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メタンハイドレート揚収シミュレーション技術の開発
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Development of Software for Methane Hydrate Lifting Simulation
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図 1　シミュレーションのモデル
Simulation Model
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図 2　揚収管上端のガス流量 (Qg), 海水流量 (Ql), MH流量 (Qs)
Flow Rate of Qg, Ql , Qs Near the Upper End of the Riser Pipe

   In the Japan Sea and off coast of Hokkaido surrounding Japan, shallow type gas hydrate as is also called methane 
hydrate (MH) is present under the seabed. As the shallow MH is just like a massive ice under sea-bottom deposit, 
the most important issue is how to lift the MH to the surface of the sea after seabed mining. Mitsui E&S Group has 
suggested slurry transportation through the rigid riser pipe from the seabed: hydrate should be mixed in mud water 
slurry after crushing by seabed drilling. One of the lifting methods is a gas injection into the riser pipe, so-called gas-
lift method, in which injected gas makes rising current by its low density. In this method, gas-liquid mixture ratio will 
be increased along flow direction which has an effect on gas lift performance, because of gas injection into the riser 
pipe and also some of hydrate dissolved and gasified in the riser pipe, as shown in Figure 1. We consider that Flow 
Assurance for a riser pipe is essential to lift up shallow MH, so we has started development of a simulation code for 
MH lifting simulation in 2015. The part of the development is introduced as follows :

　我が国の日本海側や北海道沖の海底直下には，表層型と呼ばれるメタンハイドレート（MH）が存在する．表層型MH
は海底直下に塊状で賦存しているため，海底から掘り出した後でどのようにして海上に揚収するかが課題となっている．
当社はMHを掘削機で粉砕し，泥を含む海水と共に海底から海上まで達する揚収管で回収する方法を検討している．MH
の揚収方法としては，揚収管の中にガスを吹き込み，管内に上昇流を発生させて揚収する方式，いわゆるガスリフト法が
考えられる．MHの揚収にガスリフト法を用いると，揚収管に吹き込んだガスに加えて，管内で分解したハイドレートか
ら発生するガスもガスリフト効果を発揮するが，管内におけるガスと海水の体積割合を大きく変化させ，ガスリフト性能
に影響を与える．そこで当社は，揚収管内の流れの安定化を図る技術，いわゆるフローアシュアランス（FA）が不可欠と
考えて，2015 年度からMH揚収管内の流れをシミュレートするソフトの開発に着手した．その開発の一端をご紹介する．
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1.　はじめに

