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第１章 平成 21 年度 事後評価実施テーマ及び評価結果 
 
１．大型研究「ＬＮＧ用浮遊型可撓管の開発」（平成 18 年度採択・研究期間 1 年） 

大型研究「ＬＮＧ用浮遊型可撓管の開発評価研究」（平成 19 年度採択･研究期間 2 年） 
 

２．大型研究「超臨界水を利用した超重質油改質技術」（平成 18 年度採択・研究期間 1 年及び

平成 19 年度採択･研究期間 2 年） 
 
３．大型研究「次世代反射法地震探査技術のための高分解能探鉱及び高精度モニタリング用

MEMS 型加速度センサ素子の開発及び調査技術の研究」（平成 19 年度採択、研究期間 2 年） 
 
４．大型研究「天然ガスハイドレート（NGH）チェーンにおける省エネ型･高圧ガス化システ

ムの研究」（平成 19 年度採択、研究期間 2 年） 
 
 
 
注）  上記は平成 21 年 5 月 27 日及び平成 21 年 11 月 10 日に独立行政法人石油天然ガス・金属

鉱物資源機構で開催された平成 21 年度第 1 回および第 2 回業務評価委員会 石油・天然ガ

ス技術評価部会によって審議された結果である。 
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第１章 平成 21 年度 事後評価実施テーマ概要及び評価結果 
 
 
１．大型研究「ＬＮＧ用浮遊型可撓管の開発」（平成 18 年度採択・研究期間 1 年） 

大型研究「ＬＮＧ用浮遊型可撓管の開発評価研究」（平成 19 年度採択･研究期間 2 年） 
 
（１）研究代表者：古河電気工業株式会社 
 
（２）研究概要： 
埋蔵量が豊富でクリーンなエネルギー資源である天然ガスについては今後大幅な需要増加が見

込まれ、世界各地で海洋ガス田の開発計画が進められている。外洋の浮遊式生産設備（ＦＰＳ

Ｏ）で製造し、貯留した極低温のＬＮＧを輸送用タンカーに積み込み、出荷するためには浮体

同士をタンデム接続してＬＮＧを搬送することが可能な浮遊型可撓管（フローティングホース）

の開発が不可欠であり、本研究によってホースの基本構造開発を進める。 
但しこの技術を実用化するためには、ホースの長期耐久性の検証やホースモデルによる洋上挙

動の実証試験を行い、公的機関による認証取得を進めると共に、大口径ホースの製造技術確立

を目指す必要がある。そこで本研究では基本構造開発とともに、ＬＮＧ用フローティングホー

スの実用化を図るための上述の技術開発を進める。 
 
（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 
・可撓管というと、ジャバラ式やゴム等の弾性素材をパーツに使用して、可動性を確保し上下

