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Ⅰ報告書作成の経緯と目的

２００９年から開始された国のメタンハイドレート（ＭＨ）海洋産
出試験の動きに呼応して、 国家ビジョン研究会は安全保障・
エネルギー委員会の下に２０１２年５月にガスエネルギー小委
員会をスタートし、２０１３年１月まで８回に亘って、ＭＨの国家
エネルギー戦略としての重要性、今後の展望等につき幅広く
議論を行った。その活動と提言は広く関係各界に評価された
ことに力を得、更に商業生産化の道筋について検討を進める
必要性を認識し、関連分野から幅広く専門委員を招聘し２０１３
年７月にＭＨプロジェクト委員会を新たにスタートした。

２０１４年７月までの７回に亘る委員会での議論、知見などを
委員会事務局で集約し、その結果をベースに、最終的に国家
ビジョン研究会の提言としてまとめるものである。



Ⅱ 堤言

２．１ 我が国独自のMH生産技術開発の推進

２００１年から国がMHの埋蔵量調査を開始し、日本の経済水
域には国内需要の約１００年分のメタンガス埋蔵量があるとの
推定が得られた。２０１３年３月の第一回海洋産出試験の結果
は、事業化の可能性を強く示唆している。わが国の将来のエネ
ルギー政策の確立、及び貿易収支の健全化、外交上の優位性
確保のためにも早期に事業化の可能性を見極めることが最重
要課題となった。
海底でのＭＨ生産方法としては有力とされる減圧法など

様々な方法があるが、世界でも未だ実用化されていない。これ
の技術開発は将来の安定的生産を保障するばかりでなく、その
基礎技術と運用のノーハウ確立は、人材の育成、海外でのＭＨ
並びに従来の石油、天然ガスの生産事業展開における国際競
争力を強化する。したがって我が国独自のＭＨ生産技術を確立
すべきである。



２．２ 事業化に向けた設備や推進体制の確立
既存の調査船の活用で対応出来たこれまでの調査段階から、
実証的な実用化可能性の確認段階に移行するには、長期に現
場でデータを収集し、技術を集積、システム化できる専用設備の
建造・運用が必須である。また事業化のための専用設備の建造、
MH生産技術の独自開発には、多岐にわたる産業や技術分野か
らの参加が求められる。
したがって国を挙げた産官学連携の受け皿を構築して推進す

る必要がある。 また事業化を効果的に推進するためには、総
合的な工程の設定と調整および評価を行う省庁横断の中央司令
塔が必要である。



２．３ メタン化学の研究開発促進
石油化学工業の原料は、従来の石油を原料とするナフサ
から、コストや環境面で優位とされるシェールガスなど天然
ガスに移行している。米国などでは化学工業の再活性化を
目指し、大規模ガス化学コンビナートの建設が活発化して
いる。
天然ガスは８０％-９０％がメタンガスで構成されるが、メタ
ン分子は化学的に非常に安定しているため、化学反応を起
こさせることが難しく、燃料としての利用が大半を占める。現
在のガス化学では、天然ガスに含まれるエタンやプロパン
などの利用が伸びつつあるが、メタン成分の利用は本格化
しておらず、全世界で研究が進められている段階である。わ
が国はこの研究（触媒化学）において世界トップレベルにあ
り、メタンの化学工業原料化に向けた研究が推進されてい
る。次世代の化学工業の幕を開け、これまでの研究成果を
工業化するには、大きな開発資金が必要であり、国が強力
に支援すべきである。



Ⅲ. 各論

３.１ MHの国家的な重要性と意義

（１）ＭＨガスは2001年から始まった調査により、日本の経済水域に約１００年分
の埋蔵量があると推定されている。ＭＨガスの工業生産が出来れば、我が国が純国産
で入手できる唯一の大きな天然エネルギー資源となる。

一方で 天然ガスの価格は国際情勢の変動に大きく左右され近年は海外価格との
乖離が著しかった。この不利な価格構造を転換させるため官民で様々な努力が試みら
れている。ＭＨの国産化によって我が国のエネルギー政策を安定させ、安価な資源確
保と貿易収支の改善が図られよう。さらにエネルギー安全保障や外交上の観点からも
、ＭＨの国産化は国として最重要課題である。

（２）原子力発電の利用は長期に亘って比重を下げながら、将来の安全な制御可
能な革新的エネルギーの技術開発に注力すべきである。数十年前に現在の技術を予
測し得なかった経験から考えると、数十年後には革新的な新エネルギーが得られると
考えても不思議ではない。

