでいますので、おっしゃった中では前者に

なるというふうに思っています。 

 我々はもう一つの考え方があって、本命の出砂対策装置というのがあって、プラス、予

備といいますか、それがだめだったときの予備という考え方もあると思っていまして、そ

の場合には本命の出砂対策装置のほうに集中して、長期にフローをして、それがほんとに

だめだったときはもう一つに移行するといった考え方もあり得るかなと思っていまして、

それで、先ほど４つほど例を挙げましたけども、どの出砂対策装置が将来的に、将来にわ

たって一番有効かというのを考えて、本命があるのか、それとも、まだ幾つか平等なもの

があるのかというのを決めていきたいと思っています。 

【佐藤座長】  ということは、同じ土俵で比べたいということなので、１回目のように

何か細いところから、細いというか、薄いところからの高流速でよくなかったというよう

なことが、１本目ではそれがあるけど２本目ではそれがないというようなことのないよう

なことが必要だと思います。 
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 そういった意味で、今日はちょっと場所のことについては委員の皆様からご意見ない、

なかったんですけれども、場所の選び方というのはやっぱり、場所というのは井戸という

よりはこの試験をやる場所ですよね、については、やっぱりちゃんとかなりな情報がある

ところで、これ、やらなければいけないと思います。 

 何となく１回目をやったところで、かなり我々はもういろんなことがわかっているので、

そこでやるのが常識的かなとも思いますけど、委員の皆様から、何かその点について。最

終的には、これ、今から公募をかけて民間企業云々なので、そちらからの提案ということ

を受けてという作業になるとは伺っておりますけども、この場でサジェスチョンなり、何

かございますでしょうか。あえて……。はい。 

【藤田委員】  モニタリングね、それはどういう、今度は少しインプルーブしたフォー

ムがあるのかどうかとかね。何かないですよね。井戸を２本掘るという話はあったけど、

その位置の問題、モニタリング井をどういう形に今度考えているとか、やっぱりそういう

絵がないと、我々、いいでしょう、どうぞという感じになれないんじゃないのかな。 

 それから、私なんかは特に気になっちゃうのは、やっぱり今度は公募するという新しい

あれだよね、ステップインだよね。これはどういう意味合い、どういう目で系統、また組

織だってやっていくのかね。一括して全部投げるわけではないと思うんですよね。今やっ

ているＭＨ２１という方々はものすごい知見を持ってやってきたと。スタッフィングを持

ってますからね。新しく民間で受けたどっかの会社は、どういうパーツをやるようになっ

ているんだとか、その辺についてはやっぱりじっくりと考えあわせて、我々のこの検討会

にお見せしないと、というような感じを僕は持ってるんですけどね。今日、それ、期待し

て来た、どういう形で見ているか。 

【増田プロジェクトリーダー】  ただ、それは……。 

【藤田委員】  何かあったら。言えないことはいろいろあるのかもしれないけど。 

【増田プロジェクトリーダー】  すみません、今日は基本的な方針だけをちょっと話さ

せていただいて、場所についても、何ていうか、前回試験をやったところでやらないとな

かなか難しいのではないか程度です。 

 具体的に、例えば藤田先生がいろいろ質問された、どういうふうに生産フローをやるの

かとか、それから、モニタリング井をどういうふうに配置するのかというのは、実際には

オペレーターが決まった段階でより具体的なことが決まりましたら、当然、何ていうか、

何月か、８月ぐらいですかね。 
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【事務局（溝田）】  時期についてはまだ。 

【増田プロジェクトリーダー】  時期はちょっとあれなんですけど、要するにできるだ

け早い時期にそれを検討会のほうで話させていただきたいというふうに思っています。 

【佐藤座長】  ありがとうございます。場所についてはそういうような考え方でよろし

いでしょうか。今のご発言では前回のところと同じところが順当なんであろうというよう

なご発言もありましたけれども。はい。 

【木村委員】  私も２回目の産出試験の目的が出砂対策をきちっとしていくということ、

それから、水のくみ上げですよね。結局、減圧をうまくコントロールしていこうと、ＥＳ

Ｐのデザイニングをきちっとしていこうということを考えますと、やはり情報が豊富な同

じ場所のほうがよろしいかなと私も思います。 

 あと、もう一つ、前回の試験では大量の水が産出されたとのことですけれども、次回は、

そこを同じようなところを仕上げていくか、違う仕上げにしていくか、ということを検討

していかれたらいいんじゃないかなと私は思います。 

 以上です。 

【佐藤座長】  ありがとうございました。 

 何かほか、ご意見はございますでしょうか。それでは……。はい、どうぞ。 

【増田プロジェクトリーダー】  すみません、今ちょうどご意見いただいたんで、先ほ

どの栃川さん、委員の質問にも関係するんですけれども、実際、次回の試験というのは出

砂対策、それがしっかりきいて、先ほど言ったように、藤田先生は１カ月と言われました

けど、出砂せずに生産できるのかというのを確認するのがまず第１目標になっています。 

 だから、ある意味、生産、要するに易しいとり方というのを考えると、例えば流速を例

えば均一にするように均等に分解させるとか、井戸の周りだけ最初に分解させておくとか

いう方法もあるんですけど、そうじゃなくて、できるだけ、例えば水が出てきたときに、

強烈な水が出てきたときにもとめられるようなことをテストすべきなのか、あるいは、今、

木村委員が言われたように、ある程度砂を、水をとめながら生産してやるべきなのかとい

うところは、ぜひご意見、いろいろお聞きしたいと思っています。 

 それらも含めて、要するに、フィード、ＥＰＣというのはもう直列になっているという

わけじゃなくて、やはりそれらの結果も、海産試験の結果も踏まえて、当然見直されてい

くべきだというふうに思っています。 

 すみません、以上です。 
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【佐藤座長】  ありがとう。よろしいでしょうか。 

 それでは、次回海洋産出試験の計画については了承いただいたということにしたいと思

いますし、場所についても第１回試験の知見を十分に生かせるようなところを選んでほし

いという意見であったということでご理解いただきたいと思います。 

 それでは、本日の議事は以上です。 

 議題（６）としてその他、事務局から何かありましたら、お願いいたします。 

【事務局（溝田）】  事務局からご連絡でございますけれども、次回の開発実施検討会、

第２９回目になりますが、また時期、それから、内容については改めてご相談させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 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。長時間、どうもあり

がとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


