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はじめに
現在国のプロジェクトとして技術開発が進めら

れているメタンハイドレートについてはすでにさ
まざまな報道がなされており、そんな言葉は初め
て聞くという方は少ないであろう。日本近海だけ
でも相当の埋蔵量があると推定されるメタンハイ
ドレートを採掘・商用化できればわが国は一気に
エネルギー自給国になるのも夢ではない、しかし
技術的・コスト的な壁はまだ厚い…と、おそらく
この程度の認識はすでに多くの読者がお持ちのは
ずで、それは筆者としても同様である。

当然、知りたくなるのはその先の見通しであ

る。「採掘上の技術的ハードルはどの程度高いの
か？　技術的課題が解決される可能性はあるの
か？」「仮に技術的に採掘可能になったとしても商
業的には？　メタンハイドレートは燃料としてコ
スト競争力があるのか？」

これらの評価・見通しについては、現状では誰
にもはっきりしたことは言えないというのが本当
のところであろうが、だからこそと言うべきか、
現在はさまざまな人がさまざまな見解を述べ合っ
ており、その幅は「有望」というポジティブ派か
ら「絶対ムリ」というネガティブ派まで極端に分
かれている。

メタンハイドレートの
実現可能性に関する “中間的” 考察
—夢の “近海産エネルギー資源” はモノになるのか？ならないのか？—

Point
❶  日本周辺の海底に眠るエネルギー資源として、メタンハイドレートへの注目が高まっている。政府

のメタンハイドレート開発 PJ はすでに第 2 フェーズを迎え、2018（平成 30）年には商業化に
向けた準備を終える予定になっている。

❷  しかしメタンハイドレートはその埋蔵量も部分的に推定されている段階で、産出技術の確立もまだ
その途上にある。ましてやコストについてはさまざまな仮定条件に基づいて試算するしかないため、
その評価もポジティブなものからネガティブなものまで極端に差がある。

❸  本稿ではどちらかの極端に偏ることなく中間的なシナリオを仮定しながら、メタンハイドレートの
有望性を検証したが、その評価も天然ガス輸入価格などの外的要因で大きく左右される。

❹  求められるのはそういった環境変化に一喜一憂することなく、「いずれ化石燃料は逼
ひっ

迫
ぱく

する」とい
う長期的前提に立った継続的技術開発であろう。

産業技術
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むろん、今の段階では「どちらの見解が正しい」
と判断することはできないが、かといって「さま
ざまな見方がある」でまとめるだけでは芸がない。
そこで、本稿ではどの見解を採用するかといった
方法ではなく、特に見解の差が大きい技術的有望
性や経済性評価などについて「ネガティブ派とポ
ジティブ派の間で極端に離れた評価の “中間的な”
シナリオを想定してみる」という設定でメタンハ
イドレートの将来性を考察してみたい。

メタンハイドレートの開発の概要
メタンハイドレート（以下、本稿では MH と略

す）の開発は現在、国プロジェクトとして進めら
れている。国が実施する背景には、現段階で民間
企業だけで進めるにはリスクが高すぎる開発と見
なされていることがあるが、その「リスクの高い
開発プロジェクト」は 2001 年度にフェーズ 1 か
らスタートし、現在はフェーズ 2 に進んでいる

（図表 1 参照）。開発の主体は（独）石油天然ガス・
金属鉱物資源機構 -JOGMEC- などが中心になっ
て組織された MH 資源開発研究コンソーシアム

（以下、本稿ではコンソーシアムと略す）である。
フェーズ 2 では「実際に日本近海で産出してみ

る」という海洋産出試験が開発事業のメインになっ
ており、実際に 2013 年の 3 月に実際に渥美半島
～志摩半島沖で産出試験が実施されたというのが
これまでの MH 開発の大ざっぱな進捗状況である。

そもそも埋蔵量はどのくらいあるのか？
日本近海に豊富にあると言われる MH である

が、そもそもどのくらいあるのか？　もっと端的
にいえば日本のエネルギー需要をどの程度賄える
のか？　これがまだはっきりしたことは分かって
おらず、マスコミ等でも「100 年分」「いや地中か
ら噴出しているから無尽蔵」とさまざまな見解が
述べられているが、現段階で資源量調査がなされ、
ある程度埋蔵量の目安がはっきりしているのは東
部南海トラフ海域の原始埋蔵量（単純に “地下に
埋まっている量” で、技術的に採掘可能な量とは
異なる）が 1.1 兆㎥ということである。これを
LNG に換算すると約 8.4 億 t となる。

