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メタンハイドレート開発に係る鉱山保安技術検討会

（中間とりまとめ）

１．はじめに

メタンガスと水が低温かつ高圧の状態で結晶化したメタンハイドレート

は、日本近海の水深５００ｍ以深の海底面下の数百ｍの地層中に豊富に賦存

しており、将来の我が国の安定的なエネルギー供給源として有望視されてい

る。政府としても、２００１年度から海洋のメタンハイドレートを対象とす

る委託調査を進めており、今般、東部南海トラフ（渥美半島沖）において海

洋産出試験（鉱業法上の試掘）を実施することとしている。

メタンハイドレートは、地中に固体で存在しており、在来型の石油・天然

ガスと異なり井戸を掘削しても自噴はしないので、在来型の生産技術をベー

スとしながらも産出のために新たな技術を適用することが必要である。今回

の産出試験においては、メタンハイドレートを減圧しメタンガスと水に分解

して洋上に汲み上げることによりメタンガスを採集することとしているが、

この技術を海洋におけるメタンハイドレート層に適用するのは世界で初め

てとなる。

このような新技術の適用に当たり、鉱山保安の確保のため危害の防止、鉱

害の防止等の観点から、在来型石油・天然ガス開発において講じるべき保安

措置のみならず、メタンハイドレートの特性と賦存状態を踏まえた的確な保

安措置を講じることが不可欠である。

このため、今回の世界初の海洋産出試験実施に合わせ、資源開発、海洋、

リスク管理等の分野の専門家からなる「メタンハイドレート開発に係る鉱山

保安技術検討会」において、メタンハイドレート開発において講じるべき鉱

山保安上の措置について検討を行った。
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２．メタンハイドレート産出試験の概要

2001 年に経済産業省が策定した「我が国におけるメタンハイドレート

開発計画」のフェーズ 2の一環として実施される第 1回海洋産出試験が、

2013 年 1 月から 3 月の間に実施される（独立行政法人石油天然ガス・金

属鉱物資源機構（JOGMEC）より石油資源開発㈱（JAPEX）が受託、同社試

掘鉱区内で実施予定。鉱山名：渥美沖鉱山）。

2012 年 2 月から 3 月の間、メタンハイドレートの産出試験に必要な温

度観測井 2 坑（ＭＣ井、ＭＴ１井）及び産出試験をするための産出試験

井（Ｐ井）が掘削され、更に 6 月から 7 月には、メタンハイドレート濃

集帯及びその直上の泥質シルト層からの試料採取として、圧力保持コア

（採取時の圧力を保持した状態のメタンハイドレート試料）の取得作業

も行われた。ここまでの坑井掘削作業は、在来型の石油・ガス開発と同

様の手法を適用したことから、現行の保安措置により作業が進められた。

これらの準備作業に続き、2013 年 1 月から 3 月に、メタンハイドレート

濃集帯に向けてＰ井を追加掘削し、同井で第 1 回産出試験を行う予定であ

る。

●産出試験期間：2013 年 1 月～3月

●作業海域：渥美半島沖約７０kｍ（水深約 1000m）石油資源開発(株)鉱区

●使用掘削バージ：自動船位保持システムを装備した地球深部探査船「ちきゅう」

●産出試験井：Ｐ井（現深度：海底面下 約２２０ｍ、計画：約３２０ｍ）

●温度観測井：ＭＣ井、ＭＴ１井

●作業概要

図１ 2012 年 3 月準備作業終了時の状況

メタンハイドレート濃集帯
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図２ 坑井位置図

図３ 2013 年の産出試験井(P 井)作業手順

産出試験時 廃坑時

メタンハイドレート濃集帯
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・メタンハイドレートの産出試験井(Ｐ井)を海底面から３２０ｍまで掘り下げて、