1.1　国による資源調査

　日本は資源の少ない国と思われているが，海底に目を移す

と様子が変わってくる．日本近海の海底には多量のメタンハ

イドレートが眠っていることが国の調査により分ってきた1）2）．

　メタンハイドレートには主に日本の太平洋側の海底下数

100 m に存在する砂層型と日本海側や北海道沖の海底直下に

存在する表層型の 2種類がある．砂層型メタンハイドレート

の開発は，2001 年度に経済産業省のメタンハイドレート開

発促進事業が開始され，現在までに 2回の海洋産出試験が実

施された．一方で表層型メタンハイドレートの開発は，2013

年度から 2015 年度に日本海を中心とした海域で国による資

源量調査が行われ，2016 年度からは資源回収方法に関する

調査研究が開始された．

1.2　表層型メタンハイドレート（MH）とは

　メタンハイドレート（Methane Hydrate：MH）とは低温

高圧下で水分子とメタン分子がカゴ状の結晶構造を作って

固体となった物質である（図 3）．1 m3 の MH中には 160 ～

170 m3 のメタンガスが包蔵されている．

　自然界において海底下や地底下の深いところでメタンを主

成分とする天然ガスが生成する場所がある．天然ガスは長い

年月の中で地中を上昇して拡散，霧消することが多いが，海

底付近まで上昇してきたところでMHが生成する温度，圧

力条件が整った場合には，メタンガスと水からMHが生成

する．MHの比重は海水より小さく氷と同程度であるが，

MHが海底下で生成して海底の土砂等に固定されると，海面

へと浮上せず海底下に蓄積することがある．これが表層型

MHである．図 4に表層型MHが生成する模式図を示す．

　なお天然ガスは一般にメタン以外にもエタンやプロパンな

ど多様な炭化水素ガスを含んでおり，これらも混合ガスハイ

ドレートを形成するが，総称してガスハイドレートと呼ばれ

ている．しかしこれまでに日本近海で見つかっているガスハ

イドレートに包蔵されているガスはメタンガスが主成分で

あるため，単にMHと呼ばれることが多く，本報でも単に

MHと呼ぶこととする．

1.3　国の取り組み

　2007 年に海洋基本法が成立し，海洋の開発及び利用，海

洋産業の健全な発展，海洋の総合管理などの大方針が示され

た．さらに，2008 年 4 月に第 1 期，2013 年 4 月に第 2 期の

海洋基本計画が閣議決定された．表層型MHに関しては第 2

期海洋基本計画の中で 2013 年度から 3年間程度で資源量を

集中的に調査することが明記され，経済産業省のMH開発促

進事業の枠組みにおいて産業技術総合研究所及び明治大学を

中心としたチームによって日本海や北海道周辺の海底調査が

実施された．この調査の結果，表層型MHの存在の可能性が

ある特異な構造（ガスチムニー構造）が 1 742 個発見され 3）4），

その中の一つである海鷹海脚のガスチムニー内のメタンガス

量（原始資源量に相当）が約 6億m3 と推定された 2）．

　この調査結果を受けて，経済産業省資源エネルギー庁から

産業技術総合研究所に委託される形で「表層型メタンハイド

レート回収技術開発に関わる調査研究」が 2016 年度にスター

トした．三井Ｅ＆Ｓホールディングスは 2016 年 11 月に産業

技術総合研究所からの委託研究公募 5）を受託して同調査研究

に参画し，2017 年度，2018 年度も同じく受託して調査を継

続している．

2.　表層型MH回収技術

2.1　従来技術との違い

　在来型の油ガス田は地下あるいは海底下の深い場所に貯留

層が存在するため，油やガスに高い圧力が作用している．し

たがって貯留層まで抗井（井戸）を掘削すれば，油やガスは

図 3　メタンハイドレートの結晶構造
Crystalline Structure of Methane Hydrate

図 4　表層型メタンハイドレートの生成
Formation of Shallow Methane Hydrate
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抗井を通って地上や海上まで自噴する．しかし，表層型MH

