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はじめに 

 世界の海洋石油・天然ガスの探鉱・開発は年々大水深へと向かっており、ライザー掘削では

インド沖の水深 3,165 m が、海底仕上げでは米国メキシコ湾の水深 2,934 m がそれぞれ平成 25
年時点での大水深記録となっています。黄金の三角地帯（Golden Triangle）と呼ばれるメキシコ

湾及びブラジル、西アフリカは、特に近年大水深での探鉱・開発活動が盛んな地域ですが、さ

らにアジア・オーストラリア地域でも大水深探鉱・開発が本格化してきています。国内に目を

向ければ、昨年度から今年度にかけて、メタンハイドレートの海洋産出試験、佐渡南西沖での

基礎試錐「上越海丘」と、日本近海においても水深 1,000 m を超える大水深海域での探鉱・開

発が活発化していく兆しが見えてきました。しかし一方で、平成 22 年 4 月に起きたマコンド

（Macondo）坑井噴出事故いわゆるメキシコ湾原油流出事故は、このような大水深海洋開発は、

一歩間違えば坑井の噴出による人的、経済的な被害に留まらず、原油の漏洩・流出により周辺

の自然環境や社会生活などに甚大な影響を及ぼすことになるという大きな教訓を残しました。 

 さて、近年の石油・天然ガス開発のもう一つの重要な動向として、シェールオイル・ガス開

発を挙げることができます。シェールガスは世界各地に相当量の埋蔵量があるといわれ、既に

多くのシェール層で開発が進められている米国では国内のガス埋蔵量を大きく回復させると推

定されています。国内でも平成 24 年秋以降に秋田・女川タイト層に対して酸処理実証試験が行

われ、一定量のシェールオイルの生産が見られることが確認されました。この結果を受けて、

さらに水平坑井と水圧破砕を用いた実証試験を今後実施する準備が始まりつつあります。しか

しながら、例えば北米のシェール開発では、浅部帯水層すなわち人間の生活に用いる地下水層

の汚染やメタンガスの地下からの漏洩といった環境問題を引き起こしているといった報告がな

されています。 

 以上のような背景を受けて、本事業では大水深海底鉱山開発及びシェールオイル・ガス開発

における災害や鉱害を防止する対策整備に向けた検討のために、海外の法規制や保安技術、リ

スク評価状況等について調査を行いました。自然への一切の介入なしに石油・天然ガスの開発

を行うことは事実上不可能ですから、国民に十分理解を得られるような形での開発ができるよ

うな対策の整備が望まれます。本調査はそのための検討材料をできるだけ中立的な立場で提供

することを目指しました。 

 最後になりましたが、ご多忙にも拘らずご協力いただいた委員各位ならびに本調査に尽力さ

れた受託会社、事務局の方々に謝意を表します。 

 

平成 26 年 3 月 

大水深海底鉱山保安対策調査委員会 

委員長 東京大学 長縄 成実 
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略語説明 

大水深 

AHC Active Heave Compensation (アクティブヒーブコンペンセーター)  

ALARP 
As Low As Reasonably Practical (合理的に実行可能な限りできるだけ

低く) 

AMF Automated Mode Function (全自動モード機能) 

AMSA   Australian Maritime Safety Authority (オーストラリア海事安全局)  

ANP    National Petroleum Agency (ブラジル国家石油庁) 

AoC   Acknowledgement of Compliance (コンプライアンス確認) 

API    American Petroleum Institute (米国石油協会) 

BOEM 
Bureau of Ocean Energy Management (内務省海洋エネルギー管理･規

制･執行局) 

BOEMRE 
Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement(内務

省海洋エネルギー管理･規制･執行局)  

BOP Blowout Preventer (防噴装置)  

BSSE Bureau of Safety and Environmental Enforcement(安全･環境執行局) 

CNPE 
National Energy Policy Council (Brazil)(国家エネルギー政策審議会、ブ

ラジル)  

CONAMA National Environment Council (Brazil) (国家環境審議会、ブラジル) 

COS Center for Offshore Safety (オフショア安全センター) 

CWA Clean Water Act (水質汚染防止法) 

DCR Design and Construction Regulations (設計及び建設等規則) 

DECC Department of Energy and Climate Change(エネルギー気候変動省) 

DHSG 
Deepwater Horizon Study Group(Deepwater Horizaon スタディ グルー

プ) 

DNV Det Norske Veritas (デットノルスケベリタス 現 DNV GL) 
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DOI US Department of Interior (米国内務省) 

ED Energy Division(エネルギー課)  

EDT Emergency Drain Tank(緊急ドレインタンク)  

EIA Environmental Impact Assessment (環境評価アセスメント)  

ENAA 
Engineering Advanced Association of Japan(一般財団法人 エンジニア

リング協会) 

EPA Environmental Protection Agency(米国環境保護庁) 

EPBC Act 
Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (環境保

護及び生物多様性保護法) 

ES Environmental Statement (環境ステートメント) 

EU European Union (欧州連合)  

EUOAG 
European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group (EU 海洋石油･ガ

ス管理当局グループ) 

FPSO Floating Production, Storage and Offloading (浮体式生産貯蔵積出設備) 

FPU Floating Production Unit (浮体式生産設備) 

HNS Hazardous and Noxious Substances (有害危険物質) 

HSE Health, Safety and Environment 安全衛生環境 

IBAMA 
Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (ブラ

ジル環境･再生可能天然資源院)  

IEC International Electrochemical Commission(国際電気標準会議) 

ILO International Labour Organization (国際労働機関) 

IMCA 
International Marine Contractors Association (国際マリンコントラクタ

ー協会)  

IMO International Maritime Organization (国際海事機関) 

IOs Isomerized Olefins 

ISO International Standards Organisation(国際標準化機構)  
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LAOs Linear Alpha Olefins (線状アルファオレフィン) 

LARS Launch and Recovery System (投入･回収システム) 

MAP Montara Action Plan (Montara アクションプラン) 

MAR 
Offshore Installations and Pipeline Works (Management and 
Administration) Regulations 1995 (MAR) (海洋施設及びパイプラ

インに関する管理規則) 

MARPOL 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships(海洋汚

染防止条約)  

 

MCA Maritime and Coastguard Agency (海事沿岸警備庁) 

METI Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (経済産業省) 

MMA Ministry of Environment (Brazil) (環境省、ブラジル) 

MME Ministry of Mines and Energy (鉱物エネルギー省) 

MMS Minerals Management Service (内務省鉱物資源管理部) 

MoU Mobile offshore Unit (移動式海洋ユニット) 

MPE Ministry of Petroleum and Energy (石油エネルギー省)  

NEA Norwegian Environment Agency (ノルウェー環境局) 

NES National Environmental Significance (国家環境上の重要事項) 

NIS 
Norwegian International Ship Register (ノルウェー国際 

船舶登録) 

NMA Norwegian Maritime Authority (ノルウェー海事局) 

NOPSEMA 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management 
Authority (国家海洋石油安全環境管理庁) 

NOPTA National Offshore Petroleum Titles Administrator (和訳無し) 

NOR Norwegian Ordinary Ship Register(ノルウェー船籍船舶登録) 

NOR PAA  Petroleum Activities Act 1996 (ノルウェー石油活動法 1996) 
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NORSOK Norsk Sokkels Konkurranseposisjon (Norway) (ノルソック) 

NPD Norwegian Petroleum Directorate (ノルウェー石油局) 

OBF Oil-based drilling fluids (油ベースの掘削流体)  

OBM Oil-based drilling muds (油ベースの掘削流体泥水) 

OCS Outer Continental Shelf (外縁大陸棚) 

OGP 
International Association of Oil & Gas Producers(国際石油･天然ガス生産

者協会)  

OGUK Oil and Gas UK (イギリス 石油ガス)  

OPEPs Oil Pollution Emergency Plans (油濁緊急時対策) 

OPGSA 2006 
Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (海洋石油及び

温室効果ガス貯留法 2006) 

OPITO 
Offshore Petroleum Industry Training Organisation(海洋石油産業訓練機

構) 

OSCV Offshore Subsea Construction Vessel(海洋サブシー建設支援船) 

OSHA  Occupational Health and Safety Administration(米国 労働安全衛生局) 

OSRL Oil Spill Response Limited (油漏洩対応サービス提供会社) 

PAHs Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (多環芳香族炭化水素) 

PDO Plan for Development and Operation (開発操業計画書) 

PFEER 
Prevention of Fire and Explosion, and Emergency Response Regulations 
(イギリス 防火防爆及び緊急時対応規則) 

PIO Plan for Installation and Operation (設置操業計画書) 

PSA Petroleum Safety Authority Norway (ノルウェー石油安全局) 

PTTEP AA PTTEP Australasia Pty Ltd (和訳無し) 

RF Regulatory Forum (規制フォーラム) 

ROT Remote Operated Tool (遠隔操作ツール) 

ROV Remotely Operated Vehicle (遠隔操作無人探査機) 
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SBF Synthetic-based drilling fluids (合成油ベースの掘削流体) 

SBM Synthetic-based drilling muds (合成油ベースの掘削泥水)  

SEMP Safety and Environmental Program (安全環境プログラム) 

SEMS Safety and Environmental Management System (安全環境管理システム) 

SGSO operation safety management system(操業安全管理システム) 

SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (シンテフ Norway) 

SOLAS Safety Of Life At Sea (海上人命安全条約) 

TMS Tether Management System (テザー管理システム) 

UK HSE UK Health and Safety Executive (イギリス安全衛生庁) 

UK HSWA UK Health and Safety at Work Act (イギリス労働衛生安全法) 

UK OPPP(AEE)R 
UK Offshore Petroleum Production and Pipelines (Assessment of 
Environmental Effects) Regulations (イギリス海洋石油生産パイプライ

ン(環境効果評価)規則 

UK PA UK Petroleum Act  (イギリス石油業法) 

UKCS UK Continental Shelf(イギリス大陸棚) 

USCG US Coast Guard (米国沿岸警備隊) 

WBF Water-based drilling fluids(水ベースの掘削流体) 

WBM Water-based drilling Muds(水ベースの掘削泥水) 

WLCPF 
Well Life Cycle Practices Forum(ウェルライフサイクルプラクティスフ

ォーラム) 
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シェールオイル･ガス 

API American Petroleum Institute（米国石油協会） 

BOP Blowout Preventer（防噴装置） 

CBL Cement Bond Logs（セメントボンド検層） 

CO2 Carbon Dioxide（二酸化炭素） 

DECC Department of Environment and Climate Change UK 

（イギリス環境・気候変動省） 

DNV Det Norske Veritas(デットノルスケベリタス 現 DNV GL) 

DOE US Department of Energy（米国エネルギー庁） 

E&P Exploration and Production（探鉱と生産） 

ENAA Engineering Advanced Association of Japan 

（一般財団法人 エンジニアリング協会） 

EU European Union（欧州連合） 

HAZID Hazard Identification ハザード特定 

HAZOP Hazard and Operability ハゾップ 

HC Hydrocarbon（炭化水素） 

HSE Health Safety and Environment（健康、安全、環境） 

HVHF High Volume Hydraulic Fracturing（高容量水圧破砕） 

METI Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan 

（経済産業省） 

NGO Non-government Organization（民間組織） 

NORM Naturally Occurring Radioactive Materials  

（自然起源放射性物質） 

OSHA Occupational Safety and Health Administration  

（職業安全衛生管理局） 

QRA Quantitative Risk Analysis（定量的リスク解析） 

REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 

（欧州における化学物質の登録、評価、認可及び制限の制度） 
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RP Recommended Practice（推奨されたプラクティス） 

TOC Total Organic Content（全有機炭素） 

UIC Underground Injection Control （地下圧入管理規則） 

US EIA United States Energy Information Administration 

（米国エネルギー情報局） 

VOC Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物） 
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1 調査概要 