後で詳しく触れるが、わが国の LNG 輸入量は
現在大体年間 8,000 万 t といったレベルなので、
単純計算すればほぼ 10 年分ということになる。
ただ、これは東部南海トラフだけに限った原始埋
蔵量であるから、日本近海全部で考えればその量
はもっと多いと考えるべきであろう。さすがに「地
中から吹き出しているから無尽蔵」というのは極
端であるとしても、日本近海全て合わせて東部南
海トラフの 1.5 倍や 2 倍というのは面積比で考え
ても少なすぎる。ここは中間的シナリオとして
ざっくり「東部南海トラフの 10 倍」と仮定しよ
う。東部南海トラフだけで「10 年分」、日本近海
にある MH の原始埋蔵量がその 10 倍であるとす
ると、これまた単純計算でわが国の天然ガス輸入

図表 1　MH 産出プロジェクト実施スケジュール
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出所：メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム
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量の 100 年分ということになる。100 年分なら「こ
れはすごい」と誰もが考える量であろう。

だが、上述のようにこれは「埋まっている量」
であって、技術的に取り出し可能な量ではない。
問題はそのうちどの程度が技術的にエネルギー資
源として産出できるかだが、これは現在のところ
では確たる手がかりはないと言っていい。しかし

「中間的シナリオ」で考えるという本稿の考え方に
沿って、ここは文字通りの中間、すなわち「原始
資源量の半分、すなわち 50% が技術的可採埋蔵
量」と仮定しよう。すると取り出せる MH の量は
わが国の LNG 輸入量の 50 年分ということにな
る。これを長いと考えるか、短いと考えるか？

北海油田は 1975 年に生産を開始し、2000 年代
初頭にピークを迎えたとされるが、現在は新油田
発見より既存油田の枯渇の方が速いスピードで進
んでおり、2020 年代には多くの油田が生産停止に
至るのではないかといわれている。実際、英国は
1981 ～ 2005 年までのあいだ原油輸出国であった
が、それ以降は現在に至るまで輸入国である。そ
う考えると英国が北海油田で原油を自給自足でき
た期間は 30 年程度、その前後は北海油田が英国
の「エネルギー輸入量削減に貢献した」と言えそ
うである。

MH の場合は原油と違って「ガスだけ」であるか
ら、石油化学原料としての魅力は乏しいが、輸出
などという “大それた” ことを考えずにそのガスを
自国で消費し、先の仮定通り LNG 輸入量の 50 年
分、言い換えれば約半世紀にわたって天然ガスを
自給自足させてくれるのであれば、エネルギー資
源量としては「掘る価値あり」と考えて良いであ
ろう。

技術的には可能なのか、不可能なのか？
次の問題は採掘技術である。前項で述べた技術

的可採埋蔵量 50 年分という仮定は、その文言が
示す通り、採掘可能な技術があっての話であり、
技術的に不可能というのでは話にならない。MH
は海底あるいは海底下の地層に低温・高圧状態で

氷の結晶に閉じ込められたメタンガス、俗にいう
「燃える氷」であるから、取り出すには温度を加え
るか、圧力を下げる必要がある。掘り当てればあ
とは勝手に自噴する従来型の原油や天然ガスの採
掘技術を単純に当てはめることはできず、高度な
技術開発が要求される。

MH の採掘技術は大きく分けて上に挙げた二つ
の原理に沿った加熱法と減圧法がある。加熱法で
は過去の産出試験で温水循環法が試されたことが
あるが効率が悪く、採掘技術は完全に減圧法が本
命となっている。昨年 3 月に行われた開発フェー
ズ 2 の山場、海洋産出試験に際しても用いられた
のは減圧法であった。

太平洋側の MH は海底上にある「表層型」では
なく海底下の地層中に存在している「砂層型」で
あることから、減圧法も砂層型 MH の採掘を前提
に開発された技術である。原理は図表 2 の通り
で、ポンプの吸引で減圧を生じさせ、MH をガス
と水に分解しながら吸い上げる。この際、MH 分
解の吸熱反応で温度が低下し、周囲から顕熱（地
熱）が供給されるため、この熱が MH 分解をさら
に継続させ、連続的生産が可能になる。

こういった海底地層からの MH 産出はもちろん
世界に前例のないもので、今回の海洋産出試験は
いわば減圧法という技術の、まさに実証試験だっ
たといえる。

産出試験は当初は 14 日間にわたってガス生産
を行う予定であったが、地層内で予想以上の出砂
が発生したことによる技術トラブル等のために試
験は 6 日、ガス約 12 万㎥を生産した時点でス
トップしてしまった。この結果に対しては「おお
むね成功」というポジティブ見解から「失敗」と
いうネガティブ見解までさまざまあるが、どちら
の極端にも寄らずに中間的なシナリオを描くとい
う本稿の趣旨で考えれば、この海洋産出試験の結
果は「減圧法の有効性は確認できたが今後の技術
的課題は多い」といったあたりの評価になろうか。

