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はじめに
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元
等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、
経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成１７年３月２９日、内閣総理
大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成１７年４月１
日改定）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。
経済産業省資源エネルギー庁の委託により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独
立行政法人産業技術総合研究所、財団法人エンジニアリング振興協会が実施しているメタンハイ
ドレート開発促進事業は、日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートを将来
のエネルギー資源として利用可能とするため、経済的に掘削、生産回収するための技術開発を実
施し、メタンハイドレートの商業的産出のための技術を整備することを目的に、平成１３年度か
ら研究開発に取り組んでいるものである。
今回の評価は、当該事業のフェーズ１が終了する時点での中間評価であり、実際の評価に際し
ては、省外の有識者からなる「メタンハイドレート開発促進事業中間評価検討会（座長：在原典
男 早稲田大学理工学部環境資源工学科教授）」が設けられ、検討が行われた。
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会
評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され
た。
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。
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メタンハイドレート開発促進事業（フェーズ１終了時）中間評価
審 議 経 過

○第１回中間評価検討会（平成２０年９月２６日）
・評価の方法等について
・プロジェクトの概要について
・評価の進め方について
○第２回中間評価検討会（平成２０年１１月７日）
・評価報告書(案)について

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２１年１月２８日）
・評価報告書(案)について
審議の結果、評価報告書（案）に、評価小委員会としての意見を追記することで了承と
なった。このため、「第３章 評価」に、「８．評価小委員会としての意見」として、次の
とおり追記。
「

メタンハイドレート開発促進事業は、フェーズ１を終了し、ほぼ目標通りの成果が得ら

れ、フェーズ２の段階に進むところであるが、より効率的に連携のとれた体制により、技
術的課題への的確な対応や事業の進展に伴い、経済性のシミュレーションを行うとともに、
社会的受容に向けた取り組みを行っていくことが必要である。
また、当初設定した目標や技術上のターゲットに固執せず、その時々の状況に応じ、
種々のシミュレーションを行いつつ、政策上の戦略的観点から見直しを行うことも必要で
ある。
このような点を踏まえ、本件プロジェクトを遂行していくことが望まれる。」
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中間評価報告書概要

プロジェクト名

メタンハイドレート開発促進事業

上位施策名

燃料開発技術プログラム

事業担当課

資源エネルギー庁

資源・燃料部

石油・天然ガス課

プロジェクトの目的・概要
日本周辺海域に相当量の賦存が期待されているメタンハイドレートを将来のエネルギー資
源として利用可能とするため、経済的に掘削、生産回収するための研究開発を実施し、メタンハ
イドレートの商業的産出のための技術を整備する。
フェーズ１においては、東部南海トラフ海域（静岡県沖から和歌山県沖に広がる海域）におけ
る詳細な賦存状況を明らかにし、同海域でのメタンガスの賦存量（1.1 兆立方メートル。我が国
の年間天然ガス消費量の約１３．５倍に相当）を算定。また、平成 20 年 3 月には、カナダでの
陸上産出試験を実施し、世界で初めて「減圧法」で約 6 日間、地中のメタンハイドレート層から
のメタンガス連続生産に成功するなどの成果が得られたところである。
（参考）
・フェーズ１（２００１年度〜２００８年度）
我が国近海での物理探査、試錐による賦存有望海域の選択、陸上産出試験、基礎研究等の実施。
・フェーズ２（２００９年度〜２０１１年度）
我が国近海での海洋産出試験、生産技術等に関する基礎研究等の実施。
・フェーズ３（２０１２年度〜２０１６年度）
商業的産出のための技術の整備、経済性、環境影響評価等の実施。
予算額等
開始年度

（単位：千円）
終了年度

中間評価時期

事後評価時期

事業実施主体
（独）石油天然ガス・金属鉱

平成１３年度

平成３０年度

物資源機構、

平成１７年度

平成３１年度

平成２０年度

（独）産業技術総合研究所、
（財）エンジニアリング振興
協会

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

3,980,538

4,014,158

2,533,000

総予算額
（〜H20FY）
29,710,173

II

総執行額（見込み）
23,581,248

目標・指標及び成果・達成度
(1) 全体目標に対する成果・達成度
経済産業省は平成１３年７月に、メタンハイドレートを経済的に掘削、生産回収するための
開発計画（我が国におけるメタンハイドレート開発計画（以下、開発計画という。））を発表し
た。開発計画では、メタンハイドレート開発の基本方針と６つの目標、及び目標達成に向けて
段階的に技術開発を進める方針が示されている。
このうち、フェーズ１の研究課題は、平成１７年度の中間評価で研究期間の延長が認められ
たことを踏まえて見直された１２３項目であるが、以下には、これらを分かりやすくするため
に整理・集約した１５項目について述べる。

個別要素

目標・指標

技術

（フェーズ１終了時点）

探査分野

成果

達成度

① 有望メタンハイドレー

有望賦存海域として東部南海トラフを選定し、メタ

達成

ト賦存海域の資源量

ンハイドレート層のメタンガス原始資源量を確率論

評価

的手法によって算定した。

② 日本周辺海域におけ

東部南海トラフのメタンハイドレート賦存形態（タ

達成

るメタンハイドレート

ービダイト砂泥互層、濃集帯）を明らかにした。ま

見込み

賦存状況の把握と特

た、地震探査データから濃集帯を推定する手法を

性の解明

確立した。現在、東部南海トラフの知見を踏まえ
て、日本周辺海域の BSR 分布域の見直しを行い、
詳細検討が必要と思われる海域を抽出していると
ころ。

モデリン
グ分野

③ 有望賦存海域からの

東部南海トラフの濃集帯について、原始資源量

メタンハイドレート資

等の検討を行い、海洋産出試験候補地として３箇

源フィールドの選択

所を選定した。

④ 貯留層特性の明確化

基礎試錐コア試験を通じ、生産性評価に重要な

のための海洋産出試

物性、力学的特性を取得すると共に、シルト質濃

験事前評価用パラメ

度の影響評価を行い、三次元的貯留層モデルを

ータを整備し、貯留層

作成した。

達成

達成

モデルを作成
⑤ 砂泥互層への減圧法

減圧法等の分解挙動、砂泥層界面の圧密特性

達成

適用時のメタンハイド

等をコア分解試験で取得し、物性の変化を解析し

見込み

レート分解速度、分

た。氷生成による生産障害の評価は継続して実施

解時の氷生成等の特

中。

性を解明し、分解挙
動モデルを作成

III

⑥ 砂泥互層の生産挙動

貯留層パラメータ、分解挙動モデル、計算モジュ

を記述するモジュー

ールを組み込んだ生産シミュレータを開発し、陸上

ル及びフィールド産出

産出試験の検証を通じ精度の向上を図った。国際

試験の生産量等を予

的な比較研究で信頼性を検証した。今後、フィール

測可能なシミュレータ

ド試験との検証を通じて実用化シミュレータの完成

を開発

を目指す。

⑦ 生産手法（減圧法、

各種分解手法の実験的評価、生産シミュレータに

加熱法等）を評価し、

よる解析を実施。東部南海トラフのメタンハイドレ

貯留層の浸透率等の

ートに対する主たる生産手法として減圧法を提示。

特性に応じた各種手

陸上産出試験によってその有効性を示した。

達成

達成

法の適用指針を作成
⑧ 砂泥互層に対する生
産特性を評価

三次元貯留層モデルを作成し、各濃集帯に対す

達成

る生産性評価を行った。

フィールド

⑨ 生産手法の有効性検

減圧法により約 6 日間連続生産することに世界で

ほぼ

産出試験

証、長期連続生産デ

初めて成功。未固結砂層の孔隙充填型のメタンハ

達成

ータの取得並びに生

イドレート層に対する生産手法として減圧法が有

産シミュレータの有効

効であることを実証した。また、生産シミュレータの

性検証及び精度向上

有効性が検証でき、精度向上が図られた。
なお、試験着手前の目標であった長期の連続産
出試験は、予算と極地での操業期間の制約から
計画を見直し、5.5 日間を目指すこととされた。

開発分野

⑩ 海洋産出試験の坑井

基礎試錐および陸上産出試験の結果を踏まえ、

設計の指針提示

海洋産出試験実施に向けた坑井設計について検

達成

討し、課題を抽出した。海洋産出試験の全体計画
については、フェーズ２の課題となる。
⑪ 第 2 回陸上産出試験

メタンハイドレート開発に適した経済性評価プロ

を踏まえた経済性評

グラムを開発し、フェーズ１終了時点で得られてい

価

る知見を用いて経済性の試算を実施した。その結

達成

果、今後の研究継続により経済性が期待できる水
準との結果が得られた。また、経済性の観点から、
技術課題の抽出を行った。今後、さらに技術開発
の進展に応じた検討が必要である。
環境分野

⑫ 海洋産出試験に適用

東部南海トラフの経年的、季節的な特徴を整理。

する環境影響評価手

また、環境影響を評価する基本指標を抽出し、環

法の提示

境影響評価法に基づく方法書（案）を作成。漏洩メ
タン挙動予測モデルと、メタンハイドレート分解生
成水放出予測モデルを開発し、拡散範囲および生
物影響範囲を予測した。
IV

達成

⑬ ガス漏洩検知技術、

室内試験および実海域試験を通して、要求性能

達成

地層変形検知技術の

を満たす応答性、安定性に優れた METS センサー

見込み

モニタリングシステム

（実証機）を完成した。実海域試験は継続して実施

（実証システム）の完

中。地層変形モニタリングシステムは、室内、陸上

成

試験等を通して、実証機を開発した。海洋産出試
験時の基本設計として、3 種類の観測ステーション
の仕様書と設置・回収方法をまとめた。

⑭ 地層変形予測評価可

力学試験等から取得した海底地盤物性値を基に

能なモデルの完成

地層変形を予測可能なプログラムを開発した。開

達成

発したプログラムについては、室内模型実験およ
び実地盤の変位計測事例を対象に妥当性につい
て検証し、実証プログラムを完成した。さらに、海
洋産出試験を対象とした事前予測を実施した。
⑮ メタンハイドレート開

安全管理上の知見を整理し、海洋産出試験に関

発に伴う安全・環境

する安全管理システムの要件を整理した。メタンハ

管理、環境影響への

イドレート開発において、評価すべきリスクの選定

リスク評価に関する

とリスク評価手法の手順を整理し、必要な情報・デ

情報の整理とまとめ

ータ及び作業を明確にした。

達成

(2) 目標及び計画の変更の有無
①

フェーズ１の期間延長（平成１７年度）
当初計画のフェーズ１は、平成１３年度から平成１８年度までの６年間であった。しか
し、平成１５年度の基礎試錐「東海沖〜熊野灘」の結果、研究期間の延長が必要となった。
この変更は、平成１７年度の中間評価検討会での評価・勧告を受けて認められ、フェーズ
１は平成２０年度までの８年間に修正された。

②

第２回陸上産出試験計画の見直し（平成１９年度）
当初計画の第２回陸上産出試験（カナダ国との国際共同研究）は、最長で約３ヶ月の連
続生産を目指すものであった。しかし、連続生産を実現するための様々な課題が明らかと
なったことから、連続生産の目標は 5.5 日間へと見直された。この変更は、メタンハイド
レート開発実施検討会への報告と承認を経て行われた。

＜共通指標＞
論文数

学会発表数

特許等件数
（出願を含む）

１７１

７１４

１５
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評価概要
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
本研究開発は、我が国周辺海域にも相当量の賦存が期待されながら未利用であるメタンハイド
レートの商業的生産技術の整備を目的としており、エネルギー安全保障及び環境問題の観点から我
が国のニーズに合致している。
フェーズ１では一定の成果が得られたものの、商業化までには新たな技術開発や既存技術の応用
発展など更なる技術的・科学的課題に取り組む必要があり、いまだ民間事業の対象になるレベルに
は達してないことから、本研究開発は国家的なイニシアティブのもとで推進することが妥当である。
事業への期待が大きい反面、商業的産出のための課題と問題点に関する社会の認識は低い。商
業的産出のための不確定要素などは、事業の進展に応じて公表していくべき段階である。
将来は世界的規模でメタンハイドレート開発が進められることを念頭に置き、我が国としては、海外
諸国等との戦略的連携を進めると同時に、国益を確保する上でどのような戦略を採るべきか、検討し
ておくことが望ましい。
２．研究開発等の目標の妥当性
６つの全体目標は適切かつ合理的に設定されている。また、３段階での開発スケジュールは、この
ような難易度の高い技術開発には必要なステップである。フェーズ１の研究課題を１２３項目に設定
し、それらの達成度を評価するために１５項目に集約したことも、適切な評価を行う上で有効である。
他方で、それぞれの目標・指標を同列に併記するだけでなく、全体における位置づけと関連性、重
要度などを明確にすることで、研究の効率・予算配分、プロジェクト管理などに反映すべきである。ま
た、各技術を「商業化に向けてどのように総合的にまとめるか」という視点が必要であろう。
メタンハイドレートの特性について、開発の容易さに応じた分類を行い明示することで、開発ターゲ
ットがより理解しやすくなる。
本研究開発は、未知なるチャレンジングなプロジェクトであることから、推進していく真に意欲と能力
のある人材の採用と育成プログラムが必要と考えられる。
３．成果、目標の達成度の妥当性
メタンハイドレートの生産対象が（砂泥互層の）砂層であり、生産手法として減圧法の有効を検証
し、今後の技術開発の方向を絞り込めたことは大きな成果である。論文発表や講演、国際共同研究
等への参加も行われ、メタンハイドレート研究でのフロントランナーとしてのプレゼンスを示している。
探査技術、資源量評価手法、生産テストの操業手順の確立、環境モニタリング機器の整備など基
礎研究のフェーズ１の成果は目標を達成した。カナダにおける国際共同研究の枠組みと厳しい気象
条件の中で陸上産出試験を完遂できたことは大きな実績を残した。
第２回陸上産出試験が短期間にとどまったことなどから、商業化に向けた情報は限定的であり、今
後は長期安定生産を保証する技術の確立などが必要である。
未知なる成果を探るための目標や研究計画を立てることは難しく、当初の目標やスケジュールは
変更を余儀なくされることもある。このため、達成度にこだわるよりも、失敗や計画の未達成の原因を
明らかにすることが重要である。
さらに個々の成果において可能な範囲で世界的な開発レベルとの比較を行うことにより、開発水準
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のより適切な評価が可能になる。
４．事業化、波及効果についての妥当性
これまでの研究成果からフェーズ１の目標はほぼ達成されていることから、フェーズ２への移行は
妥当である。なお、基礎研究が終了する現時点で、事業化の妥当性を評価することは困難であり、フ
ェーズ２の結果が出るまでは尚早と思われる。
世界の資源・エネルギー学会で遅れをとっているわが国が、メタンハイドレート国際会議では主導
権を持ち論文発表が数多く、特許出願数も際立っており、米国との共同研究に合意したことも評価さ
れる。さらに、このような国際的な認識を高め、今後の国際協力の土壌を整え、わが国の資源開発技
術に関わる研究者・技術者と科学技術のステータスを高めたことも波及効果と言えるだろう。
事業化には、メタンハイドレート層から連続的、安定的にガスを生産する手法、および生産をコント
ロールする手法を確立することが大前提である。実際のフィールド試験によって問題の把握と解決を
図るとともに、我が国が不足している知見や技術を国際連携により効果的に取り込む方法を講じるこ
とが望ましい。また、メタンハイドレート開発と地震、海底地滑り誘発との関係や制御不能なメタン漏
洩の可能性などの環境調査に留意しなければならない。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
フェーズ１の研究開発は、ほぼ計画に沿って進んだと判断される。また、平成１７年度に研究期間
を２年間延長したことは適切であった。
実施体制や研究開発マネジメントについても、成果、報告、資料等から勘案すると、総じて適切な
対応が取られてきたものと思慮される。期待される資源量の規模と比すれば、これまでの研究開発の
費用対効果は認められる。
他方、研究コンソーシアムが３つの分野に分かれており、互いに情報交換が不足している部分も見
受けられる。
現時点で経済性を評価することは尚早だが、まずは開発への道筋をつけることで、コスト削減の方
向や方策もみえてくるのではないか。
６．総合評価
本事業は、国のエネルギー政策、温暖化ガス削減政策、海洋政策に沿っているとともに、エネルギ
ー資源の確保の観点から国民のニーズに合致し、大きな関心と期待を集めている。フェーズ１の研究
においては、期間の延長など柔軟な取り組みにより、ほぼ目標通りの成果が得られたことは、高く評
価される。
今後、前人未踏の分野に踏み込むことになるが、石油開発事業は、本来、既成概念を乗り越えて、
斬新な発想の是非を問う挑戦的な仕事である。既存の概念や発想にとらわれることなく、大局的視点
に立ち、効率的で連携のとれたプロジェクト遂行を要望したい。
フェーズ２では、諸外国との技術・資金協力によって、早期に産出試験を実施すべきである。また、３
グループの連携によって、統合的モデリングとシミュレーションを行い、信頼性の高い経済性評価を
行う必要がある。
フェーズ１の経験からプロジェクトに関する自負と反省をまとめ、今後のあるべき理想像をまとめて
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ほしい。
成果の公表、外部発表は、より幅広い分野へ向けての適切な発表を行い、多方面からのより正しい
理解を深めるよう努力が望まれる。
フェーズ１で明らかにされたメタンハイドレート、モデリングは実験室実験に負うところが大きいの
で、そのスケールアップに多くの注意が必要である。フェーズ２の現場実験を通じて、現場で遭遇する
トラブルも含めた知見のフィードバックを望む。
７．今後の研究開発の方向等に関する提言
フェーズ２の海洋産出試験では、まずは単一坑井の最大生産能力と周辺地層への影響について十
分な測定データを取得する必要がある。
今後は、世界の機関や先進企業と連携し、効果的な進展を図ることが重要。国際連携を進める上
では、我が国が有するリソース（技術と資金）、貢献すべき分野、得意な分野などを確認し、パートナ
ーの資質やポジションを踏まえて、基本戦略を立てておくことが必要である。
今後は、実証、商業化が目的となり、規模も大きく、かつ現実的な課題も多くなることは明らか。段
階的に得られる成果を十分に吟味して、目標の明確化・再設定を柔軟に行うことが必要となる。特に
海洋産出試験の目標の設定などは、シミュレータによるケーススタディと組み合わせて、明確に示し
ていくことが望まれる。
今後の研究開発事業は、より幅広い分野の技術者等を総動員した態勢が必要である。そして国家
プロジェクトの実施機関は国民への説明責任をきちんと行うとともに、環境対策についてもきめ細かく
検討することが肝要である。
石油天然ガス固有技術にとどまらず、関連する技術を幅広く取り込んで付加効果を上げるよう心が
けてほしい。
今回得られた技術、知見に基づき、ハイドレートの特性に応じた独自の分類、定義を明示し、世界
標準としていくような努力が望まれる。本開発は、それらの分類の中で、（国内において）最も開発の
可能性が高いメタンハイドレートにフォーカスを当てたプロジェクトであることを明確に表現すること
で、一般社会、関係者の理解が深められると思われる。
商業化を目指すためには、オペレーションの経験と技術を有する民間の石油・天然ガス資源開発
企業の積極的な参加を図る必要がある。
８．評価小委員会としての意見

メタンハイドレート開発促進事業は、フェーズ１を終了し、ほぼ目標通りの成果が得られ、フェ
ーズ２の段階に進むところであるが、より効率的に連携のとれた体制により、技術的課題への的
確な対応や事業の進展に伴い、経済性のシミュレーションを行うとともに、社会的受容に向けた
取り組みを行っていくことが必要である。
また、当初設定した目標や技術上のターゲットに固執せず、その時々の状況に応じ、種々の
シミュレーションを行いつつ、政策上の戦略的観点から見直しを行うことも必要である。
このような点を踏まえ、本件プロジェクトを遂行していくことが望まれる。
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評点結果
平均 点

（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00

3.00
2.57

2.50

2.14

2.29
2.00

2.00
1.71

1.50
1.00
0.50
0.00
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第１章

評価の実施方法

第１章 評価の実施方法

本プロジェクト評価は、
「経済産業省技術評価指針」
（平成 17 年 4 月 1 日改定、
以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。

１．評価目的
評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として
(1)研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への施策・事業等の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
(5)研究開発機関の自己改革の促進等
を定めるとともに、評価の実施にあたっては、
(1)透明性の確保
(2)中立性の確保
(3)継続性の確保
(4)実効性の確保
を基本理念としている。
プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け
られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・
政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度
の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体
制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの
である。
その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、
効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。
２．評価者
評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、
被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ
り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家
で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。
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これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会
委員名簿にある７名が選任された。
なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省資源エ
ネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課が担当した。
３．評価対象
メタンハイドレート開発促進事業（実施期間：平成１３年度から平成２０年
度）を評価対象として、研究開発実施者（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、（独）産業技術総合研
究所、
（財）エンジニアリング振興協会の３者が組織）から提出されたプロジェ
クトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。
４．評価方法
第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質
疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。
第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ
る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要
素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報
告書(案)を審議、確定した。
また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生
じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。
５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課において
平成１９年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価
項目・評価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評
価項目・評価基準とした。
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
（１）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。
・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。
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（２）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性
等）
・社会的・経済的意義（実用性等）
２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設
定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水
準（基準値）が設定されているか。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ
イプの作製等があったか。
（２）目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の
達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。
４．事業化、波及効果についての妥当性
（１）事業化については妥当か。
・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及
び解決方策の明確化等）は立っているか。
（２）波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。
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・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題
への対応の妥当性）。
・採択スケジュール等は妥当であったか。
・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。
（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる
環境が整備されているか、いたか。
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分
に行われる体制となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実
施しているか、いたか。
（３）資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。
（４）費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
（５）変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ
の対応の妥当性）。
・代替手段との比較を適切に行ったか。
６．総合評価
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第２章

プロジェクトの概要

１．事業の目的・政策的位置付け
１−１

事業目的

【標準的評価項目】
○事業目的は妥当か。
・事業の科学的・技術的意義(新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等)
・社会的・経済的意義(実用性等)
本プロジェクトは、日本周辺海域に相当量の賦存が期待されているメタンハ
イドレートを将来のエネルギー資源として利用可能とするため、経済的に掘削、
生産回収するための研究開発を実施し、メタンハイドレートの商業的産出のた
めの技術を整備することを目的としている。
エネルギー資源の大部分を輸入に依存する我が国にとって、メタンハイドレ
ートが実用化できれば、我が国のエネルギー安定供給に貢献する新たな国産エ
ネルギー資源になることが期待される。また、メタンハイドレートの成分であ
るメタンガスは天然ガスの主成分であり、化石燃料の中では石油や石炭に比べ
て環境負荷が少ないクリーンなエネルギー資源であり、地球温暖化対策への貢
献も期待されることから、社会的・経済的な意義は大きい。しかしながら、非
在来型資源であるメタンハイドレートは、石油や天然ガスなど在来型資源開発
とは異なる新たな生産技術の開発等が必要である。
本プロジェクトは、世界に先駆けてメタンハイドレートの商業的産出のため
の総合的な技術開発を目指しているものであり、新規性・独創性の高く、我が
国における科学的・技術的意義も大きいと思慮される。
（参考）
●日本のエネルギー自給率

4%

（原子力を国産とした場合

［出所

●日本の天然ガス輸入依存度
［出所

19%）

IEA,Energy Balances of OECD Countries (2005)］

96.2%

財務省貿易統計、資源エネルギー庁総合エネルギー統計(2007)］

●天然ガスの環境負荷（石炭を 100 とした場合の燃焼時の発生量）
二酸化炭素

石炭：100、

石油 80、

天然ガス 60

窒素酸化物

石炭：100、

石油 70、

天然ガス 40

硫黄酸化物

石炭：100、

石油 70、

天然ガス 0

［出所
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資源エネルギー庁総合エネルギー統計］

１−２

政策的位置付け

【標準的評価項目】
○政策的位置付けは明確か。
・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
一次エネルギーの８割以上を海外から輸入する我が国にとって、国内資源の
開発促進は、最も安定したエネルギー供給源を確保することに繋がる。特に天
然ガスの供給源の確保と利用拡大は、地球温暖化対策の観点からも重要なエネ
ルギー政策になっている。
このような背景から、メタンハイドレート研究開発の意義については、国の
上位施策として、京都議定書目標達成計画（H17.4.28 閣議決定）、エネルギー
基本計画（H19.3.9 閣議決定）、海洋基本計画（H20.3.18 閣議決定）にも位置
づけられている。また、総合科学技術会議の分野別推進戦略でも、
「重要な研究
開発課題」として、エネルギー分野及びフロンティア分野に登録されている。

（参考：海洋基本計画（抄））
●メタンハイドレートは、南海トラフ等に相当量の賦存が見込まれており、商業生産
が可能となった場合には、将来のエネルギー安全保障上重要かつ有望な国産エネル
ギーとなりうる。一方、生産技術の開発が課題となっており、平成13年以降国によ
る技術開発が継続され、平成18年度にカナダ北部において陸上産出試験を実施し、
減圧法によるメタンハイドレートの産出に成果を得ている。このため、賦存状況の
把握のための調査を実施するとともに、周辺海域での産出試験、経済性の評価、生
産に伴う環境への影響の評価技術の確立等、将来の商業生産に必要な技術開発等を
計画的に推進する。
●いまだ商業化されていないメタンハイドレート及び海底熱水鉱床については、今後
10年程度を目途に商業化を実現することを目標とする。
●メタンハイドレートについては、平成20年度までにカナダで行う陸上産出試験によ
り得られた技術課題の評価を行う。この結果を踏まえ、平成21年度から次の研究段
階に移行し、周辺海域における海洋産出試験等の実施により将来の商業化実現を目
指す。
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１−３

国の関与の必要性

【標準的評価項目】
○国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。
・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。

本プロジェクトは、世界に先駆けて非在来型資源であるメタンハイドレート
の商業的産出のための中長期かつ総合的な技術開発等を目指していることから、
これらを民間のみに任せた場合、不確実な要素が多いため、担い手がおらず、
たとえ取り組む民間があったとしてもリスクが大きい。このようなエネルギー
政策上取り組むことが不可欠でかつ民間に委ねることが困難な施策については、
国の負担により実施することが妥当である。
また、天然ガスについては世界的にも需要が拡大しており、価格高騰ととも
に資源獲得競争が激しくなっているのが現状。このような中、各国政府もメタ
ンハイドレートの研究を加速しているが、平成 13 年度から政府が主導して本格
的な研究に着手した我が国の技術力は、現時点では世界のトップレベルである。
我が国としては、このアドバンテージを活かすことが出来る国際的なパート
ナーとの互恵的な協力関係を見据えた上で、引き続き、政府が日本の高い技術
力を結集し、メタンハイドレートの早期実用化に必要な技術開発を進めていく
ことが重要である。

（参考）フェーズ 1 における国際協力の例
●第 1 回陸上産出試験（平成 13 年度）
日本・カナダ・米国・インド・ドイツの 5 カ国共同によるメタンハイドレートのフィー
ルド産出試験。

●第 2 回陸上産出試験（平成 18 年度〜平成 20 年度）
日本・カナダの 2 カ国共同によるメタンハイドレートのフィールド産出試験。

●メタンハイドレートの日米協力（平成 20 年度〜）
平成 20 年 6 月、青森市において日米によるメタンハイドレートの協力意図表明文書を
締結。日米両国で協力し、メタンハイドレートの早期実用化を目指すことで合意。
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２．研究開発目標
２−１

研究開発目標

【標準的評価項目】
○研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定
しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準(
基準値)が設定されているか。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
２−１−１

全体の目標設定

（１）全体目標について
かつてのメタンハイドレート調査は、日本周辺海域の賦存の可能性を把
握するといった分布調査のみであったため、商業的開発に必要な基礎的特
性の把握、資源量の評価、及び生産技術の開発等は行われていなかった。
このため、経済産業省は平成 12 年 6 月にメタンハイドレート開発検討委
員会を設置し、メタンハイドレートを経済的に掘削、生産回収するための
開発計画の検討を開始、平成 13 年 7 月に「我が国におけるメタンハイドレ
ート開発計画（以下、開発計画という）」を発表した。開発計画は、平成 28
年度（2016 年度）までの中長期的な視点でまとめられている。その基本方
針と目標は以下の通りであり、現在の経済産業省が実施するメタンハイド
レート研究開発も、この方針に沿って進められている。
なお、開発計画は、平成 13 年 6 月の総合資源エネルギー調査会石油分科
会開発部会天然ガス小委員会において、
「国が主体となって中長期的な視点
で、技術開発や基礎試錐等を拡充していくことが重要である。また、この
際、経済産業省に設置され検討が行われているメタンハイドレート開発検
討委員会の報告を尊重すべき」との指摘がなされている。
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（基本方針）
我が国周辺に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートについて、
将来のエネルギー資源として位置づけ、その利用に向けて、経済的に掘削・
生産回収するための技術開発を推進し、エネルギーの長期安定供給確保を
図る。
（目標）
１．日本周辺海域のメタンハイドレートの賦存状況把握と特性の明確化
２．有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定
３．有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並
びにその経済性の検討
４．選択されたメタンハイドレート資源フィールドでの産出試験の実施
（2011 年度まで）
５．商業的産出のための技術を整備（2016 年度まで）
６．環境保全に配慮した開発システムの確立

（２）開発スケジュールについて
開発計画では、目標達成に向けて 3 段階のフェーズを設定し、ステップ
を踏んで研究開発を進めることにしている。終了年度は、平成 28 年度（2016
年度）が計画されている。各フェーズの概要について、表１に示す。
開発スケジュールについては平成 17 年度（2005 年度）に見直しが行われ、
フェーズ 1 を 2 年間延長することが決定された。期間延長の経緯について
は、「5-5 変化への対応」を参照されたい。
また、フェーズ 1 が終了する平成 20 年度においては、これまでの研究成
果をまとめるとともに、研究開発の現状を踏まえたスケジュールの見直し
を検討する必要があるが、その内容については、「4-1 事業化の見通し」を
参照されたい。
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（表１

フェーズ

当初計画

目標達成に向けた開発スケジュール）

変更計画※

主な内容

基礎的研究（探査技術、基礎物性、分解生成技術等）

フェーズ 1

平成 13 年度

平成 13 年度

〜

〜

平成 18 年度

平成 20 年度

（6 年間）

（8 年間）

を推進しつつ、「メタンハイドレート探査技術の最
適化を達成」
、
「賦存海域・賦存量を把握」、
「フェー
ズ 2 での海洋産出試験対象となりうるメタンハイド
レート資源フィールドを選択」
、
「陸上産出試験を通
じ、連続性を持ってメタンハイドレートを地表に取
り出す技術を検証」する。

フェーズ 2

フェーズ 3

平成 19 年度

平成 21 年度

基礎的研究（生産技術、環境影響評価等）を推進し

〜

〜

つつ、「選択された資源フィールドの資源量評価」、

平成 23 年度

平成 23 年度

「日本近海での海洋産出試験を実施し、生産技術等

（5 年間）

（3 年間）

平成 24 年度

平成 24 年度

〜

〜

平成 28 年度

平成 28 年度

（5 年間）

（5 年間）

を検証」する。

商業的産出のための技術を整備し、経済性、環境影
響等を検証する。

※平成 17 年度に見直しが行われた計画の内容
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２−１−２

個別要素技術の目標設定

平成 17 年度にフェーズ 1 の中間評価が行われ、フェーズ 1 の研究期間は 2 年
間の延長が認められた。この評価を反映し、フェーズ 1 の研究課題として 123
項目を設定するとともに、これらの成果をわかりやすく表示するため 15 項目に
集約を行った。本項では、この 15 項目を個別要素技術の「目標・指標」として
説明する。

表２．個別要素技術の目標
要素技術
探査分野

目標・指標

（中間評価時点）

① 有望メタンハイドレート賦存海域の資源量評価
② 日本周辺海域におけるメタンハイドレート賦存状況の把握と特性の明確化
③ 有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択

モデリング
分野

④ 貯留層特性の明確化のための海洋産出試験事前評価用パラメータを整備し、貯
留層モデルを作成
⑤ 砂泥互層への減圧法適用時のメタンハイドレート分解速度、分解時の氷生成等
の特性を解明し、分解挙動モデルを作成
⑥ 砂泥互層の生産挙動を記述するモジュール及びフィールド産出試験の生産量
等を予測可能なシミュレータを開発
⑦ 生産手法（減圧法、加熱法等）を評価し、貯留層の浸透率等の特性に応じた各
種手法の適用指針を作成
⑧ 砂泥互層に対する生産特性を評価

フィールド
産出試験
開発分野

⑨ 生産手法の有効性検証、長期連続生産データの取得、並びに生産シミュレータ
の有効性検証及び精度向上
⑩ 海洋産出試験の坑井設計の指針提示
⑪ 第 2 回陸上産出試験を踏まえた経済性評価

環境分野

⑫ 海洋産出試験に適用する環境影響評価手法の提示
⑬ ガス漏洩検知技術、地層変形検知技術のモニタリングシステム（実証システム）
の完成
⑭ 地層変形予測評価可能なモデルの完成
⑮ メタンハイドレート開発に伴う安全・環境管理、環境影響へのリスク評価に関
する情報の整理とまとめ

11

３．成果、目標の達成度
３−１

成果

【標準的評価項目】
○成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイ
プの作製等があったか。

３−１−１

全体成果

フェーズ 1 の個別要素技術の成果を踏まえ、開発計画にある 6 つの目標のう
ち、「１」〜「３」についての成果の概要をまとめる。
１． 日本周辺海域のメタンハイドレート賦存状況把握と特性の明確化
２． 有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定
３． 有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並び
にその経済性検討
なお、目標の「４」〜「６」については、「４」、「５」がフェーズ 2 以降の
課題であること、「６」がプロジェクト全体を通じて継続する課題であること
から、ここでの説明は省略する。
４． 選択されたメタンハイドレート資源フィールドでの産出試験の実施
５． 商業的産出のための技術の整備
６． 環境保全に配慮した開発システムの確立
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（１）日本周辺海域におけるメタンハイドレート賦存状況の把握と特性の明
確化
フェーズ 1 では、静岡県沖から和歌山県沖に広がる東部南海トラフ海
域をモデル海域として、基礎物理探査、基礎試錐を通じた詳細検討を実
施した。その結果、既存のメタンハイドレートの賦存を推測するＢＳＲ
（※１）解釈の高度化に加え、砂泥互層の砂層孔隙中にメタンハイドレ
ートが胚胎していることが明らかになり、新たな「メタンハイドレート
濃集帯」という概念による解釈が可能となった。メタンハイドレート濃
集帯とは、メタンハイドレート層のうち、周辺に比べて特にまとまって
濃集している部分を指す。さらに、東部南海トラフで蓄積された知見を
もとに、日本全域の既存物理探査データの見直しを行い、メタンハイド
レート有望海域の検討を進めているところ。
また、基礎試錐で得られたコア試料の物理的特性を把握するため、大
水深海底下と同様な原位置条件で測定する技術を確立した。その結果、
東部南海トラフでは、砂層は浸透性を有すること、泥層は低浸透性でガ
スシール性があること、砂層・泥層とも比熱が比較的高いことなどが分
かった。これらの成果は、メタンハイドレートの生産手法を検討するう
えでの必要不可欠なデータである。
（※１）ＢＳＲ（Bottom Simulating Reflector：海底擬似反射面）：
メタンハイドレートが分布する海域には、地震探査記録に
BSR と呼ばれる特殊な反射記録が現れ、メタンハイドレートの
存在を推測することが出来る。

（図１

日本近海の BSR 分布域）

（図２
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東部南海トラフで採取された試料）

（２）有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定
詳細な賦存状況を把握した東部南海トラフ海域を対象として、確率論
的手法により、坑井データ及び地震探査データに基づきメタンハイドレ
ート層に含まれるメタンガスの原始資源量の算定を実施した。本算定に
あっては、在来型資源に用いられる手法（容積法）に容積倍率・ケージ
占有率というメタンハイドレート独自のパラメータを導入し、メタンハ
イドレートに適用出来るよう修正するとともに、メタンハイドレートの
賦存状況・特性に関する研究成果を踏まえて各パラメータ（総岩石容量、
ネット/グロス比、孔隙率、メタンハイドレート飽和率等）の値を見積
もっている。
3
その結果、当該海域の原始資源量（※１）は、全体で 11,415 億 m（40TCF）

（濃集帯で 5,730 億 m3（20TCF））と算定された。これは、平成 18 年の
我が国年間天然ガス消費量（846 億 m3）の約 13.5 倍に相当する。なお、
他の海域を東部南海トラフ海域と同様に評価する（※２）ためには、三
次元物理探査や基礎試錐などによる詳細調査が必要である。
（※１）原始資源量とは、地下に集積が期待される資源総量であり可
採埋蔵量ではない。
（※２）東部南海トラフ海域の BSR 分布域は日本周辺の約 1 割に相当。

（図３

東部南海トラフ海域の拡大図）
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（３）有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並び
にその経済性の検討
東部南海トラフ海域では、16 箇所のメタンハイドレート濃集帯が抽出
された。このうち、基礎試錐でデータが得られている海域を対象に 41
項目について比較検討を行い、3 箇所を海洋産出試験候補海域として選
定した。なお、海洋産出試験の実施地点は、具体的な試験内容が明確に
なったのち、これらのデータをもとに選定されることが期待される。
また、フェーズ 1 ではメタンハイドレートの経済性を評価するシステ
ムを開発した。経済性評価の目的は、開発可能性の見通しを得ること、
必要な技術課題を抽出することにある。しかし、メタンハイドレートは
世界でも実用化の例はなく、本プロジェクトも技術開発の途上にあるこ
とから、現状では評価に必要な多くの情報が得られていない。このため、
十分な精度の経済性評価を行えるとはいえないが、これらの前提で試算
したところ、今後の研究で経済性が期待できる可能性が示唆された。
３−１−２

個別要素技術成果

（１）探査分野
フェーズ 1 では、静岡県沖から和歌山県沖に広がる東部南海トラフ海
域をモデル海域として、基礎物理探査、基礎試錐を通じた詳細検討を実
施した。その結果、東部南海トラフ海域のメタンハイドレートはタービ
タイト砂泥互層の砂層に賦存するタイプが主体であり、かつ、メタンハ
イドレート濃集帯が存在することを明らかにした。また、地震探査デー
タからメタンハイドレート濃集帯を推定する手法を確立した。更に、東
部南海トラフ海域のメタンハイドレート原始資源量を確率論的手法に
よって算定した。
また、東部南海トラフ海域のメタンハイドレート濃集帯について、原
始資源量、貯留層特性、海底面の環境等について検討を行い、海洋産出
試験候補地として３箇所を選定した。
東部南海トラフ海域以外の日本周辺海域においては、東部南海トラフ
海域で得られた知見を踏まえて、既存物理探査データを元に BSR 分布域
の見直しを行うとともに、メタンハイドレート有望海域の検討を進めて
いるところ。
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（２）モデリング分野
モデリング分野では、様々なフィールド（貯留層）に応じて、減圧法、
加熱法及びそれらの併用法など種々の生産手法で解析が可能な、メタンハ
イドレート資源に対する汎用の生産シミュレータ（MH21-HYDRES）を
開発した。また、メタンハイドレートが賦存する原位置条件での物性、分
解特性試験技術を開発し、東部南海トラフ海域の貯留層特性を評価した。
本シミュレータをもとに、東部南海トラフに最適な生産手法を検討した
ところ、主たる手法として地層圧力を低下させる『減圧法』が効果的であ
ることが分かった。
なお、減圧法については、第 2 回陸上産出試験で、生産シミュレータの
事前予測とほぼ一致する結果（ガス・水生産量など）が得られるなど、フ
ィールドスケールでの実証が行われたところ（（３）フィールド産出試験
を参照）。今後、さらなる産出試験による検証を通じて、シミュレータの
評価と改善を図る必要がある。

貯留層初期
パラメータを入力
貯留層初期パラメータを入力
z 孔隙率
z MH・水飽和率
z 絶対・相対・有効浸透率
z 熱伝導率・比熱
z 圧力・温度、その他
z 天然ﾌﾗｸﾁｬｰ・断層特性

開発コンセプト
種々の特性を有する貯留層に
対して最適な生産手法を解析
し提示する

不均質性、要求精度
に合わせ3D座標の
グリッドサイズを設定

生産条件を入力（P,T,
生産条件を入力（P,T, etc）
etc）
相挙動・相特性計算ルーチン
z 4相平衡圧力・温度
z 成分フガシティ
z MH分解・生成速度
z 相密度・粘度
z 相エンタルピー
z MH分解・生成潜熱
z 塩溶解、氷生成・融解熱等
z 異種ガスを含む気相特性
z インヒビタを含む水相特性
z 氷・MH再生成条件・速度
z その他

（図４

MH21-HYDRES

z
z
z
z
z

貯留層パラメータ
変化計算ルーチン
有効浸透率変化
相対浸透率変化
多相総熱伝導率
圧密/絶対浸透率変化
ｽｷﾝ/絶対浸透率変化

出力値
z 地層内圧力・温度の推移
z 生産ガス・水量推移
z 地層内MH・水・ガス飽和率
z 地層内浸透率分布
z その他

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

対応可能な生産手法
減圧法
坑井加熱法
温（熱）水圧入法
水蒸気圧入法
インヒビタ（Me-OH、熱塩
水）圧入法
インヒビタHuff&Puff法
温・熱水Huff/Puff法
窒素圧入法
炭酸ガス圧入・置換法
上記手法の併用法

MH21-HYDRES の主な計算手順と出力値及び対応可能な生産手法）
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（３）フィールド産出試験
フィールドでの生産手法の実証を行うため、カナダ極地方の永久凍土
層下に広がる砂層に胚胎するメタンハイドレートに対して、2 回の産出
試験を実施した。
平成 14 年（2002 年）3 月に行われた第 1 回陸上産出試験では、
『温水
循環法』により、世界で初めて地下のメタンハイドレートを分解させて
メタンガスを生産した（試験期間 5 日間、累計生産量 470m3）が、経済
的な回収手法の観点からは、エネルギー効率や生産の継続性についての
課題を残した。
その後、東部南海トラフ海域の詳細調査を踏まえて臨んだ、平成 20
年（2008 年）3 月の第 2 回陸上産出試験では、世界で初めて『減圧法』
による連続生産に成功（試験期間 6 日間、累計生産量 13,000m3）し、減
圧法が生産手法として有効であることを実証した。なお、第 2 回陸上産
出試験の当初目標であった長期の連続産出試験は、予算と極地での操業
期間の制約から 5．5 日間に見直され、実施された。
今般の試験では、減圧法により連続生産が可能であることを実証する
など大きな成果が得られたが、より長期の試験や海洋の環境下での技術
の実証など、商業的産出のためにはまだ多くの課題が残されている。今
後、メタンハイドレートの生産技術の確立に向けて、さらなる産出試験
等の研究開発を着実に実施していくことが必要である。

（図５

第 2 回陸上産出試験実施位置図）

17

（図６

第 2 回陸上産出試験の様子）

（４）開発分野
基礎試錐「東海沖〜熊野灘」および陸上産出試験の結果を踏まえ、海
洋産出試験を目的とした坑井計画の概念を検討し、同検討通じてフェー
ズ２における海洋産出試験の実施向けた技術課題の抽出（大水深浅層に
対するセメンチング・坑井仕上げ、緊急切り離しを考慮した減圧法を適
用する坑内システムの構築等）を実施した。
また、選択されたメタンハイドレート資源フィールドに対して、第 2
回陸上産出試験を通じて検証が図られた生産シミュレータを用いて経
済性検討を行った。その結果、今後の研究継続により経済性が期待でき
る可能性が示唆された。また、経済性検討から、技術課題の抽出（生産
量向上、回収率向上等）を行った。
（５）環境分野
メタンハイドレートは非在来型資源であることから、開発における環
境影響を把握する技術は確立していない。このためフェーズ 1 では、開
発計画の方針に基づき、メタンハイドレート開発における環境影響を予
測するために必要となる基礎情報の整理収集及び、要素技術の研究を実
施した。
メタンハイドレート賦存海域のベース情報を把握するための海域環
境調査と基礎試錐コア試料を用いた海底堆積層の地盤物性の把握を行
った。また、メタンハイドレート開発において特に考慮すべき環境因子
としてメタン漏洩と地盤変形を抽出し、それらの挙動を予測するモデル
の構築と、海洋での生産試験においてリアルタイムにモニタリングでき
るセンサー類の開発を行った。さらに、我が国において前例のない大水
深開発に不足しているＨＳＥに関する知見を諸外国の調査を通じて蓄
積した。
今後は、これらの成果を統合して、海洋での生産試験における環境影
響評価の手順を確定し、試験の規模に応じた適切な環境モニタリングを
検討することとしている。
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３−１−３

特許出願状況等

フェーズ 1 における特許出願件数、論文発表件数、学会発表件数、資料提供
件数は表 3 の通りであり、国内外において多くの研究成果を公表している。特
にフェーズ 1 の最終年度である平成 20 年度は、学術研究の成果について例年以
上のペースで発表等がされる予定である。平成 20 年度における 4 月から 7 月ま
での主な学会における発表件数を表４に示す。
表３
年度

特許・論文等件数

特許出願
件数

論文発表
件数

学会発表
件数

資料提供
件数

平成 14 年度

0

8

20

22

平成 15 年度

3

15

83

38

平成 16 年度

7

14

99

39

平成 17 年度

3

48

143

27

平成 18 年度

1

31

127

51

平成 19 年度

1

33

122

48

平成 20 年度※

0

22

120

27

合計

15

171

714

252

※平成 20 年度は 7 月末までの件数
表４

平成 20 年 4 月〜7 月の学会発表の例

2008 Offshore Technology

日本地球惑星科学連合

The 6th International

Conference

2008 年大会

Conference on Gas Hydrates

開催場所

ヒューストン

千葉（幕張）

バンクーバー

開催日

H20.5.5〜8

H20.5.25〜30

H20.7.6〜10

発表件数

9件

48 件

34 件

学会名

テーマ例

東部南海トラフの調査結果

第 2 回陸上産出試験の結果

東部南海トラフの調査結果

生産シミュレータ

を初めとする多くの成果を発表

生産シミュレータ

など

19

など

３−２

目標の達成度

【標準的評価項目】
○目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度(指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成
すべき水準(基準値)との比較)はどうか。
２−１−２で示した 15 項目の「目標・指針」の達成状況を表５にまとめる。
当初の目標に対しては、陸上産出試験が 6 日間にとどまったことを除けば、全
て達成されている。なお、陸上産出試験については、価格高騰と北極圏特有の
厳しい環境などの種々制約の中で再設定した期限（5.5 日間）を満たして終了し
ていることから、達成度の評価については、『ほぼ達成』との表現を使用した。
また、今般の達成度については、中間評価時点での状況を記載している。こ
のため、本年度も研究を継続していて年度末までには達成が見込まれる 3 つの
項目については、『達成見込み』との表現を使用した。
表５．目標に対する成果・達成度の一覧表
要素技術

目標・指標

成果

達成度

探査分野

① 有望メタンハイドレー

有望賦存海域として東部南海トラフを選定

達成

ト賦存海域の資源量評

し、メタンハイドレート層のメタンガス原

価

始資源量を確率論的手法によって算定し
た。

② 日本周辺海域における

東部南海トラフのメタンハイドレート賦存

達成

メタンハイドレート賦

形態（タービダイト砂泥互層、濃集帯）を

見込み

存状況の把握と特性の

明らかにした。また、地震探査データから

解明

濃集帯を推定する手法を確立した。現在、
東部南海トラフの知見を踏まえて、日本周
辺海域の BSR 分布域の見直しを行い、詳細
検討が必要と思われる海域を抽出している
ところ。

モデリン
グ分野

③ 有望賦存海域からのメ

東部南海トラフの濃集帯について、原始資

タンハイドレート資源

源量等の検討を行い、海洋産出試験候補地

フィールドの選択

として３箇所を選定した。

④ 貯留層特性の明確化の

基礎試錐コア試験を通じ、生産性評価に重

ための海洋産出試験事

要な物性、力学的特性を取得すると共に、
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達成

達成

前評価用パラメータを

シルト質濃度の影響評価を行い、三次元的

整備し、貯留層モデルを

貯留層モデルを作成した。

作成
⑤ 砂泥互層への減圧法適

減圧法等の分解挙動、砂泥層界面の圧密特

達成

用時のメタンハイドレ

性等をコア分解試験で取得し、物性の変化

見込み

ート分解速度、分解時の

を解析した。氷生成による生産障害の評価

氷生成等の特性を解明

は継続して実施中。

し、分解挙動モデルを作
成
⑥ 砂泥互層の生産挙動を

貯留層パラメータ、分解挙動モデル、計算

記述するモジュール及

モジュールを組み込んだ生産シミュレータ

びフィールド産出試験

を開発し、陸上産出試験の検証を通じ精度

の生産量等を予測可能

の向上を図った。国際的な比較研究で信頼

なシミュレータを開発

性を検証した。今後、フィールド試験との

達成

検証を通じて実用化シミュレータの完成を
目指す。
⑦ 生産手法（減圧法、加熱

各種分解手法の実験的評価、生産シミュレ

法等）を評価し、貯留層

ータによる解析を実施。東部南海トラフの

の浸透率等の特性に応

メタンハイドレートに対する主たる生産手

じた各種手法の適用指

法として減圧法を提示。陸上産出試験によ

針を作成

ってその有効性を示した。

⑧ 砂泥互層に対する生産
特性を評価
フィール

三次元貯留層モデルを作成し、各濃集帯に

達成

達成

対する生産性評価を行った。

⑨ 生産手法の有効性検証、 減圧法により約 6 日間連続生産することに

ド産出試

長期連続生産データの

世界で初めて成功。未固結砂層の孔隙充填

験

取得、並びに生産シミュ

型のメタンハイドレート層に対する生産手

レータの有効性検証及

法として減圧法が有効であることを実証し

び精度向上

た。また、生産シミュレータの有効性が検

ほぼ
達成

証でき、精度向上が図られた。
なお、試験着手前の目標であった長期の連
続産出試験は、予算と極地での操業期間の
制約から計画を見直し、5.5 日間を目指すこ
ととされた。
開発分野

⑩ 海洋産出試験の坑井設
計の指針提示

基礎試錐および陸上産出試験の結果を踏ま
え、海洋産出試験実施に向けた坑井設計に
ついて検討し、課題を抽出した。海洋産出
試験の全体計画については、フェーズ２の
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達成

課題となる。
⑪ 第 2 回陸上産出試験を

メタンハイドレート開発に適した経済性評

踏まえた経済性評価

価プログラムを開発し、フェーズ１終了時

達成

点で得られている知見を用いて経済性の試
算を実施した。その結果、今後の研究継続
により経済性が期待できる水準との結果が
得られた。また、経済性の観点から、技術
課題の抽出を行った。今後、さらに技術開
発の進展に応じた検討が必要である。
環境分野

⑫ 海洋産出試験に適用す

東部南海トラフの経年的、季節的な特徴を

る環境影響評価手法の

整理。また、環境影響を評価する基本指標

提示

を抽出し、環境影響評価法に基づく方法書

達成

（案）を作成。漏洩メタン挙動予測モデル
と、メタンハイドレート分解生成水放出予
測モデルを開発し、拡散範囲および生物影
響範囲を予測した。
⑬ ガス漏洩検知技術、地層

室内試験および実海域試験を通して、要求

達成

変形検知技術のモニタ

性能を満たす応答性、安定性に優れた METS

見込み

リングシステム（実証シ

センサー（実証機）を完成した。実海域試

ステム）の完成

験は継続して実施中。地層変形モニタリン
グシステムは、室内、陸上試験等を通して、
実証機を開発した。海洋産出試験時の基本
設計として、3 種類の観測ステーションの仕
様書と設置・回収方法をまとめた。

⑭ 地層変形予測評価可能
なモデルの完成

力学試験等から取得した海底地盤物性値を

達成

基に地層変形を予測可能なプログラムを開
発した。開発したプログラムについては、
室内模型実験および実地盤の変位計測事例
を対象に妥当性について検証し、実証プロ
グラムを完成した。さらに、海洋産出試験
を対象とした事前予測を実施した。

⑮ メタンハイドレート開

安全管理上の知見を整理し、海洋産出試験

発に伴う安全・環境管

に関する安全管理システムの要件を整理し

理、環境影響へのリスク

た。メタンハイドレート開発において、評

評価に関する情報の整

価すべきリスクの選定とリスク評価手法の

理とまとめ

手順を整理し、必要な情報・データ及び作
業を明確にした。
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達成

注）「達成度」の欄には、達成、一部達成、未達成、を選択して記述。
「一部達成」とは、当該技術開発が複数のテーマで構成され、テーマ毎に目
標値が設定されている場合において、テーマ毎に達成、未達成がある場合に
選択（成果がおおよそ得られていても、すべてのテーマの目標値が未達成の
場合は、「未達成」を選択する）。
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４．事業化、波及効果について
４−１

事業化の見通し

【標準的評価項目】
○事業化については妥当か。
・事業化の見通し(事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解
決方策の明確化等)は立っているか。
メタンハイドレートについては、フェーズ 1 の研究を通じて様々な知見が得
られた。しかし、商業化の見通しを得るには、海洋産出試験の実施など、さら
なる研究が必要である。このため、本項ではフェーズ 1 終了時における研究開
発の現状をまとめるとともに、今後の研究開発の考え方を示す。
４−１−１

フェーズ２への移行

以下に、フェーズ 1 終了時におけるメタンハイドレート研究開発を取り巻く
現状をまとめる。
（メタンハイドレートを取り巻く現状）
① 研究開発の現状 ： フェーズ 1 の計画はほぼ達成され、メタンハイド
レートが国産資源となりうる可能性（資源となりうる賦存の把握、生産
手法の有効性の確認など）が示されたが、陸上産出試験については、予
算や環境面の諸制約から試験規模を縮小して終えている。
② 日本の現状 ： 昨今の資源高、資源獲得競争等を踏まえ、エネルギー
資源の大部分を輸入に依存する我が国にとって、メタンハイドレートは
有望な国産エネルギー資源となりうる存在であり、商業化が可能となれ
ば我が国のエネルギー安定供給に貢献するインパクトは非常に大きい。
この状況は、研究開発を始めた平成 13 年度から変わりはない。
③ 諸外国の現状 ： 平成 13 年度から本格的な研究を開始した我が国の
技術力は、現時点では世界のトップレベルであるが、世界各国も研究開
発を加速しているのが現状。我が国としては、保有するアドバンテージ
を活かすことができるパートナーとの互恵的な協力関係のもとで、メタ
ンハイドレートの早期実用化を目指すことで、引き続き、世界を牽引す
る技術力を維持することが重要である。
また、平成 18 年 2 月に総合科学技術会議第 51 回評価専門調査会で議論が行
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われた「フェーズ 2 への移行の可否に関する基本的な３つの判断基準」につい
て、フェーズ 1 の成果を踏まえて検討を行ったところ、全ての項目で基準に達
していると考えられる。
（フェーズ 2 への移行の可否に関する基本的な 3 つの判断基準）
① 第 2 回陸上産出試験において減圧法の有効性を示すこと。
② 第 2 回陸上産出試験で取得された実生産データとシミュレーション結果
とを比較した結果、シミュレータの基本的なモデリングのコンセプトが
妥当であると判断されるとともに、シミュレータの精度が向上すること。
③ ②を通じて精度が高められたシミュレータを用いて、フェーズ 2（日本
近海での海洋産出試験）におけるガス生産のシミュレーションを実施、
得られた生産コスト等に関する結果を踏まえて、エネルギー安全保障の
観点から、フェーズ 2 への移行が適切であると判断されること。
以上の点から、我が国としては、次世代エネルギー資源として位置づけられ
るメタンハイドレートの研究開発を、今後とも着実に進めることが重要であり、
このため、基礎研究が主体であったフェーズ 1 は平成 20 年度で終了し、平成 21
年度以降はフェーズ 2 へ進むことが妥当と考えられる。

４−１−２

開発スケジュールの見直し

フェーズ 2 へ進むにあっては、研究開発の現状を踏まえたスケジュールの見
直しが必要である。このため、資源エネルギー庁資源・燃料部に設置するメタ
ンハイドレートの有識者検討会である『メタンハイドレート開発実施検討会（座
長 藤田和男東京大学名誉教授）』において、フェーズ 1 の成果と今後の開発ス
ケジュールの審議を行った。その結果、開発スケジュールについては、図７及
び図８のとおりに見直しを行うことで、承認が得られたところ。
（メタンハイドレート開発実施検討会での審議）
① 平成 20 年 6 月 18 日 第 13 回メタンハイドレート開発実施検討会
：フェーズ 1 全体成果の審議、開発スケジュールの審議
② 第 13 回検討会終了後、アンケート調査を実施
：フェーズ 1 全体成果、開発スケジュールに対する意見の集約
③ 平成 20 年 8 月 19 日 第 14 回メタンハイドレート開発実施検討会
：フェーズ 1 全体成果の審議、開発スケジュールの審議と承認
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（開発スケジュールの見直しの考え方）
① フェーズ 2 で計画される海洋産出試験を安全に行うには、少なくとも 3
年の準備期間が必要である。
② フェーズ 1 の課題である長期の陸上産出試験は、分解挙動の解明などで、
我が国の研究開発にも意義があることから、引き続き、国際共同研究の
実現に向けた努力の継続が必要である。
③ ①、②から、フェーズ 2 には 7 年程度の研究期間を確保する必要がある。
④ このため、全体計画も見直し、プロジェクトの最終目標を当初計画の平
成 28 年度（2016 年度）から平成 30 年度（2018 年度）へと変更する。

２００１FY

当初計画

２００６｜２００７

フェーズ１ （６年間）

フェーズ２ （５年間）

２００１FY

中間評価

２０１１｜２０１２

２００８｜２００９
フェーズ１ （８年間）

２０１６

フェーズ３ （５年間）

２０１６

２０１１｜２０１２

フェーズ２ （３年間）

フェーズ３ （５年間）

２年延長
２００８｜２００９

２００１

最終評価

フェーズ１ （８年間）

２０１５｜２０１６

フェーズ２ （７年間）

２０１８

フェーズ３ （３年間）

４年延長

（図７

２００９ＦＹ

全体計画のスケジュールの見直し）

２０１０

２０１１

陸上試験の検討

陸上産出試験
（アラスカなどを想定）

海洋試験の準備

準備
（技術課題・試験環境の整備等）

２０１２

２０１３

２０１５

解析・準備
第１回海洋産
出試験

海洋試験

２０１４

第２回海洋産
出試験

その他の研究
フェーズ２
中間評価

プロジェクト評価

（図８

フェーズ 2 のスケジュールの見直し）
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フェーズ２
最終評価

４−２

波及効果

【標準的評価項目】
○波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
我が国近海に賦存するメタンハイドレート層に含まれるメタンガス量は、我
が国年間天然ガス消費量の 100 年分との試算もあり、これらが商業化できた場
合には、我が国のエネルギー安定供給に貢献する新たな国産エネルギー資源と
なる。また、メタンハイドレートの成分であるメタンガスは天然ガスの主成分
であり、石油等の化石燃料に比べて環境負荷が少ないクリーンなエネルギー資
源であることから、地球温暖化対策への貢献も期待される。
さらに、我が国は、世界に先駆けてメタンハイドレートの研究開発に取り組
んでおり、国際的な学会や共同研究、及び技術マネジメントにおいてリーダー
シップをとることができるほか、本研究を通じて蓄積されたノウハウは、関係
する産業への普及、エンジニア育成、産業振興にも貢献することが期待される。
なお、メタンハイドレート開発実施検討会の委員からは、フェーズ 1 の波及
効果として、メタンハイドレートが開発可能な資源であると世界で認識させた
こと、その賦存状況をより詳しく明らかにしたこと、それによって米国をはじ
めとする幾つかの諸外国で開発に向けた動きを生み出したことも重要との意見
が寄せられている。

（参考：主な諸外国のメタンハイドレート開発の動向）
●米国：アラスカ（陸域）とメキシコ湾（海域）で研究を進めている。アラスカでは、平成
21 年以降に産出試験を計画。
●韓国：平成 19 年 6 月に日本海を掘削してメタンハイドレートを採取。
●中国：平成 19 年 6 月に南シナ海北部を掘削してメタンハイドレートを採取。
●インド：平成 18 年 5 月に米国と共同で周辺海域を掘削してメタンハイドレートを採取。
●カナダ：平成 18 年〜平成 20 年に日本と共同で産出試験を実施。
●日本：平成 16 年に東部南海トラフで大規模な掘削調査を行い、同海域の詳細な賦存状況
を把握する。平成 19 年 3 月には、同海域の原始資源量を算定して公表。平成 18
年〜平成 20 年にカナダと共同で陸上産出試験を実施。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１

研究開発計画

【標準的評価項目】
○研究開発計画は適切かつ妥当か。
・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか(想定された課題への
対応の妥当性)
・採択スケジュール等は妥当であったか。
・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。
平成 17 年にフェーズ 1 の中間評価が行われ、フェーズ 1 の研究期間は 2 年間
の延長が認められた。この評価を反映し、フェーズ 1 の研究課題である 123 項
目を設定するとともに、これらの成果をわかりやすく表示するため 15 項目に集
約を行った。
本項では、これら 15 項目に関する研究開発計画を表６に示す。なお、研究開
発計画については、第 7 回メタンハイドレート開発実施検討会（H18.3.22）、第
3 回メタンハイドレート開発促進事業評価検討会（H18.7.7）での承認を経て、
設定されている。
（表６

研究開発計画）

要素技術

実施項目/年度

〜17

探査分野

① 有望メタンハイドレート賦存海域の

18

19

20

東部南海トラフ

資源量評価
② 日本周辺海域におけるメタンハイド

日本周辺海域の検討

レート賦存状況の把握と特性の解明
③ 有望賦存海域からのメタンハイドレ

フィールド選定

ート資源フィールドの選択
モデリン
グ分野

④ 貯留層特性の明確化のための海洋産
出試験事前評価用パラメータを整備

基礎試錐コア評価

貯留層モデル構築

し、貯留層モデルを作成
⑤ 砂泥互層への減圧法適用時のメタン
ハイドレート分解速度、分解時の氷
生成等の特性を解明し、分解挙動モ
デルを作成
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減圧法主体の分解挙動モデル構築

⑥ 砂泥互層の生産挙動を記述するモジ
ュール及びフィールド産出試験の生

シミュレ

圧密・浸透特性等評価

ータ完成

産量等を予測可能なシミュレータを
開発
⑦ 生産手法（減圧法、加熱法等）を評
価し、貯留層の浸透率等の特性に応

指針
陸上産出試験の評価

作成

じた各種手法の適用指針を作成
⑧ 砂泥互層に対する生産特性を評価
フィール

⑨ 生産手法の有効性検証、長期連続生

ド産出試

産データの取得、並びに生産シミュ

験

レータの有効性検証及び精度向上

開発分野

⑩ 海洋産出試験の坑井設計の指針提示
⑪ 第 2 回陸上産出試験を踏まえた経済
性評価

環境分野

⑫ 海洋産出試験に適用する環境影響評

生産性検討

第 2 回陸上産出試験

海洋産出試験の検討

経済性の検討
海域環境の把握

価手法の提示
⑬ ガス漏洩検知技術、地層変形検知技
術のモニタリングシステム（実証シ

検知技術の開発

ステム）の完成
⑭ 地層変形予測評価可能なモデルの完
成

地層変形予測技術の開発

⑮ メタンハイドレート開発に伴う安
全・環境管理、環境影響へのリスク
評価に関する情報の整理とまとめ
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安全管理・環境管理の調査

解
析

５−２

研究開発実施者の実施体制・運営

【標準的評価項目】
○研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環
境が整備されているか、いたか。
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に
行われる体制となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施
しているか、いたか。
本プロジェクトは、経済産業省から委託を受けた、
（独）石油天然ガス・金属
鉱物資源機構、（独）産業技術総合研究所、(財)エンジニアリング振興協会の 3
者が、プロジェクトリーダー（田中彰一 東京大学名誉教授）のもとで『メタ
ンハイドレート資源開発研究コンソーシアム』を組織して実施した。研究開発
は、上記の 3 団体を中核として、関連団体 30 以上、研究者 200 人以上の知見を
結集して進められた。
（１）コンソーシアム内の管理・運営
プロジェクトリーダーのもとに、コンソーシアムの管理・運営を行う
コンソーシアム推進グループを設置、最高意志決定機関である『運営協
議会（回数：46 回※）
』や、議論の場である『ワーキンググループ』や『タ
スクフォース』などを運営して内部連携を促進するとともに、研究成果
の着実な進捗と価値最大化に努めた。
（２）外部知見の活用
必要な研究開発の課題について、コンソーシアム以外から広く募集し
て、外部の知見を活用するため、19 件の『提案公募事業』を実施した。
（３）研究成果の普及
研究成果の啓蒙普及のため、年 1 回の『一般成果報告会（全 7 回の参
加者数 1,574 人）』を実施するとともに、ホームページ（アクセス：約 47
万件※）を通じた広報活動や資料提供を行った。
（４）国際協力の推進
国内外において、積極的な論文発表（171 件※）や学会発表（714 件※）

30

を行ったほか、メタンハイドレートの早期実用化に向けて、カナダ、ア
メリカをはじめとする諸外国との国際研究を実現し、研究開発を行った。
（５）外部有識者の知見
資源エネルギー庁資源・燃料部に『メタンハイドレート開発実施検討
会（座長 藤田和男東京大学名誉教授）』を設置し、外部有識者からの評
価・助言を得る体制を整えて、研究開発を進めた。これまで 7 年間で 14
回にわたる議論を重ねている。
（６）外部評価の実施
平成 17 年度には中間評価が実施され、『メタンハイドレート開発促進
事業評価検討会（座長 在原典男早稲田大学教授）
』、
『産業構造審議会産
業技術分科会評価小委員会（委員長 平澤泠東京大学名誉教授）』、
『総合
科学技術会議評価専門調査会』で、本事業の進捗状況や妥当性について
の議論が行われた。