は海底下に固体として存在しているので，井戸を掘っても自

噴しない．

　そこで，MHを海底で分解してメタンガスに変換し，ガス

を浮上させて回収する方法が考えられる．しかし，現にMH

が生成している低温高圧の海底でMHを分解するためには，

海底に特別な設備の設置や大きなエネルギーの消費が必要

であるため，この方法は現実的とは言えない．例えば，図 4

に示す水深 1 000 m の海底に存在する 1 ℃，10 MPa のMH

を分解するためには，温度をおおよそ 15 ℃以上にするか圧

力を 3 MPa 以下にする必要がある．そこで当社は，海底か

ら掘削したMHをガスリフト法で海面まで揚収した後，船

上で分解する方式を検討している．この方法によると海底で

の大きな操作が不要である．

　海底からMHを揚収する場合，MHと泥を海底で分離す

る案が考えられる．しかし海底油ガス田で利用されている最

新技術を調査した結果，泥とMHを海底で分離することは

現状では不可能と判断し，MHと泥を分離せずに海上に揚収

する方式を採用した．ただし，本方式の場合，MH貯留層内

でMHと泥の分布は均一ではないため 2）4），揚収管の下端か

ら吸い込まれる海水，MH，泥等の総量と比率は，経時的に

変化する．

　揚収管内では水深が浅くなるにしたがって圧力が低下し，

更に揚収管周囲の海水からの入熱により温度が上昇するた

め，MHの一部が分解して揚収管内にメタンガスが発生す

る．また，海水へのメタンガスの溶解や水圧減少に伴うメタ

ンガスの体積膨張なども発生するため，揚収の過程で液相と

気相の比率が大きく変化し，揚収管内の流動様式も変化する．

図 5に気液二相流の場合の流動様式を示す．本方式を実現

するには，このような現象を十分に考慮してシステムを構築

する必要がある．

2.2　フローアシュアランス

　本方式において，揚収管の途中で液相と気相の比率が複

雑に変化する場合でもMH等を安定して揚収するためには，

油ガス田開発の分野で多く用いられているフローアシュアラ

ンス（Flow Assurance：FA），すなわち管内の流れを安定

化させるための解析技術が重要になる．石油ガスの開発にお

いてはFAが大変重視されており，複数の解析ソフトが販売

されているが，表層型MHの揚収管に適用できる解析ソフ

トは存在しない．そこで当社は表層型MHの開発を検討し

始めた2015年中頃からFAのためのMH揚収シミュレーショ

ンソフトの開発に着手した．

3.　FA シミュレーションの概要

3.1　開発方針

　当社が必要としている揚収管内の相変化を考慮した三相の

流量を求めるため，管内の断面二次流れを数式内に織り込ん

だ上で，管長方向の圧力分布や流量の時間変化について解析

することとした．

　ただし，本解析では例えば管長約 1 000 m の揚収管を対象

とするため，水深による圧力の変化が大きいこと，MHの分

解によるガス発生などMH特有の現象を考慮する必要があ

ることから，管内を混合流として解くのではなく，固気液

の各相の基礎方程式を立てて解くこととした．このような先

行研究として「ガスリフト方式による海底資源メタンハイド

レート回収システムの開発に関する流体力学的研究」6）を参

考にした．

3.2　解析対象モデル

　海底から揚収する物質のうち，MHは海水よりも密度が小

さい球体としてモデル化した．泥は，平均粒子径が非常に小

さく，揚収管内で海水中にほぼ一様に分散すると考えられる

ため，海水の密度や粘性を調整してシミュレーションに組み

込んだ．その他，礫などの固体は，MHや泥に比べて海底に

存在する量が少ないため，現在のところシミュレーション内

で考慮していない．今後，解析結果の評価を行い必要性が生

じた際にはMHと同様にモデル化する予定である．

　メタンガスは，海底から湧出するもの，揚収の途中でMH

が分解して発生するもの，海水のメタン溶解度の低下に伴っ

て発生するものに加えて，ガスリフト法で揚収管に供給する

ものをモデル化した．解析対象モデルを図 6に示す．

3.3　基礎方程式

　揚収管を管長方向に微小区間に分割し，各区間内の三相の

物質収支，運動量収支，エネルギー収支を次に示す基礎方程

式 6）で記述した．

, , ,  ······································（1）
, , ,  ·······································（2）
, , ,  ······································（3）

2 , , , , , , ,  ···（4）
2 , , , , , , ,  ···（5）
2 , , , , , ,  ··········（6）

, , ,  ·····································（7）気泡流 スラグ流 チャーン流 環状噴霧流 噴霧流

図 5　気液二相流の流動様式
Flow Pattern Map of Gas-Lquid Two-Phase Flow
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ここで，

 気相，液相，固相の体積比率
 気相，液相，固相の密度

 気相，液相，固相の速度

 気相，液相，固相の質量変化率

 圧力, ,  気相，液相が壁面から受ける力, , ,  気相，液相，固相が重力から受ける力, ,  気相が液相，固相から受ける力, ,  液相が気相，固相から受ける力, ,  固相が気相，液相から受ける力,  液相の定圧比熱