少なくとも技術的に不可能ではない。減圧法が

メタンハイドレートの実現可能性に関する “中間的” 考察
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MH 生産に有効であることは今回の産出試験で確
認はできたが、一方で「海底油田開発と基本的に
は似た技術なのだから MH の採掘はそれほど難し
くはない」といった楽観論が当てはまらないのも
また確かであり、今後の技術的ハードルは多い。

特に今回の海洋産出試験を途中でストップさせ
た原因である出砂が克服されないことには安定し
た MH 操業などあり得ない。また、減圧法が原理
的に有効であるとしても、商業生産のためにはそ
れに見合うだけの生産効率が求められる。1 本の
井戸でできるだけ広い範囲の MH を産出するよう
な生産効率アップも重要な技術ハードルの一つと
いえる。

経済的にペイするのか、しないのか？
MH に関して最も評価が分かれるのは経済性で

ある。海の底深くから採掘するのであるから陸上
の天然ガス開発より採掘コストが高いことは容易
に想像される。しかし一方で、海上の採掘基地か
らパイプライン輸送するという前提に立てば、わ
が国の天然ガス輸入で不可欠な液化プロセスや専
用船による長距離運搬といったコストは軽減され
るはずである。

MH の経済性評価に際して一つの指標となるの
がエネルギー収支比（EPR：Energy Payback 
Ratio、あるいは Energy Profit Ratio）である。こ
れは産出したエネルギーと産出のために要したエ
ネルギーとの比で、この数字が高くなるほど少な
いエネルギーで多くのエネルギーを産出できるこ
とを意味し、数字が低くなるほど産出効率は悪
い。EPR が 1 を切れば、それは産出エネルギーよ
り投入エネルギーの方が多いことを意味すること
になり、いわば「やればやるだけ損」ということ
になるが、実際には EPR で 3 程度はないと産業
としては成立しづらいと考えられている。

ただ、この EPR も「産出に要したエネルギー」
をどこまで算入するかで数値にはかなり幅が出る
のは避けられない。逆に言えば EPR をどう計算
してもそれは一つの試算であり、それぞれの試算
結果にはバラつきが生じる。例えばすでに商用化
が始まっているシェールガスの EPR も「30 程度」
という主張もあれば「1 をわずかに上回る 1.3 程
度」という説まである。

これが MH の EPR となると、まだ技術開発段
階の 1 次エネルギーに関する試算であるから「有
望」という見方から「EPR は 1 以下だから絶対
ムリ」という見解まで、その評価の差は大きい。

ネガティブ派の主張の中核にあるのは「海底深
くに熱や圧力をかけて（エネルギーを使って）採
り出してもペイするわけがない」という意見であ
るが、これについては MH 開発関係者の間でも

「加熱法ではお話にならなかった」という評価で一
致している。前項でも述べた加熱法であれば EPR
はほぼ確実に 1 以下の、「お話にならないレベル」
であると考えて間違いなさそうである。

減圧法であれば多量の熱を使うこともないので
EPR も「過熱法よりはマシ」と考えられるが、ど
の程度マシかを正確に評価するのは難しい。ポジ
ティブ派の意見には「減圧法を使えば効率は加熱
法の数十倍」という見方もあるが、ここでも前項
と同じように中間的なレベルを選択するとすれば、
MH の EPR は「1 以下ではないものの、シェール

図表 2　減圧法の概念図

出所：メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム
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ガスを 5 とすれば 2 ～ 3 前後」といったあたりが
妥当ではないかと思われる。EPR 指標で考えれば
MH の経済性は「やればやるほど損」というほど
ではないにせよ、「掘り当てさえすればもうかる」
というレベルからはほど遠い、かなり “微妙な”
レベルという仮定が妥当なところであろう。

価格的にはどの程度が目安になりそうなのか？
MH の経済性をもう少し具体的に価格レベルに

落とし込んでみよう。MH の価格については前述
のコンソーシアムがさまざまな条件を考慮しなが
ら試算を行っている。MH 開発推進側の試算であ
るから「ポジティブ・バイアス」がゼロとは言い
切れないが、書きぶりはかなり慎重なもので、比
較的信用できる試算といえる。試算した生産価格
に 46 ～ 174 円 / ㎥と非常に大きな幅を持たせて
いることからも試算の “慎重さ” がうかがえる。
この価格幅の中から、ここでは 100 円 / ㎥前後と
いったあたりを “中間的” な数字として仮定して
みよう。

