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                       2012 年６月７日 
 
ＧＥＣ第一回会合の議事録（要約） 

中西代表理事挨拶： 

本日は皆様ご多忙の中をご参会頂きありがとうございます。国家ビジョン研

究会を代表して厚く御礼申し上げます。 

 まず始めに、この委員会の発足に至る経緯についてお話をいたします。 

実は昨年２月の初旬に私は何か胸騒ぎがして、旧知の仲の小長元通産次官を訪

れ「小長さん、仮に日本でチェルノブイリ級の原発事故が起きたらどうします

か？中東で動乱が起きたら原油の確保は難しくなり価格は高騰しますがどうし

ます？」と問題提起しました。そして翌月の 3月 11日、予見していた通り福島

原発事故が発生し、リビアで先ず中東動乱の火が噴きました事実は、皆様ご承

知のところであります。 

 その時に、さすがに小長さんで、即座に「中西さん！外交防衛上の安全保障

も大事だが、エネルギーの安全保障も重要だ！よってエネルギー安全保障委員

会を立ち上げよう。自分は顧問として協力する」との返答でした。そこでただ

ちに関係要路のキーパースンの方々に声をかけ、本日の「ガスエネルギー小委

員会」の母体である「安全保障・エネルギー委員会」が出来たわけであります。 

 

 次に、当委員会の位置づけについて話します。 

今、国家のエネルギー政策の大方針である「エネルギー基本計画」の練り直し

が議論されていますが、東電の改革とか、発・送電分離とか、原発再稼働問題

とか、自然再生エネルギーである風力とか、太陽光とかのベストミックス論が

中心に据えられています。しかし重要な主戦場たるべき議論は、今こそ国策と

して推進されてきた原発に替わる安定性をもった強力な電力源を何に、どこに

求めるか？という課題であります。この課題について、国としては経産省の「総

合資源エネルギー調査会」の「基本問題委員会」に委ねられて議論が進められ

ていることを踏まえつつも、我々は民間のシンクタンクの立場から、独自の提

言を行って参りたいと考えております。その為の議論の場として本日発足の「ガ

スエネルギー小委員会」を位置づけております。 

 

 次に、本委員会のターゲットを簡単に申し述べておきたいと思います。 

もちろんこの点については今後当委員会で皆様の意見を伺いながら煮詰めてい

く必要のあることですが・・・・ 

 ターゲットは一言で要約すれば、誤解される側面もあり、反対意見もあろう

かと思われますが、私は「加工貿易立国」から「資源立国」に国家の基本スタ
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ンスを置き換えろと言いたい！さらに言えば、かって英国のサッチャー首相が、