左右の動きにフレキシブルに対応するものであるが、石油･ガス開発に用いられるのは、温度･

圧力が高いため、金属製のジャバラ式が一般的だと思われる。LNG についても、超低温とな

るため、金属製のジャバラ式にならざるを得ないと思うが、このタイプは上下左右動には強

いものの、伸び縮みには弱いという弱点を持っている。この弱点をどの様に克服するかが課

題と思われ、これについての考え方に興味がある。もしかすると、浮遊式とする時に若干の

遊びを持たせてこれに対応しようというのかも知れないが、この際には長くする事で余分な

加重がかかる事から精緻な強度計算が必要となろう。また、材料も余分に必要となる事もあ

り、十分な事前のスタディ・デザインが要求されると思う。 
・総合的に見て、業界のニーズも高い意義のある研究であり、着実な成果を上げていると判断

される。実験等で分析が良く行われ、問題点の抽出もしっかりされており、今後何を克服す

べきか明確なイメージが掴み易く、実用化に向けて、かなり期待出来るのではないかと思わ

れる。しかしながら、最終目標が 16 インチ管とすれば、8 インチ管の実験はかなり進んでい

るものの、16 インチ管については依然として概念設計の段階に留まっている。今後 16 イン

チ管の実物を作成し、実験を行うのであろうが、実際の海象・気象条件をどのように組み込

んでいくかがポイントとなろう。更に、8 インチ管と 16 インチ管とは相当違う世界であり、

16 インチ管は単純に 8 インチ管の延長と考えて良い部分と、そうでない部分とがあるはずで

ある。例えば、径が大きくなると同じ荷重に対して曲率や肉厚の違いにより破壊のメカニズ

ムが変わって来ることが有り得る。また、この可撓管の製造には長い溶接部が必要になるの

で、油井用鋼管でもそうだが、溶接部で耐腐食性などの耐久性が問題になることがある。8
インチ管については実験結果から相当な耐久性が確認されているが、16 インチ管の場合にも、

溶接部の弱点をきちんと克服できるように、問題点を整理した上で 16 インチ管の実用化に向

けて研究を進めて頂きたい。 
・本研究はロードマップが明確であり、具体性があって良いと考える。ところで、当該製品は

海中で使うこととなるが、そこでは実験施設と異なり、波動や海流といった様々な力が作用

する。その場合、以前フレキシブルライザーの研究で使用したパラメータや数値水槽を今回

の研究に応用することなどを含めて、有機的に研究を進める考えはあるのか。 
⇒（資源機構補足説明）研究の進め方については指摘を受けた様に考えている。 
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（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 1．平成 18 年度採択分研究成果 
 
 技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

 
 
 
 

 
 2．平成 19 年度採択分研究成果 

 
技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 
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２．大型研究「超臨界水を利用した超重質油改質技術」（平成 18 年度採択・研究期間 1 年及び平

成 19 年度採択･研究期間 2 年） 
 
（１）研究代表者：日揮株式会社 
  
（２）研究概要： 

本研究は、カナダオイルサンドをはじめ豊富な埋蔵量を有する超重質油を井戸元で改質処理し、

パイプラインで輸送可能な改質油を製造する技術の開発を目的とする。超臨界水を用いた超重

質油改質プロセスは、装置構成が比較的シンプルであり、井戸元改質に適していると考えられ

る。また、ハンドリングが困難なコークスを副生しない長所がある。すでに超臨界水による分

解反応は多く研究され、その高い反応性は確認されているが、添加剤のアルカリによる材料腐

食への対応、反応器設計などのスケールアップが課題となっていた。 
日揮は、アルカリ塩が無い状態でビチュメンがパイプラインに適合する粘度まで改質できるこ

とや二次反応性などの課題を抽出している。また、技術課題の一つとして、現状では反応・物

質移動現象などの反応現象およびスケールアップ因子を定量的に把握するに至っていないこ

とが挙げられる。 
本研究では、これらの解明に向けて大学のリソースを活用し、反応メカニズムに基づいた分解

反応速度を定量的に把握した上で、新たに物性測定などのエンジニアリングデータを補完して、

反応器シュミレーターを確立する。また、既存技術である熱分解プロセスとの競争力を評価す

るために、ビスブレーキング、コーカーなどの熱分解試験を行う。また、生成した改質油の反

応性や貯蔵・輸送安定性の確認、改質プロセスで副生するエマルジョンの分離方法の調査を実

施する。 
これらの研究結果をもとに、当該技術の技術的・経済的競争力を見極め、パイロット試験実施

に際して確認すべき課題を抽出する。 
 
（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 
・超臨界水による分解については大学等で基礎研究が多く行われているが、本研究は、初めて