メタンハイドレート資源開発コンソーシアム（ＭＨ21研究コンソーシアム）
運営協議会
プロジェクトリーダー 田中彰一東大名誉教授
各研究開発グループリーダー

コンソーシアム推進グループ
ワーキンググループ（12）

事務局業務

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

タスクフォース（1）

資源量評価グループ

生産手法開発グループ

環境影響評価グループ

物理・地質・地化学探査手法の開発、賦存
量評価の実施、開発技術の開発

生産シミュレータの開発、ガス採収法の開発

海域環境調査、環境への影響評価手法の開発

（独）産業技術総合研究所

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

中 間 報告・ 最終 報 告

年 度 毎 の 計 画 ・
進

捗

の

報

告

（財）エンジニアリング振興協会

評 価 ・ 助 言

メタンハイドレート開発促進事業評価検討会
（座長：在原典男早大教授）

メタンハイドレート開発実施検討会
（座長：藤田和男東大名誉教授）

（図９

中 間 評 価 ・ 最 終 評 価

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会
（委員長：平澤泠東大名誉教授）

フェーズ 1 の研究開発体制）

（注）5−2 文章中の※については、平成 20 年 7 月末の実績値である。
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５−３

資金配分

○資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。

メタンハイドレート開発計画を踏まえて、中長期的にわたる新たな技術開発
等を国主導で実施していく観点から、平成 14 年度に新規の予算『メタンハイド
レート開発促進事業委託費』を創設。フェーズ 1 の予算総額は 297 億円である。
なお、予算としては、平成 15 年度から平成 16 年度の基礎試錐「東海沖〜熊
野灘」及び、平成 18 年度から平成 20 年度の「第 2 回陸上産出試験」の実施に
重点が置かれている。
表７．予算額
平成

年度

14

15

16

17

（単位：億円）
18

19

20

合計

資源量評価

20

33

44

21

27

29

16

190

生産手法開発

7

12

13

13

8

7

7

66

環境影響評価

3

10

10

6

5

4

3

41

30

55

67

40

40

40

25

297

合

計
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５−４

費用対効果

【標準的評価項目】
○費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。

我が国近海に賦存するメタンハイドレート層に含まれるメタンガスの量は、
我が国天然ガス年間消費量の 100 年分との試算もあり、これらが商業化できた
場合には、我が国の長期エネルギー安定供給に資する新たな国産エネルギー資
源となる。なお、我が国は天然ガスの 96%を輸入しており、平成 19 年の年間輸
入量は約 949 億 m3（LNG：6，682 万トン）、輸入金額は 3 兆 1，400 億円である。
他方、フェーズ 1 で詳細調査を行った東部南海トラフ海域におけるメタンハ
イドレート層に含まれるメタンガスの原始資源量は、約 11,415 億 m3（LNG：
80,387 万トン）と評価されている。なお、東部南海トラフの BSR 分布域は、日
本全体の約 1 割に相当。原始資源量は地下に集積が推定される総量であり、可
採埋蔵量ではない。
また、フェーズ 1 では経済性評価システムを開発した。メタンハイドレート
は世界でも実用化の例はなく、本研究も技術開発の途上にあることから、現状
での評価に十分な情報は得られていないが、これらの前提で経済性を試算した
ところ、今後の研究で経済性が期待できる可能性が得られているのが現状であ
る。
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５−５

変化への対応

【標準的評価項目】
○変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか(新たな課題への対
応の妥当性)。
・代替手段との比較を適切に行ったか。

本プロジェクトでは、研究開発の進捗状況に応じて、実施内容及びスケジュ
ールの見直しを行ってきた。主な内容は下記の 3 点である。
（１）フェーズ 1 の期間延長（平成 17 年度）
当初計画のフェーズ 1 は、平成 13 年度から平成 18 年度までの 6 年間
であった。しかし、平成 15 年度の基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で新たに
認識された賦存状況（メタンハイドレート濃集帯）の詳細検討を行うた
め、研究期間の延長が必要となった。この変更は、平成 17 年度のメタン
ハイドレート開発促進事業評価検討会での評価・勧告を受けて認められ、
フェーズ 1 は 2 年間延長され、平成 13 年度から平成 20 年度までの 8 年
間に修正された。
（２）第 2 回陸上産出試験計画の見直し（平成 19 年度）
当初計画の第 2 回陸上産出試験（カナダ国との国際共同研究）は、平
成 18 年度（第 1 冬試験）及び平成 19 年度（第 2 冬試験）の 2 回（冬季）
に分けて行い、第 2 冬試験は最長で約３ヶ月の連続生産を目指すもので
あった。しかし、第 1 冬試験後に、連続生産を実現するための様々な課
題（環境面（極地方特有の過酷な気象条件等）や予算面（資源高等の影
響による資機材の高騰等）など）が明らかとなった。
このため、第 2 冬試験の連続生産の目標は、約 3 ヶ月から 5．5 日間へ
と見直しを行った。この変更は、メタンハイドレート開発実施検討会へ
の報告、承認を経て行われた。なお、当該試験では、世界で初めて減圧
法による 6 日間の連続生産に成功するなどの大きな成果を得ている。
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（３）フェーズ 2 スケジュールの変更について（平成 20 年度）
中間評価で見直されたフェーズ 2 のスケジュールは、3 年で我が国近海
での海洋産出試験を行うことになっている。しかし、研究開発の現状を
勘案すると、安全に海洋産出試験を行うには少なくとも 3 年程度の準備
期間が必要である。
これを踏まえ、フェーズ 2 の研究期間を見直すと、最低でも 7 年程度
が必要であり、併せて全体計画の修正も必要である。この見直しについ
ては、メタンハイドレート開発実施検討会でも議論がなされ、承諾が得
られているところ。
また、フェーズ 1 で課題となった長期の陸上産出試験を継続して取り
組むことは、メタンハイドレート分解挙動の解明などの観点で意義は大
きい。このため、平成 20 年 6 月には、米国との間でメタンハイドレート
研究に関する協力意図表明文書を締結し、来年度以降の陸上産出試験の
共同実施に向けた検討を開始したところ。引き続き、陸上産出試験につ
いては実現に向けた努力を進めていく予定。
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第３章

評価

第３章 評価
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
○

本研究開発は、我が国周辺海域にも相当量の賦存が期待されながら未利用であるメ

タンハイドレートの商業的生産技術の整備を目的としており、エネルギー安全保障及
び環境問題の観点から我が国のニーズに合致している。
○

フェーズ１では一定の成果が得られたものの、商業化までには新たな技術開発や既

存技術の応用発展など更なる技術的・科学的課題に取り組む必要があり、いまだ民間
事業の対象になるレベルには達してないことから、本研究開発は国家的なイニシアテ
ィブのもとで推進することが妥当である。
○

事業への期待が大きい反面、商業的産出のための課題と問題点に関する社会の認識
は低い。商業的産出のための不確定要素などは、事業の進展に応じて公表していくべ
き段階である。

○

将来は世界的規模でメタンハイドレート開発が進められることを念頭に置き、我が

国としては、海外諸国等との戦略的連携を進めると同時に、国益を確保する上でどの
ような戦略を採るべきか、検討しておくことが望ましい。
【肯定的意見】
○

本事業は、世界でも将来のエネルギー資源の一つと考えられているメタンハイドレ
ートを対象とし、我が国海域における大水深海底下、浅層内の未開発資源を対象とし
ており、開発技術、経済性、環境問題など、未だ確立または究明されていない技術的
、科学的課題に取り組むものである。従って、リスク性が高く、国の事業として実施
することが妥当であり、国の関与が必要である。また、本事業は将来のエネルギー安
定供給の一環として位置付けられるもので、エネルギー資源に乏しい我が国のニーズ
に強く適合している。官民の関与では、国が研究コンソーシアムに委託し、コンソー
シアムでは官のＪＯＧＭＥＣおよび産総研、民のエン振協がそれぞれ構成グループと
して連携しており、適切である。
天然ガスと同等なメタンの開発は地球温暖化対策の一助となるもので、温暖化ガス

削減を課題とする国の重要政策に符合する。また、総合海洋政策の観点からも意義の
大きい事業であり、政策的意義は大きい。本事業は、他国に先駆けて進められている
ことから、先進性と先導性において特に優れていると共に、一定の新規性と革新性も
有する。エネルギー資源に乏しい我が国にとって本事業の成功への期待は大きく、商
業的産出が実現すれば社会的・経済的意義は極めて大である。
○

世界の天然ガスの埋蔵量は、ロシア、イラン、カタールの三カ国に集中している。
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メタンハイドレートは無資源国である日本周辺でも相当量の賦存が期待され、世界的
にも広範な地域で大きなポテンシャルが見込まれる。メタンハイドレートの商業的生
産技術を開発することは、エネルギー安全保障および地球環境問題への対処というエ
ネルギーをめぐる双子の課題に対処する上で大きな意義がある。
本プロジェクトの推進により、石油開発分野における最先端技術の開発に具体的テ
ーマをもって取り組むことは、その科学技術的成果に加え、わが国が世界の石油開発
分野で一定のポジションを確保する上での意義も大きい。
本件における技術開発はまだ多くの不確実性を抱えており、一方では生産に直結す
る具体的な技術開発が必要である。技術開発はいまだ民間事業の対象となるレベルに
は達しておらず、国家的なイニシアティブのもと産官学の緊密な連携の上に推進する
ことが妥当である。
○

日本近海のメタンハイドレートの賦存形態の把握や対象量の試算を行うとともに、
産出手法からモニタリングまでの総合的な技術の検討を行うとの目的は、将来の資源
、特に国内資源としての利用可能性を探るために意義は高い。内容が基礎的な研究か
ら応用技術の検討まで幅広く、国際的な共同研究も含め様々な機関の連携が重要であ
り、かつ長期にわたる計画になることから、国の事業として妥当である。

○

世界第６位の排他的経済水域を有しておりながら、日本はその資源開発が遅れ気味
であるのでメタンハイドレート開発をモデル事業として大いに加速するべきである。
資源の乏しい島国としては、メタンハイドレートや深海にある鉱物資源の探査・開発
の研究は喫緊の課題である。近年の原油価格高騰によりエネルギー資源の安定供給の
懸念は益々高くなり、一次エネルギーのほとんどを海外資源国から輸入せざるを得な
い立場では、国産エネルギー資源であるメタンハイドレートやＣＢＭや地熱の資源化
のための調査研究は当然の責務である。
天然ガスが豊富なサハリン、東シベリアに隣接していながら、わが国は欧米に比べ
天然ガスの利用が遅れている。ガス業界は、２０１０年までに２７００万人が都市ガ
スを天然ガスへ切り替えて行くために３０年で１兆数千億円のインフラ整備を行っ
ている。また愛知万博でメタンハイドレートが展示されるなど、国民の関心も強いよ
うである。国産天然ガス資源の確保の観点からもメタンハイドレートについても難し
い問題があるようだが、地道な開発を前向きに進めるべきであろう。

○

以下の通り本件事業は政策意義が高く国の関与が必要であると考えている
・商業生産に至るには相当な基礎研究、技術開発、既存技術の応用発展が求められ
ており、かかるコストを支弁しうる民間企業は存在しない
・商業生産への道は遠いが、これまでにかなりの技術的実績が積みあがっており、
これが一段の深化整備、国際連携により日の丸技術の確立の可能性が出ている
・本邦ハイドロカーボン資源開発に関連する学者、団体、企業が一丸となって本件
に取り組める体制が整いつつある
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・石油天然ガス開発技術で出遅れた愚をメタンハイドレートでは繰り返してはなら
ない
○

エネルギーセキュリティーの重要性が高まっていると共に、温暖化対策として天然

ガス利用促進による化石燃料の低炭素化も重要なエネルギー施策であることから、国
産エネルギーとして注目されているメタンハイドレートの開発に取り組む意義は大
きい。メタンハイドレートは世界で開発された例はなく、事業面での不確定性が多い
と同時に技術的ハードルも高いことから、国の関与は不可欠である。
○

わが国はエネルギー資源のほとんどを海外に依存している（天然ガスは９５．８％

が輸入ＬＮＧ）。しかも、天然ガスはＣＯ２排出量が相対的に少ない化石燃料である
ことから、消費量が年々増加しており、わが国のエネルギー資源として，メタンハイ
ドレートは重要な潜在資源であり、東部南海トラフの資源量は１３．５年分と試算さ
れており、経済的意義は大きい。一方で、メタンハイドレート賦存状況と特性の解明，
大水深下の開発技術、環境影響評価など、課題が多くあり、科学的・技術的な新規性・
先進性などが求められていて、フェーズ１を通じてこれらにチャレンジを行い，一定
の成果を上げている。エネルギー基本計画、海洋基本計画の中にメタンハイドレート
資源の重要性が認められており、政策的な位置づけは明確である。また、科学的・技
術的な意義が高くしかもリスクの高いプロジェクトこそ、国として支援する必要があ
ると考える。本プロジェクトは世界的に見て、メタンハイドレート資源の重要性には
じめて注目し、商業生産を目指すものであった。フェーズ１における研究成果が認め
られ、海外からも注目されており、国際的な意義も大きい。

【問題点・改善すべき点】
●

本事業の成功への一般の期待が大きい反面、商業的産出のための課題と問題点につ
いては一般の認識は低い。大水深掘削、海底生産システム、未固結層内のセメンチン
グと坑井仕上げ等は在来技術またはその延長で対応できるが、メタンハイドレートの
大水深海底下における複雑な賦存状況、大層厚コミングル生産・出砂障害・地層変形
等々のガス生産量を左右する多くの不確定要素、経済的採算性にかかわる不確定性、
気象変動への影響を含む環境問題の不明確性、等々については、事業の進展に応じて
平易に公表すべき段階ではないか。官民の役割分担に関しては、民間の専門技術者を
適宜参画させており、ほぼ適切であるが、今後は更に、総合的データ解釈による詳細
な地質モデルの構築と確度の高い産出挙動・地層変形予測、産出試験の準備・実施等
において民間の専門技術者の導入を強化する必要がある。

●

当面、国内資源を対象とした技術開発を進めることは妥当である。ただし、将来は
世界的規模でメタンハイドレート開発が進められることを念頭に置くべきである。わ
が国としては、メタンハイドレート開発が世界的に進み始めたときに、一定の主導権
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を確保してエネルギー安全保障の強化に資することを目指し、海外諸国、先端企業等
との戦略的連携を進めるべきである。
石油開発分野は権益や技術をめぐる機密事項が多く、さまざまな画策の横行する弱
肉強食の世界である。わが国としても技術開発を推進しつつ一定の国益を確保する上
でどのような戦略を取るべきか、その基本原則を早期に設定しておくことが望ましい。
●

世界に先駆け日本の技術者が８年間かけて実績を積んできたからには、ここで中断
すべきではない。多分、メタンハイドレート資源開発は未知なる次世代型革新技術を
必要とし、若い世代に託す息の長い研究開発に基づく実用化プロジェクトであるのか
も知れない。フェーズ 1 は確かに、石油開発技術の延長線で基礎研究を行ったと言わ
れていますが、メタンハイドレートの資源化を達成するためには他の分野の例えば海
洋土木工学や海洋地球科学や極限物理・科学などのフロンティア技術の採用が必要と
なるかもしれない。今後の研究開発事業はより広い分野、例えば地球科学、海洋生物
学、海洋工学、海底土木、造船工学、応用物理等の学識経験者、研究者、技術専門家、
大学院生を総動員した実施体制が必要ではないか。また、国の実施監督省庁も経産省
を軸に文科省、国交省、環境省が横断的に協力し、民間企業も参加する産学官が連携
した拠点のもとに国家プロジェクトの位置づけが望まれよう。
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２．研究開発等の目標の妥当性
○

６つの全体目標は適切かつ合理的に設定されている。また、３段階での開発スケジ
ュールは、このような難易度の高い技術開発には必要なステップである。フェーズ１
の研究課題を１２３項目に設定し、それらの達成度を評価するために１５項目に集約
したことも、適切な評価を行う上で有効である。

○

他方で、それぞれの目標・指標を同列に併記するだけでなく、全体における位置づ
けと関連性、重要度などを明確にすることで、研究の効率・予算配分、プロジェクト
管理などに反映すべきである。また、各技術を「商業化に向けてどのように総合的に
まとめるか」という視点が必要であろう。

○

メタンハイドレートの特性について、開発の容易さに応じた分類を行い明示するこ
とで、開発ターゲットがより理解しやすくなる。

○

本研究開発は、未知なるチャレンジングなプロジェクトであることから、推進して
いく真に意欲と能力のある人材の採用と育成プログラムが必要と考えられる。

【肯定的意見】
○

全体の目標６項目は明確・適切に設定されている。フェーズ１の研究課題について
５分野の要素技術と１２３項目の達成目標を詳細に設定し、それらを更に整理・集約
して５分野１５項目の目標・指標を設定したことは、目標を明確にする上で適切であ
った。５分野１２３項目の達成目標は具体的であり、目標達成度を評価するための定
量的な指標として有効である。

○

フェーズ１における目標設定は以下の点から見て適切である。

・石油開発分野における既存技術を出発点とし、メタンハイドレートの持つ特性を踏
まえ、商業化を目指すうえで検証すべき項目を体系的に設定した。また、環境イン
パクトの分析や対処方法の検討を行うなど、総合的なアプローチをとった。
・それぞれの検証項目について、具体的な達成目標が設定されている。試掘結果を踏
まえ、「砂泥互層」が生産対象となるという仮説に沿って「減圧法」を主体とした
生産方式の検証に絞り込みを行った。
○

期間を３つのフェーズに分けていることは適切。実証試験フィールドの選択までの
フェーズ１の目標は、多分野での研究の進捗や成果を段階ごとに総合して、日本近海
の資源フィールドでの産出試験に向かうための具体的な設定となっている。達成すべ
き内容も明確に示されている。

○

データが不足する未知の深海底ないし極寒の地における資源量等の把握であるこ
とを考えると、目標は適切性妥当性において評価しうるものである。

○

全体目標で設定された６項目は合理的なものであり、現時点でも適切な目標と言え
る。また、個別要素の目標も具体的に示されている。３段階での開発スケジュールは
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このような難易度の高い開発には必要なステップである。
○

設定した研究目標が適切であったか否かを判断するのが難しい。しかし、全体計画
（フェーズ１〜３）の目標として設定された６つの大目標は、いずれもメタンハイド
レート資源の商業生産へ向けたステップを網羅しており適切であると考える。また目
標達成のために、１２３項目の研究課題を設定し、達成度を評価するために研究課題
を整理して１５項目に集約するなど、適切な評価を目指していることが確認できた。

○ 「資源量評価」については東部南海トラフ３海域のメタンハイドレートの賦存状況
把握と特性の明確化でき、有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス原始資源量
をある程度把握できたことは十分に評価できる。また、メタンハイドレートの濃集帯
の定義とその原始資源量の新しい算定基準を確立でき国際学会に発表したことは評
価される。
採取技術については、厳しい条件の中で、世界で初めて生産したという成果はあっ
たが開発を前提とした生産の目処をたてるにはまだほど遠い状況にあると思う。少な
くとも１〜２ヶ月間は安定した生産試験が必要ではないか。その場合、（長期間の生
産予測ツールとして開発したシミュレーション手法のマッチングのためにも）貯留層
の状況を評価するために坑内モニタリングとデータの取得が重要と考える。その結果
「経済性評価」に取り掛かれるので、今回は１週間程度のテストでは不十分と言わざ
るを得ない。
研究開発の達成状況については、単に目標を達成、達成見込みと表現されると、a
ll or nothingと言ったイメージが強すぎて、本当に達成できたのかという懸念が生
じる。プロジェクトの評価があるので難しい面はあるが、達成度を考える場合、各分
野の目標毎に得られた成果が他の分野や項目にどのように活かされるかといった視
点も重要ではないのか。
日本周辺のメタンハイドレートからの天然ガス生産という目標に対して現実的な
開発項目がリストアップされ、課題解決に向けた基礎的研究と開発との有機的な連携
が行われた。カナダでの陸上産出試験と日本周辺での基礎試錐における試験項目も結
果に応じて有機的に検討され、良い成果に結びついた。酷寒カナダのマッケンジーデ
ルタの現場で世界で初めて天然メタンハイドレートの分解産出試験を安全に実施で
きたことには賞賛に値する。
今後ともハイドレートからのガス生産という目標に照らして、現場での結果が基礎
試験とシミュレータ開発に密接に反映され、効果的なガス生産手法の検討が行われる
ことを期待する。ワーキンググループを柔軟に活用し、ＪＯＧＭＥＣ、産総研、エン
振協の間の実務担当者レベルでの情報交換と共同作業を密にしてほしい。
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【問題点・改善すべき点】
●

５分野１２３項目の達成目標、または５分野１５項目の目標・指標は、全て同列に
併記するだけでなく、全体の目標を達成するためのアプローチにおける位置付けと関
連性、ならびに重要度を明確にすることで、研究の効率・資金配分、プロジェクト管
理、そして成果に繋げるべきである。
１５項目の目標において、⑧砂泥互層に対する生産特性を評価、および⑪第2回陸
上産出試験を踏まえた経済性評価、という目標達成にはシミュレーションが不可欠で

あるが、そのためには、項目④が極めて重要である。取得したデータの総合的な解釈
による信頼性の高い地質モデルまたは貯留層モデルの構築は、高精度の熱流動シミュ
レータおよび地層変形シミュレータの開発と同程度に重要であり、精度の高い生産量
予測および地層変形予測、ならびに経済性評価のための前提となるものである。
●

初期段階として要素技術の検証から入ったことは当然であり、成果もあがってい
る。今後はそれらの技術を「商業化に向けてどのように総合的に取りまとめるか」と
いう視点を強化することが必要となろう。
今後、国際的連携によりメタンハイドレートへの取り組みを拡大する場合、核心の
技術は何かを見極め、わが国はどのような分野を主体的に受け持つべきかという戦略
を立てておくことが必要である。

●

自然条件によりテスト期間が制約されても所期のテストが可能となるよう予算に
ゆとりが必要である。

●

メタンハイドレートの特性について、開発の容易さに応じた分類を行い明示するこ
とにより、今回の開発のターゲットをより理解しやすくできる可能性がある。各項目
に於ける既存の技術、知見を示し、今回の開発目標がそれに何を加えるものであるか
、あるいは全く新しいものであるか、などが理解できる資料があることが望ましい。

●

カナダでの陸上産出試験に大きな努力を払ったことがフェーズ１の特徴の一つと
言えるが、そこで得たものが南海トラフでの開発にどう結びつくのか説得的な説明が
ほしい。
問題点を指摘すると、
（１）運営協議会を作ってはあるものの、基本的には 3 部門
に明確に区分し予算配分したため、他でやっていることに口を挟みにくくなったこと、
（２）それぞれの中でさらに下請的に拡大し発散した体制となり、研究開発の一極集
中的、効率的運営が阻害されたように感じた。さらに、（３）２０年先を目指す長期
的プロジェクトを推進してゆく真に意欲と能力のある若い情熱ある人材の採用と育
成プログラムがほしかった。
大学院学生を積極的にインターンシップとして採用する、ポスドクを大量に採用す
る、若手技術者・研究者向けの集中トレーニングコースを準備する、などすぐにも実
現可能な方法はある。ノルウェーは北極海開発に先立ち、特別研究大学院をつくり世
界中から有能で意欲的な若手を集め、これが大きな力を発揮したと言われる。
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３．成果、目標の達成度の妥当性
○

メタンハイドレートの生産対象が（砂泥互層の）砂層であり、生産手法として減圧
法の有効を検証し、今後の技術開発の方向を絞り込めたことは大きな成果である。論
文発表や講演、国際共同研究等への参加も行われ、メタンハイドレート研究でのフロ
ントランナーとしてのプレゼンスを示している。

○

探査技術、資源量評価手法、生産テストの操業手順の確立、環境モニタリング機器
の整備など基礎研究のフェーズ１の成果は目標を達成した。カナダにおける国際共同
研究の枠組みと厳しい気象条件の中で陸上産出試験を完遂できたことは大きな実績
を残した。

○

第２回陸上産出試験が短期間にとどまったことなどから、商業化に向けた情報は限
定的であり、今後は長期安定生産を保証する技術の確立などが必要である。

○

未知なる成果を探るための目標や研究計画を立てることは難しく、当初の目標やス
ケジュールは変更を余儀なくされることもある。このため、達成度にこだわるよりも、

失敗や計画の未達成の原因を明らかにすることが重要である。
○

さらに個々の成果において可能な範囲で世界的な開発レベルとの比較を行うこと

により、開発水準のより適切な評価が可能になる。
【肯定的意見】
○

探査分野の目標達成度が高い。震探データ解析において高密度速度解析およびアト
リビュート解析によりメタンハイドレート濃集帯の判定法を確立し、東部南海トラフ
海域のメタンハイドレート資源量を算定したことは、今後更に検証を重ねる必要があ
るが、特筆に価する。検層データ解析において、ＤＭＲ法によるメタンハイドレート
層の識別技術を確立したこと、５ｃｍまで解像度を高めたことは顕著な成果である。
モデリング分野では、熱流動シミュレータの完成度が高く、異なる生産手法の評価

に有用であることが示された。コア分析においては、基礎的物性、強度特性、および
熱力学特性等の測定法を確立し、メタンハイドレートの分解挙動データを取得した。
フィールド産出試験分野および開発分野では、陸上試験を実施し、減圧法の有効性
を確認した。環境分野では、開発に伴う環境センサーの開発と地層変形シミュレータ
を構築した。総じて、目標はほぼ達成されたと評価される。
○

メタンハイドレート層を探査・検出する技術、メタンハイドレート層の基礎的特性

を把握するための要素技術、生産挙動の解析にかかわる個別技術、海底環境計測手法
などの分野においては相当の進展があったと認められる。
メタンハイドレートの生産対象となるのは砂泥互層であること、また、生産方法と
して減圧法が有効であることを検証し、今後の技術開発の方向を絞り込むことができ
たことは大きな成果である。本プロジェクトを通じた特許申請が相当数行われており
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、また、学会・研究会での発表やマスメディアを通じた広報も活発に行われている。
○ 「メタンハイドレート濃集帯」の概念が導かれかたこと、それに基づく原始資源量
の算定を行ったこと、第２回陸上産出試験で「減圧法」による連続生産が確認された
こと、日本周辺の賦存形態（濃集帯）でも同様に減圧法の有効性が見込まれること、
このような成果の元に資源フィールドの複数選択に至ったこと、独自の生産予測シミ
ュレータを開発し陸上試験結果で検証できたこと等は、明らかな成果である。論文の
発表や学会での講演、また国際的な共同研究等への参加も適切に行われ、メタンハイ
ドレート研究でのフロントランナーとしてのプレゼンスを示している。
○

メタンハイドレート探査、資源量評価手法、生産テストの操業手順の確立、環境モ
ニタリング機器の整備など基礎研究のフェーズ１の成果は目標を達成出来たと思う。
カナダにおける国際共同研究の枠組みと厳しい気象条件の中でメタンハイドレート
の陸上産出試験を完遂できたことは大きな実績を残した。これからの資源開発は国際
協調が必須でありその先鞭をつけた。また特許数、発表論文数、シンポジウムや講演
実績など国内外で日本が先駆けのエネルギー学術領域を確立したことは米国ですら
目を見張るようになり、まさに成果の一つである。但し、環境評価分野に関してはモ
ニタリングのためのセンサー改良やメタンハイドレートの海底漏洩検知の細かい分
析研究にのめりこみ達成度が判りづらい。機器開発については海洋産出試験でのモニ
タリングシステムとして使うことを考えた場合の達成度を示されては如何か。また、
環境アセスメントのためのバックグラウンドの把握という意味で、成果が出たかも重
要である。

○

資源量評価手法や生産テスト等において十分な成果を生んだ。特に短期間ではあっ
たがカナダにて陸上産出試験に成功した実績は大きい。

○

全体的にチャレンジングな目標に対して具体的な成果が挙がっており、技術的知見
も多く得られている。それぞれの個別目標に関する達成度の評価は、ほぼ適切な結果
と言える。基礎試錐等のデータと技術的手法によりメタンガス賦存量の推定が可能と
なっている。今後さらに基礎的研究を進め、より精度の高い推定方法の開発が望まれ
る。フィールド産出試験において世界初のメタンガス生産を行ったことは高く評価で
きる。

○

６つの目標の内、フェーズ１で対象となる４項目、達成度評価のための１５項目に
ついて、自己評価では、一部を除いて｢すでに達成｣あるいは｢年度内に達成の見込み｣
となっている。メタンハイドレートの賦存状況について、砂泥互層の砂層中に存在す
ることを明らかにし、これを基に、メタンハイドレート濃集帯の探査法を導いた。ま
た、東部南海トラフの資源量を試算した。メタンハイドレート貯留層のモデリングを
、実験結果を基に行って，生産シミュレーションを行い減圧法の有効性を明らかにし
、コスト試算も行っている。また、カナダで２度の現位置産出試験を行い、減圧法と
開発したシミュレータの有効性を確認しており、フェーズ２への準備が整ったと考え
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られる。得られた成果は妥当と考える。研究成果の発表、特許出願も積極的に行って
いる。

【問題点・改善すべき点】
●

３グループが緊密に連携して広域の３次元地質・貯留層モデルを構築し、砂泥互層
における複数坑井による長期の生産挙動および地層変形の予測、ならびに経済性評価
を実施する。メタンハイドレート層コアによるガス・水相対浸透率を測定する。
第２回陸上産出試験では、第１冬試験において出砂障害への対策が事前に充分にな
されておらず中断を余儀なくされたこと、第２冬試験においては観測井掘削によるメ
タンハイドレート分解挙動のモニタリングが実施できなかったこと、等々が問題点で
ある。

●

第２回産出試験は減圧法の有効性を確かめる上では効果があった。しかし、諸般の
事情から観測井の掘削ができず、フロー期間も６日間にとどまったため、最低限の情
報収集にとどまったのではないか。
上記の事情から、現状では生産挙動や生産による貯留層へのインパクトに関する情
報などがまだ「点」の情報にとどまっている。今後は「面」での情報、経時的変化に
関する情報、また、現実的な生産場所として極地ではなく需要地に近い場所での情報
の取得が必要と考えられる。なかでも、長期安定生産を保証する技術を確立するため
、長期産出試験によりさまざまなデータの取得や生産手法に関する仮説の検証を行う
必要がある。

●

第２回陸上試験に遅れが生じたが、むしろ実証試験には様々な準備（許認可、地元
の理解、道具の準備等）が必要であることから、現実的な対応に配慮したスケジュー
ル（あるいは余裕）とすべきとの証左。

●

フェーズ１のような基礎研究では未知なる成果を探るための目標や研究計画を立
てることは難しく、研究の過程で予期せぬ困難やトラブルに遭遇するものである。当
初に立てた目標やスケジュールは変更を余儀なくされることが往々にある。であるか
ら、目標の達成度の評価に余りこだわるより、失敗や計画の未達成の原因を明らかに
すればそれはフェーズ１としては一応の成果として達成とみなされるべきである。

●

個々の成果において可能な範囲で世界的な開発レベルとの比較を行うことにより、
開発水準のより適切な評価が可能になる。

- 45 -

４．事業化、波及効果についての妥当性
○

これまでの研究成果からフェーズ１の目標はほぼ達成されていることから、フェー
ズ２への移行は妥当である。なお、基礎研究が終了する現時点で、事業化の妥当性を
評価することは困難であり、フェーズ２の結果が出るまでは尚早と思われる。

○

世界の資源・エネルギー学会で遅れをとっているわが国が、メタンハイドレート国
際会議では主導権を持ち論文発表が数多く、特許出願数も際立っており、米国との共
同研究に合意したことも評価される。さらに、このような国際的な認識を高め、今後
の国際協力の土壌を整え、わが国の資源開発技術に関わる研究者・技術者と科学技術
のステータスを高めたことも波及効果と言えるだろう。

○

事業化には、メタンハイドレート層から連続的、安定的にガスを生産する手法、お
よび生産をコントロールする手法を確立することが大前提である。実際のフィールド
試験によって問題の把握と解決を図るとともに、我が国が不足している知見や技術を
国際連携により効果的に取り込む方法を講じることが望ましい。また、メタンハイド
レート開発と地震、海底地滑り誘発との関係や制御不能なメタン漏洩の可能性などの
環境調査に留意しなければならない。

【肯定的意見】
○

フェーズ１の目標はほぼ達成されており、フェーズ２へ移行して海洋産出試験を実
施するのが妥当である。本事業の成果に基づいて米国との技術協力が図られることに
なったことは顕著な波及効果である。米国企業のメキシコ湾等における大水深掘削、
海底生産システム、未固結層内のセメンチングと坑井仕上げ等の経験を導入すること
で、海洋産出試験が早期に実施されることが期待される。

○

フェーズ１ではメタンハイドレートの賦存状況の把握、砂泥互層を生産対象とする
ことの確認、減圧法の有効性の確認、海底環境計測手法の開発など、初期の課題を順
調にクリアし、生産技術開発の方向を絞り込んできた。
上記の活動を通じてさまざまな知見を集積し、メタンハイドレート開発分野では世
界のトップランナーという確固たる地位を確立した。また、上記のような検証の進展
により、米国をはじめ世界の諸国（中国、インド、韓国などの新興国を含む）や先端
企業がメタンハイドレートに高い関心を寄せるところとなっている。
本プロジェクトの推進過程において、一般の石油開発分野でも応用可能な技術の進
展を見た。商業生産システム確立までにはまださまざまな課題を解決しなければなら
ないが、これまでの成果を踏まえ、従来方針通り取り組みを続けることが望ましい。

○

フェーズ２への移行は、これまでの成果の総合として選定された資源フィールドで
の減圧法の適用可否を評価するために妥当。そのための環境影響評価、モニタリング
の検討もなされている。商業化等の波及効果についてはフェーズ２の結果が出るまで
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は尚早。
○

正直言って、基礎調査段階（フェーズ１）の終了時点でメタンハイドレートの事業
化の妥当性の評価は無理がある。しかし近年のエネルギー高価格時代を迎え、メタン
ハイドレートの採掘は国産天然ガス資源を求める視点から国民は総論賛成であろう。
またテレビ番組を見ていていると、メタンハイドレートはバラ色の夢のような燃料と
いった具合に報道されているが、技術的にはもっと厳しい状況にある現実も国民に説
明する必要もある。世界の資源・エネルギー学会で遅れをとっているわが国がメタン
ハイドレート国際会議では主導権を持ち論文発表が数多く、また日本の特許出願数も
際立っている。米国もわが国の先駆け的成果を認めフェーズ２においてはアラスカで
の産出試験を含む共同研究に合意した。一方では、東南アジア海域での小規模ガス田
の開発手段としてＮＧＨ輸送船を利用する実証試験も進められており、波及効果が次
第に実っている。

○

事業化という意味を如何に解釈するかにもよるが、少なくとも付帯して生まれる技
術やノウハウが様々な事業に活用される可能性は十分認められる

○

フェーズ２の７年間への延長は妥当。現時点では事業化の見通しについての判断は
難しく、フェーズ２への移行の可否に関する判断基準に基づき評価を行うことが適切
である。

○

｢３．成果、目標の達成度の妥当性｣の項に記したように、フェーズ１で設定した目
標はおおむね達成されており、研究プロジェクトスタート時には明らかでなかった新
たな知見を獲得し、それを資源量評価、モデリングなどに応用しているので、フェー
ズ２への移行は妥当と考える。
フェーズ１の波及効果について論評するのは難しい。あげるとすれば、本プロジェ
クトスタート時にはメタンハイドレートは、世界的には資源として注目されるよりも
、地球環境・温暖化に与える負の影響について関心が高かったと思われる。その後、
本プロジェクトの研究成果が公表されるにつれて、資源としてのメタンハイドレート
が国際的に認識されるようになったという。まだまだ、メタンハイドレートの資源開
発には未知の領域が残っており、近年の資源価格急騰がもたらす開発コスト増加も懸
念されるので、国際的な協力関係が必要と考える。最大の波及効果は、このような国
際的な認識を高め、今後の国際協力の土壌を整え、さらには、わが国の資源開発技術
に関わる研究者・技術者と科学技術のステータスを高めたことであろう。

【問題点・改善すべき点】
●

大水深掘削、海底生産システム、浅層油ガスの開発は世界で多くの先例があり、本
事業の海洋産出試験にもそれらの在来技術またはその延長を適用できる。しかし、大
層厚コミングル生産、下部ガス・水層条件、出砂障害、地層変形等、ガス生産量に直
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接影響する要素は予測が困難であり、実際のテストによって、問題の把握と解決を図
る必要がある。したがって、海洋産出試験はできるだけ早期に開始し、できるだけ多
くの坑井によって実施するべきである（陸上産出試験も２坑井で３度実施した）。
● まずメタンハイドレート層から連続的、安定的にガスを生産する手法、および生産
をコントロールする手法を確立することが大前提である。
今後商業生産システムを確立する上では大水深ガス田開発における知見、経験が重
要な役割を果たすと思われる。わが国ではこのような分野の経験が乏しいので、海外
諸国、先端企業などとの国際連携により、知見や技術を効果的に取り込む方法を講じ
ることが望ましい。その際には、わが国が必ず参加しておくべき核心技術分野を見極
め、国益を確保する戦略を立てておくべきである。
●

今後はメタンハイドレート開発の対象地域の優先順位を戦略的に選択していくこ
とが必須であり民間会社の域を超えるので、民間企業が参画できるよう政府はインセ
ンティブを付けた探査・開発事業を促していくべきである。またメタンハイドレート
開発が、地理的には地震危険地域に近いため、メタンハイドレート開発と地震、海底
地すべり誘発との関係や制御不能なメタン漏洩の可能性などの環境調査に留意しな
ければならない。フェーズ２では本格的なモニタリングを行うこの分野のエンジニア
リング会社の実証研究が必要である。
資源には濃集度、回収率、経済コストなど品位がある。フェーズ１の結果ではメタ
ンハイドレートは品位が低い燃料である懸念も見られ、既存の海洋ガス生産手法と施
設では１，０００ｍと言う大水深海洋でコマーシャル化できる可能性は極めて厳しい
と見られる。フェーズ２では海底工学など革新的生産システムの検討を期待したい。
また世界の実情に照らし厳しい判定の第３者評価委員会が必要であろう。各段階でし
っかりチェックを入れ、計画は３〜５年程度ではぶれない姿勢で進めていくことが重
要である。

●

波及効果については、現時点で必ずしも明確ではないが、世界で初めてメタン産出
試験を成功させてことは、諸外国での開発計画に大きな刺激を与えている可能性があ
る。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
○

フェーズ１の研究開発は、ほぼ計画に沿って進んだと判断される。また、平成１７
年度に研究期間を２年間延長したことは適切であった。

○

実施体制や研究開発マネジメントについても、成果、報告、資料等から勘案すると、
総じて適切な対応が取られてきたものと思慮される。期待される資源量の規模と比す
れば、これまでの研究開発の費用対効果は認められる。

○

他方、研究コンソーシアムが３つの分野に分かれており、互いに情報交換が不足し
ている部分も見受けられる。

○

現時点で経済性を評価することは尚早だが、まずは生産システム開発への道筋をつ
けることで、コスト削減の方向や方策もみえてくるのではないか。

【肯定的意見】
○

フェーズ１の研究期間を２年延長して、メタンハイドレート濃集帯の解析法の確立
と東部南海トラフ海域における解釈を実施し、陸上産出試験の実施によって減圧法の
有効性を検証したことは適切であった。原油価格の高騰に伴ってメタンハイドレート
開発への関心と期待が高まっていることに対応して、第２回陸上産出試験の第２冬試
験を実施し、種々のデータを取得したことは妥当であった。

○ 各要素技術の開発、改善は現在までのところ計画に沿ってほぼ順調に進んできた。
特に、メタンハイドレート濃集帯の把握や生産手段としての減圧法の有効性の検証、
海底環境センサーの開発などでは大きな成果を挙げた。これらの技術検討の過程で、
他の分野でも有効に利用可能な技術や機器が相当数開発された。
○

運営協議会と３つのグループでの事業体制をベースに、適宜ワーキンググループ、
タスクフォース等を組み合わせ、多くの専門分野にわたる研究開発の連携を取ってい
る。また国際共同研究の利用も陸上試験のステップを入れるためには妥当であった。
期待される資源量の規模と比すればこれまでの研究開発の費用対効果は認められる。

○

成果及びこれまでの報告ぶりや資料等から勘案するに、総じて極めてまじめな対応
が取られてきたものと思料される。マネージメント上大きな瑕疵が存在したとは到底

考えられない。いくつかのグループが形成されているので、相互にタコつぼ状態にな
らぬよう心掛け、有機的協力関係を継続してもらいたい。
○

関係者の多い中で、適切な組織体制とマネジメントが行われていると評価できる。

また、産官学の連携を取り、海外を含めた外部機関との協力を推進している。プロジ
ェクトの実態に即し、期間延長など計画見直しを適切に実施してきている。
○

研究開発計画、実施体制、資金配分などは妥当であったと思う。費用対効果が大き

いかどうかを問われているが、昨年度のＬＮＧ輸入額は約３兆１，０００億円であ
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り、本プロジェクトが商業生産につながり、東部南海トラフに眠る１３．５年分のメ
タンハイドレートの回収に成功した場合、その経済的効果は、フェーズ１の２９７億
円と比較する意義を失わせるほどに大きい。フェーズ１の研究期間を２年間延長した
が、メタンハイドレート資源の性状について新しい知見が得られたことなど、プロ
ジェクトの進行にあわせた適切な対応がとられたと考える。

【問題点・改善すべき点】
●

実施体制では、資源量評価グループと生産手法開発グループの連携・融合が重要で
ある。今後、フェーズ２におけるフィールド産出試験のデザインと解析にはジオサイ
エンティスト（地質、地球物理）とエンジニア（掘削、生産、油層）の共同作業が不
可欠である。フィールド産出試験の計画と実施段階では、石油開発産業の技術者の参
画を強化する必要がある。資金配分では、油ガス田開発における資材の高騰を考慮
し、不測事態を伴うフィールド作業に対応して、基礎試錐および陸上産出試験に充分
な予算配分をするべきである。
費用対効果では、震探・検層・コア分析および陸上産出試験において充分なデータ
の取得と解析がなされており、今後、３グループの連携によって、統合的・地質統計
学的モデリングとシミュレーションを実施し、信頼性の高い経済性評価を行う必要が
ある。

●

当初予定された長期産出試験が実施できなかったので、生産システム確立に向けて
は未知数の部分がかなり残っている。生産システムの構築はこれから未踏の分野に踏
み込むことになるが、まず、天然ガスの大規模生産を可能とする技術システムの道筋
をつけることが大切である。
石油開発分野における最近の資機材高騰により、当初の想定に比べてコスト増が生
じると懸念される。しかし、世界の長期エネルギー需給のタイト化傾向に鑑み、技術
開発を最優先し、予算面では柔軟に対応すべきである。近年、大水深油田での生産コ
ストが開発進展とともに劇的に改善されたように、まず開発の道筋をつけることで、
コスト削減の方向や方策もみえてこよう。

●

ＭＨ２１研究コンソーシアムは初めて組織された体制で、研究の推進過程において
多少不明確な点が多々指摘された。縦割りのような３グループ相互の議論、情報交換
などがいかに次のステップに反映されているのか外からはわかりにくかった。多くの
選択肢からいかにしてある道筋の選択がなされたのか、優先度の基準、決め方が説明
ではわかりにくかった。

●

ＭＨ２１のフェーズ１では、３つの研究グループ（資源量評価：ＪＮＯＣ/ＪＯＧ
ＭＥＣ、生産手法:産総研、環境評価：エン振協）に分かれており、前半はメタンハ
イドレートを手探りで研究、後半は、ある程度メタンハイドレートが分りだし、相互
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が関連し合う段階になり、特に、生産手法は全てに関係し影響を及ぼすはずである。
しかしＭＨ２１は最後まで、３つのパート（資源量評価、生産手法、環境評価）に分
かれて成果が発表されていたが、互いの情報交換が不十分であったように見受けた。
想定外の大きな問題は、開発段階に石油公団が廃止され、新たな JOGMEC にプロ
ジェクトが引き継がれ、ＭＨ２１を主導しているＪＯＧＭＥＣが担当する「資源量評
価部門」の人材が大幅に入れ替わったため、少々悪影響が出たとも否めないと思う。
また、生産手法を担当した産総研は、実験室でのコア流動分析やシミュレーションモ
デルの開発に力を入れすぎたように見えた。しかし、生産テスト挙動を擬似できるシ
ミュレーションモデルの完成は評価に値する。海外のモデルと比べたベンチマークテ
ストを見ても高い評価に値すると思う。
●

現時点で経済性を評価することは時期尚早ではあるが、今後はコストの問題が課題
となることが予想され、経済性に優れたサイトの選定、コストダウン技術などの検討
が必要となってくる。
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６．総合評価
○

本事業は、国のエネルギー政策、温暖化ガス削減政策、海洋政策に沿っているとと
もに、エネルギー資源の確保の観点から国民のニーズに合致し、大きな関心と期待を
集めている。フェーズ１の研究においては、期間の延長など柔軟な取り組みにより、
ほぼ目標通りの成果が得られたことは、高く評価される。

○

今後、前人未踏の分野に踏み込むことになるが、石油開発事業は、本来、既成概念
を乗り越えて、斬新な発想の是非を問う挑戦的な仕事である。既存の概念や発想にと
らわれることなく、大局的視点に立ち、効率的で連携のとれたプロジェクト遂行を要
望したい。

○

フェーズ２では、諸外国との技術・資金協力によって、早期に産出試験を実施すべ
きである。また、３グループの連携によって、統合的モデリングとシミュレーション
を行い、信頼性の高い経済性評価を行う必要がある。

○

フェーズ１の経験からプロジェクトに関する自負と反省をまとめ、今後のあるべき
理想像をまとめてほしい。

○

成果の公表、外部発表は、より幅広い分野へ向けての適切な発表を行い、多方面か
らのより正しい理解を深めるよう努力が望まれる。

○

フェーズ１で明らかにされたメタンハイドレート、モデリングは実験室実験に負う
ところが大きいので、そのスケールアップに多くの注意が必要である。フェーズ２の
現場実験を通じて、現場で遭遇するトラブルも含めた知見のフィードバックを望む。

【肯定的意見】
○

本事業は、国のエネルギー政策、温暖化ガス削減政策、および総合海洋政策に沿っ
ていると共に、エネルギー資源の確保の観点から国民のニーズに合致し、大きな関心
と期待を集めている。
全体の目標は明確・適切に設定されている。研究課題についても５分野の要素技術
で１２３項目の達成目標を詳細に設定し、目標達成度の定量的な指標としている。震
探データ解析によるメタンハイドレート濃集帯の判定法の確立、ＤＭＲ検層解析法に
よるメタンハイドレート層の識別技術の開発、熱流動シミュレータの構築、陸上産出
試験による減圧法の有効性の確認が主要な成果として高く評価される。
フェーズ１の目標はほぼ達成されたことから、フェーズ２へ移行して米国との技術
協力によりフィールド産出試験を実施するのは妥当である。

○

天然ガス資源はロシアと中東に偏在し、さまざまな地政学的問題を引き起こしてい
る。世界に広く分布するメタンハイドレートが利用可能となれば、世界的なエネルギ
ー安全保障の強化につながるであろう。また、地球温暖化問題に対応するため２０５
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０年までにＣＯ２排出量を大幅に削減する技術の開発が議論されているが、そこに行
き着くまでの過程で天然ガスは大きな役割を果たすことになろう。世界の天然ガス供
給量を大幅に増加させる可能性をもつメタンハイドレート商業化技術の開発はきわ
めて重要な現実的選択である。
これまで、要素技術の検証と絞込みを目指したフェーズ１の作業は順調に推移して
きており、関係者の努力に敬意を表したい。メタンハイドレート商業生産技術の開発
はこれから前人未到の分野に踏み込むことになるが、石油開発事業は、本来、既成概
念を乗り越えて斬新な発想の是非を問う挑戦的な仕事である。既存の概念や発想にと
らわれることなく、大局的視点に立ち、勇気を持って斬新なアイデアに挑戦すること
が大切である。
わが国としても、国内に商業化の可能性のある資源が賦存するので、ブラジルの大
水深油田開発の例のように具体的な事業化をめざした技術開発が可能である。そのよ
うな最先端技術を持つことで、世界のエネルギー分野においても一定のポジションを
留保することができよう。一時期、ＬＮＧはわが国の独壇場であり、天然ガス資源の
有効利用に寄与したことは世界の認めるところである。
○

メタンハイドレート濃集帯の概念とその評価により、日本周辺にも減圧法での産出
可能なエリアが期待できるとの評価は、大きな成果といえる。また独自の生産シミュ
レータが開発され陸上試験での検証も得られていることから、次のフェーズでの具体
的な産出試験計画の立案に有用なツールとして利用できることも大きな成果である。
また、海洋産出試験では環境への影響調査も重要な項目となるが、その準備としてモ
ニタリング技術についての成果も上がっている。フェーズ１は総体的に十分評価でき
る。

○

８年前、原油価格も２０ドル程度の逆風の中で、メタンハイドレート開発研究を揶
揄する多くの石油開発技術者を尻目にやり通したＭＨ２１プロジェクトのリーダー
および彼を支えた多くのメタンハイドレート研究者たちに心から敬意を表したい。北
海の油田開発も最初に無謀な冒険的 Phillips 石油会社が探鉱、開発に挑まなければ
Ekofisk 油田は発見されなかった。宇宙に初めて有人ロケットを飛ばしたのも冒険で
挑戦だった。世界で４番目に一次エネルギーを消費する資源少国であるわが国にとっ
て国産資源と期待されるメタンハイドレートを資源化するための技術革新事業に挑
戦すべきでしょう。その導入となる基礎研究を立派に達成してくれたフェーズ１の研
究は総合的には優れており、フェーズ２を更に積極的に推進すべきであると考える。

○

１６年前に関係者とメタンハイドレートについて議論した時の状況を思うと本件
の成果は驚くべきものであり、本件に参画されたプロジェクトリーダー以下関係者の
努力が実りつつあることを実感する。今後とも予算等様々な制約を乗り越えて商業化
に向けてプロジェクトを推進してもらいたい。フェーズ２を積極的に推進されるべき
と思料する。
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○

当初計画では技術的にも不確定要素の多い中で目標決定がされたものと推定。結果
として、期間の延長など柔軟な取り組みによりほぼ目標通りの成果が得られているこ
とは高く評価できる。メタンハイドレートの開発は、エネルギーセキュリティーの向
上、天然ガス利用促進による化石燃料の低炭素化という国のエネルギー政策に直結す
るプロジェクトであり、基礎的研究を含めより積極的な推進が望まれる。

○

フェーズ１について、目標の設定が適切に行なわれ、目標の達成もおおむね実現さ
れている。プロジェクト開始時には明らかとなっていなかったメタンハイドレート資
源の性状について新しい知見を得た。また、メタンハイドレートの特性について研究
を推進し、シミュレータを開発し、その有効性を現場実験で確認しており、予想され
る東部南海トラフの資源開発コストの試算に役立てており、成果は大きいと評価でき
る。今後、フェーズ２さらには商業生産に向けて難しい課題が山積しているので、な
お一層の効率的で連携の取れたプロジェクト遂行を要望したい。

【問題点・改善すべき点】
●

陸上産出試験を２坑井で３度実施し、坑井仕上げ法、減圧法等の有効性を確認する
ことができたが、海洋産出試験でも大きな課題となる生産量向上のため技術開発に繋
がる試験が不十分であった。米国との技術・資金協力によって早期に海洋産出試験を
実施すべきである。海洋産出試験は両国の利益になることから、メキシコ湾または東
部南海トラフ海域、またはこれら２つの海域で実施することが望ましい。３グループ
の連携によって、統合的・地質統計学的モデリングとシミュレーションを行い、信頼
性の高い経済性評価を行う必要がある。

●

わが国におけるメタンハイドレート資源量の可能性のみでなく、今後は、世界に広

く分布するメタンハイドレートが世界の天然ガス需給を大きく変える可能性に注目
すべきであろう。商業化技術の開発においては、大水深油ガス田開発の経験を持つ諸
外国の石油開発会社、先端企業などと効果的な連携を図り、技術開発の促進、リスク
の低減、資金の効果的配分等を図ることが望ましい。その際、わが国はどのような役
割を果たすべきか、国益確保の観点も踏まえ、戦略を確立しておくべきである。
●

フェーズ １の基礎研究を実行した経験から研究体制、人事、予算決算の規模と配

分、研究費管理・運営システム、外国の専門サービス企業の費用と実績、検討会での
成果発表方式、プロジェクトの外部評価方式などについての自負と反省を率直に報告
書に、今後在るべき理想像を纏めて欲しいと思う。この報告はフェーズ２の応用研究
のscope of workを検討する際に必要な参考データを提供するからである。
●

成果の公表、外部発表については、エネルギー政策担当者、関連業界など、より幅
広い分野へ向けての適切な発表を行い、多方面からのより正しい理解を深めるよう努
力が望まれる。特に今回得られた新たな知見、世界をリードする技術などを理解しや
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すく情報発信することが望ましい。
●

フェーズ１で明らかにされたメタンハイドレートの性状、モデリングは実験室実験
に負うところが大きいので、フェーズ２ではそのスケールアップにより多くの注意が
必要である。そのためには、できればフェーズ２の現場実験を早くスタートし、現場
実験で遭遇するトラブルも含めた知見をフィードバックすることを望む。
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言
○

フェーズ２の海洋産出試験では、まずは単一坑井の最大生産能力と周辺地層への影
響について十分な測定データを取得する必要がある。

○

今後は、世界の機関や先進企業と連携し、効果的な進展を図ることが重要。国際連
携を進める上では、我が国が有するリソース（技術と資金）、貢献すべき分野、得意
な分野などを確認し、パートナーの資質やポジションを踏まえて、基本戦略を立てて
おくことが必要である。

○

今後は、実証、商業化が目的となり、規模も大きく、かつ現実的な課題も多くなる

ことは明らか。段階的に得られる成果を十分に吟味して、目標の明確化・再設定を柔
軟に行うことが必要となる。特に海洋産出試験の目標の設定などは、シミュレータに
よるケーススタディと組み合わせて、明確に示していくことが望まれる。
○

今後の研究開発事業は、より幅広い分野の技術者等を総動員した態勢が必要であ

る。そして国家プロジェクトの実施機関は国民への説明責任をきちんと行うととも
に、環境対策についてもきめ細かく検討することが肝要である。
○

石油天然ガス固有技術にとどまらず、関連する技術を幅広く取り込んで付加効果を

上げるよう心がけてほしい。
○

今回得られた技術、知見に基づき、ハイドレートの特性に応じた独自の分類、定義

を明示し、世界標準としていくような努力が望まれる。本開発は、それらの分類の中
で、（国内において）最も開発の可能性が高いメタンハイドレートにフォーカスを当
てたプロジェクトであることを明確に表現することで、一般社会、関係者の理解が深
められると思われる。
○

商業化を目指すためには、オペレーションの経験と技術を有する民間の石油・天然

ガス資源開発企業の積極的な参加を図る必要がある。
【各委員の提言】
○

本事業では、フェーズ１で特に東部南海トラフ海域については充分なデータの取得
と解析がなされており、残る課題は産出試験だけとなっている。大水深海底下の未固
結層における坑井掘削、仕上げ等について、我が国の技術者の経験は限られている
が、これらのノウハウは米国石油企業およびサービス企業で蓄積されている。
米国では、非在来型ガスとしてガスシェール、コールベッドメタン、低浸透率層ガ
ス等が開発対象として先行しており、メタンハイドレートの優先度は必ずしも高くな
いが、一定の研究は進められており、陸上および海洋産出試験の早期実施が研究者間
の一致した要求である。したがって、我が国との資金・技術協力によって早期に産出
試験を行うことは両国にとって大きな利益となることは否めない。
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本事業の目的は、日本海域に賦存するエネルギー資源メタンハイドレートの商業的
産出のための技術整備である。この目的達成のための最大の課題は、非均質層内に非
一様に存在するメタンハイドレートから採算性に適う一定以上のメタンガス生産量
を実現することである。更に、採算性の観点からは坑井掘削・仕上げコストの削減が
要求され、環境安全面からはガス漏洩、地盤沈下・崩壊への対策が要求される。フェ
ーズ２の海洋産出試験では、これらの課題にかかわる技術開発を図る必要があるが、
まずは単一坑井の最大生産能力と周辺地層への影響について充分な測定データを得
ることである。坑井掘削・仕上げ技術については米国石油企業およびサービス企業の
技術と経験を導入するフレームワークが必要である。また、国内の石油開発企業の技
術者の参画を強化する必要もある。
○

世界に広く分布するメタンハイドレートは最もクリーンな化石燃料であり、その商
業化技術の開発は、エネルギー安全保障と地球温暖化問題という人類が直面する双子
の課題を解決する上で、有力で現実的な回答のひとつである。
これまで、フェーズ１における要素技術の選択、改善・開発、検証などの作業は比
較的順調に進んできた。今後は、まず、メタンハイドレートの安定生産技術の確立が
最優先課題である。さらに「商業化可能なシステム」とするには、石油開発分野など
におけるさまざまな先端技術を取り込み、斬新なアイデアで改善し、総合化していく
ことが求められる。このため、そのような知見や経験を有する世界の機関や先進企業
と連携し、プロジェクトの効果的な進展を図ることが望まれる。
国際連携を進める上では、わが国の有するリソース（技術と資金）、貢献すべき分
野・得意な分野、参加しておくべき核心分野などを確認し、また、パートナーの資質
やポジションを踏まえて、どのような取り組みを展開するかについての基本戦略を立
てておくことが重要である。
今後は未踏の分野におけるさまざまな課題を解決していかねばならない。作業が必
ずしも順調に進展しない事態もあるだろう。そのような場合にも、関係者が粘り強い
努力により解決を図られるようお願いいたしたい。

○

今後のフェーズでは実証、商業化ということが目標となり、規模も大きく、かつ現
実的な課題も多くなることは明らかである。フェーズ１にて経済性が成り立つ可能性
の試算も成果として出ているものの、地下に存在する量、層内からの産出方法、海底
設備の現実性、費用等々多くの前提、仮定に基づくものであり、今後も同試算に関係
する各要素をアップデートしつつ、計画のチェックを適宜行っていくことが必要であ
る。その中には、ハイドレート層の不均質さを考慮した試験計画や、既存の石油開発
技術やＨＳＥの適用を十分検討することが含まれる。
（既に計画に組み込まれているが）段階的に得られる成果を十分に吟味し、次ステ
ップに進むか否の判定、進む場合の目標の明確化・再設定を柔軟に行うことが、海洋
産出試験に向かってますます必要となる。特にフェーズ２での、減圧法による連続生
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産の可能性を判定するためのスケジュールや海洋産出試験の目標、例えば目標日量や
具体的なテスト・モニタリング方法、試験期間の設定等は、生産シミュレータによる
ケーススタディと組み合わせて、明確に示していくことを望みたい。
○

現下の原油価格高騰の時世の到来で、エネルギーのほとんどを海外からの輸入に依
存するわが国としては、自国のエネルギー資源の探査、開発の技術研究に尽力せずに
他国からの資源を金で買い続けられるとは思わない。四面を海洋に囲まれたわが国が
海洋開発を怠っている現状では天然資源の恵みを無駄としているに他ならない。そこ
でメタンハイドレート開発研究は格好のモデル事業であると思われる。
過去８年間で投入した３００億円程度の国家補助研究費はわが国が昨今購入して
いる輸入原油代の１日分足らずに過ぎない。フェーズ２の段階ではより骨太な拡充研
究費を投入すべきである。そして国内で選りすぐれた専門家と大学院人材を集め、フ
ェーズ１のリーダー格であり実績を持つＪＯＧＭＥＣを軸として産学官連携した確
りとした国プロ研究体制を造るべきである。そして海洋生産試験の実施には外国研究
機関と協調する国際的研究開発マネジメントが要求される。
冒頭に述べて繰り返すが、今後の研究開発事業はより広い分野、例えば地球科学、
海洋生物学、海洋工学、海底土木、造船工学、応用物理等の学識経験者、研究者、技
術専門家、大学院生を総動員した実施体制が必要ではないか。また、国の実施監督省
庁も経産省を軸に文科省、国交省、環境省が横断的に協力し、民間企業も参加する産
学官が連携した拠点のもとに国家プロジェクトの位置づけが望まれよう。その基でわ
が国が世界に誇る海洋深海掘削船「ちきゅう」や３Ｄ地震探査船「資源」を有効に利
用しコスト削減を図る経済性が期待される。そして国家プロジェクトの実施機関は国
民への説明責任(accountability)をきちんと行うとともに、環境対策についてもきめ
細かく検討することが肝要である。また、日本周辺海域は漁業資源も豊富である。石
油・天然ガスの海洋開発を進めるに当たっては、漁業関係者へ事前に十分に周知し、
相互理解のもとで進めることも留意すべきである。

○

石油天然ガス固有の開発技術にとどまらず、深海底、新物質（メタンハイドレート
）に関連する技術を幅広く取り込んで技術開発上付帯効果を上げることを心掛けてほ
しい。所与の制約条件に縛られることなく展開に即応して柔軟かつ積極的に対応して
いってほしい。

○ 「メタンハイドレートの開発」という事業名は、全ての種類のハイドレートを開発
するプロジェクトという誤解を生ずる可能性があり、その結果、開発の難易度が極め
て高いものと判断されるおそれがある。今回得られた技術、知見などに基づき、ハイ
ドレートの特性に応じた独自の分類、定義を明示し、世界標準としていくような努力
が望まれる。本開発は、それらの分類の中で、（国内において）最も開発の可能性が
高いメタンハイドレートにフォーカスを当てたプロジェクトであることを明確に表
現するよう努めることにより、一般社会、関係者の理解がより一層深められると思わ
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れる。
○

フェーズ２以降の商業生産を目指すためには、オペレーションの経験と技術を有す
る民間の石油・天然ガス資源開発企業の積極的な参加をはかる必要があると思う。

８．評価小委員会としての意見
メタンハイドレート開発促進事業は、フェーズ１を終了し、ほぼ目標通りの成果
が得られ、フェーズ２の段階に進むところであるが、より効率的に連携のとれた体
制により、技術的課題への的確な対応や事業の進展に伴い、経済性のシミュレーシ
ョンを行うとともに、社会的受容に向けた取り組みを行っていくことが必要である。
また、当初設定した目標や技術上のターゲットに固執せず、その時々の状況に応
じ、種々のシミュレーションを行いつつ、政策上の戦略的観点から見直しを行うこ
とも必要である。
このような点を踏まえ、本件プロジェクトを遂行していくことが望まれる。
【評価小委員会での主な指摘】
○

文部科学省等との連携（例えば、JAMSTEC の「ちきゅう」）も必要ではないか。

○

技術上で分かっていること、分かっていないことを明確にすること、事業の進展
に伴い、常に経済性の検討を行うこと、社会に受け入れられるよう取り組んでいく
ことが必要である。

○

開発中において、最初に決めた目標だけでよいのかという議論が常にあり、途中
段階で、技術上の目標を変えていく、又は絞っていくことで、技術開発にフィード
バックして進めていくことが必要である。

○

フェーズ１から３への技術の積み重ねから商業化にいくという一直線ではなく、
並行的に、戦略的に商業化を進めるか等をみていくことが必要である。

○

以上のような観点を経済産業省として確認しながら進めていただきたい。
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第４章

評点法による評点結果

第４章 評点法による評点結果

「メタンハイドレート開発促進事業（フェーズ 1 終了時）」に係るプロジェクト
評価の実施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」
を実施した。その結果は「３．評点結果」のとおりである。
１．趣

旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評
価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入
の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9
回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい
て、
(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、
(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、
との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評
価を行っていくことが確認されている。
また、平成 17 年 4 月 1 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、
プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと
が規定されている。
これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、
(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、
(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、
を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。
本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、
評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書
を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。
２．評価方法
・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同
様>）で評価する。
・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０
点に該当する。
・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参
照し、該当と思われる段階に○を付ける。
・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評
点を付ける。
・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果
評点法による評点結果

（メタンハイドレート開発促進事業）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

3.00

0.00

２．研究開発等の目標の妥当性

2.00

0.58

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.29

0.49

４．事業化、波及効果についての妥当性

2.14

0.38

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

1.71

0.49

６．総合評価

2.57

0.53
平均点

（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00

3.00
2.57

2.50
2.00

2.14

2.29
2.00

1.71

1.50
1.00
0.50
0.00
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「メタンハイドレート開発促進事業（フェーズ１終了時）」プロジェクト評価（中間）
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提 言

対 処 方 針

○ フェーズ２の海洋産出試験では、まずは単一坑井の最大 ○ 今後、これまでの研究成果を踏まえて海洋産出試験の具体的
生産能力と周辺地層への影響について十分な測定データを
内容を検討するが、基本的には効果的なデータの測定を行うた
取得する必要がある。
め、単一坑井での産出試験を行い、データ取得、課題の抽出に
取り組む方針である。
○ 今後は、世界の機関や先進企業と連携し、効果的な進展 ○ 現在、我が国は、陸域での産出試験実施の経験、及び東部南
を図ることが重要。国際連携を進める上では、我が国が有
海トラフ海域の研究などの成果もあり、提言で指摘されているよ
するリソース（技術と資金）、貢献すべき分野、得意な分野な
うに技術的優位性があるが、技術開発を加速するとの観点か
どを確認し、パートナーの資質やポジションを踏まえて、基本
ら、国際共同事業の形態についても検討していきたいと考えて
戦略を立てておくことが必要である。
いる。その際には、我が国の強みと弱みや潜在的なパートナー
とのポジション等を総合的に勘案しながら進めて参りたい。
○ 今後は、実証、商業化が目的となり、規模も大きく、かつ現 ○ フェーズ 2 においては、陸上での産出試験、及び海洋での産出
実的な課題も多くなることは明らか。段階的に得られる成果
試験の準備が終了したタイミングで中間評価を行う計画である
を十分に吟味して、目標の明確化・再設定を柔軟に行うこと
ほか、状況変化に対して柔軟に対応するような形で進めて参り
が必要となる。特に海洋産出試験の目標の設定などは、シミ
たい。
ュレータによるケーススタディと組み合わせて、明確に示して
いくことが望まれる。