メタンハイドレート濃集帯に到達させ、産出試験を実施する。

・産出試験では、Ｐ井内で電動水中ポンプを使用して水を汲み上げ、Ｐ井内の圧

力を下げることにより、メタンハイドレート濃集帯の砂層の孔隙内にあるメタ

ンハイドレートを分解させる。その分解は坑井近傍より順次広がっていくが、

分解反応が吸熱反応であるため、分解が及んだ範囲では地層温度が低下する。

この変化を観測するため、温度観測井のＭＣ井、ＭＴ１井がＰ井からそれぞれ

約２０ｍの距離に配置されている。

・メタンハイドレートの分解により発生したメタンガスは、Ｐ井内を上昇して掘

削船上に回収され、バーナーにて焼却、汲み上げられた水は排水基準に適合す

ることを確認した後、海中へ放流される。

・温度観測井のＭＣ井では、ワイヤーライン検層機による中性子を使用した物理

検層が実施され、メタンガス産出の前後におけるメタンハイドレート層の物理

性状の変化を調べる。

・産出試験後、Ｐ井は廃坑されるが、ＭＣ井、ＭＴ１井は、約半年間、温度観測

を継続する。

３．メタンハイドレート産出試験実施に対する危険要因と対策事例

メタンハイドレートの産出に当たっては、在来型の石油・天然ガス開発のた

めの技術・手法等を基礎としながら、メタンハイドレートが高圧低温環境下に

存在する固体であること等その特性に応じた産出方法が適用されている。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

ライザーレス作業
ワイヤーライン検層
温度観測ケーブルの取付
温度観測ケーブルの観測井への取付・取外し
9-5/8"ケーシングパイプのセメンティング

モニタリング（産出試験中・試験後）
廃坑措置

メタンガス生産・廃棄
産出水の処理

産出試験層のライザー掘削
グラベルパック編成管の酸による洗浄
坑井内機器の降下

フロー中断
海底噴出防止装置での切り離し作業

以下では、産出試験のプロセスに沿って、これまでの本検討会における議論

を基に産出試験の実施に当たって、考えられる危険要因、想定される被害とそ

の対策事例を示す。
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図４ ライザーレス掘削時のリエントリー作業

