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第１回海洋産出試験の概要

When? （いつ？） What? （何をするのか？）When? （いつ？）

2012年度に生産試験を実施予定

Where? （どこで？）

What? （何をするのか？）

浮遊式の掘削リグを用いて、約1週間～1ヵ月の
期間、数千～万m3／日のガスを生産する

H ? （ど ように生産する か ）東部南海トラフ海域で実施予定 How? （どのように生産するのか？）

減圧法（地層内の圧力を下げることによって、メ
タンハイドレートを水とガスに分解する手法）に
よる生産を実施予定よる生産を実施予定
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③地層内の圧力が低下する

④メタンハイドレートがガスと水に分解する

①ポンプで生産井内の水を汲み上げる
②生産井内の圧力が低下する

ガス

水

孔隙充填型のメタンハイドレートを
含む砂試料（東部南海トラフで採取）

パーフォレーション孔
（地層から坑内に水と
ガスを引き込む）

海洋産出試験の概念図
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メタンハイドレート層

⑤ガスと水が生産井に流入し、生産される

水

減圧法の概念図
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更新統前弧海盆の砂泥互層

上総層群（房総半島）上総層群（房総半島）
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地震と断層地震と断層
ほとんどの地震は急激な「断層運動」による。例外：火山性地震、地下核実験など。

「断層」とは地層、岩石のずれ、食い違い。食い違いは、地中で「面」。地表では「線」。断層」 層、岩 ず 、食 違 。食 違 、 中 面」。 表 線」。

断層運動：岩石が破壊して食い違うこと。大きな地震は大規模な断層が動いた結果。

基本的に同じ断層が繰り返し動く。つまり繰り返し地震を起こす。既存の弱線が最も弱く、
壊れやすい。

断層運動を起こす原因の大元はプレート運動、それに伴う隆起、沈降、圧縮、展張等（地
殻変動）。

岩石のずれ方（メカ ズム）によ て3種類に分類する岩石のずれ方（メカニズム）によって3種類に分類する。
正断層（展張場）、逆断層（圧縮場）、横ずれ断層（水平圧縮、展張）。

地震の起きる場所（構造的な位置 応力場）により 断層の種類が決まる （例外あり）地震の起きる場所（構造的な位置、応力場）により、断層の種類が決まる。（例外あり）
（沈み込む）プレート境界型地震（逆断層）、プレート内地震（正断層）など

大きな地震断層は 活動史が調べられており 断層の規模 繰り返し頻度 最新の活動か
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大きな地震断層は、活動史が調べられており、断層の規模、繰り返し頻度、最新の活動か
ら、次に地震が起きる（断層運動をおこす）確率が計算されている。

地震と断層地震と断層

正断層

横ずれ断層

逆断層逆断層
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地震調査研究推進本部「地震がわかる！」より



プレートテクトニクスの概念プレートテクトニクスの概念
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地震調査研究推進本部「地震がわかる！」より

日本周辺のプレート分布日本周辺のプレート分布

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2007/tokushu/p033.html
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断層運動の累積で岩体が移動

日本地質図（産総研）

地震調査研究推進本部「地震がわかる！」より
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応力と地震応力と地震
σ1：最大主応力 応力配置と岩石の破壊

広域応力場

σ3：最小主応力

σ2：中間主応力

正断層 横ずれ断層
逆断層逆断層

Zoback et al.(1989) Nature

坑壁の崩壊から広域応力場

Soliman & Boonen (2000) J.Petrol. Sci. Eng.
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After Lecture Notes by Professor Ramón Arrowsmith, Arizona State University
http://activetectonics.la.asu.edu/Structural_Geology/Lectures/
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誘発地震の可能性？誘発地震の可能性？

１）http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20120218/dms1202181446009-n1.htm
巨大地震を誘発か！愛知沖“新資源”掘削に専門家警告 2012 02 18巨大地震を誘発か！愛知沖 新資源 掘削に専門家警告 2012.02.18

武蔵野学院大特任教授の島村英紀氏（地震学）は、「人造地震」の危険性を指摘する。

「掘削が直接、大地震を引き起こすことはまずない。しかし、すでに蓄積された地震エネル
ギーを刺激し、誘発することはあり得る。８０年も地震がなかった米コロラド州では１９６２年、
圧力をかけた地中への廃水処理が地震を頻発させた。２００４年の新潟中越地震は天然ガ
田 の作業が引き金を引いたという説もある 南海トラ は大津波をともなう地震を起 すス田での作業が引き金を引いたという説もある。南海トラフは大津波をともなう地震を起こす