1

○ 今後の研究開発事業は、より幅広い分野の技術者等を総 ○ フェーズ２においても、引き続き、産学官で連携した実施体制
動員した態勢が必要である。そして国家プロジェクトの実施
を構築するとともに、ホームページや成果報告会などによる広く
機関は国民への説明責任をきちんと行うとともに、環境対策
国民一般への広報活動等の取り組みについて、一層の強化を
についてもきめ細かく検討することが肝要である。
検討して参りたい。
○ 石油天然ガス固有技術にとどまらず、関連する技術を幅広 ○ これまでの関係者に限定することなく、新たな関係者の取り込
く取り込んで付加効果を上げるよう心がけてほしい。
み等によって、より効果的・効率的な事業遂行に努めて参りた
い。
○ 今回得られた技術、知見に基づき、ハイドレートの特性に ○ 我が国近海のメタンハイドレートは、大きく 3 種類の賦存形態
応じた独自の分類、定義を明示し、世界標準としていくような
が認められている。このうち、我が国（東部南海トラフ）において
努力が望まれる。本開発は、それらの分類の中で、（国内に
世界で最初に確認された、砂泥互層の砂層の孔隙を充填する
おいて）最も開発の可能性が高いメタンハイドレートにフォー
形態のメタンハイドレート層については、世界各国も開発可能性
カスを当てたプロジェクトであることを明確に表現すること
の観点から注目している。なお、我が国の研究では、砂泥互層
で、一般社会、関係者の理解が深められると思われる。
の中から、地震探査データを用いて「濃集帯」を抽出する技術が
確立されており、各国に比べて、さらに進んだ成果が得られてい
る。
今後、これらの技術・成果を積極的に公表することで、新たな
国産エネルギー資源としてのメタンハイドレートの有望さを明ら
かにし、本事業の有効性を国民の方々に理解していただけるよ
う、事業を進めて参りたい。

2

○ 商業化を目指すためには、オペレーションの経験と技術を ○ フェーズ１でも、我が国の石油・天然ガス上流開発企業の参画
有する民間の石油・天然ガス資源開発企業の積極的な参加
によって、大きな成果が得られたところであり、海洋産出試験が
を図る必要がある。
主体となるフェーズ２においては、更に石油・天然ガス資源開発
関連企業との連携を深めて参りたい。

3

参考資料
資料Ａ.
メタンハイドレート開発促進事業（フェーズ１）の
概要について

第１回メタンハイドレート開発促進事業
（フェーズ1終了時）中間評価検討会

資料6

メタンハイドレート開発促進事業
メタンハイドレ
ト開発促進事業
（フェーズ1）の概要について

平成２０年９月２６日
資源 ネ ギ 庁資源 燃料部 油 然ガ 課
資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課
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、（独）産業技術総合研究所、（財）エンジニアリング振興協会）

2

目 次
１．プロジェクトの概要
２．目的・政策的位置付け
３．目標
４．研究開発マネジメント・体制等
５ フェーズ1の主な出来事
５．フェ
ズ1の主な出来事
６．成果、目標の達成度
７ 前回中間評価（平成17年度）の指摘と対応
７．前回中間評価（平成17年度）の指摘と対応
８．今後の進め方について
（参考） 資料７と資料９の対照表

3

１．事業の概要
概

要

実施期間

我が国近海に相当量の賦存が期待されているメタンハイドレートについて、
将来のエネルギー資源と位置づけ、その利用に向け、経済的に掘削、生産回
収するための技術開発を推進し、エネルギーの長期安定供給確保に資する。
収するための技術開発を推進し、
ネルギ の長期安定供給確保に資する。

平成13年度（2001年度）〜平成28年度（2016年度） 【16年間】※
（フェーズ1：平成13年度（2001年度）〜平成20年度 （2008年度））

297億円
予算総額

実 施 者

（フ
（フェーズ1のみ。予算措置は平成14年度から。）
ズ1のみ 予算措置は平成14年度から ）

平成 年度

14

15

16

17

18

19

20

予算 （億円）

30

55

67

40

40

40

25

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （資源量評価グループ）
（独）産業技術総合研究所 （生産手法開発グループ）
（財）エンジニアリング振興協会 （環境影響評価グループ）
※3者が、『メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム』を組織。連携・協力して事業を実施。

プロジェクト
プロジ
クト
リーダー

田中 彰一 東京大学名誉教授
※ 平成20年度に、事業終了を平成30年（2018年度）までの18年間に見直す方針

２．事業の目的・政策的位置付け
日本近海に賦存が期待されるメタンハイドレートから、天然ガスの主成分であ
るメタンガスを経済的に掘削、生産回収するための研究開発を実施し、商業的
産出のための技術を整備する。

目 的

（メタンハイドレート開発の意義）
・我が国はエネルギーの大宗を輸入に依存 → 自主開発資源の確保、供給源の多様化
・天然ガスは、他の化石燃料に比べ環境負荷が低い → 地球温暖化対策への貢献
（メタンハイドレート開発の課題：中長期的な取組みが必要）
・賦存状態及び賦存量の調査が不十分である。
・地中での機械的強度、分解挙動特性等の基礎的特性がほとんど解明されていない。
・地中に固体で存在するため、在来型の手法とは異なる新たな採取技術の開発が必要。
地中に固体で存在するため 在来型の手法とは異なる新たな採取技術の開発が必要

●京都議定書目標達成計画 （H17.4.28 閣議決定）
※天然ガスシフトの推進 ： メタンハイドレートに係る技術開発等を推進し、その導入を進める。

●エネルギー基本計画 （H19.3.9 閣議決定）
●海洋基本計画 （H20.3.18 閣議決定）

政策的
位置付け

※将来の商業生産に必要な技術開発等を計画的に推進する。
※今後 年程度を目処 商業化を目指す
※今後10年程度を目処に商業化を目指す。

●総合科学技術会議の分野別推進戦略
『重要な研究開発課題』として、 ネルギ 分野及びフ ンティア分野に登録
『重要な研究開発課題』として、エネルギー分野及びフロンティア分野に登録
●イノベーションプログラムの『燃料開発技術プログラム』に登録
●技術戦略マップの『環境・エネルギー分野』に登録

4

5

３．目標 （全体目標）
経済産業省は、平成12年6月にメタンハイドレート開発検討委員会を設置し、メタンハイドレートを
経済的に掘削、生産回収するための開発計画の検討を開始、平成13年7月には、「我が国におけ
るメタンハイドレート開発計画」を発表した。
開発計画では 基本方針と6つの目標 及び目標達成に向けて段階的に技術開発を進める方針
開発計画では、基本方針と6つの目標、及び目標達成に向けて段階的に技術開発を進める方針
が示されている。終了年度は平成28年度（2016年度）が計画されている。
基本方針

我が国周辺に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートについて、将来のエネルギー資源として位置づけ、そ
の利用に向けて、経済的に掘削・生産回収するための技術開発を推進し、エネルギーの長期安定供給確保を図る。

目標

研究開発期間（平成17年度（2005年度）の中間評価で修正）

１．日本周辺海域におけるメタンハイドレートの賦存状

●フェーズ１（2001年度〜2006（2008）年度）

況と特性の明確化
２．有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量

我が国近海での物理探査、試錐による賦存有望海域
の選択、陸上産出試験、基礎研究等の実施

の推定。
３．有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィール
ドの選択、並びにその経済性の検討。
４．選択されたメタンハイドレート資源フィールドでの産

●フェーズ２（2007（2009）年度〜2011年度）
我が国近海での海洋産出試験、生産技術等に関する
基礎研究等の実施

出試験の実施（2011年度まで）
５．商業的産出のための技術の整備（2016年度まで）
６．環境保全に配慮した開発システムの開発

●フ
●フェーズ３（2012年度〜2016年度）
ズ３（2012年度 2016年度）
商業的産出のための技術の整備、経済性、環境影響
評価等の実施

３．目標 （フェーズ1の目標）
●フェーズ1の研究課題は、平成17年度の中間評価で研究期間の延長が認められたことを踏まえて
見直された123項目（参考資料４を参照）である。今回は、これらをわかりやすくするために整理・集
約した以下の15項目（以下、「中目標」という）を中心に説明する。
フェーズ１の中目標（
フェーズ１の中目標（15
15項目）
項目）

番号
①

有望メタンハイドレート賦存海域の資源量評価。

②

日本周辺海域におけるメタンハイドレート賦存状況の把握と特性の明確化。

③

有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択。

④

海洋産出試験事前評価用パラメータを整備し、貯留層モデルを作成。

⑤

砂泥互層への減圧法適用時のメタンハイドレート分解速度、分解時の氷生成等の特性を解明し、分解挙動モデルを作成。

⑥

砂泥互層の生産挙動を記述するモジュール及びフィールド産出試験の生産量等を予測可能なシミュレータを開発。

⑦

生産手法（減圧法、加熱法等）を評価し、貯留層の浸透率等の特性に応じた各種手法の適用指針を作成。

⑧

砂泥互層に対する生産特性を評価。

⑨

生産手法の有効性検証・長期連続生産データの取得、並びに生産シミュレータの有効性検証及び精度向上。

⑩

海洋産出試験の坑井計画の指針提示。

⑪

第２回陸上産出試験を踏まえた経済性評価。

⑫

海洋産出試験に適用する環境影響評価手法を提示。

⑬

ガス漏洩検知技術・地層変形検知技術のモニタリングシステム（実証システム）の完成。
漏洩検知技術 地層変形検知技術
タリングシ テ （実証シ テ ） 完成。

⑭

地層変形予測評価可能なモデルの完成。

⑮

メタンハイドレート開発に伴う安全・環境管理、環境影響へのリスク評価に関する情報の整理とまとめ。
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３．目標 （メタンハイドレートの様々な賦存形態）
● 開発計画
本計画においては、メタンハイドレートとして砂層中に賦存するものを当面の開発対象とする。
● メタンハイドレートの賦存形態
タン イ
賦存形態
A：『砂質層』 基礎試錐「東海沖〜熊野灘」採取コア。水深720m、海底下164m → 開発対象
B：『泥岩層』 基礎試錐「東海沖〜熊野灘」採取コア。水深1,862m、海底下126m
C：『海底面露頭』 アメリカ
アメリカ・メキシコ湾。水深545mの海底面
メキシコ湾。水深545mの海底面 （Fire in the Ice, Winter 2004）

A ：砂質層

B：泥岩層

C：海底面露頭
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8

（参考）米国のメタンハイドレート研究

米国におけるメタンハイドレート資源ピラミッド（左）
と非メタンハイドレート資源ピラミッド（右）の比較図
最も経済的に開発の可能性が高い資源をピラミッド上層に、困難な資源を下層に位置。
①陸域でイン ラが整備されている地域の砂層(原始資源量 10 100T f)
①陸域でインフラが整備されている地域の砂層(原始資源量：10〜100Tcf)
②陸域でインフラが整備されていない地域の砂層(原始資源量：100〜1000Tcf )
③海洋の大水深域の砂層（南海トラフ型）(原始資源量：1000Tcf程度)
④海洋の砂層以外の浸透性のある堆積物（泥質層の割れ目に生成）(原始資源量：不明)
⑤海底面あるいはその付近の塊状(原始資源量：不明)
⑥海洋にある浸透率の小さい層にあるもの(原始資源量：100,000Tcf以上)

(出典：DOE,2006,Fire in the Ice)
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４．研究開発マネジメント・体制等
本プロジェクトは、経済産業省から委託を受けた、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構、（独）産
業技術総合研究所、（財）エンジニアリング振興協会の3者が、プロジェクトリーダー（田中彰一東京
大学名誉教授）のもとで、『メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム』を組織して実施された。

メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム （ ＭＨ２１研究コンソーシアム ）
運営協議会
プロジェクトリーダー 田中彰一東大名誉教授
各研究開発グループリーダー

コンソーシアム推進グループ
事務局業務

ワーキンググループ（12）

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

タスクフォース（1）

資源量評価グループ

生産手法開発グループ

環境影響評価グループ

物理・地質・地化学探査手法の開発、賦存量
評価の実施、開発技術の開発

生産シミュレータの開発、ガス採収法の開発
産
ガ
原位置条件コア試験技術の開発

海
海域環境調査、環境への影響評価手法の開発
境
境
響

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

中間報告・最終報告

年度毎の計画・
進捗の報告

（独）産業技術総合研究所

（財）エンジニアリング振興協会
中間評価・最終評価

評価・助言

メタンハイドレ ト開発実施検討会
メタンハイドレート開発実施検討会
（座長：藤田和男東大名誉教授）

メタンハイドレート開発促進事業評価検討会
（座長：在原典男早大教授）
産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会
（委員長：平澤泠東大名誉教授）
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４．研究開発マネジメント・体制等
●管理・運営
コンソーシアムの管理・運営を行うコンソーシアム推進グループを設置し、最
高意思決定機関である運営協議会（46回）や各種ワーキンググループを開催。
●外部知見の活用
必要な研究開発の課題について、コンソーシアム以外から広く募集して、外部
の知見を活用するため、提案公募事業（19件）を実施。

運営協議会の様子
運営協議会
様子

●研究成果の普及
成果の啓蒙普及のため、一般成果報告会（7回、のべ参加者1,574人）やホー
ムページ（アクセス件数：約47万件）を通じた広報活動を実施。
●国際協力の推進
国内外で、積極的な研究成果の公表（論文：171件、発表：714件）を行ったほ
か、カナダやアメリカを始めとする諸外国との国際共同研究を実施。
一般成果報告会の様子

●外部有識者の評価、助言
資源エネルギー庁資源・燃料部にメタンハイドレート開発実施検討会を設置し、
外部有識者からの評価・助言を得る体制を整えた。当該検討会は、7年間で14
回開催。
●外部評価の実施
平成17年度には中間評価が実施され、「メタンハイドレート開発促進事業評価
検討会」、「産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会」、「総合科学技術
会議評価専門調査会」で本事業の進捗状況や妥当性の議論を実施。

ホームページによる広報
http://www.mh21japan.gr.jp/

５．フェーズ1（平成13年度〜平成20年度）の主な出来事
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・平成13年度（2001年度）
成 年度
年度 第1回陸上産出試験
第
陸 産 試験 （カナダ・日加米独印の5カ国による国際共同研究）
− 世界で初めて「温水循環法」で、地中のメタンハイドレートを分解して、メタンガスの回収に成功。

・平成14年度（2002年度） 「東海沖〜熊野灘（東部南海トラフ）」海域での3次元物理探査
− メタンハイドレートの資源量を評価するための3次元探査を実施。
メタンハイドレートの資源量を評価するための3次元探査を実施

・平成15年度（2003年度） 「東海沖〜熊野灘（東部南海トラフ）」海域での基礎試錐（ボーリング調査）
− 海底下の地層からメタンハイドレートコア試料を採取、地質データを取得。

・平成17年度（2005年度）
平成17年度（2005年度） プロジェクト研究中間評価（フェ
プロジェクト研究中間評価（フェーズ1中間時）
ズ1中間時）
− フェーズ1の2年間延長が決定

・平成18年度（2006年度） 「東海沖〜熊野灘（東部南海トラフ）」海域の詳細調査が終了
− 当該海域の原始資源量（1.1兆m3（40Tcf）：我が国天然ガス消費量の約13.5年分に相当）を発表。

・平成18年度（2006年度） 第2回陸上産出試験 （カナダ・日加の2カ国による国際共同研究）
〜平成20年度（2008年度） − 世界で初めて「減圧法」で、地中のメタンハイドレートを分解して、メタンガスの連続生産に成功。
・平成20年度（2008年度） プロジェクト研究中間評価（フェーズ1終了時）
− フェーズ1の総括と今後の取組内容について検討。
フ
ズ1の総括と今後の取組内容に いて検討

第1回陸上産出試験

掘削調査船

採取されたメタンハイドレート試料
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６．成果、目標の達成度
フェーズ1の研究課題の目標設定について
フェーズ1の
フェ
ズ1の
研究課題
（5分野123項目）

開発計画
（６目標）
フェーズ1の課題整理

フェーズ1の
フェ
ズ1の
中目標
（5分野15項目）
整理・集約

フェーズ1の研究課題の成果について
フェーズ1の
ズ
研究課題
（5分野123項目）
達成：114項目
達成見込み：3項目
ほぼ達成：5項目
未達成：1項目

参考資料４を参照

フェーズ1の
中目標
（5分野15項目）
整理・集約

達成：11項目
達成見込み：3項目
ほぼ達成 1項目
ほぼ達成：1項目

開発計画
（６目標）
開発計画に反映

「1」〜「3」で成果
「4」,「5」はフェーズ2以降
「6」は今後も継続

開発計画（6目標）及び中目標（5分野15項目）について説明

６．成果、目標の達成度 （開発計画）
開発計画の目標1
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日本周辺海域のメタンハイドレートの賦存状況と特性の明確化

● フェーズ1では静岡県沖から和歌山県沖に
広がる東部南海トラフ海域をモデルとして研究。
● 同海域の詳細な賦存状況を明らかにしたこ
同海域 詳細な賦存状況を明らかにした
とで、①既存のBSR解釈の高度化に加え、②砂
泥互層の砂層孔隙中にメタンハイドレートが胚
胎していることが分かり、新たに「メタンハイド
レート濃集帯」という概念による解釈が可能に
が
なった。さらに、これらの成果から原始資源量の
算定が可能になった。
● 基礎試錐コアを大水深海底下と同様な原位
置条件で測定する技術を確立したことで、メタン
ハイドレート層の物理的特性が把握された。砂
層が浸透性を有すること 砂層 泥層とも比熱が
層が浸透性を有すること、砂層・泥層とも比熱が
比較的高いことが分かり、生産手法の検討に必
要なデータが得られた。
● 現在、当該海域で蓄積した知見をもとに、日
本全域の既存データの見直しを実施中。

日本周辺のBSR分布域と基礎試錐で採取されたコア試料
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６．成果、目標の達成度 （開発計画）
開発計画の目標2

有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定

● 詳細な賦存状況を把握した東部南海トラ
フ海域を対象に、確率論的手法により、メタ
ンハイドレート層に含まれるメタンガスの原
イド
層 含まれる タ ガ
原
始資源量を算定した。
・当該海域の原始資源量 11
11,415億m
415億 3（40Tcf）
（40T f）※
・うち、濃集帯の原始資源量 5,739億m３（20Tcf）
※平成18年度の我が国の年間天然ガス消費量（846億m3）
の約13 5倍に相当
の約13.5倍に相当。
※原始資源量とは、地下に集積が期待される資源の総量で、
可採埋蔵量ではない。
※東部南海トラフ海域のＢＳＲ面積は日本周辺の約1割。

東部南海トラフ海域の
賦存の種類

P90

P10

Pmean

坑井あり

402億m3

1 369億m3
1,369億m3

836億m3

坑井なし

1,367億m3

9,779億m3

4,901億m3

小計

1,769億m3

11,148億m3

5,739億m3

メタンハイドレート濃集帯以外
タン イド
ト濃集帯以外

1,067億m3
,
億

12,208億m3
,
億

5,676億m3
,
億

合計

2,835億m3

23,356億m3

11,415億m3

メタンハイド
レート濃集帯

●なお、他の海域を東部南海トラフと同様に
評価するには、三次元物理探査や基礎試錐
などによる詳細調査が必要である。

原始資源量算定結果

東部南海トラフ海域の拡大図と原始資源量の算定結果
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６．成果、目標の達成度 （開発計画）
開発計画の目標3

有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並
有望賦存海域から
メタ
イド
資源
ド 選択 並
びにその経済性検討

● 東部南海トラフ海域では、16箇所のメタンハイドレート濃集帯が抽出された。このうち、基礎試錐
東部南海ト
海域 は
箇所 メタ
イド
ト濃集帯が抽出された
うち 基礎試錐
でデータが得られている海域を中心に41項目について比較検討を行い、3箇所を海洋産出試験候補
海域として選定した。なお、海洋産出試験の実施地点は、具体的な内容が明確になったのち、これら
のデータを基に選定されることが期待される。
● フェーズ1では、経済性評価を行うシステムを開発した。経済性評価の目的は、開発可能性の見
通しを得ること、必要な技術課題を抽出することにある。しかし、メタンハイドレートは世界でも実用化
の例はなく、本プロジェクトも技術開発の途上にあることから、現状では評価に必要な多くの情報が
得られていない このため 十分な精度の経済性評価を行えるとはいえないが これらの前提で試
得られていない。このため、十分な精度の経済性評価を行えるとはいえないが、これらの前提で試
算を行ったところ、今後の研究で経済性が期待できる可能性が示唆された。

開発計画の目標4

選択されたメタンハイドレート資源
フィールドでの産出試験の実施

フェーズ2の課題

開発計画の目標5

商業的産出のための技術の整備

フェーズ3の課題

開発計画の目標6

環境保全に配慮した開発システム
の確立

プロジェクト全体の課題
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

番号

①

②

③

探査分野 （15項目のうち、①〜③）

中目標（15
中目標（15項目）
項目）

フェーズ１における成果

達成度

有望メタンハイドレート賦存海
有望メタンハイドレ
ト賦存海
域の資源量評価

有
有望メタンハイドレート賦存海域として東部南海トラフ
タ
賦存海域
東部南海 ラ
海域を選定し、メタンハイドレート層のメタンガス原始
資源量を確率論的手法によって算定した。

達成

日本周辺海域におけるメタンハ
イドレート賦存状況の把握と特
性の明確化
（フェーズ1では、有望賦存海域
（フ
ズ1では、有望賦存海域
におけるメタンハイドレート賦存
状況の把握、日本周辺海域の
BSR分布状況の見直し）

東部南海トラフ海域のメタンハイドレートはタービダイ
ト砂泥互層の砂層に賦存するタイプが主体であり、か
つ、メタンハイドレート濃集帯が存在することを明らか
にした。また、地震探査データからメタンハイドレート
濃集帯を推定する手法を確立した。
平成２０年度は、東部南海トラフ海域で得られた知見
を踏まえて、日本周辺海域のBSR分布域の見直しを
行うとともに、今後詳細検討が必要と思われる海域を
抽出する予定。

達成
見込み

有望賦存海域からのメタンハイ
ドレート資源フィールドの選択
ドレ
ト資源フィ ルドの選択

東部南海トラフ海域のメタンハイドレート濃集帯につい
て、原始資源量、貯留層特性、海底面の環境等につ
いて検討を行い 海洋産出試験候補地として３箇所を
いて検討を行い、海洋産出試験候補地として３箇所を
選定した。

達成
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

探査分野 （15項目のうち、①〜③）の参考資料

● 東部南海トラフ海域で得られたメタンハイドレート濃集帯の考え方などの知見を活用し、これまでメタンハイドレー
ト賦存を示す指標であったBSRとメタンハイドレート層の関係を再検討したところ、BSRはメタンハイドレート層の
存在を示唆するものの、メタンハイドレート濃集帯の存在を示すものではないことが明らかとなった。

海面

海面

メタンハイドレート
メタン
イドレ ト
濃集帯
海底面

海底面

メタンハイドレート
賦存層

メタンハイドレート
賦存層

タービダイト
砂泥互層
BSR
従来のメタンハイドレート賦存層の解釈

メタンハイドレート濃集帯を含めた解釈

BSR
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

探査分野 （15項目のうち、①〜③）の参考資料

●地震探査デ タの４つの指標（ BSR、タ
●地震探査データの４つの指標（
BSR タービダイト砂泥互層
ビダイト砂泥互層、強震幅反射波、高速度異常
強震幅反射波 高速度異常 ）を用いて、メタンハイ
）を用いて メタンハイ
ドレート濃集帯を抽出する手法を確立した。
●メタンハイドレート濃集帯を判定する際には、坑井検層で３Ω・ｍ以上の高比抵抗層が、ネット層厚で10m以上ある
箇所という基準を用いた。

MH賦存層

チャ ネル上部

４つの指標
①BSR
②タービダイト砂泥互層
③強振幅反射波
④高速度異常

MH濃集帯

BSR

チャ ネル基底

MH濃集帯

濃集帯の例

4つの指標を用いたメタンハイドレート濃集帯の抽出例
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

モデリング分野 （15項目のうち、④〜⑧）

番号

中目標（15
中目標（
15項目）
項目）

④

貯留層特性の明確化のための
海洋産出試験事前評価用パラ
メータを整備し、貯留層モデル
を作成。
成

基礎試錐コア試験を通じ、生産性評価に重要な物性、力
学的特性を取得すると共に、シルト質濃度の影響評価を
行い 三次元的貯留層モデルを作成した
行い、三次元的貯留層モデルを作成した。

達成

⑤

砂泥互層への減圧法適用時
のメタンハイドレート分解速度、
分解時の氷生成等の特性を解
明し、分解挙動モデルを作成。

減圧法等の分解挙動、砂泥層界面の圧密特性等をコア
分解試験によって取得すると共に、物性の変化を解析し
た。氷生成による生産障害の定量的評価は平成２０年度
にも継続して実施中。

達成
見込み

⑥

砂泥互層の生産挙動を記述す
るモジュール及びフィールド産
るモジュ
ル及びフィ ルド産
出試験の生産量等を予測可能
なシミュレータを開発。

貯留層パラメータ、分解挙動モデル、計算モジュールを組
み込んだ生産シミュレータを開発し、陸上産出試験の検
証を通じ精度の向上を図 た 国際的な比較研究におい
証を通じ精度の向上を図った。国際的な比較研究におい
て信頼性を検証した。今後、フィールド産出試験とのマッ
チング等を通じて実用化シミュレータの完成を目指す。

達成

⑦

生産手法（減圧法、加熱法等）
生産手法（減圧法
加熱法等）
を評価し、貯留層の浸透率等
の特性に応じた各種手法の適
用指針を作成。

各種分解手法の実験的評価、生産シミュレータによる解
各種分解手法の実験的評価
生産シミ レ タによる解
析を実施。東部南海トラフ域のメタンハイドレート資源に対
する主たる生産手法として、減圧法を提示。陸上産出試
験によってその有効性を示した。

達成

⑧

砂泥互層に対する生産特性を
評価。

三次元貯留層モデルを作成し、各濃集帯に対する生産性
評価を行った。

達成

フェーズ１における成果
フ
ズ１における成果

達成度
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

モデリング分野 （15項目のうち、④〜⑧）の参考説明

● 生産シミュレータ（MH21-HYDRES）の開発コンセプトと優位性
生産シミュレ タ（MH21 HYDRES）の開発コンセプトと優位性
− 種々の特徴を有する貯留層に対して、最適な生産手法（減圧法、加熱法など）を解析、提示する。
− 陸上産出試験との検証を通じて、評価・検討を実施。
− 現在のメタンハイドレート用生産シミュレータの中では、優位性が確認されている。
（参考：NETL/DOEのMethane Hydrate Newsletter2005夏号、2007冬号等）
◆ 『MH21-HYDRES』 ： メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム（生産手法開発分野）が独自に開発
◆ 『TOUGH-Fx/Hydrate』 ： Lawrence Berkeley National Laboratoryが地熱貯留層シミュレータTOUGH2をベースに開発
◆ 『Hydrate ResSim』 ： NETLがTOUGH-Fx/Hydrate v1.0を一般向けに公開
◆ 『STOMP
『STOMP-HYD』
HYD』 ： Pacific Northwest National Laboratoryとアラスカ大学Fairbanks校が多相流動シミュレ
Laboratoryとアラスカ大学Fairbanks校が多相流動シミュレータ(STOMP)を修正
タ(STOMP)を修正
◆ 『STARS』 ： カナダのComputer Modelling Group社が開発した熱掃攻法挙動予測用

● 貯留層特性と生産手法の関係 （感度分析）

● 東部南海トラフ海域（濃集帯（α、β））の試算
1

カナダ・マッケンジーデルタ
東部南海トラフ海域

α,β温水Huff&Puff法

0.9
0.8

減圧・坑井加熱併用法

0.7

β減圧法

回収率
率

0.6
0.5
0.4

α減圧法

0.3
0.2
01
0.1
0
0

1

10

100

エネルギー産出比

α、β濃集帯におけるエネルギー産出比と回収率試算結果
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

番号

⑨

⑩

⑪

フィールド産出試験、開発分野 （15項目のうち、⑨〜⑪）、

中目標（15
中目標（
15項目）
項目）

フェーズ１における成果

達成度

生産手法の有効性検
生産手法
有効性検
証・長期連続生産デー
タの取得、並びに生産
シミュレータの有効性
検証及び精度向上

減圧法によりメタンハイドレートからメタンガスを約6日間連続生
産することに世界で初めて成功。未固結砂層の孔隙充填型のメ
タンハイドレート層に対する生産手法として減圧法が有効である
ことを実証した。また、生産シミュレータの有効性が検証でき、そ
の精度向上が図られた。
なお 試験着手前の目標であった長期の連続産出試験は 予算
なお、試験着手前の目標であった長期の連続産出試験は、予算
と極地での操業期間の制約から計画を見直し、5.5日間を目指す
こととされた。

ほぼ
達成

海洋産出試験の坑井
計画の指針提示

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」および陸上産出試験の結果を踏ま
え、海洋産出試験実施に向けた坑井設計について検討し、課題
を抽出した。海洋産出試験の全体計画については、フェーズ２の
課題となる。

達成

第２回陸上産出試験を
踏まえた経済性評価

メタンハイドレート開発に適した経済性評価プログラムを開発し、
フェーズ１終了時点で得られている知見を用いて経済性の試算を
実施した。その結果、今後の研究継続により経済性が期待できる
水準との結果が得られた。また、経済性の観点から、技術課題の
抽出を行った。今後、さらに技術開発の進展に応じた検討が必要
である。

達成
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

フィールド産出試験 （15項目のうち、⑨）の参考説明

●第1回陸上産出試験 （日加米独印：カナダ
（日加米独印：カナダ・マッケンジーデルタ）
マッケンジ デルタ）
・2002年3月、『温水循環法』でメタンガスを生産（世界初）。
− 試験期間約5日、累計生産量470m3 。
− 生産の継続性とエネルギー効率に課題。
・メタンハイドレート層が浸透性を有することが確認された。

●第2回陸上産出試験 （日加：カナダ・マッケンジーデルタ）
− 第1回試験と東部南海トラフ海域の調査を踏まえ、減圧法を主体とした計画を立案。
第1回試験と東部南海トラフ海域の調査を踏まえ 減圧法を主体とした計画を立案
− 試験は2冬季にかけて行い、第2冬試験では最長で3ヶ月程度の連続生産を目標。

・2007年4月（第1冬試験）、『減圧法』でメタンガスを生産（世界初）。
− 試験期間約12.5時間、累計生産量830m3。
− 地層から坑内に砂が流れ込む『出砂』現象で試験は中断。

試験の実施地点

★ 第1冬試験の実施後に、第2冬試験に向けた諸制約（予算面と環境面）が判明した。
このため、第2冬試験の目標は修正し、最長で5.5日間の連続生産を目指すことになっ
た。この修正はメタンハイドレート開発実施検討会への報告・承認を経て行われた。

・2008年3月（第2冬試験）、『減圧法』でメタンガスを連続生産。
− 出砂対策機器を設置。
− 試験期間6日間、累計生産量13,000m3以上。
− 生産手法として減圧法の有効性を実証。
第2回陸上産出試験（第2冬試験）の様子
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

環境分野 （15項目のうち、⑫〜⑮）

中目標（15
中目標（
15項目）
項目）

フェーズ１における成果

達成度

⑫

海洋産出試験に適用
する環境影響評価手
法を提示。

東部南海トラフ海域の経年的、季節的な特徴を整理した。また、
環境影響を評価する基本指標を抽出し、環境影響評価法に基づ
く方法書（案）を作成した。漏洩メタン挙動予測モデルと、メタンハ
イドレート分解生成水放出予測モデルを開発し、拡散範囲および
生物影響範囲を予測した。

達成

⑬

ガ 漏洩検知技術
ガス漏洩検知技術・
地層変形検知技術の
モニタリングシステム
（実証システム）の完
成。

室内試験および実海域試験を通して、要求性能を満たす応答性、
安定性に優れたMETSセンサ （実証機）を完成した 実海域試
安定性に優れたMETSセンサー（実証機）を完成した。実海域試
験は平成２０年度中に実施。地層変形モニタリングシステムは、
室内、陸上試験等を通して、実証機を開発した。海洋産出試験
時の基本設計として、3種類の観測ステーションの仕様書と設置・
回収方法をまとめた
回収方法をまとめた。

達成
見込み

⑭

地層変形予測評価可
能なモデルの完成
能なモデルの完成。

力学試験等から取得した海底地盤物性値を基に地層変形を予
測可能なプログラムを開発した。開発したプログラムについては、
室内模型実験および実地盤の変位計測事例を対象に妥当性に
ついて検証し、実証プログラムを完成した。さらに、海洋産出試
験を対象とした事前予測を実施した。

達成

⑮

メタンハイドレート開
発に伴う安全・環境
管理、環境影響への
リスク評価に関する
情報の整理とまとめ。

安全管理上の知見を整理し、海洋産出試験に関する安全管理シ
ステムの要件を整理した。メタンハイドレート開発において、評価
すべきリスクの選定とリスク評価手法の手順を整理し、必要な情
報・データ及び作業を明確にした。

達成

番号
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６．成果、目標の達成度 （15項目）
フェーズ1の中目標

環境分野 （15項目のうち、⑫〜⑮）の参考資料

1. 海域環境情報
海域環境情報の取得
取得
海域環境のベースライン調査
（東部南海トラフの海域環境の特徴整理）

地盤物性の把握と構成式の構築

2. 基本モデルの開発
本
開発
海水中での環境影響予測
・漏洩メタンの挙動予測モデル
・MH分解生成水放出影響予測モデル

（基礎試錐コア試料等の力学試験）

海底地盤の変形予測プログラム

既存資料

3. モニタリング技術の開発
メタン漏洩 地層変形をリアルタイムでモニタリングするセンサー類の開発
メタン漏洩、地層変形をリアルタイムでモニタリングするセンサー類の開発
・溶存メタンセンサー

・地層変形モニタリングシステム 等

センサー類を統合して運用するためのモニタリングシステムの開発検討

4. 環境影響評価の手順検討
・環境影響を評価するための基本指標の抽出
・海域環境調査による環境モニタリング（海洋生態系の調査）
・モニタリングシステムによる環境モニタリング（メタン漏洩等）
・HSE調査

６．成果、目標の達成度 （まとめと今後）
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●フェーズ１の課題については、平成20年（2008年）3月の第２回陸上産出試験が６日間の
短期間となったことを除けば全て達成した ただし 陸上産出試験は 予算面と環境面の
短期間となったことを除けば全て達成した。ただし、陸上産出試験は、予算面と環境面の
諸制約を考慮して設定された期限まで生産を継続し、終了となったものである。このこと
を考慮するとフェーズ１の目標はほぼ達成されたと判断される。
● 今後、計画される海洋産出試験については、おそらく我が国が世界で最初に着手する
ことが考えられる。在来型石油・天然ガスに使われる技術に加えて、メタンハイドレート層
に適した独自の技術課題を着実に解決し、安全に試験を行うためには、課題にもよるが
概ね 年
概ね３年の研究期間が必要であると予測される。
究期間が必要 あると予測される
●なお 生産障害の把握等の観点から 長期的な試験の実施を通じて 生産手法の問題
●なお、生産障害の把握等の観点から、長期的な試験の実施を通じて、生産手法の問題
点を解決し、試験技術を向上させることが望まれる。ただし、陸上又は海洋のいずれにお
ても長期試験計画を立案する際には、対象となる タン イド
ト層の性質に適した
いても長期試験計画を立案する際には、対象となるメタンハイドレート層の性質に適した
期間を選択することなどに、留意すべきである。
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７．前回中間評価（平成17年度）の指摘と対応
指摘

対応

・節目ごとに見直し、柔軟に
・引き続き、開発実施検討会等で次のス
①
テ プ移行に いて十分に議論する
方向性を改訂する とも必要 テップ移行について十分に議論する。
方向性を改訂することも必要。

結果
・平成20年度は、開発実施検討会等の
議論を踏まえた上で、フェーズ２移行の
議論を踏まえた
で、フ
移行の
判断を行う。

・実験室の結果を実規模へ拡
②
大する手法等に注意が必要。

・陸上産出試験のデータと実験室のデータ
を十分に比較し、実験室のデータから実規
模の現象を予測するスケール則を検討す
る。

・コア試験の条件と結果を生産シミュ
レータによって検証しながら 生産挙動
レータによって検証しながら、生産挙動
のモデル化を進めた。

・モデリング分野では、豊富な
③ 経験を有する油層技術者の
参画が必要。

・経験を有する油層技術者を参画させるべ
経験を有する油層技術者を参画させる
く人選中。

・油層工学、資源開発、生産増進技術
分野の専門家５名を客員研究員として
選任し、生産手法の開発を進めた。

・基礎試錐の解析を実施。また、生産シ
ミュレータによる検証から、減圧法が最適
であることを確認。陸上産出試験は減圧法
に基づく計画を検討中。

・基礎試錐と生産シミュレータ予測から
基礎試錐と生産シミ
タ予測から
減圧法による計画を立案し、連続生産
に成功した。

経済性評価を行い、経済性に効果のある
・経済性評価を行い、経済性に効果のある
要素を検討。

・経済性評価を実施し、経済性に影響を
及ぼす要因を定量的に評価した。

④

・陸上産出試験は、砂泥互層
を念頭に 実施方法を検討す
を念頭に、実施方法を検討す
る必要がある。
・経済性検討を行い、その改
善に必要な要素を明確にす
る必要がある。

・基礎試錐の結果を十分に検
⑤ 討する方針は妥当。フェーズ
１延長もやむを得ない。

・陸上産出試験の実施時期は、砂泥薄互
層等の詳細検討が必要なため 平成16年
層等の詳細検討が必要なため、平成16年
度から平成18年度とする。
・これに伴い、フェーズ１は２年間延長する。

・フェーズ１を２年間延長した。

８．今後の進め方について（フェーズ2移行）
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研究開発の現状

●フェーズ1の課題はほぼ達成され、メタンハイドレートが国産資源となる可能性が
示された。他方、陸上産出試験は規模を縮小して終了した。
●この成果から、総合科学技術会議第51回評価専門調査会（平成18年2月）で議論
された「フェーズ2への移行の可否に関する基本的な3つの判断基準」の検討を行っ
たところ、全ての項目で基準に達していると判断された。

日本の現状

●昨今の資源高、資源獲得競争等を踏まえ、エネルギー資源の大部分を輸入に依存
する我が
する我が国にとって、メタンハイドレートが商業化できれば、エネルギーの安定供給に
と
タ
ド
が商業化 きれば
ネ ギ
安定供給
貢献するインパクトは非常に大きく、この状況は研究当初から変わりはない。

諸外国の現状

●平成13年度から本格的な研究に着手した我が国の技術力は、現時点で世界の
トップレベルだが、各国も研究を加速している。我が国としては保有するアドバンテー
ジを活かすことが出来るパートナーとの互恵的な協力関係の下で、早期実用化を目
指し、引き続き、世界を牽引する技術力を維持することが重要である。
●平成20年6月、日米でメタンハイドレート研究の協力意図表明文書を締結した。

●我が国としては、次世代エネルギー資源に位置づけられるメタンハイドレートの研究開発を、今後と
ギ
づ
も着実に進めていくことが重要である。このため、基礎研究が主体であったフェーズ1は平成20年度
（2008年度）で終了とし、平成21年度（2009年度）以降はフェーズ2へ取り組むこととしたい。
●ただし フェーズ2へ進むには
●ただし、フェ
ズ2へ進むには、研究開発の現状を踏まえたスケジュ
研究開発の現状を踏まえたスケジュールの見直しが必要である。こ
ルの見直しが必要である。こ
のため、平成20年6月〜8月に『メタンハイドレート開発実施検討会』で審議を行い、その結果、次頁
の見直しを行うことで承認が得られたところである。

８．今後の進め方について（全体スケジュールの修正）
● フェーズ2で計画される海洋産出試験を安全に行うためには、少なくとも3年の準備が必要であ
る。これを踏まえると、フェーズ2全体では、7年程度の研究期間が必要である（詳細は次頁）。
● フェーズ2に必要な研究期間を確保するため、全体計画についても、プロジェクトの最終年度を
フェーズ2に必要な研究期間を確保するため 全体計画についても プロジェクトの最終年度を
平成28年度（2016年度）から平成30年度（2018年度）へと変更する。

2001FY

当初計画
（平成13
（平成
13年度）
年度）

2006｜2007
｜

フェーズ１ （６年間）

2001FY

中間評価

フェーズ２ （５年間）

2008｜2009
フェーズ１ （８年間）

（平成17
（平成
17年度）
年度）

2011｜2012
｜

2016

フェーズ３ （５年間）

2016

2011｜2012

フェーズ２ （３年間）

フェーズ３ （５年間）

２年延長
2001FY

中間評価
（平成20
（平成
20年度）
年度）

2008｜2009

フェーズ１ （８年間）

2015｜2016

フェーズ２ （７年間）

2018

フェーズ３ （３年間）

４年延長

メタンハイドレート賦存状況の解明
原始資源量の評価 （東部南海トラフ海域）
陸上産出試験の実施

陸上産出試験の継続
と
海洋産出試験の実施

商業化実現に
向けた技術開発
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８．今後の進め方について（フェーズ2のスケジュール）
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● フェーズ2前半(平成21〜23年度）の課題は、海洋産出試験の準備と陸上産出試験の継続実施
（アラスカ等）を想定。これらの成果は、2011年度に予定するフェーズ2中間評価で評価を行う。
● 中間評価以降のフェーズ2後半（平成24〜27年度）は、海洋産出試験（現時点では2回を想定）
中間評価以降のフ
ズ2後半（平成24 27年度）は 海洋産出試験（現時点では2回を想定）
に取り組み、試験結果とその他の研究成果を併せて、商業的産出に必要となる技術課題の抽出を
行う。
●フェーズ2の最終評価は、平成27年度を想定する。
●フェ
ズ2の最終評価は、平成27年度を想定する。

平成 年度
（西暦 年度）

21
（2009）

22
（2010）

23
（2011）

陸上産出試験
の検討

陸上産出試験
（アラスカなどを想定）

海洋産出試験
の準備

準備
（技術課題・試験環境の整備等）

海洋産出試験
の実施

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

解析・準備
第１回海洋産
出試験

第２回海洋産
出試験

その他の
研究開発
プロジェクト評価

フェーズ２
中間評価

フェーズ２
最終評価
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（参考） 資料7と資料9の対照表
資料９
（評価コメント表）

資料７
（メタンハイドレート開発促進事業評価用資料）

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
（１）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か

P3 （1-3 国の関与の必要性）

（２）事業目的は妥当で、政策的位置づけは明確か。

P1〜2 （1-1 事業の目的、1-2 政策的位置付け）

２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等も目標は適切かつ妥当か

P4〜P7 （2-1 研究開発目標）

３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か

P8〜P15 （3-1 成果）

（ ）目標の達成度は妥当か
（２）目標の達成度は妥当か

P16 P19 （3-2
P16〜P19
（3 2 目標の達成度）

４．事業化、波及効果についての妥当性
（１）事業化については妥当か

P20〜P22 （4-1 事業化の見通し）

（２）波及効果は妥当か

P23 （4-2 波及効果）

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か

P24〜P25 （5-1 研究開発計画）

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か

P26〜P27 （5-2 研究開発実施者の実施体制・運営）

（３）資金配分は妥当か

P28 （5-3 資金配分）

（（４）費用対効果は妥当か
）費用対効果は妥当か

P29
9 （5
（5-4 費用対効果）

（５）変化への対応は妥当か

P30〜P31 （5-5 変化への対応）

６．総合評価

参考資料

資料Ｂ.
フェーズ１の目標達成度に係る自己評価表

フェーズ１目標達成度・総括表
１. 探査分野
最終評価
開発計画の実施項目

(１) 物理探査等

達成目標

ほ
達 ぼ 未
成 達 達
成

達成状況及び未達理由

Ｈ１５年度基礎試錐掘削位置を選定す
○
る。

ＢＳＲ分布や地震波高の速度異常などの情報を評価し、Ｈ１５年度
基礎試錐掘削位置１６地点を選定した。

東部南海トラフのおける各種評価マッ
プを作成し、ＭＨ賦存状況、ＭＨ資源
○
量を評価・提示する。

MH濃集帯の抽出手法を確立し、計16箇所のMH濃集帯を抽出し、各種
マップを作成した。孔隙率、飽和率等を推定し、確率論的手法に
よって、東部南海トラフ海域におけるMH原始資源量を算定した。

日本周辺海域におけるBSR分布域等の
マップを作成し、MH賦存状況を把握す ●
見
る。
込
み

平成20年9月末までを目処に、日本周辺海域のBSR分布域の見直しを
行うと共に、今後詳細検討が必要と思われる海域を抽出する予定。
３D震探データのある佐渡沖南西については、濃集帯の抽出とそれ
らを対象とする暫定的なMH資源量を平成20年10月末までに算定する
予定。

米国におけるＭＨ調査の動向、最新技
術を入手する。
○

メキシコ湾ＭＨ調査ＪＩＰに参加した。米国エネルギー省の主催す
る研究報告会等に参加し情報収集のほか深海掘削データの収集と分
析を実施した。

諸外国のＭＨ調査の動向、調査に用い
る最新技術そして地質的な情報を入手
する。情報発信を促進するために、学 ○
会などで研究成果を公表する。

AGU・ICGH・OTC(海外)などで講演発表を活発に行った他、地球惑星
連合大会(国内)では、MHのセッションを主催し、情報発信をすると
ともに、最新動向を調査。陸上産出試験の共同研究者であるカナダ
の他に、インド(MOU締結)・米国と情報交換を実施した。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で取得さ
(２) 地質・地化学調査
①メタンハイドレート探査手法 れるMHコア試料を用い基礎物性（浸透
○
の確立
率、孔隙率、MH飽和率、弾性波速度
等）を測定する。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で取得したMHコア試料を用いて基礎
物性を測定し、物理検層による測定結果のキャリブレーションを実施
した（一部生産手法開発Gと共同実施）。この結果を、東部南海トラ
フの資源量評価に活用した。

a.メタンハイドレート層と物理探 マリック天然ＭＨの基礎物性データを
査及び物理検層データの対比
蓄積し、物理検層評価手法を検証す
る。
○

取得された天然コア試料を用いて、天然MHの基礎物性データを蓄積
し、ワイヤライン検層データの解釈及びコア試料分析結果との総合
解釈から、ＤＭＲ(Density ‒Magnetic Resonance Method)法により
地層中のガス飽和率、ハイドレート飽和率を算定することが有効で
あることを見出した。

物理検層データによるＭＨ層評価手法
を確立し、Ｈ１５年度基礎試錐での検 ○
層計画を立案する。
ＬＷＤ検層についてモデリングにより
探査深度等の補正手法を策定する。
○

ワイヤライン検層とＬＷＤ検層のツールの構造、特徴、長所／短所
を明確にし、平成１５年度基礎試錐における検層計画を立案し、実
施した。
検層手法の垂直分解能、探査深度、計測手法の観点から検討し、
5cmという比較的高い解像度でMH層評価が可能との結論を得た。新
たな補正手法の策定は必要ないことが明らかになった。

高密度速度解析自動化システムを開発
し、ＭＨ層に特徴的な速度異常帯を摘 ○
出する。

震探査データに対して高密度かつ高速度に速度解析を自動的に計算
する高密度速度解析自動化システムを開発した。

基礎試錐「南海トラフ」でＭＨ層の地
震探査アトリビュートを摘出する。Ｍ
Ｈ層固有の地震波応答モデルを構築す ○
る。

ＭＨ飽和率等の定量的な評価には、Ｐ波インピーダンス・減衰特性
ならびにポアソン比のアトリビュートが有効であることを解明し
た。さらに、P波／S波速度、砂泥比とMH飽和率の関係を明らかに
し、アトリビュート解析やインバージョン解析のため定量的なMH飽
和率評価が可能になった。

3次元地震探査データに対して再処理
を行い、そのデータを用いて速度解析
とアトリビュート解析を実施する。こ
の結果と基礎試錐「東海沖〜熊野灘」 ○
の結果を用いて、MH賦存率等の分布図
を作成する。

①３次元地震探査データすべてに高密度速度解析とアトリビュート
解析を実施し、MH濃集帯の抽出・評価に利用した。
②MH賦存率とP波/S波速度について、MH賦存モデルによる理論値と
検層データを比較し、相関性を把握した。
③有望MH濃集帯のMH層厚図・速度分布図を作成した。

b.メタンハイドレート砂質層の同 東部南海トラフの地震探査の記録を基
定
礎試錐「東海沖〜熊野灘」の坑井情報
と対比し、堆積学的な手法により東部 ○
南海トラフにおける砂層分布図を作成
する。

①二次元地震探査データを用いて、東部南海トラフ海域における広
域のシーケンスマップを作成し、砂層が卓越するエリアを評価し
た。
②三次元地震探査データを用いて、MH濃集帯を対象とした詳細地質
モデルを作成した。

c.海洋産出試験候補海域の評価手 摘出されたMH資源フィールド候補域に
法の確立
ついて坑井、物理探査及び地化学探査
データを用い、確率論的手法を活用して ○
信頼度の高い資源量を算定する。

MH濃集帯の抽出手法を確立し、16箇所のMH濃集帯を抽出。孔隙率、
飽和率等を推定し、確率論的手法によって、東部南海トラフ海域にお
けるMH原始資源量を算定した。

生産手法開発グループおよび環境影響
評価グループと共同して、海洋産出候
○
補海域を選定する

東部南海トラフ海域のメタンハイドレート濃集帯について、原始資源
量、貯留層特性、海底面の環境等の項目について検討を行い、海洋産
出試験候補地として３箇所のメタンハイドレート濃集帯を選定した。

1

②メタンハイドレート集積メカ 「ＭＨシステム」を構築することを目
ニズム、メタンガス起源の解明
的として、ＭＨ集積メカニズムの概念
を纏める。

○

ＭＨ生成シミュレータの詳細設計作業
○
を実施する。
基礎試錐「東海沖〜熊野灘」の結果を
反映して、MH集積メカニズムの概念を
構築し、東部南海トラフにおけるMHシ
ステムをまとめる。また、メタンガス
生成・移動からMH形成までの堆積盆ス ○
ケールのMH形成シミュレータを開発
し、東部南海トラフにおけるケースス
タディを実施する。

石油システムの概念に微生物ガス生成、ＭＨ形成、構造運動による
流体移動の概念を付加したＭＨ集積メカニズムの概念を提示した。
また、現状ではデータが不十分な未解決事項を整理し、今後の課題
としてまとめた。
ＭＨ生成シミュレータの詳細設計を実施した。
①これまでに得られた知見を基に、MHシステムの概念を提案した。
また、現状のデータのみではメタンの生成深度等未解明の問題につ
いては、今後の課題や解決策等を提示した。
② MH形成シミュレータを開発し、東部南海トラフ海域のMH濃集帯
を想定したケースタディーを実施した。MH濃集帯の形成には、メタ
ンの移動が重要であることを確認し、上記のMHシステムの概念構築
作業に活用した。

③海底メタン湧水と溶存メタン 南海トラフ海域の海底地形及び地化学
の地化学調査
データのマッピング作業を実施する。

背斜構造や断層を伴う外縁隆起帯において、地下からのメタン供給
が活発であることが示され、外縁隆起帯で地形アノマリと地化学ア
ノマリに相関がある可能性が示された。

○

MH賦存層の摘出に有効な地化学指標を
検討し、これら地化学指標とMH賦存状
況との関係を明らかにする。
○

地質学的情報と3次元地震探査データを用いて、海底面付近におけ
る地化学現象の知見をまとめ、MH賦存層の評価における地化学指標
の有効性を評価した。タービダイト砂層のMH濃集帯を対象とした探
査に対しては、SMI等を直接的な指標とすることは困難と評価し
た。

④メタンハイドレート資源量評価 確率論的なMH資源量評価手法を確立す
手法
るとともに、フィールド毎のMH賦存率
○
（孔隙率×飽和率）、分布域と資源量の
見積りを行う。
⑤情報の集約
海外での学会やワークショップへの参
加を通じ、諸外国におけるＭＨ調査の
動向、調査に用いる最新技術そして地
○
質的な情報を入手する。
情報発信を促進するために、学会など
で研究成果を公表する。

MH濃集帯の抽出手法を確立し、計16箇所のMH濃集帯を抽出する。孔
隙率、飽和率等を推定し、確率的手法によって、東部南海トラフ海
域におけるMH原始資源量を算定した。

ＰＴＣＳを改良し、平成１５年度基礎
(３) 探査技術開発
①コアリングおよび地層温度測 試錐でコア回収率５０％を達成する。
大水深浅層を対象とした実証実験を実 ○
定技術等の改良
施する。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」にてコア回収率８０％、原位置の圧力
保持率９０％を達成した。

坑井内地層温度測定装置を開発し、平
成１５年度基礎試錐でデータを取得す
る。

②新たな探査手法の開発

○

達成目標に挙げた測定精度の坑井内地層温度計を２台製作し、基礎
試錐「東海沖〜熊野灘」において１枚のＢＳＲが確認されている第
二渥美海丘とダブルＢＳＲが確認されている東海沖に設置した。

MH賦存と地層温度分布との関係を検討
すると共に、取得した地層の熱物性
データを整理する。
○

東海沖において取得した51日間分の高精度地層温度分布データの解
析を行い、当該地域の地温勾配、MH賦存と地層温度分布との関係、
および地層の熱物性に関する基礎的な情報を取得した。この結果
は、MH形成シミュレーションや生産手法開発Gが実施する生産シ
ミュレーションの入力データとして活用した。

従来の海上地震探査ではＭＨの層厚
（特にＭＨの上限）の摘出に対し、最
適な探査手法を選定し、具体的な調査 ○
計画及び予算案を作成する。

空間方向・時間方向に対し、通常探査よりも高密度なデータ取得が
可能な仕様を選定し、高分解能の二次元および三次元地震探査を東
部南海トラフ海域で基礎物理探査として実施した。

深海曳航方式地震探査の有用性を確認
○
する。

位置補正処理を実施し、数メートル程度の垂直分解能を有する高分
解能地震探査断面が得られた。

海洋電磁探査の有用性を確認する。

周波数領域電磁シミュレーションにより、ＭＨ層の存在の検出が可
能であることが判明した。さらに、ハイドレートリッジにおける実
データの解析・検証を実施し、比抵抗分布からもMH濃集度の推定の
可能性を示唆する結果を得た。

○

③生産・開発に関する物理探査

AGU・ICGH・OTC(海外)などで講演発表を活発に行った他、地球惑星
連合大会(国内)では、MHのセッションを主催し、情報発信をすると
ともに、最新動向を調査した。陸上産出試験の共同研究者であるカ
ナダの他に、インド(MOU締結)・米国と情報交換を実施した。

探査手法全般について、中間評価時以
降の動向調査の結果と、東部南海トラ
フ海域におけるMH賦存状況に関する知
見を踏まえて、フェーズ1における総 ○
括的な評価をまとめる。

・ 海底電磁探査手法と4成分地震探査手法については、生産、開発
に関する物理探査手法として有望と評価し、モニタリング手法とし
て引き続き精度の向上を行う必要があると評価した。

OBCデータを用いたS波速度解析手法の
詳細検討を行う。フェーズ1における4
成分地震探査手法の総合評価を行い，
今後のモニタリング調査のための有効 ○
な調査仕様を提案する。

ノルウェー沖OBC(海底ケーブル)データを用いて確立した処理解析
手法を東部南海トラフのOBCデータに適用し、MH濃集帯を対象とし
たS波断面を作成した。MH分解後は、ガスが地層内に賦存するた
め、P波によるモニタリングは困難である一方、S波モニタリングが
有効であり、本成果は、将来の産出試験時のベースデータとして使
用できる。
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フェーズ１目標達成度・総括表
２．モデリング分野
最終評価
開発計画の実施項目

(1) 基礎的特性
①堆積層態様の解明

達成目標

ほ
達 ぼ 未
成 達 達
成

電気伝導率、熱伝導率、弾性波速度に
ついて、堆積物混合量依存性、密度依
○
存性及び温度依存性を評価する。

第1回陸上産出試験層コア、H11基礎試錐コア砂及び第１回陸上産出
試験層MH堆積物模擬試料について解析・評価した。各物性値に対す
る堆積物混合量、密度の影響が認められるほか、堆積物内のメタン
ハイドレート含有量が影響を及ぼしていると推察された。

電気抵抗率については、分解時の経時
変化に関する評価を行う。
○

模擬試料に対し、分解時の電気抵抗率の経時変化を測定・評価し
た。本物性値がメタンハイドレート含有量の変化の指標となるもの
と推察された。
専用の高圧熱量分析装置の開発し、±0.2J/g/Kの精度を有する直接
的な分解熱の測定技術を確立した。同装置により，純メタンハイド
レートの分解熱は436.8J/g、比熱は1.9J/g/Kであることなどを評価
した。

低温・高圧示差走査熱量分析装置を開
発して分解熱測定技術を確立し、ハイ
○
ドレートの分解熱を取得する。
結晶構造解析及び分光学的手法による
ガス密度測定手法を確立する。
○
マイクロフォーカスX線CT等を適用
し、模擬ＭＨ堆積物の骨格構造等をサ
ブミリオーダーの空間分解能で可視化 ○
する手法を確立する。
混合圧密法、ガス浸透法等の手法で、
５０％以上のＭＨ飽和率を有する模擬 ○
堆積物試料の作製手法を開発する。

ラマン分光法、X線回折法およびガスクロマトグラフ法の併用法に
よって混合ガスハイドレートのガス密度を測定する手法を確立し
た。
MH堆積物の骨格構造を3次元的にサブミリオーダーで可視化する手
法を確立した。孔隙レベルでのMH堆積物の骨格構造の解析が可能と
なった。
Mallikコア残渣の粒度分布に調整した珪砂などを用い、孔隙率が天
然とほぼ同等かつＭＨ飽和率50%以上の模擬試料の作製を可能とし
た。

基礎試錐コアを使用して、堆積物砂の
粒径分布、表面官能基、孔隙分布及び ○
孔隙水の組成等を測定・評価する。

H15基礎試錐コアの粒径分布、孔隙径分布などを測定し、５００頁
に及ぶコア性状分析報告書としてまとめた。

機械的強度測定に供する模擬ＭＨ堆積
物の作製技術を開発し，拘束圧下三軸 ○
強度試験法を確立する。

模擬MH堆積物の作製法として、ガス浸透法及び加圧成型法を開発し
た。三軸圧縮強度試験法については、高圧三軸セルを開発し、試験
評価手法を確立した。

拘束圧下三軸強度試験法によって、機
械的強度の測定と評価を行う。

模擬MH堆積物試料の強度は20MPa程度であり、温度の影響は少な
かった。メタンハイドレート飽和率の増加と共に強度は増加した。
海域の基礎試錐砂質試料の強度は、泥粒子の存在により、低下し
た。
模擬MH堆積物の分解後の最大強度は、分解前に比較し1/4程度に低
下する。飽和率と強度の関係から、分解に伴いほぼ直線的に強度は
低下するものと考えられた。

○

模擬堆積物を分解させながら強度特性
を測定し、強度の経時変化、分解率、
骨格構造と機械的強度の関係を予測す ○
る式を導出する。

②分解挙動の把握

達成状況及び未達理由

生産性評価および生産挙動評価に必要
なメタンハイドレート堆積層の各種地
層特性を解明する。
○

原位置条件下での物性計測基盤技術によって、基礎試錐コアの熱特
性、浸透特性、弾性波速度、比抵抗を解析したほか、コア層分析等
を実施した。また、基礎試錐コアを再現するプロジェクト標準試料
と基礎試錐コアの試験結果によって、コア性状と諸物性の関係を評
価し、貯留層パラメータのモデル化・定式化を行った。

生産条件を設定するために必要なメ
タンハイドレート堆積層の強度特性、
圧密特性、ガスシール性などの力学特 ○
性を解明する。

原位置条件下での力学特性計測基盤技術によって、メタンハイド
レート堆積層の強度特性、圧密特性、ガスシール性などを解析した
ほか、砂泥互層の力学的特徴について評価を行った。

生産性評価、生産挙動評価に必要な生
産に伴うメタンハイドレート堆積層の
各種地層特性の変化を解明する

基礎試錐砂質コアの分解に伴う強度変化、浸透率変化、圧密挙動を
評価した。分解過程では、メタンハイドレートの固着力の低下に伴
い強度は低下し、分解後の強度は分解前の1/2〜1/4程度になること
が判明した。減圧による分解前後の体積歪みを測定し、圧密挙動に
ついて評価を行ったところ、分解と共に圧密は進行すること、圧密
伴い絶対浸透率も減少することが解析された。

○

模擬堆積物の圧密試験を行い、生産過
程における圧密係数、浸透率の変化を ○
評価する。

遠心載荷装置によって模擬堆積物の加熱分解による圧密度を測定
し、堆積層10mあたり3〜4cm程度であることを求めた。圧密の進行
と共に浸透率は顕著に低下することが認められた。

ＭＨ模擬堆積物に拘束圧を負荷し、圧
力勾配、温度勾配をかけながら分解す ○
る実験評価手法を確立する。

海底下のMH堆積層環境条件を再現する分解装置及び測定系の開発を
行い、減圧法及び加熱法による分解特性を解析・評価する手法を確
立した。

分解実験評価手法によって、分解に伴
う堆積物内温度分布、圧力分布及び流
動・伝熱に係るマクロな諸現象を定量 ○
化する。

減圧法及び加熱法のガス産出速度、模擬MH堆積物試料の温度変化、
圧力変化を評価し、減圧に伴う氷の生成、加熱法におけるMHの再生
成現象を明らかにした。

天然コア試料の熱水法による分解実験
を実施し、その分解速度式を導出す
○
る。

第1回陸上産出試験層の天然試料の熱水法による分解速度を求めた
ほか、一次元熱伝導モデルの分解速度式を導出し、分解は伝熱律速
であると推察された。
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純水中におけるMH分解実験を行い、
塩、イオン、泥水等の効果を解析し、
分解環境因子を関数とする分解速度予 ○
測法を開発する。

分解に対する塩、インヒビタ及び泥水主成分の影響を実験的に評価
し、分解水による希釈が分解速度を低下させること、粘度が高いと
生産速度が低いことを実験的に検証した。

分解に伴う気泡核形成速度を数値デー
タとして取得し、気泡形成の影響を定 ○
量化する。

物理的擾乱が少ない場において、気泡核形成速度を求めたほか、分
解時の初期気泡特性について実験的に観測し、気泡同士が合体しづ
らいことを明らかにした。

模擬ＭＨ堆積物の分解過程をマイクロ
フォーカスＸ線ＣＴ、高速Ｘ線ＣＴ等
によって三次元的に可視化する技術を ○
確立する。

μフォーカスX線CTによって分解前後の堆積物内部構造の変化を孔
隙レベルで観測する技術を確立した。高速X線CT観測用の高圧セル
を開発し、海底下環境においる分解過程を可視化観測しつつ、水と
ガスの産出挙動を解析する技術を開発した。

ハイドレートの分解過程を２次元的に
○
肉眼観測するシステムを確立する。

分解フロントの移動速度を求めるガス生産観測装置を開発した。

各種生産手法の生産挙動の評価に必要
なメタンハイドレート堆積層の分解現
象を実験によって解明する。

原位置条件下でのコア分解試験基盤技術によって、基礎試錐コア等
の減圧法、坑井加熱法、熱水圧入法、インヒビタ注入法、水蒸気圧
入法及び減圧･坑井加熱併用法等について、分解挙動の解析を行っ
た。
分解過程における氷生成・MH再生成のモデル化・定式化について
は、近赤外分光法による解析技術を確立し、評価を実施中である。

○

③分解過程のモデリング

(2) 室内実験

(3) 生産シミュレータの開発

生産挙動の評価に必要なメタンハイド
レート堆積層の分解過程を可視化する
技術を確立し、各種生産手法の分解過 ○
程を可視化実験によって解明する。

原位置条件下において減圧法、坑井加熱法、温水圧入法、減圧・坑
井加熱併用法のコア分解試験を行い、高速X線CTによってコア試料
内部の分解進行過程を可視化解析し、それぞれの特徴について評価
した。

分解動特性の解析結果とイメージング
計測結果から、分解速度と流動・伝熱 ○
現象の式を導出する。

遠心載荷可視化実験装置の観測結果を用いて、熱流動モデルと地盤
変形モデルを連成した。

メタンハイドレート堆積層の分解挙
動の評価に必要なメタンハイドレート
○
堆積層の分解過程を定量的に解明す
る。

基礎試錐コア等の遠心載荷試験を行い、加熱法による分解と共に圧
密が進行する過程を解析し、質量保存則、エネルギー方程式及び流
動方程式からなる分解挙動解析コードと運動方程式からなる地層変
形解析コードを連成した評価式を作成した。

分解採収法の実験的評価及び生産シ
ミュレータの検証が可能な室内産出試 ○
験設備を設計する。
大型設備設計における技術的課題を抽
出する。
○

室内産出試験設備の装置構成、各設備の仕様などについて設計し
た。

固液２相の圧密挙動評価モジュールを
完成する。ＭＨ層変形係数の温度依存
性を組み込む。
分解開始条件サブモジュール、並びに
二次元平面内での分解速度予測サブモ
ジュールを完成する。
浸透率評価モジュールを完成する。
計算モジュール群を既存シミュレータ
に組み込み、計算モジュール群の妥当
性を検証する。
開発段階に応じた計算モジュール群の
適用限界を算定した上で、専用シミュ
レータへモジュール群の引渡しを行
う。
プロトタイプシミュレータの３次元化
等、専用シミュレータとしての機能を
強化する。
成分エンタルピー計算機能の改善等に
よって、現行モデルによる計算速度を
２倍に向上させる。
すでに提案されている各種分解採収手
法について、質量収支、熱収支等の事
前検討を実施する。
第１回陸上産出試験において、減圧法
と熱刺激法を用いた分解採収手法によ
るMH層からのガス生産性を評価する。

○
○
○
○

○

○
○
○

○

第２回陸上産出試験の分解手法につい
○
て、その事前評価を行う。
生産性および生産挙動を予測するため
に必要なメタンハイドレート堆積層の
圧密特性、分解特性および浸透率特性
を数値的に記述する計算モジュールを ○
完成する。
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生産挙動のシミュレーションを行い、産出設備設計の諸元とした。
信頼性が高くかつ実践的な室内産出試験の実施に必要な技術的課題
を整理した。
圧密挙動評価モジュールを完成した。同評価モジュールを使用し
て、坑井近傍の圧密・変形挙動の解析が今後重要であることを確認
した。
分解速度予測サブモジュールを完成した。分解開始条件サブモ
ジュールに関しては、7%の精度予測を達成した。
浸透率評価モジュールを完成した。
各モジュールの妥当性及び問題点をまとめ、分解速度評価モジュー
ルについては、計算過程の簡略化が必要であることを確認した。
汎用シミュレータによって一次元の貯留層モデルの信頼性が高いこ
とを確認するとともに、フィールド試験を対象とした専用シミュ
レータによる解析の過程において、モジュール群への必要要件を明
らかにし、達成した。
プロトタイプシミュレータの直交座標系3次元化を実施し、各種地
層モデルについて対応可能な専用シミュレータを開発した。
境界グリッドの判定負荷低減、線形方程式系ソルバーの変更、熱力
学的特性の多項式近似等の改良によって、2.8倍の計算速度の改良
が果たした。
堆積層の浸透率とそのMH飽和率依存性及び熱伝導率が重要な因子で
あることを明らかにした。生産・回収システムのフィジビリティス
タディを行い、エネルギー収支などについて解析を行った。
第1回陸上産出試験の生産挙動予測と再現のためのマッチングを実
施し、産出試験結果との良い一致を見た。また、Mallik貯留層モデ
ルに対し、温水循環法、減圧法及び部分熱水圧入法を適用した場合
の10年間の生産挙動を解析した。
アラスカ及びカナダのMH資源賦存域を対象に、水平坑井を用いた減
圧法と部分熱水圧入法の産出挙動について解析した。
これまで開発した砂質堆積層に対する圧密挙動評価モジュールに泥
層の力学特性を記述する計算部の付加、減圧生産時の氷・MH再生成
計算ルーチンの付加を行い、減圧法適用時の砂泥互層の圧密変形挙
動を評価する計算モジュールを開発した。本計算モジュールを使用
して、生産に伴う砂泥互層の圧密・変形評価を行った。

計算モジュールの専用シミュレータへ
の受け渡し条件を確定する。
○

(４) ガス採収法の検討

既存の汎用シミュレータの拡張を図り、各計算モジュールのフィー
ルド適用性について検証したほか、各計算モジュールの専用シミュ
レータに対する受け渡し条件を検討し、それぞれ専用シミュレータ
の計算ルーチンとして組み込んだ.