①ライザーレス作業

ライザーパイプ（海底と掘削船の間を接続するガイドパイプ）を使用せずに

坑井の掘削や検層等を行う作業の総称である。

通常の石油・ガス井の掘削作業でも海底面下数百メートル程度まではライザ

ーレス作業となるが、それより深く掘り進む時はライザーパイプとＢＯＰを接

続して作業を行う。

メタンハイドレート産出試験におけるこれまでの掘削作業は、ライザーレス

で行われた。平成２５年１～３月の産出試験では、産出試験井（Ｐ）の掘削及

び産出試験はライザーパイプを設置しての作業となるが、温度観測井（ＭＣ）

の作業はライザーレス作業となる。

・【危険要因】掘管のリエントリー作業時の坑口装置への接触

ライザーレス作業では、掘削船と

海底面の坑井部を結ぶガイドになる

パイプが無いため、坑井内に掘管を

降下して作業を行う際には、海底面

で掘管を坑井内に挿入すること（リ

エントリー）が必要となる。

掘削船上の機械の操作者は、海底

の坑口装置近くに配置したＲＯＶ

(Remotely Operated Vehicle：遠隔

操作無人探査機 )からの映像を確認

しながら、作業を実施する。

挿入するパイプは潮流の影響によ

り、水平方向に動き回るために、坑

井内にパイプ挿入の際にその下端が

坑口装置に接触することがある。

・【想定される被害】施設の損傷

パイプの挿入時に下端が海底坑口装置と接触し、降下するパイプの一部や海底

坑口装置の損傷が生じるおそれがある。

坑口装置

挿入する掘管
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・【対策事例】

機器の損傷を防ぐための対策として、下記を実施することにより、坑

口装置への接触を防止するとともに、万が一接触した場合の損傷の程度

を軽微に止めるようにする。

1.適切なガイドを取り付ける。

坑口装置の形状は入口をすり鉢状とし、ガイド機能により掘管を降下

した際に、その先端が坑井内に向かうようにする。

2.悪天候及び強潮流の際、作業を中断する。

海象を監視（潮流観測を含む）するとともに、著しい海象が観測・予

測される場合は、作業を中断する。

②温度観測井ＭＣ井のワイヤーライン検層作業

産出試験実施の前後に試験対象層の物理性状を測定する

ため、ワイヤーラインの先端に測定機器を接続し、測定器か

ら中性子を発生させ地層の物理性状を測定する。ワイヤーラ

イン検層作業は、通常の油ガス井の掘削作業でも実施される

が、温度観測井（ＭＣ）でのこの作業の特徴は、ライザーレ

ス（無し）で実施する点であり、右図のようにライザーの代

わりに掘管をガイドパイプとして使用し、その中にワイヤー

ライン検層機を降下させる。

・【危険要因】検層機内の中性子発生装置からの中性子の漏洩

中性子を利用した検層を実施するため、中性子が漏洩する可

能性がある。

今回の作業に使用する中性子発生装置は、通電した時にのみ

中性子が発生する機構であるため、掘削船上にて検層機の取

付・取外し等の作業を行う時には、誤って通電しない限り、

中性子が中性子発生装置から漏洩することはない。

・【想定される被害】人体への影響

中性子が漏洩した場合に作業員の人体への影響のおそ

れがある。

図５

ワイヤーライン検層作業

ワ イ ヤ

ーライン

検層機

掘管

海底坑

口装置
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・【対策事例】

中性子が漏洩しないよう、以下の対策を講じる。

１．中性子の発生源は、化学線源を用いない中性子発生装置を使用する。こ

の装置は通電しない限り中性子が発生することがないため、安全性が高

い。

２．中性子発生装置の使用前に、坑井内での測定作業中に地表に中性子が漏

洩しないこと、及び、通電していない時には機器から中性子が漏洩しない

ことを確認する。

３．有資格者（放射線取扱主任者及び放射線安全管理者）により作業の管理

を行い安全の確保に万全を期す。

③掘削船上における温度観測ケーブルの取付作業

温度観測ケーブルをケーシングパ

イプやライザーパイプの外側に沿わ

せて降下する際に、ケーブルを止め具

でパイプに固定する。温度観測井では

温度計測ケーブルがケーシングパイ

プへ取り付けられ降下される。産出試

験井では温度観測ケーブルがライザ

ーパイプへ取り付けられ降下される。

これらの作業は、ムーンプールと

呼ばれる掘削船中央の開口部で実施

される。

・【危険要因】足場からの落下

ムーンプールでの作業用に足場は確保されているが、間違って足場から落下す

ることが考えられる。作業足場の下は海面になっているので、仮に落下した場合

には、約１０メートル下の海面に落下する。

・【想定される被害】人体への影響

作業員が足場から海面に落下して負傷するおそれがある。

・【対策事例】

１．足場の安全性の確認及び作業者の安全帯の装着を徹底する。

２．荒天時等の作業困難な海象の際は、作業を中止する。

④ＲＯＶによる温度観測ケーブル取付及び取外しの作業

図６ ムーンプールに迫り出した足場上の作業
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本作業は、メタンハイドレートの分解が温度観測井に到達することをリアルタ