1.1 調査目的 
米国、イギリス、ノルウェー、ブラジル及びオーストラリア等においては、既に水深 1,000

ｍ以上の海底で石油・可燃性天然ガス開発が進められ、また、シェールオイル・ガス開発に

あっては、欧米の特に米国において、いち早く、商業化が進められている。 

我が国では、水深 1,000ｍ以上の海底における石油・可燃性天然ガス開発とシェールオイル

開発が進められようとする中、我が国鉱山保安法の目的とする鉱山労働者への危害防止と鉱

害防止の確保のために必要な各種情報については、十分に備わっている状況とは言えない。 

以上のことを踏まえ、本調査事業では、大水深海洋石油・可燃性天然ガス開発及びシェー

ルオイル・ガス開発に係る保安対策（保安技術、遵守すべき保安法令類（基準／標準等を含

む。）、開発業界におけるガイドライン類等）の動向、必要なリスク評価の実施状況等につ

いて、関係諸外国等から情報を収集・評価するとともに、我が国鉱山保安法令と比較、今後

の我が国が取り組むべき対策について検討した上で、必要な対策・提言等を行うことを本事

業の目的とする。 

特に、平成 22 年 4 月に発生した米国メキシコ湾内の大水深海底における石油･天然ガス暴

噴･漏洩事故等大規模災害や、シェールオイル・ガス探鉱開発におけるハイドロリック・フラ

クチャリングによる帯水層汚染の懸念や水処理の現状を踏まえ、海外における大水深海洋石

油･可燃性天然ガス開発に対するリスク評価の見直し状況、保安対策の最新動向及び法規制動

向について重点的に調査を行い、今後、国内で取り組むべき対策や保安対策技術の在り方に

ついて検討を行うこととする。 

1.2 調査内容 
本調査事業では、以下の（１）及び（２）のテーマを対象に、まずは実際に開発が進めら

れている諸外国における現地調査を中心に、それぞれの開発に係る保安対策（保安技術、遵

守すべき保安法令類（基準／標準等を含む。）、開発業界等におけるガイドライン類等）の

動向、必要なリスク評価の実施状況等について、関係諸外国等から情報を収集・評価すると

ともに、我が国鉱山保安法令と比較、今後の我が国が取り組むべき対策について検討した上

で必要な対策・提言等を行い、報告書としてまとめる。 

（１）水深 1,000ｍ以上の海洋石油・可燃性天然ガス開発に対する保安対策 

１）調査対象国及び調査対象機関 

調査対象国：米国、イギリス、ノルウェー、ブラジル、オーストラリア、その他 

調査対象機関：関係政府機関、海洋石油・可燃性天然ガス開発会社、関係業界団体 

２）調査事項 
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水深 1,000ｍ以上の石油・可燃性天然ガス開発の保安対策として、以下の項目について、

効率的に最新かつ詳細な情報を収集する。 

①海洋石油・可燃性天然ガス鉱山開発における掘削、仕上げ、生産、廃坑の各段階の作

業ごとに必要な保安技術、遵守すべき保安法令類（基準／標準等を含む。）、開発業

界等におけるガイドライン類等の内容をまとめ、浅海底での石油・可燃性天然ガス開

発との相違点を明確にする。 

特に、大水深の海底下における石油･可燃性天然ガスに対する法規制の検討が進めら

れている国々の課題について、最新かつ詳細な情報を収集する。 

②①の各段階の作業に係るハザード及びリスク（HSE リスク等）の評価方法と改善方法

を提案する。 

掘削、仕上げ、生産、廃坑の各段階におけるリスクマネジメントの実態とリスク評

価方法の実施体制について調査し、最新かつ詳細な情報を収集する。 

③環境汚染問題の現状と対策 

環境汚染に関する規制機関及び事業者の役割と実施体制について調査し、最新かつ

詳細な情報を収集する。 

④各種事故例と原因及び対策ならびに事故統計 

災害時に関する規制機関及び事業者の役割と実施体制について調査し、最新かつ詳

細な情報を収集する。 

３）現地調査方法 

1 国における調査は 2 名程度、期間は 1 週間程度とする。2010 年に発生したメキシコ湾

事故の当事国である米国、及び 1988 年に北海で発生したパイパーアルファ事故の当事国で

あるイギリスやノルウェー等の調査を重点的に実施し、大水深開発の先進国の保安対策や

法規制動向の最新情報を、現地調査を交えて、効率的に収集する。 

このように先進 2 海域の内、リスクアセスメントが浸透している北海側とそうではない

米国メキシコ湾側とを効率的に調査･比較する事で、将来我が国が実施すべき大水深保安対

策･技術作成への道程を示す事が可能になる。 

また、最近、大水深開発の推進著しいブラジル及びオーストラリアの保安対策・法規制

動向の最新情報を、受託期間中に開催される国際会議に参加する等の手法にて、効率的に

収集して、先進国にて得られた情報と比較し考察する。 

（２）シェールオイル・ガス開発に対する保安対策 

１）調査対象国及び調査対象機関 
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調査対象国：米国、欧州関係国 

調査対象機関：関係政府機関、シェールオイル・ガス開発会社、関係業界団体 

２）調査事項 

シェールオイル・ガス開発の保安対策として、以下の項目について、最新かつ詳細な情

報を収集する。 

①シェールオイル・ガス開発における掘削、仕上げ、生産、廃坑の各段階の作業ごとに

必要な保安技術、遵守すべき保安法令類（基準／標準等を含む。）、開発業界等にお

けるガイドライン類等の内容をまとめ、在来型石油・可燃性天然ガス開発との相違点

を明確にする。 

特に、シェールオイル・ガス開発に対する法規制が進められている国々の検討課題

について、最新かつ詳細な情報を収集する。 

②①の各段階の作業に係るハザード及びリスク（HSE リスク等）の評価方法と改善方法

を提案する。 

掘削、仕上げ、生産、廃坑の各段階におけるリスクマネジメントの実態とリスク評

価方法の実施体制について調査し、最新かつ詳細な情報を収集する。 

③環境汚染問題の現状と対策 

環境汚染に関する規制機関及び事業者の役割と実施体制について調査し、最新かつ

詳細な情報を収集する。 

④各種事故事例と原因及び対策ならびに事故統計 

災害時に関する規制機関及び事業者の役割と実施体制について調査し、最新かつ詳

細な情報を収集する。 

 

３）現地調査方法 

1 国における調査は 2 名程度、期間は１週間程度とする。有識者の意見を基に、シェー

ルオイル・ガスの商業化が急速に進んだ米国の保安対策・法規制動向に関する情報を中心

に現地調査を交えて効率的に収集し、欧州において開発を推進する国々と開発に消極的な

国々の情報を比較し考察する。 

（３）委員会の設置 

本調査及び取りまとめにあたっては、石油･天然ガス開発等における保安対策の専門家に

よる委員会を設置、運営し（委員長 1 名、委員 5 名、開催回数 4 回）、当該委員会による

検討評価を踏まえて実施する。 
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委員長：長縄 成美 東京大学大学院工学系研究科 

エネルギー・資源フロンティア センター 助教 

委員 ：浦野 剛  国際石油開発帝石㈱ 

技術本部 評価技術ユニット シニアコーディネーター 

武村 貢  石油資源開発㈱ 

技術本部 坑井技術部長 

間瀬 智之 ＪＸ日鉱日石開発㈱ 

事業３部 国内事業グループ アシスタントマネジャー 

坂本 隆  新日鉄住金エンジニアリング㈱ 

戦略企画センター 海底資源開発事業推進部長 

松岡 洋  日本海洋掘削㈱ 

経営企画室 担当室長 
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委員会開催実績 

日程 対応者 連絡事項 

平成 25 年 8 月 26 日 ・経済産業省 商務流通保安

グループ 鉱山･火薬類監

理官付 沼倉課長補佐、 

福田専門職 

・（一財）エンジニアリング

協会石油開発環境安全セ

ンター所長以下関係者 

第 1 回委員会で以下の報告 

・実施計画について 

平成 25 年 11 月 5 日 ・経済済産業省商務流通保安

グループ 吉野鉱山･火薬

類監理官、鉱山・火薬類監

理官付 沼倉課長補佐、 

福田専門職 

（一財）エンジニアリング協

会石油開発環境安全セン

ター所長以下関係者 

第 2 回委員会で以下の報告 

・今後のスケジュール･事前文献調査･

海外企業（質問状、訪問先） 

・第 1 回海外調査報告（概要） 

・報告書について 

 

平成 26 年 1 月 14 日 ・経済済産業省商務流通保安

グループ 吉野鉱山･火薬

類監理官、鉱山・火薬類監

理官付 沼倉課長補佐 

（一財）エンジニアリング協

会石油開発環境安全セン

ター所長以下関係者 

第 3 回委員会で以下の報告 

・第 2 回海外調査報告（概要） 

・再委託先調査報告 

・報告書作成進捗状況 

平成 26 年 2 月 18 日 ・経済済産業省商務流通保安

グループ 吉野鉱山･火薬

類監理官、鉱山・火薬類監

理官付 沼倉課長補佐、 
森元専門職 

（一財）エンジニアリング協

会石油開発環境安全セン

ター所長以下関係者 

第 4 回で以下の報告 

・報告書（案） 
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（４）調査実施体制 
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（５）海外現地調査時の訪問先企業・団体と日程 

【米国：ヒューストン】 

10 月 
20 日 
(日) 

21 日 
(月) 

22 日 
(火) 

23 日 
(水) 

24 日 
(木) 

25 日 
(金) 

26 日 
(土) 

午前 
移動日 

Deepstar DOTI Sch HARC RRC 
TCEQ 

移動日 

午後  DOTI Halco COS  

DOTI: Deep Offshore Technology International 

Sch：Schlumberger 

Halco：Halliburton 

COS：Center for Offshore Safety 

RRC：Railroad Commission of Texas 

TCEQ：Texas Commission on Environmental Quality  

HARC：Houston Advanced Research Center 

【ノルウェー：オスロ、イギリス：ロンドン】 

11 月 10 日 
(日) 

11 日 
(月) 

12 日 
(火) 

13 日 
(水) 

14 日 
(木) 

15 日 
(金) 

16 日 
(土) 

午前 

移動日 

DNV 
Head 
office 

Arctic 
Oil&Gas 

Conference 
2013 

Aker 
Solutions UK EA  

移動日 

午後  Statoil 
London 
へ移動 UK OOG 

UK HSE 
DECC 
OUGO 

UK EA：UK Environment Agency 

UKOOG：UK Onshore Operators Group 

UK HSE：UK Health and Safety Executive  

DECC：The Department of Energy & Climate Change 

OUGO：The Office of Unconventional Gas and Oil 
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2 大水深海洋石油・可燃性天然ガス開発に対する保安対策 要約 

 海洋における探鉱や生産の大水深化が進むにつれて、それに伴う課題やリスクも増大してお

り、近年複数の死傷者や甚大な環境被害をもたらした大事故も複数発生している。本調査では、

大水深(1,000m 以上の)開発先進諸国に於ける大水深保安対策状況･技術を概観することで、今後

国内で取り組むべき対策や保安対策技術の在り方について検討した。 

 大水深海底資源開発は、浅海域開発には顕著でない技術的課題を伴う。例えば、狭いオペレ

ーションウィンドウ、その他関連装置･設備の重厚長大化等である。また、大水深掘削時におい

て、より高い安全性と信頼性が必要とされる防噴装置（BOP）及び遠隔操作無人探査機（ROV）

の技術的課題も明らかとなった。 

 BOP は深度の増加に伴い、高温高圧下でも耐え得る仕様が必要となり、設計が複雑化する。

同時に、BOP の安全な運用や保守の難度も高くなる。従って、BOP は大水深、高い静水圧、高

温、機器の強度･重量どの諸課題に対応するために、新規技術開発の必要があることが分かった。 

 大水深における ROV 運用の重要性は、近年、米国メキシコ湾における Deepwater Horizon の

事故時の暴噴対策等で再認識された。また、通常作業時においても海洋での多様な海象条件(と
りわけ ROV の海面投入･回収時など)に対応できる独自の ROV を運用することが非常に重要と