 液相の温度,  管壁からの熱輸送量,  液相－固相間の熱輸送量

　物質収支に関しては，揚収途中のMHの分解や，海水に

対するメタンガスの溶解度の変化を考慮した．さらに , ガス

リフト法を想定して揚収管の任意の水深でメタンガスを供給

することも考慮した．MHの分解速度は圧力や周囲海水の温

度の他にレイノルズ数等に代表されるMH周りの流れや海

水中のメタン溶解度などの影響を受ける．しかし，解析モデ

ルに組み込むデータが十分でなかったため，高圧力下の流水

中におけるMHの分解試験を実施し，分解速度に対する圧

力や流速等の影響を把握した．

　運動量収支に関しては，壁面から受ける力（壁面摩擦力），

重力から受ける力（体積力），気液及び固液相間に働く力（相

間摩擦力）を考慮した．相間摩擦力は，図 4に示した流動様

式によって大きく変化するが，流動様式は気液の体積割合以

外に圧力，海水の粘性，塩分濃度等の影響も受ける．そこで

社内に高さ 10 m の揚収試験設備を製作して，固気液混相流

の試験を行い，FAシミュレーションの精度向上に必要な流

動特性や流動様式などのデータ取得，解析を行った 7）．

　エネルギー収支に関しては，MHの分解熱，揚収管壁を通

した外部海水からの入熱を考慮した．

3.4　FA シミュレーションの活用

　揚収管の下端から吸い込まれた海水やMHは船上まで揚

収される．現在想定している船上プロセスの一例を図 7に

示す．船上に揚収されたMHを，大気から隔離されたタン

ク内で加熱・分解してメタンガスを得る．タンク上部からメ

タンガスを抜き出して，ガス処理プロセスにて必要な除湿や

加圧を行い，後段のプロセスにメタンガスを送る．タンク内

に残った海水と泥は海中または海底に戻す．

　このような船上プロセスの検討やプロセス構成機器の仕様

を的確に設定するためには，FAシミュレーションを用いて，

次のような検討をする必要がある．

【定常解析】　表層型MHの賦存状況（貯留層内のMHと泥

の体積割合等），同時に揚収する海水量，揚収管の仕様（長

さ，管径，断熱材等），リフト用ガス注入量など，時間で一

定の入力条件を設定してFAシミュレーションを行うことに

より，MHやガスが揚収管の上端，すなわち船上に達した時，

定常的にどのような状態になっているかを解析することがで

きる．この解析結果を用いて，船上プロセスを構成する各種

機器の基本仕様を設定することができる．

【非定常解析】　実際には，表層型MHの賦存状況は掘削す

る場所や深度によって一定ではないと考えられるため，揚収

管の下端から吸い上げられる揚収物の量と比率は時間ととも

に変化する．したがって , シミュレーションを行うことによ

り，揚収管内の任意の深さにおける圧力，温度，固気液各相

の流量や比率の変化，船上に揚収されるMHや海水などの

流量と比率の時間変化を検討する．その結果，過渡的な現象

として，定常解析で得られた最大流量以上のMHなどが一

時的に揚収されることが想定される場合には，船上プロセス

機器の大容量化を検討する必要がある．

3.5　FA シミュレーション結果の例

　海底の泥中に賦存する表層型MHを大型ドリルで掘削・

破砕し，泥海水スラリーとして海面まで揚収することを想定

して，揚収管内のFAシミュレーションを行った．

　解析条件を表 1に示す．本解析では，ガスを吹き込み始

めてから海水等の揚収量がほぼ一定値に達するまでの非定常

解析を行った．ここで，ガス吹き込み量は一定とし，揚収

管下端から吸い込まれる海水中には，一定の体積比率でMH

と泥が含まれていると仮定した．

　シミュレーションの結果得られた管長方向のMHの体積

比率αs［－］を図 8に示す．凡例は揚収開始（ガス吹き込み

開始）からの経過時間を示す．揚収開始後 150 秒時点では，

MHはまだ水深 600 m 付近までにしか揚収されていない．

揚収開始後 400 秒時点で，MHは海面まで揚収される．水深

300 m 以浅でαsが減少傾向を示すが，これは管内に吹き込