イムに観測するために、温度観測データを掘削船上に伝送するケーブルを温度観

測井に接続する作業である。

メタンハイドレートの分解反応は吸熱反応であり、分解が起きた場所では温度

の低下が観測される。今回の産出試験では、２坑の温度観測井によって分解の進

展を観測する。産出試験中に温度データをリアルタイムに観測するために船上か

ら温度観測井までのケーブルを接続する。このケーブルは産出試験井のライザー

パイプに取付け、降下され、ケーブル下端部をＲＯＶがつかんで、温度観測井に

接続する。産出試験終了後はＲＯＶを使用して温度観測井からの取外しを行う。

・【危険要因】海底坑口装置近くでのＲＯＶ作業

ＲＯＶが近接する 3 坑の坑井の間を移動して、海底坑口装置への温度計測ケー

ブルの取付・取外し作業を行うため、ＲＯＶが坑口装置と接触することが考えら

れる。

・【想定される被害】施設の損傷

坑口装置に接近して作業を行っているＲＯＶと坑口装置の接触により、ＲＯＶ

の損傷、又は坑口装置の損傷が起きるおそれがある。

・【対策事例】

１．坑井配置及び ROV の投入位置を考慮して、坑口装置への安全な接近経路を

作業前に確認するとともに、視界の悪い場合及び潮流が速い場合は接触の危険

性の高い場所への接近を避ける等、特に安全に配慮して作業を実施する。

２．ROV や 2 次ケーブルが坑口装置と接触するなどの危険性の高い作業の場合、

ROV 操作室での操作監視体制を強化する。

図７ 温度観測ケーブルの取付・取外し作業
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⑤Ｐ井 9-5/8”ケーシングパイプのセメンティング作業