なる。また、現在海底生産設備における ROV のインターフェースの機能的要求仕様及びガイド

ラインを示す設計コードはあるが、ROV の設計コードや設計に関する技術標準はない事が判明

した。大水深で操業するためには、経験とリスクの理解に加え、操業に伴う諸課題に対処する

能力が必要であると言えよう。 

 米国政府内務省は Macondo 事故後、その安全管理体制の分割やリスク評価制度導入等大幅な

変革を行った。また、他の調査対象 4 カ国においても異なる対応が見られた。イギリス、ノル

ウェーは、自国の制度の有効性を再確認した形となったがいくつかの強化項目が洗い出され継

続的に改善していく姿勢を見せた。一方、ブラジル、オーストラリアはその Macondo 事故以前

に国内で大規模な事故が発生していたため、その改善対策が最優先された。 

 さらに、EU でも、Macondo のような大事故を予防するために基本的な海洋安全規則を策定す

るべきだという一貫した働きかけがあり、海洋石油･ガス産業の安全に関する規則や指令を立案

するために加盟諸国間で協議を開始した結果、各加盟国の許認可機関は、技術的･経済的能力の

証明された事業者にのみ EU 海域での探鉱･生産ライセンスを与えるものとする、などいくつか

重要な指令が誕生した。 

 DNVの方針説明書 “Enhancing offshore safety and environmental performance”では、海洋石油･ガ

ス開発作業環境に於ける高度な安全水準を構築するための指針を6つの重要な要素(役割と責任

の明確化、Prescriptive 規制とPerformance-based規制の融合、総合的リスクアプローチ、高度なバ

リア管理等)に纏め提言している。また、操業安全にとって組織に於ける安全文化(意識)が最重

要であると指摘している。さらに、組織内での高い安全文化(意識)を持ち大事故を未然に防ぐ事
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が最も重要である事に変わりは無いが、事故後の生命、資源、資産及び自然環境被害を低減す

る手段として、緊急時対応の重要性を挙げている。 

 こうした各国の規制体制、大事故後の対応を鑑み、今後鉱業権者が日本において大水深開発

を安全かつ環境に配慮しながら進めていくには、大水深という環境条件に加え技術開発に伴う

新設備･機器導入により発生し得るハザードを的確に把握し、そのハザードが持つリスクの大き

さに応じて適切な対策を施し大事故･大規模災害を未然に防止する必要がある。 

 現行鉱山保安法は戦後の陸上鉱山活動を対象に発展して来た経緯があるが、その在り方につ

いては議論の余地があると思われる。現在陸上鉱山活動そのものは減退しつつあり、また一般

法(水質汚濁防止法、大気汚染防止法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)は独自の

発展を遂げてきた。 

 メタンハイドレートを始めとした将来的な国内海洋資源開発の活発化や、世界的な安全･環境

に対する意識の高まりを深慮すると、国内海洋石油･天然ガス開発における環境保安対策を現行

鉱山保安法とは別に設置する検討を始める時期に来ていると考えられる。 

 その最初の議論として、過去 5 度の調査(平成 8，9、10 年度海洋石油開発危機管理調査報告書、

平成 18,19 年度遠海域石油開発環境安全調査)でも常にキーワードとなっており、本報告書でも

取り上げられている Safety Case について再度取り上げ、その有効性を再調査し、国内海洋版

Safety Case 導入の是非について定量的に検討し、来る国内大水深開発での環境保安対策に備え

る事が肝要ではなかろうか。その際、政府としての役割と責任の在り方が重要な議論となり得

る。 
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3 序 

3.1 背景と目的 

 イージーオイル、イージーガス抽出の時代は終わった。現在、石油･ガス業界は、石油･ガス

を求めて海の奥深くへと手を伸ばそうとしている。探鉱や生産の大水深化が進むにつれて、そ

れに伴う課題も増加している。 

 BP の調査 1によれば、大水深操業は 2012 年の世界の石油生産量の約 6％を占めており、この

数字は 2030 年までに 9％近くまで上昇すると見込まれている。Infield Systems の最新報告「Deep 
and Ultra-deepwater – Market Report to 2017」2によれば、世界全体の埋蔵量に占める大水深石油･

ガスの累積シェアは、現在の 7％から 2017 年までに 10％まで増大すると予測されている。この

報告書は、大水深活動が BP の報告書の予測を大幅に上回っているが、その背景は、ブラジル、

西アフリカ、及び北米メキシコ湾という「大水深トライアングル」を中心としながらも、東南

アジア、オーストラリア、欧州という比較的新しい大水深開発地域に支えられるだろうと想像

している。 

 メキシコ湾の Macondo 暴噴事故以来、多くの国々が各地域において、この事故からの教訓に

対しさまざまな専門家の報告を評価してきたので、本報告書は絶好のタイミングで作成された

と言える。その結果、大水深海底資源探鉱･生産を先進するいくつかの国では HSE 規制に関し

て変化が見られた。 

  

1BP Energy Statistical Review, 2012 
2http://www.infield.com/market-forecast-reports/deepwater-ultra-deepwater-market-report 
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3.2 大水深の定義 

 本報告書では、水深 1,000m 以上を大水深、水深 100m 未満を浅海域とし、水深 100m から

1,000 mについては中水深と定義する。 

3.3 大水深開発と浅海域開発の違い 

 大水深は、浅海域や陸上の探鉱とは異なり、比較的新しい岩石層が特徴である。海底下の浅

層が脆弱で地層圧と地層破壊圧の差が小さく、オペレーション･ウィンドウが狭い事は典型的な

例である。 

 また、掘削に使用するリグについても違いがある。通常、浅海域の掘削にはジャッキアップ

型リグが使われるが、大水深では、セミサブマージブル（半潜水型）のリグ（通称、「セミサ

ブ」）または掘削船を使用する必要がある。これは、ジャッキアップ型は船体から海底まで伸

びた脚で本体を支える際に制限があるためである。セミサブまたは掘削船は、係留索もしくは、

DPS(Dynamic Positioning System:自動船位保持システム)を使って定点を保持する。 

 大水深海底資源開発は、浅海域には無い技術的課題を伴う。防噴装置（BOP）及び遠隔操作

無人探査機（ROV）に関連する 2 つの重要な技術的課題については次の 4 項で詳しく検討する。 

 要約すると、従来の海洋掘削に比べて、大水深掘削には以下の要素に特有の技術的課題があ

る。 

• 大水深 
• 高圧力 
• ウェルヘッドとリグをつなぐとても長いライザー･パイプの操作 
• 長い操業時間 
• 高い開発費用 
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4 主要技術と関連する課題 

 石油･ガス開発の大水深化が進むにつれて、技術的困難が増してきた。本報告書では、大水深

掘削時の安全性と信頼性を確保するための主要技術として上げられる防噴装置（BOP）と遠隔

操作無人探査機（ROV）について詳しく検討する。特に本章では、これらの技術を過酷な大水

深下で使用する際に遭遇する主な課題と技術的改善に向けての取り組みについて検討する事と

する。 

4.1 防噴装置（BOP）の課題 

 BOP を大水深で使用する場合には、浅海域での使用時には発生しないさまざまな問題が予想

される。 

本報告書では、海底 BOP の特徴を明確にするために、サーフェス（海上）BOP と比較した結

果を述べる。なお、中水深 BOP と大水深 BOP の差については、高い専門的知識が必要なため、

将来の課題とする。 

 

4.1.1 複雑化による課題 
 海底 BOP に要求される仕様については、海上 BOP に比べて複雑度が高くなる。例えば、サ

ーフェス(海上)BOP の油圧制御システムはパイプから直接スタックに配管されるのに対し、海

底 BOP の制御システムは、サーフェス(海上)にあるパーツ、サーフェス(海上)から海底への油圧

及び制御通信回線、そして海底スタック内のパーツに分かれている。 

 BOP スタックを海底に配置する場合、掘削ライザーはリグへの導管としての役割を果たし、

テンショナーによってこの掘削ライザーの座屈を防止している。一方、サーフェス(海上)BOP
は、ケーシングの頂部に設置されるので、掘削ライザーを必要としない。海底 BOP については、

大水深に比べて浅水深の坑井では掘削ライザーが短くなるので、ライザー･テンションに必要な

力は比較的小さくなる。つまり、ライザーテンションに必要な力の増大は、サーフェス(海上)対
海底の問題ではなく、水深の違いから来るものである。大水深掘削に関する課題は、大水深掘

削がライザー設計に制限をもたらしつつある事である。これは BOP そのものの課題ではなくラ

イザーとの関連課題と捕らえられる。 

 その他の複雑性は、物理的サイズ、動作圧力、及びアキュムレーターを含む。これらについ

ては、次章で詳しく考察する。 

4.1.1.1 サイズ 
図 1 は、典型的なサーフェス(海上)BOP と海底 BOP のサイズの違いを示す。 
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図 1: Comparison of Surface (left) and Subsea (right) BOP Sizes3 
 

 いずれの BOP も基本的構成要素（アニュラー･プリベンター及びラム）を必要とするが、通

常、サーフェス(海上)BOP では海底 BOP に比べて制御装置が少なくて済む（機器構成の比較に

ついては 4.1.2 参照）。 

4.1.1.2 耐圧 
 掘削深度が深くなると、BOP は高い耐圧を維持する必要があるため、そうした条件に対応し

た機器（海底 BOP）を導入している。耐圧は、機器が対応できる最大の設計圧力である。 

4.1.1.3 アキュムレーター 
 BOP アキュムレーター･システムの目的は、万が一サーフェス(海上)からの動力流体接続を喪

失した場合に、BOP を迅速に閉鎖し、全重要機能を作動させる事である。アキュムレーター･シ

ステムは複数のアキュムレーター･ボトルで構成され、使用に適したアキュムレーターの容積は

水深に依存する。アキュムレーターを BOP に取り付け大水深下に設置すると、アキュムレータ

ー内部のガスが水圧によって圧迫され、動作範囲が狭くなる。従って、水深の深い場所で BOP
の部品を作動させるために、静水圧を克服できるだけのアキュムレーター容積/吐出(Discharge)/
圧力を維持する事が課題である。 

3 Source: Surface BOP (left) - Publicly available imagery (http://tinyurl.com/o3hf423); Subsea BOP (right) - 
Introduction to Drilling and Well Operations, internal DNV course. 
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4.1.2 機器構成の問題 

4.1.2.1 機能 
 一般的に掘削深度 3,000m 以深では、ドリルストリング及びその他の掘削設備に高い降伏力を

持った鋼材を使用する必要がある。言い換えると、BOP のラムは、そうした降伏力の高い鋼材

で出来たドリルパイプをも切断し、必要に応じて坑井を封鎖するために、高い圧力下でも機能

するよう設計され、実際に機能する必要がある。また、BOP ラムの構成機器は坑井の設計に依

存し、大水深仕様の BOP はラムの構成機器がより複雑となる。 

4.1.2.2 BOP の構成 
 下図は、典型的なサーフェス(海上)BOP 及び海底 BOP の基本的構成要素を示している。典型

的なサーフェス(海上)BOP には、アニュラー･プリベンター、1 個または複数のパイプ･ラム、1
個または複数のシア･ラムで構成される。サーフェス(海上)BOP に比べて、海底 BOP の場合、大

水深下で動作するために設計の複雑度が高くなり得る。典型的な海底 BOP には、ラム 5 個また

は 6 個が装備されている。6 ラムの設計は、3 つのパイプ･ラム（上部、中部、及び下部）、2 つ

のシア･ラム、及びテスト･ラムで構成される。テスト･ラムは、最下段のラムを上下反転させて

セットしたもので、これを閉じることで BOP スタックのプレッシャー･テストが可能である。 
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図 2: Basic Surface and Subsea BOP Stack Arrangement4 
 