メタンハイドレート堆積層の分解挙動
および必要な計算ルーチンを専用シ
ミュレータに付加するなどの機能向上
と改良を進め、海洋産出試験の生産性 ○
評価、生産挙動評価に必要な生産シ
ミュレータを完成させる.

坑井内流動計算部の開発、各計算モジュールの組み込み、ハイド
レート再生成・氷生成計算式の導入、多成分ガスへの対応化等を行
うことによって、専用シミュレータの機能を強化した。
海洋を含むフィールド産出試験に対する生産性、生産挙動予測が可
能な生産シミュレータMH21-HYDRESを完成した。

これまで提案されている分解手法を小
型実験装置によって評価し、整理す
○
る。
新しい概念による堆積層内ＭＨの分解
法を広く抽出する。
○

減圧法､加熱法及びインヒビタ注入法におけるガス産出レート､回収
率等を評価し､生産レート､回収率の向上には減圧法における減圧度
坑井加熱法における加熱温度が重要であることを明らかにした。
学術雑誌、特許庁データベース、DIALOG特許公報、米国エネルギー
省報告書を調査し、新たな生産手法として10以上の方法を抽出し
た。
炭酸ガス、窒素、空気およびそれらの混合ガスを模擬MH堆積層に圧
入し、メタンハイドレートの分解速度などを実験的に解析・評価
し、分解法として有効であることを確認した。

液相および堆積層中におけるＭＨの成
長・分解フロントの移動速度測定，混
合ガスのハイドレート相平衡条件およ ○
びその構造について実験を行う。
熱塩水圧入法、部分燃焼法、物理的分
解促進法について事前検討を行う。
○
各種分解手法の生産性を実験的に解析
し、分解手法の比較・評価を行う。

○

水蒸気圧入法、塩水/分解促進剤圧入法、気相酸化法、液相酸化法
について減圧法、熱刺激法との比較検討を行った。

減圧法、熱水圧入法、坑井加熱法、水蒸気圧入法、インヒビタ圧入
法及びそれらの併用法について、原位置条件における分解試験を行
い、専用シミュレータによる予測計算値との相互比較を行うことに
より、各分解採収手法の評価を行った。

新しい概念に基づいた新規採収方法、
生産システムについて、実験的取り組
みを含め、10程度の手法の事前検討を
○
行い、それらの技術的・経済的な実現
性について評価を行う。

新たな分解手法、生産システムについて検討を行った結果、窒素圧
入法及び複数水平坑井群熱水圧入法が生産性の期待できる手法とし
て抽出されたが、いずれも大量の流体を扱うための所要動力が大き
く、エネルギー産出比は1以下と評価された。

わが国周辺海域のメタンハイドレー
ト資源に適した生産手法を提示する。
また、第2回陸上産出試験の検証を通 ○
じ、生産シミュレータの信頼性を評価
する。

第2冬試験については、圧力操作によるガス生産レートの推移、一
定生産圧力下におけるガス･水生産レートが再現されたほか、坑内
温度から推定した分解域の地層温度について事前予測との良好な一
致を見た。さらに、産出試験を通じ、フィールドにおける相対浸透
率を検証し、生産シミュレータの精度向上を果たした。
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フェーズ１最終評価標達成度・総括表
3．フィールド産出試験
最終評価
開発計画の実施項目

(１) 陸上産出試験（１回目）

達成目標

ほ
達 ぼ 未
成 達 達
成

マッケンジーデルタにおいて陸上産出
試験を実施し、ガス産出データを取得
○
する。

カナダ､米国､ドイツ､インドとの国際共同研究の形でカナダマッケ
ンジーデルタにおいて陸上産出試験を実施し、熱刺激法として温水
循環法テスト及び検層ツールを適用した減圧法テストを実施した。

坑井間トモグラフィー技術等によるＭ
Ｈの生産挙動モニタリングの実現性に
ついて評価を終える。

(２) 陸上産出試験（２回目）

達成状況及び未達理由

マリック地域にて実施された産出試験の前後で取得された坑井間ト
モグラフィデータでは、ＭＨ層を地震波伝播速度の高速度帯として
認識できたが、ＭＨの分解域の把握には至らなかった。しかしなが
○ ら試験対象層において産出試験前後のデータ間に波形の変化が検出
され、メタンハイドレート分解域を特定する可能性を得た。

産出挙動予測シミュレータによってＭ
Ｈの分解挙動を解析し、シミュレータ
○
の実証と改良点の把握を行う。

ＭＨ層が地下で分解してガスとなり、その分解ガスが坑井に流動し
て産出に至るまでのガス産出量変化の挙動を良好に再現できた。微
細グリッド配置の対応、３相平衡条件移動機能、ＭＨ再生成挙動計
算機能の付加の必要性が指摘された。

分解ガス産出レートの向上を目指して
第２回陸上産出試験計画を作成する。

Ｈ１５基礎試錐から日本近海のメタンハイドレートは砂泥互層中に
存在していること、また第１回陸上産出試験からマッケンジーテ゜
ルタのメタンハイドレート層にはある程度の浸透性が期待できるこ
とが判明したため、第２回陸上産出試験において減圧法を主体とし
た試験計画を策定した。

○

カナダ政府との共同研究で、カナダ国
マッケンジーデルタのマリックで第２
回陸上産出試験を実施する。2006年〜
2007年の冬季と2007年〜2008年の冬季
の2回に分けて行う。
基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で取得さ
れたメタンハイドレート層の研究によ
り、砂泥薄互層の砂質層に賦存するメ
タンハイドレートの産出手法として減
圧法が有望なことが明らかになった。
減圧法により、メタンハイドレート層
から連続的に分解ガスの産出が可能で
あることを検証する。第2回目の冬季
には試験期間として3ヶ月程度の長期
を確保することを目指す
マリックにおける第1回陸上産出試験
（2002年3月）のデータの詳細な検討
により、減圧法の適用に適したメタン
ハイドレート層の選択、及び減圧手法
の選択と設計を行う。
産出流体の計測方法、坑井内計測、出
砂対策、メタンハイドレート層内の分
解挙動のモニタリングなどについても
検討する。
生産手法の有効性検証、長期連続生産
データの取得、並びに生産シミュレー
タの有効性検証及び精度向上を目的と
する。

○
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第2回陸上産出試験はカナダ国マッケンジーデルタのマリックにて
2006年〜2007年の冬季（第1冬試験）と2007年〜2008年の冬季（第2
冬試験）の2回に分けて実施した。この2回の試験においてはマリッ
クのA層を対象とした減圧法試験を行い、第1冬試験では出砂の影響
でガス生産期間が約15時間と限定的なものに止まったが、第2冬試
験においては連続6日間の減圧法によるガス産出に成功した。 こ
の産出試験成功により、生産手法開発グループが開発した生産シ
ミュレーターによる生産挙動予測に基づくESP（坑底設置型電動ポ
ンプ）減圧システム設計、対象層の砂サンプル分析を通じての出砂
対策（サンドスクリーンの設計）等の技術ノウハウを取得すること
ができた。そして各流体の産出レート、坑井内の温度・圧力および
物理検層のデータを取得し、減圧法によるガス産出が可能であるこ
とを実証した。 分解挙動のモニタリング手法として産出試験井近
傍の温度を計測するDTS、坑井近傍の流体の流動状況を計測する流
動電位法のデータを取得することはできたが、観測井を掘削する計
画を断念したため、観測井を利用しての音響測定、比抵抗測定によ
る分解挙動モニタリング技術の追究はできなかった。また予算と極
地での操業期間の制約から計画を見直し、5.5日間の連続試験の目
標に対し、６日間の連続産出試験をもって計画的に試験を終了させ
た。

フェーズ１最終評価標達成度・総括表
4．開発分野
最終評価
開発計画の実施項目

(１) 海洋メタンハイドレート開
発計画の全体設計

(２) 坑井掘削技術及び掘削装置

達成目標

ほ
達 ぼ 未
成 達 達
成

達成状況及び未達理由

開発システムに求められる基本要件、
必要とされる要素技術を検討し、技術
課題を整理する。
○

ＭＨ開発の経済性検討のため開発システムに必要とされる要素技術
を抽出し、その研究動向を調査した。また、経済性評価モデルの選
択と試作モデルの構築を行った。重要課題として掘削手法、特に海
底下浅深度における水平掘削技術が重要な課題として抽出された。

フェーズ1研究の中で開発中の経済性
モデルとMH21コンソーシアム内研究各
分野の成果を用いて、候補となるMH資
源フィールドにつきその経済性を試算
○
する。

メキシコ湾の大水深における在来型油ガス田開発コスト情報を基
に、メタンハイドレート開発の経済性評価計算プログラムを開発し
た。また基礎試錐「東海沖〜熊野灘」にて摘出された濃集帯につき
経済性検討を目的とした詳細地質モデルを構築し、MH生産シミュ
レーションを実施した。このMH生産シミュレーション結果に基づ
き、メタンハイドレート開発用に構築した経済性評価計算プログラ
ムを用いて、選択された濃集帯の経済性検討および感度分析を実施
した。

海洋産出試験で想定される掘削関連技
術について、課題抽出とそれぞれの技
○
術レベルの評価を終える。

広範な技術分野の中から、大水深坑口・ケーシング設計、未固結層
掘削、掘削リグ位置保持、ライザー挙動解析等、について評価し
た。大水深浅層における水平坑井掘削技術については更なる検討お
よび技術開発等が必要なレベルにあると認識された。

平成１５年度基礎試錐においてコア回
収率５０％を達成するために、コアリ
ング機器の改良を終える。大水深浅層 ○
を対象とした実証実験を実施する。

特に圧力保持機構を中心にコアリング機器の改良を実施した。基礎
試錐「東海沖〜熊野灘」にてコア回収率８０％、原位置の圧力保持
率９０％を達成した。

海洋産出試験の坑井掘削作業に適用す
る現状技術を調査し、Ｈ１５基礎試錐
における実証実験計画を策定する。
○

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」での実証実験項目として，大水深域で
の泥水技術、セメンチング技術、地層圧・地層破壊圧計測技術、水
平坑井掘削技術に関する実験作業を盛り込んだ詳細実行計画を策定
した。

メキシコ湾を対象としたMH調査ＪＩＰ
に参加し、米国におけるＭＨ調査の動
向、調査に用いる最新技術そして地質
○
的な情報を入手する。

MH調査JIPにコンソーシアムメンバとして継続参加し、対象エリア･
試掘位置選定などの議論に参加し、米国のメキシコ湾におけるMH調
査に係る情報収集を実施した。
また、フェーズ２海洋産出試験の実施に必要あるいは有用と考えら
れる技術要素について動向調査を実施し、評価した。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」にて実施
した実証実験にて取得したデータと第
2回陸上産出試験において取得した
データ等に基づいて、研究課題「海洋
産出試験に関する技術検討」における
海洋産出試験用の坑井計画の指針策定
に必要な坑壁安定性およびセメンチン
グ技術の面でその技術課題を抽出す
る。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」実証実験と陸上産出試験のフィールド
作業を通じて、海底下浅層の軟弱な地層中の掘削、MH掘削、及びMH
層セメンチング作業結果を検討・評価した。掘削泥水については、
海底下浅層の軟弱な地層中の掘削では、ビットノズルからの泥水
（または海水）ジェッティングによる坑径拡大の影響が大きい。使
用したKClポリマー泥水、海水ゲルポリマー泥水、セピオライト泥
水等の違い、また泥水の連続排出・完結的な排出の違いによる坑内
安定性、坑径拡大等の坑内状況に関して、海底下浅層の軟弱な地層
およびMH層中で差異はなかった。特に、泥水温度を適切に管理する
ことがMH層掘削で重要であると認識された。
一方セメンチングは大水深環境であること、海底下浅層の軟弱地層
が対象であること、MH層が対象であることから、低比重・低発熱・
低温環境下の早期強度発現・作業性等の要件から、海洋産出試験を
目的としたセメントの仕様は、大水深用セメントシステムをベース
として検討する必要があると認識された。
ケーシングプログラムおよびセメンチングプログラムに関しては、
セメントの圧力シール性を補完する技術の適用可能性、セメントス
ラリーによる坑内泥水の効果的な置換方法、およびコンダクター等
の打設やジェッティング設置方法等のセメンチングを必要としない
方法の適用可能性について技術の動向調査を実施した。

○

マッケンジーデルタにおける陸上産出試
験等で、生産技術の課題を抽出し、
フェーズ1での陸上産出試験の目的を達
成するため、試験方法と坑井仕上げ方法
を検討し、その後の技術開発計画に反映 ○
する。
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1回目の陸上産出試験はカナダ・マッケンジーデルタにて実施し、
減圧法の有効性を確認した。その総合評価についてはＴＦ産出試験
計画にて検討され、第2回陸上産出試験の計画を策定し、これを第1
冬、第2冬の2回に分けて実施した。この第1冬までの試験から出砂
対策が重要課題であることが認識されたが、第2冬試験にてサンド
スクリーン法を試験しその効果を検証した。第2冬までのデータを
分析し、今後の技術開発計画に反映させる。

(３) 生産・坑井仕上げ技術

海洋産出試験で想定される複数の産出
試験手法コンセプトと実施の際に必要 ●
となる産出試験技術のスタディを終え 見
る。
込
み

技術調査･評価で得た技術情報を基に、多くの産出試験方法案を抽出･
評価し、海洋試験においての減圧法、熱刺激法導入の方法、坑井計
画、テストストリング、ライザーシステム等の検討を行った。基礎試
錐「東海沖〜熊野灘」の情報と第２回陸上産出試験の結果から、海洋
産出試験においては減圧法を主体とした生産手法が適用可能との判断
を得た。 またMH21コンソーシアムの中で、平成１９年度にWG資
源フィールド選定、WG海洋産出試験準備を設置し、海洋産出試験計
画の目的および要件を策定中である。なお産出試験用坑内機器、同地
上機器、仕上げデザイン、大水深での産出試験手法、産出試験データ
取得手法等のスタディを実施する課題については、下記の「海洋産出
試験用の坑井設計につき技術課題を提示する」方向への研究課題へと
変更した。

日本近海における海洋産出試験に必要
な要素技術（セメンチング、坑井安定
化、大水深での産出試験手法、産出試
験用坑内システム、産出試験データ取
得法等）に関する技術動向調査と研究
課題「1．陸上産出試験2）第2回陸上産
出試験」等の研究成果を活用して海洋産
出試験坑井への既存技術の適用可能性や
技術開発の必要性につき検討し、その結
果に基づいて海洋産出試験用の坑井設計
○
につき技術課題を提示する。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」および陸上産出試験の作業結果・評価
を踏まえて、海洋産出試験を目的とした概念坑井計画を立案し、作
業概算を実施した。
計画では、①海洋掘削リグを使用、②マリンライザーおよび海底設
置防墳装置を使用しない環境での掘削・ケーシング・セメンチング
のそれぞれの作業を想定、③最終的な坑井仕上げとフローテストは
マリンライザーおよび海底設置防墳装置を使用した環境で作業、そ
して④フローテストは坑内水中ポンプを使用した減圧手法による
「坑内水頭調節による間接的な坑底圧の減圧」方法によるMH分解ガ
ス産出試験を前提とした。
概念坑井計画を通じて、技術課題の抽出を実施し、フェーズ2にお
ける海洋産出試験の実施に向けた技術研究の指針を提示した。特
に、①減圧法を主体とした間接的な減圧方法によるフローテスト坑
内システムの構築と緊急時のライザー切り離しへの対応、②サンド
コントロールを前提とした坑井仕上げ方法、③坑井周りの確実な圧
力シール性確保、そして④フローテスト時のフローアシュアランス
（産出流体の坑井内流動障害防止）確保のための技術、が重要であ
ると認識された。
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フェーズ１最終評価標達成度・総括表

5．環境分野
最終評価
開発計画の実施項目

（１）海域環境の調査
①海底環境調査

②海底生態系調査

③海底環境計測手法の開発

達成目標

ほ
達 ぼ 未
成 達 達
成

達成状況及び未達理由

ＭＨ開発に伴う海域環境調査の基本計
画を立案する。平成１５年度以降の調 ○
査の資機材を調達、調整する。
ＭＨ資源フィールド候補海域である南
海トラフ（東海沖〜熊野灘）の海域環
境調査を実施し、得られた情報及び既
存知見から、海域環境の解析を行い、 ○
ＭＨ資源開発有望海域の海域環境の特
徴を整理する。

実海域から取得が必要となる情報とその取得方法を明らかにし、海
域環境調査基本計画を立案した。平成１５年度以降の海洋調査に必
要な資機材を調達し、整備した。
平成１５年度から平成１７年度にかけて、南海トラフ（東海沖〜熊
野灘）において３回の海域環境調査を実施し、海底表層域に生息す
る生物の分布・変動幅及び海底表層堆積物の性状等の経年的なベー
スライン環境情報を取得し、ＭＨ資源開発有望海域の海域環境の特
徴を整理した。

基礎試錐実施域周辺について、試錐実
施前及び実施後に海域環境調査実施
し、基礎試錐実施域周辺の環境特性を
整理する。

平成１８年度と平成１９年度に基礎試錐が実施された東海沖、第二
渥美海丘近傍および熊野灘での海域調査を実施し、環境情報の季節
的な変動を把握し、上項調査結果と合わせて各海域の環境を特徴付
けた。得られた結果は、海洋産出試験の実施サイト選定に際して環
境面から判断する場合の情報として活用できるよう整備するととも
に、解析結果をもとに、海洋産出試験において環境変化を評価する
ための指標項目を抽出した。

○

環境影響を予測するためのモデル等の
開発を進め、その手法に必要な海域環
境情報を、南海トラフ海域（熊野灘〜 ○
東海沖）での海域環境調査を通じて取
得する。

海域環境調査で取得された情報を用い、既存モデルに漏洩したメタ
ン気泡の海水中での挙動特性を組み込み、水柱中でのメタン気泡の
拡散モデルを開発した。さらに、既存モデルにメタン酸化や硫黄酸
化プロセスを組み込み、堆積物近傍のメタン収支の再現計算が可能
なモデルも構築した。

問い合わせ対応データベースシステム
および関連情報を一元管理するシステ
○
ムを構築する。

不特定多数の人々から寄せられると想定される約１００件の質問内
容を整理し、それらの質問に対する解答案を準備した。データベー
スシステムについては、データを一元管理するプラットフォームを
整備した。

既存及び新規取得情報のデータベース
システム。データベース構築に必要な
バードウエア及びソフトウエアを整備 ○
し、全体をシステム化する。

データを一元管理するプラットフォームを整備し、平成１９年度ま
でに取得した海域環境情報や、環境影響評価Ｇの研究成果などを再
加工・収録した。またデータベースに格納されている環境影響評価
グループの研究成果報告書およびメタンハイドレート関連文献を検
索できるシステムを構築した。

フェーズ２で予定されている海洋産出
試験における海域環境への影響を予測
評価するために必要な方法と課題を
○
データベースシステムを活用しながら
整理し、全体を取りまとめる。

我が国における環境影響評価法を参考に、海洋産出試験に向けた環
境影響評価の実施手順を整理した。また、海洋産出試験時に必要と
なる、総合海洋環境調査の実施手順と内容を取りまとめた。

既存の溶存メタンセンサーの室内作動
実験を通じて問題点の抽出・改良を行
い、実海域試験運用を通じて評価し、
応答性、安定性に優れた溶存メタン検 ●
知の実証機を開発する。
見
込
み

既存の溶存メタンセンサー（ＭＥＴＳセンサー）の分離膜透過側空
間の縮小等の改良等により、応答時間を既存センサーの１/２以下
に短縮した。また、計測値の溶存酸素飽和度依存性を補正する手法
および自己較正機能等を開発し、安定性の向上を図った。さらに実
海域試験を通じて、海洋産出試験に適用する際の課題を抽出した
（これらの課題は溶存酸素飽和度依存性の補正式及び自己較正後の
静置時間の再検討等で対応可能と考えられ、平成20年12月までを目
処に再度の実海域試験を実施して、その効果を確認する予定であ
る）。

新規溶存メタンセンサー（集水型モニ
タリングシステム）の開発では、既存
の溶存メタンセンサーよりもより低濃
度の溶存メタン検知を可能にするため
の要素開発を行い、基本システム（実
験システム）の開発を目指す。

分離膜と赤外系メタン濃度測定機構等の要素技術の開発を行い、濃
度測定限界が既存センサー（ＭＥＴＳセンサー）の１/２以下の基
本システム（実験システム）を開発した。さらに、応答性向上に向
けた分離膜透過側空間部の小型化の検討を行い、実験システムの設
計・製作を進め性能検証を行った。ただし、実験システムでは、応
答時間が長時間掛かることが判明したため、この応答時間の短縮が
フェーズ2の課題となる。今後は各国で開発されつつある低濃度メ
タン検知の可能性のある試験機の性能等を調査し、検討していく予
定である。

○

地層変形モニタリングに適用するセン
サー類について、室内および適切な陸
域の地すべり地域等で実証試験を行
○
い、プロトタイプ機（実証機）を完成
させる。

加速度計等をジンバル機構に搭載したプロトタイプ機（実証機）を
開発し、室内試験、陸上試験（陸域地すべり）において、その性能
が要求性能を満たすこと確認した。

海洋産出試験時総合モニタリングシス
テムに組み込むための電力供給、デー
タ伝送方法等の検討を行う。システム
制御および自動解析処理ソフトウェア ○
を、地層変形モニタリングの単独観測
システム用として完成させる。

実証機の電力消費量およびデータ伝送量等を検討し、使用するデー
タロガ−等を選定した。また、システム制御および自動解析処理の
ためのソフトウェアを開発し、外部PCによるシステム制御と収録
データの自動解析が可能なことを確認した。
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（２）開発に伴う環境への影響
①低温水放出影響予測手法

②地層変形予測手法の開発

海洋産出試験に使用する総合モニタリ
ングシステム（実証システム）の基本 ○
設計を行う。
フェーズ２で計画されている海洋産出
試験用超音波利用広域モニタリングシ
ステム（実証システム）の基本設計を
○
行う。

海洋産出試験の概要（生産方法、海域、使用機器、期間、）につ
き、グループ内で検討した前提に基づいて、海洋産出試験時の実証
システムの基本設計を完了させた。
超音波を利用した海中のガスプルーム観測事例および既存の各種超
音波センサーに関する調査を行い、センサー毎の長短所を整理し、
フェーズ２で想定される海洋産出試験用の超音波利用広域モニタリ
ングの手法および使用センサーを決定した。その上で、海洋産出試
験用の超音波利用広域モニタリングシステム（実証システム）の基
本設計を実施し、技術課題の整理を行った。

海洋産出試験用の吸光特性利用広域モ
ニタリングシステムの基本設計を行
○
う。

フェーズ２で想定される海洋産出試験対象海域でのメタン濃度の調
査を行い、海洋産出試験用の吸光特性利用広域モニタリングシステ
ムの基本設計を実施し、技術課題の整理を行った。

溶存メタン濃度の間接検出法としてメ
タン酸化細菌等の利用の可能性を評価
○
する（間接検出法）。

南海トラフの微生物マップを作成し、メタン漏洩とメタン酸化細菌
の存在に相関関係がある事を証明した。メタン酸化細菌特有の遺伝
子（ＭＭＯ遺伝子等）がバイオマーカーとして適用可能であること
を確認した。

メタン漏洩のバイオマーカーとなる遺
伝子を原位置で検出・モニタリングす
るための適用条件を抽出し、微生物モ
ニタリングの基本特性について実験室 ○
レベルでの動作評価を実施し、その性
能を検証する。

バイオマーカー検出反応の反応条件を確立し、バイオマーカーとし
て選択した遺伝子が試作した原位置遺伝子検出装置で検出できる事
を確認した。さらに、実験室レベルで基本性能が満たされているこ
とを確認した。これらの結果をもとに、基本設計条件を確定した。

ＬＮＧプラントや海洋深層水汲み上げ
による低温水（ＭＨ分解生成水）の拡
散範囲を予測するための手法等の既存
モデルを調査し、ＭＨ分解生成水放出 ○
影響予測モデルへの適応可能性を評価
する。

温水等の放出影響予測モデルは、放出近傍域と遠方域を分けて評価
する手法が妥当と考えられた。このため、放出近傍域では３次元Ｍ
ＡＣ法による計算を、遠方レベルでは３次元レベルによる流れの計
算を行い、拡散範囲の計算をおこなった。

ＭＨ分解生成水放出影響予測モデルの
検討。生産方式によってはメタンガス
に随伴する低温の流体を海上あるいは
海面近くに放流することも考えられる ○
ため、既存手法を活用し放流された流
体の影響を予測するシミュレーション
モデルを構築する。

平成１８年度までに作成したＭＨ分解生成水放出影響予測モデル
に、水温・塩分変化などに対する生物への影響度を組み込んだ。さ
らに海域環境調査で取得した想定放出海域での水温、塩分、流況、
海底地形および海況状態等のデータを用いて、ＭＨ分解生成水を海
洋の表層域、中層域および底層域にそれぞれ放出した場合の、海域
環境へ与える影響範囲を予測・評価した。

ハザード特性評価。ＭＨ分解生成水の
特性を把握し、ＭＨ分解生成水の生物
に対する影響を予測するために必要な ○
情報を取得する。

基礎試錐コアから採取した間隙水に含有される各種化学物質を測定
した。メタン、塩分、温度に対する水生生物の耐性範囲や、半数致
死濃度及び半数影響濃度の値を既存資料から整理した。これら数値
を、漏洩メタンの水柱中での拡散モデルおよびＭＨ分解生成水放出
影響予測モデルに導入し、生物への影響範囲を予測した。

各種既存プログラムを用いて種々のパ
ラメータの感度解析を行い、構成式に
取り込むべき地盤特性のスクリーニン ○
グを行う。

地盤構成、ＭＨ層までの地盤厚さ、土質、強度定数、弾性係数、強
制変位量、強制変位幅の地層変形に対する影響度などについて検討
した。解析結果から、強制変位幅及びＭＨ層上部の海底地盤の厚さ
が海底面沈下量に及ぼす影響が大きいことが示唆された。

地盤の構成式に関する研究、地層変形
解析手法や解析コードを調査・分析
し、その適用性について検討・評価す ○
る。

既往の構成式理論および地層変形解析手法・解析コードに関する調
査を実施し、その適用性について評価した。既往構成式の中から、
岡らの提案する弾粘塑性構成式をベースに構成式の構築を進めるこ
ととした。

力学モデル（構成式）を取り込んだ地
層変形解析プログラムの解析フロー、
主要構成モジュールの作成等、プログ ○
ラムのシステム設計を行う。

開発プログラムの概略基本構造と基本システム設計の実施手順につ
いて検討し、プログラムの具体的なシステム設計を実施した。シス
テム設計はオブジェクト指向分析により行った。このシステムは可
読性に優れ、保守、管理が容易である。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で得られ
たコア試料およびタービダイトを模擬
した海底地盤模擬試料の両者の力学試 ○
験を実施することにより、海底地盤の
力学特性を把握する。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で得られたコア試料を用いた物理試
験、圧密試験、三軸圧縮試験を行い、海底地盤の物理的性質や力学
的性質を調べた。海底地盤模擬試料の圧密試験、三軸圧縮試験を行
い、既実施の基礎試錐コアの力学試験結果等と併せて分析し、構成
式構築に必要となる海底地盤の力学特性を把握した。

生産時の海底地盤挙動を適切に評価で
きる構成式の構築を行う。

基礎試錐コア試料および海底地盤模擬試料の三軸圧縮試験に対して
要素シミュレーションを実施し、そのシミュレーション結果と実際
の試験結果との比較・検討を行った。検討結果より、試験時の挙動
を精度良く表現できることを確認した。

○

構築した海底地盤の構成式を取り込ん
だ地層変形予測プログラム（プロトタ ○
イプ）の開発を行う。

地層変形予測プログラムの開発にあたっては、「構成式の構築」を
反映した、オブジェクト指向による分析、設計、開発を行った。

地層変形予測プログラムの適用性を検
証するための室内実験を実施し、ＭＨ
生産に伴う地盤変形を再現する。室内
実験を対象に検証解析を実施し、地層 ○
変形予測プロトタイププログラムの適
用性を検証する。

砂質土および粘性土を主体とした模型土槽地盤を作成し、遠心載荷
装置による実験を行った。室内模型実験を対象に数値解析を実施
し、地層変形予測プロトタイププログラムの適用性について検証し
た。
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（3）安全対策

安全管理システムに関して文献及びメ
キシコ湾等の大水深石油開発を調査
し、大水深海域での操業における安全 ○
面での問題点を把握する。

文献調査、メキシコ湾地域における聞き取り調査、基礎試錐報告書
のレビュー、基礎試錐関係者からの聞き取り調査を通じて、大水深
海域での石油開発およびＭＨ掘削における安全管理上の知見を整理
した。

海洋産出試験に関する安全管理システ
ムの要件の枠組みを整理する。
○

ノルウェー、英国、豪州、カナダについて安全管理システムの要件
を調査し、これを整理した。これらを基に、海洋産出試験に関する
安全管理システムの要件の枠組みを整理した。

諸外国における環境影響評価制度や環
境影響管理の手法について調査し、知
○
見をまとめる。

ノルウェー、英国、豪州、カナダについて、出版物および聞き取り
によって環境影響評価制度を中心とする環境影響管理の手法を調
査・整理し、これを基に、海洋産出試験において想定される環境影
響評価に関して、世界の趨勢から見た考察を行った。

ＭＨによる環境影響に関する諸学説の
文献調査を行い、不特定多数の個人、
機関からの問合せに対する対応のため ○
の基礎資料としてとりまとめる。

6ヶ年間に亘って文献調査を実施し、ＭＨによる環境影響に関する
諸学説を整理し、その成果をデータベース（ＨＹＤＲＥＡＭＳ）を
通じて利用できるようにした。

国内外で開発されている石油及び天然
ガス開発等に関連した環境リスク評価
事例等を収集・解析し、ＭＨ開発に必
○
要なリスク評価手法の手順を整理す
る。

石油及び天然ガス開発と海洋調査掘削の環境影響評価において検討
されているリスク、米国エネルギー省のＭＨ開発において検討され
ているリスク、大規模開発におけるリスク評価事例、及びＭＨ関連
の研究論文について調査し、ＭＨ開発において、評価すべきリスク
の選定とリスク評価手法の手順を整理し、各手順において必要な情
報・データ及び作業の関係を明確にした。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
１．探査分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達
達成目標
（当初目標を平成１７年度メタンハイドレート開発促 成

ほ

未

ぼ

達

進事業評価検討会、産業構造審議会産業技術分科会評

達

価小委員会、及び総合科学技術会議評価専門調査会の

成

達成状況及び未達理由

調査・検討を受けて、第７回メタンハイドレート開発
実施検討会（平成１８年３月）及び第３回メタンハイ
ドレート開発促進事業評価会（平成１８年７月）に提
出し、承認を得て修正)
(１) 物理探査等【本文：８P（詳細資料：１P）
】
フェーズ１では、日本周辺でのメタンハイドレートを資
源として利用できる海域（資源フィールド）の選定とその
評価を中心課題とする。
フェーズ１前半に集中的に地震探査および掘削調査を実
施し、メタンハイドレートの探査手法の確立、メタンガス
の移動とメタンハイドレートの集積メカニズム、メタンガ
ス起源の解明等のための基礎データを取得する。

震探データ処理･解析技術開発及び MH 層評価技術開発

○

探査手法の研究と資源量評価のための基礎情報として重要なデータを基礎物理探査と基礎
試錐によって取得するとともに、地化学調査を実施した。

の研究と連携し、基礎試錐「南海トラフ」、H8, H13, H14
年度基礎物探データ及び地化学探査データを基に、マッピ

基礎試錐「南海トラフ」、H8 年度基礎物理探査のデータに加え、本研究が関与して計画立
案した H13, H14 年度の基礎物理探査データを解析し、断層、BSR、砂岩層の分布を示した。
さらに、H13 及び H14 年度に実施した地化学調査と既存データのコンパイルから、メタンフ
ラックス量とガスシーページの分布を明らかにした。それらの結果をまとめたベースマップを
作成し、H15 年度基礎試錐掘削位置を選定した。試錐位置の選定に当たっては、BSR の振幅
強度や MH の音波伝播速度が速いことに基づく地震探査記録上の速度異常などの情報を併せ
て評価した。

ングした断層、BSR、gas seepage、砂岩層分布図等をま
とめたベースマップを作成し、H15 年度基礎試錐掘削位
置を選定する。

平成 16 年１月 18 日〜5 月 18 日の間、基礎試錐「東海沖〜熊野灘」を 16 地点で LWD(掘

フェーズ 1 後半は、前半で得られた基礎データの詳細評
価、必要に応じ補足調査等を実施し、フェーズ 2 の海洋産
出試験が実施できる体制を整備する。調査は、国内石油・
天然ガス基礎調査検討ワーキンググループ検討結果を踏ま
えつつ、当面南海トラフにおいて集中的に行うものとする。

削同時検層 Logging While Drilling)16 坑、ワイヤライン検層 2 坑、全層コア 2 坑、スポット
コア 10 坑、高精度地層温度測定装置 2 坑、実証実験井 2 坑の合計 32 坑を掘削した。

取得された全データを用いて、確立された評価手法や得

MH 濃集帯の抽出手法を確立し、計 16 箇所の MH 濃集帯を抽出し、各種マップ(BSR 分布

○

なお、地球科学的視点で国際的に取り組まれている深海掘

られた知見により、東部南海トラフにおける各種評価マッ

図、MH 濃集帯マップ、砂層分布図、主要濃集帯の詳細構造図等)を作成した。孔隙率、飽和

削データを含めたメタンハイドレート関係データの収集・

プ（BSR 分布域、地質構造図、MH 濃集帯マップ、MH

率等を推定し、確率論的手法によって、東部南海トラフ海域における MH 原始資源量を算定

評価および新規データの取得・評価を行うとともに、メタ

物性マップ等）を作成し、本海域における MH 賦存状況

(MH 濃集帯で 20Tcf、MH 濃集帯を含む MH 賦存層全体で 40Tcf)。

ンハイドレート関連資料のデータベース化、情報発信を促

を把握し、MH 資源量を評価・提示する。

進することが重要である。
●

平成 20 年９月末までを目処に、日本周辺海域の BSR 分布域の見直しを行うと共に、今後

ータの整理・検討を行い、日本周辺海域における BSR 分

見

詳細検討が必要と思われる海域を抽出する予定。３D 震探データのある佐渡沖南西について

布域等のマップを作成し、MH 賦存状況を把握する。

込

は、濃集帯の抽出とそれらを対象とする暫定的な MH 資源量を平成 20 年 10 月末までに算定

み

する予定。

また、東部南海トラフで得られた知見を踏まえて既存デ
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
１．探査分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

メキシコ湾を対象とした MH 調査ＪＩＰに参加し、米

○

メキシコ湾ＭＨ調査ＪＩＰに参加した。米国エネルギー省の主催する研究報告会等に参加し
情報収集のほか深海掘削データの収集と分析を実施した。

国におけるＭＨ調査の動向、調査に用いる最新技術そして
地質的な情報を入手する。

AGU・ICGH・OTC(海外)などで講演発表を活発に行った他、地球惑星連合大会(国内)では、
海外での学会やワークショップへの参加を通じ、米国・ ○

MH のセッションを主催し、情報発信をするとともに、最新動向を調査。陸上産出試験の共

カナダ・韓国・中国・インドなどにおけるＭＨ調査の動向、

同研究者であるカナダの他に、インド(MOU 締結)・米国と情報交換実施。

調査に用いる最新技術そして地質的な情報を入手する。

また、取得した情報・知見・データの整理を行った

情報発信を促進するために、学会などで研究成果を公表
する。

２) 地質・地化学調査

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で取得される MH コア試
料を用い基礎物性（浸透率、孔隙率、MH 飽和率、弾性波

①メタンハイドレート探査手法の確立

○

速度等）を測定する。MH の基礎物性及び産状に関するデ

ータを蓄積・整理し、MH 賦存域特定及び資源量評価に活
メタンハイドレート賦存量評価、効率的な試掘や生
用する。
産・開発の実施のため、メタンハイドレートの探査技術
を最適化し、手法を確立する。
上記コア分析結果と検層結果との比較を通じて、物理検

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で取得した MH コア試料を用いて基礎物性（浸透率、孔隙率、
MH 飽和率等）を測定し、物理検層による測定結果のキャリブレーションを実施した（一部
生産手法開発 G と共同実施）。この結果を、東部南海トラフの資源量評価に活用した。また、
MH 濃集帯の詳細地質モデル作成にも活用した。

層による MH 層評価手法の検証および見直しを行う。
a.メタンハイドレート層と物理探査及び物理検層デー
タの対比【本文：９P（詳細資料：３P）
】
地震探査によってメタンハイドレート探査を効率的に実施
出来るように、コア分析結果と物理探査及び物理検層デー
タの対比技術を確立する。

マリック・プロジェクトで取得された天然コア試料を用 ○
いて、天然 MH の基礎物性（浸透率、孔隙率、MH 飽和
率、弾性波速度等）データを蓄積し、物理検層評価手法を

マリック・プロジェクトで取得された天然コア試料を用いて、天然 MH の基礎物性（浸透
率、孔隙率、MH 飽和率、弾性波速度等）データを蓄積し、Mallik 2L-38 及び Mallik 5L-38
のワイヤライン検層データの解釈及びコア試料分析結果との総合解釈を実施し、各種の物理検
層評価手法を検討した。その結果、DMR(Density –Magnetic Resonance Method)法により地
層中のガス飽和率、ハイドレート飽和率を算定することが有効であることを見出した.

検証する。

また、物理検層データによる MH 層評価手法を確立す
○
る。同時に、H15 年度基礎試錐での検層計画を立案する。
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ワイヤライン検層と LWD 検層のツールの構造、特徴、長所/短所を明確にし、平成 15 年度
基礎試錐における検層計画を立案し、実施した。なお、基礎試錐では限られた時間内に多坑井
を掘削する必要から LWD を多用することとし、2 地点でワイヤラインと LWD の対比による
キャリブレーションを行うこととした。

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
１．探査分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

尚、LWD（Logging While Drilling）検層についてモデ
リングにより探査深度等の補正手法を策定する。

MH 層上限、層厚、孔隙率及び MH 飽和率等は、既存
の震探データ処理・解析手法では十分に捉えられないた
め、以下に示す震探データ処理･解釈技術により、上記情
報を探査断面図上で視認する。

日本周辺のタービダイト砂層（泥層と互層する薄砂層）中のハイドレート存在様式をＬＷＤ
によって評価するにあたって、検層手法の垂直分解能、探査深度、計測手法の観点から検討し
た結果、既存の油ガス田で用いられている手法を適用することにより、5cm という比較的高
い解像度で MH 層評価が可能との結論を得た。

○

○
地震探査データに対して高密度かつ高速度に速度解析を計算機上で自動的に実施するため
の高密度速度解析自動化システムを開発した。通常は、会話型システムを用いて速度解析を行
うため、間隔は 500m 程度で時間を要する、結果に個人差が出やすく全域で同一の基準によ
る解析が困難、といった限界があった。自動化システムの開発により、高密度・短時間・同一

速度解析手法の開発及び実施

基準による解析が可能となった。高速化の目安としては通常 1 週間を要する作業が数時間で

新たに高密度速度解析自動化システム（通常５００ｍ間

終了する。3 次元基礎物理探査「東海沖〜熊野灘」
「佐渡南西沖」に対して、50m 間隔で高密

隔で抽出するところ５０ｍ間隔で抽出する）を開発し、Ｍ

度速度解析自動化システムを適用し、MH 層を示唆する高速度異常帯を摘出した。

Ｈ層に特徴的な速度異常帯を摘出する。

基礎試錐「南海トラフ」坑井データと 3 次元地震探査データのアトリビュートの比較、そ
れらに基づく岩石物理モデルの構築を行った結果、MH 賦存層の定量的な評価には、P 波イン
ピーダンス・減衰特性ならびにポアソン比のアトリビュートが有効であることを把握した。さ
らに、P 波／S 波速度、砂泥比と MH 飽和率の関係を明らかにすることにより、MH 賦存状
況と地震波の応答関係が把握され、アトリビュート解析やインバージョン解析のため定量的な
MH 飽和率評価が可能になった。

○

特殊処理･解析の有効性評価
基礎試錐「南海トラフ」坑井データと地震探査アトリビ
ュートとの間に相関関係を認め、MH 層、孔隙率及び飽和
率等を示唆する地震探査アトリビュートを摘出する。ま
た、インバージョン処理に利用するため MH 層固有の地
震波応答モデルを構築する。

3 次元地震探査データに対して再処理を行い、そのデー
タを用いて速度解析とアトリビュート解析を実施する。こ

①３次元地震探査データすべてに高密度速度解析とアトリビュート解析を実施し、MH 濃集

○

帯の抽出・評価に利用。

の結果と基礎試錐「東海沖〜熊野灘」の結果を用いて、

②MH 賦存率と P 波/S 波速度について、MH 賦存モデルによる理論値と検層データを比較し、

MH 濃集層の摘出を行うと共に、アトリビュート解析結果

相関性を把握。

と MH 賦存率（孔隙率×飽和率）等の相関性を把握し、

③有望 MH 濃集帯の MH 層厚図・MH 賦存率との相関性を有する速度分布図を作成。

MH 層厚、MH 賦存率（孔隙率×飽和率）等の分布図を
作成する。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
１．探査分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

b.メタンハイドレート砂質層の同定
【本文：９P（詳細資料：３P）
】
基礎試錐「南海トラフ」では、砂質層にメタンハイドレー

東部南海トラフの地震探査の記録を基礎試錐「東海沖〜
熊野灘」の坑井情報と対比し、堆積学的な手法により東部
南海トラフにおける砂層分布図を作成する。

○

トが濃集することが示され、今後の探査では砂質層の発見
が重要課題となった。資源フィールドの検討・評価のため、

H13 年度 2D 基礎物理探査「東海沖〜熊野灘」
、H14 年度 3D 基礎物理探査「東海沖〜熊野
灘」と基礎試錐「東海沖〜熊野灘」の坑井情報を対比し、東部南海トラフ海域における BSR
分布図、広域のシーケンスマップを作成し、砂層が卓越するエリア、地震波が高速度となるエ
リアを摘出し、MH 濃集帯の分布を推定した。
さらに、MH 濃集帯を対象とした詳細地質モデルを作成した他、シミュレーションによる
メタンガスの移動経路の予備的な検討を行い、フリーガスが側方移動し、メタンハイドレート
の集積が可能となるようなシミュレーション結果を得た。

調査海域における３次元的な砂質層の分布や堆積システム
を明らかにし、メタンガスの移動経路を推定する。

c.海洋産出試験候補海域の評価手法の確立
【本文：９P（詳細資料：３P）
】
候補海域周辺において実施された高精度３次元地震探査

摘出された MH 資源フィールド候補域について坑井、
物理探査及び地化学探査データを用い、確率論的手法を活
用して信頼度の高い資源量を算定する。

○

MH 濃集帯の抽出手法を確立し、計 16 箇所の MH 濃集帯を抽出。孔隙率、飽和率等を推定
し、確率論的手法によって、東部南海トラフ海域における MH 原始資源量を算定(MH 濃集帯
で 20Tcf、MH 濃集帯を含む MH 賦存層全体で 40Tcf)。

データを用いて、インバージョン、モデリング、アトリビ
ュート解析、ＡＶＯ解析等の地震探査手法の特性を利用し
たデータ解析を実施し、物理検層やＶＳＰ記録と対比して、
候補地点周辺の地質状況を３次元的に把握し評価する手法

生産手法開発グループおよび環境影響評価グループと共

を確立する。

同して、海洋産出候補海域を選定する。

○

東部南海トラフ海域のメタンハイドレート濃集帯について、生産手法開発グループ、環境影
響評価グループとワーキンググループを作り、原始資源量、貯留層性状、海底面の環境等の項
目について検討を行い、海洋産出試験候補地として３箇所のメタンハイドレート濃集帯を選定
した。

15

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
１．探査分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成
平成 11 年度基礎試錐「南海トラフ」
・平成 15 年度「東海沖〜熊野灘」と平成 10 年/平成 14

○

データ量が不十分である南海トラフ海域における MH
賦存域及びその資源量を、限られた情報から簡便に評価す
（石油天然ガス開発分野
るために「MH システム（仮称）」
メタンハイドレート賦存態様の詳細把握のためのメタンハ で用いられている「石油システム」に類する概念）を構築
することを目的として、構成要素となる貯留砂質層、バイ
イドレートの集積メカニズム解明、メタンハイドレート濃
オジェニックガス等の生成及び移動、MH 安定領域及び
集帯推定のためのメタンガス起源の解明等を行う。
MH 生成条件等の各要素の知見及びデータを整理し MH
集積メカニズムの概念を纏める。
②メタンハイドレート集積メカニズム、メタンガス起源
の解明
【本文：９P（詳細資料：３P）
】

年のマリック調査井の研究成果に基づき、構成要素となる貯留砂質層、バイオジェニックガス
等の生成及び移動、MH 安定領域及び MH 生成条件等の各要素の知見及びデータを整理し、
石油システムの概念に微生物ガス生成、MH 形成、構造運動による流体移動の概念を付加し
た MH 集積メカニズムの概念を提示した。また、現状ではデータが不十分な未解決事項(濃集
帯を形成したメタンガスの起源等)を整理し、今後の課題としてまとめた。

また、上述の概念を堆積盆スケールでのメタンガス生
成･移動･集積及び MH 生成の評価が可能となる MH 生成
シミュレータの詳細設計作業を終える

○

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」の結果を反映して、MH 集
積メカニズムの概念を構築し、東部南海トラフにおける
MH システムをまとめる。

○

メタンハイドレート共同研究で開発した１D モデルおよび TRC にて開発したベースンシミ
ュレータ SIGMA-2D をベースとした MH 生成シミュレータの詳細設計（追加/修正モデル、
微生物ガス生成、メタンの水への溶解、MH 生成等）を終えた。

①これまでに得られた知見を基に、MH システムの概念を提案。また、現状のデータのみで
はメタンの生成深度等未解明の問題については、今後の課題や解決策等を提示(本テーマは、
長期的な研究課題を含むため)。

また、構築した MH 集積メカニズムの概念を基に、TRC
で開発した SIGMA-2D の技術と統合したメタンガス生
成・移動から MH 形成までの堆積盆スケールの MH 形成
シミュレータを開発し、これを用いて東部南海トラフにお
けるケーススタディを実施する。これにより、MH 集積の
規制要因を検討すると共に、MH 資源量評価の補助データ
を提供する。
③海底メタン湧水と溶存メタンの地化学調査

南海トラフ海域の既存の地化学調査結果を用いて、海底
地形及び地化学データのマッピング作業を終え、MH の賦
】 存に関係する地形アノマリ（断層、泥火山、ポックマーク
【本文：１０P（詳細資料：４P）
メタンハイドレート分布とメタンガスの移動メカニズムの 等）と地化学アノマリ（メタンガス濃度異常等）との間に
解明及び環境影響評価基礎データ収集のため地化学調査を 高い相関性が認められた場合は、具体的な調査計画及び予
算案を作成する。
行う。

②MH 形成シミュレータを開発し、東部南海トラフ海域の MH 濃集帯を想定したケースタデ
ィーを実施。MH 濃集帯の形成には、メタンの移動が重要であることを確認し、上記の MH
システムの概念構築作業に活用。

H14 大水深基礎調査層序区分、H15 環境影響評価分野のベースライン調査及び H15 基礎試

○

錐で採取した試料の分析結果に基づいて地化学データのマッピングを実施したところ、背斜構
造や断層を伴う外縁隆起帯において、地下からのメタン供給が活発であることが示され、外縁
隆起帯で地形アノマリと地化学アノマリに相関がある可能性が示された。しかしながら、MH
濃集帯が分布する海域では、使用した試料採取器では採取できない堅い海底面および地層が分
布する海域もあり、試料数が面積に対して十分でなく、MH 賦存と地形・地化学アノマリに
相関性は認められなかった。一方、佐渡南西沖で地化学スタディを実施し、マウンド・ポック
マークで確認され、海底面に露出するメタンハイドレートについては、地化学アノマリと相関
性があり、地震探査データとも関係づけられることを確認した。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
１．探査分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

これまでの地化学調査結果や基礎試錐「東海沖〜熊野

○

地質学的情報と 3 次元地震探査データを用いて、海底面付近における地化学現象の知見を

灘」掘削結果、およびその他の当該調査海域における学術

まとめ、タービダイト砂層の MH 濃集帯を対象とした探査に対しては、SMI 等の地化学指標

調査の結果を総合的に解釈し、MH 賦存層の摘出に有効な

は直接的な関連づけが困難と評価。

地化学指標を検討し、これら地化学指標と MH 賦存状況
との関係を明らかにする。
④メタンハイドレート資源量評価手法
【本文：１０P（詳細資料：４P）
】
基礎試錐「南海トラフ」やフェーズ 1 の掘削結果に基づ
き、岩相別、賦存タイプ別のメタンハイドレート飽和率見
積り、フィールド毎の飽和率、分布域と資源量の見積りを
行うとともに、掘削調査データとの対比により地震探査デ

基礎試錐「南海トラフ」や基礎試錐「東海沖〜熊野灘」 ○

MH 濃集帯の抽出手法を確立し、計 16 箇所の MH 濃集帯を抽出。孔隙率、飽和率等を推定

の掘削結果、および地震探査データに基づき、在来型の石

し、確率的手法によって、東部南海トラフ海域における MH 原始資源量を算定(MH 濃集帯で

油・天然ガス埋蔵量評価の手法をベースとした、確率論的

20Tcf、MH 濃集帯を含む MH 賦存層全体で 40Tcf)。

な MH 資源量評価手法を確立するとともに、フィールド
毎の MH 賦存率（孔隙率×飽和率）
、分布域と資源量の見
積りを行う。

ータから資源量を評価する手法を確立する。
⑤情報の集約【本文：なし（詳細資料：５P）
】
国内外のメタンハイドレート関係データや情報を集約する
とともにデータベース化し、また調査研究開発で得られた成
果を積極的に公表することを通じて、メタンハイドレート研
究全般を発展させることが重要である。

ODP 掘削データの収集・解析を行い、資源フィールドの
評価に有効に利用する。また、2004 年度には OD-21 地球

海外での学会やワークショップへの参加を通じ、米国・
カナダ・韓国・中国・インドなどにおけるＭＨ調査の動向、
調査に用いる最新技術そして地質的な情報を入手する。
情報発信を促進するために、学会などで研究成果を公表

○

AGU・ICGH・OTC(海外)などで講演発表を活発に行った他、地球惑星連合大会(国内)では、
MH のセッションを主催し、情報発信をするとともに、最新動向を調査。陸上産出試験の共
同研究者であるカナダの他に、インド(MOU 締結)・米国と情報交換実施。
また、取得した情報・知見・データの整理を行った。
なお、西部南海トラフ海域で実施された ODP 掘削結果を日本周辺海域の評価に用いるとと
もに、2007 年に熊野灘で実施された OD-21 掘削調査結果については、学会等を通して情報交

する。

換を実施した。

深部探査船によるメタンハイドレート掘削も計画されてお
り、さらに有効なデータの入手が期待できる。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
１．探査分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

(３) 探査技術開発

平成 15 年度に予定されている基礎試錐において、原位

①コアリングおよび地層温度測定技術等の改良

平成 15 年度基礎試錐「東海沖〜熊野灘」においてコアの回収率 50%を達成するために、特

○

に圧力保持機構を中心に PTCS の改良を実施した。その結果基礎試錐「東海沖〜熊野灘」に

置の状態を保持したコア回収率 50%を達成するために、

てコア回収率 80％、原位置の圧力保持率 90％を達成した

コ ア リ ン グ 機 器 PTCS(Pressure Temperature Core
【本文：１０P（詳細資料：５P）
】
２００３年度の集中的な試掘に向け、コアを良好な状態 Sampler)の改良を終え、準備を整える。大水深浅層を対
で採取するための装置の改良、高精度地層温度測定装置の 象とした実証実験を実施する。
開発等を行う。

地層中におけるメタンハイドレートの賦存状況（特にダ

高精度地層温度分布データ取得のため達成目標に挙げた測定精度の坑井内地層温度計を２

○

地層中におけるメタンハイドレートの賦存状況（特にダ

ブルＢＳＲ帯）をより詳細に認知するため、高精度地層温
ブルＢＳＲ帯）をより詳細に認知するため、高精度地層温 度分布データ取得を目的とした坑井内地層温度測定装置
度分布データ取得を目的とした坑井内地層温度測定装置 （０．１℃の測定精度、ダブルＢＳＲ帯では０．０１℃の

台製作し、Ｈ15 基礎試錐「東海沖〜熊野灘」において異なる 2 タイプの BSR の熱的構造を把

（０．１℃の測定精度、ダブルＢＳＲ帯では０．０１℃の 測定精度を有する）の設計、開発を行い、平成１５年度実
測定精度を有する）の設計、開発を行い、平成１５年度実 施予定の基礎試錐坑井においてデータを取得する

が、東海沖では高精度地層温度分布データを取得した。上記により、ダブル BSR の検討のた

施予定の基礎試錐坑井においてデータを取得する。

一般性のある検討は実施できなかった。

握するために、1 枚の BSR が確認されている第二渥美海丘とダブル BSR が確認されている東
海沖に設置した。第 2 渥美海丘では、装置の破損により良好なデータの取得が行えなかった
めの、温度分布データが取得されたものの、データが取得できた坑井が一箇所のみであるため、

東海沖において取得した 51 日間分の高精度地層温度分布データの解析を行い、当該地域の地

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」において取得された坑井内 ○

②新たな探査手法の開発
新たな探査技術に関し、メタンハイドレート探査手法
としてのフィージビリティーを明らかにしたうえで対象
を絞り込んで研究開発を進める。
a.高分解能海底下浅層探査法

地層温度測定データの解析を行い、MH 賦存と地層温度分

温勾配、MH 賦存と地層温度分布との関係、および地層の熱物性に関する基礎的な情報を取

布との関係を検討すると共に、取得した地層の熱物性デー

得した。この結果は、MH 形成シミュレーションや生産手法開発 G が実施する生産シミュレ

タを整理する。

ーションの入力データとして活用。
空間方向(25m 6.25m)・時間方向(4msec 1msec)に対し、通常探査よりも高密度なデータ

従来の海上地震探査ではＭＨの層厚（特にＭＨの上限） ○
の摘出或いは数ｍ〜１０ｍ程度の薄層を摘出することは

取得が可能な仕様を選定し、調査計画・予算案を作成し、高分解能の二次元および三次元地震

達成困難である。従ってこの課題を達成するため、以下の

探査を東部南海トラフ海域で基礎物理探査として実施した。

物理探査手法を用い、探査断面図上で視認可能かどうかを
確認する。成果を比較することにより最適な探査手法を選
定し、具体的な調査計画及び予算案を作成する。

【本文：１０P（詳細資料：５P）
】
小規模高周波音源を使用する高分解能海底下浅層探
査法（音波探査法）の技術・ノウハウを活用した高効
率低コスト探査技術。
b.深海曳航式探査法【本文：１０P（詳細資料：６P）
】
深海曳航式探査法による高精度資源評価技術
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達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
１．探査分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

c.熱、地化学、電磁探査等
【本文：１０P（詳細資料：６P）
】
熱流量探査、サイドスキャンソナーによる後方散乱
強度探査、電磁探査、重力探査、地殻力学応答探査技
術等。

深海曳航方式地震探査：
米国ＮＲＬ所有のＤＴＡＧＳシステムによって取得さ

○

南海トラフ海域において米国 NRL 所有の DTAGS システムを用いて取得された深海曳航方
式地震探査データに対して、位置補正処理を実施し、数メートル程度の垂直分解能を有する高

れたデータ処理・解析結果を用いて最低限１０ｍ程度の分

分解能地震探査断面が得られた。また、区間速度構造については、MH 層を示唆する高速度

解能、ＭＨ層厚の摘出が可能であるかを確認する

異常帯を一部認識することができたが、MH 層下限を示す BSR が深海曳航方式地震探査では
認められなかった（このことは、前述の BSR 発現が震源周波数に依存することと調和的であ
る）
。本探査データは、ＭＨ層厚の摘出には十分でないものの、MH 賦存様式の検討作業に有
効であることが判明した。

海洋電磁探査：

○

数値シミュレーションにより、弾性波情報以外の物理
情報である比抵抗により、ＭＨ層厚、飽和率、孔隙率等
を摘出が可能であるかを確認する。また、入手した実デ
ータを用いた手法の有効性検討を行う。

探査手法全般については、中間評価時以降の動向調査の ○
結果と、東部南海トラフ海域における MH 賦存状況に関
する知見を踏まえて、フェーズ 1 における総括的な評価
をまとめる。

周波数領域電磁シミュレーションにより、ＭＨ層の層厚、上限深度、比抵抗値を変化させ、
MH 層厚とＭＨ層比抵抗値の積が 10Ω･m2 以上であれば、理論的に MH 層の存在の検出が可
能であることが判明した。さらに、ハイドレートリッジにおける実データの解析・検証を実施
し、比抵抗分布からも MH 濃集度の推定の可能性を示唆する結果を得た。

・ 深海曳航方式地震探査手法については、高分解能なデータが得られるものの、位置決定精
度が低く、BSR の発現様式の検討等の基礎検討に使用。
・ 坑井間物理探査については、第 1 回陸上産出試験時のデータを検討し、MH 産出に伴う波
形変化を検知。
・ 海底電磁探査手法と 4 成分地震探査手法については、生産、開発に関する物理探査手法と
して有望と評価し、モニタリング手法として引き続き精度の向上を行う必要がある。
・ 熱流量探査については、地層温度計の設置により高精度のデータを得られることから、新
たに実施しなかった。重力探査は、MH に関する物理的性状から成果が期待できないと判
断し、実施を見送った。サイドスキャンソナーは H13、H14 年度の地化学調査にて既存
のデータのコンパイルを行い、海底表層の形状等を評価した。地殻力学応答探査技術につ
いては、検層記録から読み取れる坑壁状況による応力解析により実施し、調査海域の応力
場を示した。
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達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ
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最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容
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達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成
（３）①で記載。

】 （３）①地層温度測定技術参照
d.坑井内長期計測手法【本文：１０P（詳細資料：６P）
砂質層内の間隙水化学組成変化等に係る坑井内
長期計測手法。
③生産・開発に関する物理探査

○

４成分地震探査：

ノルウェー沖で取得された４成分データ(4 成分地震探査用受振器の一つである海底地震ケ
ーブル[OBC：Ocean Bottom Cable]を用いて取得されたデータ)に対して、Ｐ波Ｓ波変換波デ
ータ処理を実施し、ＰＰ断面とＰＳ断面におけるＭＨ賦存層ならびにＢＳＲでの特徴を比較し
た結果、ＰＳ断面はＰＰ断面にくらべて、2〜3 倍の分解能(データ取得海域では 10m 程度)を
持つことを確認した。

】
【本文：１０P（詳細資料：６P）
既存データを用い、同データから得られるＳ波情報によ
物理探査技術を活用した生産時のメタンハイドレート貯 り、最低限１０ｍ程度の分解能を持つか、ＭＨ層厚、飽和
率等の摘出が可能であるかどうかを確認する。
留層等の挙動をモニタリングするための手法に関し、精密
OBC データを用いた S 波速度解析手法の詳細検討を行
う。フェーズ 1 における 4 成分地震探査手法の総合評価
ォン等を用いた４Ｃ地震探査等）
、弾性波速度、温度分布、
を行い，今後のモニタリング調査のための有効な調査仕様
比抵抗分布等の物性変化モニタリング技術等を検討する。 を提案する。

構造物性調査（海底受波ケーブルや海底地震計ハイドロフ

OBC データと比較してより安価である海底地震計（OBS：Ocean Bottom Seismometer）
データを用いた検討では、Ｐ波とＳ波の速度情報からＭＨ飽和率の把握の可能性を確認した。
また、南海トラフにて平成８〜９年に取得したデータを用いて、Ｐ波とＳ波の速度比（Vp/Vs）
の検討を行った。MH 層相当層で P 波の高速度異常が確認された一方、S 波についても若干
ながら速度異常の可能性が示された。
また、ノルウェー沖 OBC(海底ケーブル)データを用いて確立した処理解析手法を東部南海
トラフの OBC データに適用し、MH 濃集帯を対象とした S 波断面を作成した。MH 分解後は、
ガスが地層内に賦存するため、P 波によるモニタリングは困難である一方、S 波モニタリング
が有効であり、本成果は、将来の産出試験時のベースデータとして使用できる。
坑井トモグラフィー地震探査データの生産モニタリングへの適用性に関する検討として、カナ
ダ・マリックにおける陸上生産実験時の計測を行った。その結果、生産前後における MH 分
解域について、速度構造の変化に基づく検知はできなかったものの、分解域周辺のデータに波
形変化が確認され、モニタリングの可能性が示された。
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フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

(1) 基礎的特性
メタンハイドレートを含む堆積層の実体を解明するため

電気伝導率、熱伝導率、及び弾性波速度の物性測定につい

○

第 1 回陸上産出試験層コア、H11 基礎試錐コア砂及び第１回陸上産出試験層 MH 堆積物模擬

ては、第 1 回陸上産出試験及び海域の基礎試錐で得られ

試料について解析・評価した。プラス温度において各物性値の温度依存性は少なく、比抵抗、

に、これまで賦存場所からのコアサンプリングや物理検層

たコア試料及び模擬堆積物試料を対象とし、堆積物混合量

熱伝導率はそれぞれ 500Ω･cm、0.7W/m･K 程度、弾性波速度は 1000〜2500m/s 程度であっ

により、直接的なデータが得られており、かなりの情報が

50〜90 重量%、密度 1.5〜1.9g/cm3 の範囲で堆積物混合量

た。各物性値に対する堆積物混合量、密度の影響が認められ、堆積物内のメタンハイドレート

蓄積されてきた。一方、生産性に直接関わる堆積層の分解

依存性、密度依存性及び温度依存性の評価を行う。熱伝導

含有量が影響を及ぼしていると推察された。

挙動などの動的な特性の把握とモデル化は、これからの研

率については、模擬堆積物試料に対する比熱・熱伝導率の

究開発を待つところが多い。

評価手法を開発する。

基礎物性の解析は、コアサンプル、検層データなどから
得られた直接的な情報を、実験室規模の試験によって検証

電気抵抗率については、分解時の経時変化に関する評価を ○

南海トラフ堆積物を使用して作製した模擬試料に対し、分解時の電気抵抗率の経時変化を測

し、高精度なものとすると共に、現状では直接的に取得す

行う

定・評価した。分解によって電気抵抗が大きく減少することから、本物性値がメタンハイドレ

るのが困難である生産特性、堆積層強度特性、環境特性な

ート含有量の変化の指標となるものと推察された。

どをモデリングによってシミュレートするための基盤情報
となる。このため、メタンハイドレートを含む堆積層の態
様とメタンハイドレートの生成・分解挙動を明らかにする
ための基礎物性取得が必要である。