Ｐ井の 9-5/8”ケーシングパイプは、

産出試験層直上に設置される。

9-5/8”ケーシングパイプと地層の間

はセメントで充填され、流体の移動を防

止する障壁（バリア）として機能する。

・【危険要因】セメントの不良によるメタン

ガスの漏洩

ケーシングパイプと地層間のセメン

ティングが不良の場合、産出試験層のメ

タンハイドレート濃集帯と海底面の間

に流体の経路が生じ、メタンガスが海中

に漏洩する可能性がある。

・【想定される被害】環境への影響

産出試験層と海底面の間の障壁が十

分でないと、発生したメタンガスが海中

に漏洩し、海水中のメタン濃度が上昇す

るおそれがある。

しかしながら、ポンプで水を汲み上げ

て坑井内を減圧するという生産手法を

用いて、メタンハイドレートを分解して

メタンガスを発生させるため、発生した

メタンガスの圧力は上部からの水圧よ

りも低い。

したがって、水圧によりガスは押さえ

つけられることからガス漏洩の可能性

は低い。また、海底面と産出試験層の間の経路を通じて海水が試験層に流入する

と減圧ができなくなり、メタンハイドレートの分解が停止する。

セメントが流体の移動を阻止できないと、産

出試験層から海底面へのガスの漏洩、海底面

から産出試験層への水の流入が起きる。

図８ Ｐ井のセメントによる地層隔離
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・【対策事例】

セメントによる良好な隔離が得られるよう、以下の対策を講じる。

１．セントラライザー※を使用して、ケーシングを坑井の中心に保持すること

により、セメントの厚みを均一にする。

２．セメントの逸泥を防止するためにスラリー比重及びセメントコラムの髙さ

を調整する。

３．セメントの固化中のガス移動を抑止するセメントスラリーを使用する。

※セントラライザー：ケーシングパイプの外側に取り付けるスプリングのよう

なもので、ケーシングパイプを坑井の中央に保持するために使用する。

⑥産出試験層のライザー掘削作業

産出試験井において、ライザーパイプを接続し

てメタンハイドレート濃集帯である産出試験層

を掘削する。

産出試験層の掘削中、ライザーパイプ内を上

昇する掘くずの中に含まれたメタンハイドレー

トが、掘削船上に上がってくる途中で分解され

メタンガスが発生する。

また、ライザー掘削では、掘削流体（泥水）

は坑内から掘削船上に回収され、処理後、再度

坑内に送り込まれる。掘削流体の温度が上昇し

坑内に送入された掘削流体の温度がメタンハイ

ドレートを分解する温度になるとメタンガスが

発生する。

・【危険要因】メタンハイドレートの分解によるメタ

ンガスの発生

メタンハイドレート濃集帯を掘削した掘くずに

は、メタンハイドレートが含まれており、ライザ

ーパイプ中を上昇する過程で、温度が上昇し、圧

力が低下するために、分解してメタンガスを発生

する。発生したメタンガスは上昇するにつれ圧力

が低下し膨脹する。また、掘削流体（泥水）の温

度が高いとその熱が地層中のメタンハイドレー

トを分解し、ガスが坑井内に侵入する。
図９ ライザー内でのメタンハイド

レートの分解

ﾒﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰﾄが分

解 し た ガ ス は 膨

張し て地 表に 上

がって来る。

8-1/2”坑 20m 掘

進で、掘くずから

発生するガスの

地表での体積は

30.6m3、170m の

ガ ス コ ラ ム と な

る。
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・【想定される被害】人体への影響、施設の損傷

メタンガスがライザーパイプ頭部から放出されると掘削船上の作業区域に漏洩

し、作業員がメタンガスを吸引すると酸素欠乏により健康被害が生じるとともに、

メタンガスが爆発すると人への被害及び施設への損傷は甚大となる。

環境への影響

ライザーパイプ内でメタンハイドレートの分解により生じたガスが、ライザー

内を上昇するにつれて膨張することにより坑底に掛かる静水柱圧が低下すれば、

地層内のメタンハイドレートの分解を誘発し制御できない連続的な分解に発展す

る可能性があり、その場合産出試験層から海中に漏洩したメタンガスにより海水

中のメタンガス濃度が上昇するおそれがある。

・【対策事例】

１．循環泥水タンクの泥水量を監視することにより、ライザーパイプ内で

のメタンハイドレートの分解を確認し、ライザーパイプ上端に取り付け

られた掘管の外側を密閉するための装置（ダイバーター）を閉め、メタ

ンガスをガスセパレータへ誘導し、安全にガスの排出を行う。

２．坑内の掘くず量を制限しながら掘削を行う。

３．掘削中の循環掘削流体（泥水）の温度を管理する。

⑦グラベルパックで使用する掘管内壁の酸による洗浄作業

Ｐ井の産出試験層部は裸坑（ケーシングパイプ未設

置）の状態であり、産出試験層から坑井内への砂の流入

を防止することを目的にグラベルパック作業を行う。

テスト対象産出試験層は未固結な砂層であるため、

産出試験時に地層内からメタンガスと水を坑内に取り

込む際に大量の砂が流入し、坑井を閉塞するおそれがあ

る。

その対策として非常に目の細かいグラベルスクリー

ンを裸坑部に設置し、その外側をグラベルと呼ばれる砂

で充填する（グラベルパック）ことにより、産出試験中

の地層からの砂の流入を防止する。グラベルパック作業

では、グラベルを送入前に、使用する掘管内壁の洗浄の

ために酸を使用する。酸は使用する掘管を洗浄した後、

直ぐに掘削船上に回収され中和処理される。

・【危険要因】塩酸（濃度１０％）の漏洩

酸の坑井への送入・回収中や掘削船上のタンクに保管

中に酸が漏洩し、飛散する可能性がある。

9-5/8”
ケ ー シ ン
グパイプ

グラベル

グラベル
スクリーン

図１０

Ｐ井裸坑部のグラベルパック
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・【想定される被害】人体への影響、環境への影響