目先の現象を踏まえた、アラビアンライトを中東から買った方が安いとか、技

術上の困難さやイニシャルコストが大である等の反対論を押し切って進め、英

国を没落から救った北海油田開発プロジェクトにならって、日本版海底資源開

発プロジェクトを国策として打ち出すべきであろうと考えております。 

 狙うのは我が国経済水域に眠る非在来型資源である膨大な量のメタンハイド

レートであります。そしてこのプロジェクトの発進は、エネルギー安全保障上

の問題解決に貢献するのみならず、総合エンジニアリング初め、造船・重工業・

エネルギー産業としての、全国に張り巡らす必要のあるパイプライン等々新た

な産業分野が重層的に積み重なり、相当規模の新規雇用の創出も期待されます。

日銀も積極金融政策としてベースマネーの大幅供給に踏み切らざるをえなくな

り、結果として、デフレからの脱却も見えてくると思います。 

 最後に問題意識として大きな課題は原発再稼働の是非論があります。 

原発稼働の問題意識としては、私は短中期的現実的には原発は止めるべきでは

ないと断言致します。21 世紀の社会は電子社会であり、今安定供給電力源であ

る原発が止まれば、産業界は国際競争力を喪失して不景気が深刻化するのみな

らず、社会機能の神経系統がマヒするでしょう。 

 が、しかしながら最終的には中・長期的には原発はバックエンドコスト等あ

らゆる角度から考えて撤収せざるを得なくなると思います。 

 さらにいえば、後世に、自然界には存在しない、人間の知恵で生み出した核

分裂による凶暴な猛毒をもった使用済み核燃料を先送りする行為は続けるべき

ではありません。学問的な核技術の探求は核融合技術を目指して堂々とチャレ

ンジして行けばよいと考えます。 

 日本国はこのあいだのエルピーダやシャープの社長退任事件で明らかなよう

に、今やパナソニックやソニーなどの日の丸家電も超円高で競争力を喪失し、

自動車初め外貨を稼ぐ力は衰退しつつあります。逆に原発の休止とともにＬＮ

Ｇなどエネルギー資源購入の支出は増大し続けており、貿易収支も赤字になり

つつあります。 

 従って原発に替わる強力にして安定供給可能な、そして外貨を必要としない

電力源である自前の経済水域に眠る膨大な非在来型資源であるメタンハイドレ

ート開発への挑戦は多くの解決しなければならぬ困難があろうとも、何として

も強力に推し進めて行くべきであろうと強調して、私の挨拶に代えます。 
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春田特別顧問挨拶： 

私、2009 年の夏まで国土交通省で事務次官させて頂いておりました。 

国土交通省は大臣が海洋担当大臣ということで海洋開発関係の取りまとめ的な

立場も兼ねておりました関係もありまして、本小委員会でのご審議のお手伝い

をできればという趣旨で特別顧問の名前を頂いたと理解をしております。 

実は日本は海洋国家と言われて、あまり一般国民の中での認識は必ずしも強く

ないかも知れませんが、国土面積は 38 万平方キロ 世界 61位でありますが、海

洋の関係で言いますと、領海、排他的経済水域いわゆる 200 カイリですね 447

万平方キロ 海洋面積で言いますと世界 6位の大国であります。 

今年の 4 月に、前から申請をしておりました大陸棚、いわゆる排他的経済水域

外の水域で大陸棚として認定される水域について国連に申請したところ、諸外

国からクレームもあり申請通りにはなりませんでしたが、大陸棚海域 31万平方

キロが日本の責任海域、管理海域に新規認定編入されることになりました。 そ

れだけ権益が拡がると短絡的に捉える向きもありますが、逆に言えばそれだけ

の海域に日本が責任を持つということ、航行の安全、海洋汚染の防止の他に、

海底資源についてもこれは権利として主張できるだけではなく、むしろどのよ

うに適切に利用開発できるだけかということに責任を果たす立場に立つという

ことだと思います。 

そういう意味でまさに今日、小本委員会を立ち上げ、メタンハイドレートとい

う日本の周辺海域に多数存在している資源をなんとか利用できないかという議

論が始まるということですが、そういうことだけに限らない色々な、日本とし

ての役割の果たし方ということもこれから出てくるのだろうと思います。 

中西代表の話にもありました通り、日本にそれに向かい合うだけの力と体制が

あるのかということになりますと、日本においては 2007 年に海洋基本法が成立

しましたが、国連の海洋法条約が採択発効された後日本が取り組み始めまたと

ころで、まだ緒についたばかりでありまして、中国との間では資源の関係では

逆に後れを取っているのかと批判される状況等もございます。 

色々こういう開発の方法をうまく工夫して、どのように現実に人類として利用

できる形に持って行くのか、それをつなぐ技術、特に造船、海上構造物等を作

ること、それをマネジメントすること、どういう風にそれらを活用していく計

画を作っていくのかということにも日本として力を尽くしていかなければなら

ないと思います。 

実りある議論を期待しておりますし、及ばずながらお手伝いをさせて頂きたい

と思います。 

現下では天然ガスの資源に関しては 2011年震災後原発事故がありまして、前年

比 12%増、計 7800万トンの LNGを輸入しました。 
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2011年度で見ると、実際の輸入価格は 5 兆 4千億円、前年度比 1.5 倍で、実は

2 兆弱余計にお金がかかったということです。 

貿易収支は先年度で 4.4 兆円の赤字であります。何が赤字の原因かは色々計算

の仕方もあろうかと思いますが、少なくとも天然ガスの 2 兆円弱の経済的なマ

イナスの影響があったことも事実であります。 

現実にメタンハイドレートをいつになったら開発利用ができるようになるのか

という問題もありますが、先ほどまさに資源立国というお話がありましたが、

我々もそういうことを念頭に置きながらどういう問題を乗り越えていかなけれ

ばならないかをより詰めていくことが大事だと思っています。 

及ばずながら色々勉強させて頂き、ご協力させて頂きたいと考えて思っており

ますので宜しくお願い申し上げます。 

 