分解熱については、低温・高圧示差走査熱量分析装置を ○
開発して本測定技術を確立すると共に、純メタンハイドレ
ート及び天然ガス組成の混合ガスハイドレートの分解熱
を取得する。

専用の高圧熱量分析装置の開発し、±0.2J/g･K の精度を有する直接的な分解熱の測定技術を確
立した。同装置を使用して、純メタンハイドレートの分解熱は 436.8J/g、比熱は 1.9J/g･K で
あることなどを評価した。メタンハイドレートに比較し、混合ガスハイドレートの分解熱は、
これよりもやや低いものの大きな変化はなく、相平衡条件から求められることを明らかにし

①堆積層態様の解明

た。

a.物性の測定・解析
堆積物中のメタンハイドレートの生成・分解条件を明ら
かにするため、堆積物表面性状、孔隙特性、孔隙水の性状
データ等の取得が必要である。
また、堆積層の特徴を把握するため、堆積層の浸透率、

結晶構造解析及び分光学的手法により、メタンを含む 2 ○
成分系、3 成分系混合ガスハイドレートについて、各ガス
成分を精度 10％以内で決定するためのガス密度測定手法
を確立する。

ラマン分光法、X 線回折法およびガスクロマトグラフ法の併用法によって混合ガスハイドレー
トのガス密度を測定する手法を確立した。本手法によって、ガス組成によって結晶構造、ガス
密度が変化すること、第 1 回陸上産出試験層コアのメタンハイドレート結晶構造はＩ型、ケー
ジ占有率は 90〜94％、ハイドレート含有率は体積比にして 3.5〜40％であること等を求めた。

相対浸透率、比熱、密度、電気的特性、熱特性、孔隙水成
分等に関する実験データを取得するとともに、検層解析に
必要な基礎物性、震探情報により正確な物理的解釈を与え
るための弾性波特性等を求める必要がある。

マイクロフォーカス X 線 CT 等を適用し、模擬 MH 堆
積物の骨格構造、ハイドレート、氷及び水の 3 次元分布
をサブミリオーダーの空間分解能で可視化する手法を確
立する。
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MH 堆積物の骨格構造を 3 次元的にサブミリオーダーで可視化する手法を確立した。低温にお
○

いて（ハイドレート＋氷）及び砂、ガスを識別したほか、専用の高圧セルを使用して、プラス
温度雰囲気とすることによってハイドレート、水、ガス及び砂を識別する手法を確立した。こ
れにより、孔隙レベルでの MH 堆積物の骨格構造の解析が可能となった。

フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

混合圧密法、ガス浸透法等の手法によって、50%以上の

○

マッケンジーデルタのコア分解残渣から求めた砂の粒度分布に調整した珪砂などを用い、孔隙

MH 飽和率を有するマリック MH 層を模擬する堆積物試

率が天然とほぼ同等かつ MH 飽和率 50%以上の模擬試料の作製を可能とした。調製時の含水

料の作製手法を開発し、プロジェクト標準試料の作製仕様

量によって、ガス浸透法における飽和率制御する技術を確立した。同試料は、コンソーシアム

を決定する

全体の標準試料として配布している。

海域の基礎試錐コア試料を使用して、堆積物砂の粒径分

H15 基礎試錐コアの粒径分布、孔隙径分布などを測定し、500 頁に及ぶコア性状分析報告書と

○

布、表面官能基、孔隙分布及び孔隙水の組成等について測

してまとめた。孔隙水の分析については、資源量評価分野において実施した。

定・評価する。
機械的強度の測定に供する模擬 MH 堆積物の作製法として、ガス浸透法及び加圧成型法を開発

機械的強度の測定に供する模擬 MH 堆積物の作製技術 ○
を開発すると共に、拘束圧下三軸強度試験法を確立する。

し、均質かつ孔隙率及び飽和率が天然コアを再現する技術を確立した。三軸圧縮強度試験法に
ついては、実堆積層環境に近い条件での力学特性解析のため高圧三軸セルを開発し、排水条件
及び非排水条件での試験評価手法を確立した。

同試験法によって、模擬堆積物試料及び第 1 回陸上産
出試験天然コア及び海域の基礎試錐で得られた試料の機
械的強度の測定と評価を行う。

陸上産出試験層の堆積物及び H11 海洋基礎試錐砂を使用した模擬堆積物の強度について評価

○

を行った。模擬 MH 堆積物試料の強度は 20MPa 程度であり、温度の影響は少なかった。メタ
ンハイドレート飽和率の増加と共に強度は増加し、その固結作用を確認した。海域の基礎試錐
砂質試料の強度は、泥粒子の存在により、低下した

模擬堆積物を分解させながら強度特性を測定し、分解過程 ○

模擬 MH 堆積物の分解前後の強度特性を測定した結果、模擬 MH 堆積物の分解後の最大強度

におけるハイドレートの消失による強度の経時変化、ハイ

は、分解前に比較し 1/4 程度に低下することを明らかにした。飽和率と強度の関係から、分解

ドレートの分解率、骨格構造と機械的強度の関係を予測す

に伴いほぼ直線的に強度は低下するものと考えられた。

る式を導出する。
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フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

1. 堆積層態様の解明

○

1）基礎物性の解析

原位置条件下での物性計測基盤技術によって、基礎試錐コアの熱特性、浸透特性、弾性波速度、
比抵抗を解析したほか、コア層分析等を実施した。また、基礎試錐コアを再現するプロジェク

生産性評価および生産挙動評価に必要なメタンハイド
レート堆積層の各種地層特性を解明する。

ト標準試料と基礎試錐コアの試験結果によって、コア性状と諸物性の関係を評価し、貯留層パ
ラメータのモデル化・定式化を行った。

このため、海上基礎試錐において採取した天然コア試料

基礎試錐砂質コア、泥質コア、砂泥層界面の熱伝導率を実測すると共に、砂質コアを構成する

の基礎物性を堆積層の原位置条件において測定し、人工的

砂粒子、孔隙水、メタンハイドレートの熱伝導率を使用した分散モデルによる熱伝導率評価式

に作製した性状の明らかな模擬メタンハイドレート堆積

を開発した。同時に、孔隙内のメタンハイドレートの産状を考慮したモルフォロジーモデルを

物試料との比較・検討を行うことによって、これらの物性

開発した。基礎試錐砂質コア、泥質コアの比熱を実測すると共に、各成分の比熱及びその構成

を総合的に評価する。また、比較・検討にあたって、50%

比をパラメータとする比熱推算式を開発し、基礎試錐コアの比熱は比較的高いこと等を明らか

以上の MH 飽和率を有する基礎試錐 MH 層を模擬する堆

にした。基礎試錐砂質コアの P 波速度、S 波速度、比抵抗を実測し、それぞれのハイドレート

積物試料の作製手法を開発し、プロジェクト標準試料の作

飽和率依存性等を解析したほか、弾性波特性については減衰率を評価する新たな手法を開発

製仕様を決定する。

し、分解過程を追跡する可視化精度を高めた。

対象とする基礎物性は、熱伝導率を始めとする熱特性、浸
透率特性、弾性波特性、比抵抗、孔隙内メタンハイドレー
ト産状などである。熱伝導率については、砂泥互層状態な
どの堆積層の不均質性、異方性の影響評価も併せて行う。
また、天然コア試料について、その粒度分布、真密度、嵩
密度、ガス量・ガス組成、含水比、孔隙率、ＭＨ飽和率、
外観、内部状態（断層撮影）、鉱物組成などの解析を行い、
堆積層としての性状を評価する。さらに、天然コア試料、
模擬コア試料の骨格構造、ハイドレート・氷及び水が空間
的に分布する 3 次元構造をサブミリオーダーで解析し、
孔隙率、浸透率等の算定手法を確立する。加えて、孔隙内
の細粒砂、メタンハイドレートの分散状態をミクロンオー
ダーで解析し、それらが基礎物性に与える影響を評価す
る。
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基礎試錐コアの粒度分布、真密度、嵩密度、ガス量・ガス組成、含水比、孔隙率、MH 飽和率、
外観、内部状態（断層撮影）、鉱物組成などの解析を行い、評価したコア層分析結果をプロジ
ェクトの共有データとした。
基礎試錐砂質コアを構成する各成分の空間分布を 3 次元的に識別解析する手法を開発すると共
に、孔隙の空間分布から孔隙率、浸透率を非破壊的に評価する手法を開発した。さらに、基礎
試錐コア孔隙内の細粒砂やメタンハイドレートの産状について観測し、評価した。

フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

b.機械的特性の解明
生産に伴う貯留層の安定性、開発における安全性確保お

1．堆積層態様の解明

○

原位置条件下での力学特性計測基盤技術によって、メタンハイドレート堆積層の強度特性、圧

2)機械的特性の解析

密特性、ガスシール性などを解析したほか、砂泥互層の特徴について評価を行った。

生産条件を設定するために必要なメタンハイドレート

基礎試錐砂質コア、泥質コア及び砂泥層界面の力学特性を実測し、砂質層の強度及び弾性係数

堆積層の構成物、メタンハイドレートの結晶成長および包

堆積層の強度特性、圧密特性、ガスシール性などの力学

は、メタンハイドレート飽和率にほぼ比例して増加すること、原位置条件下では通常の砂質堆

接過程、骨格構造、圧密と強度の関係とメタンハイドレー

特性を解明する。

よび海底環境保全のため、堆積層強度の評価が重要であり、

トの分解に伴う強度変化、圧密挙動を取得する必要がある。
また、メタンハイドレート層上部地層のシール性等につい
て評価を行う。

c.堆積層態様の評価
メタンハイドレート層形成に影響を与える因子の総合的
解明により態様を把握するため、モデル物質及びコアサン
プル堆積物を用い、メタンハイドレート飽和率、孔隙率、
浸透率などの諸数値に与える圧力、温度、塩水、堆積物種

積層よりも大きな値を有することを明らかにした。基礎試錐の泥質コアについても、通常の泥
層より大きな値を示した。コア試験を通じ、砂層及び泥層の強度及び弾性係数をメタンハイド

このため、海上基礎試錐において採取した天然コア試料
の力学特性を堆積層の原位置条件において測定し、人工的

レート飽和率及び有効拘束圧の関数として定式化した。

に作製した性状の明らかな模擬メタンハイドレート堆積

基礎試錐砂質コア及び泥質コアについて、圧密特性を測定し、砂層の場合は圧密により空間率

物試料との比較・検討を行い評価する。

低下をもたらすほか、含まれるシルト質は体積歪みを増加させることを明らかにした。砂泥互

砂層、泥層および砂泥互層界面の力学特性の解析を通

層界面の力学特性について、砂層の上部と下部それぞれについて泥層との界面を再現する試料

じ、砂泥互層全体の強度、浸透性、圧密変形特性、ガスシ

を作成し、その強度、圧密及び剪断応力について評価を行ったところ、界面を通じて泥層から

ール性について評価すると共に、堆積層の不均質性がそれ

砂層へ孔隙水が移動しやすくなるため、いずれも砂層、泥層単独に比較し、強度が増加するこ

ら基礎物性に与える影響について解析を行う。また、堆積

と、圧密が進行すること、剪断応力が増加することを明らかにした。特に、境界上下で性状が

物の骨格構造、ハイドレート飽和率等の強度に与える主要

大きく異なる砂層下部については、その影響は強かった。砂質コアの剪断応力は、泥質コアよ

因子を抽出し、力学強度モデルの構築を行う。

りも高い値を示したが、砂泥互層界面の剪断応力は泥質コアよりも更に低く、砂泥界面から滑
りを生じる可能性が高いと評価された。

類などの効果を系統的に実施するとともに、メタンハイド

基礎試錐砂質コア及び泥質コアの毛管圧を測定し、そのガスシール能力を評価した結果、十分

レート空間分布を求める。これにより、メタンハイドレー

なガスシール性を有していると評価され、走査型電子顕微鏡観測によって、原位置において泥

ト賦存量のより正確な評価とガス生産方法選択の基盤デー

層がガスをシールしていたことを実証した。

タを取得する。

これらの試験結果をもとに、砂層にメタンハイドレートが胚胎する砂泥互層の力学特性を表現
する粘弾塑性構成式を開発した。

2．堆積物分解挙動の解明

○

基礎試錐砂質コアの分解に伴う強度変化、浸透率変化、圧密挙動を評価した。分解過程では、

1)機械的特性の変化

メタンハイドレートの固着力の低下に伴い強度は低下し、分解後の強度は分解前の 1/2 程度に

生産性評価、生産挙動評価に必要な生産に伴うメタンハ

なることが判明した。減圧による分解前後の体積歪みを測定し、圧密挙動について評価を行っ

イドレート堆積層の各種地層特性の変化を解明する。

たところ、分解と共に圧密は進行すること、圧密伴い絶対浸透率も減少することが解析された。

このため、海上基礎試錐において採取した天然コア試料

分解に伴う有効浸透率の変化は、メタンハイドレート飽和率の関数として表された。メタンハ

の分解に伴う強度変化、浸透率変化、圧密現象を堆積層の

イドレート飽和率が減少するに伴い、有効浸透率は指数関数的に増加するが、一方、その増加

原位置条件において測定し、人工的に作製した性状の明ら

率は砂質堆積物を構成する砂粒子の粒径にも依存していることが確認された。これにより、メ

かな模擬メタンハイドレート堆積物試料との比較・検討を

タンハイドレート飽和率と砂粒子径を因子とする有効浸透率モデル式を開発した。また、分解
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２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

行い評価する。また、それら分解に伴う堆積物骨格構造の

に伴う孔隙径分布の変化を核磁気共鳴法によって求め、有効浸透率を推算するモデル式を導出

変化、圧密現象、浸透率変化を表す式を導出する

したほか、既存解析式との比較評価により、メタンハイドレート層の浸透率を評価するための
検層データ解析式を開発する必要性が認められた。

②分解挙動の把握
a.分解動特性の解析
メタンハイドレートからのガス生産過程においては、メ

模擬堆積物の圧密試験を行い、生産過程における圧密係

○

遠心載荷装置によって模擬堆積物の加熱分解による圧密度を測定し、堆積層 10m あたり 3〜
4cm 程度であることを求めた。また、圧密の進行と共に浸透率は顕著に低下することが認めら

数、浸透率の変化を評価する。

れ、今後の詳細な検討が必要である。

タンハイドレートの分解に伴う吸熱、引き続く気液固３相
の物質移動と熱移動、圧力・温度分布の変化などの反応、
流動及び伝熱の諸過程が同時に進行するものと考えられ

固結した MH 模擬堆積物に拘束圧を負荷し、圧力勾配、

る。

温度勾配をかけながら分解する分解実験評価手法を確立

このため、堆積物中に分布するメタンハイドレートの生

○

海底下の MH 堆積層環境条件（高圧・プラス温度、拘束圧付加、水飽和）を再現する分解装置
及び測定系の開発を行い、減圧法及び加熱法による分解特性を解析・評価する手法を確立した。

する。

成・分解速度および採収方法を開発・選定するための、反
応の促進と抑制に係わる因子の定量的解析が重要である。
また、生成反応は発熱、分解反応は吸熱を伴い、堆積層
の温度に影響を与えるため、反応熱の把握と堆積層内の熱

本実験方法によって、分解に伴う堆積物内温度分布、圧
力分布及び流動・伝熱に係るマクロな諸現象を定量化す
る。

○

上記分解特性解析・評価装置によって、減圧法及び加熱法のガス産出速度、模擬 MH 堆積物試
料の温度変化、圧力変化を評価し、減圧に伴う氷の生成、加熱法における MH の再生成現象が
起きることを明らかにした

の移動を解析する必要がある。
さらに、分解動特性のモデリングのためには、分解に伴

また、第 1 回陸上産出試験及び海域での基礎試錐で得ら

う堆積物粒子からのメタンハイドレートの剥離現象、分解

れた天然コア試料の熱水法による分解実験を実施し、その

により発生する気泡の成長や縮小と再ハイドレート化、そ

分解速度式を導出する。実験結果とシミュレータによる検

れらが流動特性に及ぼす影響など、高圧・低温下における

証結果の相互比較を行う。

○

の分解速度式を導出し、分解は伝熱律速であると推察された。また、海洋基礎試錐試料につい
て、減圧法、加熱法、インヒビタ圧入法等によって原位置条件での分解試験を実施し、その生
産性、生産挙動について生産シミュレータによって比較検証を行った。その結果、コア試験条
件から試算したシミュレーション結果は、コア試験結果を良好に再現した。

気液固３相流動の解析を行い、孔隙スケールでのメタンハ
イドレート分解過程を明かにする必要がある。

第１回陸上産出試験層の天然試料の熱水法による分解速度を求めたほか、一次元熱伝導モデル

MH 分解の素過程を解明するために、純水中における MH
分解実験を行うとともに、塩、イオン、泥水等の効果を解

○

解速度を低下させること、粘度が高いと生産速度が低いことを実験的に検証した。分解速度は、

析し、分解環境因子を関数とする分解速度予測法を開発す

水溶液の熱伝導と熱拡散率等を因子とする式で表現できた。

る。
分解に伴う気泡核形成速度を数値データとして取得し、分
解挙動に対する気泡形成の影響を定量化する

分解に対する塩、インヒビタ及び泥水主成分の影響を実験的に評価し、分解水による希釈が分

○
物理的擾乱が少ない場において、気泡核形成速度を求めたほか、分解時の初期気泡特性につい
て実験的に観測し、気泡同士が合体しづらいことを明らかにした。
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２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

b.分解過程の原位置イメージング計測

模擬 MH 堆積物の分解過程をマイクロフォーカス X 線

模擬 MH 堆積物試料の分解過程について、走査型光学顕微鏡を用いた観測法を開発し、孔隙レ

○

メタンハイドレートの分解とそれに伴うガス生産挙動を

CT、高速 X 線 CT 等によって三次元的に可視化する技術

ベルでの分解挙動をサブミリオーダーでイメージング計測する技術を確立した。高速 X 線 CT

予測するシミュレータ（生産シミュレータ）の構築と実証

を確立する。分解能の目標として堆積物砂の平均粒径であ

観測用の高圧セルを開発し、海底下堆積層環境下を再現した条件において分解過程を可視化観

のためには、堆積物中の分解過程における物質移動及び熱

るサブミリオーダーを目指す。

測しつつ、水とガスの産出挙動を解析する技術を開発した。また、μフォーカス X 線 CT によ
って分解前後の堆積物内部構造の変化を孔隙レベルで観測する技術を確立した。

移動の現象を総合的に原位置でイメージング計測し、シミ
ュレータの要素モデルと比較検討を行うことが重要であ
る。
このため、コアサンプルを構成する堆積物及びモデル物

ハイドレートの分解過程を 2 次元的に肉眼観測するシ
ステムを確立する。

○

模擬メタンハイドレート貯留層を用いたガス生産実験における分解フロントの時間推移を肉
眼観測し、分解フロントの移動速度を求めるガス生産観測装置を開発した。同装置によって、
複数坑井熱水圧入法の開発を実施した。

質を対象に、２次元流動と伝熱の現象のイメージング計測
を行う。
2. 堆積物分解挙動の解明

○

原位置条件下でのコア分解試験基盤技術によって、基礎試錐コア等の減圧法、坑井加熱法、熱

1)分解動特性の解析

水圧入法、インヒビタ注入法、水蒸気圧入法及び減圧･坑井加熱併用法等について、分解挙動
の解析を行った。減圧法、坑井加熱法では、ガス･水生産速度定数はそれぞれ減圧度及び加熱
温度に比例して増加すること、坑井加熱法では、分解速度は熱流束に比例し増加するが、入熱

各種生産手法の生産挙動の評価に必要なメタンハイド

量の 4 割程度が堆積層及び生産ガスの温度上昇に消費されること、熱水圧入法では、熱水によ

レート堆積層の分解現象を実験によって解明する。

って分解したメタンが試料内でハイドレートを再生成し浸透率が悪化すると共に圧入に対す

このため、海上基礎試錐コア試料及び人工的に作製した

る所要圧力が増加すること、熱水は試料中の浸透性の高い部分を優先して流れ、ブレークスル

性状の明らかな模擬メタンハイドレート堆積物試料を用

ー後は生産速度が高まること、インヒビタ圧入法ではメタンハイドレートの分解に伴いインヒ

い、原位置条件における分解時の堆積層内のガス、水及び

ビタ濃度が低下し分解効果が低下すること、水蒸気圧入法では、分解フロントにおいて水蒸気

細粒砂の流動特性を解析し、減圧法、坑井加熱法、熱水圧

が凝縮しやすく事実上熱水圧入法と大きな差はないこと、併用法では、減圧度が低い場合に併

入法、インヒビタ注入法などの分解手法と出砂、出水現象

用効果が大きくなることなどを実験によって明らかにした。また、それらの実験条件を入力し、

の関係を導出する。また、分解に伴う氷生成およびメタン

専用シミュレータで検証を行ったところ、両者はガス・水生産量、生産経過での温度･圧力推

ハイドレートの再生成について生成過程をモデル化・定式

移などを良好に再現した。

化する。これらの分解挙動モデルを計算機能として組み込

生産に伴う出砂挙動について実験的に解析し、出砂はコア内を流れる生産水の流速に依存し、

んだ専用シミュレータを使用して、コア試験結果との比較

かつ出砂が開始される臨界線流速が存在すること、拘束圧が増加すると共に出砂速度は抑制さ

検証を行う。さらに、堆積層の不均質性、不連続性が分解

れること等を明らかにし、臨界線流速の定式化等を行った。さらに、出砂対策用スクリーンの

挙動に与える影響について評価を行う。

効果を解析し、砂の平均粒径の 3 倍の目開きのスクリーンは十分出砂を抑制することを確認し
た。
分解過程における氷生成・MH 再生成のモデル化・定式化については、近赤外分光法による解
析技術を確立したが、温度制御の不確実性から定量的な評価は現時点で未達である。また、不
均質性、不連続性が分解挙動に与える影響について現在高速 X 線 CT により解析中である。
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2. 堆積物分解挙動の解明

○

3) イメージング計測

高速 X 線 CT を用いて、各種分解法の分解進行過程を原位置条件にて観測し、減圧法の場合は、
減圧面から分解が開始されると同時に周辺からの入熱によって分解が進行すること、坑井加熱

生産挙動の評価に必要なメタンハイドレート堆積層の

法は加熱面に垂直に均一に分解が進行すること、熱水圧入法では初期にメタンハイドレートの

分解過程を可視化する技術を確立し、各種生産手法の分

再生成が認められ、ブレークスルー後に生産量が増加することを明らかにした。インヒビタ圧

解過程を可視化実験によって解明する。

入法については現在評価中である。さらに、減圧生産時に起きる出砂挙動を高速 X 線 CT によ

このため、海上基礎試錐コア試料及び人工的に作製した

って解析し、出砂は拘束圧方向と水の流出方向からなる剪断応力の方向から地層は崩れるこ

性状の明らかな模擬メタンハイドレート堆積物試料を用

と、拘束圧の増加と共に骨格構造をなす砂粒子同士の固着力が強まりアーチ構造を形成するこ

い、減圧法、坑井加熱法、熱水圧入法、インヒビタ注入法

とによって細粒砂が流れやすくなることが解析された。また、水の流れと共に細粒砂が移動し

などの分解手法に対して、原位置条件における分解過程を

た場合の蓄積状況をμフォーカス X 線 CT によって観測すると同時に、浸透率変化を計測し、

数分間隔で数 100µm の空間分解能を有した動的三次元イ

細粒砂の蓄積、いわゆるスキン形成と共に、浸透率は低下することを実験的に明らかにし、閉

メージング計測手法を確立する。また、孔隙内の細粒砂等

塞時間と細粒砂蓄積量の関係を定式化した。

の分散状態の変化をミクロンオーダーで解析する計測技
術を確立し、分解過程での出砂および浸透率変化のメカニ
ズムを解析する。
③分解過程のモデリング
メタンハイドレートの生成及び分解の平衡条件や速度
論、分解ガスや塩分などの物理的な拡散、堆積層内のハイ
ドレート分布状況、ハイドレート飽和率と浸透率の関係、
分解ガス混在下での相対浸透率、ハイドレート分解過程の
物質と熱の移動、地層の圧密などの生産シミュレータ開発
に必要となる解析パラメータを取得、集積する。孔隙スケ
ールでのハイドレート分解過程のモデリングを行う。

分解動特性の解析結果及びイメージング計測結果から、 ○
MH 堆積層分解時の分解速度と流動・伝熱現象を表す式を
導出する。
2. 堆積物分解挙動の解明

○

4)モデリング
メタンハイドレート堆積層の分解挙動の評価に必要な
メタンハイドレート堆積層の分解過程を定量的に解明す
る。
このため、海上基礎試錐コア試料及び人工的に作製した
性状の明らかな模擬メタンハイドレート堆積物試料に対
し、遠心載荷装置による上載荷重下において分解試験を行
い、砂層中の MH 分解に伴う流動伝熱過程、圧密過程を
定式化する。

27

遠心載荷可視化実験装置の観測結果を用いて、模擬 MH 堆積物分解時の堆積層挙動を表す流
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フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

(2) 室内実験
基礎物性研究の結果を実堆積層の動的な挙動に適用して

分解採収法の実験的評価及び生産シミュレータの検証が

分解採収法の実験的評価及び生産シミュレータの検証が可能な室内産出試験設備の装置構成、

○

可能な大型設備である室内産出試験設備の設計を行う

各設備の仕様などについて設計した。

するための室内産出実験を行うことが必要である。

設計のために、小型要素試験（堆積層分解挙動の解明で実 ○

室内産出試験設備の規模、地層モデル、生産手法などを変数とした生産挙動のシミュレーショ

①メタンハイドレート空間分布の評価

施）
、MH 堆積層の特性評価（堆積層態様の解明で実施）

ンを行い、産出設備設計の諸元とした。また、信頼性が高くかつ実践的な室内産出試験の実施

及び生産シミュレータ開発の中間結果をもとに、大型設備

に必要な技術的課題を整理した。

いくため、実堆積層の挙動を予測できる規模の装置を製作
して、メタンハイドレート分解応答性などを総合的に解析

堆積物の性状、圧力条件、温度条件などの生成環境によ
るメタンハイドレート空間分布および堆積層構造を明らか

の技術的課題を抽出する。

にする。
このため、コアサンプルから得た堆積物およびモデル物
質を用いた室内産出実験を実施し、モデリングへの基盤デ

4. 分解採収手法の開発

実堆積層の挙動を予測できる規模の室内試験設備開発については、砂泥互層の態様解明と基礎

(1) 室内試験設備開発

試錐コア試験に対し集中的に取り組むべきとのフェーズⅠ達成目標の見直しによって、次フェ
ーズ以降に取り組むこととした。

ータ提供とシミュレーションの検証を行う。
②メタンハイドレート分解応答性の解析
効率的な生産を行うためには、分解速度を促進または制
御する手段の開発が必要であり、基礎物性試験の定量的知
見をもとに、人工的に生成させた堆積層に、加温水、塩水、
その他の各種のインヒビタを圧入する採収法に対する分解
応答性を調査する。
③流動伝熱現象の解析
採収に伴い、堆積層に起こる低温・高圧下の流動と伝熱
の現象を空間的にとらえ、貯留層内外の気液固３相の物質
と熱の移動を見積もると共に、生産シミュレータの構築に
必要なデータを取得する。
④分解制御法の検討
メタンハイドレートの分解によって生成するメタンガス
を生産井から回収するプロセスにおいて、ガス回収率を向
上させるためには、堆積層内における気液固３相の物質と
熱の移動を解析するとともに、その制御法を確立する必要
がある。
このため、模擬堆積層を用いた実験などにより、浸透率、
孔隙率、飽和率などの堆積層の物性とその中における気液
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フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達
成

固３相の流動伝熱現象との相関を解明して、生産モデルの
構築に必要なデータを取得する。
⑤分解過程の総合評価
堆積層のキャラクタリゼーション、採収法に対する応答
性、流動と伝熱の現象を総合的に解析し、生産時の堆積層
の挙動を体系化して記述することによって、各種シミュレ
ータの開発に必要なデータを提供する。
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達成状況及び未達理由

フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

(3) 生産シミュレータの開発
メタンハイドレート層を評価し、資源としての開発可能性
を検討するためには、生産シミュレータ（フィールドスケ

模擬 MH 層からのガス分解を抑制した圧密試験を検証
することが可能な固液 2 相の圧密挙動評価モジュールを
完成する。また、モジュールに MH 層変形係数の温度依
存性を組み込む。

MH 層変形係数の温度依存性を考慮した固液 2 相の圧密挙動評価モジュールを完成した。同評

○

価モジュールを使用して、フィールドスケールでの、生産に伴う地層の圧密・変形挙動を評価
し、坑井近傍の圧密・変形挙動の解析が今後重要であることを確認した。

ールでの堆積層内のメタンハイドレート分解挙動とそれに
伴うガス生産挙動を予測できるシミュレータ）の開発が不
可欠である。
平成７〜１１年度の石油公団開発技術センター特別研究
「メタンハイドレート開発技術」では、室内実験スケール

微量ガス成分、塩の存在を考慮した分解開始条件サブモ ○
ジュール、並びに二次元平面内での分解速度予測サブモジ
ュールを完成する。分解開始条件サブモジュールに関して
は、室内実験結果と予測計算結果との現状 10%の差を 7%
以下にすることを目標とする。

微量ガス成分、塩の存在を考慮した分解開始条件サブモジュール、並びに二次元平面内での分
解速度予測サブモジュールを完成した。分解開始条件サブモジュールに関しては、7%の精度
予測を達成した。分解速度モジュールについては、化学ポテンシャル差を駆動力とする分解速
度式を導出し、汎用シミュレータ FEHM によってその動作を検証した。

での堆積物中のメタンハイドレート分解挙動を予測する数
値計算モデルを開発したが、現実の物理現象を適切に記述
するまでには至っていない。
また、米国の LBNL(Lawrence Berkley National Lab

飽和流動条件及び不飽和流動条件の基本的機能として、
○
ハイドレート存在下での絶対浸透率、相対浸透率の飽和率
による変化を記述する浸透率評価モジュールを完成する。

ハイドレート存在下での絶対浸透率および相対浸透率の定式化、並びにハイドレート飽和率に
よる浸透率特性の変化を記述する浸透率評価モジュールを完成した。

oratory)、オランダの Shell では、フィールドスケール規
模のメタンハイドレートからのガス生産シミュレータを開
分解速度評価、浸透率特性評価の各モジュールを汎用シミュレータ FEHM によって、圧密特

発しているが、それらのシミュレータに組み込まれている

開発された計算モジュール群を既存シミュレータに組み

メタンハイドレート物性は簡略化されたものである。メタ

込んで、実験室規模の実験の数値シミュレーションを行う

性評価モジュールについては圧密変形シミュレータ COTHMA2p によって動作の検証を行う

ンハイドレートの基礎物性のスケールアップにより堆積物

ことにより、計算モジュール群の妥当性を検証する。対象

と共に各モジュールの妥当性及び問題点をまとめ、分解速度評価モジュールについては、計算

中のメタンハイドレート分解挙動をモデル化する手法での

とするモデルのサイズは実験室規模サイズ（最大 50cm 程

過程の簡略化が必要であることを確認した。

シミュレータ開発は進んでいない。

度）とする。

生産シミュレータの開発における研究課題としては、(1)
メタンハイドレートの賦存状況、堆積層の機械的特性など
の堆積層態様、メタンハイドレートの分解動特性、貯留層
内の気液固３相の物質と熱の移動などの物理現象の適切な
モデル化、(2) 熱と物質の移動現象と堆積層の応力変化が
関与する複雑系を対象にした数値解析手法の開発、(3) 生
産井における流体生産挙動、複数坑井を用いた生産計画を

また、開発段階に応じた、計算モジュール群の適用限界を
算定した上で、専用シミュレータへモジュール群の引渡し

○

○

汎用シミュレータによって一次元の貯留層モデルに対して熱水圧入法を適用した場合のガス
産出挙動について解析を行い、信頼性が高いことを確認するとともに、フィールド試験を対象

を行う。ただし、中間評価時までは主として実験室規模の

とした専用シミュレータによる解析の過程において、モジュール群への必要要件を明らかに

実験の数値シミュレーションを行うほか、フィールドスケ

し、達成した。

ールの検討は第 1 回陸上産出試験を対象とする。
プロトタイプシミュレータの 3 次元化、坑底温度･圧力及

考慮した実用化シミュレータへの拡張、が挙げられる。フ

びガス･水･メタノール･塩の生産･圧入量を定義可能とす ○

ィールド産出試験の解析と評価を通じて、開発した数値解

る坑井を含めた境界条件の改良、インヒビタ･塩成分の追

析手法やパラメータの検証を行い、実用的な生産シミュレ

加、相平衡計算ルーチンへの水（氷･水蒸気）成分・メタ

ータの開発を目標にする。

ノール成分の付加等を行い、専用シミュレータの機能を強

プロトタイプシミュレータの直交座標系 3 次元化を実施し、各種地層モデルについて対応可能
な専用シミュレータを開発した。また、相平衡因子の付加や各生産手法において MH 堆積層分
解時に想定される現象に対応するシミュレータ機能の改良と強化を行い、より実践的なものと
した。

化する。
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達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

① 数値解析手法の開発

また、成分エンタルピー計算機能の改善等によって、現行 ○

境界グリッドの判定負荷低減、線形方程式系ソルバーの変更、熱力学的特性の多項式近似等の

メタンハイドレートを含む砂質層の孔隙内は、生産時には

モデルによる計算速度（Pentium-4；2GHz の PC におい

改良によって 2.8 倍の計算速度の改良が果たされた。

分解を生じて気液固３相状態となる。さらに、メタンハイ

て、最小グリッドブロック容積 0.25 立法メートルの貯留

ドレートの生成あるいは分解による圧力・温度変化などの

層モデルを用いた 1 年間分の挙動計算に約 30 秒/グリッド

特異的な現象が生じること、堆積層を構成する粒子の流動

ブロックを要する）を 2 倍に向上させる。

に伴い堆積層の応力変化が生じることを考慮すると、計算
対象の系は非常に複雑である。
このような複雑な条件下で解析を行うことは現状では困

すでに提案されている各種分解採収手法について、質量 ○
収支、熱収支等の事前検討を実施する。

提案されている各種手法の生産性について事前評価を行い、堆積層の浸透率とそのメタンハイ
ドレート飽和率依存性及び熱伝導率が重要な因子であることを明らかにした。また、減圧法及

難なため、メタンハイドレート層を対象とした数値解析手

び熱刺激法について、プロジェクト開始時の情報をもとに、生産・回収システムのフィジビリ

法は未開発である。これらに対応した新規の数値解析手法

ティスタディを行い、エネルギー収支などについて解析を行った。

メタンハイドレートを含む堆積層内の熱と物質の移動及び
○

第 1 回陸上産出試験の生産挙動予測と再現のためのマッチングを実施し、産出試験結果との良
い一致を見た。また、マッケンジーデルタ貯留層モデルに対し、温水循環法、減圧法及び部分
熱水圧入法を適用した場合の 10 年間の生産挙動を解析し、貯留層における坑底圧力降下の効
果と熱刺激法の限界について解析を行った。

○

アラスカ及びカナダの MH 資源賦存域を対象に、水平坑井を用いた減圧法と部分熱水圧入法の

応力変化の現象、生産井内における混相流動現象を体系化
し、加温水圧入法などによる堆積物中のメタンハイドレー
トの分解過程、分解ガスの生産挙動、生産井内の混相流動
を同時に数値的に表現できる熱と物質の移動及び応力変化
の連成解析手法を開発する。

また、第 1 回陸上産出試験において、既存あるいは専用
シミュレータによる産出試験の事前評価と結果分析を実
施して、減圧法と熱刺激法を用いた分解採収手法による
MH 層からのガス生産性を評価する。評価にあたっては、
10 年単位のシミュレーションを実施し、各分解採収手法
によるガス･水生産量、MH 分解領域、圧力･温度分布に基
づきガス生産能力を解析する。
これによって、第 2 回陸上産出試験の分解手法につい
て、その事前評価を行う。

産出挙動について解析を行った。その結果、アラスカ地域では水平長 200m の水平坑井を仕上
げることにより、10,000 m3/日のガス生産レートが期待できたが、カナダ域で同等の生産レー
トを得るには、Huff & Puff 等の熱刺激法が補完的に必要であることを解析した。
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達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

3. 生産シミュレータの開発

これまで開発した砂質堆積層に対する圧密挙動評価モジュールに泥層の力学特性を記述する

2) 計算モジュールの開発

②シミュレータ要素モデルの改良及び開発
生産シミュレータの要素モデルには、メタンハイドレート

○

計算部の付加、減圧生産時の氷・MH 再生成計算ルーチンの付加を行い、減圧法適用時の砂泥

生産性および生産挙動を予測するために必要なメタン

互層の圧密変形挙動を評価する計算モジュールを開発した。本計算モジュールを使用して、生

ハイドレート堆積層の圧密特性、分解特性および浸透率

産に伴う砂泥互層の圧密・変形評価を行った。また、メタンハイドレート飽和率依存性を評価

特性を数値的に記述する計算モジュールを完成する。

する計算部を導入して、不均質性の影響を評価した。さらに、長期にわたる圧密変形挙動を評

の賦存状況、堆積層の機械的特性などの堆積層態様、メタ

このため、メタンハイドレートの分解及び気固液 3 相

価するため、歪み速度依存性を記述可能な新たな構成式としてコンプライアンスモデルを開発

ンハイドレートの分解動特性、貯留層内の気液固３相の物

を連成解析する砂泥互層に対応した圧密挙動評価モジュ

した。陸上産出試験を通じた圧密挙動評価モジュールの検証は、陸産試験計画の変更により果

質と熱の移動、生産井内の物質と熱の移動が含まれる。こ

ールを完成すると共に、減圧法等の分解手法適用時の圧密

たせなかった。

れらの現象は、工学的に未解明の領域が存在するので、研

挙動および堆積層の不均質性が圧密挙動に与える影響を

分解速度評価の精度向上のため、化学ポテンシャル差を駆動力とした分解速度式を導入する共

究項目(1)と(2)における研究と強く連携を取り、要素モデル

シミュレーションによって評価する。また、陸上産出試験

に孔隙内のメタンハイドレート産状にも対応可能な分解速度予測計算モジュールを開発し、分

の改良または開発を継続的に進めるべきである。

などの解析・評価を通じて、モジュールの検証を行う。

解速度に対する温度、圧力依存性を実験による検証を通じ、精度を高めた。

堆積層内の現象のモデル化にあたっては、基礎物性と室

また、基礎試錐天然コア試料の解析結果をもとに、堆積

砂泥互層に対する浸透率特性を実験的に解析し、砂泥互層の水平、垂直方向の絶対浸透率の定

内実験のスケールでの現象と実フィールドスケールでの数 層内のメタンハイドレート賦存状態、微量ガス成分、塩、
値計算におけるモデリングとの間のスケーリングに関する 分解促進剤流速の影響を考慮した分解開始条件サブモジ

式化を行ったほか、不動水飽和率、残留ガス飽和率に対する砂粒子径の依存性、孔隙内のメタ
ンハイドレート産状による有効浸透率変化、メタンハイドレート飽和率と相対浸透率の関係、

検討が必要である。

ュール、並びに中間評価時に完成した分解速度予測サブモ

圧密による孔隙率の変化と浸透率の関係を定式化し、浸透率評価モジュールを完成した。

③プロトタイプシミュレータの開発

ジュールを 3 次元の多孔質媒体内での MH 分解に適用で

さらに、汎用シミュレータに浸透率評価モジュールを組み込み、2002 年陸上産出試験の検証

きる形に改良し，精度として±7%の分解速度予測サブモジ

を通じ、本モジュールがフィールドへの適用性を有していることを確認した。

上述したように、ガス生産時にメタンハイドレートを含
む堆積層内で生じる現象は複雑であり、すべての現象の要
素モデルを含むシミュレータの開発は一時にはできない。
シミュレータ開発の第１段階としては、堆積物中のメタ

ュールを完成する。
さらに、砂泥互層および不均質な堆積層に対応し、かつ、
分解過程における相対浸透率の変化を予測する浸透率評

ンハイドレート分解に伴う熱と物質の移動の現象、生産井

価モジュールを完成する。また、生産時の地層中における

内における混相流動現象をモデル化して、加温水圧入法な

メタン及び水の浸透率（絶対浸透率、相対浸透率）に関す

どによる採収法を考慮したフィールドスケールでのガス生

るスケール効果を評価し、実生産フィールドとの定量的な

産挙動を予測できるシミュレータを開発する。

マッチングを行う。

④フィールド産出試験によるシミュレータの評価
陸上及び海域のフィールド産出試験の結果を解析・評価
し、実環境条件下でパラメータスタディを行うことにより、
シミュレータの検証と改良を図る。

3) シミュレータの統合化

○

既存の汎用シミュレータの拡張を図り、各計算モジュールのフィールド適用性について検証し

計算モジュールの専用シミュレータへの受け渡し条件

たほか、各計算モジュールの専用シミュレータに対する受け渡し条件を検討し、それぞれ専用

を確定する。

シミュレータの計算ルーチンとして組み込んだ。

このため、1km 程度までのフィールドスケールの MH
層のシミュレーションに適用できるように、計算モジュー
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フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

ル群のスケールアップへの対応を行う。これら計算モジュ
ール群は、既存シミュレータを用いて、実験室実験やフィ
ールド試験の結果を用いて総合的に検証し、完成する。完
成した計算モジュール群を専用シミュレータに組み込む
ための入出力条件を作成する。
3. 生産シミュレータの開発
1) 専用シミュレータの開発
メタンハイドレート堆積層の分解挙動および必要な計

○

坑井内流動計算部の開発、各計算モジュールの組み込み、ハイドレート再生成・氷生成計算式

算ルーチンを専用シミュレータに付加するなどの機能向

の導入、多成分ガスへの対応化等を行うことによって、専用シミュレータの機能を強化した。

上と改良を進め、海洋産出試験の生産性評価、生産挙動

これによって、生産挙動予測に対する計算精度を向上させたほか、窒素ガス圧入法等の新手法
に対する対応を図った。また、グリッドサイズと計算精度、計算速度との関係を求め、計算精

評価に必要な生産シミュレータを完成させる。
このため、坑口を含めた坑井内の任意の点における圧

度に大きな影響を及ぼすことなく計算速度を向上させる動的局所グリッド再分割計算(DLGR)

力･温度を計算可能とするため、上記のシミュレータに坑

法を開発し、2 倍以上の高速化を実現した。さらに、ハイブリッド計算機能を付加し、複数坑

井内流動計算機能を追加し、坑口圧力による流体流動の制

井システムの生産挙動を高速で予測可能とした。ハイブリッド計算機能を使用した場合、1 ペ

御、坑井内流体の影響により生じるハイドレート層の上部

アの坑井群においても 2 倍の計算速度の向上が果たされ、多数の坑井群を対象とした場合はよ

地層の温度変化を考慮した計算を可能とする。また、浸透

り効果が高い。その他、並列計算機能を付加してシミュレーション速度を高め、CPU 数に応

率変化、孔隙の圧密変化等の現象を表現する計算モジュー

じて計算速度が高まることを確認した。

ルをシミュレータに組み込む。圧力温度変化に伴うハイド

また、減圧法、坑井加熱法、熱水圧入法、インヒビタ圧入法、窒素圧入法を始め、減圧-坑井

レートの再生成、水中へのガス成分溶解を考慮した計算を

加熱併用法などのコア分解試験結果を検証することによって、専用シミュレータの精度検証を

可能にし、異種ガス圧入法に対応できるようにシミュレー

行ったほか、第 2 冬陸上産出試験の検証を通じ、フィールドにおける相対浸透率の評価等を行

タ理論を改良する。さらに、坑井挙動計算結果およびグリ

い、予測精度を向上させた。

ッド情報のグラフィック表示機能を有する入出力システ

これらの取り組みによって、初期貯留層特性、貯留層特性変化、相挙動、相特性を計算するル

ムを整備する。グリッドサイズが数値誤差及び分解速度定

ーチン及び高速化等のための計算ルーチンを整備し、海洋を含むフィールド産出試験に対する

数等の基礎パラメータが有効値に与える影響を感度分析

生産性、生産挙動予測が可能な生産シミュレータ MH21HYDRES を完成した。

することによって、アップスケールのための適切な方法を
提唱する。また、シミュレータに並列処理機能、動的局所
グリッド細分化法などを組み込むことにより中間評価時
のシミュレーション速度を 2 倍に向上する。第 2 回陸上
産出試験の中間検証、事後検証を行い、専用シミュレータ
の改良を図るほか、陸上産出試験のシミュレーション及び
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フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

室内産出実験のシミュレーションを通し、その適用性を検
証して、専用シミュレータとして完成する。

⑤実用化シミュレータの開発

対象外（フェーズ２以降実施予定）

基礎物性、室内産出試験及び物理探査解析、検層解析な
どの広範な成果をデータベース化して総合解釈することに
よりシミュレータの入力データを整備すると共に、汎用性
の高い数値解析手法のコーディング作業を行い、様々な操
業条件に適用可能な生産シミュレータを開発する。
商業生産の準備期間にあたるフェーズ３の研究段階にお
いては、フローラインや洋上処理設備を要素モデルとして
組み込み、メタンハイドレート層からの海洋生産の経済性
を評価する目的で使用できる実用化シミュレータの開発を
計画する。
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フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

(4) ガス採収法の検討
モデリング分野の最終目標は、室内実験とフィールド産出

これまで提案されている分解手法を小型実験装置によ
って評価し、整理する。

○

減圧法、加熱法及びインヒビタ注入法におけるガス産出レートの評価を行い、生産レートの向
上には減圧法における減圧度、坑井加熱法における加熱温度のパラメータが重要であることを

試験をシミュレーションで解析し、地層内のメタンハイド

明らかにした。熱水圧入法については、堆積層の浸透率によって圧入熱水温度の適正値が変わ

レート分解挙動をシミュレーションで予測することによっ

ることを実験的に明らかにした。

て、経済性のある海洋メタンハイドレートからのガス生産
手法を検討することである。

新しい概念による堆積層内 MH の分解法を広く抽出する。

○

主要学術雑誌、特許庁データベース、DIALOG 特許公報、米国エネルギー省報告書を調査し、
新たな生産手法として 10 以上の方法を抽出した。SAGD 法、電磁波加熱法、ウォータジェッ

そのためには、研究項目(1)〜(3)の成果を総括・評価して、
経済的及びエネルギー効率的に最適なガス採収法を検討す

ト法など資源開発の分野で利用されている技術の適用可能性を分析し、技術的課題等について

る必要がある。また、本分野の研究は進行段階であり、将

まとめた。

来的にはＣＯ2 ガスによるメタン置換法などの新しいガス
採収法等、これまでに提案されている分解法以外の新たな
ガス採収法に関する研究開発と調査を並行して進めていく
必要がある。
①分解法の評価
メタンハイドレートからのガス採収法として、現段階で
は、地下の原位置においてメタンハイドレートを分解、ガ
ス化させて生産する手法が考えられる。
メタンハイドレートの分解法としては、減圧法、加温水
圧入法、坑井内温水循環法、水蒸気圧入法、インヒビタ圧

異種ガスを用いてメタンハイドレートを分解し、ガスを採

○

収する方法を開発するため、液相および堆積層中における
ハイドレートの成長・分解フロントの移動速度の測定およ
び CO2 や N2 等の異種ガスを含む混合ガスのハイドレート
相平衡条件およびその構造について実験を行う。ハイドレ
ートフロント移動時のガス消費または放出量を測定し、フ
ガシチー差による計算手法の検討および統計熱力学計算
プログラムの開発を検討し、さらに多成分での実験条件を
含めたプログラムの精度向上を行う。

入法、及びそれらを組み合わせた手法が提唱されているも
のの、実フィールドで検証された例はない。フリーガスが

メタンハイドレート分解エネルギーを MH 堆積層内へ効

存在しない場合は、減圧法によるメタンハイドレート分解

率的に供給する新しい手段として、熱塩水圧入法、MH 堆

のみではガス生産レートが小さく、経済的に採算がとれな
いことが予想されるため、熱塩水の圧入とガスリフトを併

炭酸ガス、窒素、空気およびそれらの混合ガスを模擬 MH 堆積層に圧入し、メタンハイドレー
トの分解速度などを実験的に解析・評価し、分解法として有効であることを確認した。上記異
種ガス圧入法について、適切な分解条件を設定するために、混合ガス系における相平衡条件を
取得した。

坑井内に効率的に熱エネルギーを与える手法として、水蒸気圧入法、塩水/分解促進剤圧入法、
○

気相酸化法、液相酸化法について減圧法、熱刺激法との比較検討を行った。経済的な観点から
は、部分燃焼法、エアリフト+機械的擾乱法にメリットが生じる可能性が認められた。さらに、

積層内でのメタン部分燃焼法、超音波等を利用して物理的

複数水平坑井を利用した熱水圧入法を開発し、熱収支及び生産性等について事前検討を行っ

に分解促進させる手法について事前検討を行う。

た。

用する生産モデルが有力である。研究項目(1)〜(3)の成果を
総括・評価して、経済的及びエネルギー効率的に最適なガ

4．分解採収手法の開発

ス採収法を検討する。

2) 分解法の評価

②異種ガス圧入法などの新手法の研究開発
これまでに提案されている分解法によるガス採収法で
は、ガス生産に伴って多量の水が産出するなどの問題が生
じるため、分解法を想定した研究開発と並行して、新しい

○

各種分解手法の生産性を実験的に解析し、分解手法の
比較・評価を行う。
このため、コア分解試験設備を使用して、減圧法、熱水
圧入法、坑井加熱法、水蒸気圧入法、インヒビタ圧入法、
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減圧法、熱水圧入法、坑井加熱法、水蒸気圧入法、インヒビタ圧入法及びそれらの併用法につ
いて、原位置条件における分解試験を行い、専用シミュレータによる予測計算値との相互比較
を行うことにより、各分解採収手法の評価を行った。その結果、生産性の観点から主たる生産
手法として減圧法が有効な手法であるが圧密による浸透率低下に伴う生産障害があること、熱
水圧入法はメタンハイドレートの再生成によって熱水圧入速度の低下と孔隙圧の増加をもた
らすことから地層破壊をもたらさないように圧入流体の温度管理が必要なこと、坑井加熱法は

フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

概念によるメタンハイドレート内のガス採収法に関する研

それらの併用法及びその他の分解手法の適用性につい

エネルギー効率が低いこと、インヒビタ圧入法は、生産と共にインヒビタ濃度の低下による分

究開発を進めて、各種採収法の長所を総合化した形のガス

て堆積層原位置条件下において実験的に解析すると共に、

解速度の低下があること、水蒸気圧入法では、分解フロントにおいて水蒸気が凝縮しやすく事

生産モデルを構築していく必要がある。現在でも、ＣＯ2

シミュレータを使用した検証を行い、砂泥互層を成すメタ

実上熱水圧入法と大きな差はないこと、併用法では、減圧度が低い場合に併用効果が大きくな

ガスによるメタン置換法などのアイデアが提唱されてお

ンハイドレート資源にたいする分解手法としての評価を

ることなどと評価された。

り、このような新しい採収法に関する検討が必要である。

行う。

4. 分解採収手法の開発

新たな分解採収手法として、炭酸ガス交換法、窒素圧入法、空気圧入法、複数水平坑井群熱水

3)新手法の研究開発

圧入法、超音波照射法、レーザー照射法、地層内湿式酸化加熱法、フラクチャリング生産増進
法、消泡剤による浸透率改善法、通電による加熱法、物理的破砕-ガスリフト法、洋上発電併
用法について事前検討を行った。その結果、窒素圧入法及び複数水平坑井群熱水圧入法は、1

新しい概念に基づいた新規採収方法、生産システムに

ペア坑井あたり数千 m3/d 程度の生産性が期待できるが、いずれも大量の圧入流体を扱うため

○

ついて、実験的取り組みを含め、10 程度の手法の事前検

所用ポンプ動力を含めたエネルギー産出比は 1 以下となり、現時点での実用性については困難

討を行い、それらの技術的・経済的な実現性について評

であると判断された。炭酸ガス交換法については、地層内で炭酸ガスハイドレートの生成によ

価を行う。

る浸透率の低下により生産性は低いが、他の手法による生産後の二次回収法及びハイドレート

有効と判断された手法に対して、そのエネルギーバラ

生成による地盤強化法として有効と考えられること、超音波照射法は地層に対する加熱効果を

ンスなどの詳細な評価を行う。

有しており、坑井付近の初期有効浸透率の改善に効果的とであること、レーザー照射法は温水

③採収手法の総合評価

を扱わないことから、坑内及び坑壁のコンパクトな加熱法として利用可能なこと、消泡剤によ
る浸透率改善法は、初期有効浸透率の改善方法として、また熱水圧入時の所要動力の低減を目

これまでに提案されている分解法によるガス採収法と新
しい概念による採収法に関する総合評価を行い、経済的及
びエネルギー効率的に最適なガス採収法を見出すことが重
要である。可能性のある採収法については、フィールド産
出試験で、その有効性を実証する。

的とした利用が想定される。また、通電加熱法及び地層内湿式酸化加熱法は、熱媒体の輸送を
伴わないことから高いエネルギー効率が期待できるものの直接的な評価試験が困難であり、今
後の開発課題である。物理的破砕・ガスリフト法は大きな生産量は期待できるが、深海海底下
300m 程度の層に対する物理的破砕法の具体化が困難であることのほか、生産した砂の処理や
海底地盤変形に対する技術的な解決が必要である。洋上発電法については、発電の廃熱を複数
水平坑井群熱水圧入の熱源にするものであるが、送電コストが高く現時点では経済性は見通せ
なかった。
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フェーズ 1 最終評価

達成度に係る MH21 自己評価表：生産手法開発グループ；モデリング分野
２．モデリング分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

4．分解採収手法の開発

基礎試錐検層解析結果、コア試験結果をもとに作成した坑井周辺貯留層モデルを使用して、

4)分解採収手法総合評価

東部南海トラフ域の生産性について解析を行った。

わが国周辺海域のメタンハイドレート資源に適した生

資源域βについて坑井タイプ、生産手法による生産性の評価を行ったほか、生産性予測に対

産手法を提示する。また、第 2 回陸上産出試験の検証を

する不確実性の検討を実施した。また、解析結果をもとに、エネルギー効率、簡易的な経済性
○

通じ、生産シミュレータの信頼性を評価する。

について評価した。その結果、減圧法（水平井）
、減圧法（垂直井）、減圧・坑井加熱併用法の

このため、海上基礎試錐の各種コア試験結果に基づい

各生産手法は 1 以上のエネルギーゲインが期待でき、また比較的早期に NPV が 0 となり、経

て、分解採収手法、分解採収条件と生産性、回収率、エネ

済性が期待された。不確実性の検討においては、浸透率、坑底圧、砂泥比、初期メタンハイド

ルギー効率及び分解挙動との関係をシミュレーションに

レート飽和率の影響などを定量的に検討した。また、資源域β、α 域及び α

よって解析し、砂泥互層をなす MH 貯留層に対する有望

坑井間隔 120m、1 坑井生産期間 8 年とし、減圧法、減圧・坑井加熱併用法、温水刺激法

な海上産出試験手法を提示する。シミュレーションによる

（Huff&Puff）、温水+メタノール刺激法（Huff&Pff）及び温水圧入法による坑井あたりの生産

域について、

陸上産出試験の事前評価を行い、海洋産出試験手法を念頭

性を解析した。その結果、生産量及び回収率の観点からは熱刺激法や熱掃攻法が優位であるこ

に置いた第 2 回陸上産出試験の分解採収手法を提示する

とが示されたが、減圧法及び減圧・坑井加熱併用法以外はいずれもエネルギー産出比が 1 以下

と共に、簡易的な経済性分析を行う。また、第 2 回陸上

となった。また、坑井の利用効率の観点からは、減圧の伝搬に大きな支障がない限り 1 坑井当

産出試験の中間検証、事後検証を行い、生産挙動を解析・

たりの生産領域を広くとった方が有利であると考えられた。減圧法による生産性の差異は生産

評価する。また、有効と評価された新規の分解採収手法に

サイトによって大きく、βの場合は回収率、生産レートとも比較的高いが、αの場合は回収率

よる MH 層からのガス生産性を評価する。

がβよりも低いこと、α では初期の生産レートは高いものの 2 年目以降では生産量は急減す
ること等が解析された。
これらの生産性評価結果を踏まえ、海洋産出試験における生産手法として減圧法、生産条件
として流動坑底圧 3MPa を提案し、それぞれの生産サイトにおける生産レート、生産挙動を評
価すると共に、陸上産出試験において実証すべき生産手法として提案した。
また、第 2 回陸上産出試験の中間検証、事後検証を行い、生産挙動を解析・評価した。第 1
冬試験については、生産期間が 15 時間と短く、検証精度の問題はあったが、出砂による坑井
周辺地層の浸透率増加を想定することによってほぼ産出試験結果をパラメータマッチングに
よって再現した。第 2 冬試験については、圧力操作によるガス生産レートの推移、一定生産圧
力下におけるガス･水生産レートが再現されたほか、坑内温度から推定した分解域の地層温度
について事前予測との良好な一致を見た。さらに、産出試験を通じ、フィールドにおける相対
浸透率を検証し、生産シミュレータの精度向上を果たした。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
３．フィールド産出試験 陸上産出試験
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

3.フィールド産出試験（本文：14P）
基礎的特性、室内実験及びシミュレーションによる研究
で得られる各種のガス採収法に関する成果の実証、シミュ
レータの実証、メタンハイドレート層からのメタンガス産
出能力の把握、生産・坑井仕上げ技術における課題の抽出
と対策、開発に伴う環境影響評価を行い、商業生産への移
行を判断するため、現場試験を実施する。

１．陸上産出試験

カナダ、米国、ドイツ、インドとの国際共同研究の形でカナダマッケンジーデルタにおいて
陸上産出試験を実施し、熱刺激法として温水循環法テスト、及び検層ツールを適用した減圧法
テストを実施した。この産出試験は既存の掘削・生産技術を応用した従来型生産技術によるも
のである。

○

１）第 1 回陸上産出試験（マリック産出試験１）
国際共同研究としてカナダマッケンジーデルタにおい
て陸上産出試験を実施し、メタンハイドレート層を対象と
して、石油・天然ガスの従来型生産技術を用いてメタンハ
イドレートを分解し、分解ガスを生産してガス産出データ
を取得する。

温水循環法テストでは約 5 日間の温水循環により地下のメタンハイドレートを分解すること
に成功し 468m3 のガスが地表に産出した。減圧法テストでは検層ツールである MDT を適用す
ることにより、メタンハイドレート分解に伴う圧力過渡応答の挙動を観測することができた。
坑井内温度分布は試験対象のメタンハイドレート層およびその周辺にて測定を行った。坑壁の
状況は坑井間トモグラフィで観測を試み、坑井拡大等の変化は明示的には検知されなかったも
のの、何らかの物性変化を示唆する波形変化が検知された。セメンチング状況は検層ツールに
よってそのデータを取得した。

(1) 陸上産出試験（1 回目）
また、坑井内温度分布測定データや、出砂、坑壁拡大、セ

①生産技術の課題抽出

メンチング等の坑内状況変化を示す計測データを分析し、

現時点でコアと検層データを取得しているメタンハ
イドレート層を対象として、カナダマッケンジーデルタ 生産技術上の問題点と解決すべき技術的課題を抽出する。

試験中に生じたと思われるメタンハイドレート層からの出砂が検知されたこと、坑井間トモグ
ラフィによりメタンハイドレート層の分解範囲の観測技術が検証できなかったことが問題点

において産出試験を実施し、石油・天然ガスの従来型生

であり、坑井の安定化や分解モニタリングの面で今後その対策を検討する必要がある。また温

産技術での開発可能性について検討を行う。

水循環法によるガス生産量は日産約 100ｍ3 と低いレートであり、またハイドレートの分解に

生産に伴う坑井温度、出砂、坑壁の拡大、セメンチング

投入した温水の熱量は産出したガスの熱量の約 4 倍と大きい。今後の課題としてこの生産レー

効果等の坑内状況の変化、地層の水飽和率等の坑井近傍

トの向上と、生産に必要なエネルギーの技術面からの改善が挙げられる。

の状況変化を坑井間トモグラフィ等により計測して、生

（平成 15 年度にて終了）

産技術の問題点と技術的課題を抽出する。

現場実施期間：2001 年 12 月 25 日から

採取された

コアにより基礎的データの集積を図るとともに、物理検

2002 年 3 月 14 日。

層データ等との対比を行う。

成果報告会：Mallik International Symposium in Makuhari,
2003 年 12 月 8 日から 10 日。
成果報告書：
Geological Survey of Canada Bulletin 585: Scientific results from the Mallik 2002 gas
hydrate production research well program, Mackenzie Delta, Northwest Territories,
Canada,
Edited by S.R.Dallimore and T.S.Collett.
Co-editors: S.R.Dallimore, T.S.Collett, A.E.Taylor, T.Uchida, M.Weber, A.Chandra,
T.H.Morz, E.M.Caddel and T.Inoue.
2005, Canada.