エンジニアリング的観点が組み込まれたものであり、この技術にどの程度のポテンシャルが

あるのかということがはっきりしてきたという点において、高く評価出来る。研究内容につ

いては、この物理化学現象のどこかに限界があることが見えて来たのではないかと思われる。

また、経済性に関しても、他の方法に比べて必ずしも優れている訳ではないように見受けら

れ、この点についても、ある種の限界があるのではないかと推察される。よって、一足飛び

に研究のスケールアップを行うのではなく、更に 1～2 年掛けて、この技術のポテンシャルを

見極めるのが大事であると思われる。 
・重質油改質において、他の方式に比べて優れているように思われる。但し、プラント建設コ

ストが大きいことや、仕上げるべきところが詰め切れていないことから、見極められないと

いう評価結果になってしまうが、個人的には他の方式に比べて、使える技術になる可能性は

あるのではないかと考えている。起きている現象は実質的に熱分解反応と考えられ、超臨界

水を用いたからといって、特別なことが起きている訳ではない。但しこれを逆から見れば、

反応器内で起きている現象はマイルドであり、精緻なデータを揃えることが出来れば、シミ

ュレーションによる予測が可能になると言えるので、反応が計算値でうまく予測出来る技術

ではないかと思われる。それらの可能性について、しっかり押さえた報告書である。 
・本研究では、フェーズ 1 よりビチューメンをサンプルとして実験している。研究の最終目標

が一般的な超重質油、重質油の改質であるなら、他の油種も対象に加えるべきである。入手

が難しいのは分かるが、それが無いと更にハードルの高い次のステップに進めないであろう。 
・この研究では縦型反応器におけるデータ採取と試験が最も重要な点である。データの解析と

試験を別々の会社が担当するという体制では、研究がスムーズに行かないのではと思われる

が、その点をどの様に考えているのか聞かせて欲しい。 
⇒（資源機構補足説明）確かにこれまでは体制が分かれていたが、１社は本研究から今後外れ
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ることとなっており、もしこの研究を続けるとすれば、他の１社が試験とデータ解析の両方

を担当することを考えている。 
・今後の研究スケジュールとして、「競争力強化研究」を行い、「GATE2」を超える計画との理

解で良いか聞かせて欲しい。また、「GATE2」を超えてミゼット実験に入る確率はどの程度

だと考えているのか。また、その段階に至るまでの必要な期間はどの程度かを聞かせて欲し

い。 
⇒（資源機構補足説明）JOGMEC として、本研究の成果はスケジュール表記載における

「GATE2」を超えていないと認識しており、先ずは縦型反応器でデータを細かく取得する必

要がある。更に物性をしっかり確認する必要があり、物性をきちんと把握できればアウトプ

ットも明確になってくると期待している。 
なお、JOGMEC としてこれまでの最大の問題は研究体制にあったと考えている。研究の実

施において２社の間に温度差があり、結果として縦型反応器の必要な改造が進んでいない。

今後１社に実験体制を集約すれば、縦型反応器を改造し、例えば LHSV の値や反応率を変え

ることが出来るのと考えている。今後 1 年間程度掛けてそのような実験を行い、その時点で

「GATE2」を越えられるか、判断出来ると思われる。JOGMEC として、次に何をすべきか

との具体的イメージを持っており、その実施には 1 年と少し掛かると考えている。 
 
（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 1．平成 18 年度採択分研究成果 
 
 技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 

 
 
 
 

 
 2．平成 19 年度採択分研究成果 

技術評価者 1 技術評価者 2 
達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ｂ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 
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３．大型研究「次世代反射法地震探査技術のための高分解能探鉱及び高精度モニタリング用