山内委員長挨拶： 

一橋大学の山内でございます。 

私は大学では商学部に属しておりまして、専門としてはビジネスエコノミクス

という、経済学を使って企業とか産業などの分析をするものであります。特に

国とか政府と関係の深い、政策の影響や規制を受けたりという分野を中心に勉

強して参りました。 

春田様が運輸省に在籍されたころ、交通のことを勉強するにあたり大変お世話

になっておりました。 

最近は電気通信や、特にエネルギー分野に傾注しております。 

委員長を拝命しましたが、司会進行役ということで諸先輩のご協力を得たいと

考えております。 

本小委員会の設立経緯については先程詳しく説明がありましたが、私自身も中

西代表と同じ実感を持っております。 

去年の震災以降、日本は今大きな転換期にあると思います。これは皆さんの共

感ではないかと思っておりますし、一番重要な点ではないかと思っております。 

原発の役割がこれからどうなっていくのか、大きな転換期に我々はオープンな

議論する場を設ける、この重要性は非常に大きなものだと思っております。私

も電気、ガスなど、エネルギー全般を見て参りましたが、ここのところ電気を

中心に議論されてきていますが、日本のエネルギーをより広く捉え、そのため

には電力改革なども早急にすることも重要ではありますが、それよりも電気も

含めエネルギー全体の供給体制をきちんと整えて、そのうえで 5 年から 10 年先

をみすえて議論すべき段階ではないかと思います。 

そういった意識をもって本小委員会を進めて参りたいと思っております。 

特に（政府におきましても）ガス事業につきまして、私もお手伝いを致してお
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りますが、エネルギーセキュリティ、燃料転換を含めて新しい施策を打ち出す

べく議論をしております。6月末頃にはそちらの議論もまとまると思います。 

この小委員会と問題意識は非常に近いところでありますので、日本のエネルギ

ーセキュリティを考えるときに、ガスエネルギーを如何に展開していくか、そ

のためにパイプラインも必要でありますし、こういったことを念頭に置いて議

論しておりますし、この小委員会の議論も合わせて結論に持って行きたいと思

います。 

みなさんのご協力を得ながら良い成果を残したいと思います。 

ご協力宜しくお願いしたいと思います。 

 

 

山内委員長： 

それでは、産業技術総合研究所メタンハイドレートセンタ長の成田さんから 

「メタンハイドレート開発の現状・見通」と題してご発表をお願い致します。 

 

成田委員： 

（簡単な産業技術総合研究所、自身の経歴などの披歴のうえ） 

「「メタンハイドレート開発の現状・見通」についてＰＰにより発表 

（詳細はＰＰご参照）。 

 

山内委員長： 

有難うございました、それではご質問をどうぞ。 

 

中西代表理事： 

３．１１以前に策定されたＭＨ（メタンハイドレート）開発計画を speed up

すべきと思う。 政界にも動いて貰って予算規模を大幅に拡大すべきと思う

が如何ですか。 

成田委員： 

speed up しかるべきと思うが今のところ目立った動きはない。予算もです

が、人材が不足している。目下人材育成中だが充分でない。残念なのは、石

油開発会社が様子見の状況である。ＭＨは現時点生産出来るか分からない資

源ですので、石油開発会社の態度は仕方ないと思う。そのためには海洋産出

test の成功が必要である。 
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隈元委員： 

東部南海トラフの原始資源量が約１兆㎥、昨年の我が国の天然ガス消費量は

約１０００億㎥、 従って原始資源量ベースで約１０年と理解しています。

一方シュールガスで原始資源量からの回収率が２０％台と聞いたことあり

ますが、ＭＨについて原始資源量からどの程度回収率を専門家の方は想定さ

れていますか？ 

また、実際の回収率はいつごろわかるのかについてご指導ください。 

成田委員： 

減圧方式では地層の温度、熱の capacityが重要な要素となります。 

フェーズ１の解析結果では、１３度のＭＨの地層の場合は６０％の回収率、

１０度のＭＨ地層の場合は３０数％の回収率が期待される。出来るだけ深い

海の海底下にあるＭＨ地層をターゲットとすれば、より大きな回収率が期待

できる。そこは圧力が高く、温度が高い処までＭＨが存在しているからであ

る。 

減圧法の確実性を確認しようというのが今の段階です。 

実際の回収率の判明時期は２０１５年頃、ないし少し遅れるかもしれない。 

 