場所だけに、慎重に検証すべきだろう」

宝永地震では最大２５メートル超の大津波が発生した 政府の中央防災会議は宝永地震と宝永地震では最大２５メートル超の大津波が発生した。政府の中央防災会議は宝永地震と
同じような地震が発生すると、死者は２万５０００人を上回ると想定している。こんな震災を海
底開発が誘発するのは、たまったものではない。

メタンハイドレート開発を管轄する経産省の資源エネルギー庁は、「今回の試掘は水深１０
００メートル程度の海底面を３００メートルほど掘り進めるもの。大きな地震は深さ１０キロ以
上で起こるため、地震を発生させるとは思っていない」（石油・天然ガス課）と強調した。
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歴史上の南海トラフ海溝型巨大地震

地震調査研究推進本部「地震がわかる！」より

南海トラフ海域では、「メタンハイ
ドレートの開発」がなされるかどう
かにかかわらず いつ地震が起かにかかわらず、いつ地震が起
きても不思議ではない。
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第21回開発実施検討会資料（H24.3.30)
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東部南海トラフの地形東部南海トラフの地形

海洋産出試験実施地点

第２渥美海丘
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南海トラフ地震発生帯科学掘削計画

海洋産出試験実施地点

http://www jamstec go jp/j/about/press release/20101213 2/#z1
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http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20101213_2/#z1



東海沖の海底活断層（東海沖の海底活断層（19991999））
里
、

37
km

海洋産出試験実施地点

20
海
里

東海沖海底活断層研究会 (編集)

東京大学大気海洋研究所 芦寿 郎准教授
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東京大学大気海洋研究所 芦寿一郎准教授
http://ofgs.aori.u-tokyo.ac.jp/~ashi/seep.html

第20回開発実施検討会資料（H23.8.2)
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第20回開発実施検討会資料（H23.8.2)
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第19回開発実施検討会資料（H23.3.29)
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第19回開発実施検討会資料（H23.3.29)
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第21回開発実施検討会資料（H24.3.30)
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ハイドレートからのガス生産によるハイドレートからのガス生産による
誘発地震リスク評価誘発地震リスク評価

○ハイドレートからのガス生産では、間隙圧が減少し未固
結堆積層の圧縮が課題となるが、そのリスクの評価、対応

震震

○南海トラフにおけるメタンハイドレートからのガス産出に

結堆積層の圧縮が課題となるが、そのリスクの評価、対応
は可能である。

○南海トラフにおけるメタンハイドレートからのガス産出に
よる断層再活動ポテンシャル評価がMH21によりなされた
（Qiu et al., 2012、OTC22890）。ハイドレートからのガス, 、

生産により、未固結地層が急速に圧密を受ける影響を評
価。掘削・検層、コア試料、 3次元地震探査データを用いて

地質力学 デ を構築 シ シ よりガ 生産地質力学モデルを構築し、シミュレーションによりガス生産
の影響を調べた。断層の再活動性の評価は、せん断応力
と全せん断強度の比で定められる すべりポテンシャルと全せん断強度の比で定められる、すべりポテンシャル
（Slip Potential）を用いて行った。
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その他の地質学的問題

地球温暖化
メタンは温室効果ガス（温暖化係数 21 ）であり、ハイドレート中のメタンは地球規模

気候変動の大きな要素の一つ気候変動の大きな要素の つ

氷河期の海水準の低下による圧力低下で大量に分解して、氷河期を終わらせた？

温暖期の海水準の上昇による水温上昇で大量に分解して、温暖化を加速した？

現在は温暖期であり、北極地域の永久凍土域地下のハイドレートの分解による温暖現在は温暖期であり、北極地域の永久凍土域地下のハイドレ トの分解による温暖
化の加速が懸念されている。

海中でのガス漏洩 MH21で検討。海洋産出試験時にモニタリング予定。
メタンは急速に海水に溶解、拡散
生物への影響（評価中、ほとんどない）

生産水 MH21で検討。法規に従って処理

地盤沈下 MH21で検討。海洋産出試験時にモニタリング予定。
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