MEMS 型加速度センサ素子の開発及び調査技術の研究」（平成 19 年度採択、研究期間 2 年） 
 
（１）研究代表者：曙ブレーキ工業株式会社 

 
（２）研究概要：  

本研究対象は、P-S 変換波を用いた３成分観測による S 波探査、低周波数領域の含めた高分解

能探査など、次世代反射法地震探査を実用化するための受振素子開発及び観測システムの構築

である。次世代探査のためには、３百万トレース程度の探査・モニタリングを実施する必要が

あり、１チャンネルあたり$500 程度のリーズナブルな価格を実現するために、この目標に向か

って技術課題を解決する。 

次世代探査のためには、MEMS 型加速度センサ素子を用いた探査システムの利用は避けて通るこ

とができない。MEMS 素子を用いた探査システムは既に実用化されたものがあるが、１チャンネ

ルあたり$5,000 程度と従来システムの 10 倍程度と高価であり、システム構成は従来システム

を踏襲しており次世代探査を実施するにあたり効率的とは言い難い。今後我が国が国際競争力

を持って海外で権益獲得を行うためには、国産技術による安価で効率的なシステムが不可欠で

ある。 

当研究は、自動車産業で培った高性能・高安定性能のセンサ技術を核に次世代探査技術の構築

を目標に開発研究を行う。 

 
（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 
・本研究の達成度や背景、意義については、先程紹介された評価結果に違和感は無く、問題無

いと考える。問題点として挙げられるのは、その評価結果にもあったとおり S/N 比の改善で

あり、これは実施してみる必要があると考える。 
一番問題だと思う点は、本研究の実用化についてである。本研究にとって、実用化とは何か、

評価者が何を持って実用化としているのかが気になる。日本発のデバイスとして、世界のコ

ントラクターに売っていくのか、それともこの技術を用いて探査を行うのか。どちらを指向

するかにより、実用化及び研究の出口が大きく分かれるだろう。 
本研究は基礎研究というより実用研究に近いものであり、実用化のイメージをどう描くのか

が重要である。それにより、研究主体である JOGMEC が次に行う共同研究をどの様に取り

進めるのか、どの様な目標を置くのか、どの様なビジネスモデルを持って研究をさせるのか

が重要であろう。 
出口や事業化をどうするかより、どう商売するかが重要である。JOGMEC は知財で稼いで

いるとのことだが、世界的なコントラクターが技術を採用してくれたからこそである。この

技術で稼ごうと思うのであれば、JOGMEC としてどのようなビジネスモデルを描いて、そ

れをどのように共同研究者に割り振るのか、若しくは更に最適なパートナーを加えるのか、

その点が大事ではないかと思われる。 
⇒（資源機構補足説明）委員の指摘の通りである。研究開始当初は、探鉱機システムの開発を

念頭に置いていた。しかし今の段階ではそれは現実的では無く、むしろデバイスの開発がメ

インであろうと考えている。 
この研究が今の段階で直ぐ商売に繋がるのは難しく、まだ若干の期間が必要ではあるが、こ

れが実用化段階になれば、先ずはデバイスとしての販売を考えたい。またそれだけでは無く、

探鉱機そのものや周辺システムを造る事も一つの事業として考えており、そこにも投入出来

るだろう。更に、JOGMEC が OBC（Ocean Bottom Cable）システムを開発する際の共同

研究先を通じたネットワークの展開、または探鉱機のノウハウを通じ、関係を進展させてい

くことが出来るだろう。 
また、JOGMEC はこの技術で何が出来るかだが、最終的な出口としては、この技術で今ま

で出来なかったエリアでの調査を行う事である。短期的にはデバイスの販売であり、更にデ

バイスを組み込んだシステムの開発である。これらの開発に共同研究者を取り込んで、進め
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ていきたい。ある程度長期的視野に立った研究の継続が必要であると考えている。 
・同様の研究を他社も実施していると推測するが、この研究が他社研究に対し、技術的にどの