ほんの 4 ～ 5 年前であれば生産価格 100 円 / ㎥
のガス資源など「お話にならない」と評価された
はずである。しかし、その後の環境変化は MH の
経済性評価にもかなり影響を与えている。

わが国は天然ガスをほぼ 100% 輸入に頼ってい
るが、当時の為替レートなどから㎥あたりの円換
算輸入価格を計算すると下図のようになる（図表
3 参照）。

これは LNG 輸入単価（$/MMBTU）をその年
ごとのレートで円換算し、さらに㎥単価に直した
ものであるが、これを見ると輸入 LNG の㎥あた
り価格が 2009 年で 27 円、2010 年で 31 円である
から「生産価格が 100 円 / ㎥の MH など話になら
ない」と言われるのは当然であろう。

だがその後の環境変化は激しい。東日本大震災
後の原発ストップでわが国の LNG 輸入は量的に
急増する一方で価格も上昇し、2010 → 2012 年の
2 年間にドルベースでも 2 倍という高騰ぶりであ
る。また、2013 年はドルベースの単価は若干下
がっているのに円換算の単価はさらに上昇してい
るが、これは言うまでもなく円安の影響である。

先に述べたようにMHガスの生産単価を100円/㎥
程度と考えた場合、2010 年なら「輸入ガスの 3 倍
以上なんてあり得ない」で切り捨てられたであろ
うが、2013 年であれば円換算での価格差は 3 割程
度に縮まっている。もしコンソーシアムによる試
算の仮定条件全てを満たして 46 円 / ㎥という生
産価格が実現しようものなら、それは現在日本が

図表 3　天然ガス価格推移
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① は IMF「Primary Commodity Prices」による
Indonesia Japan LNG 価格

②は当該年 12 月の 17 時時点・月中平均
③は①×②で単純計算
④近似的に 1MMBTU ＝ 25 ㎥で計算

2009 2010 2011 2012 2013
①MMBTU単価（$） 7.49 9.38 15.55 18.15 17.42
②円相場 89.52 83.38 77.81 83.60 103.4 
③MMBTU単価（$→円） 670.5 782.1 1,209.9 1,517.3 1,799.2
④㎥単価（円） 26.8 31.3 48.4 60.7 72.0 
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輸入している LNG より安いことになる。46 円 / ㎥
というのはあくまで “最安シナリオ” であるが、
100 円 / ㎥という中間的想定価格との比較でも価
格差が数倍レベルから数割レベルに近づいたとな
ると、現実に起きている輸入天然ガス価格の上昇
ぶりに逆に驚かされる。

このことは MH の将来性を考える上でかなり重
要な示唆を含んでいる。前述のように、MH の商
用化に当たっては出砂対策はもちろんのこと、一
つの生産井でなるべく広い範囲の MH を「吸い上
げる」技術も求められる。もちろん海上プラット
ホーム建設コストなども極力効率化する必要があ
るのは当然で、これらはすべて MH のエネルギー
としてのコスト競争力を高めるための必要要素で
あるといえる。

しかし MH のコスト競争力に関してはこういっ
た技術的問題や生産コストダウン努力よりも輸入
LNG 価格変動の方が大きな影響力を持っているこ
とが分かる。つい数年前までは LNG 輸入価格が
70 円 / ㎥を超えるなどとは誰も考えていなかった
はずであるが、今やそれが現実となり、その価格
変化が MH の相対的価格競争力も大きく変動させ
ているのである。

そうなると LNG 輸入価格に影響を与える要素、
例えば①日本が原発を再稼働させず、その分を天
然ガス火力などで補う構造が今後も続くか？　 
②円安がさらに進むのか、それとも円高になるか？　
といった “外的事情” が MH の有望性そのものを
かなり大きく左右することになる。

上に挙げた、二つの事情のうち、仮に②が「さ
らに円安になる」という方向に進むだけでも LNG
輸入価格はさらに上昇することになり、100 円 / ㎥
程度という “仮定 MH レベル” に達する可能性 
も「あり得ない話」とは言えなくなってくるので 
ある。

だが、かくのごとく “外的事情” で MH の価格
競争力が揺れ動くのであれば、やや乱暴な言い方
をすれば「考えても仕方がない」のもまた事実で

ある。エネルギー資源開発は 10 年単位の事業で
ある。輸入価格動向や円相場といった短期的変動
要因に一喜一憂しながら生産の可否を決めること
などあり得ない。むしろ考えなければならないの
はエネルギー供給マーケットの長期的見通しであ
ろう。