宗国委員： 

水の量と水処理に関してお教えください。 

成田委員： 

水の量は体積比で ガスの 1/100~1/200.である。 

    特に害となるような物質が含んでいるとは想定できない。海洋に投棄出来

る水処理の条件を踏まえながら、今後の水処理の対策を考える。今度の海

洋産出試験では“地球”をつかい、その船上で大きな水タンクを用意、そ

こで水処理をする予定。 

 

春田特別顧問： 

水平掘り技術等で成功をしているシュールガスの事例をみると、ＭＨの取り

組みを加速、具体化するために、研究的手法と海底下をたくさん掘っている

技術等の現実的知見をドッキングする必要あるのではないか。 

成田委員： 

 おっしゃるとおりです。そのために産総研とＪＯＧＭＥＣ(旧石油公団)が

連携していて産総研が基盤分野を受け持ち、ＪＯＧＭＥＣは石油開発会社

などに委託して探査、生産技術の開発並びに 資源評価を行っている。石

油開発の専門企業が入っていないというわけでない。企業は井戸１本、２

本では何も分からないという態度であるので、掘削井、生産井をたくさん
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掘り企業を説得する必要がある。 

鶏と卵の関係であるが それには予算がいる。 

 

中西代表理事： 

２１世紀は水素の時代と言われているが、ＭＨから水素を抽出する可能性は

ありますか？ 

成田委員：  

メタンから水素を製造する技術は確立されています。これが世界で天然ガス

から水素を作っているメインの方法です。 

 

引頭委員： 

カナダの陸上産出テストの知見と今回の海上産出テストの関係並びに南海

トラフにおいて地震を誘発する可能性の有無について教えてください。 

成田委員： 

カナダの陸上産出テストは今回の計画の一環としてすすめた。良い方向の結

果としては減圧法が生産手法として実証できた。連続生産が確認できた。あ

る程度我々の simulation予測と生産が一致していた。 

地震に関して、地層に流体を注入した場合は地層の圧力が高くなって活断層

を刺激して望ましくないが、今回の減圧法は地層の間隙圧を高くするわけで

はないため、活断層への刺激は少ないと思われる。また、プレートから横方

向、縦方向の距離が離れている。縦方向に関しては震源域は通常２０～３０

ｋｍであるが、掘る場所は海底下３００ｍ程度と離れている。 

横方向も離れているので、地震を誘発する可能性は少ないのではないかと考

えています。 

それよりも地滑りに関してはいろいろ議論がある。どのくらいの傾斜の所ま

で開発対象としてふさわしいかの基準を作る取り組みになっている。 

 
宗国委員： 

ＭＨ開発に日本の資源開発企業が未だ参入していない由だが、海外のＭＨ研

究開発とのスピード感はどうか？ また、海外とのタイアップの可能性は如

何？ 
成田委員： 
 米国企業ではコノコや BP、メキシコ湾を対象にした開発において最も力を

入れているにはコノコフィリップスと思われる。しかし、米国はオバマ政権

になってスピード感はなくなっている、政策によるものと思われる。 
タイアップについては、日本のエネルギー政策に関わる問題であり、現在の 
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日本の技術的な優位性を保持したままで、どのようなタイアップを考えるか

の問題となる。但し、メジャーに本気を出されたら、あっと言う間に日本の

優位性は失われてしまう可能性はある。タイアップは政治の世界の問題であ

ろう。 
 
島村委員： 
井戸を掘る密度はどのくらいになるのか？ 

成田委員： 
ある意味厳しい問題のご質問を頂いた。 
井戸を中心に半径２００ｍ程度となろう。ＭＨの産出には多数の井戸を掘る

必要があることが一つの特徴であるが、掘削の簡略化なども経済性向上のた

めの課題となろう。 
 
島村委員： 
ガスが地層（キャップロック）を突き破って上昇する可能性は如何？ 

成田委員： 
減圧法なので漏洩の可能性は低い。仮に上昇したとしても、海底の温度・気

圧からガスが再びメタンハイドレートとなってしまうのでガスとして上昇し

てくる可能性は極めて少ない。 
 

島村委員： 
配管の中で再びハイドレート化することはないのか？ 

成田委員 
大変重要な問題です。ガスの滞留を防ぎ、再ハイドレート化を防ぐことは生

産障害の重要な課題。そのための工夫が必要。 
 

山内委員長： 

他に質問はございませんか、それでは時間との関係もありますので、この辺

で本日の会は終了します。ご協力を有難うございました。 
                                   以上 
  


