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１，日本周辺海域のメタンハイドレート賦存状況の評価 

２，メタンハイドレートシステムの検討 

・メタンハイドレート濃集帯の分布推定及び賦存状況評価 

  三次元地震探査データ等を用いた濃集帯の解析・解釈等を実施。 

・非砂層メタンハイドレート賦存層の科学的調査研究 

  表層型メタンハイドレートの分布・存在状況の把握等を実施。 

・メタンの生成に関する検討 

  コア試料を用いたメタン生成に関する地化学分析・微生物学的分析 

・メタンの移動・メタンハイドレートの集積に関する検討 

  メタンハイドレートの生成シミュレーションなどによる検討 

砂層、濃集帯 

非砂層、表層型 
（産総研、明治大） 

砂層、濃集帯 

・地震探査・検層・コアデータの分析、三次元貯留層モデルの構築 

・次期試験候補位置の選定（生産手法開発Gとの共同作業） 

・経済性検討、エネルギー収支比評価に係る貯留層評価 

3, 海洋産出試験／長期陸上産出試験に係る貯留層評価 

資源量評価グループ 
（フィールド開発技術グループ/貯留層評価チーム） 

砂層、濃集帯 
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成因論的アプローチ 



平成２８年度事業報告 
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１，日本周辺海域のメタンハイドレートの賦存状況の評価（砂層型） 

•メタンハイドレート濃集帯の分布域推定及び賦存状況の評価作業の一環として、昨年度に
引き続き、宮崎沖、能登・佐渡、沖縄海域の３次元地震探査データのおよび四国沖の2次
元地震探査データの評価作業を実施し、濃集帯分布図およびBSR分布図の拡充を実施。 

•具体的には、地震探査データ解釈を行い、BSR分布の把握、BSR直上の特徴的な強振幅

反射波群の抽出、その反射波群とこれまでに実施した高密度速度解析結果の速度断面上
の高速度部との対比を行い、総合解析を行うことにより濃集帯分布の推定作業を実施。 

•新たな調査海域として、西津軽沖南部の三次元地震探査データの解釈を実施。 

 （平成28年度の事業目標： 新たに1海域以上の解析・解釈作業）。 
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  ４つの指標 

１．BSRの分布 

２．強振幅反射波 

２．高速度異常 

３．堆積学的解釈 

    （砂の存在） 

 

幾つかの海域で新たな濃集帯を解釈し、 
マッピング及び資源量評価作業を実施。 

2次元地震探査データ取得

地域における濃集帯解釈
結果例 



２，メタンハイドレートシステムの検討（砂層型） 

●メタンの生成に関する研究 

•コア試料のガス分析（メタン同位体）結果（東部南海トラフ）  
 →大半のメタンガスは微生物起源。 
•「メタン生成菌によるメタンガス生成が、どの深度でどのように発生しているか」という 
 検討課題に注力。 
 

1. コアのバイオマーカー分析（PMI、GDGT） 

•昨年度までに実施してきたメタン菌由来のバイオマーカー（生物学的指標）であるペンタメチ
ルイコサン（PMI）の分析に加えて、古細菌に由来するバイオマーカーであるglycerol dialkyl 
glycerol tetraether (GDGT)の分析を実施した。 
 

2. 微生物学的解析（培養によるメタン生成活性の測定、および遺伝子解析）    

•コア堆積物からメタン生成菌株を単離し、メタン生成速度の圧力依存性を再評価中（メタン
生成菌株を追加）。昨年度（～15MPa）よりも高い圧力条件下での実験が可能となった。 

•これらに基づき、これまで構築した微生物によるメタン生成の温度依存性に関わる関係（モ
デル）を更新中。堆積盆シミュレーションへの反映を予定。 
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●メタンの移動・MHの集積に関する研究 

（１）坑井コアデータの分析：高知大学との共同研究（年代測定、コアー検層対比） 

（２）堆積学的検討：ミネソタ大学との共同研究（堆積実験を通じた検討） 

（３）移動・集積シミュレーション（PetroMod 3D、SIGMA-MH（2Dの検討）） 

成因論的アプローチ 



   3次元地震探査領域 

   2次元地震探査測線 

   試錐位置 

   モデリング検討したエリア 

   2013年生産試験サイト 

２，メタンハイドレートシステムの検討（砂層型） 

• 堆積盆シミュレータを用いて試錐・震探データが少ない海域で濃集帯の分布を推定するための検討を継続。 
• 東部南海トラフモデルから得られた知見を踏まえ、新たな海域として宮崎沖におけるモデリング作業に着手。 

●メタンの移動・メタンハイドレート集積に関する検討（３）： 

  広域モデリングによる資源探査に向けた研究、新たな海域への適用 

• 第二渥美海域モデルでは3次元地震探査等から解釈した濃集帯に比較的近い分布を再現できた。 
• 地質の不確実性（岩相分布、断層、古水深）も影響が大きくみられ、第二渥美モデルでは震探Attribute解析
から得られた岩相解釈結果を用いて地質モデルを更新予定。 

• 構造復元ソフトMOVEを用いて古海底面を復元し古水深推定のため利用。今後宮崎沖モデルでも検討予
定。 

成因論的アプローチ 
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現在のOga層 

宮崎沖モデル 100 km 

現在のOga層 

Oga層堆積時の古海底面の復元 



3, 海洋産出試験に係る貯留層評価 
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第二回海洋産出試験に係る
候補位置選定の流れと坑井配置

