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ニュース

研究開発動向

日本海でメタンハイドレート発見
2 月 20 日、東京大学、海洋研究開発機構
（JAMSTEC）などの研究チームは、新潟県
上越市沖の日本海海底において海底に露出し
たメタンハイドレートを発見したと発表しま
した。海底面に露出したメタンハイドレート
は、メキシコ湾やカナダのバンクーバー沖な
どでは既に発見されていますが、日本近海で
発見されたのはこれが初めてです。このニュ
ースはマスコミでも報道されました。
研究チームは魚群探知機を使用して気泡と
して浮上するメタンガスの濃度が濃い位置を
特定し、無人探査艇で調査した結果、メタン
ハイドレートが幅 100～200m に亘って点在
していることを確認しました。さらに、コア
サンプラーを用いてサンプリングを行い、最
長 2.6m のメタンハイドレートのサンプルを
採取することに成功しています。サンプルの
詳細な分析結果から新しい発見があることが
期待されます。

でーたべーすって何？
国際データベース構築計画の紹介
１．はじめに
データベースと聞いて、どんなものを想像
されるでしょうか。便覧などの紙媒体を思い
出される人もいるでしょうし、インターネッ
ト検索などを連想された方もいるでしょう。
どんな媒体であれ、
「今、自分が活用できる情
報がすぐに入手できるもの」という意味では
共通です。では、ガスハイドレートに関する
データベースとしては、どんなものを知って
いますか？現在、表１に挙げるような様々な
データベースが知られていますが、それぞれ
ユーザーのターゲットが異なり、またスポン
サーによって公開度合いも異なっています。
こうした状況を踏まえ、国際的にガスハイド
レートのデータベースを整備しようという活
動が行われております。今回は、その活動を
ご紹介したいと思います。
２．国際データベース構築計画とは

この活動を行っているのは、科学技術デー
タに関する国際組織（Committee on Data for
Scientific and Technology: CODATA）の中の
Gas Hydrate Task Group です。CODATA は、
国 際 科 学 会 議 （ International Science
Council: ICSU）のもとに組織されており、世
界中のあらゆる科学技術のためのデータベー
ス構築に関する活動を行っています。この中
に、2001 年から Gas Hydrate Task Group が
組織されました。この Task Group の目的は、
世界中に散在するガスハイドレートに関する
データベースを一つにつなげ、仮想的な国際
ハイドレートデータベースを構築することで
す。
第 1 期は 2001 年から、ロシア科学アカデ
ミーシベリア支局、無機化学研究所 F. A.
Kuznetsov 所長を代表に、10 名の科学者で活
動を開始しました。2002 年 5 月に横浜で行わ
れた国際ハイドレート会議（ICGH-4）の期間
中に、多くのオブザーバーの参加のもと設立
会議が行われました。第 1 期の目標は、世界
中で地域会議を開催し、データベースの必要
性と CODATA Gas Hydrate Task Group の
活動とを理解してもらい、研究者間の人的ネ
ットワークを構築し、活動への支援を呼びか
けることでした。2004 年までに世界 6 ヶ国で
地域会議が行われ、一応の成果を挙げた後、
この活動は第 2 期へと引き継がれました。
第 2 期は 2005 年から、アメリカコロラド
鉱山大学 E. D. Sloan Jr.教授を代表に 14 名の
科学者で活動を開始しています。2005 年 6 月
にノルウェートロンハイムで行われた国際ハ
イドレート会議（ICGH-5）にあわせてキック
オフ会議が開催されました（写真 1）
。第 2 期
は、具体的に仮想データベースを構築するこ
とが目標で、2006 年 10 月に北京で行われる
CODATA 国際会議までに CODATA サイト上
に世界中のデータベースをつなぐ Portal（イ
ンターネットのユーザーが最初にアクセスす
るページ）を構築する計画です。図 1 には、
そのスキームを示しました。利用者は
CODATA のデータベースサイトにアクセス
することによって、自分で世界中に散在する