まれたガスの体積が増大することに加えて，MHの分解が進

むためである．

　揚収開始後 0秒から 400 秒までの，揚収管上端（海面）の

技術論文・報告
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図 6　解析対象モデル
Analysis Object Model
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ガス流量 Qg，海水流量 Ql，MH流量 Qs［m3/h］の変化
を図 2に示す．本図が示すように，ガスリフト法において

は，揚収管に一定量でガス供給を開始すると，Ql，すなわ
ち海水が揚収管内を上昇する流速が徐々に増加する．ガス供

給開始直後は Qlが小さいため，ガスを供給する位置（水深
300 m）ではガスの体積比率が高くなる．したがって平均密

度が小さくなり，管内に上昇力を発生させる．今回の解析条

件では，この平均密度が小さい気液が揚収管上端に達する時

期（図 2で 100 秒当たり）に Qlが最大値を示した．また Ql
の最大値は定常状態の約 1.7 倍に達し，ガス供給開始から定

常状態に至るまでに約 350 秒を要した．

メタンハイドレート揚収シミュレーション技術の開発

1.5barG

海水 泥 MH

海底

海面付近

海底

泥海水
リターンポンプ

泥海水
循環ポンプ

泥海水
加熱器

温水

ガス化分離タンク デミスター
除湿機 除湿機 売ガスガス圧縮機

インタークーラー
アフタークーラー

ガスホルダー

ガスリフト用圧縮器
アフタークーラー

ガ
ス

図 7　表層型メタンハイドレート船上処理プロセスフロー
Gas Harvesting Process Flow Diagram for Shallow Methane Hydrate

揚収管長さ（水深） 1 000 m

揚収管内径 700 mm

計算領域の格子分割数 1 000

計算領域の格子幅 1.0 m

計算時間の刻み幅 0.001 sec

揚収管周囲の温度条件 日本海を参考に設定

吹き込みガス メタン

ガス吹き込み量 1.68 Nm3/s

ガスの吹き込み位置（水深） 300 m

揚収固体 MH、泥

MHの直径 50 mm

揚収管下端のMH比率 海水の 5 vol％

揚収管下端の海水温度 4 ℃

表 1　解析条件
Analysis Conditions

図 8　揚収固体の体積比率
Volume Proportion of Solids in the Riser Pipe



三井 E&S技報  No. 2（2019）

6

　このようにガスリフト法では，揚収開始から定常状態に達

するまでの間に船上に揚収される海水，ガス，MHの流量や

比率などが複雑な挙動を示す．しかしFAシミュレーション

により，揚収される海水流量等を事前に把握することで，揚

収に関わる各種の船上機器の設計が可能となる．

4.　おわりに

　表層型MHの回収を目的に当社で検討している，ガスリ

フト法を用いた揚収方式の FAシミュレーションを開発し

た．本シミュレーションにより，揚収管や船上プロセスの最

適設計を支援することが可能となった．今後は解析精度を向

上するために実験的考察を重ねていきたい．

　また船上プロセスの運転支援シミュレーターを将来導入し

た場合には，これにFAシミュレーションを接続して一体運

用することを考えている．海底掘削，揚収，船上ガス処理プ

ロセスの全てを俯瞰した運転支援シミュレーションを実現す

ることで，表層型MH資源回収システムの経済性向上に寄

与していく．

　最後に，本研究を進めるに当たり，多大なるご指導と全般

に亘る有益なご助言を頂いた福岡大学工学部化学システム工

学科の松隈洋介教授に深く感謝の意を表する．同研究室とは

ガスリフト法による表層型メタンハイドレートの揚収シミュ

レーション開発に関して 2016 年 4 月に共同研究を開始し，

現在に至っている．
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