（３）我が国自前のＭＨは新エネルギ—への転換までの有効な資源として重要な位
置づけをすべきである。また、ＭＨ国産化は国際貿易赤字の大きな原因である海外か
らの天然ガス等の資源輸入の減少に寄与する。



（4）これまでの化学工業は、原油を粗精したナフサを原料としてきた。我
が国でも石油輸入量の20％近くを占めているが、米国では国産のシェール

ガスが安価に入手できること、および有害産業廃棄物が少なく環境にやさ
しいことから、天然ガスを原料とする化学工場の建設が活発化している。世
界的にもエネルギー資源の石油から天然ガスへの移行に合わせ、化学工
業の主役も石油からガスへの移行を指向している。

シェールガスなどの天然ガスは、その主成分の８０％－９０％がメタンであ
る。しかし、メタンは非常に安定した物質であり、化学反応させるのが難しく、
化学工業原料としては他の天然ガス成分のエタン、プロパン、ブタンなどの
利用に留まっている。こうした状況下、世界的にメタンを化学反応によりエ
チレンやベンゼンなど化学工業原料として使える物質を経済的に合成する
技術の開発に力がそそがれつつある。

我が国のこの分野における研究レベルは、最も重要な触媒の開発など
技術において世界トップであり、プロピレン、ベンゼンなどの合成技術を開
発する成果が上がっている。ただしその工業化には試作プラントの建設等
で百億円程度の開発投資が必要との試算もある。

国が進めるＭＨプロジェクトには、エネルギー利用だけではなく化学工
業分野の開発を含めた総合政策が必要である。メタンの化学工業化に対
する技術開発を国が支援し、国際競争力のある産業創出を目指すべきで
ある。



３．２ 事業化のための課題と国の研究開発費の必要性

（１）掘削設備の建造と独自の採掘技術開発

MHガスの生産は減圧法により、理論的にあるいは短期的な実地試験により

可能であることは実証された。しかしながら事業化するには今後長期に安定的、
経済的に生産が可能か否かを、色々な条件下で実証することが必須である。ま
た減圧法に加えて加熱法や二酸化炭素置換法等も併用する可能性の追及も必
要である。

これらの実証データを取得するには現場において長期の掘削設備の連続運
転が不可欠であり、専門の掘削設備と採掘技術が求められる。従来のように多
目的に使う地球観測船などの借用や一時的な利用では試験設備の長期連続
運転や柔軟な試験環境の変更などが困難であり、事業化に目途をつける実証
データの取得も難しい。また、独自のMH採掘技術開発のためには、技術の有

効性を実地において検証し、全体のシステムとしてノーハウを完成させ、人材育
成を行う必要があり、専門掘削設備はこの目的のためにも必要である。

ＭＨの採掘に特化した設計の海上設備を作る必要がある。建設費は数百億
円になるという試算もあり、民間が負担するにはリスクが大きすぎる。



（２） 採掘技術の現状と国産化の必要性

ＭＨを工業化するプロセスは、大きく分類して、探査、採掘、運搬、貯蔵、加
工、利用となる。このうち採掘プロセスだけは国産技術が無く、専ら海外技術
に依存している。例えば2013年3月の試掘時使用した世界最大の高性能船

｢ちきゅう｣の船上掘削設備は全て海外メーカからの輸入であり、国産品はほ
とんど使われていない。我が国は海外において非常に多くの石油や天然ガス
掘削設備を受注し建設或いは運用しているが、その現場において採掘技術
は全て海外技術である。我が国に本格的な地下資源の掘削需要が殆ど無
かったため、この技術は国産化されなかったことが海外技術依存の理由であ
る。

海底下のＭＨを採掘するための減圧法などは、まだ世界で実用化されてお
らず、多くの開発課題を抱えていることが2013年3月の試掘結果においても

確認されている。採掘技術には、切削ビット、汲み上げ用水中ポンプ、井戸か
ら海上への輸送システム、気体と水の分離、砂の流入防止、各種センサー、
安全対策など広い範囲に亘る技術をシステム化する必要がある。

国が進めるＭＨプロジェクトでは、従来の石油掘削・生産技術を使用しつつ
も世界最初の減圧法等の実用化開発を目指すべきであり、海外の力により左
右される懸念の無いＭＨ工業化体制を確保すべきである。また開発したMH