程度アドバンテージが有り、全体の中でどの様な位置にあるのか教えて欲しい。 
なお報告書ではシミュレーションレベルでノイズ低減の方法があるとのことであり、電気回

路のシミュレーションは精度が高く、技術的にクリア可能と期待出来る。そこで、本研究の

タイムスケール、つまり本研究成果が何年後にどのような形になっているのかについての見

通しを説明して欲しい。 
⇒（資源機構補足説明）本研究は前述の説明の通り、JOGMEC の将来計画の中で先に繋げる

のが目的である。デバイスの供給自体はその第一歩であるが、その先の段階に行くまでには

まだ時間を要する。デバイスの供給も直ぐに出来る状況には無いが、デバイスそのものに関

して言えば、現状では自由に石油探査に組み込めるセンサは売られていないので、「１か０か」

という現状を踏まえれば、この技術はかなり先行していると言える。 
システムの改良については、既に研究者側より青写真の提示を受けている。その通りに開発

出来るというものではないが、研究者より「１年では短いので、１年半は必要ではないか」

との話を聞いている。研究者側も、最大限急いでいるのは確かである。 
・本研究は目的がクリアに設定されている。それに対し、研究の結果としてノイズの低減が目

標に届かなかった点が残念である。既に米国で達成されている水準まで下げなければ、デバ

イスとしても売れないであろう。報告書に「グルーピングにより低減の目処は付いているが、

詳細情報の維持のためにはグルーピング無しで低減させたい」との記載があり、何とかその

方向で目処を付けて頂きたい。研究内容は良い所まで来ているようだが、デバイス開発の出

口が何処にあるのかが不明瞭である。そこが明示されていれば次の方向も見えてくるし、更

に費用を掛けて研究を継続すべきかもしれないと判断出来るのだが、報告書の内容ではそこ

が良く判らなかったので、評価を多少厳しくした。 
また、製造コストについても「試作から量産化により６万円から５万円に下がる」とあるが、

その前提条件や計算内容が不明瞭である。他委員のコメントにもあったとおり、問題は出口

である。研究を次に進めるという判断をする上で、その点を明示する必要があるだろう。 
⇒（資源機構補足説明）デバイスについては、既存製品もそれ自体の能力は-110dB であり、そ

れに＋αの技術で-120dB まで下げていると推測している。今後の研究は現状の成果に＋αの

技術を加えてノイズを下げる事により、既存製品と同等水準まで持っていく事を目指すもの

である。製品は購入できるので、ハードウェアについては解明出来ている。但しデータ処理

を行うソフトウェアはブラックボックスとなっており、ここが一番大きな点であると考えて

いる。 
 
（参考）技術評価者による評価（評点法） 

技術評価者 1 技術評価者 2 
達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 
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４．大型研究「天然ガスハイドレート（NGH）チェーンにおける省エネ型･高圧ガス化システム

の研究」（平成 19 年度採択、研究期間 2 年） 
 
（１）研究代表者：株式会社三井造船昭島研究所 
 
（２）研究概要： 
本研究は、NGH ペレット天然ガス輸送チェーン開発の最終段階となる、省エネ型・高圧ガス化

システムを確立し、輸送チェーンの開発を完成させ、早期の実用化を図ることを目的としてい

る。 
天然ガスの急速な需要の高まりに伴い、東南アジアなどに多数存在する中小ガス田の開発の必

要性が叫ばれている。これを可能にする有力な手段として NGH による天然ガス輸送チェーン

への関心が集まっている。NGH 輸送チェーンの開発は、上流の製造部分および海上輸送部分に

ついては既に実証に向けた取り組みが行われている。しかし下流の再ガス化部分は実用化に向

けた本格的な検討がまだ充分に行われていない。このため、チェーンの実現にはこの火急な開

発が必須である。特に、チェーン全体の経済性に対する影響の大きい省エネルギー型の新型ガ

ス化システムの開発は最重要課題である。 
本研究は、この課題解決のため、高速・コンパクトで、省エネルギー型の新型ガス化システム

の開発を行うと同時に、新型システムに不可欠な高圧ガス化槽への NGH ペレットの連続圧入

装置の開発も行う。    
本研究が完遂できれば、現在並行して開発中の NGH 製造プラントと NGH 輸送船の成果を合

わせ、大型商業チェーンの技術が揃うこととなる。これにより、次期パイロットプラントの建

設を含む NGH 輸送チェーン商業化実現への道程が明らかとなる。また、得られた成果は、本

邦の海外ガス利権獲得の有効な武器となり、日本のガス供給源の拡大および多様化に寄与する。 
本研究は、研究体制の中に電力・ガス事業者等専門家による検討委員会を設置し、需要家の意