38

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
３．フィールド産出試験 陸上産出試験
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

また、マリック・プロジェクトで取得したデータを用
いて、坑井間トモグラフィー技術及びその他の坑井物理
探査によるメタンハイドレートの生産挙動モニタリング
の実現性について評価を終える。

②ガス生産能力の把握とシミュレータ実証のための短期
産出データの取得
減圧、温水循環による加温、インヒビタの圧入による
メタンハイドレートの分解挙動とガス産出能力の計測を

これらの各種データや流体サンプルの分析、検層結果の
解釈などをもとに、産出挙動予測シミュレータによってメ
タンハイドレートの分解挙動を解析し、シミュレータの実

○

マリック地域にて実施された産出試験の前後で取得された坑井間トモグラフィデータで
は、ともにメタンハイドレート層を地震波伝播速度の高速度帯として認識できたが、メタン
ハイドレートの分解域の把握には至らなかった。しかしながら、試験対象層において産出試
験前後のデータ間に波形の変化が検出され、メタンハイドレート分解域を特定する可能性を
得た。
温水循環法については、貯留層モデリングおよびシミュレーションを実施し、循環温水のメ

○

タンハイドレート層内への部分圧入・循環の概念を導入することにより、メタンハイドレート
層が地下で分解してガスとなり、その分解ガスが坑井に流動して産出に至るまでのガス産出量
変化の挙動を良好に再現することができ、シミュレータの実証がなされた。また減圧法（MDT）

証と改良点の把握を行う。

テストの圧力解析に従来型手法を適用した場合、その解析結果は条件付ながらも浸透率や境界

行うとともに、取得した圧力・温度データの解析結果、

までの距離（メタンハイドレート分解半径）を表現している可能性が、シミュレーションの結

流体サンプル等の分析結果をシミュレータの実証に反映

果示唆された。このシミュレータ改良点として坑井近傍の現象等を精緻に表現するための微細

する。減圧、温水循環による加温、インヒビタの圧入に

グリッド配置の対応、水中の塩濃度変化による３相平衡条件移動機能、メタンハイドレート再

よるメタンハイドレートの分解挙動とガス産出能力の計

生成挙動計算機能の付加の必要性が指摘された。

測を行うとともに、取得した圧力・温度データの解析結
果、流体サンプル等の分析結果をシミュレータの実証に
反映する。
(1) 陸上産出試験（1 回目）
（詳細資料：15P）
①生産技術の課題抽出
減圧法、加温水圧入法、水蒸気圧入法、インヒビタ圧
入法などのメタンハイドレートからのガス採収法は概
念モデルであり、実フィールドで検証された例はない。
現段階では、メタンハイドレート層からのガス生産に
は、石油・天然ガスの従来型生産技術を適用できると考
えられているが、新たな技術開発を必要とする可能性が
ある。
研究の第 1 段階として、現在コアと検層データを取得
しているメタンハイドレート層を対象としてカナダマ
ッケンジーデルタで産出試験を実施して、従来型生産技
術での開発が可能かを判断を行う。生産に伴う出砂、坑
壁の拡大、セメンチング効果などの坑内状況の変化、地
層の水飽和率などの坑井近傍の状況変化を計測して、生
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達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
３．フィールド産出試験 陸上産出試験
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

産技術の問題点と技術的課題を抽出する。
②ガス生産能力の把握とシミュレータ実証のための短
期産出データの取得
産出試験では、減圧、温水循環による加温、インヒビ
タの圧入によるメタンハイドレートの分解挙動とガス産出
能力の計測を行う。取得した圧力・温度データの解析結果、
流体サンプルなどの分析結果をシミュレーションの実証に
役立てる。
(2) 陸上産出試験（2 回目）
（本文：14P）

平成１５年度 基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で得た情報から、日本近海におけるメタンハイド

○

２）第２回陸上産出試験

レートは砂泥薄互層中に存在していること、また第 1 回陸上産出試験の結果マッケンジーデル

①経済的なガス採収法の検証
経済的なガス採収法の検証のため、事前にシミュレー
ションと室内実験による研究調査を通じ産出試験の仕
様の設計を十分に検討し産出試験を実施する。
現時点では、水平坑井の利用、複数坑井を利用した熱水
攻法によるガス生産プロセス等が産出試験の候補とし
て考えられる。
②シミュレータ実証のための長期産出データの取得と

国際共同研究として極地にて実施する第２回陸上産
出試験のため、新テストサイトにおけるメタンハイドレ
ートの賦存状況の調査および生産性を向上させると期
待されるフリーガス層・水層などの地質状況の調査と予
備的なメタンハイドレート分解ガスの産出データを得
るための調査を実施する。同調査結果に基づき、分解ガ
ス産出レートの向上を目指して、第２回陸上産出試験計
画を作成する。

タのメタンハイドレート層にはある程度の浸透性が期待できる層の存在することが判明した
ため、このカナダ マッケンジーデルタにおいて減圧法を主体とした産出試験を実施する試験
計画を策定した。

○

2) 第 2 回陸上産出試験（マリック産出試験２）

第 2 回陸上産出試験はカナダ国マッケンジーデルタのマリックにて 2006 年〜2007 年の冬季

メタンハイドレート層のモニタリング
シミュレータの実証に必要な長期産出データを取得す

カナダ政府との共同研究で、カナダ国マッケンジーデル

（第 1 冬試験）と 2007 年〜2008 年の冬季（第 2 冬試験）の 2 回に分けて実施した。この 2

る。産出試験の期間中の地層内メタンハイドレート分解

タのマリックで第２回陸上産出試験を実施する。2006 年

回の試験においてはマリックの A 層を対象とした減圧法試験を行い、第 1 冬試験では出砂の影

挙動をモニタリングするために、坑井を利用した周辺地

〜2007 年の冬季と 2007 年〜2008 年の冬季の 2 回に分け

響でガス生産期間が約 15 時間と限定的なものに止まったが、第 2 冬試験においては連続 6 日

層内の圧力・温度の計測手法を検討する必要がある。 産

て行う。

間の減圧法によるガス産出に成功した。 この産出試験成功により、生産手法開発グループが

出試験は、永久凍土地帯（カナダまたはアラスカ）での
実施を想定する。

開発した生産シミュレーターによる生産挙動予測に基づく ESP（坑底設置型電動ポンプ）減圧

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で取得されたメタンハイド

システム設計、対象層の砂サンプル分析を通じての出砂対策（サンドスクリーンの設計）等の

レート層の研究により、砂泥薄互層の砂質層に賦存するメ

技術ノウハウを取得することができた。そして各流体の産出レート、坑井内の温度・圧力およ

タンハイドレートの産出手法として減圧法が有望なこと
(2) 陸上産出試験（2 回目）
（詳細資料：15P）
①経済的なガス採収法の検証
石油・天然ガスの従来型技術を用いてメタンハイドレ
ートからのガス生産が可能であるとしても、経済性が確

び物理検層のデータを取得し、減圧法によるガス産出が可能であることを実証した。 分解挙

が明らかになった。減圧法により、メタンハイドレート層

動のモニタリング手法として産出試験井近傍の温度を計測する DTS、坑井近傍の流体の流動状

から連続的に分解ガスの産出が可能であることを検証す

況を計測する流動電位法のデータを取得することはできたが、観測井を掘削する計画を断念し

る。第 2 回目の冬季には試験期間として 3 ヶ月程度の長

たため、観測井を利用しての音響測定、比抵抗測定による分解挙動モニタリング技術の追究は

期を確保することを目指す。

立できなくては、ガス生産の商業化は難しい。フィール
ド試験の第 2 段階としては、経済的なガス採収法を検証

できなかった。また予算と極地での操業期間の制約から計画を見直し、5.5 日間の連続試験の
マリックにおける第 1 回陸上産出試験（2002 年 3 月）

目標に対し、６日間の連続産出試験をもって計画的に試験を終了させた。

のデータの詳細な検討により、減圧法の適用に適したメタ
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
３．フィールド産出試験 陸上産出試験
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達
成

するための産出試験を行う必要がある。事前にシミュレ ンハイドレート層の選択、及び減圧手法の選択と設計を行
ーションと室内実験による研究調査で、産出試験の仕様
の設計を十分に検討する必要がある。水平坑井の利用、
複数坑井を利用した熱水攻法によるガス採収プロセス
などが産出試験の候補である。
②シミュレータ実証のための長期産出データの取得と
メタンハイドレート層のモニタリング
産出試験の期間は概ね 3 ヶ月程度を予定して、シミュ

う。
産出流体の計測方法、坑井内計測、出砂対策、メタンハ
イドレート層内の分解挙動のモニタリングなどについて
も検討する。
生産手法の有効性検証、長期連続生産データの取得、並
びに生産シミュレータの有効性検証及び精度向上を目的

レーションの実証に必要な長期産出データを取得する。 とする。
産出試験の期間中の地層内メタンハイドレート分解挙
動をモニタリングするために、坑井を利用した周辺地層
内の圧力・温度の計測手法を検討する必要がある。
試験を行う地域については、カナダまたはアラスカの
永久凍土地域を対象にして、経済的なガス生産が可能な
良質なメタンハイドレート層、フリーガス層が存在する
地層を選択する。本試験は、世界的に始めて実施する長
期産出試験であり、国際共同研究としての実施を視野に
入れる。
(2) 海洋産出試験【本文：１５P（詳細資料：１６P）
】

フェーズ 2 以降
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達成状況及び未達理由

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
４．開発分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

４．開発分野
メタンハイドレートの賦存する海域とその賦存量を明ら
かにしたうえで、メタンハイドレートの開発の概念設計を
行っていく。商業生産の概念設計の段階では、賦存の確認
された海域における掘削調査を通じメタンハイドレートの
分布状況、メタンハイドレート層及び上下層の地質物性条
件等を踏まえ、その経済性を検討する。
フィールド産出試験においては、安全かつ経済的にメタ
ンハイドレート層を掘削して坑井を仕上げるライザー掘削
技術、その掘削装置に関する調査、泥水システム、セメン
チング技術等坑井安定化技術の開発を優先しフェーズ 1 の
期間中に行う。
また、生産システムに係る個別の技術検討について、各
フェーズの進展を踏まえ進めていく。
(１) 海洋メタンハイドレート開発計画の全体設計（本文１
６P）
①開発可能性の検討

メタンハイドレート開発の一連の活動に必要となる開 ○
発システムに求められる基本要件（産出シナリオ、気象条
件、海象条件、水深、地震など）を検討するとともに、求
められる開発システムに必要とされる要素技術を検討し、
それに伴う技術課題を整理する。これらは新たに得られる
知見をもとにその検討を繰り返し、それぞれの要件・目標
レベルの触れ幅を検討し、フェーズ１後半に実施する感度
分析を含むＦＳの予備検討を行う。

メタンハイドレート開発の経済性検討のため開発システムに必要とされる要素技術である、
掘削技術、仕上げ技術、未固結層仕上げ、掘削リグなどを抽出し、その研究動向を調査した。
また技術的実現性の評価、経済的検討に資するコスト把握のため、経済性評価モデルの選択と
試作モデルの構築を行った。 開発システムの目標レベルの検討および研究開発課題の優先順
位や開発目標を検討した結果、重要課題として掘削手法、特に海底下浅深度における水平掘削
技術が重要な課題として抽出された。

開発対象の海域およびメタンハイドレートの賦存量と分布
状況によって開発方法が異なる場合があるので、フェーズ さらに、開発システムの目標レベルの検討および研究開発
１で実施するマッケンジーデルタにおける陸上産出試験、
課題（産出システム、掘削装置や仕上げ機器など）の優先
日本近海での掘削調査の結果を検討したうえで、フェーズ
順位や開発目標を検討する
２期間内に国内海洋メタンハイドレート開発条件を整理し
開発可能性を検討する。
フェーズ 1 研究の中で開発中の経済性モデルと MH21 ○
（1）海洋メタンハイドレート開発計画の全体設計（詳細資 コンソーシアム内研究各分野の成果を用いて、候補となる
料：１９P）
MH 資源フィールドにつきその経済性を試算する。
①開発の概念設計

メキシコ湾の大水深における在来型油ガス田開発コスト情報を基に、メタンハイドレート開
発の経済性評価計算プログラムを開発した。また基礎試錐「東海沖〜熊野灘」にて摘出された
濃集帯につき経済性検討を目的とした詳細地質モデルを構築し、MH 生産シミュレーションを
実施した。この MH 生産シミュレーション結果に基づき、メタンハイドレート開発用に構築し

開発対象の海域およびメタンハイドレートの賦存量と分布

た経済性評価計算プログラムを用いて、選択された濃集帯の経済性検討および感度分析を実施

状況により異なる開発方法の適用が考えられるので、フェ

した。

ーズ 1 に実施するマッケンジーデルタにおける陸上産出試
験、日本近海での掘削調査の結果を検討した上で、フェー
ズ 2 の研究期間内に国内海洋メタンハイドレート開発の概
念設計を行う。このためには、坑井掘削・仕上げ技術の問
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
４．開発分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

題点や課題抽出が前提となる。
②商業生産開発の概念設計（本文１６P 詳細資料 １９P)

対象外（フェーズ 2 以降）

③環境影響評価

(２) 坑井掘削技術及び掘削装置

掘削技術の構築
○

①大水深浅層掘削リグの検討（本文１６P）

フェーズ２海洋産出試験に必要となる可能性のある掘
フェーズ 1 の研究期間内に、大水深浅層掘削への対応可能 削関連技術（掘削リグ、サブシーシステム、坑内システム、
な掘削リグについての調査を行い、メタンハイドレート層 セメンチング、坑内安定化、坑井周辺の海底地盤安定化、
ＨＳＥシステム、水平坑井掘削、そのほかのジオハザード
の開発に適した掘削リグの検討を行う。
など）について、技術課題の抽出とそれぞれの技術レベル
①大水深浅層掘削リグの検討（２０P）
の評価を終える。
大水深の海洋油ガス田の開発に使用されている掘削リグ
は、大水深でかつ 2000〜4000ｍの掘削長を想定しているた
め、リグサイズは大きく、高い掘削費の要因となる。海底
面下数百ｍの深度に存在するメタンハイドレートの開発に
おいては、如何に安価に坑井の掘削・仕上げをできるかが
開発の経済性を決める重要な要因になるので、海底面下の
大水深で浅い地層を経済的に掘削して、かつ坑井仕上げを
可能にするリグについて検討する必要がある。フェーズ 1
の研究期間内に、大水深浅層掘削への対応可能な掘削リグ
についての調査を行う。新規の建造、国内外の掘削会社が
現有するリグの改造の場合について、操業効率、建造コス
ト、運転コストを含めた性能比較と掘削の経済性評価を行
い、メタンハイドレート層の開発に適した掘削リグの仕様
設計を行う等、フェーズ 2 に実施する海洋産出試験に向け
メキシコ湾調査
た検討を行う。
②浅層ライザー掘削システムの開発（本文１６P)

引き続きメキシコ湾を対象とした MH 調査ＪＩＰに参

ライザー掘削は、メタンハイドレート上部地層掘削中のト 加し、米国におけるＭＨ調査の動向、調査に用いる最新技
リップガスの分析、原位置状態に近いメタンハイドレート 術そして地質的な情報を入手する。
コアの採取、軟弱な上部地層の泥壁による保護・安定化処
理が可能等の利点を有することから、フェーズ 1 の期間中
にライザー掘削システムの開発を行う。

海洋でのメタンハイドレート層の掘削に適した掘削リグとして船型と半潜水型の比較検討
を行い、稼働率、掘削コスト等の面からの調査から半潜水型を第一候補として選定した。

フェーズ２海洋産出試験の実施に必要あるいは有用と考えられる、または参考となる技術を掘
削関連技術、産出試験関連技術を含む広範な技術分野の中から、大水深坑口・ケーシング設計、
未固結層掘削、掘削リグ位置保持、ライザー挙動解析等、につき評価した。その結果、大水深
掘削技術など多くの分野については、現状技術あるいはその応用によってフェーズ２海洋産出
試験実施は可能と判断されたが、大水深浅層における水平坑井掘削技術については更なる検討
および技術開発等が必要なレベルにあると認識された。なお産出試験を伴わない基礎試錐作業
は平成 11 年度の基礎試錐「南海トラフ」で経験済みであることから平成 15 度の基礎試錐「東
海沖〜熊野灘」では、より多くのデータを取得することに重点を置き、機動性とコスト面で不
利なライザー掘削の試験は行わなかった。しかし大水深でのライザーを使用しての作業につい
ては、サブシーシステム調査研究において、ライザー挙動解析技術を踏まえた緊急離脱システ
ム構築もまた技術開発が必要なレベルにあると認識された。

○

メタンハイドレート調査 JIP にコンソーシアムメンバとして継続参加し、対象エリア･試掘位
置選定などの議論に参加し、米国のメキシコ湾におけるメタンハイドレート調査に係る情報収
集を実施。
また、フェーズ２海洋産出試験の実施に必要あるいは有用と考えられる技術要素について動向
調査を実施し、評価した。
大水深掘削技術等の多くの分野について、既存技術あるいはその応用によって、海洋産出試験
を実施するために必要な試験坑井および産出システムの構築が可能であると認識された。

②浅層ライザー掘削システムの開発（詳細資料 ２０P)

その中で、海洋掘削リグを使用した安全作業に関して、非常時に掘削リグが坑井から安全に離

大水深の浅層のライザー掘削は、地層強度の兼ね合いから

脱することを目的とした、フローテスト時の緊急離脱システム構築が現時点においても技術開

適用が難しい技術であり、平成１１年度基礎試錐「南海ト
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
４．開発分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

ラフ」においては、泥水比重を上げたときの浅層の崩壊が

発の必要なレベルにあると認識された。

懸念されたために、浅層とメタンハイドレート層のライザ

大水深環境下の海底浅層の掘削作業は、現状ではマリンライザーおよび海底設置防墳装置を使

ー掘削は断念した。しかし、ライザー掘削では、泥水循環

用しない環境（ライザーレス環境）が、海洋産出試験候補フィールドの地層性状および安全作

をしながらかつ背圧をかけながらの掘削が可能になるの

業の点から最適な方法であると認識された。

で、a)メタンハイドレート上部地層を掘削中にトリップガ

しかしながら泥水を使用した掘削作業は、坑内安定性、データ取得等利点も多くまた、本格的

スの分析とコア採取が可能、b)原位置状態に近いメタンハ

な MH 開発を目的とした多坑井掘削における環境影響等を考慮すると、何らかの泥水回収シス

イドレートコアの採取が可能、c)軟弱な上部地層の泥壁に

テム技術が必要になる。当該技術として、大水深環境のデュアルグラディエント掘削（DGD）

よる保護・安定化処理などが可能、などの大きな利点を有

システムの適用性が認識され、技術の動向調査を実施した。

する。また、環状部の背圧を制御することにより、メタン
ハイドレート分解を許容しながらの掘削を可能にするた
め、本システムの開発は、資源量評価と坑井安定化技術の
開発に貢献するとともに、開発の経済性にも影響するので、
リグの設計仕様の検討と並行して進めるべき研究項目であ
る。フェーズ 1 の研究期間内に開発を行い、2003 年度の試
掘およびフェーズ 2 の海洋産出試験で有効性を実証する。
坑径のスリム化についての検討も必要である。
平成 15 年度基礎試錐「東海沖〜熊野灘」において、原位置状態を保持したコアの回収率 50%

平成 15 年度に予定されている基礎試錐において、原位
置の状態を保持したコア回収率 50%を達成するために、 ○
探査技術開発の分野と連携をとりながら、コアを良好な状 コアリング機器の改良を終え、準備を整える。大水深浅層
態で採取できる機能を備えたコアリング装置の開発を進め を対象とした実証実験を実施する。
る。
③コアリング技術の高度化（本文１７P)

を達成するために、特に圧力保持機構を中心にコアリング機器の改良を実施した。また、同基
礎試錐において、改良したコアリング機器を用いて効率的且つ円滑な作業が行なえるように準
備を整えた。その結果基礎試錐「東海沖〜熊野灘」にてコア回収率 80％、原位置の圧力保持
率 90％を達成した。

③コアリング技術の高度化（詳細資料２１P)
平成７〜１１年度の石油公団 TRC 特別研究「メタンハイド
レート開発技術」で開発された PTCS（Pressure Temperature
Core Sampler)は、Mallik２L−３８及び基礎試錐「南海ト
ラフ」のメタンハイドレートコア採取においてその有用性
が実証されたが、圧力と温度の保持機構、軟弱な地層での
コアキャッチャーの構造、圧力保持状態でのコア移送など
で問題点が指摘されている。探査技術開発の分野と連携を
とりながら、資源開発評価、室内産出実験、環境影響評価
を行ううえで有効なコアを採取できる機能を備えたコアリ
ング装置の開発を進める。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
４．開発分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

(２) 坑井掘削技術及び掘削装置

セメンチング技術や水平坑井掘削技術などについては
既に技術課題として認識されており、これらについては産
出試験実施までに解決しておく必要のある課題であるの
で、平成１５年度に予定する基礎試錐にて実証実験を実施
a.メタンハイドレート層掘削用泥水システム
するために、研究課題「３．海洋ＭＨ用坑井掘削技術に関
メタンハイドレート分解抑制と生成抑制の機能を有する泥 する研究開発 １基礎試錐での実証実験」の中で詳細を検
水システムの確立のため、泥水システムに添加する速度論 討する。
的制御剤、メタンハイドレート凝集防止剤等について検討
フェーズ２に計画されている海洋 MH 産出試験の坑井
し、海洋産出試験において実証する。
掘削作業に適用するため、セメンチング技術、泥水技術、
b.浅層セメンチングの高度化技術
地層圧・地層破壊圧計測技術、水平坑井掘削などの現状技
術について調査を行い、平成１５年度に予定されている基
フェーズ２で計画している海洋産出試験までに、産出試験 礎試錐において実証実験が必要かつ可能なものを検討・抽
の安全性確保のため、上部地層とメタンハイドレート層の 出し、その実験計画を策定する。本実験計画の策定にあた
確実な遮断に最適なセメントシステム、ケーシングデザイ っては、各実験毎に必要性・意義を明確にするとともに、
ン等の坑井計画、セメンチング作業上の問題、産出試験の 実験手法、評価手法、必要資機材などを具体的に提示する。
実施前のセメントボンド効果評価法を含めて、総合的な技 最終的な実験計画は、基礎試錐の全体計画及び海洋掘削リ
術開発を行う。
グの機器・設備等を考慮した計画とする。また、実験作業
の安全性を確保するため、系統的な手法でリスク評価を行
c.軟弱地盤における坑井基礎および坑壁の安定化技術
い、実験作業用の安全管理書を作成する。
加温水圧入等による海洋産出試験を行うため、メタンハイ
ドレート層掘削時の坑井基礎と坑壁の安定性を検討する。
また、必要に応じて海底下浅層部の軟弱地盤の安定化と坑
壁補強に関する技術開発を行う。

○

④坑井安定化技術の開発（本文１７P）

④坑井安定化技術の開発（詳細資料２１P）
a.

メタンハイドレート層掘削用泥水システム

メタンハイドレート層掘削時の泥水には、原位置状態を保
持したコア採取のために地層壁面におけるメタンハイドレ
ート分解抑制性能が要求される一方、掘削作業上の安全確
保の面から坑井環状部及び BOP 内でのメタンハイドレート
生成抑制性能が要求される。両者は相反する性能であり、
一般的に使用されている大水深掘削泥水をメタンハイドレ
ート層の掘削に適用することはできない。そのため、平成
７〜１１年度の石油公団 TRC 特別研究「メタンハイドレー
ト開発技術」では、メタンハイドレート分解抑制と生成制
御の両性能を持つポリビニルカプロラクタム（PVCap)を添
加した泥水システムが開発された。しかし、基礎試錐「南
海トラフ」のメタンハイドレート層掘削がライザーレスで
実施されたため、その性能は室内実験で定性的に確認され

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」での実証実験項目として大水深域での泥水技術、セメンチング
技術、地層圧・地層破壊圧計測技術、水平坑井掘削技術に関する実験作業を盛り込んだ詳細実
行計画を策定した。
計画策定時には、実際に掘削作業に使用する JOIDES Resolution 号の事前調査を入念に行い、
船上機器・作業スペースを勘案した上での詳細計画の立案を行った。
また実証実験作業に関する安全管理指針を検討して、安全管理体制、情報伝達システム、実証
実験作業期間のリスク評価等を含む安全管理ガイドラインを策定した。
基礎試錐の実証実験では 2 坑井を掘削し、泥水についてはハイドレートの生成・分解抑制の添
加剤の調査を行いその候補を選定したが、ライザーレス掘削を実施する基礎試錐坑井では、環
境への影響を防止するためこれらを使用せず、坑壁安定に着目した泥水の試験を行った。
セメンチングは、大水深未固結軟弱層という特殊環境条件を勘案してデザインした低比重スラ
リーを使用して実施した。また結果の評価のために、垂直坑井においてセメント評価に必要と
なる検層ログを取得した。
ケーシング管内から、パーフォレーションを実施することなく穿孔して圧力の測定が可能であ
る CHDT(Cased Hole Dynamics Tester)ツールを使用して計 4 点で地層圧・地層破壊圧の測定
を実施した。
従来の石油掘削における傾斜掘りにおいて使用されている PDM(Positive Displacement
Motor)と MWD(Measurement While Drilling)の組み合わせにより、計画通りメタハイ層内に
おいて水平区間 100m を持つ水平坑井の掘削を行った。
基礎試錐「東海沖〜熊野灘」実証実験と陸上産出試験のフィールド作業を通じて、海底下浅層

産出試験技術の構築
基礎試錐「東海沖〜熊野灘」にて実施した実証実験にて取
得したデータと第 2 回陸上産出試験において取得したデ
ータ等に基づいて、研究課題「海洋産出試験に関する技術
検討」における海洋産出試験用の坑井計画の指針策定に必
要な坑壁安定性およびセメンチング技術の面でその技術
課題を抽出する。

○

の軟弱な地層中の掘削、メタンハイドレート掘削、及びメタンハイドレート層セメンチング作
業結果を検討・評価した。
掘削泥水については、海底下浅層の軟弱な地層中の掘削では、ビットノズルからの泥水（また
は海水）ジェッティングによる坑径拡大の影響が大きい。使用した KCl ポリマー泥水、海水ゲ
ルポリマー泥水、セピオライト泥水等の違い、また泥水の連続排出・完結的な排出の違いによ
る坑内安定性、坑径拡大等の坑内状況に関して、海底下浅層の軟弱な地層およびメタンハイド
レート層中で差異はなかった。特に、泥水温度を適切に管理することがメタンハイドレート層
掘削で重要であると認識された。
一方セメンチングは大水深環境であること、海底下浅層の軟弱地層が対象であること、メタン
ハイドレート層が対象であることから、低比重・低発熱・低温環境下の早期強度発現・作業性
等の要件から、海洋産出試験を目的としたセメントの仕様は、大水深用セメントシステムをベ
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
４．開発分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

たのみで、現場試験では実証されていない。泥水システム
に添加する速度論的制御剤、ハイドレート凝集防止剤など
について検討し、海洋産出試験での実証を図る。

ースとして検討する必要があると認識された。
ケーシングプログラムおよびセメンチングプログラムに関しては、セメントの圧力シール性を
補完する技術の適用可能性、セメントスラリーによる坑内泥水の効果的な置換方法、およびコ
ンダクター等の打設やジェッティング設置方法等のセメンチングを必要としない方法の適用
可能性について技術の動向調査を実施した。

b.

浅層セメンチングの高度化技術

メタンハイドレート層の海洋産出試験においては、産出試
験の安全性確保のために、上部地層とメタンハイドレート
層を確実に遮断する必要がある。基礎試錐「南海トラフ」
本坑井掘削では、Dowell Schlumberger 社の大水深坑井浅
部地層用セメントシステム（DeepCRETE)が使用されて、ケ
ーシングの固定・保護、BOP の重量保持、作業上での有効
性は実証されたが、一方で、メタンハイドレート層区間の
セメントボンドは良好でなく、産出試験を実施する目的で
のセメンチング技術は確立していない。セメントが坑井環
状部を十分に充填しなかった原因は掘削時の坑壁拡大と考
えられており、坑径を小さくするなどのケーシングデザイ
ンの問題が指摘されている。フェーズ 2 に予定される海洋
産出試験までには、最適なセメントシステム、ケーシング
デザインなどの坑井計画、セメンチング作業上の問題、産
出試験の実施前のセメントボンド評価法を含めて、総合的
な技術開発を行う。
c. 軟弱地盤における坑井基礎および坑壁の安定技術
メタンハイドレート層掘削時の坑井基礎に関しては、基礎
試錐「南海トラフ」の本坑井掘削では問題は生じなかった
が、海底面近くまでメタンハイドレートが地層中に存在す
る場合、または産出試験の間に地層の温度上昇が予測され
る場合における坑井基礎地盤の強度安定性は未解決の課題
である。メキシコ湾などにおける海洋坑井掘削の事例、海
底トンネル施工、海洋埋立地などの海洋土木分野の基礎補
強事例を調査するとともに、これらの技術を応用した海底
軟弱地盤における基礎補強技術を開発する必要がある。さ
らに、基礎試錐「南海トラフ」の本坑井掘削でメタンハイ
ドレートを含む地層区間の坑壁拡大が確認されたこと、ラ
イザー掘削を断念したことなどから判断して、海底下浅部
の坑壁脆弱性は、坑井仕上げの作業面及び産出試験実施上
の大きな課題と考えられる。泥壁による地層保護の手段以
外に、逸泥防止用に使用されている高分子溶液などを地層
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
４．開発分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

中に注入して坑壁を固める技術、土木分野における土壌固
結化技術などの坑壁補強技術に関する検討が必要である。
⑤メタンハイドレート層検知型掘削技術開発
対象外（フェーズ 2 以降）

(３) 生産・坑井仕上げ技術

陸上産出試験については「3．フィールド産出試験」の

○

1 回目の陸上産出試験はカナダ・マッケンジーデルタにて実施し、減圧法の有効性を確認した。
その総合評価についてはＴＦ産出試験計画にて検討され、第 2 回陸上産出試験の計画を策定し、

対応項目参照
①生産技術の技術課題の抽出（本文１７P）

これを第 1 冬、第 2 冬の 2 回に分けて実施した。この第 1 冬までの試験から出砂対策が重要課

マッケンジーデルタにおける陸上産出試験等で生産技術の
課題を抽出し、その後の技術開発計画に反映する。

題であることが認識されたが、第 2 冬試験にてサンドスクリーン法を試験しその効果を検証し
た。第 2 冬までのデータを分析し、今後の技術開発計画に反映させる。。

②生産性・経済性向上に係る技術開発
現場技術の面から、メタンハイドレート層のガス産出能力
改善に関する総合的な技術開発を行う。
①生産技術の課題の抽出（詳細資料２３P）
減圧法、加温水圧入法、水蒸気圧入法、インヒビタ圧入法
などのメタンハイドレートからのガス生産方法は、実フィ
ールドで検証された例はない。現段階では、メタンハイド
レート層からのガス生産には、石油・天然ガスの従来型生
産技術が適用できると考えられているが、生産に伴う出砂、
坑壁の拡大、セメンチング効果の劣化などの重大な問題が
生じて、新たな技術開発が要求される可能性がある。また、
生産中の坑内計測や生産性向上のための新しい技術を実施
するうえで、新しい坑内機器の開発が必要となることも想
定される。これらは現場技術に関連した課題のため、マッ
ケンジデルタにおける陸上産出試験で生産技術の問題点と
技術的課題を抽出して、その後の技術開発計画を決定する
のが望ましい。
②生産性・経済性向上に係る技術開発
モデリング分野における研究で検討されるメタンハイドレ
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
４．開発分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

ート層からのガス採収法の効果を実フィールドで検証する
ためには、各採収法の実施を可能にする現場技術の検討と
機器の開発が必要である。資源量評価、モデリング分野の
研究成果に対応し、メタンハイドレート層のガス産出能力
改善に関する総合的な技術開発を行う。

a.陸上産出試験の仕様と坑井仕上げの検討 (本文１８P)
フェーズ 1 での陸上産出試験の目的を達成するため、試験
方法と坑井仕上げ方法を検討する。

a.陸上産出試験の仕様と坑井仕上げの検討（詳細資料２３
P)
フェーズ 1 の陸上産出試験の目的を達成するためのテスト
方法と坑井仕上げを検討する。熱水攻法などを実施するた
めの坑内機器、地表機器に関する調査を行い、必要に応じ
て機器の開発を行う。長期産出試験では、シミュレータの
実証を目的とすることから、地層内のメタンハイドレート
分解挙動をモニタリングする技術に関する調査と開発が必
要である。

技術調査･評価で得た技術情報を基に、多くの産出試験方法案を抽出･評価し、海洋試験にお

●
フェーズ２海洋産出試験として採り得る複数の産出試
験手法コンセプトと実施の際に必要となる産出試験技術 見
フェーズ 1 での陸上産出試験の結果を踏まえて、フェーズ （産出試験用坑内機器、同地上機器、仕上げデザイン、大
込
2 で計画している海洋産出試験の試験方法と坑井仕上げ方 水深での産出試験手法、産出試験データ取得手法、など）
み
法を検討し、産出試験の実施に必要な洋上機器および坑内 のスタディを終える。
機器等の技術開発を行う。
b.海洋産出試験の仕様と坑井仕上げの検討 （本文１８P)

いての減圧法、熱刺激法導入の方法、坑井計画、テストストリング、ライザーシステム等の検
討を行った。基礎試錐「東海沖〜熊野灘」の情報と第２回陸上産出試験の結果から、海洋産出
試験においては減圧法を主体とした生産手法が適用可能との判断を得た。 また MH21 コン
ソーシアムの中で、平成１９年度に WG 資源フィールド選定、WG 海洋産出試験準備を設置し、

なお、フェーズ２海洋産出試験計画については、探査分野

海洋産出試験計画の目的および要件を課題として取りまとめた。なお産出試験用坑内機器、同

b.海洋産出試験の仕様と坑井仕上げの検討 （詳細資料２

及び生産手法開発グループと共に、コンソーシアムの共通

地上機器、仕上げデザイン、大水深での産出試験手法、産出試験データ取得手法等のスタディ

３P)

認識としてその目的及び要件を策定する。

を実施する課題については、下記の「海洋産出試験用の坑井設計につき技術課題を提示する」
方向への研究課題へと変更した。

フェーズ 1 の陸上産出試験の結果を踏まえて、フェーズ 2
に予定する海洋産出試験のテスト方法と坑井仕上げを検討
し、産出試験の実施に必要な洋上機器および坑内機器等の
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：資源量評価グループ（開発技術分野）
４．開発分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

技術開発を行う。

○

海洋産出試験に関する技術検討
日本近海における海洋産出試験に必要な要素技術（セメン
チング、坑井安定化、大水深での産出試験手法、産出試験
用坑内システム、産出試験データ取得法等）に関する技術
動向調査と研究課題「1．陸上産出試験 2）第 2 回陸上産
出試験」等の研究成果を活用して海洋産出試験坑井への既
存技術の適用可能性や技術開発の必要性につき検討し、そ
の結果に基づいて海洋産出試験用の坑井設計につき技術
課題を提示する。

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」および陸上産出試験の作業結果・評価を踏まえて、海洋産出試験
を目的とした概念坑井計画を立案し、作業概算を実施した。
計画では、①海洋掘削リグを使用、②マリンライザーおよび海底設置防墳装置を使用しない環
境での掘削・ケーシング・セメンチングのそれぞれの作業を想定、③最終的な坑井仕上げとフ
ローテストはマリンライザーおよび海底設置防墳装置を使用した環境で作業、そして④フロー
テストは坑内水中ポンプを使用した減圧手法による「坑内水頭調節による間接的な坑底圧の減
圧」方法による MH 分解ガス産出試験を前提とした。
概念坑井計画を通じて、技術課題の抽出を実施し、フェーズ 2 における海洋産出試験の実施に
向けた技術研究の指針を提示した。特に、①減圧法を主体とした間接的な減圧方法によるフロ
ーテスト坑内システムの構築と緊急時のライザー切り離しへの対応、②サンドコントロールを
前提とした坑井仕上げ方法、③坑井周りの確実な圧力シール性確保、そして④フローテスト時
のフローアシュアランス（産出流体の坑井内流動障害防止）確保のための技術、が重要である
と認識された。

c.メタンハイドレート層の産出能力改善技術
③坑井の長期安定化技術の開発
(４) 海底生産システムの概念設計
(５) 洋上処理設備の概念設計
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

（1）海域環境の調査（本文：19P）
①海底環境調査
海底環境のベースラインを把握するため、底層水（溶存
、地形、浅部微細地質構造、
懸濁物質組成、温度、流向流速）

1. ベースライン調査（海域環境調査評価 SG）
1.1 基本計画立案等

海洋における石油及び天然ガス資源の開発、あるいは深海底多金属団塊(Mn 団塊)等の開発に
おいて考慮されてきた環境影響因子とその環境影響評価手法について整理をおこなうととも
に、MH 資源開発に伴う環境影響因子と評価手法の考え方を整理した。これらの結果に基づき、
実海域から取得が必要となる情報とその取得方法を明らかにし、海域環境調査基本計画を立案
した。

○

（平成 14 年度で終了）
海洋における石油及び天然ガス資源の開発、あるいは深

底質（堆積物組成、年代、堆積侵食速度、強度、間隙水化

海底多金属団塊(マンガン団塊)等の開発において考慮さ

学組成、温度および熱流量）
、湧水（温度、化学組成、時間

れてきた環境影響因子とその環境影響評価手法について

、底生生物（群集組成、環境耐性）等について調査を
変動）

整理をおこなうとともに、メタンハイドレート資源開発に

検討する。また、一部の要素技術に関しては、技術開発が

伴う環境影響因子と評価手法の考え方を整理した。これら

必要である。

の結果に基づき、実海域から取得が必要となる情報とその

MH の資源開発において、海域環境に及ぼす影響因子を整理し、その結果、ほとんどの事項
が海洋石油及び天然ガス開発時にも想定される事項であることが明らかとなったが、低温水
（MH が分解する過程で生成水）に関しては、MH の資源開発特有の影響因子であると考えら
れた。

フェーズ 1 の前半の掘削調査段階では、対象地域をカバ 取得方法を明らかにし、海域環境調査基本計画を立案し
ーする概略調査を行う。
その後、産出試験が計画されるフェーズ 2 にかけては、

た。
メタンハイドレートの資源開発において、海域環境に及

坑井の掘削が予定される海域において総合調査を行い、開 ぼす影響因子を整理し、その結果、ほとんどの事項が海洋
発の影響を定期的に評価する必要がある。

石油及び天然ガス開発時にも想定される事項であること

フェーズ 3 では、総合予測シミュレーションに、総合調査 が明らかとなったが、低温水（メタンハイドレートが分解
によって得られた結果を加味し、環境影響評価手法を開発

する過程で生成水）に関しては、メタンハイドレートの資

する。

源開発特有の影響因子であると考えられた。

漏洩メタンガスについては、モデルフィールドにおける
観測結果やシミュレーションによる予測結果を基にメタン

資機材の調達については、後述する。

ガス量を推定し評価を行う。
1.2MH 資源フィールド候補海域調査

平成 15 年、平成 16 年および平成 17 年の 10 月に MH 資源フィールド候補海域（東部南海

○

トラフ）の海域環境調査を実施し、以下に示す内容に関して整理した。

メタンハイドレート開発で現在想定される生産手法を
②海底生態系調査

① 海底地形の特徴

鑑みた場合、水深 1000〜2000m 付近の大水深域における

ガス漏洩や海底地盤の変動等による堆積物巻き上げが生

海底近傍域を中心とした生態系に対し、直接ないし間接的

物相に与える影響等について、既存の調査手法を活用しつ

に影響を及ぼす可能性が懸念されるため、この影響を予測

つ所要の海底環境調査データを取得する。

評価できる手法を開発する必要がある。フェーズⅠでは、

② 海域の水塊構造
③ 海域(特に海底近傍域）における、流動場の特性
④ MH 開発で想定される環境影響因子のバックグランド
濃度（CH4、溶存態有機物、無機栄養塩類、水温・塩

影響を予測評価するために必要となる手法（影響予測モデ
①海底環境調査（詳細資料：26P）
開発可能性を検討するための前提条件となる情報を得る

分等)と海底からの CH4 等湧出速度

ル等）開発を進め、その手法に必要な海域環境情報を、南

⑤ 海底表層域に生息する生物の分布・変動幅及び海底表

海トラフ海域（熊野灘〜東海沖）での海域環境調査を通じ

層堆積物の性状

とともに、開発に伴う環境アセスメントの意味で、開発前、 て取得する。

⑥ 海洋表層・中層域からの有機物供給量
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

開発中、開発後の複数回、原位置における海底環境の状況

海域環境調査では、各種採泥器や採水器を用いた、生物 ○

また、海域環境調査で取得された情報を用い、既存の石油・天然ガスの水柱中での拡散モデ

量（微生物，ナノ・メイオ・マクロベントス，近底層性プ

ル（CDOG）に、漏洩したメタンの海水中での気泡の挙動特性（温度と圧力変動に対するサイ

ランクトン等）
・化学量（各種有機ガス濃度，栄養塩類，

ズ変化や気泡表面のハイドレート膜の形成等）を新たに組み込んだモデルを開発した。このモ

、流速計
流向流速）
、地形、浅部微細地質構造、底質（堆積物組成、 溶存態・懸濁態有機物量，各種物質の Flux 等）

デルを用い、東部南海トラフ周辺海域の物理場条件下で、メタンを海底から漏洩させた場合の

やその変化を把握する必要がある。
環境調査の内容は、低層水（溶存懸濁物質組成、温度、
年代、堆積侵食速度、強度、間隙水化学組成、温度、熱流

を用いた物理量（流向・流速，密度等）及び SBP 等によ

拡散予測計算を実施した。さらに、堆積物近傍での物質収支を計算できるモデル（CANDI）

量）、湧水（温度、化学組成、時間変動）
、底生生物（群集

る浅部海底地質調査等について実施する。

に、メタン酸化や硫黄酸化プロセスを新たに組み込み、基礎試錐が実施された海域から取得し

組成、環境耐性）等が必要と考えられる。

海底から漏洩したメタンの海水中での挙動を予測評価

大半の要素技術は既存の手法が適用できると考えられる

できるモデルは、海底から漏洩したメタンの、堆積物表面

が、一部の要素技術に関しては技術開発が必要である。特

での状態変化（炭酸塩として固定、メタンの酸化、再ハイ

に、面的な拡がり、時間変動の規模を把握するための、デ

ドレート化等）をシミュレーションするモデルと、水柱中

ータ伝送、測位技術等の基礎技術とシステム技術を開発す

での状態変化（再ハイドレート・気泡として上昇・溶解等）

る必要がある。

をシミュレーションするモデルを検討する。前者は、堆積

フェーズ 1 前半の資源量把握のための掘削調査段階で

物表面付近のメタン収支を計算できる既存モデルの適用

は、対象地域をカバーする概略調査を行い、詳細調査を行

を検討する。後者は、CDOG モデルや DEEPBLOW モデ

う後半から産出試験が計画されるフェーズ 2 にかけては、

ルを利用し、漏洩したメタンの水柱中でのガス泡の挙動特

坑井の掘削が予定されているモデルフィールドにおいて総

性を考慮したモデルに改良する。

合的な調査を行い、開発の影響を定期的に評価する必要が
ある。
②海底生態系調査（詳細資料：27P）

南海トラフ（東海沖〜熊野灘）の生物・化学・物理及び
海底地形に関する詳細な情報を取得する。本調査では、堆
積物及び水柱中の生物量・化学量やフラックス、流向流速

等の物理量及び浅部海底地質や海底地形について実施す
海底生態系への影響としては、漏洩メタンガスによる生 る。本調査で得られた情報及び既存知見から、南海トラフ
物の異常繁殖と、ガス漏洩や海底地滑り等による堆積物の
（東海沖〜熊野灘）の海域環境の解析を行い、メタンハイ
巻き上げが生物層に与える影響が考えられる。
前者については、上述したモデルフィールドにおける海底 ドレート資源開発有望海域の海域環境の特徴を整理する。
環境調査の一環として行えば効率的で、TECFLUX などで また、実海域で取得された流動データ・溶存メタンの分布、
実施されている既存の調査手法やその成果が参考となろ

メタンフラックス等を活用し、海水中に漏洩したメタンの

う。海底環境調査により海底生物や化学合成バクテリアに 挙動を予測・評価できる数値モデルを構築する。
よる漏洩メタンガスフラックスへの影響が大きいと推定さ
れた場合、その影響も考慮することも必要となる。
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たメタン溶出速度や堆積物の化学組成データを利用することで、基礎試錐実施域での堆積物近
傍のメタン収支の再現計算が可能なモデルを構築した。

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成
○

1.3 基礎試錐域周辺の調査

平成 15 年〜平成 18 年の 10 月と、平成 19 年 6 月に基礎試錐が実施された東海沖、第二渥

海洋産出試験に伴う環境事前調査（モニタリング調査）

美海丘近傍および熊野灘での海域調査を実施し、以下内容について整理することで、各海域の

として位置づけ、基礎試錐域周辺について、試錐実施前及

環境を特徴付けるとともに、海洋産出試験の実施サイト選定に際して環境面から判断する場合

び実施後に、試錐が実施された場所の海洋環境調査実施

の情報として活用できるよう整備した。

し、基礎試錐域周辺の環境特性を整理する。この整理結果

① 海底地形

は、海洋産出試験の実施サイト選定に際して環境面から判

② 流動場

断する場合の情報として活用できるよう整備する。

③ 水柱中の溶存メタンのバックグランド濃度
海域環境調査に付随し、主に基礎試錐が実施された東海

④ 海底近傍層に生息する浮遊生物組成と現存量

沖と第二渥美海丘近傍サイト周辺を中心とした詳細な調

⑤ 表層堆積物および間隙水の化学性状

査（海底地形・海底浅部の地質構造調査・水塊の鉛直構造
調査・海底近傍の詳細な流動調査・環境傾斜（場所や時期）

⑥ 表層堆積物中に生息する底生生物の組成と現存量

を考慮した堆積物性状や生物調査）を実施し、基礎試錐域

⑦ 海底からのメタン溶出速度

の海域環境の特徴付けを行う。また、海洋産出試験に伴い

これらの整理結果をもとに、基礎試錐域近傍で海洋産出試験が実施された場合の、環境変化

想定される環境変化の内容を整理し、これまで得られた情

を評価するための指標項目を以下のように抽出した。

報から、基礎試錐域近傍で海洋産出試験が実施された場

① メタン漏洩検知：メタン濃度・気泡検知

合、環境変化をどのような指標（生物・化学・物理）で評

評価項目：微生物フローラの変化

価するかを整理する。

メタンフラックスの変化
② 分解生成水の影響検知：水温・塩分・濁度
評価項目：基礎生産速度の変化
③堆積物の撹乱検知：粒度組成・化学物質の鉛直分布
評価項目：底生生物群集の種構成・現存量・堆
積物中の分布変化
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

1.4 調査機器調達・改良

○

（平成 15 年度で終了）
平成 15 年度ないし平成 16 年度の海洋調査で必要とな

平成 15 年度ないし平成 16 年度の海洋調査で必要となる資機材を調達し、実海域で使用できる

る資機材を調達し、実海域で使用できるよう調整した。調

よう調整した。調達・整備した資機材は以下のとおりである。

達・整備した資機材は以下のとおりである。

・セジメントトラップ：8 式

・セジメントトラップ：8 式

・超音波ドップラー式流速計：2 式

・超音波ドップラー式流速計：2 式

・セジメントトラップや流速計を海域に設置するための係留系：2 式（本係留系は今回調査で

・セジメントトラップや流速計を海域に設置するための

設置済み、１年後回収予定）
・ベンチックチャンバー：1 式

係留系：2 式
・ベンチックチャンバー：1 式
1.5 データベースの構築

○

(1) 問い合わせ対応データベースシステム

不特定多数の人々から寄せられると想定される約 100 件の質問内容を整理し、それらの質問

PA に対処するため、メタンハイドレートに付随する

に関連する文献を収録した。また、質問対する解答案を整備・収録した。

様々な環境情報を集録・整理し、不特定多数の分野からの
問い合わせ時のバックアップ情報として整備する。
各種のデータベースや既存資料から、メタンハイドレート
開発に伴う HS&E に関する情報を取得し、環境影響評価
グループで整備したデタベース内で一元管理する。本既存
資料管理に際しては、気候変動等とメタンハイドレート開
発の関連性に関する様々な学説等も収録する。

(2) 既存及び新規取得情報のデータベースシステム
環境影響評価グループの研究成果を一元管理し、グルー
プ内で情報の共有化を図るため、データベースシステムの
構築を完了し、具体的運用を開始する。データベース構築
に必要なバードウエア及びソフトウエアを整備し、全体を
システム化する。
このデータベースシステムに、海域環境に係る情報や、
流動解析モデルと、このモデルをベースに作成した漏洩メ
タンの海水中での挙動予測モデル及び低温水放出影響モ

53

○

データを一元管理するプラットフォームを整備し、平成 19 年度までに取得した海域環境情
報や、環境影響評価Ｇの研究成果などを再加工・収録した。またデータベースに格納されてい
る環境影響評価グループの研究成果報告書およびメタンハイドレート関連文献を検索できる
システムを構築した。これら情報は環境影響評価 G 内で共有化できるよう、Web を介した利用
システムの構築を行い、終日運用を行った。

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

デルによる予備解析結果等、メタンハイドレート開発に関
わる海域環境への影響を予測・評価するための情報のすべ
てを取り込む。また、環境影響グループの研究成果につい
ても一元的に収録し、グループ内の研究者間で常時データ
の共有をおこなうことができるよう運用する。
○

1.6 海洋産出試験に向けた準備
フェーズⅡで予定されている海洋産出試験における海

我が国における環境影響評価法を参考に、海洋産出試験に向けた環境アセスメントの実施手

域環境への影響を予測評価するために必要な方法と課題

順を整理した。

をデータベースシステムを活用しながら整理し、全体を取

また、海洋産出試験時に必要となる、総合海洋環境調査の実施手順と内容を取りまとめた。

りまとめる。
なお、海域環境への影響を予測評価する手順は、環境ア
セスメント法によりその実施手順が示されている。このた
め、これら手順を参考に、具体的な環境影響評価の方針に
ついても呈示する。
（1）海域環境の調査

1. ガス漏洩モニタリング

●

③海底環境計測手法の開発（本文：19P）

1.1 溶存メタン濃度の検出法の開発（直接検出法）

見

①既存メタンセンサー（METS センサー）

込

メタンハイドレート開発時のガス漏洩や地層変形に係わ
る環境モニタリングのため、大水深における長期間かつ広

メタンハイドレート開発時の環境影響評価を適切に行

① 既存メタンセンサー（METS センサー）
既存の溶存メタンセンサー（METS センサー）の分離膜透過側空間の縮小等の改良等により、
応答時間を METS センサーの 1/2 以下に短縮した。また、計測値の溶存酸素飽和度依存性を

み

補正する手法および自己較正機能等を開発し、安定性の向上を図った。さらに、室内試験にお

域を対象とした環境指標計測手法の開発が必要である。各 うため、環境に影響を与える可能性がある変化（溶存メタ

いて、水深 2000m と同じ水圧で使用可能であること、既存 METS センサーと比較して濃度測

種環境指標計測要素技術とそれらを統合化した観測ネット ン、分解水、インヒビタ、酸性ガス、HC などの放出、海

定限界が同程度であることを確認した。

ワーク構築技術、深海曳航測器や ROV 等による環境指標 底地形の変化等）を早期に検知するモニタリング技術が必
マッピング技術等の開発を進める。

これらの成果を反映した実証機を開発し、室内性能評価試験および実海域試験を実施した。

要である。この中で､漏洩物質および地層変形の検知には

室内性能評価試験により、上述の改良の効果を反映し、応答性および安定性が向上しているこ

従来の石油ガス生産や海洋調査で開発された既存技術を

とを確認した。この試験結果から実証機の仕様を明確にした。さらに、実海域試験により、実

可能な限り応用していくが、漏洩メタンと海底地層の微小

海域での運用において良好な応答性および安定性を得るためには、適切な半導体検出器のチュ

な変化の検知は、既存技術では対応できない可能性がある

ーニングが必要であることが明らかになった（これらの課題は溶存酸素飽和度依存性の補正式

ため、その開発を進めている。

及び自己較正後の静置時間の再検討等で対応可能と考えられ、平成 20 年 12 月頃までを目処に
再度の実海域試験を実施して、その効果を確認する予定である）
。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

② 海底環境計測手法の開発（詳細資料：27P）
メタンハイドレート開発にともなう海底環境影響評価を

既存のメタンセンサー（METS センサー）の改良研究

行うためには、開発の環境への影響を長期的、広域にモニ

を実施し、水深 2000m で使用可能で、現状技術（既存

タする必要がある。その方法として、開発生産時に生産地 METS センサー）と比較して濃度測定限界は同程度かつ
点を含む海域海底において各種センサーを備えた計測ステ

応答時間は 1/2 以下の実証機を開発し、海洋産出試験に適

ーションを広域にネットワーク状に配置してモニタする方

用する。

法と、各種センサーを用いた広域のマッピングを、開発前、

METS センサーの室内作動実験を通じて問題点の抽

開発・生産時に繰り返し行って、異なる時期における各種 出・改良を行い、実海域試験運用を通じて評価を行い、応
環境指標の変化を抽出する方法が考えられる。

答性、安定性に優れた溶存メタン検出の実証機を開発す
る。

メタンハイドレート開発時のガス漏洩や地層変形を経常
的にモニタリングするためには、次の 3 点の技術開発が必 ②新規溶存メタンセンサー（集水型モニタリングシステ
要である。
ム）
新規溶存メタンセンサー（集水型モニタリングシステ
1)海底でのガス・湧水の組成や量の計測、地盤変位検出（精

ム）の開発では、既存METSセンサーよりもより低濃度の

密傾斜計、音響測距）
、等の環境指標計測要素技術の開発

溶存メタン検出を可能にするための要素開発を行い、基本

2)要素技術を統合化するための海底環境長期計測ネットワ

システム（実験システム）の開発を目指す。

ーク構築技術の開発

○

②新規溶存メタンセンサー（集水型モニタリングシステム）
要素開発を行い、分離膜と赤外系メタン濃度測定機構等から成る基本システム（実験システム）
を開発した。濃度測定限界は 3.4nmol/L 以下（4℃）であり、既存 METS センサーの 1/2 以下と
して目標を達成した。
分離膜モジュールについては耐圧化とメタン透過性の評価・検討を行い、20MPa の耐圧性を

目標性能は、現状技術（既存METSセンサー）と比較して
濃度測定限界は1/2程度とする。さらに、開発した基本シ

有した集合体を開発した。光学系については高感度検出を可能とするための水蒸気の影響評価、
光源・波長・検出器等の最適化、吸光スペクトル補正方法の検討を行い、1.6μm 帯の光源波長

3)海水特性、海底地形、生物分布などの変化を繰り返し観

ステム（実験システム）の浅海域フィールド試験等を行い

を用いた波長変調分光法が最適との結論に至り、本システムに適用した。さらに、応答性向上に

測などによってとらえるための、深海曳航測器や ROV 他

性能を評価するとともに技術的課題を抽出し、フェーズⅡ

向けた分離膜透過側空間部の小型化の検討を行い、実験システムの設計・製作を進め性能検証を

を利用した効率的な環境指標マッピング技術の開発

における開発課題を明らかにする。

行った。
ただし、実験システムでは、応答時間が長時間掛かることが判明したため、この応答時間の

メタンガスの計測に関しては、現在市販されている溶存
メタンガスセンサーの改良、高精度化による実用化ととも
に、広域をカバーするための新たなコンセプトによる遠隔
計測手法の開発が望まれる。

集水型モニタリングシステムは赤外系メタン濃度測定
機構を搭載し、分離膜を透過したメタンを検出する装置で
ある。特に分離膜モジュールについては耐圧性とメタン透
過性の評価・検討、光学系については高感度検出を可能と
するための水蒸気の影響評価、光源・波長・検出器等の最
適化、吸光スペクトル補正方法の検討を行う。さらに応答
性向上に向けた小型化の検討を実施し、実験システムの設
計・製作を進め性能検証を行う。
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短縮が、集水型モニタリングシステムのフェーズ 2 の課題となる。
今後は、各国で開発されつつある低濃度メタン検知の可能性のある新規の試験機の性能を調
査しつつ、低濃度メタン検知手法を検討していく予定である。また、METS センサーでも周
波数式回路を用いることにより、低濃度メタンを検知できる可能性も示唆されているため、こ
の技術についても同様に検討する予定である。

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

大水深における長期広域モニタリングのためのネットワ ③総合モニタリングシステム

③総合モニタリングシステム

○

生産時における総合モニタリングシステム(実用システ
る海底ステーション構築技術、音響データ伝送技術、エネ ム)の概念をまとめるべく、国内外の動向調査、スコープ
ルギー供給技術など課題が多く、海洋計測技術の最新の成 の整理、必要機能の整理検討、概略仕様検討を行い、環境

（1）海洋産出試験の概要（生産方法、海域、使用機器、期間、）につき、グループ内で検討し

果を取り入れつつ必要な技術開発を進める。

影響評価に必要な、複数の観測センサーを必要な時期に配

ステムである、3 種類（中層係留、移動、海底貫入）の観測ステーションについて、その仕様

置できるようにするため、センサーの位置保持方法、電

書と設置・回収方法をまとめた。

ーク構築技術に関しては、各種計測要素技術の統合化によ

広域マッピング技術に関しては、深海曳航式測器、ROV

た前提に基づいて、海洋産出試験時の実証システムの基本設計を完了させた。
基本設計では、操業時のシステムの実現に寄与しつつ、かつ海洋産出試験に必要最小限なシ

等を活用した高精度かつ迅速な海底環境指標のマッピング 源・データの伝送方法、演算解析・監視警報システムなど
技術の開発が必要である。この種のマッピングのためには を含めた全体システムの検討を進める。
精密な測位と操作性の向上が重要であり、必要な技術開発 (1) 海洋産出試験に使用する総合モニタリングシステム
を行う。
（実証システム）の基本設計を行う。
海洋産出試験用のシステムとして、METS センサーと
a.フェーズ 1：環境影響評価技術開発
地盤変位検知技術（傾斜計・音響測距）
、ガス漏洩検知技
術（ガス・湧水モニタ）等の計測要素技術の開発、および
それらを統合化するための観測ネットワーク構築技術の開

広域型センサー（超音波型）を用いた漏洩メタンモニタリ
ングと、地層変形モニタリングを組み合わせたモニタリン

（2）全体コンセプトについては、各サブシステムの概略仕様の検討を終了し、海域環境調査

グシステム（実証システム）の基本設計をフェーズⅠにて

評価サブグループが行った漏洩メタンの挙動解析結果を参考に、センサー配置の適正化などの

終了する。

検討結果を反映させ、実用機開発項目の洗い出しを行った。
これを基にフェーズ 2 の開発計画をまとめた。開発計画では、フェーズ 2 における海洋産出

発、深海曳航測器や ROV 等による環境指標のマッピング
技術等の開発を行う。

(2) 総合モニタリングシステムのサブシステムと全体コ

試験に向けた、機器製作、システム設置、総合調整試験（浅海域、深海域）等実施の具体的な

ンセプトを検討し、それに基づきフェーズⅡにおける総合

スケジュールをまとめた。

a.フェーズ 1：環境影響評価技術開発

モニタリングシステムの実用システム開発計画を提案す
、ガス漏洩検知技 る。
地盤変位検知技術（傾斜計・音響測距）
術（ガス・湧水モニタ）等の計測要素技術の開発、および
開発中のセンサーや位置保持システムなど、モニタリン
それらを統合化するための観測ネットワーク構築技術の開
グシステムとして統合させるのに必要な要素となる各サ
発、深海曳航測器や ROV 等による環境指標のマッピング
ブシステム（センサー、位置保持、電源など）についてそ
技術等の開発を行う
の概略仕様の検討を進める。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

また、海域環境調査評価サブグループと連携し、シミュ
レーションによる漏洩メタンの水中挙動予測結果を勘案
した総合モニタリングシステムの概念をまとめるととも
に、実用システム開発を見据えた、フェーズⅡにおける総
合モニタリングシステムの開発計画を提案する。
④超音波利用広域モニタリングシステム
④超音波利用広域モニタリングシステム
。

○

超音波を利用した海中のガスプルーム観測事例および既存の各種超音波センサーに関する

広域にわたるメタンの検知法として、超音波を利用した

調査を行い、センサー毎の長短所を整理し、フェーズ 2 で想定される海洋産出試験用の超音波

ガス漏洩モニタリング技術について、超音波による海域で

利用広域モニタリングの手法および使用センサーを決定した。その上で、海洋産出試験用の超

のガス漏洩検知の可能性を確認し、フェーズⅡで計画され

音波利用広域モニタリングシステム（実証システム）の基本設計を実施し、技術課題の整理を

ている海洋産出試験用超音波利用広域モニタリングシス

行った。

テム（実証システム）の基本設計を行う。

超音波利用広域モニタリングシステムは、海底に設置する中層係留ステーションの係留索に

既存の各種超音波センサーに関する調査、センサー単体

取付ける予定であることから、固定した状態で周囲を監視できる周囲監視型のソーナーを利用

による気泡検知確認試験の実施、取得した音響データの解

することにした。ソーナーを鉛直に吊下し、ソーナービームを水平に維持するために、ジンバ

析技術の検討を進めるとともに、超音波利用モニタリング

ル機構を有するソーナー取付台を設計すると共に、索の傾き、捩れを計測するセンサーも取付

システムの仕様および実現に向けた技術課題の整理を行

台に組み込む設計とした。

い、海洋産出試験用超音波利用モニタリングシステム（実

電力供給および信号の伝送は、係留索を兼ねたケーブルで行うため、これに接続するための

証システム）の基本設計を取りまとめる。

配線についても仕様上の問題ないことを確認した。

⑤吸光特性利用広域モニタリングシステム

⑤吸光特性利用広域モニタリングシステム

対象海域の海面上の広域検知法として、メタンガスの吸 ○

既存の吸光特性利用センサーの仕様・使用実績の調査およびフェーズ 2 で想定される海洋産

光特性を利用したガス漏洩モニタリング技術について現

出試験対象海域でのメタン濃度の調査を行い、海洋産出試験用の吸光特性利用広域モニタリン

状技術を調査すると共に、海洋産出試験用の吸光特性利用

グシステムの基本設計を実施し、技術課題の整理を行った。

広域モニタリングシステムの基本設計を行う。

吸光特性利用広域モニタリングシステム用のセンサーとしては、ヘリコプタに吊下してプラ

既存の吸光特性利用センサーの仕様・使用実績の調査、

ントのメタンガス漏洩検知で実績のある DIAL システムを利用することとした。このセンサー

海洋産出試験対象海域でのメタン濃度の調査を実施する

システムを洋上のプラットフォーム上に搭載して使用する計画のため、センサー用の回転機構

とともに、吸光特性利用広域モニタリングシステムの仕様

及び防振マウントの設計を実施した。

および実現における技術課題の整理を行い、海洋産出試験
用の吸光特性利用広域モニタリングシステムの基本設計
を行う。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

1.2 メタン酸化細菌等の微生物変化量の検出法の開発
1.2 メタン酸化細菌等の微生物変化量の検出法の開発（間接検出法）

（間接検出法）
微生物を用いた漏洩メタンのモニタリングは、その反応

南海トラフの合計 13 地点で微生物マップを作成した。その結果、メタン湧出域のみ高頻度

○

が海底堆積物表層で行われるため、メタンが海水中に希釈

でメタン酸化細菌特有の遺伝子（MMO 遺伝子等）が存在することが明らかとなり、メタン漏

拡散する影響を受ける以前にメタンの漏洩を検知するこ

洩とメタン酸化細菌の存在に相関関係がある事を証明した。
また、メタン漏洩をバイオマーカーで検出する場合には、対象海域にメタン酸化細菌が潜在

とである。
南海トラフより採取した様々な場所における堆積物中

的に存在する必要がある。そのため、渥美海丘、熊野、東海沖のメタン濃度が低い箇所の海底

の微生物の種類を遺伝子レベルで調べたところ、メタン湧

堆積物に人工的にメタンを与えて培養した結果、メタン消費活性が認められ、培養後にバイオ

出域の海底表層堆積物中には、特異的にメタン酸化細菌に

マーカーも検出された。

近縁な遺伝子が存在し、これらの遺伝子は、他の海域の海

これらの結果から、1）メタン湧出域ではメタン酸化細菌が高頻度で存在すること、2）メタ

底メタン湧出域やメタンハイドレート堆積層から見つか

ン濃度が低い箇所でも普遍的にメタン酸化細菌が存在すること、3）メタン漏洩に伴ってメタ

った遺伝子と高い相同性を有していることが明らかとな

ン酸化細菌が増殖すること、を確認し、バイオマーカーとしてメタン酸化細菌特有の遺伝子を

った。このことから、これらメタン酸化細菌の遺伝子がメ

利用した検出手法を適用できることが判明した。

タン湧出域に特有の遺伝子（MMO 遺伝子等）であり、バ
イオマーカーとなり得る可能性が示唆された。
このことから南海トラフ海域における海底表層のメタ

○

バイオマーカーの検出はメタン酸化細菌の増殖速度に依存する。従って、その検出感度と応

ン酸化細菌等の分布状況および分類学的特徴を見出すた

答速度を明確にするために、南海トラフに生息する低温で生育可能なメタン酸化細菌を単離

め、微生物マップを作成し、メタン濃度等の環境因子との

し、その増殖速度とメタン消費速度の関係を明らかにした。これらの結果から、原位置検出装

関係を明確にする。

置の開発に必要な仕様条件を確定した。

また、メタン漏洩のバイオマーカーとなる遺伝子を原位

また、バイオマーカー検出反応である PCR 法（Polymerase Chain Reaction）の反応条件

置で検出・モニタリングするための適用条件を抽出し、深

を確立し、バイオマーカーとして選択した MMO 遺伝子が原位置遺伝子検出装置で検出できる

海の現場において遺伝子解析を行うことができる研究を

事を確認した。さらに、実験室レベルで、環境試料中のバイオマーカーが検出されるまでの一

行い、微生物モニタリングの基本特性について実験室レベ

連の検出動作についての基本性能が満たされていることを確認した。これらの結果をもとに、

ルでの動作評価を実施し、その性能を検証する。

基本設計条件を確定した。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

（1）海域環境の調査
③海底環境計測手法の開発（本文：19P）

2.地層変形モニタリング

○

(1) プロトタイプ機（実証機）の開発
プロトタイプ機（実証機）を開発し、室内試験、陸上試験（陸域地すべり）において、セン

メタンハイドレート開発時のガス漏洩や地層変形に係わ

メタンハイドレート開発時の環境影響評価を適切に行

る環境モニタリングのため、大水深における長期間かつ広

うためには、環境に影響を与える可能性がある変化を早期

サーの性能が以下の要求性能を満たすこと確認した。

域を対象とした環境指標計測手法の開発が必要である。各

に検知するモニタリング技術が必要であり、その開発を進

・ 室内試験では、振幅 0.01mm 以下の小さな変位、周期 60 秒のゆっくりとした変位をとら

種環境指標計測要素技術とそれらを統合化した観測ネット

めている。

えることができた。

ワーク構築技術、深海曳航測器や ROV 等による環境指標 (1) 選定したモニタリング用のセンサーについて、実証機

・ 陸上試験では、実際の地盤の微小でゆっくりとした動き（約 1mm/10s）をとらえることが

マッピング技術等の開発を進める。

できた。

のハード的機能の室内および適切な陸域の地すべり地域

また、実証機の電力供給、データ伝送システムの検討結果を反映させ、ハード機能の実証試

等で実証試験を行い、プロトタイプ機（実証機）を完成さ
③海底環境計測手法の開発（詳細資料：28P）
地盤変位のデータは地層変形シミュレーション結果の検

せ、海洋産出試験時総合モニタリングシステムに組み込む

験と、海底土質試料のクリープ特性試験を行って、以下の要求性能を満たすこと確認した。

ための電力供給、データ伝送方法等の検討を行う。また、

・ 耐圧容器内外で電力供給、データ伝送が実行可能。

証に不可欠であり、地盤変形モニタリング技術は重要な開

海洋産出試験への適用性を評価するため、海底土質試料を

・ 耐圧容器内のジンバル機構を含めた性能評価試験で、0.1mm/s 程度の微小変位をとらえる

発課題である。

用いその強度・変形特性把握を進める。

ことができた。

資源を地下から採取する場合、採取量や上層の地質条件

・ 海底土質試料のせん断試験により、クリープ的ななめらかな変位をとらえることができた。

によっては、地表沈下が発生する。数 m〜数 10m 規模の
例も知られており、このような大規模な沈下の発生は、ガ (2) システム制御および自動解析処理ソフトウェアを、地

○

(2) システム制御および自動解析処理ソフトウェアの開発

ス漏洩発生など環境への影響を考慮すると好ましいもので 層変形モニタリングの単独観測システム用として完成さ

システム制御および自動解析処理ソフトウェアを開発し、総合モニタリングシステムへの組

はない。このため、開発の早い段階で小規模な地層変形を せる。総合モニタリングシステムに組み込むためのシステ

み込むための基本検討を行い、浅海域において実証機の性能を検証し、以下の要求性能を満た

予測し最適な対策を講じることが必要となる。モニタリン ム化については、基本検討まで実施する。

すこと確認した。

グ手法としては、最近石油や地熱貯留層の水圧破砕モニタ

・耐圧容器内に設置したセンサー、ロガー等を外部 PC に

電源供給システム、データ通信システムを含む地層変形

リングなどに使われ始めた高精度傾斜計の改良、適用が考 モニタリングシステムの実証機を完成させるとともに、シ
えられる。
2004 年度に予定する陸上産出試験までに計測システム

ステム制御および自動解析処理ソフトウェアを単独観測
システムとして完成させ、総合モニタリングに組み込むた

及び計測手法の開発を行ったうえで、現地試験時のモニタ めの基本検討を完了させる。
リングを行い、その有効性の確認を行う。更に、現地試験

連続観測における膨大な情報の伝送・収録とリアルタイ

によって問題点の抽出を行い、フェーズ 2 以降の海底測定 ムでの解析処理を可能とするために、ハードウエアシステ
に向けての改良と現地試験での検証を行う。

ムの構築する。更にシステム制御ソフトの作成と自動解析
処理のための計算処理アルゴリズムの開発した上で、ソフ
トウェアを単独観測システムとして完成させ、総合モニタ
リングに組み込むための基本検討を完了させる。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

a.フェーズ 1：環境影響評価技術開発
、ガス漏洩検知技術
地盤変位検知技術（傾斜計・音響測距）
（ガス・湧水モニタ）等の計測要素技術の開発、およびそ
れらを統合化するための観測ネットワーク構築技術の開
発、深海曳航測器や ROV 等による環境指標のマッピング
技術等の開発を行う。
b.フェーズ 2：環境モニタリング技術開発
フェーズ 2 の海洋産出試験の実施において、繰り返しマ
ッピング調査や観測ネットワークによる常時観測を行うた
めの技術開発を進め、地盤変位計測等生産時の環境影響評
価に必要な海洋環境モニタリング技術の実用化を図る。
c.フェーズ 3：環境影響評価指針の作成
メタンハイドレート開発時の環境影響評価の指針を作成す
る。
国内における LNG プラント及び海洋深層水くみ上げにともなう排水の拡散モデル及びその