酸が飛散し人体に付着することによる負傷、又は海中へ漏洩することによる海

水の汚染が発生するおそれがある。

・【対策事例】

以下の対策を講じることにより、塩酸の漏洩を防止するとともに、

万が一漏洩した場合の被害防止策を講じる。

１．地上配管は圧力テストを実施した上で使用する。

２．作業中の配管への接近の禁止、皮膚の露出防止のための作業服及び保護

眼鏡の着用の管理を徹底する。

３．中和剤を配備し、作業終了後は速やかに中和処理を行う。

４．廃液は陸上に輸送し、産業廃棄物として処分する。

５．運搬時には漏洩防止のため密閉型タンクを使用する。

⑧坑井内機器の降下作業

産出試験のための機器を坑井内に降下

させるものである。

産出試験用の坑井内機器は、今回の産

出試験のために製作されたものであり、

複雑な形状のものとなっている。また複

数のケーブルも機器に沿わせて降下され

る。降下のために使用される装置は、通

常の機器の降下作業と同様のものが使用

されるが、作業は複雑な形状に対応する

ことが必要となる。

・【危険要因】高所での作業

複雑な装置形状のため高所での締め付け作業等が必要となる。

・【想定される被害】人体への影響

高所での締め付け作業は、足場を使っての作業となるため、作業員が足場から

転落して負傷するおそれがある。

・【対策事例】

図１１ 足場上の作業
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足場の安全性の確認及び作業者の安全帯の装着を徹底する。

⑨産出試験時のメタンガス生産・廃棄作業

産出試験層内でメタンハイドレートが分解して発生したメタンガスと水を掘削

船上に取り出す作業である。

産出試験では、地層内でメタンハイドレートが分解しメタンガスと水が生成す

る。メタンガスと水は坑井内で分離され、それぞれ別の流路で掘削船上に汲み上

げられる。汲み上げられたメタンガスと水は、掘削船上に設置されたセパレータ

ー（ガス・水分離装置）で再度分離された後、メタンガスはバーナーで焼却処分

される。

・【危険要因】掘削船上でのガス漏洩

可燃性ガスであるメタンガスが掘削船上のセパレーター及び配管の中を流れる

ことから、メタンガスが漏洩する可能性がある。

海底面付近でのメタンハイドレート再生成

産出試験層内でメタンハイドレートが分解して発生したメタンガスと水を汲み

上げる際、低温（３～４℃）の海底面付近で冷却されることによりメタンハイド

レートが再生成する可能性がある。

図１２ 掘削船上の産出試験装置
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・【想定される被害】人体への影響、施設の損傷