 海底 BOP は、ROV インターベンション(Intervention)、音響、デッドマン（またはオートシア

ー）システムなどの第 3 の制御機構も装備している。さらに、BOP の構成は操業海域国の要求

に依存する。そのため、掘削船が他の井戸へ移動する場合には、海底 BOP の再構成と、それに

伴う人員の再トレーニングが必要になる可能性もある。 

4.1.3 保守/試験の課題 
 サーフェス(海上)BOP は、保守及び再設置の所要時間が短く、BOP 機器の定期点検の実施回

数もクルーの対応も少なくて済み、また、保守作業員の目視検査が可能である。 

 海底 BOP の重要な課題は、保守作業が長時間に及ぶことである。海底から BOP を回収する

のに約 3 日ほどかかり（これには、ライザーの引き抜き、接続を切り離してスタックを引き揚

げるなどの作業を含む。）、リグの作業員が BOP の試験/保守作業を完了したら、さらに約 3 日

4Figure does not include any outlets, control valves, choke/kill lines, etc. required for BOP operations 
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間かけて海底に再配置する。しかも、海底 BOP は、より厳格に定期的に BOP テストを行う。

また、プレッシャー･テストを 14 日おきに行うことが義務づけられている海域もある。 

4.1.4 トレーニングに関する課題 
 サーフェス(海上)BOP の運用トレーニングに関する要求事項は、このタイプの BOP のすべて

の用途に共通するもので、必要なトレーニングレベルは軽減される。また、サーフェス(海
上)BOP の運用及び保守については、比較的軽めのトレーニングが用意されている。海底 BOP
については、大水深で運用･保守するために、より厳しくなり、また BOP の仕様変更に伴う再

トレーニングが必要となる。トレーニングに関するその他の課題は、掘削船の形態と位置(つま

り海域)に依存する。複雑かつ多様な構成オプションがあると、一定の構成変更がある度に新た

なトレーニングが必要になるなど、機能的なトレーニング（再トレーニング）規定が求められ

る（例えば、下部ラムをテスト･ラムに変更すると、文書化更新及びトレーニングの更新が必要

になる）。その他の課題としては、クルー（ツール･プッシャー及びドリラー）に高度なスキル

が要求されるほか、掘削及び坑井関連作業については適切なトレーニングを受けたクルーが効

果的にリスク管理を行う必要がある。 

4.1.5 不測の事態に関する課題 
 海底 BOP に関する規制、テスト、文書管理に関する要求は、サーフェス(海上)BOP の運用に

比べ強化されてきた。掘削作業場所（操業海域国）によっては、プライマリー海底 BOP の利用

が困難な緊急時に備え予備的 BOP を搭載し、いつでも使用可能な状態にしておく必要がある。

こうした強力な規制に伴う重要な課題は、海底 BOP に関するさまざまな要求と海底 BOP の仕

様そのものに対する要求があることである。 
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4.2 遠隔操作無人探査機（ROV）に関する課題 
 本節では、大水深におけるワーククラス ROV の運用、とりわけ掘削作業（>1000 msw5）に関

連する潜在的課題に注目する。ここでは、設計、運用、保守、要求仕様、ロジスティクス、及

び信頼性の観点から検討する。 

 

4.2.1 はじめに 

4.2.1.1 ROV の歴史と背景 
 ROV は、海洋業界で水中においてテザー係留されたロボットの名称として広く受け入れられ

ている。ROV は、無人で操作性が高く、船上または海洋施設から運用可能である。アンビリカ

ルケーブルにより船舶またはトップサイドの構造物と連結される。このアンビリカルケーブル

の芯線は、通常、電線または光ファイバーケーブルで、ROV への送電及び交信に使われ、ROV
の支持や内部芯線の保護のために何層にも覆われている。 

 1960 年代に米国海軍が初期の ROV 技術の開発資金の大半を拠出した。これにより、深海救助

作戦や海底の物体の回収が可能になった。この技術を基に、海洋石油･ガス業界は 1970 年代半

ばに海底油田開発に使用する海洋作業用 ROV を開発した。海洋作業用 ROV が初めて導入され

てから 10 年余りが過ぎた 1980 年代には、ROV は人間のダイバーでは到達できない深海での油

田開発に必須のツールとなった。ROV の技術的発展は過去 10 年間で、特にツール、制御システ

ム、センサーの選別そして作業能力の面において著しく加速された。 

 大水深下における ROV の運用は、真新しい願望や試みではない。すでに 1987 年には、独立

行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)は DOLPHIN-3K6という名の ROV で 3,429 msw まで潜航

した。この ROV は、予備調査や有人潜水調査船「しんかい 2000」の救助を目的として開発さ

れたものである。しかし海洋事業者にとっては、海洋での多様な海象条件(とりわけ ROV の海

面投入･回収時など)に対応できる独自の ROV を運用することが非常に重要となる。そのため、

ウィンチやクレーンなどの補助装置の運用、性能、機能、及び信頼性が ROV 運用成功に重要な

要素となる。 

4.2.1.2 ワーククラス ROV 
 ROVには、自由遊泳(Free-swimming)型とテザー管理システム（TMS）7を介して運用するタイ

プがある。自由遊泳型ROVの場合、海面のアンビリカルウィンチを探査機本体に直接接続する

が、TMSを介して運用する場合は、海面上のアンビリカルウィンチはTMSにテザーで繋がれる。

TMSは没水型のウィンチでROVにテザー接続される。よく使われるTMSは、「サイドエントリ

ー（ガレージ）型」と「トップハット型」の2種類である。 

5msw – meters sea water, basically a unit of pressure used for ROV rating 
6INTERVENTION ’88, Underwater Technology Conference, Bergen, Norway 1988 – ISBN 82-991134-2-3 
7IMCA R 004 Rev. 3, Code of Practice for The Safe & Efficient Operation of Remotly Operated Vehicles 
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 IMCA8は、自由遊泳モードと TMS モードのいずれかで使用可能な ROV を 5 種類に分類して

いる。中でもワーククラス ROV は、海洋業界で最も広く使用されている ROV である。これは

一般に観察用 ROV に比べサイズも馬力も大きいが、その能力、水深、馬力のバリエーションが

豊富である。標準的なワーククラス ROV システムは、最大馬力 100～200 馬力、運用可能 3,000
～4,000 msw である。 

4.2.1.3 ROV の補助システム 
 ROV システムは、通常、ROV 本体と ROV 進水システムまたは投入･回収システム（LARS: 
Launch and Recovery System）、ROV 制御室、及び ROV アンビリカルケーブルで構成される 9。

大水深における ROV の降下･揚収作業は、船上またはリグ上のムーンプールを介してサイドシ

ステムまたはカーソルシステムで行う。運用上の検討事項と船上またはリグ上の設置位置によ

ってどちらの方法を使うかが決まる。 

 側面からの配置は費用効率が良く、船上または施設からスタンドアローン型 ROV を投入する

場合にも、図 3 のように海洋サブシー建設支援船（OSCV: Offshore Subsea Construction Vessel）
に常設されたハンドリングシステムを使う場合にも、広く採用される。A フレームクレーンで

ROV を（通常は TMS と共に）船外に揚上し、水中に降ろす。本補助システムでは ROV がスプ

ラッシュゾーンを通過する際の安定性を確保するためのガイドレール等のシステムを保有して

いないことが多いため、気象条件と海面の状態が制約因子になる。 

 
図 3: Illustration of over the side system10 

ムーンプールからの ROV の設置では、ムーンプールから投下された ROV がカーソルごとガイ

ドレールまたはワイヤーを伝って降下していくのが一般的である（図 4）。ROV がガイドレー

8 IMCA – International Marine Contractors Association, www.imca-int.com  
9IMCA R 018 May 2013, Guidelines for Installing ROV Systems on Vessels or Platforms 
10Source: Leif Løken, Rolls-Royce Marine, Deck Machinery Seismic and Subsea – Ålesundkonferansen 2011 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.ncemaritime.no%2Fdownload.aspx%3Fobject_id%3DF7CAAA0C8AA4446B934D9CBF8E68C9DD.
pdf&ei=mwFqUv75M4TAsway94CIDQ&usg=AFQjCNFpMHDPeZo9i9AQIcYAAwsQusezrQ&bvm=bv.55123
115,d.bGE 
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ルまたはワイヤー伝いにスプラッシュゾーンを通過するので、この手法は比較的安定度が高く、

荒天時にも利用できる。ただし、使用する装備は複雑度が高く、それゆえ費用もかかるので、

通常は常設される。 

 
図 4: Illustration of moonpool system11 

 すべての ROV 設置システムに共通する装備はアンビリカルウィンチで、船舶またはリグから

のアーマー付きアンビリカルケーブルでサブシーウィンチ(TMS)に繋がっている。運用可能

4,000 msw 以下の標準的なウィンチには、約 4,500 mのアンビリカルケーブルが格納されている。

4,000 msw の LARS システムの標準的な性能データを以下に示す。 

- 安全作動荷重(SWL: Safe Working Load) ― 20 mT（配置時） 

- 最大動的荷重(Maximum dynamic load)― 36 mT（配置時） 

- 動的増幅率 (Dynamic amplification factor) ― 1.8（配置時） 

- 最大巻き上げ/下ろし速度 (Maximum in/out speed)  ― 全水深で 2.4 m/s 

このシステムにおいて、アンビリカルケーブル内銅線への負荷(降伏条件)という観点からみると

LARS の容量がアンビリカルケーブルを超過している。ROV の投入･回収システムの多くは、

「アクティブヒーブ補正機能」（AHC: Active Heave Compensation）と呼ばれる上下動(ヒーブ)
を補正する機能を備えている。AHC システムは、外洋からのうねりによる船舶のピッチングに

よる動揺を補正することにより、ROV の操作限界を広げている。 

11Source: Leif Løken, Rolls-Royce Marine, Deck Machinery Seismic and Subsea – Ålesundkonferansen 2011 
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.ncemaritime.no%2Fdownload.aspx%3Fobject_id%3DF7CAAA0C8AA4446B934D9CBF8E68C9DD.
pdf&ei=mwFqUv75M4TAsway94CIDQ&usg=AFQjCNFpMHDPeZo9i9AQIcYAAwsQusezrQ&bvm=bv.55123
115,d.bGE 
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図 5: A typical OSCV12 

4.2.2 ROV 産業 

4.2.2.1 概要 
 一般に、ROV の操作は、サブシー活動の中核をなすものである。ROV の使用機会は、海底マ

ッピング（サブシー装置の建設･掘削前）から施設の撤去･清掃まで、さまざまある。現在、海

洋掘削作業は 3,000 msw 以上にまで及んでいる。このような水深での ROV 運用の重要性は、近

年、米国メキシコ湾の Macondo 事故におけるサブシー関連作業でも実証された。Macondo 事故

では、ROV とその運用チームの信頼性、能力、耐久性、柔軟性は、事故の原因究明と解決の両

面においてもきわめて重要な要素となった。 

 
図 6: Illustration of ROV launch13 

12http://www.rolls-royce.com/marine/products/deck_machinery/dm_offshore/dm_subsea/ 
13Picture extracted from proprietary animation of Odim Launch and Recovery System (not available on internet) 
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4.2.2.2 ROV の設計 
 現在 ROV の設計コードや設計に関する技術標準もないが、海底生産設備(SPS: Subsea 
Production System)における ROV のインターフェースの機能的要求仕様及びガイドラインを示す

設計コードはある。 

 NPD14( Norwegian Petroleum Directorate:ノルウェー石油局)の規制をベースにした政府の規制に

関しては、ROV の要求仕様についてはあまり具体的に規定していない。NPD の規制は、

NORSOK15規格を引用し ROV による潜水作業支援に関する機能的要求事項について規定してい

るだけである。 

 ノルウェー大陸棚における ROV の運用は、一般に、船舶と石油施設という 2 種類のプラット

フォームから行われており、これらのプラットフォームは、ノルウェー海事局（NMA: 
Norwegian Maritime Authority）及び NPD という 2 つの規制機関の監督下にある。どちらも ROV
やその関連機器を管轄していない。つまり、ROV は(そしてある程度その関連機器も)グレーゾ

ーンで運用されており、そのことが業界でもさまざまな形で利用されている。例えば、ROV メ

ーカーは個々のプロジェクトに対する革新的なソリューションの要望に応えるために機器の設

計を迅速に行う事が可能である。また一方、時間節約のため、第三者機関の認証や検証プロセ

スを受けるべく政府からの要求がないためその過程を経ない事も可能である。 

.  

