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平成２８年度事業報告 
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１，平成２８年度の実施体制（フェーズ3期間中） 
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業務連絡会運営： 12回開催（2月、3月の予定分を含む） 

運営協議会運営： 2回開催 

技術連絡会運営補助： 2回開催 

特許出願・公開・登録管理 

MH21内グループウェアの構築・運用 
 コンソーシアム内利用者数：169名（平成29年1月末現在） 

 利用者への情報提供数：14件（平成29年1月末現在） 

外部発表管理 

海外動向調査： 随時更新 

 

２，企画・運営業務 
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 プロジェクトリーダー    
 東京大学 増田 昌敬 

 サブプロジェクトリーダー 
  （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 佐伯 龍男 
  （国研）産業技術総合研究所 天満 則夫 

 委員 
 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 野上 潔 
 （国研）産業技術総合研究所 神 裕介 
 石油資源開発株式会社  寺尾 好弘 
 日本海洋掘削株式会社 中村 雅洋 
 日本オイルエンジニアリング株式会社 松本 行弘 
  鹿島建設株式会社 三浦 悟 
  （一財）エンジニアリング協会 山田 周治 
 
※ その他、オブザーバーとして各ＧＬ及び資源エネルギー庁担当者等が参加。 

２，（参考）運営協議会メンバー 
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特許登録 
 

特許番号： 338528（ノルウェー）   

登録日： 平成28年8月29日 

特許権者： シュルンベルジェ株式会社 

発明の名称： ダウンホール内の熱特性を測定するシステム及び方法 

         ＜Systems and methods of downhole thermal property    

           measurement＞ 

 （日本国特許取得済み：平成23年8月26日） 

 
 

 

３，特許出願・公開・登録管理 
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（平成29年1月末現在） 

平成28年度 

学会発表 講演・報告 
論文発表 
（査読あり） 

投稿 
（査読なし） 

資料提供 
（教育） 

資料提供 
（ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ） 

資料提供 
（その他） 

68 70 23 9 8 5 27 

合計 210 

４，平成２８年度外部発表件数 
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学会発表の例 
   「日本地球惑星科学連合2016年大会」 
                    会期：2016年5月22～26日  
                    開催場所：千葉 
   「The 10th International Workshop on Methane Hydrate Research and Development (Fiery Ice 2016)」 
                    会期： 2016年6月15～17日 
                    開催場所：ハワイ（米国） 
   「American Geophysical Union 2016 Fall Meeting (AGU 2016) 」 
                    会期：2016年12月12～16日  
                    開催場所：サンフランシスコ（米国） 



WEB（MH21ホームページ） 
 イベント情報・関係資料の更新 

 アクセス数 

   日本語版：178,878件 

   英語版：39,785件 
（平成29年1月末現在） 

 質問コーナーへの 

   個別回答：62件 

  （平成29年1月末現在） 

マスメディア等取材対応 
 テレビ・ラジオ：4件 

 新聞・雑誌：4件 

 その他：1件 （平成29年1月末現在） 

JOGMEC NEWS Vol.46 （2016年9月発行） 

 「メタンハイドレート特集号」 

 

 

MH21ホームページ（トップページ） 

５，広報業務① 
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JOGMEC NEWS 「メタンハイドレート特集号」 



 日時：平成28年12月6日 10時30分～17時30分 

 場所：東京大学 伊藤国際学術研究センター  

      伊藤謝恩ホール 

 主催：メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム 

      （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構  

      （国研）産業技術総合研究所 

 石油・ガス会社、大学生など、参加者は総勢299人 

５，広報業務②（メタンハイドレートフォーラム2016①） 
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ポスターセッションの様子 講演の様子 



５，広報業務③（メタンハイドレートフォーラム2016②） 
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■プログラム 

10:30 ～ 11:00 
開会挨拶 
「メタンハイドレートの研究開発について」 

経済産業省資源エネルギー庁 
石油・天然ガス課   課長補佐 

溝田 健志 

11:00 ～ 11:30 「フェーズ３概要（実行計画）について」 MH21プロジェクトリーダー 増田  昌敬 

11:30 ～ 12:00 「表層型メタンハイドレート資源量調査結果検討委員会の報告」 MH21資源量評価グループ 森田 澄人 

12:00 ～ 13:30 昼休み 

13:30 ～ 15:00 

「メタンハイドレートの貯留層評価と生産挙動予測：在来型とどう違うか？」 
  ・貯留層はどこにあるのか？ メタンハイドレートはどのように存在するか？ 
  ・貯留層の評価はどのような方法で行うのか？どうやって試験候補地を決めるか？ 
  ・生産中に貯留層内でのガス／水の流れはどのように生じているのか？ 
  ・生産挙動予測を行うプログラムはどのようなものか？ 
  ・生産挙動予測の不確実性はどのくらいあるのか？ 

MH21資源量評価グループ 
MH21生産手法開発グループ 
MH21生産手法開発グループ 

藤井 哲哉 
今野 義浩 
内木 元義 

15:00 ～ 16:00 

「メタンハイドレートの海洋開発システム：在来型とどう違うか？」 
 ・どんな開発システムが考えられるか？ 
 ・必要な研究開発要素はどこにあるか？ 
 ・適切なビジネスモデルは？ 
 ・エネルギー収支や経済性の違いはどこに生じるか？ 
 ・災害や環境影響への対策は？ 

MH21フィールド開発技術 
グループ 

山本 晃司 
     

16:00 ～ 16:10  閉会挨拶 MH21サブプロジェクトリーダー 佐伯 龍男 

16:10 ～ 17:30 ポスターセッション 



平成２９年度事業計画 
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• 企画 
– 一般成果報告会 
– 海外動向調査継続・整理 

• 運営 
– 運営協議会、業務連絡会の運営、技術連絡会の運営補助 
– 特許出願・公開・登録の管理 
– 外部発表などの管理 
– グループウェア運用・管理・情報提供 

• 広報 
– マスメディア等取材対応 
– ホームページ質問コーナー対応 
– ホームページの随時更新 

平成２９年度の実施内容 
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