2.低温水放出影響予測調査
（2）開発に伴う環境への影響
①低温水の放出影響予測手法（本文：20P）

2.1 低温水放出影響予測モデルの検討

○

他の国内外で報告されたモデルについて、その内容と拡散予測手法の調査を実施した。

生産方式によってはメタンガスに随伴する低温の流体

これらの調査、検討の結果、低温水等の放出影響予測モデルについては、低温水等の放出近

生産方式によってはメタンガスに随伴する低温の流体を海 を海上あるいは海面近くに放流することも考えられるた

傍域の拡散予測と遠方域の拡散予測を分けて評価する手法を採用することが妥当であると考

上あるいは海面近くに放流することも考えられ得るため、 め、既存手法を活用し放流された流体の影響を予測するシ

えられた。その手法としては、放出近傍域では 3 次元 MAC 法による計算を行い、遠方レベル

既存手法を活用し放流された流体の影響を予測するシミュ ミュレーションモデルを構築する。また、シミュレーショ

では 3 次元レベルあるいはレイヤーモデルによる流れの計算を行い、その流場を用いて低塩分

レーション、海洋生物への影響評価を行う。

水等の拡散計算を行う方法等が考えられた。

ンモデルを用いて海洋生物への影響評価を行えるように
する。

①低温水の放出影響予測手法の開発（詳細資料：29P）

既存モデルを最大限活用して、メタンガスの生産に随伴

生産方式によっては海洋へのメタンガスに随伴する低温流 する低温水が海域に放出された場合を想定し、その影響を
体を海上あるいは海面近くに放流することも考えられう

予測・評価する物理・生物統合モデルを整備する。このモ

る。その場合、放流された流体の影響を予測するシミュレ デルは、海底地形の影響を考慮できるものとし、放出量及
ーション技術の開発と、海洋生物への影響評価の判定が必 び放出場所について一定の仮説に基づきながら、低温水の
要となる。ただし、シミュレータは海洋環境評価に用いら 影響範囲を予測できるよう構築する。
れている既存のものを転用可能と思われる。更に海洋生物

LNG 基地からの冷水の放出モデルや海洋深層水の海面

への影響予測に関しては、現在深層水汲み上げ利用に伴う

放出モデル等の文献を調査し、当該事業における掘削生成
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

影響評価の研究が行われており、その結果を踏まえ実施す
るのが効果的と考える。

水（低温水）の海洋放出における、適切な流動モデルや
拡散モデルを検討する。
平成 18 年度までに作成した分解生成水放出影響予測モデル（メタンハイドレート分解生成
また、放出地点周辺海域の生物への影響を評価するため

○

水が放流された場合の拡散範囲を予測できる物理モデル）に、水温・塩分変化などに対する生

に既存の生物モデルまたは化学物質の生物影響モデルの

物への影響度を組み込んだ。これまでのベースライン調査で観測されたデータのうち、想定放

文献を調査し、放出地点周辺海域の生物影響を評価するた

出海域（東海沖および第二渥美海丘近傍）での水温、塩分、流況、海底地形および海況状態等

めのモデルを検討する。

のデータを用いて、分解生成水を海洋の表層域、中層域および底層域にそれぞれ放出した場合

上記、検討結果に基づき、掘削生成水の拡散を予測する

の、海域環境へ与える影響範囲を予測・評価した。

ための流動モデル・拡散モデルを構築し、予測計算を行い

遠方域の流動場の作成については、地球シミュレータのデータを初期条件とし、1km メッシ

予測結果について検討する。同様に拡散モデルの結果から

ュの流動場を作成した。近傍域の初期データについては、観測データから流速、水温・塩分の

生物影響モデルについても影響予測が行えるようなモデ

平均的な鉛直分布を作成し拡散計算を実施した。放出する分解生成水は、海底近傍の海水と同

ルを構築する。

じ水温の淡水が放出されると仮定し計算を実施した。

2.2 ハザード特性評価
（2）開発に伴う環境への影響
①低温水の放出影響予測手法（本文：20P）

メタンハイドレート分解生成水の特性を把握し、メタン ○
ハイドレート分解生成水の生物に対する影響を予測する

生産方式によってはメタンガスに随伴する低温の流体を海 ために必要な情報を取得する。
上あるいは海面近くに放流することも考えられ得るため、
レーション、海洋生物への影響評価を行う。

行動等を LC50 （50% lethal concentration:半数死滅濃

①低温水の放出影響予測手法の開発（詳細資料：29P）

IC(inhibition concentration:抑制濃度)として表記）に関

度）や EC（effective concentration:影響濃度）ないし、
生産方式によっては海洋へのメタンガスに随伴する低温流 する情報を既存資料や室内実験等から取得し、実海域で取
得した情報と合わせて、低温水放出影響予測モデルの数値

る。その場合、放流された流体の影響を予測するシミュレ モデルに反映させる。
ーション技術の開発と、海洋生物への影響評価の判定が必
要となる。ただし、シミュレータは海洋環境評価に用いら
れている既存のものを転用可能と思われる。更に海洋生物
への影響予測に関しては、現在深層水汲み上げ利用に伴う
影響評価の研究が行われており、その結果を踏まえ実施す
るのが効果的と考える。

理した。
これら数値を、漏洩メタンの水柱中での拡散モデルおよび分解生成水放出影響予測モデルに

間隙水ないし生成水中の影響因子に対する各種生物の

既存手法を活用し放流された流体の影響を予測するシミュ 応答特性（死滅、成長や代謝速度の阻害ないし促進、逃避

体を海上あるいは海面近くに放流することも考えられう

メタン、塩分、温度に対する水生生物の耐性範囲や、LC50 及び EC50 の値を既存資料から整

また、影響因子として懸念される塩分・及びＣＨ4 等に
関しては、海域に放出された場合の海域生態系に対するハ
ザード特性を評価する。
1. 感度解析
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導入し、予想される影響範囲を予測した。
影響範囲の予測結果から、メタン、塩分、温度の変化に伴う水生生物への影響範囲は、数 m
から数十 m の範囲内に留まる可能性があることが明らかになった。

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

各パラメータ（地盤構成、メタンハイドレート層までの

○

各パラメータ（地盤構成、MH 層までの地盤厚さ、土質、強度定数、弾性係数、強制変位量

（2）開発に伴う環境への影響（本文：20P）

地盤厚さ、土質、強度定数、弾性係数、強制変位量（生産

、強制変位幅（MH 層の生産領域の大きさ）
（生産による MH 層の変位量）
）の地層変形に対す

②地層変形予測手法の開発

によるメタンハイドレート層の変位量）、強制変位幅（MH

る影響度について検討を行った。解析結果から、強制変位幅大きさ及び MH 層上部の海底地盤

室内実験、フェーズ 1 における原位置での堆積層やメタ

層の生産領域の大きさ））の地層変形に対する影響度につ

の厚さが海底面沈下量に及ぼす影響が大きいことが示唆された。

ンハイドレート層の坑井内検層による物性測定、フェーズ

いて検討を行った。解析結果から、強制変位幅大きさ及び

また、構成式の特性（地盤材料の弾塑性特性、ひずみ硬化特性、ひずみ硬化−軟化特性等）

1 又はフェーズ 2 における産出試験時の地層変形測定等の

メタンハイドレート層上部の海底地盤の厚さが海底面沈

に着目した感度解析を実施し、解析結果を基に構成式に取り込むべき地盤特性について検討を

結果を踏まえ、メタンガス生産に伴う地盤沈下や地層の変

下量に及ぼす影響が大きいことが示唆された。

行った。解析結果から、生産に伴い生産領域上面に鉛直下向き（沈下）、生産領域下面に鉛直

形、不安定領域を評価するためのシミュレーション技術（地

化特性、ひずみ硬化−軟化特性等）に着目した感度解析を

②地層変形予測手法の開発（詳細資料：29P）

実施し、解析結果を基に構成式に取り込むべき地盤特性に

メタンハイドレートの賦存状況にもよるが、メタンガス

ついて検討を行った。解析結果から、生産に伴い生産領域

の生産にともなってメタンハイドレート層の状況が大きく

上面に鉛直下向き（沈下）
、生産領域下面に鉛直上向き（リ

変化し、地盤沈下や地層の不安定化を生じることが考えら

バウンド）の変位が発生し、それが地盤内に伝播し、海底

れる。このような地盤沈下や地層の不安定化に伴って生じ

面にも影響が生じていること、また、砂質土地盤と粘性土

る亀裂はガス漏洩の経路となる可能性がある。このため、

地盤の特性の違い等について知見が得られた。

地層の変形を求め、不安定な部分を評価するためのシミュ
レーション技術の開発が重要である。
石油資源開発や土木開発に関連して、最近ポロエラシテ
ィー理論を用いた数値解析コードの開発が進みつつあるの
で、これらを組込んだシミュレータの改良を図ることが効
率的と考えられる。その場合、メタンハイドレート層の生
産に伴う変化を把握することが前提となるため、生産予測
シミュレータによるメタンハイドレート層挙動予測結果が
不可欠であり、将来的には両者を連成した解析法の開発が
必要となる。
更に、これらのシミュレーションを行うには、上部の堆
積層及びメタンハイドレート層の孔隙率、せん断強度、圧
縮強度、ヤング率等の物性値の測定や堆積態様の把握が不
可欠である。このため、室内試験や、フェーズ 1 における
原位置での堆積層やメタンハイドレート層の物理検層によ
る物性測定の実施が重要である。

上向き（リバウンド）の変位が発生し、それが地盤内に伝播し、海底面にも影響が生じている

また、構成式の特性（地盤材料の弾塑性特性、ひずみ硬

層変形挙動シミュレータ）を開発する。

こと、また、砂質土地盤と粘性土地盤の特性の違い等について知見が得られた。
感度解析結果を基に検討を行い、地層変形モニタリングに関する測定計画に資する基礎資料
としての情報を整理した。

感度解析結果を基に検討を行い、地層変形モニタリング
に関する測定計画に資する基礎資料としての情報を整理
した。
2. 地盤物性の評価
南海トラフの上部約 500m の海底地盤は、富士川砂を
主体とした海底乱泥流堆積物（タービダイト）の砂泥互層

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で得られたコア試料を用いた物理試験、圧密試験、三軸圧縮試
○

験を行い、海底地盤の物理的性質や力学的性質を調べた。物理試験では、密度、コンシステン
シー、粒度分布、粘土鉱物の分析を行い、海底地盤模擬試料を作成する上で必要となる物理特

が卓越することが知られており、地層変形予測シミュレー

性を把握した。圧密試験では、最大 5MPa の圧密圧力まで一次元圧縮を行うことにより圧密降

タ構築においては、この砂泥互層における地盤物性を評価

伏応力を求め、海底面付近では過圧密状態にあるが、深度約 100m 以深ではほぼ正規圧密状態

することが重要な課題となる。東海沖の基礎試錐で採取さ

にあることを確認した。三軸圧縮試験では、試験結果に与える試料の乱れの影響を最小限に抑

れたフルコアは砂質土試料の採取率が低く、粘性土試料が

えるため、圧密試験から求めた圧密降伏応力まで K0 圧密後、原位置上載圧まで K0 除荷を行う

主体であり、力学試験に供する大きさの砂質土試料は限ら

ことにより原位置の応力履歴を再現した後、せん断試験を行い、構成式構築のための物性値を

れている。そこで、基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で得られ

求めた。

たコア試料およびタービダイトを模擬した海底地盤模擬

また、基礎試錐で採取された砂質土試料の粒度分布を調べるとともに、タービダイトを模擬

試料の両者の力学試験を実施することにより、海底地盤の

した試料の作成方法を検討し、基礎試錐コア試料の室内試験結果ならびに基礎試錐検層結果に

力学特性を把握する。

基づき、対象とする地層の密度や粒度分布を再現した海底地盤模擬試料を作成した。そして海

まず、基礎試錐「東海沖〜熊野灘」で得られたコア試料
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

シミュレータ開発のためには、シミュレートした結果の
検証（マッチング）が不可欠であり、フェーズ 1 あるいは

を用いて三軸圧縮試験、圧密試験を行い、海底地盤の強

底地盤模擬試料の圧密試験、三軸圧縮試験を行い、既実施の基礎試錐コアの力学試験結果等と

度・変形特性、圧密特性を把握する。

併せて分析し、構成式構築に必要となる海底地盤の力学特性を把握した。

フェーズ 2 における産出試験時の地層変形測定方法の開発

また、ここで得られる諸物性値を基に海底地盤模擬試料

が必要である。そのためには、シミュレーション結果から

の作成条件を設定し、これに基づき、海底地盤模擬試料を

要求される測定精度、範囲や個所を十分に考慮する必要が

作成し、三軸圧縮試験、圧密試験を実施する。

ある。特に、テスト生産を含めた生産段階では、生産に伴

基礎試錐コア試料および海底地盤模擬試料の力学試験

う地下、坑口、海底付近の地盤・環境変動の常時モニタリ

結果を分析し、構成式構築に必要となる海底地盤の力学特

ングが必要と考えられる。フェーズ 2 までには、モニタリ 性を把握する。
ングのための技術的な検討と技術開発が必要である。
3. 構成式の構築
せん断変形中に体積変化を伴いながら相転移が発生す

○

既往の構成式理論および地層変形解析手法・解析コードに関する調査を実施し、その適用性

るといったハイドレート特有の極めて特異な挙動の把握

について評価した。既往構成式の中から、岡らの提案する弾粘塑性構成式をベースに構成式の

は未踏の領域であり、この現象を完全に評価する構成式の

構築を進めた。

構築は極めて困難であることが予想されるが、このような
挙動を近似的に評価できる構成式の構築を行う。
基礎試錐コア試料および海底地盤模擬試料の三軸圧縮
試験を対象に要素シミュレーションを実施し、そのシミュ

○

基礎試錐の採取コアについては、三軸圧縮試験試料が粘性土主体であったことから、適用す
る構成式として粘性土の弾粘塑性構成式を採用した。さらに、基礎試錐コア試料の三軸圧縮試

レーション結果と実際の試験結果との比較検討を行い、そ

験に対して要素シミュレーションを実施し、そのシミュレーション結果と実際の試験結果との

の検討結果から、構成式に考慮すべき海底地盤材料特性の

比較・検討を行った。構成式中にせん断弾性係数のひずみ依存性および試料の初期構造変化を

洗い出しと絞込みを行い、それらの特性を取り込んだ構成

考慮することによって試験結果を精度良く表現できることが明らかとなった。
海底地盤模擬試料の三軸圧縮試験に対して要素シミュレーションを実施し、そのシミュレー

式の改良を行う。
また、三軸圧縮試験における局所変形挙動について有限

ション結果と実際の試験結果との比較・検討を行った。海底地盤模擬試料はタービダイト砂層

要素法による数値解析を実施し、その解析結果と実際の試

を模擬した砂質土試料であることから、適用する構成式として砂のひずみ軟化型弾粘塑性構成

験結果との比較・検討を行い、構成式の適用性について検

式を採用した。応力−ひずみ関係のひずみ硬化−軟化挙動や体積ひずみの発生状況等の試験結

証する。

果をシミュレーションによって精度良く表現できることが明らかとなった。
また、基礎試錐コア試料三軸圧縮試験を対象に有限要素法による 3 次元解析を実施し、供試
体内部および表面の挙動について検討を行った。その結果、供試体表面におけるせん断ひずみ，
体積ひずみおよび局所軸ひずみが不均一に発生、進展していく試験時の挙動を解析結果は概ね
よく表していることが確認された。
以上の検討結果に基づき、海底地盤の構成式の構築を完了した。
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

4. 地層変形予測プログラム
構築した海底地盤の構成式を取り込んだ地層変形予測

○

地層変形予測プログラムの開発にあたっては、開発プログラムの概略基本構造と基本システ
ム設計の実施手順について検討し、「構成式の構築」を反映した、オブジェクト指向によるシ

プログラムの開発を行う。

ステムの分析、設計、開発を行った。このシステムは可読性に優れ、保守、管理が容易である。

このプログラムは、平成 15 年度までに実施したプログ

プログラム全体をコントロールするコアシステムと共に、地層、解析、荷重の各サブシステ

ラムのシステム設計に基づき、プログラムを構成するコア

ムのモジュールの作成を行い、各サブシステムおよびサブシステム間での検証を行い、コアシ

システムおよび主要サブシステムのモジュールを作成す

ステムも含めたシステム全体の検証を行った。

る。

室内模型実験および実地盤の変位計測事例を対象に数値解析を実施し、その解析結果と実際

また、室内検証実験を対象に数値解析を実施し、その解

の実験結果および計測結果との比較検討に基づき、プログラムの妥当性について検証を行っ

析結果と実際の実験結果との比較検討に基づき、プログラ

た。

ムの検証を行う。

以上の手順により、地層変形予測プログラムのプロトタイプを完成させた。

プログラム作成、構成式の反映、室内試験結果の検証の
手順により、メタンハイドレート生産に伴う地層変形を評
価可能な地層変形予測プログラムのプロトタイプを完成
させる。
力学モデル（構成式）を取り込んだ地層変形解析プログラ

○

開発プログラムの概略基本構造と基本システム設計の実施手順について検討し、プログラム
の具体的なシステム設計を実施した。システム設計はオブジェクト指向分析により行った。こ

ムの解析フロー、主要構成モジュールの作成等、プログラ

のシステムは可読性に優れ、保守、管理が容易である。

ムのシステム設計を行う。

砂質土および粘性土を主体とした模型土槽地盤を作成し、遠心載荷装置による実験を行っ

5. 地層変形予測プログラムの評価・検証
開発したプログラムの妥当性を何らかの手法によって

○

た。実験では、土槽内にメタンハイドレートの生産を模擬するためのラバーバルーンを設置し、
バルーンの体積を減少させバルーン内の圧力を下げることで生産を模擬した。地表面には変位

検証する必要がある。そのために地層変形予測プログラム

計を設置し、経時的な変形量を計測した。また、土槽前面は変形が観察可能なようにアクリル

の適用性を検証するための室内実験を実施し、メタンハイ

版とし、前方からデジタルカメラで撮影することにより、地盤内の変形を観測した。

ドレート生産に伴う地盤変形を再現する。実験は、南海ト

上記室内模型実験ならびに既存の実地盤における変位計測事例を対象に数値解析を実施し、

ラフの海底地盤の堆積層構造を土槽に再現し、ハイドレー

地層変形予測プロトタイププログラムの適用性について検証を行い、生産層変位データを取得

ト分解による上部・下部地盤への影響、海底地盤全体の変

することにより、海底地盤全体の変形を予測することが可能となった。

形状況を把握する。

また、海洋産出試験を対象とした事前解析を実施し、その解析結果に基づき、地層変形の測

上記室内実験を対象に検証解析を実施し、地層変形予測

定精度、測定範囲、測定箇所等の、海洋産出試験時地層変形モニタリング測定計画に資する基

プロトタイププログラムの適用性を検証する。

礎資料の作成を行った。

また、フェーズⅡ海洋産出試験における地層変形モニタ
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フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

リングシステム適用に際して、まず、フェーズⅠにおいて
以下の項目を実施する。
海洋産出試験を対象とした事前解析により、試験時の地
層変形予測を実施し、その解析結果に基づき、地層変形の
測定精度、測定範囲、測定箇所等の、海洋産出試験時地層
変形モニタリング測定計画に資する基礎資料を作成する。
3）安全対策（詳細資料：30P）

1.1 安全管理システム

○

メタンハイドレートの商業生産は言うまでもなく、海洋

文献調査、メキシコ湾地域における聞き取り調査、基礎試錐報告書のレビュー、基礎試錐関

て、坑井周辺だけでなく広く生産地域全域におけるメタン 産出試験でさえも 1,000m を越える大水深における炭化

係者からの聞き取り調査を通じて、大水深海域での石油開発およびメタンハイドレート掘削に

ガス漏洩などに対する安全対策が必要となる。特に、海洋

水素の生産という点において我が国において前例のない

おける安全管理上の知見を整理した。

生産時に海底からのメタンガスの大規模漏洩を発生させな

事業であり、その安全確保に関する知見は、実施側、監督

いために、坑井安定化技術の開発が非常に重要である。そ

側の双方において不足しており、これをできるだけ補う必

環境と調和したメタンハイドレートの開発を行う前提とし

の際は、シミュレーションによる事前予測、モニタリング 要がある。
によるチェックを通じた事前の異常予知と対応が重要とな

安全に関する検討の対象となる海洋産出試験の計画が

る。陸域、海洋それぞれの生産試験に先立ち、対応マニュ 明らかにならないフェーズⅠ段階においては、類似のオペ
アルの作成も有益である。

レーションとして、メキシコ湾等における大水深石油開発
や我が国近海で行われたメタンハイドレートを対象とし
た基礎試錐の経験が参考になると考えられ、文献調査や聞
き取り調査を通じて、これらの経験から安全管理について
指摘できる事項を整理する。
さらに、メタンハイドレート開発に類似点を有する石油
開発の事例が多い各国において採用されている安全管理
システムから得られる知見もきわめて有用と考えられ、で
きるだけ多様な国々に関して、安全管理システムの要件と
されている点を調査し、整理する。
上記のような調査を通じて、海洋産出試験に関する安全
管理システムの要件の枠組みを整理する。
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○

また、ノルウェー、英国、豪州、カナダについて安全管理システムの要件を調査し、これを整
理した。これらを基に、海洋産出試験に関する安全管理システムの要件の枠組みを整理した。

フェーズ 1 評価

達成度に係る MH21 自己評価表：環境影響評価グループ
５．環境分野
最終評価

経済産業省開発計画（平成 13 年 7 月）の技術開発内容

達成目標

達

ほ

未

成

ぼ

達

達成状況及び未達理由

達
成

1.2 環境管理システム
メタンハイドレートに対する国民的関心においては、開
発行為の有無に関係なく、メタンハイドレートが環境に及
ぼす影響がその重要な部分を占めていると考えられ、この
点における懸念に対して適切に応答ができるようにして
おくことが必要である。また、第 5 回メタンハイドレー
ト開発実施検討会では海洋石油開発に絡む各国の環境ア
セスの実態を調査しておく必要性を指摘する意見が委員
から出され、さらに平成 18 年 3 月の総合科学技術会議評
価専門調査会においては、環境影響に対するマクロなリス
ク評価も踏まえて研究を実施する必要性が指摘された。
こうした要請に応えるべく、環境管理に関する調査とし
ては、下記の各項を実施する。

○
(1) 6 ヶ年間に亘って文献調査を実施し、メタンハイドレートによる環境影響に関する諸学説

(1) メタンハイドレートによる環境影響（海底地すべ

を整理し、その成果を HYDREAMS を通じて利用できるようにした。

り、坑井の暴噴、温室効果等）に関する諸学説の文献調査
を行い、不特定多数の個人、機関からの問合せに対する対
応のための基礎資料としてとりまとめる。
(2) 国内外で開発されている石油及び天然ガス開発等

○

(2) 石油及び天然ガス開発（7 例）と海洋調査掘削（1 例）の環境影響評価において検討され

に関連した環境リスク評価事例等を収集・解析し、メタン

ているリスクに関する調査、米国エネルギー省のメタンハイドレート開発において検討されて

ハイドレート開発に必要なリスク評価手法の手順を整理

いるリスクに関する調査、大規模開発におけるリスク評等の事例調査（2 例）、及びメタンハイ

する。

ドレート関連の研究論文（数例）から、メタンハイドレート開発において、評価すべきリスク
の選定とリスク評価手法の手順を整理し、各手順において必要な情報・データ及び作業を明確
にした。

(3) 諸外国における環境影響評価制度や環境影響管理
のやり方について調査し、知見をまとめる。

○

(3) ノルウェー、英国、豪州、カナダについて、出版物および聞き取りによって環境影響評

フェーズⅠ終了時には上記 3 項を踏まえて、メタンハイ

価制度を中心とする環境影響管理の手法を調査・整理し、これを基に、海洋産出試験において

ドレート開発および海洋産出試験における環境影響管理

想定される環境影響評価に関して、世界の趨勢から見た考察を行った。

上の課題を抽出し、対応の方向性を検討し、取りまとめる。
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2
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Ⅰ イントロダクション

4

Ⅰ-１．我が国のエネルギー事情
●かつての我が国は、国産石炭など国内資源の活用で高いエネルギー自給率（生活や経済活動に必要な一
次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率）を達成していたが、その後の高度経済成長の下でエネル
ギー需要が急増すると 自給率は大幅に低下 現在は８割以上を海外からの輸入に依存
ギー需要が急増すると、自給率は大幅に低下。現在は８割以上を海外からの輸入に依存。
●一次エネルギーの大部分は、原油などの化石燃料が占める。特に原油と天然ガスは、輸入依存度と地域依
存度（原油は中東、天然ガスは東南アジア）が高い。
●我が国のエネルギー安定供給には、自主開発の拡大と供給源の多様化が重要。
天然ガス
９６．２％

輸入依存度

輸入率
８０％以上
自給率
５６％

輸入地域

東南アジア ５２％
中東 ２０％
豪州 ２５％
その他 ３％

原油
輸入依存度
輸入地域

日本のエネルギー自給率
出所：IEA,
出所：
IEA,Energy
Energy Balances of OECD Countries

９９．６％
中東 ８９％
その他 １１％

日本の一次エネルギー供給源（平成18年（
日本の一次エネルギー供給源（平成18
年（2006
2006年））と
年））と
原油天然ガスの輸入傾向
出所：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」
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Ⅰ-１．我が国のエネルギー事情
●天然ガスは、火力発電所や都市ガスなど幅広く利用されていることから、重要な石油代替エネルギーの１つ
として位置付けられる。また、原油や石炭に比べて二酸化炭素などの排出量が少なく、環境に優しいエネル
ギ としても注目される。
ギーとしても注目される。
●エネルギー多様化と環境面の観点から、我が国も天然ガスシフトを加速している（平成19年の年間ＬＮＧ輸
入量6,682万トン、輸入金額3兆1,500億円）が、世界的に需要が急増しており、獲得競争が激しくなっている。
（換算値 ＬＮＧ 6，682万トン＝約
（換算値：ＬＮＧ
6 682万トン＝約 949億m３ ）
ＬＮＧ取引は大幅拡大
（１９９６年比）
輸入量：約１ ５倍
輸入量：約１．５倍
輸入価格：約２．３倍

石油・石炭・天然ガスの環境への負荷
出所：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」

日本のＬＮＧ輸入量と輸入価格
出所：財務省貿易統計
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Ⅰ-２．メタンハイドレートとは？
●メタンハイドレートは非在来型の天然ガス資源の一種であり、低温高圧の条件下で、水分子の結晶構造
の中にメタン分子が取り込まれた氷状物質 （ 理論化学式 ＣＨ4・55.75Ｈ
75Ｈ2Ｏ ）。
）
●陸域では高緯度地域の凍土下部、海域では水深の深い海洋の海底下に賦存が確認されている。
●その賦存量は在来型天然ガスに匹敵するとされており、我が国近海にも相当量が見込まれる。

メタンハイドレートの結晶構造
三角緑はメタン分子、球赤は水分子

世界のメタンハイドレート賦存分布
賦
出所：クベンホルデンの報告（1993
出所：クベンホルデンの報告（
1993）をもとに一部加筆
）をもとに一部加筆
燃焼するメタンハイドレート

陸上は高緯度地域の凍土下部、海洋は水深の深い海域の海底下
（ 海底下数百ｍであり、石油・天然ガスよりは浅部 ） に賦存。
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Ⅰ-２．メタンハイドレートとは？
● メタンハイドレートは日本近海の海底地層内に相当量の賦存が見込まれている。
・世界では４０４兆ｍ３が賦存しているとの試算があり、これは在来型天然ガスに匹敵。
・我が国近海には、年間天然ガス消費量の約１００年分に相当する量が賦存するとの試算もある。
→ 自主開発エネルギー資源の確保とエネルギー供給源の多様化が期待される。
● クリーンなエネルギー資源である。
な ネ ギ 資
ある
・メタンハイドレートの成分である天然ガスは、石油等の他の化石燃料に比べて、環境負荷が極めて
少ないクリーンなエネルギー資源。
→ 地球温暖化対策への貢献が期待される

メタンハイドレートは、我が国のエネルギーセキュリティ確保に貢献する
新たな国産クリーンエネルギー資源として極めて有望。
新たな国産クリーンエネルギー資源
だが！

非在来型資源であるメタンハイドレートを経済的に生産回収するためには、在来
型の石油・天然ガス資源等とは異なる開発課題を克服する必要がある！

8

Ⅰ-３．メタンハイドレート開発計画
非在来型の資源であるメタンハイドレートを経済的に開発するには、以下の課題がある。
１． 日本近海の賦存状態及び賦存量の調査が不十分。
２． 地中に固体で存在するメタンハイドレートは、井戸を掘っても自噴しないため、在来型の手法とは異なる、
新たな採取技術の開発が必要。
新たな採取技術の開発が必要
３． 採取技術等の開発に不可欠な地中のメタンハイドレートの機械的強度、分解生成挙動等の基礎的特性
がほとんど解明されていない。

メタンハイドレートの開発には、中長期的な取組が必要
メタン
イドレ トの開発には、中長期的な取組が必要

我が国におけるメタンハイドレート開発計画の策定 （ 平成１３年（２００１年）７月 ）
− メタンハイドレート開発検討委員会 （ 委員長 田中彰一 東京大学名誉教授 ）。
− ２０１６年度までに、商業化に必要な技術の整備を目指した中長期的な研究開発計画。
9

Ⅰ-３．メタンハイドレート開発計画
【基本方針】
我が国周辺に相当量の賦存が期待されているメタンハイドレ トについて、将来のエネルギ 資源として位置付け、その利
我が国周辺に相当量の賦存が期待されているメタンハイドレートについて、将来のエネルギー資源として位置付け、その利
用に向け、経済的に掘削・生産回収するための技術開発を推進し、エネルギーの長期安定供給確保に資する。
【目標】
１．日本周辺海域におけるメタンハイドレートの賦存状況と特性の明確化
２．有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定。
３．有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並びにその経済性の検討。
４．選択されたメタンハイドレート資源フィールドでの産出試験の実施 （ ２０１１年度まで ）。
５．商業的産出のための技術の整備 （ ２０１６年度まで ）
６．環境保全に配慮した開発システムの開発

【研究開発期間 （平成17年度（2005年度）のフェーズ１中間評価で変更した箇所）】
○フェーズ１ （2001〜2006（2008）年度）
我が国近海での物理探査、試錐による賦存有望海域の選択、陸上産出試験、基礎研究等の実施
○フェーズ２ （2007（2009）〜2011年度）
我が国近海での海洋産出試験、生産技術等に関する基礎研究等の実施
○フェーズ３ （2012〜2016年度）
商業的産出のための技術の整備、経済性、環境影響評価等の実施
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Ⅰ-４．メタンハイドレート開発の位置付け
1. 我が国では、日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートを将来のエネルギー資源とし
て利用可能とするため、経済的に掘削、生産回収するための研究開発を実施し、メタンハイドレートの商
業的産出のための技術の整備を目的に、平成１３年度から本格的な研究に着手。
2. 本事業は、世界に先駆けてメタンハイドレートの商業的産出のための中長期かつ総合的な技術開発等を
目指すものであり、これを民間のみに任せた場合、担い手がおらず、たとえ取り組む民間企業があっても
リスクが大きい。このようなエネルギー政策上取り組むことが不可欠でかつ民間に委ねられることが困難
な事業は、国の負担により実施することが適当。
最近のメタンハイドレート開発の主な提言（例）
平成１７年４月２８日（閣議決定） 京都議定書目標達成計画（抄）

平成２０年３月１８日（閣議決定） 海洋基本計画（抄）

第３章 − 第２節 − １．
１ − （１） − ① − イ
○ 天然ガスシフトの推進
天然ガスは、他の化石燃料に比べ相対的に環境負荷が少ないクリーンなエネ
ルギーであり、中東以外の地域にも広く分散して賦存することから、原子力等の他
のエネルギー源とのバランスを踏まえつつ、天然ガスシフトの加速化を推進する。
天然ガス等を原料とするＧＴＬやＤＭＥ、メタンハイドレートに係る技術開発等を
推進 そ 導 を進める
推進し、その導入を進める。

第２部 − １．
１ − （２）
イ メタンハイドレート
メタンハイドレートは、南海トラフ等に相当量の賦存が見込まれており、商業生産が
可能となった場合には、将来のエネルギー安全保障上重要かつ有望な国産エネルギー
となりうる。一方、生産技術の開発が課題となっており、平成13年以降国による技術開
発が継続され、平成18年度にカナダ北部において陸上産出試験を実施し、減圧法によ
るメタンハイドレートの産出に成果を得ている。このため、賦存状況の把握のための調
ド
産
成
存
把
査を実施するとともに、周辺海域での産出試験、経済性の評価、生産に伴う環境への影
響の評価技術の確立等、将来の商業生産に必要な技術開発等を計画的に推進する。

平成１９年３月９日（閣議決定） エネルギー基本計画（抄）
第２章 − 第４節 − １．
（８）資源獲得能力強化に資する技術開発の推進等
国産エネルギー資源として期待されるメタンハイドレートの開発・導入を進めるた
め、当面10年程度の期間を念頭に将来の商業化を目指し、新たな生産・探査技術
の開発や環境影響評価等を着実に進める。

第２部 − ３． − （２）
イ エネルギー・鉱物資源
ネルギ 鉱物資源
メタンハイドレートについては、平成20年度までにカナダで行う陸上産出試験により得ら
れた技術課題の評価を行う。この結果を踏まえ、平成21年度から次の研究段階に移行
し、周辺海域における海洋産出試験等の実施により将来の商業化実現を目指す。
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Ⅱ フェーズ１の取組状況
フ
ズ１の取組状況
基礎的研究（探査技術、基礎物性、分解生成技術等）を推進しつつ、メタンハイドレート探査技
実施概要

術の最適化、賦存海域・賦存量を把握、メタンハイドレート資源フィールドの選択、陸上産出試
験を通じた生産技術の検証等を実施する。

実施期間

平成13年度（ 2001年度）〜平成20年度（ 2008年度）の８年間
（当初は平成18年度（ 2006年度）までの６年間を計画）

予算総額

約２９７億円

実施主体

メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム
− プロジェクトリーダー
プ ジ ク
ダ
田中彰一
中彰
東京大学名誉教授
− （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （資源量評価グループ）
− （独）産業技術総合研究所 （生産手法開発グループ）
（環境影響評価グループ）
プ）
− （財）エンジニアリング振興協会 （環境影響評価グル
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Ⅱ-１．フェーズ１の実施体制
●資源エネルギー庁から業務を受託した、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC)、（独）産業技術
総合研究所（AIST）、（財）エンジニアリング振興協会（ENAA)の３者が、プロジェクトリーダー田中彰一東京大
学名誉教授の下で、メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム（MH21研究コンソーシアム）を組織。
●上記の３団体を中核とし、関連団体３０以上、研究者２００人以上の知見を結集し、技術開発を実施。
メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム （ ＭＨ２１研究コンソーシアム ）
運営協議会
プロジェクトリーダー 田中彰一東大名誉教授
各研究開発グループリーダー

コンソーシアム推進グループ
事務局業務

ワーキンググループ（12）

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

タスクフォース（1）

資源量評価グループ

生産手法開発グループ

環境影響評価グループ

物理・地質・地化学探査手法の開発、賦存量
評価の実施、開発技術の開発

生産シミュレータの開発、ガス採収法の開発
産
ガ

海
海域環境調査、環境への影響評価手法の開発
境
境
響

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

中 間 報 告 ・ 最 終 報 告

年 度 毎 の 計 画 ・
進

捗

の

報

告

（独）産業技術総合研究所

（財）エンジニアリング振興協会
中 間 評 価 ・ 最 終 評 価

評 価 ・ 助 言

メタンハイドレ ト開発実施検討会
メタンハイドレート開発実施検討会
（座長：藤田和男東大名誉教授）

メタンハイドレート開発促進事業評価検討会
（座長：在原典男早大教授）
産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会
（委員長：平澤泠東大名誉教授）
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Ⅱ-２．フェーズ１の目標
●メタンハイドレート開発計画では、６項目の目標を達成するために必要な技術開発を、５分野に分けて記載。
●フェーズ１では開発計画に基づき、１２３項目の開発研究目標（詳細目標）を設定。
●小目標123項目を研究管理と成果評価のため中目標15項目にまとめた。中目標の成果を説明する。
標
項 を 究管理と成果評価 ため中 標 項
まとめた 中 標 成果を説 する

開発計画

【目標】
１．日本周辺海域におけるメタンハイドレートの賦存状況と特性の明確化
２．有望メタンハイドレート賦存海域のメタンガス賦存量の推定。
３．有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択、並びにその経済性の検討。
４ 選択されたメタンハイドレート資源フィールドでの産出試験の実施
４．選択されたメタンハイドレ
ト資源フィ ルドでの産出試験の実施 （ ２０１１年度まで ）。
５．商業的産出のための技術の整備 （ ２０１６年度まで ）。
６．環境保全に配慮した開発システムの開発

フェーズ１実行計画

【フェーズ１の目標と計画の策定】
開発計画の技術開発内容から、フェーズ１に該当する項目を抽出し、
目標と目標達成までの計画を設定した
目標と目標達成までの計画を設定した。
− 平成１４年４月 フェーズ１実行計画
− 平成１５年２月 フェーズ１実行計画の開発研究目標
（メタ
（メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム作成）
イド
ト資源開発研究
シ ム作成）

【技術開発内容】
１．探査分野
２．モニタリング分野
３．フィールド産出試験
４．開発分野
５．環境分野

【フェーズ１目標設定】
フェーズ１目標設定】
目標１，２，３，６
中目標 １５ 項目
詳細 １２３ 項目
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Ⅱ-３．フェーズ１の予算と主な取組
●メタンハイドレート開発計画を踏まえて、中長期にわたる新たな技術開発等を国主導で実施していく観点から、
平成14年度（２００２年度）に新規の予算『メタンハイドレート開発促進委託費』を創設。
●フ
●フェーズ１の累計予算規模は、２９７億円。
ズ１の累計予算規模は ２９７億円
【単位：億円】
２００２ＦＹ
（Ｈ１４ＦＹ）

メタンハイドレート開発
促進委託費・予算額

うち資源量評価Ｇ
生産手法開発Ｇ
環境影響評価Ｇ
環境影響評価

主な取組内容

２００３ＦＹ
（Ｈ１５ＦＹ）

２００４ＦＹ
（Ｈ１６ＦＹ）

２００５ＦＹ
（Ｈ１７ＦＹ）

２００６ＦＹ
（Ｈ１８ＦＹ）

２００７ＦＹ
（Ｈ１９ＦＹ）

２００８ＦＹ
（Ｈ２０ＦＹ）

合計

３０

５５

６７

４０

４０

４０

２５

２９７

２０
７
３

３３
１２
１０

４４
１３
１０

２１
１３
６

２７
８
５

２９
７
４

１６
７
３

１９０
６６
４１

※基礎物理
探査（東海
沖〜熊野
灘）

※基礎試錐
（東海沖〜
熊野灘）

※基礎試錐
（東海沖〜熊
野灘）

※フェーズ
１中間評
価

※第２回陸
上産出試験

※第２回陸
上産出試験
※フェーズ
１最終評価

※第２回陸
上産出試験
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Ⅱ-４．フェーズ１の期間延長

（平成１８年度→
（平成１８年度
→平成２０年度）

●当初のフェーズ１は、平成13年度〜平成１８年度の６年間が計画されていたが、平成15年度の基礎試錐『東
海沖〜熊野灘』を踏まえて見直した結果、２年間の延長が必要となった。
●期間の延長に いては 平成17年度のフ
●期間の延長については、平成17年度のフェーズ１中間評価での評価・勧告を受けて認められ、フェーズ１は、
ズ１中間評価での評価 勧告を受けて認められ フ
ズ１は
平成20年度までの８年間に修正された。
フェーズ１期間延長の経緯
平成15年度 基礎試錐『東海沖〜熊野灘」を実施。

（参考）２年間延長したことにより進展した主な研究
参考 年
進
主な 究
・ ２冬期にわたる陸上産出試験の実施
と生産挙動 解析
と生産挙動の解析

東部南海トラフにおいてタービダイト砂泥互層の砂層の孔隙
にメタンハイドレートが賦存するメタンハイドレート濃集帯を確認

・ メタンハイドレート濃集帯の詳細構造検討
・ 砂泥互層の詳細検討
・ 東部南海トラフ海域の知見を踏まえた日本周辺海域

砂泥互層に対して減圧法の有効性を評価
(実験および生産シミュレーション)

におけるメタンハイドレート賦存状況の把握
・ ３次元貯留層モデルの構築
・ 東部南海トラフの開発に資する生産手法の決定

陸上産出試験計画を減圧法を主体とした内容に見直し。

・ グローバルな環境リスクの検討
・ センサー類の実海域運用での課題抽出

フェーズ１の期間を２年間延長
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Ⅱ-５．フェーズ１中間評価

（平成17
（平成
17年度）
年度）

●経済産業省技術評価指針に基づき、平成17年度に『フェーズ１中間評価』を実施。『事業の目的・政策的位
置付け』をはじめとする６つの項目で、評価と指摘を受けた。指摘事項への対応状況は下表の通り。
主な指摘事項

当時の対応

最終結果

・節目ごとに見直し、柔軟に方向性を
節目ごとに見直し、柔軟に方向性を
改訂することも必要。

・引き続き、開発実施検討会等で、十分に次のステップ移
引き続き、開発実施検討会等で、十分に次のステップ移
行について議論する。

・平成20年度は、開発実施検討会等の議論を
平成20年度は、開発実施検討会等の議論を
踏まえた上で、フェーズ２移行の判断を行う。

・実験室の結果を実規模へ拡大する
手法等に注意が必要。
法等 注意が必

・陸上産出試験のデータと実験室のデータを十分に比較
し、実験室のデータから実規模の現象を予測するスケー
し、実験室のデ
タから実規模の現象を予測するスケ
ル則を検討する。

・コア試験の条件と結果を生産シミュレータに
よって検証しながら、生産挙動のモデル化を進
めた。

・経験を有する油層技術者を参画させるべく人選中。

・油層工学、資源開発、生産増進技術分野の
専門家５名を客員研究員として選任し、生産手
法の開発を進めた。
進

・モデリング分野では、豊富な経験を
有する油層技術者の参画が必要。

・陸上産出試験は、砂泥互層を念頭
・基礎試錐の解析を実施。また、生産シミュレータによる
に、実施方法を検討する必要がある。 検証から、減圧法が最適であることを確認。陸上産出試
験は減圧法に基づく計画を検討中
験は減圧法に基づく計画を検討中。

・基礎試錐と生産シミュレータ予測から減圧法
による計画を立案し、連続生産に成功した。

・経済性検討を行い、その改善に必
要な要素を明確にする必要がある。

・経済性評価を行い、経済性に効果のある要素を検討。

・経済性評価を実施し、経済性に影響を及ぼす
要因を定量的に評価した。

・陸上産出試験の実施時期は、砂泥薄互層等の詳細検
討が必要なため、平成１６年度から平成18年度とする。

・フェーズ１を２年間延長した。

・基礎試錐の結果を十分に検討する
方針は妥当。フェーズ１延長もやむ
を得ない。

・これに伴い、フェーズ１は２年間延長する。
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Ⅱ-６．第２回陸上産出試験の目標変更

（平成１９年度）

●計画立案時の第２回陸上産出試験（カナダ国との国際共同研究）の目標は、平成18年度（第1冬試験）及び
平成19年度（第2冬試験）の２冬季に分けて行うこととし、最長で３ヶ月程度の試験を目指すこととされていた。

●第1冬試験の試験終了後、第2冬試験を実現するための課題が明らかとなった。
① 試験実施上の制約
− 極地方の過酷な気象条件と試験期間の限定 （試験は冬季の約４ヶ月間（１２月中旬〜４月中旬）
に限り、実施可能。また、ブリザード等が発生した場合等は荒天待機となる。）
− 環境許認可の強化による試験内容の制約
− 世界初の減圧法によるメタンハイドレートの連続生産試験の実施
② 想定外の予算増加
− 昨今の資源高等の影響をうけ、リグ等の資機材が高騰。
−第1冬試験で課題となった「出砂」等へ対応するため追加費用が発生。

●上記課題へ対応するため、第2冬試験の目標を修正。特に連続生産期間は、最長３ヶ月から５．５日へと見直
した。この修正は、メタンハイドレート開発実施検討会への報告、承認を経て行われた。
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Ⅱ−７．研究開発（中目標）の達成状況

（総括表）

●フェーズ１の研究開発（中目標）の達成状況を示す。これらについては、陸上産出試験が６日間で終了せざ
るを得なかったことを除けば、ほぼ全ての目標が達成されている。
番号

フェーズ１後半の研究開発 （中目標）

達成度

主担当

達成

資源量評価G

達成見込み

資源量評価G

①

有望メタンハイドレート賦存海域の資源量評価。

②

日本周辺海域におけるメタンハイドレート賦存状況の把握と特性の明確化。本年度継続中。
日本周辺海域におけるメタンハイドレ
ト賦存状況の把握と特性の明確化。本年度継続中。

③

有望賦存海域からのメタンハイドレート資源フィールドの選択。

達成

資源量評価G

④

海洋産出試験事前評価用パラメータを整備し、貯留層モデルを作成。

達成

生産手法開発G

⑤

砂泥互層への減圧法適用時のメタンハイドレ ト分解速度、分解時の氷生成等の特性を解明し、分解挙動モデルを作成。
砂泥互層への減圧法適用時のメタンハイドレート分解速度、分解時の氷生成等の特性を解明し、分解挙動モデルを作成。
本年度継続中。

達成見込み

生産手法開発G

⑥

砂泥互層の生産挙動を記述するモジュール及びフィールド産出試験の生産量等を予測可能なシミュレータを開発。

達成

生産手法開発G

⑦

生産手法（減圧法、加熱法等）を評価し、貯留層の浸透率等の特性に応じた各種手法の適用指針を作成。

達成

生産手法開発G

⑧

砂泥互層に対する生産特性を評価。

達成

生産手法開発G

⑨

生産手法の有効性検証・長期連続生産データの取得、並びに生産シミュレータの有効性検証及び精度向上

ほぼ達成

資源量評価G

⑩

海洋産出試験の坑井計画の指針提示。

達成

資源量評価G

⑪

第２回陸上産出試験を踏まえた経済性評価。

達成

資源量評価G

⑫

海洋産出試験に適用する環境影響評価手法を提示。

達成

環境影響評価G

⑬

ガス漏洩検知技術・地層変形検知技術のモニタリングシステム（実証システム）の完成。本年度継続中。

達成見込み

環境影響評価G

⑭

地層変形予測評価可能なモデルの完成。

達成

環境影響評価G

⑮

メタンハイドレート開発に伴う安全・環境管理、環境影響へのリスク評価に関する情報の整理とまとめ。

達成

環境影響評価G

19

Ⅱ−７．研究開発（中目標）の達成状況（詳細表１／４）
番号

中目標

フェーズ１における成果

達成度

①

有望メタンハイドレート賦存海域
の資源量評価

有望メタンハイドレート賦存海域として東部南海トラフ海域
を選定し、メタンハイドレート層のメタンガス原始資源量を
確率論的手法によって算定した
確率論的手法によって算定した。

達成

②

日本周辺海域におけるメタンハイ
ドレート賦存状況の把握と特性の
明確化
（フェーズ1では、有望賦存海域に
賦
おけるメタンハイドレート賦存状況
の把握、日本周辺海域のBSR分
布状況の見直し）

東部南海トラフ海域のメタンハイドレートはタービダイト砂
泥互層の砂層に賦存するタイプが主体であり かつ メタ
泥互層の砂層に賦存するタイプが主体であり、かつ、メタ
ンハイドレート濃集帯が存在することを明らかにした。また、
地震探査データからメタンハイドレート濃集帯を推定する
手法を確立した。
平成２０年度は 東部南海トラフ海域で得られた知見を踏
平成２０年度は、東部南海トラフ海域で得られた知見を踏
まえて、日本周辺海域のBSR分布域の見直しを行うととも
に、今後詳細検討が必要と思われる海域を抽出する予定。

③

有望賦存海域からのメタンハイド
レート資源フィールドの選択

東部南海トラフ海域のメタンハイドレート濃集帯について、
原始資源量、貯留層特性、海底面の環境等について検討
を行い、海洋産出試験候補地として３箇所を選定した。

達成
見込み

達成
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Ⅱ−７．研究開発（中目標）の達成状況（詳細表２／４）
番号

中目標

フェーズ１における成果

達成度

④

貯留層特性 明確
貯留層特性の明確化のための
海洋産出試験事前評価用パラ
メータを整備し、貯留層モデルを
作成。

基礎試錐コア試験を通じ、生産性評価に重要な物性、力学的
基礎試錐コア試験を通じ
生産性評価に重要な物性 力学的
特性を取得すると共に、シルト質濃度の影響評価を行い、三
次元的貯留層モデルを作成した。

達成

⑤

砂泥互層への減圧法適用時のメ
タンハイドレート分解速度、分解
時の氷生成等の特性を解明し、
分解挙動モデルを作成。

減圧法等の分解挙動、砂泥層界面の圧密特性等をコア分解
減圧法等の分解挙動
砂泥層界面の圧密特性等をコア分解
試験によって取得すると共に、物性の変化を解析した。氷生
成による生産障害の定量的評価は平成２０年度にも継続して
実施中。

達成
見込み

⑥

砂泥互層の生産挙動を記述する
モジュール及びフィールド産出試
験の生産量等を予測可能なシ
ミュレータを開発
ミュレ
タを開発。

貯留層パラメータ、分解挙動モデル、計算モジュールを組み
込んだ生産シミュレータを開発し、陸上産出試験の検証を通
じ精度の向上を図った。国際的な比較研究において信頼性を
検証した。今後、フィールド産出試験とのマッチング等を通じ
て実用化シミュレータの完成を目指す。

達成

⑦

生産手法（減圧法、加熱法等）を
評価し、貯留層の浸透率等の特
評価
、貯留層 浸
特
性に応じた各種手法の適用指針
を作成。

各種分解手法の実験的評価、生産シミュレータによる解析を
実施。東部南海トラフ域のメタンハイドレート資源に対する主
実
。東部南海
域
資源
す
たる生産手法として、減圧法を提示。陸上産出試験によって
その有効性を示した。

達成

⑧

砂泥互層に対する生産特性を評
価。

三次元貯留層モデルを作成し、各濃集帯に対する生産性評
価を行った。

達成
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Ⅱ−７．研究開発（中目標）の達成状況（詳細表３／４）
番号

⑨

⑩

⑪

中目標

フェーズ１における成果

達成度

生産手法の有効性検
証・長期連続生産データ
証
長期連続生産デ タ
の取得、並びに生産シ
ミュレータの有効性検証
及び精度向上

減圧法によりメタンハイドレートからメタンガスを約6日間連続生産す
ることに世界で初めて成功。未固結砂層の孔隙充填型のメタンハイ
ドレート層に対する生産手法として減圧法が有効であることを実証し
た また 生産シミ レ タの有効性が検証でき その精度向上が図
た。また、生産シミュレータの有効性が検証でき、その精度向上が図
られた。
なお、試験着手前の目標であった長期の連続産出試験は、予算と極
地での操業期間の制約から計画を見直し、5.5日間を目指すこととさ
れた
れた。

ほぼ
達成

海洋産出試験の坑井計
画の指針提示

第２回陸上産出試験を
踏まえた経済性評価

基礎試錐「東海沖〜熊野灘」および陸上産出試験の結果を踏まえ、
海洋産出試験実施に向けた坑井設計について検討し、課題を抽出し
た 海洋産出試験の全体計画については フェ ズ２の課題となる
た。海洋産出試験の全体計画については、フェーズ２の課題となる。

メタンハイドレート開発に適した経済性評価プログラムを開発し、
メタンハイドレ
ト開発に適した経済性評価プログラムを開発し
フェーズ１終了時点で得られている知見を用いて経済性の試算を実
施した。その結果、今後の研究継続により経済性が期待できる水準
との結果が得られた。また、経済性の観点から、技術課題の抽出を
行った 今後 さらに技術開発の進展に応じた検討が必要である
行った。今後、さらに技術開発の進展に応じた検討が必要である。

達成

達成
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Ⅱ−７．研究開発（中目標）の達成状況（詳細表４／４）
番号

中目標

フェーズ１における成果

達成度

海洋産出試験に適用
する環境影響評価手
法を提示。

東部南海トラフ海域の経年的、季節的な特徴を整理した。また、環
東部南海トラフ海域の経年的
季節的な特徴を整理した また 環
境影響を評価する基本指標を抽出し、環境影響評価法に基づく方
法書（案）を作成した。漏洩メタン挙動予測モデルと、メタンハイド
レート分解生成水放出予測モデルを開発し、拡散範囲および生物
影響範囲を予測した
影響範囲を予測した。

達成

ガス漏洩検知技術・地
層変形検知技術のモ
ニタリングシステム（実
証システム）の完成。

室内試験および実海域試験を通して、要求性能を満たす応答性、
安定性に優れたMETSセンサー（実証機）を完成した。実海域試験
は平成２０年度中に実施。地層変形モニタリングシステムは、室内、
陸上試験等を通して、実証機を開発した。海洋産出試験時の基本
設計として、3種類の観測ステーションの仕様書と設置・回収方法を
まとめた。

達成
見込み

⑭

地層変形予測評価可
能なモデルの完成。

力学試験等から取得した海底地盤物性値を基に地層変形を予測可
能なプログラムを開発した。開発したプログラムについては、室内模
型実験および実地盤の変位計測事例を対象に妥当性について検
証し、実証プログラムを完成した。さらに、海洋産出試験を対象とし
た事前予測を実施した
た事前予測を実施した。

達成

⑮

メタンハイドレート開発
に伴う安全・環境管理、
環境影響へのリスク
環境影響
リ ク
評価に関する情報の
整理とまとめ。

安全管理上の知見を整理し、海洋産出試験に関する安全管理シス
テムの要件を整理した。メタンハイドレート開発において、評価すべ
きリスクの選定とリスク評価手法の手順を整理し 必要な情報 デ
きリスクの選定とリスク評価手法の手順を整理し、必要な情報・デー
タ及び作業を明確にした。

達成

⑫

⑬
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Ⅱ-８．研究成果の波及
●学術的成果は、国内外の発表や学術雑誌等への寄稿を通じて積極的に開示、発信した。国内では、プレス
リリース、ホームページ及び報告会を通じて成果を公表し、各種マスコミ等にも取り上げられる。
リリ
、ホ
ジ及び報告会を通
成果を公表 、各種
等 も取り げられる。

論文発表

171件

学会発表

714件

マスコミ等への対応
マスコミ等
の対応

113件
466,063件

ホームページアクセス

205件

ホームページ問い合わせ
ホ
ムペ ジ問い合わせ
一般成果報告会の開催回数
一般成果報告会の参加人数

・日本エネルギー学会誌（日本エネルギー学会）
・地質学雑誌（日本地質学会）
・石油技術協会誌（石油技術協会）
・物理探査（物理探査学会）
・The
Th L
Leading
di Ed
Edge（米国物理探査学会）
（米国物理探査学会）
・Applied and Environmental Microbiology（米国微生物学会）
・Oil ＆ Gas Journal 等

（年１回）
（のべ）

計7回

論文を発表した主な雑誌

1 574人
1,574人

特許出願件数

15件

提案公募事業数

19件

＊平成20年7月末までの件数

研究成果の公表と開示

一般成果報告会の様子
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Ⅱ-８．研究成果の波及
日本のメタンハイドレート特許・学術論文の位置付け −平成２０年３月特許出願動向調査（特許庁）−
● 世界全体出願件数153件のうち日本は70件（2001年〜2005年で45件）を占め、多くの分野で日本の優位。
しかし、「メタンハイドレート固有技術」である生産・開発分野は、最近は米国が日本に接近・拮抗。
● 世界の論文は1510件であり、日本が613件（２００１年〜で500件余）を占める。近年、探査分野は、日本
の発表が急増しており、継続的に発表してきた米国とほぼ並ぶ。探査以外の分野は、日本国籍研究機関
による発表が55％以上を占め、優勢。
● いずれの技術分野においても、日本の技術競争力は外国に対し劣勢にある分野は無い。日本国籍研究
機関の発表は1996年から 貫して急な増加を示しており 経済産業省の政策プロジェクトが影響している
機関の発表は1996年から一貫して急な増加を示しており、経済産業省の政策プロジェクトが影響している
と考えられる。

海外への影響の例 −米国−
● メタンハイドレーＲ＆Ｄ計画勧告書
− 第２回陸上産出試験を例示して、アラスカ
の長期生産試験を計画。
− 米国の研究機関は、日本とも共同研究の
機会を拡大することを期待。また２００２年
のカナダでの試験等で築きあげた関係を
継続していくことを希望。

資料・情報提供の例 −国内−（平成20年7月末までの件数）
● 教育関係機関 等 ： ５０件
− 高等学校用教科書資料
− 学校の授業に活用する資料提供
● マスコミ 等 ： ９４件
− 新聞各社、雑誌、ＴＶ番組等
● その他 ： １０８件
− 地方自治体、民間各社の企画・雑誌等
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（参考）

論 文 発 表 、学 会 講 演 、試 資 料 提 供 、ＨＰア クセ ス 等 の 年 度 別 件 数
ＨＰアクセス数

発表関係・特許・お問合せ数
発表関係
特許 お問合 数
160

120000

110063

150

110000

140

143
94767

130

127

120

122

100000
90000

120

110

80000

71729

100

99

90
80

75131

70000

68689

60000

83

70

50000

60

42129

52

50

48

40

38

30
20
10
0

3 85 1

2 02 2
3555
8 0 3

2 53 9

24
27

15 3

14

7

3

48
33

31
1

40000

44

30000

19
27
22
1

20000
10000

0
0

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

※

論文発表
学会講演
試資料提供
ＨＰアクセス
お問い合わせ
特許申請

8
20
22
3555
3
0

15
83
38
71729
52
3

14
99
39
68689
25
7

48
143
27
110063
24
3

31
127
51
75131
38
1

33
22
122
120
48
27
94767
42129
44
19
1
0
※平成20年度は7月末までの数字
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Ⅱ-９．コンソーシアム内部の連携強化
●複数組織が参画するコンソーシアムの内部連携を図る目的で、ＭＨ２１内に『ＭＨ２１推進グループ』を設置。
●推進グループのマネージメントの元で、運営協議会をはじめとする技術者間の各種検討の場を設定し、研究
成果の着実な進捗と価値最大化に努めた
成果の着実な進捗と価値最大化に努めた。
会議名

設置期間

回数

内容

運営協議会

平成14年度〜
平成20年度

４６

ＭＨ２１の最高意志決定機関。プロジェクトリーダー、各グループ
リーダー、サブリーダーで構成。ＭＨ２１の研究開発の現状把握と方
向性の検討を実施。

ワークショップ

平成14年度〜
平成16年度

８

研究開発に着手した初期の期間において、メタンハイドレートの基
礎知識を共有するための勉強会を開催。

ワーキンググループ

平成14年度〜
平成20年度

多数

グループの横断的な研究テーマを検討するために、１２のワーキン
ググループを設置。

タスクフ
タスクフォース
ス

平成16年度〜
成 年度
平成20年度

２０

陸上産出試験の計画立案等を行うために、専用の検討グル プを
陸上産出試験の計画立案等を行うために、専用の検討グループを
ＭＨ２１内に設置。

内部成果報告会

平成14年度〜
平成20年度

７
（年１回）

各グループの成果を共有・議論するため、各グループ１日を割り当
てて １年間の成果を報告する場を設定。
てて、１年間の成果を報告する場を設定。

電子会議室

平成14年度〜
平成20年度

−

ＭＨ２１専用のウェブを設置。
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Ⅱ-１０．諸外国との協力推進
●メタンハイドレートの早期実用化を目指すため、諸外国との共同研究等を積極的に実施。特に平成18年度か
ら平成20年度に行われたカナダとの陸上産出試験では約６日間のメタンガスの連続生産に成功するなど、
大きな成果が得られた
大きな成果が得られた。
事項

関連機関

内容

第１回陸上産出試験

５ヶ国共同
（日米加印独）

平成14年にカナダマッケンジーデルタで実施された産出試験。５ヶ国
の連携・協力のもとで実施。

第２回陸上産出試験

２ヶ国共同
（日・加）

平成18年〜平成20年にカナダマッケンジーデルタで実施された産出
試験。世界で初めて減圧法によるメタンガスの連続生産に成功。

シ ブ ンＪＩＰ
シェブロンＪＩＰ

ＪＯＧＭＥＣ等
等
９機関

米国エネルギ 省支援のもとでシェブロンを中核として、メキシコ湾深
米国エネルギー省支援のもとでシェブロンを中核として、メキシコ湾深
海域のメタンハイドレート探査等を実施。

日印による協力体制

２ヶ国共同
（日・印）
（日
印）

平成19年2月にＪＯＧＭＥＣとインド石油天然ガス省炭化水素総局との
間で協力に合意。メタンハイドレート研究に係る情報交換を実施。
間で協力に合意。メタンハイドレ
ト研究に係る情報交換を実施。

生産シミュレータ
国際比較プロジェクト

３ヶ国参加
（日・加・米）

米国のエネルギー省研究機関と内務省地質調査所が主催する国際プ
ロジェクト。現時点では、日本に優位性のある結果が出ている。

日米による共同研究

２ヶ国共同
（日・米）

平成20年6月に米国エネルギー省と経済産業省で共同研究について
合意。アラスカでの陸上産出試験の共同実施等を予定。
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Ⅱ-１０．諸外国との協力推進
●２００１年度に着手した我が国の研究開発は、これまで着実な成果を得ているところ。このような中、世界各
国もメタンハイドレート研究開発に着手。各国周辺海域における基礎試錐などを実施し、メタンハイドレート試
料を採取するなど、研究を加速している。

韓国
平成19年（2007年）6月、日本海を掘削
し、メタンハイドレートを採取。２０１５年頃
の商業化を目指している。

カナダ
平成13年（2002年）、平成18年（2006
年）〜平成20年（2008年）とマッケンジー
デルタの産出試験を実施。物性等の研
究は世界で最も進んでいるとされる。

中国
平成19年（2007年）5月、南シナ海北部
を掘削し、メタンハイドレートを採取。２０２
０年頃の商業化を目指している。

インド
米国と共同で周辺海域を調査。平成18
年（2006年）5月、１０地点を掘削し、一部
年（2006年）5月、１０地点を掘削し、
部
でメタンハイドレートを採取。

日本
平成13年（2002年）、平成18年（2006年）〜平
成20年（2008年）とカナダ・マッケンジーデルタ
の産出試験を実施。また、平成19年（2007年）
には、東部南海トラフ海域の詳細調査を終了し、
原始資源量を公表。

米国
陸域のアラスカと海域のメキシコ湾の両
方で研究開発を進める。平成21年（2009
年）以降の早い時期に、アラスカでの陸上
産出試験を予定している。また本年度は、
メキシ 湾の掘削調査を行う計画である
メキシコ湾の掘削調査を行う計画である。
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Ⅱ-１１．研究の継続について

（総括表）

●総合科学技術会議・第５１回評価専門調査会（平成18年3月24日）において、「フェーズⅡへの移行の可否に
関する基本的な３つの判断基準」として提示した下記の3点について、自己検討結果を述べる。なお、本資料
は、第3回メタンハイドレート開発促進事業評価検討会（平成18年7月7日）にも提出されている。
フェーズⅡ
フェーズ
フェ
ズⅡへの移行の可否に関する基本的な３つの判断基準
ズⅡ

自己検討結果
（詳細は次頁とⅢ
（詳細は次頁と
Ⅲを参照）

① 第2回陸産試験において減圧法の有効性を示すこと （減圧法によ
りガスの連続生産が可能である旨を示す実証データを取得すること）

減圧法の有効性を示すことができた
減圧法の有効性を示すことができた。

② 第2回陸産試験で取得された実生産データとシミュレーション結果
第2回陸産試験で取得された実生産デ タとシミ レ シ ン結果
とを比較した結果、シミュレータの基本的なモデリングのコンセプトが妥
当であると判断されるとともに、シミュレータの精度が向上すること。

コンセプトの妥当性が確認され、シ
ミュレータ精度が向上した。

③ ②を通じて精度が高められたシミュレータを用いて、フェーズ2（日
本近海での海洋産出試験）におけるガス生産のシミュレーションを実施
し 得られた生産コスト等に関する結果を踏まえて エネルギ 安全保
し、得られた生産コスト等に関する結果を踏まえて、エネルギー安全保
障の観点から、フェーズ2への移行が適切であると判断されること。

研究開発の継続的な実施は、妥当と
考えられる
考えられる。
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Ⅱ-１１．研究の継続について

（詳細表１／２）

① 第2回陸産試験において減圧法の有効性を示すこと （減圧法によりガスの連続生産が可能である旨を示
す実証データを取得すること）
第2回陸産試験において、電動水中ポンプによって坑井内の水を汲み出すことにより坑内の水頭圧を下げ、
坑底のパーフォレーションを通じてメタンハイドレート層の減圧を行った。その結果、終了予定日時までの約6日
間、減圧法による連続生産を達成し、生産手法として減圧法が有効であることを実証した。また、坑内の減圧
状態も計画にどおりに制御されており、ポンプ等の坑内機器、出砂防止機器の有効性が確認された。なお、生
産手法の観点からは、今後、長期的な生産障害因子について産出試験を通じて評価する必要がある。