4.2.2.3 ROV 
 ROV に関する標準化が不足しているために、メーカーはほとんど顧客(エンドユーザー)の機

能的要求仕様に依存している。また、事業者は、ROV 及びその関連機器についてそれぞれの会

社の最低要求仕様を持っている。場合によっては、U-102 – Remote Operated Vehicle Servicesのよ

うな NORSOK 規格の規定を引用することもある。ROV の調達に際して仕様を策定するための

資源も能力も持っていないため「在庫品」を購入した後で、それぞれのニーズや要求に応じて

改良している企業もある。 

 4,000 msw 以上の環境で使用する ROV の設計では、浮力、one-atmosphere enclosures16など、部

品の圧力定格に関連する重量増加が課題になる。現在、6,000 msw のワーククラス ROV を供給

しているメーカーもある。 

 海底生産設備における ROV のインターフェースについては、ISO 13628-8 にさまざまな

intervention 作業のための機能的要求事項とガイドラインが規定されている。顧客側から特段の

指定が無い限り、さまざまなサブシー機器がこの規格に従って製造されている。ISO 13628-9 は、

生産システムで使用する遠隔操作ツール（ROT: Remote Operated Tool）intervention システム及び

インターフェース機器に関する機能的要求事項と推奨事項を定めている。 

14 NPD – Norwegian Petroleum Directorate 
15NORSOK – Standards worked out the Norwegian petroleum industry, available at www.standard.no/petroleum 
16One-atmosphere enclosures – This is a component housing to protect sensitive electrical equipments from exposure 

to seawater and depth-induced pressure 
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 サブシーフィールドの開発とサブシー操作の計画に関しては、ROV とそれに関連する機器の

適合性を確保するために、ISO 13628 シリーズのさまざまな規定を寄せ集め、包括することが重

要である。 

4.2.2.4 補助機器 
 投入･回収システム（LARS）に代表される補助機器の設計では、船級ルールを遵守する必要

があるかもしれない。 

 操業水深の性能を検証するためには、性能試験を行うことが不可欠である。例えば、システ

ムの操業水深が 3000 msw とされるなら、性能試験でそれを検証する必要があると思われる。し

かし、個々の作業でそれほどの水深での操業が必要とされない限り、性能試験は実施されてい

ない。つまり大水深作業において、さまざまな性能パラメータに関する機能不良や逸脱が事前

に証明されていないことを意味する。フルスケールの性能試験を実施しない理由は、多くの時

間と経済的資源を必要とするからである。このことは、サブシークレーンについても同様の事

が言える。 

 大水深海域のオペレーターが気づいている事は、1000 msw 以上では LARS 及びサブシークレ

ーンの機能パフォーマンスに大きな差違が認められる事である。さまざまな性能係数はロープ

の弾性、船による動的運動、水深などの様々な要因に影響される。 

 
 

4.2.3 ROV 操業 
 大水深での石油･ガス開発事業は、大水深海域での新規油ガス田の発見に伴って成長している。

大水深開発は、ROV 操作のようなサブシー作業能力に依存する。そうした課題を克服するため

に、重量物を精度よく操作できる特殊な任務が達成可能な大型な船舶と装備に需要がある。 

 ROV を使った作業に関する規制や技術標準が存在しないため、IMCA などの組織ではサービ

ス仕様が契約時の参考として使われている。IMCA は、ROV の操作や揚上作業を伴うサブシー

事業に関連するさまざまな作業の指針やベストプラクティスを策定している。ノルウェーでは、

ROV の商業運用に関する共通の要求仕様の参考用として NORSOK U-102 がしばしば利用される。 

 大水深操業には、経験とリスク予測の理解、そして操業に伴う諸課題に対処する能力が必要

である。これまでのところ、ノルウェーの標準的な操業水深よりも 10 倍以上も深い約 3000 
msw での操業が増えている。ROV システムの設置には、毎秒 1.10 m のスピードで 300 msw あ
たり約 5 分の時間がかかる。同じ速度で作業を行えば、3,000 msw の水深に ROV を設置するの

に約 45 分かかる。実際には DP システムの準備及び手順などがあるため、これらの所要時間は

もっと長くなる。 

 大水深操業の手順やチェックリストがしっかり確立されていなければ、知識経験不足のため

に、ミスや失敗の補正などから設置作業に 24 時間近く費やされてしまう。応答時間と ROV や

関連装置の再設定にかかる時間が、大水深操業の成功のカギを握る鍵となる要素である。 

 異なる層の潮流が、ROV 操作の重大な遅滞要因になり得る。ROV の操業中は船上から動作水

深まで数多くのワイヤーロープやケーブルが投入される。図 3 及び図 6 に見られるように、同
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時に複数の施設をサブシーに展開させる場合、さまざまなアンビリカルケーブル、クレーンや

ウィンチからのワイヤーロープなどが互いに近接し合う位置に配置される。 

 例えば、サブシーフローラインの Tie-in 作業では、同じ船で少なくとも 2 台、場合によって

は 3 台の ROV を操作する。さらに、同じ船からアンビリカルケーブルを装着した Tie-in ツール

（遠隔操作ツール）を使用することもある。この Tie-in ツールは、サブシーのクレーンまたは

ウィンチで操作可能である。 

 操業中にこれらすべての施設の積極的制御ができなければ、潮流の影響で施設が動くため、

ロープ同士が絡み合うこともある。 

下図の船は、サブシークレーンのほかに 3 台の ROV を運用している。複雑なサブシー作業では、

これらすべての機器を同時に操作することも必要になる。 

 
図 7: Illustration of Tie-in from Aker Solutions17 

 
 場所によっては、アンビリカルケーブルの潮流による抵抗が作業上の重大な制約になり、大

水深操業にとって主要な阻害要因となる。アンビリカルケーブルの径は潮流による抵抗に関す

る決定的因子であるため、潮流による抵抗のためにはこの径を最小化することが重要である。 

17 www.akersolutions.com 
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4.2.3.1 米国メキシコ湾 Macondo の Deepwater Horizon 事故 
 2010 年、Macondo 井を掘削していた Deepwater Horizon の BOP（防噴装置）の機能不全につい

て DNV18が調査し、その調査結果として報告書を発表した。油井を BOP で封鎖するために、

BOP パネルの ROV Intervention が行われ、BOP の各種部品及び計器の状態チェック、

Intervention 措置、全自動モード機能（AMF: Automated Mode Function）故障時の BOP 機能を起

動するための二次的手段などに ROV が活用された。 

 BOP のシア･ラムを ROV で操作する試みは、さまざまな理由でことごとく失敗に終わった。

BOP の ROV パネルと BOP 油圧回路の間における漏出はその理由の一つである。また ROV は、

漏出を停止するために、通常のハンドツールを使ってやりにくい姿勢で各部位の付属物を締め

付ける作業を行わざるを得なかった。十分な油圧レベルを発生出来なかったことも別の問題で

あった。ROV Intervention 前に AMF 機能を起動させるために、鋸などの通常のサブシー作業用

工具を使ってホースや管を切断した。 

 DNV による Deepwater Horizon BOP の報告書では、ROV について以下の結論を示す。「ROV 
Intervention 活動を精査した結果、ROV はさまざまな ROV 各部品の状態を直接的かつ迅速に判断

する能力を持っていないことがわかった。また、主制御システムと同等レベルで重要な

Intervention 機能を実行できないこともわかった 19」。 

 ROV Intervention の有効性に関連する報告書では、ROV が主制御システムと同等なレベルでさ

まざまな機能を実行するために必要な条件及び設備について業界として検討することが提言さ

れている。緊急事態において、坑井制御のために ROV などの機器を使用するための適切な規定

を設けるべきであろう。 

 大水深掘削作業における ROV 運用に関する要求を理解するためには、大水深開発における全

体的リスク像と操業リスク像を緊密に関連づけしていくことが重要である。 

4.2.4 ROV の性能と信頼性 
 Deepwater Horizon の事故は、1500 msw で発生した。その事故報告書では、水深が ROV 運用

の失敗の要因であったかどうかは明言化していない。しかし、BOP の運用に関連する主たるシ

ステムに障害が発生した際には ROV の能力と信頼性が重要であることを報告書は明確に指摘し

ている。ROV の冗長性と性能レベルが事故に関係していたが、それは事故発生時の適切な坑井

バリアを確立するための機能に関連するものではない。 

 Deepwater Horizon の事故から明らかなことは、大水深での安全に関する重要な作業を行うオ

ペレーターは、大水深作業の遂行に関連して ROV 請負業者を慎重に選択する必要があると思わ

れる。ROV 請負業者は、安全に関する重要な作業で要求される能力を立証するために、大水深

での複雑な作業実績を示せるようにしておく必要があるであろう。 ROV サービスを手広く請

け負う大手企業が個々の ROV 作業に最適の会社であるとは言えず、むしろ、複雑な大水深作業

に関する専門的な施設、知見を持つ小さな会社が好ましいこともある。 

18Forensic Examination of Deepwater Horizon Blowout Preventer, DNV Rep. No. EP030842, March 2011 
19 Primary Control System of the BOP stack. 
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4.2.4.1 ROV のロジスティックス 
 大水深のサブシー施設は、部品の調達先が分散している場合が少なくない。そのため、重要

な予備品は現地で保管する必要があるが、そのためには投資と能力も必要である。例えば、

ROV のアンビリカルケーブルを交換するには、本来”標準的”な ROV 操作には含まれない能力と

設備が必要になる。 

 分散した複数の場所で複雑な大水深作業を行う時には、非標準的な修理または保守作業を行

う能力も考慮対象になる。そのような修理･保守作業は高度な能力と特殊なツールを必要とする

が、”標準的”な ROV 業務では、そのような能力は期待されていない。 

 いくつかの部品のリードタイムも大水深業務の課題である。大水深での作業中に投入･回収シ

ステムに搭載されている歯車モーターまたは油圧モーターが故障した場合には、いくつかの課

題が発生する。重要な部品のリードタイムもこの課題の一つであり、その事態を解決する能力

もまたそうした課題の一つである。そしていずれも、プロジェクトに重大な影響を及ぼす可能

性がある。 

4.2.4.2 補助設備 
 荒天での作業時には、「スナップ荷重」20が発生してアンビリカルケーブルとその内部導体に

損傷が及ぶ可能性がある。導体が損傷すれば、探査機との交信及び探査機への電力供給が遮断

され、ROV が操作不能になる。アンビリカルケーブルは引張荷重に耐え得る弾性構造部材だが、

その特性は長さに依存する。21取り付けられた吊上物体は非線形的特性を持つ上、アンビリカル

ケーブルそれ自体が非常に複雑である。従って、ROV を効果的かつ安全に運用するためには、

船舶と吊上物体の間の動的相互干渉についての知識が必要である。荒天時に大水深のシステム

を船上から操作するには、システムの共振周波数 22及び高調波共振 23に関する知識と経験が必

要である。操業中のアンビリカルケーブルの強度を超える動的負荷の発生を避けるためには、

アンビリカルケーブル及び吊上物体により誘発される船体動揺との動的関係が重要である。 

超大水深下では、鋼製外装ケーブルの重量、特にケーブル径やケーブル長が長くなる場合に、

制限要因になる。さらに、これは最大操業水深における鋼材及び銅線のさまざまな伸縮特性に

も影響する。 

4.2.5 結論 
 ROV の運用は、サブシーオペレーションの中核的要素である。海洋掘削作業は、3000 msw を

超える水深にまで及んでいる。このような水深における ROV 運用の重要性は、近年、米国メキ

シコ湾における Deepwater Horizon の事故で立証された。 

現在のところ、ROV の設計コードも設計に関する規格も存在せず、また、ノルウェー政府の規

制も、ROV 及びその関連設備の要求仕様については具体的に規定していない。標準化や具体的

規制が実施されていないために ROV 操業に関連する機器はグレーゾーンで運用されており、そ

20 Snap load – Instantaneous heavy static load  
21Ocean Engineering 27 (2000) – The motion of a deep-sea remotely operated vehicle system 
22The condition of a system when it is subjected to a periodic disturbance of the same frequency as the natural 

frequency of the system. At this frequency the system induces an enhanced oscillation or vibration.  
23A periodic motion in which the displacement is either symmetrical about a point or is the sum of such motions.  
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のことが機器開発に際して利用されている。その結果、業界ではエンドユーザーであるオペレ