漏洩したメタンガスを吸引することによる作業員の人体への影響（酸素欠乏）、

メタンガスの爆発による人体への被害及び周辺施設の損傷が起こるおそれがある。

施設への影響

海底面付近の坑内でメタンハイドレートが再生成してチョークライン（水の回

収ライン）が閉塞されると、産出が継続できなくなる恐れがある。

・【対策事例】

１．以下の対策により、メタンガスの漏洩を防止するとともに、万が一漏洩

した場合の早期発見、爆発防止策を講じる。

①掘削船上の配管について使用前に圧力試験を実施し、気密性を確認する。

②ガス検知器を設置する。

③見回りを実施し、ガスの漏洩が無いことを確認する。

④緊急遮断装置を組み込み、ガスの漏洩があった場合には直ちにフローを止

める。

⑤ 防爆区域内の機器を防爆仕様とする。

２．坑内の電動水中ポンプ部分にヒーターを設置し、産出流体の温度上昇を

させて、海底面付近の管内でのメタンハイドレートの再生成を防止する。

⑩産出試験時の産出水の処理作業

産出試験時にメタンハイドレートの分解によって生じた水を掘削船上に汲み

上げるものである。

メタンハイドレートのメタンガスと水への分解を継続するため、これらを掘削

船上に汲み上げる際に、分解水と共に地層水も汲み上げられる。

・【危険要因】産出水の漏洩による海水の汚染

メタンハイドレートが分解されて生成する水は純水と考えられるが、地層水に

は重金属などの有害物質が含まれている可能性があり、有害物質を含んだ産出水

の漏洩する可能性がある。

・【想定される被害】環境への影響

有害物質を含み排水基準に適合しない産出水が海水中に放出されると、海水の

汚染を引き起こすおそれがある。

・【対策事例】



15 
 

産出水の成分分析を実施し、排水基準に適合することを確認した上で、

放流する。適合しない場合は、陸上において産業廃棄物として処理する。

⑪産出試験のフロー中断

産出試験中に、機器の故障等が原

因となってフローが中断されるこ

とが考えられる。

その場合、メタンハイドレートが

分解して発生し坑井内に流入した

メタンガスが、海水により冷却され

再びメタンハイドレートを生成し、

パイプ等を閉塞する可能性がある。

・【危険要因】ハイドレート再生成

海底面近くでは水温が 3～4℃度

程度であり、水とメタンガスが接触

して放置された場合には、ハイドレ

ート再生成が起きる可能性がある。

・【想定される被害】施設への影響

ライザーパイプに沿って海底のＢＯＰ

から掘削船上までつながっている水の回

収ライン（チョ－クライン）が再生成した

メタンハイドレートによって閉塞される

と、フローの再開ができなくなるおそれが

ある。

図１３ メタンハイドレートの平衡曲線

図１４ 水の回収ライン

海底面

産出試験層
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・【対策事例】

1.フロー中断中もキルライン（ライザーパイプに沿って海底のＢＯＰから

掘削船上までつながっているもう一本のパイプ）から水を送り、水の循環

を継続させる。

2.循環の継続ができない場合には、ＢＯＰ内や海底面近くのチョークライ

ンの中の水をメタノールに置換することでハイドレートの再生成が生じ

ないよう対処する。（なお、使用したメタノールは船上に回収した後、陸

上に運び、産業廃棄物として処理する。）

⑫ライザーパイプの海底噴出防止装置(ＢＯＰ)での切り離し作業

天候の悪化等により掘削船の位置保持を安全に行うことができない状況になる

ことが危惧される場合には、掘削船の待避の準備として、ライザーパイプを海底

噴出防止装置（ＢＯＰ）で切り離す作業を行う。産出試験時には坑井内に複雑な

機器が降下されており、それら機器を回収するには相当の時間を要するため、産

出試験の坑内機器には、ＢＯＰ部で切り離しができる機構(ＳＳＴＴ)が備わって

いる。切り離しの際には、まず坑内機器の切り離しを行った後に、ＢＯＰの切り

離しを行うこととなり、通常の切り離し作業に比べて複雑な作業となる。

・【危険要因】切り離し作業時におけるライザーパイプの振れ

切り離された直後、ライザーパイプが振れると、ライザーパイプと接続したＢ

ＯＰの上側も大きく振れ接触する可能性がある。

ガスの海中への漏洩

産出試験時に、海底面下の坑井内及び掘管の中にはメタンガスが流れている。

このような状況の時に、ＢＯＰの切り離しが必要となった場合に、時間的余裕が

あれば坑井内・掘管内のガスを排出した後に切り離しを行う。しかし、緊急に切

り離しが必要になり坑井内・掘管内のガスの排出を行わずに切り離しを行うと、

坑井内・掘管内にあるガスは、海中に漏洩する。

・【想定される被害】施設の損傷

荒天下の作業であり、ＢＯＰは重量物でもあることから、切り離されたＢＯＰ

の上側と下側が接触した場合には機器に損傷を与えるおそれがある。

なお、ガスが海中へ流出することにより、坑井近傍で海水の溶存メタン量が若

干増加するおそれがあるが、放出量が少ないため、環境への影響は無視し得るレ

ベルである。
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※ＳＳＴＴ(サブシーテストツリー)：産出試験中に緊急にライザーパイプの切離し

が必要となった時に、産出試験用坑内機器をＢＯＰ内で切離すための装置。

・【対策事例】

1.産出試験用坑内機器が坑内にある状況での緊急離脱作業を安全に実施でき

るようオペレーションガイドラインを策定し、それに従って産出試験を行

う。

2.産出試験用坑内機器の切り離しを考慮して、緊急離脱手順を設定する。

産出試験用坑内機器をサブシーテストツリー(SSTT)※で切り離した後、BOP のローワーマリーン

ライザーパッケージ(LMRP)部でライザーパイプの切り離しを行う。

図１５ ライザーパイプのＢＯＰでの切り離し
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⑬産出試験中・試験後のモニタリング