 AT1坑井間対比（MC-MT1-MT3-MT2-UD)
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自然ガンマ線 比抵抗

事前掘削の結果（2016年5月）
→ロケーション２’に確定

• 事前掘削の最初に掘削したUD井の結果から、候補位置を南東部のLoc 2’に確定。 
• 砂層の対比は良好であるが、メタンハイドレートの賦存状況に不均質性を認識。 
• 2017年に掘削する生産井（P3／P2）の生産区間を検討し、以下の方針を決定。 
 掘止深度は、MH濃集帯下限予想深度（BSR）の上位15mをとする。 
 P3は、濃集帯最上部に予想される低比抵抗区間約5mをパッカーで覆う。また、顕著な低比抵抗
区間が認識された場合はさらにパッカーで覆う。 

 P2は、特にパッカーで覆わないこととする（1か所は隠せるよう船上にパッカーの準備はしてお
く）。 

 いずれも船上で物理検層データ（LWD）を確認してから最終決定を行う。 
 生産区間長はP3で56～46m、P2で60m（最大ケース）となる見込み。 



機密性○ 

MC MT1 MT3 UD MT2 

旧ベースモデル（1122）作成後のコア分析結果および昨年5月の事前掘削結果（UD, MT2, MT3が追加）に基づく坑井
間対比と地質解釈結果から、以下について認識。 

① MC井で「中間泥質層」と呼んでいた低MH飽和率の層は、その上位の砂泥互層と岩相が大きく変わらない。 

② MC井で「上部泥質層」と呼んでいた層は、最上部3～5mを除くとその下位から連続する砂泥互層である。 
③ MH飽和率について、井戸毎に差異があることを認識。 

  → 新しい岩相モデル・ユニット区分方法を検討・提案 

    P3, P2における坑井地質モデルを構築（生産挙動予測への活用） 

3, 海洋産出試験に係る貯留層評価：新たな岩相解釈と三次元的不均質の把握 

将来の3次元貯留層モデル構築に
資するため、不均質なMH胚胎につ
いて震探データ（RMS振幅）と比抵
抗を用いた解析も進めている。 
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機密性○ 

物理検層計画・コアリング・モニタリング計画を検討、傾斜井とした場合のデータ取得の影響を検討 

3, 長期陸上産出試験に係る貯留層評価 

対象地域近傍での三次元地震探査データのレビュー結果に基づき、次の検討を実施中。 
① 坑井配置・間隔の検討（レザバーシミュレーション結果などを活用） 
② 各坑井の物理検層・コアリング・モニタリング計画の検討 
③ VSPシミュレーションに基づくVSP調査のフィージビリティの検討 
 
  Strat test wellの作業計画確定（特にモニタリング）が急務。 

Main Scientific Objectives (Goals) for each wells
:What kinds of data do we need? why?

Measuremnts Strat Test Well
(To be converted monitoring well)

Geo Data Well
(To be converted monitoring well)

Production Well

Drilling
stage
(Open hole)

• Mud logging • Yes (must): cuttings, mud gas • Yes (must) :cuttings, mud gas • Yes (must) :cuttings, mud gas

• LWD (Basic) • Yes (must): basic reservoir 
properties 

• Yes (must): basic reservoir 
properties

• Yes (must): basic reservoir 
properties

• OH WL logging • Not this well • Yes (must) :basic reservoir 
properties (high resolution)

• Yes? :basic reservoir 
properties (high resolution)

• SWC • May not this well • Yes (PSD data) • No

• P-Coring • Not this well • Yes (must) : basic reservoir 
properties

• No

Monitoring
stage
(Cased 
hole)

• Temperature • Yes (must) • Yes (must) • Yes (must)

• Pressure • If possible • Yes (must) • Yes (must)

• Strain • Not this well • Yes • ?

• CH WL logging 
(time lapse)

• Not this well? • Yes • ?

• 3D VSP • Not this well? • Yes • Yes?

• Cross-well 
tomography

• Not this well? • ? • ?

Convert
(set casing)

These can be done 
just before the
Production test!

These should be 
Set behind casing
(decision is now)
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平成２９年度事業計画 
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１，日本周辺海域のメタンハイドレート賦存状況の評価（砂層型） 

２，メタンハイドレートシステムの検討 

• メタンの生成に関する検討：これまで構築した微生物によるメタン生成の温度・圧力依

存性に関わる関係（モデル）を更新し、堆積盆シミュレーションへ反映。 

• メタンの移動・メタンハイドレートの集積に関する検討：宮崎沖の2Dモデリングの継続

と3Dモデリングへの拡張、他の海域におけるモデリングの着手。 

• 第２回海洋産出試験： 船上における物理検層即時解析とパッカー設置深度などの決定。

新たに取得する検層データおよび試験結果に基づく貯留層モデルのアップデート。 

• ４成分地震探査： 試験後データ取得 

• 長期陸上産出試験： 各坑井のデータ取得計画の確定、Strat test well結果（予定）に基

づく貯留層の評価。 

3, 海洋産出試験／長期陸上産出試験に係る貯留層評価 

平成29年度の実施内容 
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①濃集帯解釈作業の継続、 ②MHシステムの検討およびエネルギー収支比・経済性

評価の結果も踏まえて、主要な濃集帯について資源開発の可能性に重点を置いた、
総合的な評価結果の更新情報（面積・離岸距離・水深・貯留層深度・性状（容積・ネット
グロス比・孔隙率・飽和率）、期待されるエネルギー収支などの将来の資源開発に関
連する情報）を推定・整理。 