ーターの機器に関する機能的要求仕様に依存しているのが現状である。 

 さまざまな機関が発表した報告によれば、大水深で操業するためには、経験とリスクの理解

に加え、そうした操業に伴う諸課題に対処する能力が必要であると言える。大水深掘削作業に

おける ROV 運用に関する要求を理解するためには、全体的リスク像と操業リスク像を把握し緊

密に関連づけていくことが肝要である。 

4.3 技術改善の現状 

 海洋業界は、安全性を高め、環境にやさしい操業を行うために、海洋での掘削及び生産のた

めの技術を改善する必要性を認識している。そうした活動の一つとして、DeepStar プログラム

が始動している。 

 DeepStar プログラム 24は、1992 年に創設され、大水深開発のニーズを満たすための先進技術

に焦点を当てた業界共同の技術開発プロジェクトである。石油会社 11 社を会員企業とし、

Chevron USA 社の一組織である Chevron Energy Technology 社が運営管理している。また、賛助

会員には、掘削業者、エンジニアリング会社、サービス会社、海洋建設･海運会社、研究グルー

プなど、70 の団体が加わっている。DeepStar プログラムの主な目的の一つは、大水深から炭化

水素を生産するために安全で低リスク、かつ経済的に実現可能な方法を特定し、開発すること

である。 

 2012 年 1 月から開始された DeepStarプログラムの Phase XIは、2013 年 12 月 31 日まで続き、

この Phase XIの主な目的は、以下の技術開発である 25。 

• 掘削、仕上げ、Intervention によるブレークスルー 
• 地球科学的、油層工学的知見の評価と開発 
• とても長いタイバック距離/海面ホスト施設の撤収 
• 水深 10000フィートにおけるドライツリー/坑井への直接的 Intervention 及びライザー 
• 油･ガス田開発の継続的改善及び最適化 

 

24www.deepstar.org 
25http://www.deepstar.org/attachments/wysiwyg/2041/DeepStar%20Phase%20XI%20Business%20Plan.pdf 
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5 環境問題 

 大水深掘削は増え続ける世界の石油･ガス需要を満たすための新たな供給源をもたらす。一方

で、それに伴う環境上のリスクを評価、軽減する必要がある。具体的には以下のリスクがあ

る 26。 

• 石油排出： 石油をタンカーで輸送する時に発生する大量の油流出 
• 掘削流体の排出： 掘削泥水及びカッティングスには地中にあった毒性物質や放射性物

質が含まれていることがあり、外部環境を汚染しないよう慎重に扱う必要がある。 
• 大気汚染： 海洋掘削リグのドリルビットを駆動するエンジンやガスオペレーションに

おける天然ガスのフレアリングは大気汚染の発生源である。 
• 沿岸地域の工業化： 海洋掘削事業を展開するためには、事業を支援するためのターミ

ナル及び造船所を建設し、石油･ガスを輸送するパイプライン及びバージのスペースを確

保する必要がある。 
• 海洋プラットフォームの撤去： 石油･ガスプラットフォームの生産終了後、鋼鉄及び

セメントの構造物は破壊して放置すると、それ自体が環境リスクの原因になり得る。 

5.1 大気汚染 
 大気汚染は、海洋掘削活動に関連する重大な懸念事項の一つである。それは、海洋掘削活動

によりさまざまなガスが大気中に排出されるためである。二酸化炭素（CO2）やメタンなどの地

球温暖化ガスの大気中濃度上昇が大きな懸念理由である。これらのガスは、地球規模の温暖化

リスクに直接的に寄与している。地球の平均気温は過去 100 年間で約 0.76℃上昇しているが、

その温暖化のほとんどは過去 20 年間で上昇したものである。地球の気温がこれ以上上昇すると、

降雨パターンが変化し、極部の氷冠の後退の原因になる。また、海洋の酸性化や珊瑚の白化も

促進される。地球温暖化は、世界各地の氷河の消失も招いており、その結果として数百万の

人々が洪水、干ばつ、渇水のリスクに晒されている。氷河の融解の結果として起こる海水面の

上昇は、太平洋やインド洋の低海抜諸国にとって脅威となっている。 

5.1.1 CO2排出 
 CO2 ガスを大気中に放出することは、石油･ガスの探鉱、生産、及びプロセスに伴う不可欠か

つ不可避の活動である。炭化水素類の抽出、安定化、及び輸出に要するいくつかの工程は、大

気放出物質の発生源となる。これには、電力を生成し、コンプレッサー及びポンプを駆動する

ための燃焼のほか、安全確保や坑井テストのための余剰ガスのフレアリング、タンクへのロー

ディング中のガス抜き、及び消火作業や冷却プラントからの偶発的放出も含まれる 27。 

  

26http://www.glica.org/topics/show/86 
27http://www.oilandgasuk.co.uk/knowledgecentre/atmospheric_emissions.cfm 
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米国石油協会（API: American Petroleum Institute）は、すべての石油･ガス事業のガス排出源を以

下の 5 種類に区分している 28。 

a) 燃焼装置： 固定汚染源と移動汚染源 
b) 点汚染源： スタック、換気、及び通気管からの排出 
c) 非点汚染源： メタンの一時的放出、汚水処理施設及び汚水処理に関係するその他の施

設 
d) 非日常的活動： 予定外の保守作業または緊急措置に伴う排出 
e) 間接的排出： 企業の業務に関連するが、物理的に他所で発生する排出 

  

 2012 年のイギリス大陸棚(UKCS: UK Continental Shelf) における二酸化炭素の海洋排出量は

1,422 万 ton だった。このうち、施設内設備のエネルギー源としての燃料燃焼が 79.3％を占めて

おり、フレアリング及びガス抜きが 20.5％、その他の工程が 1％未満であった。 

 

 

図 8: Percentage contribution of various sources to CO2 emission in UKCS 

 

28Characterization of Greenhouse Gas Emissions involved in Oil and Gas Exploration and Production Operations 

Carbon Dioxide emissions in UKCS

Fuel combustion Flaring & Venting Other processes
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図 9: Offshore Emissions of Carbon Dioxide on the UKCS from 2000 to 2012 

 
 事業者たちは、二酸化炭素排出量の削減が課題であることに気づきつつある。油田が減退し、

油層圧が低下するにつれて、残留する炭化水素類を抽出するために必要なエネルギー量が増加

し、より多くの燃料ガスを使用することになるからである。しかし、エネルギー効率の改善策

を導入すれば、二酸化炭素及びメタンの排出量を長期的に低下させることが可能である。 

5.2 水質汚染 
 水質汚染は、海洋掘削に伴う二番目の懸念事項である。その影響は広範囲化、長期化する可

能性がある。海洋石油･ガス事業によって発生する廃棄物の多くは、地層水（生産水）と掘削泥

水及びカッティングスである。このほかに、少量ながら一般排水及び衛生排水、甲板の排水、

貫流式消火用水、間接冷却水、ビルジ水、バラスト水、出砂、廃油、余剰セメント、化学物質、

ゴミ･瓦礫が含まれる。 

 生産水の排出の悪影響は、生産水に含まれる多環芳香族炭化水素（PAH: Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons）及び高分子量フェノールなどの化合物によるもので、それが慢性生物学的作用を

起こすおそれがある。また、海洋生物への影響調査の結果、生産水が魚類の性的発育や生殖に

有害な影響を及ぼす可能性があることがわかった 29。 
 流出油の影響としては、海洋生物に対する油の毒性や動植物に対する窒息作用がある。石油

の毒性と物理的特性は経時的に変化する。石油の分散や分解促進に使用する化学物質も海洋生

物に有毒となり得る。海鳥類は海面に群れる傾向があり、炭化水素類を食べる傾向があるので、

特に流出油に対し冒されやすいと考えられる。 

29The Research Council of Norway, Long-term effects of discharges to sea from petroleum-related activities, 2012 
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5.2.1 生産水 
 生産水とは地層水または圧入水である。地層水が油層やガス層にトラップされるのは自然現

象であり、抽出工程ではその地層水が石油とガスの混合物と一緒に海面に運ばれてくる。石油

を海面に押し出すために、水を追加圧入することがある。その結果、炭化水素と共に地層水と

圧入水が発生する。これらの水は、炭化水素処理の初期段階で石油･ガスから分離し、分離され

た水は通常は処理後に海水中に排出する。生産水は、探鉱及び生産作業に伴う最も重要な排水

である。2012 年に生産された炭化水素 1 ton につき（石油、コンデンセート、ガスを含む）、生

産水 0.5 ton が排出され、0.9 ton が再圧入された 30。 

 高圧･高温条件下の生産水は、通常、石油や金属類を多く含有しているので処理する必要があ

る。多くの国々の環境規制では、海洋に排出される前の生産水の油含有量について上限を設け

ている。例えば、米国環境保護庁（EPA: Environmental Protection Agency ）は、処理された生産

水の毒性試験を義務づけている。毒性試験を行わなければ、海洋に排出することができない。

たとえ EPA の排出許可を得ても、排出量が一定の水準を超えてはならない。 

5.2.2 掘削泥水と化学物質 
 掘削中には、ドリルビットやドリルアセンブリを潤滑し、岩石破片を除去しやすくするため

に掘削流体が利用される。また、坑井の圧力制御や地層の安定化のためにも掘削流体が役立っ

ている。炭化水素の生産中は、プロセス効率を維持するために特殊な化学物質を添加する。パ

イプラインの保守やパイプラインの完全性を確保するためにも化学物質が使用される 31。使用

する化学物質には、線状アルファオレフィン（LAOs: Linear Alpha Olefins）や異性化オレフィン

（IOs: Isomerized Olefins）もある。これらは、粘性が低いため、泥水のレオロジー制御の改善に

使われる 32。Culture Change という機関によれば、メキシコ湾リグは、そのライフタイム中に約

90,000 ton の掘削流体及びカッティングスを排出する。国際石油･天然ガス生産者協会（OGP: 
International Association of Oil & Gas Producers）の報告によれば、2012年にイギリス大陸棚に排

出された化学物質は 97,891 ton にのぼる。そのうちの多くは、下図の通り、掘削に使用される化

学物質で占められている。 

 

30http://www.oilandgasuk.co.uk/knowledgecentre/producedwater.cfm 
31http://www.oilandgasuk.co.uk/knowledgecentre/chemical_discharges.cfm 
32http://web.anl.gov/PCS/acsfuel/preprint%20archive/Files/43_2_DALLAS_03-98_0233.pdf 
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図 10: Chemical Discharges by Activity on the UKCS from 2000 to 2012 