従来型化石燃料はどのくらいもつのか？
世界の石油生産量が頂点に達し、あとは減少の

一途をたどるという、いわゆる「ピークオイル」。
このピークオイルについても世界中で諸説錯

さく

綜
そう

し
ており、「すでにもうピークは過ぎた」という悲観
論もあれば「まだしばらくは増えつづける」とい
う楽観論もある。ただ、本稿ではピークオイルに
ついての “中間的” シナリオは考えない。

ピークオイルが 10 年後か 20 年後か、あるいは
すでにもうピークを過ぎているのかは不確かであ
るとしても、原油が「持続不可能」な化石エネル
ギーであるということははっきりしている。持続
不可能である以上、いずれ供給量減少・価格上昇
局面を迎えるのは確実ということであり、不可避
であるともいえる。

原油がいよいよ不足して高騰すれば、その “穴
埋め” として天然ガス需要が増え、連動して価格
は高騰するであろう。そうなれば先に見たように
MH の価格競争力は相対的に高まることになるが、
そんな状況になった時、MH と輸入天然ガスの価
格競争力の差などが今と同じように問題になって
いるであろうか？

石油をはじめとする化石エネルギー資源は有限
であるから、いずれは生産減少局面を迎えて価格
が高騰するというのは誰でも分かる理屈である。
このことは石油について数十年前から言われ続け
てきているが、現時点で化石エネルギー依存型社
会からの転換に成功しそうな国など一つもない。
将来の不足に備えるより「今はまだ何とかなって
いる」石油にしがみつかざるを得ないのが現実な
のである。

化石エネルギー依存型からの脱却がそれほど難

産業技術
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しいとすれば、原油生産減少と価格高騰という事
態が起きても結局は高騰した石油の奪い合いにな
り、残り少ない化石エネルギーを「骨までしゃぶ
る」ことが必要になる。そうなった時にこそ日本
が MH という潜在的化石エネルギー資源を持って
いること、さらにそれを開発し得る技術を保有し
ていることは極めて大きな意味を持つのである。

いよいよ石油が少なくなってくれば、化石エネ
ルギー依存型社会からの転換はいやでも進む。仮
にその次に来るのが「水素社会」であるとしても、
それほど大きなパラダイム・シフトには軽く数十
年という期間が必要になるはずで、化石エネル
ギー需要がすぐに消えてなくなるわけではない。
果たしてその頃に原油や天然ガスの価格がいくら
になっているか？　それが正確にいくらかは誰に
も分からないが、「今より劇的に高くなっている」
ことだけは誰もが予想できるのである。

そのように逼
ひっ

迫
ぱく

したエネルギー需給状況に立ち
至った時に自国内に MH というエネルギー資源が
あるか、ないかでは大変な違いである。それに
MH はメタン→水素製造の原料としても使うこと
ができるわけであるから、化石燃料社会から水素
社会への転換期のエネルギーとしても有用性が 
高い。

そう考えていくと、MH の商業生産を急ぐ必要
は低いと筆者には思える。しばらく「海底に寝か
せたまま」にしておいても、ピークオイル後の石

油減少と価格の高騰という局面を迎えたとき MH
がわが国にとって重要なエネルギー資源になって
いる可能性は極めて高いのである。それがいつか
は分からないが、いずれそうなるのは不可避のシ
ナリオともいえる。

そのためにも採掘技術の開発を進めることは重
要である。長期的に考えれば MH を必要とする事
態は不可避的にやってくるが、そうなった時に

「MH は当時コスト的に難しいとされたために技術
開発も PJ 終了後はそれっきり」では意味がない。

現在、MH について積極的な開発を進めている
のは日本くらいのものであるが、将来化石燃料の
供給が逼迫してくれば多くの国が自国海域に眠る
MH 資源に目をつけてくるであろう。そうなった
時に「頼れるのは日本の採掘技術だけ」というこ
とになれば、わが国は MH という資源だけではな
く、採掘技術というもう一つの強みも持つことが
できるのである。

MH に関しては現政権の成長戦略と結び付けて
論じられることもあるため、さまざまに取り上げ
られている楽観論・悲観論の中には政治的思惑と
いった “ノイズ” も入り込みやすいが、MH 開発が
そのような短期的視野で論じられるべきものとは
思えない。MH の開発に関しては、いつかは確実
に到来する「化石エネルギー依存型社会の終わり」
に備えるというくらいの、長期的視野に立った技
術開発を期待したいものである。

メタンハイドレートの実現可能性に関する “中間的” 考察