② 第
第2回陸産試験で取得された実生産データとシミュレーション結果とを比較した結果、シミュレータの基本
回陸産試験 取得された実 産デ タ シ
ション結果 を比較した結果、シ
タ 基本
的なモデリングのコンセプトが妥当であると判断されるとともに、シミュレータの精度が向上すること。
第2回陸産試験では、減圧度と生産レート及び地層温度の関係を取得した。その結果、減圧が増すに従って
第2回陸産試験では、減圧度と生産レ
ト及び地層温度の関係を取得した。その結果、減圧が増すに従って
生産レートは増加すると共に、地層から坑内に流れ込んだ分解水の温度は低下した。これらの結果は、生産シ
ミュレータの事前予測を用いて合理的に説明可能であり、かつ事後検証においても、生産量の推移を適切に
再現した。また ガスと水の生産量の推移を解析することで コア試験では取得できないメタンハイドレート層の
再現した。また、ガスと水の生産量の推移を解析することで、コア試験では取得できないメタンハイドレ
ト層の
ガスと水に対する相対浸透率が取得され、生産シミュレータの予測精度を向上させた。
31

Ⅱ-１１．研究の継続について

（詳細表２／２）

③ ②を通じて精度が高められたシミュレータを用いて、フェーズ2（日本近海での海洋産出試験）におけるガ
ス生産のシミュレーションを実施し
ス生産のシミュレ
ションを実施し、得られた生産コスト等に関する結果を踏まえて、エネルギ
得られた生産コスト等に関する結果を踏まえて エネルギー安全保障の
安全保障の
観点から、フェーズ2への以降が適切であると判断されること。
第2回陸産試験を通じて精度の向上を行った生産シミュレータをもとに、我が国周辺海域のメタンハイドレー
第2回陸産試験を通じて精度の向上を行った生産シミュレータをもとに
我が国周辺海域のメタンハイドレー
ト資源に対して生産予測を行い、この結果を用いて経済性評価を実施したところ、今後の研究により経済性
が期待できる可能性が示唆された。
また 現在明らかになっている東部南海トラフ全域及び 未調査の海域を含めたメタンハイドレ トの賦存
また、現在明らかになっている東部南海トラフ全域及び、未調査の海域を含めたメタンハイドレートの賦存
量を考慮すると、わが国のエネルギー安定供給に貢献する上で、その効果は高いものと考えられる。
さらに、昨今の原油価格の高騰、資源獲得競争の激化等を念頭に置くと、国産エネルギー資源として期待
されるメタンハイドレ ト開発の継続的推進は妥当と考えられる
されるメタンハイドレート開発の継続的推進は妥当と考えられる。
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Ⅱ−１１．研究の継続について
（開発計画の目標と達成状況）
開発計画の目標

フェーズ１での達成状況

今後について

１．日本周辺海域におけるメタンハイド
レートの賦存状況と特性の明確化

（概 終 ）
（概ね終了）
・東部南海トラフ海域を主たる対象とし、賦存状態と特性
を明確化。日本周辺のＢＳＲを見直し、濃集帯の可能性
のあるエリアの抽出を実施。

取得データを増やすことと、より詳細な評価
を進めることが課題。

２．有望メタンハイドレート賦存海域の
メタンガス賦存量の推定。

（概ね終了）
・東部南海トラフ海域を対象にメタンガスの原始資源量
を計算する確率論的手法を開発して算定した。

東部南海トラフ以外の海域は今後の課題。

３．有望賦存海域からのメタンハイド
レ ト資源フ
レート資源フィールドの選択、並びにそ
ルドの選択 並びにそ
の経済性の検討

（引き続き実施）
・東部南海トラフ海域を対象に海洋産出試験候補地を
東部南海
海域を対象 海洋産出試験候補地を
複数選定。・その一部で経済性の検討を実施。

海洋産出試験の目的にあった地点を選択。
また、経済性検討は引き続き実施。

４．選択されたメタンハイドレート資源
フィールドでの産出試験の実施 （ ２０
１１年度まで※ ）

（フェーズ２で本格化）
・主としてフェーズ２の内容だが、海洋産出試験に必要
な技術の研究も部分的に実施。

フェーズ２で本格化

５．商業的産出のための技術の整備
（２０１６年度まで※）

（フェーズ３で本格化）

フェーズ３で本格化

６．環境保全に配慮した開発システム
の開発

（引き続き実施）
・全フェーズを通じて継続される研究。フェーズ１では、
海洋産出試験が想定される東部南海トラフ海域の基礎
的データ調査等を行った。

各技術を海洋での実証等を通じて、確立す
ることが必要。

※ 目標４及び５の目標年度については、平成20年度の評価・検討を踏まえて見直す予定。
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Ⅲ フェーズ１の成果概要
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Ⅲ-１．成果のハイライト
●我が国のメタンハイドレート開発計画の基礎研究段階にあたるフェーズ１では、世界でも特筆すべき数多くの
成果を得ることが出来た。特に代表的なものは、下記の５項目である。
フェーズ１での特筆すべき成果の例

1. 地下のメタンハイドレート層からメタンガスの連続した生産に成功
2. 世界で初めて東部南海トラフにおいて、タービダイト砂泥互層の砂層の孔隙にメタンハイド
ビダ
レートが賦存するメタンハイドレート濃集帯の存在を確認
3 メタンハイドレート層に賦存するメタンガスの原始資源量を確率論的に計算する手法を世界
3.
メタン イドレ ト層に賦存するメタンガスの原始資源量を確率論的に計算する手法を世界
で初めて確立
4 メタンハイドレート層からのメタンガス産出挙動を予測する我が国独自の専用シミュレータを
4.
メタンハイドレ ト層からのメタンガス産出挙動を予測する我が国独自の専用シミ レ タを
開発
5 メタンハイドレート層及び周辺地層の原位置条件でのコア試験手法を確立
5.
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Ⅲ-２．開発計画の目標と達成状況
開発計画の目標

フェーズ１での達成状況

今後について

１．日本周辺海域におけるメタンハイド
レートの賦存状況と特性の明確化

（概ね終了）
・東部南海トラフ海域を主たる対象とし、賦存状態と特性
を明確化。日本周辺のＢＳＲを見直し、濃集帯の可能性
のあるエリアの抽出を実施。

取得データを増やすことと、より詳細な評価
を進めることが課題。
を進める
とが課題

２．有望メタンハイドレート賦存海域の
メタンガス賦存量の推定
メタンガス賦存量の推定。

（概ね終了）
・東部南海トラフ海域を対象にメタンガスの原始資源量
を計算する確率論的手法を開発して算定した。

東部南海トラフ以外の海域は今後の課題。

３．有望賦存海域からのメタンハイド
レート資源フィールドの選択、並びにそ
の経済性の検討

（引き続き実施）
・東部南海トラフ海域を対象に海洋産出試験候補地を
複数選定。・その一部で経済性の検討を実施。

海洋産出試験の目的にあった地点を選択。
また、経済性検討は引き続き実施。

４．選択されたメタンハイドレート資源
フィールドでの産出試験の実施

（フェーズ２で本格化）
・主としてフェーズ２の内容だが、海洋産出試験に必要
な技術の研究も部分的に実施。

フェーズ２で本格化

５．商業的産出のための技術の整備

（フェーズ３で本格化）

フェーズ３で本格化

６．環境保全に配慮した開発システム
の開発

（引き続き実施）
・全フェーズを通じて継続される研究
全フェ ズを通じて継続される研究。フェ
フェーズ１では
ズ１では、
海洋産出試験が想定される東部南海トラフ海域の基礎
的データ調査等を行った。

各技術を海洋での実証等を通じて、確立す
ることが必要。

次頁以降では、
次頁以降では、目標１、２、３、６の達成状況と、フェーズ１の代表成果である
の達成状況と、フェーズ１の代表成果である「陸上産出試験」と
と
、並びに今後の研究開発の展望について述べる。
「生産シミュレータ」、並びに今後の研究開発の展望について述べる。
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＜目標１＞
日本周辺海域におけるメタンハイドレート
日本周辺海域におけるメタンハイドレ
ト
の賦存状況と特性の明確化
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Ⅲ-３．目標１

（検討海域）

●東部南海トラフ海域をモデルフィールドとして、研
究開発を実施。
−
−
−
−
−

平成１１年度 基礎試錐「南海トラフ」
平成１３年度 基礎物理探査「東海沖〜熊野灘」２D
平成１４年度 基礎物理探査「東海沖
基礎物理探査「東海沖〜熊野灘」３D
熊野灘」３D
平成１５年度 基礎試錐「東海沖〜熊野灘」
平成１８年度 東部南海トラフ（東海沖〜熊野灘）の
メタンガス原始資源量の公表

新しい知見により、『メタンハイドレート濃集帯』
新しい知見により
『メタンハイドレート濃集帯』
という概念による解釈が可能になった。

日本全域のBSRの見直し作業を実施
※ メタンハイドレート濃集帯
：メタンハイドレート濃集帯とは、砂質層に胚胎とするメタンハイド
レート層のうち、周辺に比べて特にメタンハイドレートがまとまっ
て濃集している部分である。

※ ＢＳＲ（Bottom Simulating Reflector：海底擬似反射面）
：メタンハイドレートが分布する海域には、地震探査記録にＢＳＲ
と呼ばれる特殊な反射記録が現れ、このＢＳＲによりメタンハイ
ドレートの存在を推測することができる。
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Ⅲ-３．目標１

（ＢＳＲ解釈）

●フェーズ１で得られたメタンハイドレート濃集帯の考え方などの知見を活用し、これまで示されていたBSRと
メタンハイドレート層の関係を再検討したところ、BSRはメタンハイドレート層の存在を示唆するものの、メタン
ハイドレート濃集帯の存在を示すものではないことが明らかとなった。

海面

海面

メタンハイドレート
濃集帯
海底面

海底面

メタンハイドレート
賦存層

メタンハイドレート
賦存層

タービダイト
タ
ビダイト
砂泥互層
BSR
従来のメタンハイドレート賦存層の解釈

BSR

メタンハイドレート濃集帯を含めた解釈
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Ⅲ-３．目標１

（タービダイト砂泥互層）

●タービダイト砂泥互層とは、浅い水深に堆積した粗粒堆積物が、地震等で通常は細粒の泥しか堆積しない沖
合の深海へ運搬されることで形成される地層である。
●東部南海トラフ海域で確認されたメタンハイドレ トの大部分は 砂層の孔隙を充填するタイプであるが 特
●東部南海トラフ海域で確認されたメタンハイドレートの大部分は、砂層の孔隙を充填するタイプであるが、特
にタービダイト砂泥互層の砂層に濃集していることが分かった。フェーズ１では、このメタンハイドレート濃集
帯を地質探査データを用いて抽出する手法を確立した（次々頁参照）。
●他方、佐渡沖南西沖では、海底にメタンハドレートが露出するタイプが確認されている。これまで海洋の砂層
が
プが確
中のメタンハイドレートを坑井で確認しているのは日本だけであり、世界的には海底に露出するタイプや泥層
内に層状・塊状に賦存するタイプの報告事例が多い。

タイプ
砂層の孔隙充填タイプ

東部南海トラフ

海底に露出するタイプ

メキシコ湾
佐渡南西沖

泥層内に層状・塊状に
賦存するタイプ

インド沿岸
韓国沿岸
東部南海トラフ
東部南海トラ

東海沖3D

熊野灘3D

基礎物理探査(2D)
( )

第二渥美海丘3D

基礎試錐・東海沖〜熊野灘
基礎試錐
東海沖 熊野灘

主な確認エリア

基礎物理探査(3D)

東部南海トラフの掘削マップ

メタンハイドレートのコア
（砂層の孔隙充填タイプ）

世界で発見されているタイプ
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Ⅲ−３．目標1

（メタンハイドレート賦存状態説明）
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Ⅲ-３．目標１

（濃集帯の抽出）

●地震探査データの４つの指標（ BSR、タービダイト砂泥互層、強震幅反射波、高速度異常 ）を用いて、メタ
ンハイドレート濃集帯を抽出する手法を確立した。
●メタンハイドレ ト濃集帯を判定する際には、坑井検層で３Ω ｍ以上の高比抵抗層が、ネット層厚で10m以
●メタンハイドレート濃集帯を判定する際には、坑井検層で３Ω・ｍ以上の高比抵抗層が、ネット層厚で10m以
上ある箇所という基準を用いた。

MH賦存層
MH
賦存層

チャネル上部
ャ
部

４つの指標
①BSR
②タービダイト砂泥互層
③強振幅反射波
④高速度異常

MH濃集帯

BSR

チャネル基底

MH濃集帯
MH
濃集帯

濃集帯の例

4つの
つの指標を用いたメタンハイドレート濃集帯の抽出例
指標を用いたメタンハイドレート濃集帯の抽出例
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Ⅲ-３．目標１

（物理的特性）

●メタンハイドレート濃集帯の貯留層としての物性は、基礎試錐で取得した「採取コア」及び採取コアを模擬して
作成した「再現コア」を原位置条件下で測定する技術を用いて分析することで明らかにした。
●これらの物性値は、生産シミュレータの入力データとして、生産量の推定、経済性の算定等の基礎となるも
●これらの物性値は、生産シミュレ
タの入力デ タとして、生産量の推定、経済性の算定等の基礎となるも
のである。
項目

物性値

熱伝導率（W/m・K）

1.56 （砂質コア）
1.15 （泥質コア）
1.7〜2.3 （砂泥界面）

比熱（ J/g·K）

00.82（砂粒子）、1.26（砂層）
82（砂粒子） 1 26（砂層）
0.77 （泥層）、1.91（純MH）

絶対浸透率

数mD〜数100mD（砂層）
数μD〜数100μD（泥層）

砂層初期有効浸透率

0.1〜0.2mD（Sh：40〜50%）

孔隙率（vol%）

40〜45（砂層）
36〜40（泥層）

MH飽和率（vol%）
飽和率
（記号：SMH）

40〜50以上（砂層）
砂層
1〜3（砂泥界面近傍）
0（泥層）

強度（MPa）
強

7〜8（砂層、Sh：60%）
2.5（泥層）

浸入開始圧、浸入圧力
（MPa）

0.14（泥層、浸入開始圧）
1.0（泥層、20%浸入圧力）

（メタンハイドレート層の主な特徴）
− 砂泥互層の砂層孔隙中にメタンハイドレートが胚胎。
− 砂層は砂粒子で骨格構造が形成され、浸透性がある。
− 泥層は低浸透率、高毛細管圧で、ガスシ
泥層は低浸透率 高毛細管圧で ガスシール性がある
ル性がある。
− 砂層の強度は比較的高い。
− 砂層、泥層とも比熱が比較的高い。

（参考）
「パイプラインを閉塞するメタンハ
イドレート」
パイプラインの閉塞の原因として
研究されている。パイプ内面を完全
に塞ぎ、浸透性は無い。
PETROBRAS CENPESの資料から引用
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＜目標２＞
有望メタンハイドレート賦存海域の
有望メタンハイドレ
ト賦存海域の
メタンガス賦存量の推定
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Ⅲ-４．目標２

（資源量評価手法）

●濃集帯を主な対象として、確率論的手法により、坑井データ・地震探査データに基づき定量的にメタンハイド
レート層のメタンガス原始資源量の算定を実施した。なお、本手法は、在来型資源に用いられる容積法の式
をメタン イドレ トに適用できるよう修正した式を採用している（容積倍率 ケ ジ占有率を導入） 。
をメタンハイドレートに適用できるよう修正した式を採用している（容積倍率・ケージ占有率を導入）

GRV×N/G
N/G×
VR×
メタンハイドレート原始資源量 = GRV×
×φ×SMH×VR
×CO
Φ 孔隙率
SMH

メタンハイドレート
飽和率

VR 容積倍率=172

Æ
MH

GRV 総岩石容量
三次元地震探査データを用いて
MH濃集帯の位置・面積・層厚を推定

1m3

メタン
172m3

+
水 0.8m3

N/G
ネット／グロス比
ッ
グ
砂泥互層の砂層の比率
坑井データ参照

CO ケージ占有率
「95%」
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Ⅲ-４．目標２

（評価対象：東部南海トラフ海域）

東海沖3D

熊野灘3D

第二渥美海丘3D

基礎試錐・御前崎沖 (’83)

基礎物探・２D通常仕様(’96)：1,000km
基礎物探・２D高分解能(’96)：
基礎物探
２D高分解能( 96)： 530km

基礎試錐・南海トラフ(’99)
基礎試錐
南海トラフ( 99)

基礎物探・２D高分解能(’01)：2,800km

基礎試錐・東海沖〜熊野灘(’04)

基礎物探・３D高分解能(’02)：1,960km2
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Ⅲ-４．目標２

（原始資源量）

●東部南海トラフ海域におけるメタンハイドレート層のメタンガス原始資源量について下記のとおり算定した。
『メタンハイドレート濃集帯の合計』 ・・・ ５７３９億m3 （約20兆立方フィート（Tcf））
『濃集帯を含むメタンハイドレート層全体』
『濃集帯を含むメタンハイドレ
ト層全体』 ・・・ １兆１４１５ 億m3 （約40兆立方フィ
（約40兆立方フィート（Tcf））
ト（Tcf））
●東部南海トラフ海域のBSR分布域は、日本周辺の約1割である。
●他の海域を東部南海トラフ海域と同様に評価するためには、三次元地震探査の実施が必要である。
MH原始資源量算定結果

算定パラメータ（合計／平均値）
種類

GRV

N/G

φ

SMH

VR

CO

坑井あり

44.55億m3

0.38

0.43

0.52

172

0.95

402億m3

1369億m3

838億m3

坑井なし

349.31億m3

0.37

0.45

0.51

172

0.95

1367億m3

9779億m3

4901億m3

合計

393.86億m
393
86億m3

0 37
0.37

0 44
0.44

0 51
0.51

172

0 95
0.95

1769億m3
(6Tcf)

1兆1148億m3
(39Tcf)

5739億m3
(20Tcf)

MH濃集帯以外の
東部南海トラフの
MH賦存層

面積
3920km2

Net
層厚

0.48

0.29

172

0.95

1067億m3
((4Tcf))

1兆2208億m3
((43Tcf))

5676億m3
((20Tcf))

(3920km2)

(1兆2544億m3)

2835億m3
(10Tcf)

2兆3356億m3
(83Tcf)

1兆1415億m3
(40Tcf)

東部南海
トラフの
MH濃集帯
(767km2)

合計

6.4m

P90

P10

Pmean

(0.02)
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Ⅲ-４．目標２

（原始資源量の11,415
（原始資源量の
11,415億ｍ３とは？）

● 天然ガスで『11,415億ｍ３＝（40Tcf）』の原始資源量 （地下に集積が推定される資源の総量であり、可
採埋蔵量 はな ） とは、我が国の年間天然ガス消費量の約13.5年分に相当
採埋蔵量ではない）
とは 我が国 年間 然ガ 消費量 約
年分 相当

日本の天然ガス年間消費量
の約13.5
の約
13.5年分に相当。
年分に相当。

日本の天然ガス年間生産量と年間消費量（平成18年（
日本の天然ガス年間生産量と年間消費量（平成18
年（2006
2006年））
年））
出所：「総合エネルギー統計」
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＜目標３＞
標
有望賦存海域からの
メタンハイドレート資源フィールドの選択、
並びに
その経済性の評価
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Ⅲ-５．目標３

（資源フィールドの選択）

●東部南海トラフ海域で抽出されたメタンハイドレート濃集帯は、全部で１６箇所ある。このうち、基礎試錐で直
接データが得られている３箇所の濃集帯α、β、γを選定し、原始資源量、地質的項目、立地環境等の４１
項目に関して、海洋産出試験候海域として検討を行った。
●海洋産出試験の実施地点は、具体的な試験内容が明確になったのち、これらのデータをもとに選定されるこ
とが期待される。
項目

α濃集帯

β濃集帯

γ濃集帯

原始資源量Pmean（億ｍ３）

５９１

８７

１１１

面積（ｋｍ２）

３５．５

１２．３

２３．７

全層厚（平均値）（ｍ）

６２ ３
６２．３

３９ ６
３９．６

３７ ８
３７．８

水深（ｍ）

６７５−８７８

８５７−１４０５

８５５−１０３５

離岸距離（ｋｍ）

４０−５０
４０
５０

７０−８０
７０
８０

４０−５０
４０
５０

貯留層タイプ

タービダイト砂泥互層

タービダイト砂泥互層

タービダイト砂泥互層

周辺の海底地形

坑井周辺は緩やかなスロ
坑井周辺は緩やかなスロー
坑井周辺の海底地形は複雑。 坑井周辺は緩やかなスロ
坑井周辺は緩やかなスロー
プ。東へ5km離れた場所から 北東に４ｋｍ離れた場所に海 プ。４ｋｍ離れると海底谷につ
急崖が始まり、凹地へ続く。
底地滑り跡が認められる。
ながる急崖が存在する。
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Ⅲ-５．目標３

（経済性評価）

●経済性評価の目的は、メタンハイドレートの『開発可能性の見通しを得ること』と、『実現に必要な技術課題を
抽出すること』にある。しかし、メタンハドレートは世界でも実用化の例はなく、本研究も技術開発の途上にあ
ることから、現状では評価に必要な多くの情報が得られていない。
●このため、フェーズ１で『既知の情報』と、『一定の仮定条件による情報』に基づき、経済性の検討を行った。
その結果、今後の研究により、経済性が得られる水準になる可能性が得られた。
●今後はさらなる研究開発を通じて情報を蓄積し 経済性評価の信頼性を高めることが必要
●今後はさらなる研究開発を通じて情報を蓄積し、経済性評価の信頼性を高めることが必要。
経済性検討の主な前提

経済性検討に必要な主な仮定条件
① 地質が水平方向に均質であると仮定 ： 掘削井１本のデータを適用。
② 長期生産障害が想定内と仮定 ： 産出試験などでの実証が必要。
③ 生産量の実現を仮定 ： 生産シミュレータのデータを適用。
④ 機器・技術等の実現を仮定 ： 未実証機器・技術の研究が必要。

メタンハイドレ トの生産原価 ： ４６ 〜 １７４ （円／ｍ
メタンハイドレートの生産原価
（円／ ３）
：

９２ （円／ｍ３）

② 仮定条件が全て成立する場合（２００４年ベース）
（
年ベ
） ：

（円／ ３）
（円／ｍ

① 現在の建設コストを前提とする場合
（ベース価格は２００４年のものであるため、仮に３倍とした場合）

③ 生産量が予測よりも低い（１／４）場合

４６

①仮定条件が全て成立。
②資機材等の情報は、２００４年をベース※。
③α濃集帯へ減圧法の適用を想定。
④仮定条件を考慮し、３パターンを試算。
④
（仮定条件の成立、コスト上昇、生産量減少）

経済性検討から得られた技術課題
① 生産量向上

④ 海中、海底機器の費用低減

② 回収率向上

⑤ 施設建設費の低減 等

③ 水生産量の低減

： １７４ （円／ｍ３）
※ 資機材の動向等の調査を行い、信頼性のあるデータが最も蓄積されている平成１６年度をベースとして試算。
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＜目標６＞
環境保全
環境保全に配慮した開発システムの確立
慮 た開発シ
ム 確立
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Ⅲ-６．目標６

（環境保全への取組）

東部南海トラフの海域環境の特徴整理

1. 海域環境情報の取得
海域環境のベースライン調査
ベ スライン調査
地盤物性の把握と構成式の構築
・基礎試錐コア試料等の力学試験

既存資料

2. 基本モデルの開発
海水中での環境影響予測
・漏洩メタンの挙動予測モデル
・MH分解生成水放出影響予測モデル

海底地盤の変形予測プログラム

3 モニタリング技術の開発
3.
メタン漏洩、地層変形をリアルタイムでモニタリングするセンサー類の開発
溶
・地層変形モニタリングシステム
層変
等
・溶存メタンセンサー
センサー類を統合して運用するためのモニタリングシステムの開発検討

4. 環境影響評価の手順検討
・環境影響を評価するための基本指標の抽出
環境影響を評価するための基本指標の抽出
・海域環境調査による環境モニタリング（海洋生態系の調査）
・モニタリングシステムによる環境モニタリング（メタン漏洩等）
・HSE調査
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Ⅲ−６．目標６

（1．海域環境情報の取得）

●海域環境調査を通じて、東部南海トラフの経年的、季節的なベ
●海域環境調査を通じて
東部南海トラフの経年的 季節的なベースライン情報を把握し
スライン情報を把握し、
各海域毎の環境特徴を整理した。海洋産出試験時では、これらの情報からの変化量をモ
ニタリングすることで、環境影響の程度を評価することが可能となる。
環境要素
地
形
・
表
層
堆
積
物
性
状

調査項目
水深等

第二渥美海丘近傍

熊野灘

・水深；約670〜880m

・水深；約870〜1,400m

・基礎試錐地点周辺の海底面傾斜は2度以下。

・海底地形は複雑で海底面傾斜10度を超える場所 ・海底面傾斜は0.5度以下。
もある。場所によってはほぼ平らで、平均傾斜は3
度程度。
・3海域では最も起伏に富む。

海底面傾斜

・水深；約2,000ｍ
・3海域では最も水深が深い

表層堆積物の 砂〜砂泥（D ：94〜200μm）
砂泥（D50：13〜94μm）
砂泥（D50：11〜13μm）
50
粒度組成
・沿岸系水、黒潮系水、亜寒帯系水の3つの水塊で
・沿岸系水、黒潮系水、亜寒帯系水、太平洋深層水の4つの水塊で構成されている。
水塊構造
構成されている。

物
理
量

流
流動
溶存メタン

水
柱
化
学
量

溶存酸素

硝酸態窒素
有機物量
間隙水
堆
積
物

生
物
量

東海沖

・海底近傍で15日周期
海底 傍

・中層から底層にかけて複雑な流動場を形成。
底
複雑な流
を 成

・1〜4nmol/kg
・海底付近で高い

・2〜5nmol/kg
・海底付近及び中層付近で高い

※ 東部南海トラフでは最大9nmol/kgの観測値があるが、10nmol/kgを超える値は観測されていない。
表層部で約4.3ml/lで、海底近傍で約1.4ml/lまで減 表層部で約4.3ml/lで、水深800〜850ｍ付近で酸 表層部で約4.3ml/lで、水深780〜850ｍ付近で酸
少する。
素極小層（1.4ml/l）を示す。それ以深では再び増
素極小層（
）を示す。それ以深では再び増 素極小層（
素極小層（1.4ml/l）を示す。それ以深では再び増
）を示す。それ以深では再び増
加し水深1200ｍで1.6ml/lになる。
加し水深2000ｍで約2.2ml/lになる。
濃度範囲は0.1〜30μmol/lで、水深が深くなると増
加する。

濃度範囲は0.1〜20μmol/lで、水深が深くなると増 濃度範囲は0.1〜33μmol/lで、水柱の中層付近と
加する。
海底付近で高い。

TOC : 0.3〜0.5 mmol/gDW
T-N : 0.03〜0.06 mmol/gDW

TOC : 0.1〜1 mmol/gDW
T-N : 0.05〜0.12 mmol/gDW

TOC : 1〜2.5 mmol/gDW
T-N : 0.15〜0.2 mmol/gDW

アンモニア態窒素 : 11〜34 μmol/ｌ
マンガン : 0.03〜0.06 μmol/ｌ

アンモニア態窒素 : 18〜107 μmol/ｌ
マンガン : 0.1〜2 μmol/ｌ

アンモニア態窒素 : 19〜250 μmol/ｌ
マンガン : 0.1〜38 μmol/ｌ

2

海底生態系

・海底近傍で31日周期
海底近傍で31日周期
・東海沖とは流動パターンが異る
・2〜6nmol/kg
・海底付近及び中層付近で高い

・平均総現存量：約27.1mmolC/m
・マクロベントス現存量が最も高い。
・生息深度は堆積物表層から10cm程度。
・直近では、東方10kmの御前崎海脚に化学合成
生態系が存在
生態系が存在。

フラックス メタンフラックス 4.8〜44.6 nmol/m2/hr-1

2

2

・平均総現存量：21.1mmolC/m
・バクテリア現存量が最も高い。
・生息深度は堆積物表層から25cm程度。
・直近では、南東11kmに化学合成生態系が存
在
在。

・平均総現存量：約270mmolC/m
・バクテリア現存量で殆どを占める。
・生息深度は堆積物表層から25cm以深。
・直近では、南方16kmの第六熊野海丘に化学合
成生態系が存在
成生態系が存在。

6.1〜28.1 nmol/m2/hr

6.5〜173.6 nmol/m2/hr

取得した海域環境情報の例
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Ⅲ−６．目標６

（2. 基本モデルの開発）

●メタン気泡を海底から多量に漏洩させた場合でも、大気中までは達しないことが明らかとなった。
また、水生生物への影響範囲は100m以内の範囲に留まる可能性が高いことが明らかとなった。
●MH分解生成水を多量に放出した場合でも、水生生物への影響範囲は10数m以内の範囲に留
まる可能性が高いことが明らかとなった。
●地層変形予測に関しては、生産手法開発グループと環境影響評価グループで分担してモデルを
開発しており、将来的なモデル統合を視野に入れ、相互連携方法を検討しつつ、ケーススタディを
実施している。なお、本課題については、フェーズ2においても十分検討する必要がある。
→ これらの予測結果はモニタリング機器の配置計画や環境影響評価の手順検討に反映した。
MH分解生成水放出影響
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海底から0.1Nm3/秒でメタン気泡を
6時間放出した場合の拡散範囲

0

0.2

0.4
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海底面沈下量
MH上面沈下量

0.8

1
0

5
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時間(日)

1

-100
0
100

-1200
-500

地層変形
仕上げ区間長
長に対する沈下量
量の割合(％)

漏洩メタンの挙動

0
単位：
×103 nmol/kg

海底から約0.001m3/秒でMH分解生成
水を放出した場合の拡散範囲

生産に伴う地層変形モデル検討の例
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Ⅲ−６．目標６

（3. モニタリング技術の開発）

●海洋産出試験に適用予定のセンサー類のうち、溶存メタンのアラームセンサー（METSセン
サー）については、目標性能を満たした実証機を開発した。さらに、実海域試験で課題の抽出
を行い、実運用に際しての最適化を実施した。また、地層変形モニタリングシステムについて
は、実証機を開発し、実海域試験で課題を抽出した。
実証機を開発 実海域試験 課 を抽出 た

想定されうる環境リスク

センサ 類の開発
センサー類の開発
対象

③ 大気へのメタン漏洩

② 気泡でのメタン漏洩
超音波利用モニタリングシステム

メタン漏洩

吸光特性利用モニタリングシステム
吸光特

① 溶存態でのメタン漏洩
10nM以上：改良型METSセンサー
BGL：集水型モニタリングシステム
海底近傍のメタンフラックスの変化：
バイオマーカー利用センサー
バイオマ
カ 利用センサ

MH層

メタン漏洩

④ 海底地盤の変形
地層変形
モニタリングシステム

地層変形

（坑井回り、冷水湧出域 など）

モニタリング方法

対象事象の規模と意義

改良型 METS センサー
（直接検知法）

海水中のバックグラウンド
レベル（BGL）以上の溶存
メタン濃度を早期にモニタ
リングする
リングする。

超音波利用
モニタリングシステム
（広域検知法）

溶存態よりも高濃度である
メタン気泡をモニタリングす
る。

吸光特性利用
モニタリングシステム
（広域検知法）

海面に達した大気中のメタ 象は ある程度 即時的に起 ・既製品を利用したシステムの基
ンガスをモニタリングする
ンガスをモニタリングする。
本設計を完了
こるものと考えられるため
こるものと考えられるため、

地層変形
モニタリングシステム

モニタリングの用途

進捗状況
・既製品を改良し、実証機を開発
・実海域試験での課題抽出と実
運用に際しての最適化を実施。

海洋産出試験及び
生産時での適用

・既製品を利用したシステムの基
本設計を完了

漏洩現象や地層変形現

常時かつ短期的なモニタリ
海底面の微小変位をリア
ルタイムで早期にモニタリ ングが必要。
ングする。

・実証機を開発
・実海域試験での課題抽出

バイオマーカー利用
バイオ
カ 利用
センサー
（間接検知法）

海水中で希釈拡散される
海水中
希釈拡散される
・実験用システムの開発
実験用シ
ム 開発
生産時での適用
前の海底堆積物中の溶存
・実証機の基本設計を完了
メタン濃度の変化をモニタ
漏洩の予兆は一過性で即
リングし、漏洩の予兆を捉
時的なものではないと考えら
える。

集水型モ タリング
集水型モニタリング
システム
（直接検知法）

海水中での BGL の溶存メ れるため、定期的かつ長期
タン濃度をモニタリングし、
的なモニタリングが必要。
漏洩の予兆を捉える。

・実験用システムの開発
実験用システムの開発
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Ⅲ−６．目標６

（4. 環境影響評価の手順検討）

●海域環境調査によるベースライン情報の整理結果およびモデル結果等を基に、海洋産出試
●海域環境調査によるベ
スライン情報の整理結果およびモデル結果等を基に 海洋産出試
験時の環境変化を評価するための基本指標を抽出した。
影
響
因
子

環境変化を評価するための指標と判断基準（暫定）
想定される事象
指

標

溶存メタン濃度の上昇 溶存メタン濃度

メ
タ メタン気泡の発生
ン
漏
洩

メタンフラックスの増
加

ベースライン調査の結果

環境変化の判断基準(暫定）

・0.5-10nmol/kgの範囲で安定しており、10nmol/kgを超える値
10nmol/kgを大きく超える。
は観測されていない。

メタン気泡

・音響観測等で捉えられるメタン気泡の放出は、観測されていな
メタン気泡が確認される。
い。

メタンフラックス
微生物相

・5-170nmol/m /hrの範囲で、冷水湧出域の1/10〜1/10000程
2
1000nmol/m /hrを超える。
を超
。
度
度。
・堆積物近傍での緩やかなメタン湧出は、海水中での溶存メタン
メタン酸化細菌に近縁な遺伝子が検
濃度変化では検出できない可能性が高い。
・メタン湧出域の微生物相は、それ以外の箇所と明確に異なる。 出される。

2

M
塩分
H 塩分濃度の減少
分
解
生
成 水温の上昇ないし低下水温
水

・海表面：32.5-33.9psu
水深 500m以深：34.0-34.9psu
・水深
500 以深 34 0 34 9
・5psu程度の変化で、海洋生物に影響を与える可能性がある
（文献値）。
・海表面：14-26℃
・水深 500m以深：3-8℃
・±5℃程度の変化で、海洋生物に影響を与える可能性がある
℃程度 変
海洋生物 影響を与 る 能性がある
（文献値）。

堆
積 海底面への再堆積
物
の
撹 濁度の増加
乱

粒径分布

・中央粒径値：11-200μm
・海底表層堆積物の粒径分布は安定している。

底生生物群集の
種組成・現存量

・平均総現存量：約21-270mmolC/m
・底生生物は堆積物深度で約7cm以浅に集中している。
・生息深度に大きな変化はみられない。

・海表面：5psu以上の変化
海表面 5psu以上の変化
・水深 500m以深：1-2psu以上の変
化
・海表面：5℃以上の変化
・水深
水深 500m以深：2℃以上の変化
以深 ℃以上 変化

粒径分布が大きく変化する。

2

底生生物の種組成、現存量が大きく
変化する。
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Ⅲ−６. 目標６

（グローバルな環境影響の検討）

●メタンハイドレートに関連する環境リスクを、「自然発生的な地球規模環境リスク」と「開発行為による人為
的環境リスク」の2つに分類して検討を実施した。特に後者は、東部南海トラフ海域のメタンハイドレート層
を 定
を想定した場合の環境リスクについて検討した。
場合 環境リ
検討
。
自然発生的な地球規模環境リスク
− 既存文献の知見を整理した結果、現在議論されているメタンハイドレートに係る地球温暖化のリスクは、主として数千
年以上の地質学的な時間スケールで生じた海底の温度上昇、あるいは海水面の低下に伴うメタンハイドレートの分解
についてのものであることが分かった。
→ 本件に
本件については、地質環境やMH胚胎環境を考慮して評価する必要があり、今後とも最新の研究動向を注視し、社会
いては 地質環境やMH胚胎環境を考慮して評価する必要があり 今後とも最新の研究動向を注視し 社会
全般に適切な情報提供を行うことが必要と考えられる。
東部南海トラフ海域のメタンハイドレート開発行為による人為的環境リスク
東部南海トラフ海域のメタンハイドレ
ト開発行為による人為的環境リスク
− MH21が対象としているメタンハイドレートは砂質層の孔隙中に充填した状態で固体として安定的に賦存している。そ
の開発には、圧力を下げる、あるいは温度を上げる等の人為的な操作を坑井を通じて加え続ける必要がある。この操
作を中止すると、圧力・温度状態等が元の状態である安定領域に戻る過程が自然に進むため、分解して発生したメタ
ンガスは固体のメタンハイドレートに戻る。これは開発に際しての安全機構と見なせるものである。
→ メタンハイドレート層内で生成されたメタンガスは、地層から坑井内へ、さらに海上の機器へ流れて生産されるが、この
過程は在来型天然ガス開発と共通する この過程のリスクは 在来型天然ガス開発のリスク評価が適用できると考え
過程は在来型天然ガス開発と共通する。この過程のリスクは、在来型天然ガス開発のリスク評価が適用できると考え
られる。
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陸上産出試験
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Ⅲ-７．陸上産出試験

（第１回試験総括）

z第１回陸上産出試験は、５ヶ国による国際共同研究で、在来型生産技術によるメタンハイドレートの産出試
験を行った。
z平成14年（2002年）3月 熱刺激法（温水循環法）で 世界で初めて地下のメタン イドレ トを分解させてメ
z平成14年（2002年）3月、熱刺激法（温水循環法）で、世界で初めて地下のメタンハイドレートを分解させてメ
タンガスを生産（試験期間約５日、累積生産量470m3, 平均 90m3/d）したが、単純な温水循環法による生産の
継続性については課題を残した。また、地層評価に使用するMDTツールによる減圧過程の観察を行いガスの
発生を確認 たほか 圧力解析 結果などから メタ
発生を確認したほか、圧力解析の結果などから、メタンハイドレートを含む地層が浸透性を有することが確認
イド
トを含む地層が浸透性を有する とが確認
できた。
z上記のほか、様々な試験から得られた成果や情報（特に、原位置での浸透率評価）から、減圧法でより効率
的なガス生産を行える可能性が得られた。
累積生産量（m3)

パッカー

ピーク生産
ピ
生産
レートは
350m3/日に
達するが急激
に低下
低
生産レート（m3/日)

流体を圧入・吸引する部位
第1回陸上産出試験におけるガス生産履歴

使用した地層評価用検層ツール MDT
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Ⅲ-７．陸上産出試験

（第２回試験総括）

z第２回陸上産出試験は、カナダとの国際共同研究で、減圧法の実証を目的に２冬季に分けて実施された。
z第1冬試験（平成19年（2007年）4月）は、電動水中ポンプで坑内から排水することで減圧し、約12.5時間の減
圧期間に830m3のガスを生産した。しかし、地層から坑内に砂が流れ込む「出砂」現象で試験は中断となった。
のガスを生産した しかし 地層から坑内に砂が流れ込む「出砂」現象で試験は中断となった
z第2冬試験（平成20年（2008年）3月）は、出砂対策機器を設置し、約６日間減圧を継続。2000-4000m3/日の生
産レート（2002年の20倍以上）を維持して、累計13,000m3以上のガス連続生産に成功。また、取得した温度･圧
力等のデ タから 減圧法によりハイドレ トが分解されたことが確認され 減圧法の有効性が検証された
力等のデータから、減圧法によりハイドレートが分解されたことが確認され、減圧法の有効性が検証された。
zなお、計画策定当初の目標であった長期連続生産試験は、予算と極地での操業期間の制約から5.5日程度に
見直された。本試験ではこの目的を達成したのち、ポンプを計画停止して終了した。
Averaged Gas Production Rate and Bottomhole Pressure
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Ⅲ−７．陸上産出試験

（陸上産出試験の意義）

●カナダ（マリック）における陸上産出試験の意義

・マリックにおいて、減圧法を適用して６日間連続したハイドレート層からのメタンガス生
マリックにおいて 減圧法を適用して６日間連続したハイドレ ト層からのメタンガス生
産に成功し、減圧法の有効性が検証された。
・東部南海トラフのメタンハイドレート賦存様式がマリックと同じ未固結砂の孔隙充填型
東部南海
タ
イド
賦存様式が
クと じ未固結砂
隙充填型
であり、減圧法の有効性の観点から重要な性質である砂層の浸透率、温度条件が近
いことから、 検証された減圧法は、東部南海トラフのメタンハイドレート層にも有効で
ある。
・マリックでの試験により、東部南海トラフにおける減圧法のエンジニアリング的課題(減
リックでの試験 より、東部南海トラ
おける減圧法の ンジ アリング的課題(減
圧とフローアシュアランス技術、出砂対策等)が整理ができた。
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Ⅲ−７．陸上産出試験（東部南海トラフとマリック地域のメタンハイドレート層の比較）
東部南海トラフ（α濃集帯）

マリック（A層）

地質年代

更新世（約1百万年）

漸新世〜中新世（20-30百万年）

堆積環境

海底扇状地

デルタ

岩相

砂泥互層（砂層：泥層=50：50）

泥層を挟む砂層（砂層：泥層= 80:20）

ハイドレートの種類

構造Ⅰ型のメタンハイドレート

構造Ⅰ型のメタンハイドレート

孔隙充填型

孔隙充填型

ハイドレート胚胎岩相

未固結砂

未固結砂

砂の粒度

極細粒〜細粒（中粒）

細粒〜中粒

砂の層厚

平均10-40 cm（最大1.5m程度）

数m（最大12m程度）

孔隙率（砂層）

40-50%

30-40%

MH飽和率

50 ８0%
50-８0%

60 80%
60-80%

絶対/初期浸透率*（砂層）

1000ｍｄ/1.3ｍｄ

500ｍｄ/0.24ｍｄ

温度/圧力

8〜11℃/8.1〜9.2MPa

12℃/10.9-11.3MPa

比熱

2.4x106J/m3/K（砂層）

2.2x106J/m3/K（砂層）

熱伝導率

2.2W/m/K（砂層）、1.4W/m/K（泥層）

2.9-3.2W/m/K（砂層）

減圧法で利用できる熱源

ＭＨ層内部熱量（互層を形成する砂
層と泥層）および上・下層熱量

ＭＨ層内部熱量（砂層、狭在する泥層）
ＭＨ層内部熱量（砂層
狭在する泥層）
および上・下層熱量

ハイドレートの賦存形態
ハイドレ
トの賦存形態

＊絶対浸透率：メタンハイドレート分解後の砂層の浸透率、初期浸透率：メタンハイドレート分解前の砂層の有効浸透率 63

Ⅲ−７．陸上産出試験（東部南海トラフとマリック地域のハイドレート層の比較）
温度‐圧力条件

東部南海トラフ
（α濃集帯）
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Ⅲ-7．陸上産出試験（第
（第2
2回試験で得られた課題の整理）
●減圧とフローアシュアランス（凍結・ハイドレート生成防止による流動確保）の技術
・減圧装置（ポンプ等）の個別機器や、フローアシュアランス技術(ガスセパレータ、ヒーター等)は基本的にマリックと
(
)
同じ技術が適用可能
・緊急切り離しを考えた海洋独自のシステムを構築することが必要

●出砂対策・地層間隔離
・マリックの出砂制御技術は海洋でも適用可能。ただし改良の検討が必要
・セメントによる地層間隔離はマリックでは成功したが、海洋の厳しい条件下では他手法との併用も含め検討が必要

●モニタリング手法
・坑内の圧力・温度等モニタリングは、マリックの技術を海洋にも適用可能。ケーブルの緊急切り離し対策が必要
・地層内モニタリングについては より条件の厳しい海洋で確実にデータを取得する手法の検討が必要
・地層内モニタリングについては、より条件の厳しい海洋で確実にデータを取得する手法の検討が必要

●長期の生産操業
・マリックの実績から数週間程度の連続運転は可能と推察されるが、数ヶ月以上の生産については未知
・試験装置のオペレーションは、圧力コントロール方法等コスト・労力低減の工夫が必要

●生産レート改善策
・生産レート改善は第２回陸上産出試験でも実証されてないため、より条件の厳しい第１回海洋産出試験適用は時期
生産レ ト改善は第２回陸上産出試験でも実証されてないため、より条件の厳しい第１回海洋産出試験適用は時期
尚早
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Ⅲ-7．陸上産出試験（今後の産出試験の展開について）
・ 第１回海洋産出試験では、大水深海底下での仕上げ技術・テスト技術を適用し、数日〜１週
間程度の試験で、減圧法で連続生産が実現できることを確認するとともに、海洋特有の条件
での技術課題を抽出する。
での技術課題を抽出する
なお、海洋産出試験準備WGの検討から、海洋産出試験に向けた技術課題が整理され、短
期の産出試験には3年程度の検討・準備期間が必要であるとされている。
・ 第2回海洋産出試験は、第1回海洋産出試験で得られた技術課題を優先的に解決し、減圧法
での連続生産を目指す。
・ 海洋掘削リグを使用する場合は、試験期間に制約があり、長期の産出試験は困難であるた
め、長期産出挙動の把握のためには、陸上産出試験や室内実験・シミュレーション等を通じ
て得た知見を生かすことが必要である。
・ 陸上産出試験で減圧法による長期の試験が実施できれば、分解に要する熱供給状況の把
握や生産障害などの知見を得られることが期待できる。現在、試験実施に向け、相手国(含む
鉱区権者）と交渉中である。
・メタンハイドレート生産技術の確立には、商業化を見据えた上で複数回の産出試験 を実施し、
確実
確実にステップアップしていくことが必要。今後、商業化に向けた産出試験の意義、
プ
プ
く とが必要 今後 商業化 向けた産出試験 意義 位置づけ
について、さらなる検討が必要である。
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生産シミュレータ
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Ⅲ-８．生産シミュレータ

（概要）

z フェーズ１で開発したメタンハイドレート専用の生産シミュレータ（MH21-HYDRES）の主な特徴
① ３次元直交モデルが扱えるため、フィールドでの各種坑井群の生産性・生産挙動が予測可能。
② 生産時の地層の圧密、氷生成、メタンハイドレート再生成などの生産障害に対応。
③ 減圧法、熱刺激法、熱掃攻法、インヒビタ圧入法等の各種生産手法、併用法の生産性、生産挙動の解析に対応。
④ 計算精度を損なわず高速化が可能な動的局所グリッド細分割法、並列計算機能、ハイブリッドグリッド分割法を導入。

z 本シミュレータにより、第２回陸産試験のガス、水の生産量予測が行われ、坑内、地表機器の設計、作業
本シミ レ タにより 第２回陸産試験のガス 水の生産量予測が行われ 坑内 地表機器の設計 作業
指針の作成等に活用され、産出試験の成功に寄与した。また、メタンハイドレート資源フィールドの選定、
経済性検討のもとになるガス産出量予測にも活用された。
z 現在、世界にはメタンハイドレート対象の生産シミュレータが幾つか公表されているが、米国研究機関が
主催した「国際比較プロジェクト」に参加した５つのシミュレータの中では、優位性のあることが確認されて
いる。（比較研究結果は、NETL/DOEのMethane
比較研究結果は NETL/DOEのMethane Hydrate Newsletter2005夏号
Newsletter2005夏号、2007冬号等で紹介）
2007冬号等で紹介）
◆ 『MH21-HYDRES』 ： メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム（生産手法開発分野）が独自に開発
◆ 『TOUGH
『TOUGH-Fx/Hydrate』
Fx/Hydrate』 :： Lawrence Berkeley National Laboratoryが地熱貯留層シミュレ
Laboratoryが地熱貯留層シミュレータTOUGH2をベースに開発
タTOUGH2をベ スに開発
◆ 『Hydrate ResSim』 ： NETLがTOUGH-Fx/Hydrate v1.0を一般向けに公開したもの
◆ 『STOMP-HYD』 ： Pacific Northwest National Laboratoryとアラスカ大学Fairbanks校が多相流動シミュレータ(STOMP)を
ガスハイドレート用に修正したもの
ガ
イド
ト用に修 したもの
◆ 『STARS』 ： カナダのComputer Modelling Group社が開発した熱掃攻法挙動予測用
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Ⅲ−８．生産シミュレータ（MH21
MH21--HYDRESの構成と対応可能な生産手法）
HYDRESの構成と対応可能な生産手法）
貯留層初期パラメータを入力
z 孔隙率
z MH・水飽和率
飽
z 絶対・相対・有効浸透率
z 熱伝導率・比熱
z 圧力
圧力・温度
温度、その他
その他
z 天然ﾌﾗｸﾁｬｰ・断層特性

開発コンセプト
種々の特性を有する貯留層に対
して最適な生産手法を解析し提
示する

不均質性、要求精度
に合わせ3D座標の
グリ ドサイズを設定
グリッドサイズを設定

生産条件を入力（P,T,
生産条件を入力（
P,T, etc）
etc）
相挙動・相特性計算ルーチン
z 4相平衡圧力・温度
z 成分フガシティ
成分フガシテ
z MH分解・生成速度
z 相密度・粘度
z 相
相エンタルピー
ンタルピ
z MH分解・生成潜熱
z 塩溶解、氷生成・融解熱等
z 異種ガスを含む気相特性
z インヒビタを含む水相特性
z 氷・MH再生成条件・速度
z その他

MH21-HYDRES

z
z
z
z
z

貯留層パラメータ
貯留層
ラ
タ
変化計算ルーチン
有効浸透率変化
相対浸透率変化
多相総熱伝導率
圧密/絶対浸透率変化
ｽｷﾝ/絶対浸透率変化

出力値
z 地層内圧力・温度の推移
z 生産ガス
生産ガス・水量推移
水量推移
z 地層内MH・水・ガス飽和率
z 地層内浸透率分布
z その他

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

対応可能な生産手法
減圧法
坑井加熱法
温（熱）水圧入法
水蒸気圧入法
インヒビタ（Me-OH、熱塩水）
圧入法
インヒビタHuff&Puff法
温 熱水H ff/P ff法
温・熱水Huff/Puff法
窒素圧入法
炭酸ガス圧入・置換法
上記手法の併用法
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減圧法

温水循環法（坑井加熱法）

z ポンプで坑内の水を汲み出す等により坑底圧を下
げ、穿孔を通じMH層の圧力をMH分解領域まで
低下する手法
z 分解に消費される熱量は、MH層自身の熱量と上
下地層からの伝熱により賄われるため ネ
下地層からの伝熱により賄われるためエネル
ギー産出比が高い。

z 温水を坑内に循環する等により坑壁を加温し熱伝
導によりMH層を加熱し分解する手法。
z 1年間のMH分解領域は坑井周辺数m程度
z 温水を製造する必要がある事に加え、熱のMH層
外 の流出 移流 分解ガスの移流 MHの再生
外への流出・移流、分解ガスの移流、
成によりエネルギー産出比は低い。

初期圧力

初期圧力

圧力
温度

MH分解フロント
距離

圧力
温度

坑井加熱温度
3相平衡温度

温度

圧力

初期温度

温度

圧力

3相平衡圧力

MH分解フロント

距離
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初期温度

Huff&Puff法（熱刺激法）
Huff&Puff
法（熱刺激法）

温（熱）水圧入法（熱掃攻法）

Huff時圧入温度

初期圧力

Puff時圧力

圧入井圧力

圧力
温度

流体圧入温度
初期圧力
圧力
圧

Huff時圧力

圧力（Huff）
圧力（Puff）
温度（Huff）
温度（Puff）

z 圧入井から温水等を圧入してMHを分解し、分解
ガスを生産井から生産する手法
z 坑井間のMHを100%分解することも可能だが、温
水製造、ポンプ動力にエネルギーを費やすため、
エネルギー産出比は低い。
ネルギ 産出比は低い
z 圧入による孔隙圧の増加に注意が必要

温度
温

z 生産井から温水あるいはインヒビタを圧入してMH
を分解し、時間をおいて生産井を減圧し分解ガス
を生産する手法
z 温水製造、ポンプ動力にエネルギーを費やすため、
エネルギー産出比は低い。
ネルギ 産出比は低い

3相平衡温度
初期温度

初期温度

生産井圧力
距離
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生産シミ レ ション感度分析結果
生産シミュレーション感度分析結果
① 基礎試錐南海トラフ追加調査坑-1の検層デー
タ等を使用して、減圧法、加熱法（坑井加熱、
熱掃攻、Huff&Puff）等の生産手法及び貯留
熱掃攻、
）等
産手法及 貯留
層特性に対する感度分析を実施。結果は、以
下の通り。
●初期有効浸透率が高い場合は、減圧法、熱掃攻法
●初期有効浸透率が高い場合は
減圧法 熱掃攻法
が期待できるが、坑井加熱法はガス逸散のため不適
である。
●初期有効浸透率が極めて低い場合は、減圧法、熱
掃攻法は生産性が低く 坑井加熱法及びその減圧
掃攻法は生産性が低く、坑井加熱法及びその減圧
法との併用法によるしかない。
●初期有効浸透率が高くとも貯留層温度が低い場合
は、減圧法の生産性は低い。
●初期有効浸透率及び貯留層温度が比較的高い場合
は、減圧法の生産性が高く東部南海トラフ域はそれ
を満足する

② メタン
メタンハイドレート層が厚い場合や温度が低い
イドレ ト層が厚い場合や温度が低い
貯留層の回収率を増加させるため、エネル
ギー産出比の低下を抑えた効率的な併用法
の開発が今後必要であるが、いずれにしても
減圧法は、その中心となる手法である。

減圧法における初期有効浸透率、貯留層温度と生産性の関係

貯留層特性と生産手法

各種生産手法の関係
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Ⅲ−８．生産シミュレータ（東部南海トラフ
（東部南海トラフα
α、β濃集帯のエネルギー産出比と回収率）
z 東部南海トラフ海域のα、β濃集帯について、減圧法、減圧・坑井加熱併用法、Huff&Puff法及び温水圧入法のエネル
東部南海トラフ海域の 、β濃集帯に
て、減圧法、減圧 坑井加熱併用法、
法及び温水圧入法の ネル
ギー産出比、回収率について試算した。
z 減圧法の場合は、エネルギー産出比は10-60程度であるが、回収率は概ね30-60%程度。
z Huff&Puff、温水圧入法のような温水の圧入を伴う生産手法では、80%以上の高い回収率が期待できるものの、加熱
エネルギーの他、大量の水を扱うためのポンプ動力が必要となるため、エネルギー産出比は1以下となり、与えたエネル
ネルギ
他、大量 水を扱うた
ポン 動力 必要 なるた 、 ネルギ 産出比は 以下 なり、与えた ネル
ギー以上のエネルギーを回収できない結果となった。
z これらから、東部南海トラフ海域では減圧法を主体とした実証試験を行い、フィールドスケールでの検証と課題抽出を進
めることが重要と考えられる。
減圧法は、地層熱と う自然 ネルギ を利用した分解採収手法であるが、 層の回収率向 のため は、更なる再
z 減圧法は、地層熱という自然エネルギーを利用した分解採収手法であるが、一層の回収率向上のためには、更なる再生
可能エネルギーの利用、ポンプ動力によらない加熱等の開発が今後必要である。
1

α,β温水Huff&Puff法
,β温水
法

0.9

生産手法

0.8

減圧・坑井加熱併用法

回収率

0.7

β減圧法

0.6
0.5
0.4

α減圧法

0.3
0.2
0.1
0
0

1

10

100

生産条件

減圧法

3MPa、坑井間隔240m

減圧法

3MPa、坑井間隔240m、
Ka=1/10

減圧法

4MPa、坑井間隔240m

減圧法

3MPa、坑井間隔360m

減圧・坑井加熱併用法

3MPa、50℃、坑井間隔240m

温水Huff&Puff法
温水
法

3MPa、50℃、坑井間隔240m
、
、坑井間隔

温水Huff&Puff法

3MPa、70℃、坑井間隔240m

Me-OH+温水Huff&Puff法

3MPa、50℃、坑井間隔240m

温水圧入法

3MPa、50℃、坑井間隔240m

生産手法・生産条件

エネルギー産出比

α、β濃集帯におけるエネルギー産出比と回収率試算結果
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Ⅲ−８．生産シミュレータ（減圧法の原理と利用される熱）
z 減圧法において分解に利用できる熱は、貯留層（砂層を挟む泥層を含む）の持つ内部熱量（Cp×ΔT）と外部流入熱量の
2種類である
2種類である。
z 砂泥互層の泥層の割合が多いと分解率は増加し、貯留層温度11℃の場合は、泥層が70%になると内部熱量のみで
100%分解する。
z 外部熱量の流入速度は分解初期では高いが、時間と共に流入速度が低下する。
z 貯留層が厚くなるほど相対的に外部流入熱量は少なくなり、層厚100
貯留層が厚くなるほど相対的に外部流入熱量は少なくなり 層厚100 mでは、8年間の生産期間において総分解熱量に
では 8年間の生産期間において総分解熱量に
占める外部流入熱量の効果は2割程度

砂泥比とMH分解率の関係

減圧法分解時の熱の消費概念
層厚と外部流入熱量との関係
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Ⅲ−８．生産シミュレータ（陸上産出試験実績と海洋産出試験の生産性予測）
（生産シミュレータと陸上産出試験）
（生産シミュレ
タと陸上産出試験）
z 第2冬試験では、事前予測に近い生産量が得られたほか、フィールドスケールの浸透率の確認、相対浸透率推定手法の
確立を通じ、生産シミュレータのフィールド適用性が確認された。
z また、事後検証から生産されたガス13000m3のうち、内部熱量が寄与した割合は97.5%だった。
z なお、試験結果からはスキン形成の可能性も示唆されており、今後、長期試験で生産障害因子や浸透性の評価をする必
なお 試験結果からはスキン形成の可能性も示唆されており 今後 長期試験で生産障害因子や浸透性の評価をする必
要性が認められた。
（海洋産出試験の生産性）
z 東部南海トラフ海域（α、β濃集帯）の貯留層特性を用いて生産性を評価したところ、数万m3/d/well以上との結果が得ら
れた また分析の結果 カナダとの生産性の違いは下記の貯留層特性の違いに起因すると分かった
れた。また分析の結果、カナダとの生産性の違いは下記の貯留層特性の違いに起因すると分かった。
z α濃集帯で生産性が向上する要因は、貯留層のシール性が高い、仕上げ区間が長い、浸透率が高い、砂泥互層の泥層
からの内部熱量の供給が大きいなどであり、低下する要因は貯留層温度が低いなどであった。
z これらを総合すると、α濃集帯はカナダ（第2冬試験）の貯留層に比べて約33倍程度の生産性の向上が見込まれる特性を
持つことが分かった
持つことが分かった。
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第2冬試験結果

（3MPa：2400m3/d）
（5MPa：1700m3/d）
（4.8MPa：2400m3/d）
（5.2MPa：1800m3/d）

東部南海トラフ域の生産性予測（単独坑井）
α濃集帯【緑線】（3MPa：70000m3/d）
β濃集帯【赤線】（3MPa：190000m3/d）
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Ⅲ-９．その他の成果
●ここまでに紹介できなかった研究成果の一部を紹介する。
１ メタンハイドレ ト集積メカニズムの検討
１．メタンハイドレート集積メカニズムの検討
− 東部南海トラフのメタンハイドレート集積メカニズムを解明するため、在来型にある石油システムに相当するメタ
ンハイドレートシステムの概念を導入し、メタンの生成深度から海底面に至るまでの地質地化学メカニズムを包
括的に検討。

２．原位置条件におけるコア試験技術の確立
− メタンハイドレ
メタンハイドレートが存在する大水深海底下の環境（温度10数度
トが存在する大水深海底下の環境（温度10数度、孔隙圧力10MPa以上、拘束圧0
孔隙圧力10MPa以上 拘束圧0〜5MPa）
5MPa） を
再現したコア試験技術を確立。

３．坑井掘削・仕上げ技術の検証
− 基礎試錐「東海沖〜熊野灘」において、大水深掘削・仕上げ技術の実証試験を行い、データと課題抽出を実施。

４．海底環境計測手法の開発
− ガス漏洩アラームセンサーと地層変位検知システムを開発し、これらを組み込んだ環境モニタリングシステムの
ガス漏洩アラ ムセンサ と地層変位検知システムを開発し、これらを組み込んだ環境モ タリングシステムの
基本設計を実施。

５．HSE
５．
HSE調査の実施
調査の実施
− 我が国において前例のない大水深における生産試験を行うために不足しているＨＳＥに関する技術・知見につ
いて、これを補うため、諸外国の状況を調査・情報の整理を行った。
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Ⅲ-１０．今後の展望
●フェーズ１の課題については、平成20年（2008年）3月の第２回陸上産出試験が６日間の短期間と
なったことを除けば全て達成した ただし 陸上産出試験は 予算とインフラストラクチャの無い北
なったことを除けば全て達成した。ただし、陸上産出試験は、予算とインフラストラクチャの無い北
極圏地域に特有の操業期間を考慮して設定された期限まで生産を継続し、終了となったものであ
る。このことを考慮するとフェーズ１の目標はほぼ達成されたと判断される。
● 今後、計画される海洋産出試験については、おそらく我が国が世界で最初に着手することが考
えられる。在来型石油・天然ガスに使われる技術に加えて、メタンハイドレート層に適した独自の
技術課題を着実に解決し、安全に試験を行うためには、課題にもよるが概ね３年の研究期間が必
要であると予測される。
あると予測される
●なお 生産障害の把握等の観点から 長期的な試験の実施を通じて 生産手法の問題点を解決
●なお、生産障害の把握等の観点から、長期的な試験の実施を通じて、生産手法の問題点を解決
し、試験技術を向上させることが望まれる。ただし、陸上又は海洋のいずれにおいても長期試験
計画を立案する際には、対象となるメタンハイドレート層の性質に適した期間を選択することなど
計画を立案する際には、対象となる
タン イド
ト層の性質に適した期間を選択する となど
に、留意すべきである。
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参考−１．３分野の連携

（３分野の関連体系図）
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参考−２．３分野の連携と成果
目標

資源量評価分野
探査分野

日本周辺海域にお
けるMHの賦存状況
と特性の明確化
特性
確

地震探査記録解析、基
礎試錐検層解析により
MH濃集帯分布の空間
的分布を推定
詳細地質モデルの構築

有望MH賦存海域
のメタンガス量の推
定

地震探査記録解析、基
礎試錐検層解析により
MH濃集帯分布の空間
的分布を推定

基礎試錐「東海沖〜熊
野灘」実施
PTCSによる ア採取
PTCSによるコア採取

陸上産出試験の実施
（生産シミュレータに対す
るデータの提供）

生産シミュレータの
開発
有望賦存海域から
のMH資源フィール
ドの選択

開発技術分野

生産手法開発分野

環境影響評価分野

基礎試錐コア分析による
MH層特性の取得・提供
3D貯留層モデルの構築

砂層中孔隙充填型MHを発見
し、MH濃集帯の特性を明確
化した。
た

基礎試錐コア分析による
孔隙率、MH飽和率、結
晶型、ガス密度評価

東部南海トラフのMH層中メタ
ンガス原始資源量を計算した。

分解挙動モデルの構築
陸産試験による生産シ
ミュレータの検証

MH資源開発専用の多機能
生産シミュレータを開発した。

MH資源フィールド選定WG
東部南海トラフMH濃集
帯の特定

開発システムイメージの
提供

生産シミュレーション結
果の提供

東部南海トラフにおける
海域環境情報の提供

経済性検討WG

経済性の検討

東部南海トラフMH濃集
帯情報の提供

開発システムイメージの
提供、経済性感度分析

主な成果

東部南海トラフで16のMH濃
集帯から3箇所の海洋産出試
験候補海域を選定した。
東部南海トラフMH濃集帯に
東部南海ト
濃集帯に
対する経済性検討を行い、商
業化可能性検討を行うととも
に技術課題を抽出した。

生産シミュレーション結
果の提供、技術開発課
題の抽出

海洋産出試験準備WG

海洋産出試験施行
の可能性検討

東部南海トラフMH濃集
帯情報の提供

坑井掘削と仕上げ手法
に関する情報の提供

ガス採収法に関する情
報の提供、MH層を対象
とした地層変形の検討

環境モニタリング計画案
の検討、MH層の上盤・
下盤を対象とした地層変
形の検討

海洋産出試験実施に対する
技術課題を抽出した。

環境影響マクロリスク検討WG

環境影響に対する
マクロなリスク評価

東部南海トラフMH賦存
地質情報の提供

開発システムイメージの
提供

ガス採収法に関する情
報の提供

文献調査、リスク評価

環境影響に対するマクロなリ
スク評価を実施した。
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参考−３．WG&TFの参加委員数と所属
単位：人
WG/TF名

設置期間

海洋調査ＷＧ

平成14年6月
平成14年6月〜
平成19年5月

産出試験解析ＷＧ

平成14年6月〜
平成15年9月

模擬メタンハイドレートコア
擬
ＷＧ

平成15年3月〜
平成19年5月

海洋産出試験準備ＷＧ

平成15年9月〜
平成16年5月

第2回陸上産出試験ＷＧ

平成15年10月〜
平成 年 月
平成16年5月

コア試験検討ＷＧ

平成16年4月〜
平成19年5月

MH資源フィールド選定WG

資源量評価分野
探査技術分野

開発技術分野

生産手法開発分野

環境影響評価分野

推進G

1

1
1
1

1
1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

平成19年5月〜

3

1

3

2

1

海洋産出試験準備WG

平成19年5月
平成19年5月〜

2

3

4

5

1

経済性検討WG

平成19年5月〜

2

1

3

環境影響マクロリスク検討
WG

平成19年5月〜

1

フェーズ2計画準備WG

平成19年5月〜

3

陸上産出試験解析WG

平成19年5月〜

7

TF産出試験計画

平成16年5月〜

3

2

6

1

1

2

2

2

14

5

4

4

2

1
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