 掘削作業では、水ベース泥水、油ベース泥水、及び合成油ベース泥水という 3 種類の掘削泥

水が使用されている 33。 

 水ベースの掘削流体(WBF: Water-based drilling fluid)または泥水(WBM: Water-based drilling  mud）
は、すべての坑井掘削作業のある段階で使用される。WBM の主成分は、真水または塩水とバラ

イト、粘土、苛性ソーダ、及び水溶性ポリマーである。一部の成分は、掘削する地層の種類

（共通する特性を持つ岩石の層）に依存する。WBM 及び WBM の付着したカッティングスは廃

棄する。 

 油ベースの掘削流体または泥水（OBF または OBM: Oil-based drilling fluids or muds）は、さま

ざまな地層の掘削の効率化に使われる。OBM の基本成分は、通常、ディーゼル油または鉱油で

ある。これらの油分には、多核芳香族炭化水素（PAH）などの毒性物質が含まれていることが

多いので、OBM または OBM の付着したカッティングスの排出は、米国を含む多くの諸国で禁

止されている。 

 合成油ベースの掘削流体または泥水（SBF または SBM: Synthetic-based drilling fluids or muds）
は、掘削作業の水深が深くなり始めた頃に OBM の代用として開発された。基本成分は合成物質

で、通常は有毒な PAH を含まないオレフィンまたはエステルなどが使われる。SBM の排出は米

国を含む多くの国で禁止されている。ただし、SBM が付着したカッティングスは、SBM の大半

を取り除いてから排出されている。 

33http://www.bsee.gov/Environmental-Enforcement/Environmental-Compliance/Water-Quality/faq.aspx 
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 米国では、掘削泥水は EPA の規制下にあるので、排出前に毒性試験を実施することなどの

EPA の規制を遵守しさえすれば、海洋に排出することができる。毒性試験に合格しないと、海

洋への排出は許されない。また、排出量は一定水準を超えてはならない。 

5.3 油漏洩 
 油漏洩は、重大かつ目視可能な環境影響を及ぼす。環境影響の程度は漏洩の性質と漏洩場所、

及び流出後の対応に大きく依存する。油漏洩は、腐食、誤操作、及び第三者による不正行ため

（妨害行ためや窃盗など）などによる設備の故障など、さまざまな原因で発生する。 

 

 2012 年に OGP が収集したデータ 34をもとに、海洋油漏洩事故の発生件数と漏出量との関係を

図 11 に示す。この OGP 報告書では、海洋の油漏洩事故の発生件数よりも、陸上の油漏洩事故

の方がはるかに多いことも強調している。 

 

 

図 11: Distribution of offshore oil spills by volume 

 

 海洋での重大な油漏洩事故の発生後の汚染除去作業はいつも大きな困難を伴い、費用もかか

る。また、油漏洩の除去作業も環境に影響を与える可能性がある。流出油を封じ込めるために

オイルフェンスがよく使われ、油分を除去するためにその他の物理的、生物学的、化学的方法

が採用される。油の物理的除去作業によって大量の油を除去できるが、除染作業は海洋環境や

沿岸環境を損なうおそれがある。生物学的方法としては、油の分解を促進する微生物を添加す

ることがある。最後に、化学的方法は、油を微粒子に分解する散剤を散布するものである。

2010 年の Macondo 暴噴事故後にメキシコ湾に散布した Corexit など、いくつかの分散剤につい

ては、世界のいくつかの地域で有毒物質と見なされている。バイオレメディエーション剤や化

34http://www.ogp.org.uk/pubs/2012e.pdf 
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学的分散剤の使用による長期的影響は、特に大量使用した場合の影響については、いまだ不明

である。 

 

 油漏洩に関連する諸課題をめぐって、多くの石油･ガスの生産業者やサービス業者が共同で問

題解決に取り組むようになっている。そうした努力の結果、油漏洩対応サービス提供会社

(OSRL:Oil Spill Response Limited）35という機関が設立された。OSRL はロンドンに本部を持つ非

営利団体で、油漏洩対応サービスを提供する業界所有の世界的協同機関である。OSRL は、世界

の石油生産量の大半を担う 160 社を会員としている。OSRL は、過去 25 年間で 350 件以上の油

漏洩事故でサービスを提供してきた。 

 

 世界の石油･ガス会社が共同で取り組むこのような世界的規模の活動は、油漏洩問題の重大性

とそれに取り組む業界の決意を示している。 

 

 

35http://www.oilspillresponse.com/about-us 
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6 事故例 

 本章では、海洋石油･ガス業界で過去に発生した 3 つの重大事故例について検討する。各事故

の詳細と、主な原因、及び安全規則に及ぼした影響を説明する。これら 3 つの事故は、事故後

に世界の安全規則及び海洋保安に関する認識に及ぼした影響に注目し選択した。 

6.1 Macondo 暴噴事故（2010 年 4 月） 
 

 

図 12: Deepwater Horizon rig on fire 

6.1.1 はじめに 
 Deepwater Horizon は、水深 3,000m まで操業可能な移動式セミサブ、DP 機能を備えた移動式

掘削リグで、竣工から 9 年経っていた。韓国の現代重工業によって建造され、Transocean 社が所

有するこのリグは、2008 年 3 月から 5 年間 BP 社に傭船されていた。当時、水深約 1,500m の位

置で掘削深度約 5,500m（約 18,000ft）の試掘井を掘削していた。この試掘井は、米国メキシコ

湾の Macondo プロスペクトで、ルイジアナ海岸からおよそ 66 km に位置しており、オペレータ

ー及び主たる開発者は BP 社であった。 

6.1.2 事故 
 2010 年 4 月 20 日、油井から放出される高圧メタンガスが掘削ライザーに達して、掘削リグに

侵入して引火、プラットフォーム全体を飲み込み爆発した。この時、BP 社の社員 7 人、
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Transocean 社員 79 人を含む 126 人の作業員がプラットフォームにいたが、懸命の捜索にもかか

わらず 11 人が行方不明で、爆発時に死亡したものと考えられた。 

6.1.3 原因と事故後の対応 
 UC Berkeley Deepwater Center for Catastrophic Risk Management らから成る Deepwater Horizon 
Study Group（DHSG）の分析 36によれば、Macondo 事故は坑井最下端のストラクチャーが損傷し

たことによる可能性が高いとのことである。事故発生時、Deepwater Horizon のドリリング･クル

ーは、仮廃坑のための最終的な準備作業を行っていた。ネガティブテストを複数回したが、坑

井のインテグリティに欠陥があり、炭化水素が坑内に侵入していることを検知できず、上部

2,500m を高比重泥水から海水に置換したことにより、坑内の圧力が大幅に低下し、炭化水素か

らのガスが多量に発生する要因となった。 

 

 ガスが坑井内を上昇し、水圧の低い海面付近に到達することで急激に体積が膨張した。上昇

しながら膨張するガスに先立って坑井内の海水、掘削泥水、及びその他の流体も押し出された。

これら一連のガスや液体に続き地層内からの高圧の油やガスやその他の液体が上昇した。リグ

上の油･ガスセパレータによってこれらの油とガスを分離する試みはされたが、流入してくる油

やガスが高圧過ぎたためセパレータでは分離しきれなかった。その結果、ガスやその他の生産

流体がドリルフロアー漏洩してしまった。そして、そのガスが二回以上の爆発を起こし、最終

的にリグ全体を巻き込む大火災へと繋がった。 

 

 この暴噴事故における直接的、間接的な原因を理解しようと、政府内、産業界共に複数の利

害関係者によるいくつかの諮問委員会が持たれた。SINTEF の報告書 37によれば、この暴噴事故

の重要な直接的な原因は以下のようにまとめられている。 

 

1.  プロダクションケーシングのセメントとウェルの底部(いわゆる”shoe track”)がリザー

バーからの流入を防ぐ事が出来なかった。 
2.  リグ上のクルーがネガティブ圧力テストの結果を誤って解釈したため、ウェルは健全

にシールされていると捉えられた。 
3.  クルーは炭化水素がライザーに侵入する前に油･ガスの流入に対し対応しなかった。 
4.  クルーは、炭化水素をリグ外へそらす代わりに泥ガスセパレータへ導いた。 
5.  防火システムやガス関連システムが引火を防ぐ事が出来なかった。 
6.  BOP は坑井を封鎖する事が出来ず、また、BOP を操作する最終緊急手段も機能しなか

った。 

36Final Report on the Investigation of the Macondo Well Blowout, The Deepwater Horizon Study Group (DHSG), 
March 1, 2011 

37Deepwater Horizon-ulykken: Årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel, SINTEF, May 2011 
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 DHSG によれば、暴噴の基礎的な原因は海洋石油･天然ガス産業における組織と文化に関連し

ているとしている。BP の組織や操業部隊において、機能安全(functional safety)という文化は無か

った。また、入手可能な証拠をもとにした分析によれば、時間と費用を節約したがために不十

分な意思決定がなされ、その結果大事故へと繋がったと指摘している。また、business-as-usual
という標準化された枠組み内において、安全が妥協されていたと思われた。Deepwater Horizon
のような状況が刻々と悪化し危険な状況に陥る場合に対し、有効な対策を実行できる産業組織

や政府内管理体制もなかった。このようにして、意思決定、意思伝達そして組織管理上プロセ

スの重大な不備により、暴噴が発生し大惨事へと繋がるレベルにまで安全は妥協されてしまっ

た。 

 この事故の後、大水深掘削の規制制度を変える取り組みがなされた。これは、従来の

prescriptive な規制から規制対象機関が達成すべき安全目標を指定する performance-based の規制

に切り替わるものである。事故調査を行ったさまざまな委員会の提言を踏まえて、米国内務省

(DOI:The US Department of Interior)は、海洋石油･ガス事業の規制･監督体制について、米国史上

最も積極的かつ包括的な改革に着手した。2010 年 6 月、内務省鉱物資源管理部（MMS: Minerals 
Management Service）は、監督範囲をより正確に示す「内務省海洋エネルギー管理･規制･執行局」

（BOEMRE: Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement）に改名された。

2011 年 1 月、DOIは 1) BOEMRE の資源開発及びエネルギー管理の機能と 2) 安全と執行機能を

分離することを発表した。その結果、「海洋エネルギー管理規制･執行局（BOEM: Bureau of 
Ocean Energy Management）と「安全･環境執行局」（BSEE:  Bureau of Safety and Environmental 
Enforcement）という 2 つの機関が誕生した。BOEM は、資源開発及びエネルギー管理機能を管

轄し、BSEE は安全環境及びその執行を担当する。38 

 Macondo 暴噴事故が米国の海洋 HSE 規制体制に及ぼした影響については、7.6.3 節に記載する

が、本報告書 Appendix．4 文献要旨 Deepwater No.4 に詳述している。 

 この事故をきっかけに、海洋石油･天然ガス業界は海洋作業の安全性向上を目指しいくつかの

重要な取り組みに共同で着手した。オフショア安全センター（COS: Center for Offshore Safety）
の創設はその一例である。これは業界が出資する機関で、ヒューストンに本部を置き、専らメ

キシコ湾大水深（300 m 以上）における安全に取り組んでいる。COS は、米国の海洋石油･天然

ガス業界のために、海洋作業の安全性及び健全性の継続的改善を確実にするためのスタンダー

ドを適用することを目的としている。それは、効果的なリーダーシップ、コミュニケーション、

チームワークと厳重な管理体制及び独立した第三者による監査と認証体制を通じて、海洋での

掘削、仕上げ、操業時の高い安全レベルに寄与するとしている。 

 オフショア安全センターは、以下の活動を通じて operational excellence を達成することを目指

している。 

• 業界の安全及び環境パフォーマンスを推進し、継続的に改善すること。 

38 The American Society of Safety Engineers: Regulatory Reform in Response to the Deepwater Horizon,  
http://www.asse.org/professionalsafety/docs/DeepwaterHorizonArticle.pdf 

50 
 

                                                           

http://www.asse.org/professionalsafety/docs/DeepwaterHorizonArticle.pdf


  