様々なデータベースを捜し歩くことなく、そ
れらをあたかも一つのデータベースのように
利用することができるのです。現在その基本
となる枠組みが、中国 CODATA のサイト上
に 構 築 さ れ て い ま す （ http://
www.gashydrate.csdb.cn/gasen）。興味のあ
る方はぜひごらんいただき、ご意見やご感想
を報告者までお寄せいただければ幸いです。
３．国内活動状況について
この国際ハイドレートデータベース構築活
動に関して、日本からは報告者が参加してお
り、これまで国内のハイドレート研究者間の
ネットワークの構築や、地域会議の開催など
の活動を行ってきております。図 2 には、国
内ハイドレート研究機関の分布を示しました。
全国各地で研究が進められており、その研究
対象も基礎物性、地質、探査、掘削技術、輸
送・貯蔵技術、CO2対策技術などと多岐にわ
たっていることがわかりました。しかし、こ
れらの機関の研究者が一堂に会する機会は意
外に少ないこともわかりました。そうした意
味でも、日本エネルギー学会GH研究会（旧
MH研究会）の果たす役割は大きいといえま
す。
写真 2 には、2003 年 12 月 11 日に幕張で
行われました CODATA 国内地域会議の様子
を示します。この会議では、物性研究の専門
家による Lecture や若手物性研究者による
Review など、7 件の講演が行われました。参
加者は産官学各分野から 40 名程度あり、活発
な議論が行われました。
こうした活動を通じて、日本国内のガスハ
イドレート研究の動向が次第に明らかになっ
てきました。上記のように、国内研究者の研
究対象は非常に多岐に渡っています。そのた
め、全ての人が満足して利用できるデータベ
ースを構築することはとても困難です。言い
換えると、ある分野でデータベースを構築し
たとしても、それを利用する人口があまり多
くなく、費用対効果が相対的に小さくなって
しまうということです。そのため、国内には
きちんと管理され、多くの人に利用されてい

るガスハイドレートに関するデータベースは、
少なくとも現在のところ存在しないといえま
す。
４．今後の活動について
こうした現状を踏まえ、第 2 期国際ハイド
レートデータベース構築計画を良い機会とし
て、国内のデータベース構築について考えて
みたいと思います。
前に述べましたとおり、国際ハイドレート
データベース構築計画においては、新しいデ
ータベースを構築するのではなく、現有のデ
ータベースをリンクさせることで仮想的なデ
ータベースを作ります。従って、日本国内に
データベースがなければこの国際データベー
スに参加することにはなりません。もちろん
データベースを提供しなくてもこの国際デー
タベースを利用することになんら支障はあり
ません。しかし、現在の日本のガスハイドレ
ート研究が世界をリードしていることは周知
の事実ですし、国際協力活動ということから
考えますと、ギブ・アンド・テイクが基本で
あることは論を待ちませんね。
しかしながら国際データベース構築活動の
ためにデータベースを作る、という短絡的な
発想は、いかがなものでしょうか。はじめに
述べましたとおり、データベースというのは
「自分が“活用できる”情報がすぐに入手で
きるもの」であるはずです。すなわち、デー
タを収集しさえすればデータベースになるの
ではなく、活用されて始めてデータベースに
なるのではないでしょうか。ですから、
「自分
たちが使うためにデータベースを構築し、そ
れが国際活動にも貢献することになる」こと
が理想です。
現在の日本国内のハイドレート研究の状況
を考えると、こうした理想や必要性に関して
は一定の理解は得られるが、実質的な活動に
結び付けるには様々な困難があるというジレ
ンマに陥っている、と思われます。また実際

のデータベース利用に関しては、人的、経済
的支援も必要でしょうし、品質管理等の難し
い問題も残されています。しかし、こうした
状況を打開するためには、皆さんの知恵と小
さな協力が必要になってまいります。皆さん
の研究活動の中で必要になってくるデータの
最大公約数を集めたデータベースを構築する
などのアイデアを出し合い、
「参加する」こと
から「共に作り出す」方向へと発展させるこ
とが大きな力になると信じています。今後の
ハイドレート研究の更なる発展のために、ま
た自分自身がハイドレート研究を楽しむため
に、ご協力をお願いいたします。
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*Bibliographic (E.D. Sloan): EndNote base DB

Database

Local

Database

Website

*Proceedings (Kuznetsov, 2002; Uchida et al., 2002)
XML
Interfaces

Portal

表１：ハイドレートデータベースの例

R
es
po
ns
e

R
eq
ue
st

*Monographs, Project reports, … etc.