産出試験中及び試験終了後に、メタンガスの海水中への漏洩や海底面の変形が

無いことを確認する。

・【危険要因】海底面の変形、メタンガスの漏洩

産出試験中、地層内ではメタンハイドレート

は水とガスに分解され、地層水とともに掘削船

上に汲み上げられ、それにより地層部内で変形

が起きることが考えられる。

また、分解したガスが地層中やケーシング周

りのセメントを通じて海底面に漏洩することも

考えられる。

・【想定される被害】環境への影響

地層部の変形により、海底面の変形が起きる可能性がある。

分解したガスが海底面に漏洩した場合には、海水中のメタンガスの濃度が上昇

するおそれがある。ただし、今回の産出試験では、フロー期間が数週間であり、

分解範囲も限定的なため大きな地層部の変形は生じないと考えられる。また、減

圧法を用いるため分解ガスの圧力は海底面の静水柱圧より低く、ガスが海底面に

漏洩することはないと考えられる。

・【対策事例】

海底面の傾きを計測するセンサー及び海水中のメタンガス濃度を測定する

センサーを海底面に設置し、産出試験期間中及び前後それぞれ約 1 ヶ月間、

海底面の傾斜及び海水中のメタンガス濃度のモニタリングを実施すること

で、変形及び漏洩等の異常の有無を確認する。

⑭廃坑措置

産出試験の終了後、坑井を廃坑する。メタンハイドレートは低温・高圧下で安定

的に存在するため、坑井からガスが漏洩し周辺環境に影響を及ぼす可能性は在来

型の石油・ガスの坑井に比べ非常に小さいと考えられるが、廃坑に当たっては、

従来の石油・ガス開発と同様の手法を適用し、ガス漏洩等の鉱害防止を図る。

Ｐ井については、仕上げ層の直上にブリッジプラグを設置した後、ケーシングパ

イプを切断・回収した上で、埋立セメンティングを行い廃坑する。

温度観測井（ＭＣ井、ＭＴ1井）については、半年程度、温度観測を継続した後

に埋立セメンティングを行い廃坑する。

図１６ モニタリング装置
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４．おわりに

本検討会では、世界で初めてとなる第１回メタンハイドレート海洋産出

試験の実施に当たり、鉱業権者から提供された計画等の情報を基に、在来型

の石油・天然ガス開発と比較しつつ、海洋産出試験に伴う潜在的なリスクに

対していかに対応すべきかを検討し、その結果を中間報告としてとりまとめ

た。本検討会の検討結果が、今回の海洋産出試験の鉱山保安面の審査の際に

活かされることを期待している。

しかしながら、メタンハイドレート開発技術はいまだ発展途上であり、

今後の産出試験等により得られる新たな知見を基に今後更に発展すると見

込まれる。同様に、保安措置についても新たに得られた知見を反映させて見

直しを行っていく必要がある。また、今回の検討は、短期間に実施される試

掘段階における保安措置を対象として行ったが、長期間にわたり採掘を行う

段階では、採掘地周辺の海洋環境への影響など試掘段階では問題とならなか

ったリスクが顕在化する可能性がある。したがって、試掘に関しても、採掘

に関しても、講じるべき保安措置について、知見の蓄積に伴って、今後、更

に検討していくことが求められる。
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＜別紙２＞

メタンハイドレート開発に係る鉱山保安技術検討会

審議経過

� 第１回（平成２４年１月３０日）

・本検討会の開催趣旨について

・本検討会の進め方について

・渥美沖鉱山の事業内容について

� 第２回（平成２４年３月２９日）

・前回指摘事項に対する補足説明について

・渥美沖鉱山の現況調査の実施状況について

� 第３回（平成２４年９月１５日）

・渥美沖鉱山における試掘実施の際の保安措置について

� 第４回（平成２４年１１月１５日）

・検討会の中間とりまとめについて