見を取り入れながら質の高いシステムの開発を目指す。 
 
（３）石油・天然ガス技術評価部会審議内容（概要） 
・本研究のテーマは、天然ガス移送チェーンの最後の部分である再ガス化を如何に高効率かつ

経済的に実施するかという重要なものである。2 年間という限られた期間の中で、新たなガ

ス化槽を造って実験が出来ており、再ガス化シミュレーションモデルもある程度の成果が見

られ、研究の達成度としてはかなり高い。 
但し、研究の当初目的である「既存方式に対するコスト削減」については、設備コストがか

なり高いという結果となっており、今後の検討課題として残っている。更に、ロータリーバ

ルブのコスト削減についての具体的手法が述べられていない点と、バルブを更に小型化する

のは困難との記述がある点から見て、コスト削減についての方向性が不明瞭と言える。 
また、本研究の「液充填方式」は当初案に無かったものであり、当初案であるロータリーフ

ィーダー方式の検証結果や液充填方式との比較、変更に至った理由についての説明が無い。

設備投資額が大きくなったのは方式の変更に原因があると考えられ、コスト削減が課題とし

て残っている。しかし、省エネや CO2 削減といった当初の研究目的は概ね達成出来ている。 
・本研究により、ＮＧＨチェーンの最後の部分である再ガス化に目処が立った意義は大きい。

このチェーン化により、JOGMEC としても小規模ガス田の開発が出来る事による利権獲得

という当初の目的が達成される。更に、フィード方式や再ガス化、シミュレーションに関し

ても、当初の研究目的が達成されている。 
但し、既に指摘があったように、実用化する上でロータリーバルブの大きさが問題であり、

工夫が必要である。この点が今後の改善課題であるが、本研究の当初目標はほぼクリアされ

ている。 
⇒（資源機構補足説明）当初の提案方式であった「ロータリーフィーダー」については、研究

当初に装置メーカーと「この方式が本当に可能か」を検討した。その結果、同方式はシール

性の担保やペレットのフィード量確保が実用化時に困難であることが予想され、別方式を採
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用すべきとの結論に達した。そして、並行して検討を行ったロータリーバルブ方式の方が実

用的との結論に至り、こちらを採用した。 
今後の実用化段階でのコストダウンについては、メーカー側も現状の方式では難しいとの認

識を持っている。削減のためには今回採用したロータリーバルブとは異なる別のフィーダー

を開発する必要がある。まだ詳細を把握していないが、メーカー側より今後提案がある予定

である。 
・今回のシステムでは、一個一個のペレットが自由に動ける状況を想定している。システムを

実機レベルまで大型化した場合にはタンクも大型化する訳であり、その中での癒着の発生に

より、大きな塊になると考えられる。このシステムではペレットが自由落下し、スムーズに

流れていく事が必要だが、大きな塊でもその様に動くかが検討課題ではないか。 
⇒（資源機構補足説明）今回の試験設備は小規模であり、横に付けたハンマーとバイブレータ

ーで振動を与える事により癒着を防いでいる。 
実用段階では、先ず輸送船については石炭船と同様の「砕いて取り出す」方式を採用する事

としており、問題は発生しないと考える。一方貯蔵については、タンク内部で癒着が起きる

可能性がある。現時点では石炭サイロと同様に下から掻き崩す方式を採用する事により、こ

の問題を解決出来ると考えているが、実際に行ってみる必要がある。 
今後の研究では製造プラント側のステップアップも実施する予定であり、その際に塊の発生

により初めて分かる問題も出て来るであろう。これらについては、問題発生の都度、確認し

て解決していく予定である。 
 
（参考）技術評価者による評価（評点法） 

 
技術評価者 1 技術評価者 2 

達成度 意義 実用化 達成度 意義 実用化

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ｂ 

 
 
 
 
 

 
以 上 
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