Client

Database

図１：ハイドレートデータベースのスキーム
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図２：国内ハイドレート研究機関の分布

写真１：第２期 Task Group 会議風景

写真２：国内地域会議風景

研究所紹介
産業技術総合研究所
メタンハイドレート研究ラボ
メタンハイドレート研究ラボは、産総研エ
ネルギー技術研究部門及び地圏資源環境研究
部門を中心に融合し、平成 17 年 4 月 1 日に
設立されました。ユニットの目標は、持続的
経済社会発展のため、エネルギーの長期安定
供給確保と温暖化ガスの排出抑制であり、こ
のため、メタンハイドレート資源から天然ガ
スを安定かつ経済的に採収する技術の研究開
発を行うとともに、ガスハイドレートの機能
を活用した革新的な省エネ技術の開発を通し、
新産業の創出を目指しています。
研究拠点として北海道とつくばの二つのサ
イトにおいて活動しており、専任の研究者 13
名、併任研究者 4 名にポスドクなどを加え、
総勢約 50 名の組織です。
当研究ラボの主要な研究の一つであるガス
ハイドレート資源の開発においては、わが国
周辺海域に賦存するメタンを主成分とする天
然ガスハイドレート資源の開発について、エ
ネルギーの長期的安定供給の観点から重要と
位置づけ、平成 14 年度から開始されているメ
タンハイドレート資源開発プロジェクトに参
画し、主に生産手法分野の研究を行っていま
す。また、ガスハイドレートの産業利用分野
においては、メタンハイドレートを始めとす
るガスハイドレートの物理的特性や結晶構造
の解明により新たに見いだされたハイドレー
トの機能を利用して、天然ガス輸送・貯蔵技
術等の革新的な省エネルギー技術の開発に関

する研究を行っています。また、ガス分離・
水素貯蔵など新規分野へのハイドレート技術
利用の研究も開始しています。
本年２月には、第２３回の日本エネルギー
学会ガスハイドレート研究会がつくば西サイ
トにおいて開催され、コアホルダー付きメタ
ンハイドレート分解実験装置（図１）
、流動特
性シミュレータ及び流動様式可視化装置（図
２）等当ラボつくば西サイト所有の主な研究
施設をご紹介しました。西サイトにはこの他
に力学特性シミュレータ試験装置、ガスハイ
ドレート成長・分解移動速度観察装置、低温・
高圧示差走査熱量分析装置、水飽和熱伝導率
測定装置、固-気界面接触法ハイドレート生成
装置等、当ラボ札幌サイトには、高速 X 線 CT
装置、マイクロフォーカス X 線 CT 装置、低
温ステージ付走査型電子顕微鏡装置、レーザ
ーラマン分光装置、X 線回折装置等、ガスハ
イドレートの基礎物性・応用研究のための多
数のユニークな研究施設を保有しています。
（産総研 山本佳孝）
お問い合わせ連絡先;
独立行政法人 産業技術総合研究所 メタン
ハイドレート研究ラボ
札幌サイト
〒062-8517 北海道札幌市豊平区月寒東 2 条
17 丁目 2-1
TEL: 011-857-8459 FAX: 011-857-8417
つくば西サイト
〒305-8569 つくば市小野川１６－１
TEL: 0298-61-8237 FAX: 029-861-8765
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Sand pack
Pressure transducer

Electronic cooling module

図２ 流動特性シミュレータ装置，流動様式可視化装置
メタンハイドレート堆積層からのガスの生産性を予測する上で重要なパラメータの1つである，流体の流れやすさを表す浸
透率を評価するための実験装置。高圧容器内に砂を充填し，孔隙内にハイドレートを生成させたものを模擬堆積物として
取り扱い，孔隙内のハイドレート量（ハイドレート飽和率）と浸透率の関係を求めるとともに，分解時の温度分布，浸透性
の変化，ガス産出挙動等の各パラメータ取得のために用いる。

（産総研

山本佳孝）
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