採掘技術と育成した人材により、海外での資源採掘事業における競争優位性
を確保すべきである。



４. MHの国産化による経済効果（中期展望）

ＭＨ国産化における我が国全体の経済波及効果を予測するために、２０１６

年から徐々に試験掘削による試験産出を始め２０２０年までに当初の１６８％の

生産を達成すると仮定した場合の、マクロ経済シュミレ―タＤＥＭＩＯＳによる２０

２０年までの中期予測結果は以下のとおりである

（１）ＭＨの国産化によって2020年の実質GDPは、３．９兆円（0.6％）、雇用は、
約10万人の創出となる。

（２）財政支出は、僅かながら改善し、政府の債務残高のGDP比率は、１％改善
する。

（３） 天然ガス価格は２０％低下し、ガス消費が増加する。石油化学原料か
らガス化学原料へのシフトが始る。自動車燃料として水素使用が増加（燃
料電池車）する。
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添付資料

メタンハイドレートの国産化の中期展望：ＤＥＭＩＯＳによるシミュレーション分析

２０１４年 ６月７日 宍戸駿太郎・黒川基裕

①まえおき

２００８～９年の世界金融不況の後遺症からの回復がまだ低迷する中、日本経済の経済安全保障が注目されている。食糧

自給率４％（カロリー換算）、エネルギー自給率７％前後の脆弱性は、たとえ世界最強の対外債権残高と技術
力を誇っていても、有事の保障は十分ではない。

今回は国家ビジョン研究会のエネルギープロジェクトの一環として、エネルギー安全保障の主柱であるメタンハイドレ
ート（ＭＨ）の国産化の可能性をマクロ・セクターの両面から取り上げることとした。

②国産化の意義

化石燃料中、クリーンで、国産化の潜在力の高いエネルギー源として、また在来型の石油化学原料に代わるガス化学原

料として、ＭＨの国産化効果、特に海底潜在力の実現化の可能性をＤＥＭＩＯＳのシミュレーションで測定す
る。

期間は２０１４～２０２０年の年間の中期的効果で以後の長期効果は、この中期効果の延長線上である可能性について
想定する。この点は最後に追加する。

③中期の前提条件と分析結果：

２０１３年に発足したアベノミクスは同年９月に決定し、２０１４年４月に実施した消費増税（５→８％）は２０１５

年１０月に追加増税（８→１０％）が行なわれると想定する。

世界経済は世界不況から徐々に回復軌道に乗って推移する。

日銀による積極的金融政策の持続、財政支出は緩やかな拡大基調（２０２０年のオリンピック含み）をたどると想定す
る。

ＭＨについては、２年の準備期間のあと、２０１６年から徐々に海底掘削・採取のテンポをたかめ２０２０年までに
168％の生産増を達成する。

政府・自治体は経済安全保障という国策的視点にたってＭＨの海底資源開発に強力な支援を行い、合わせて内需の拡大
というアベノミクスの第３の矢：成長戦略に貢献する。

具体的には、政府と自治体による支援（港湾施設・パイプライン輸送の助成、水素供給・ガス化学振興への金融支援、
など）を積極的に国土全域にわたって展開する。



④この結果：

ガスの価格は２０％の低下と家計のガス消費の増加

石油化学原料からガス化学原料へのシフト、自動車輸送の燃料のうち水素エネルギーの使用の増加（燃料
電池車）

マクロ経済では、2020年の実質ＧＤＰは、3.9兆円（ 0.6％）、雇用は約10万人の増加となる。

財政収支は僅かながら改善し、一般政府の債務残高・ＧＤＰ比率は１％減少する。

注目すべきは地球温暖化効果で、ＣＯ2排出量は全期間で改善（減少）している。

⑤長期展望：

以上に見たＭＨの国産化の中期展望は、第1段階での序走期間の試験的走行であり、2020年代ではその国

産化が加速する可能性は大きい。2020年でのＭＨの国産化率はまだ５％程度にとどまっているが、内外の

ＭＨやシェールガスの開発テンポが加速化しつつある世界の現状を考えると、2030年末には国産化率は40

ないし50％へと上昇する可能性は大きい。この場合、ガス化学工業の拡大、水素利用の本格化など、産業

技術とその利用の両面での革命的展開が予想される。今回ＤＥＭＩＯＳのシミュレーションはその革命の
萌芽と我が国の経済安全保障への実験としても示唆するところは大きい。

（以上）
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