 
 

  

 

  
• 石油･ガス業界に対する市民の信用と信頼を得ること。 
• 業界の安全及び環境パフォーマンスについて市民の認識を高める。 
• ベストプラクティスを共有化し、互いに学習し合うために業界内の協力を刺激する。 
• 業界、政府、及びその他の利害関係者の協力の場を提供する。 

 

6.2 Montara 暴噴事故（2009 年 8 月） 
 

 

図 13: West Atlas drilling rig on Montara well after the incident 

6.2.1 はじめに 
 Montara 油田･ガス田は、オーストラリア北部沖チモール海、ダーウィンの西 650 km の位置に

ある。この油田は、水深 80 m にある。Montara には、ガス再圧入井を含む 4 つの油井があり、

生産期間は 12 年間と予測されている。Montara は、1988 年 3 月に BHP Billiton 社によって初め

て発見され、その後 Coogee Resources 社に引き継がれた。2008 年 12 月、タイに拠点を置く石油

天然ガス開発会社 PTT Exploration & Production 社が Coogee Resources 社を買収し、PTTEP 
Australasia（PTTEP AA）39という社名になった。 

6.2.2 事故 
 2009 年 8 月 21 日、PTTEP Australasia 社が所有する Montara ウェルヘッドプラットフォーム掘

削リグ（West Atlas）において、ウェルへッドで事故が発生し、油･ガスの制御不能な流出に至

39Offshore Technology, http://www.offshore-technology.com/projects/montara-oil-field/ 
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った。2009 年 11 月 3 日にその流出は止まったが、流出量は 1 日当たり約 400 bbl40で、2009 年

11 月 3 日にウェルヘッドが完全に封鎖されるまでにチモール海に流出したコンデンセート及び

天然ガスの量は不明である。 

6.2.3 原因と事故後の対応 
 オーストラリアにおける海洋石油事業には40年余りの歴史があり、その間に約3,000の坑井が

安全に掘削されている。Montara事故は、オーストラリアでは25年ぶりの暴噴事故で、政府はき

わめて深刻な事態と受け止めた。 

 オーストラリア政府は、Montara事故の原因を究明し、同様の事故の再発防止策を策定するた

めに、Montara事故調査委員会を設置した。この委員会は調査結果の包括的報告を行った。2010
年11月に発表されたその報告書には、100項目の所見と105項目の提言が盛り込まれており、政

府、規制機関、及び海洋石油･天然ガス業界に示唆を与えた。 

事故調査委員会は、貯留層における不完全なセメンチング、不十分な坑内流体比重、ならびに

9-5/8”Pressure Containing Anti-Corrosion Cap を長時間取り外されていたことが暴噴の原因であっ

たと結論づけた。また報告書は、PTTEP Australasia 社が Montara油田で適切なベストプラクティ

スを遵守していなかったと指摘している。 

その他の所見： 

• PTTEP AA の作業手順の「広範囲にわたる体系的な」欠陥が坑井制御喪失の直接的原因

であった。 
• 規制機関が承認する坑井制御策は、坑井の制御喪失を防ぐために十分なものであるが、

PTTEP AA はそうした制御策や自社の坑井設計基準を遵守していなかった。 
• 北部準州政府資源省(Northern Territory Department of Resources)は勤勉な規制機関ではな

く、必要最低限度の規制職務を履行するという姿勢でいたために、劣悪なプラクティス

を発見するチャンスがほとんど無かった。 
• 少なくとも、海洋石油･天然ガス事業に関する単一の国家規制機関を設立するという提案

には取り組む必要があると思われる。 
 

事故調査報告書の中で指摘された暴噴の原因 41： 

• 2 つの坑井バリア維持を誤った 
• バリアの検証を行っていない 
• 変更管理(management of change)の不備 
• 人員の能力不足による不完全な意思決定 

 

40Barrels of oil per day 
41Building on the Lessons of Montara, PTTEP Australasia, International Offshore Petroleum Regulators and 

Operators Summit, Perth, August 2011 
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下図は事故発生時に坑井のどこに問題があったかを示す概念図である。 

① サスペンド状態からの復帰作業中で、BOP がまだ設置されていなかった。 
② 9-5/8”Pressure Containing Anti-Corrosion Cap がセットされていない。 
③ ケーシングシューが機能しなかった。 
④ 坑内比重が不足していた。 
⑤ セメントプラグがなかった。 

 

 

図 14: Montara well schematic42 

 

 2010年、PTTEP AAはMontaraアクションプラン（MAP: Montara Action Plan）43を策定し、業

界のベストプラクティス基準を満たすためにはどのような変化が必要かを具体的に示した。こ

れは、PTTEP AAが強力な対策を講じなければライセンスを剥奪するというオーストラリア政府

の警告に応えたものである。2011年、オーストラリア政府は、PTTEP AAがMontaraアクション

プランを成功裏に遂行したことを確認した。同社は、持続可能な変化を遂げるためにシステム、

プロセス、及び企業文化を改善し、今では安全操業のための新しい革新的な方法の開発におい

て業界を先導している。 

42Source: Building on the Lessons of Montara, PTTEP Australasia, International Offshore Petroleum Regulators and 
Operators Summit, Perth, August 2011 

43 PTTEP Australasia: Montara - Incident causes and Action Plan,  
http://www.au.pttep.com/media/20770/montara%20-%20incident%20causes%20and%20action%20plan.pdf 
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 事故発生後、規制改革の一環として達成された変化として、2012年1月1日に独立した安全規

制機関として国家海洋石油安全環境管理庁（NOPSEMA: National Offshore Petroleum Safety and 
Environmental Management Authority）44の設立がある。NOPSEMAは、オーストラリア領海とそ

の権限が及ぶ海域の海洋施設における労働者の安全衛生規制を管轄する組織として2005年に設

立されたオーストラリア海洋石油安全局（NOPSA: National Offshore Petroleum Safety Authority）
を継承する機関である。 

 オーストラリアの規制制度も、政府の Final Response45に基づく勧告を Montara 事故調査委員

会の報告書やその他の規制調査に取り入れるために急速な変化を遂げつつある。 

 さらに Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (OPGGSA)が改定され、坑井の

操業管理計画の規制監督や坑井操業の承認など、坑井健全性に関する規制が NOPSEMA の管轄

対象となった。それまでは、海洋環境管理プラクティスに関する調査･報告とそれに基づく勧告

を行うことは、政府指定機関の責務だったが、2011 年海洋石油及び温室効果ガス貯留法改正案

（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Amendment Bill）が可決したため 2012 年 1 月か

ら NOPSEMA の職務になった。 

 環境管理の面では、NOPSEMA の設立により、環境保護及び生物多様性保護法（EPBC: 
Environment Protection and Biodiversity Conservation Act）に基づく環境評価プロセスが強化され、

掘削関連のすべての活動を網羅した油漏洩モデルに 11 週間の油濁シナリオが導入されることに

なった。Montara 事故以来、石油･ガス開発事業の承認条件に事故発生時のモニタリングと環境

改善の要求が盛り込まれている。 

 オーストラリア海事安全局（AMSA: Australian Maritime Safety Authority）は、オーストラリア

連邦政府を代表して、オーストラリアの海洋汚染対応能力を最大限に発揮するために、連邦及

び北部準州政府のほか、海運、石油開発、海洋探査、化学及び緊急サービス業界と協力しなが

ら国家計画（National Plan）46の管理運営を司っている。National Planの目的は、コミュニティと

オーストラリアの海洋及び前汀ゾーンの環境を、油やその他の有害危険物質(HNS: Hazardous 
and Noxious Substances)による汚染から守ることである。Montara事故以来、AMSAは、海難事故

や石油･有害危険物質による海洋汚染に対して現在の体制で十分有効に対応できるかどうかを確

認するために、National Planの見直し作業を行っている。 

 NOPSEMAは、海洋石油事業に関連する安全衛生、構造物健全性、及び環境計画と日常業務に

適用される州、準州及び連邦政府の現行規制を有効に統合している。安全管理、坑井の管理規

制と健全性、環境管理をこのようにNOPSEMAという1つの規制機関に統括させることで、業界

の規制対応負担を軽減し、オーストラリアの海洋石油事業規制を標準化して1つの高度なベスト

プラクティス･モデルを確立できると期待されている。 

44National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority, http://www.nopsema.gov.au/ 
45Final Government Response to the Report of the Montara Commission of Inquiry, 2011: http://www.ret.gov.au/ 
46 The National Plan (the National Plan to Combat Pollution of the Sea by Oil and other Noxious and Hazardous 

Substances) is a national integrated government and industry organisational framework enabling effective 
preparedness and response to marine pollution incidents. 
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6.3 P36 事故（2001 年 3 月） 
 

 

図 15: P-36 Floating Production Unit after the incident 

6.3.1 はじめに 
 P-36（ペトロブラス･プラットフォーム 36）は、1986 年にイタリアの Fincantieri 造船所で建造

された掘削リグ Spirit of Columbus を、1994 年に 180,000 bbl/dayの処理能力を持つプロセス設備

を要する浮体式生産設備（FPU：Floating Production Unit）に改造したものである。これは、2 つ

のサブマージポンツーン、4 本の巨大なコラムによって支持される生産施設を持った中規模の半

潜水型プラットフォームだった。 

 P-36 は、ブラジルの沿岸から約 125 km 沖合、カンポス堆積盆地の北部の大水深にある

Roncador 油田にいた。カンポス堆積盆地は、面積約 100,000 km2以上にわたるブラジル最大の油

田で、1976 年に発見された。Roncador 油田は 1996 年に発見され、面積 111 km2、水深 1,500～
1,900 mの範囲に渡る。P-36 は、2000 年 5 月から生産しており、事故発生時の油生産量は 80,000 
bbl/dayだった。 
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6.3.2 事故 
 2001 年 3 月 15 日早朝に、P-36 プラットフォームの EDT（EDT: Emergency Drain Tank:緊急ド

レインタンク）内もしくはその周囲で 2 回の爆発が起きた。1 回目の爆発原因は超過圧力事象で、

2 回目は炭化水素蒸気の漏洩引火による爆発だった。事故発生時、リグにいた 175 人のうち 11
人が死亡した。2 回の爆発後、リグは 16°傾いたため、タンクに海水が流入した。救援チームは、

窒素と圧縮空気をタンクに送り込んで排水しようとしたが、結局、天候不良のためリグを放棄

した。爆発から 5 日後の 2001 年 3 月 20 日、プラットフォームは、推定 1,500 ton の原油を貯留

したまま 1,200 mの海底に沈没した。 

6.3.3 原因と影響 
 原因究明のために設置された事故調査委員会 47は、EDT の設計不良が故障モードを招いたと

指摘した。通常、EDT はプラットフォームの最下デッキに設置するものだが、P-36 ではスペー

ス確保とコスト削減のために支持コラムに EDT を設置していた。しかも、多くの重要装置に冗

長性が無い設計になっていた。例えば、隔離された EDT を封鎖するバルブに漏洩時の冗長性が

欠如していた。 

 

 調査委員会は、設計上、操作上の重大エラーは認められなかったことから、この種の事故は

ほとんどの会社に起こり得たと指摘している。しかしそれでも、ペトロブラスにはいくつかの

重大な不備があった。調査委員会は、経営者や監督者が操業活動に集中できるようお役所的な

業務を減らすことを勧告した。また、作業員の研修を改善して作業の効率化を図るべきだと助

言した。 

 

 P-36 事故から得た教訓を踏まえて、ブラジル国家石油庁（ANP: National Petroleum Agency）は、

2007 年に” Technical Regulation of Operational Safety Management System for Maritime Drilling 
Installations and Oil and Natural Gas Production (Resolution ANP Nº 43)”（海洋掘削施設及び石油･天

然ガス生産に関する操業安全管理体制の技術的規制）を発行した。17 項目の管理指針を定めた

この規制は、海洋プラットフォームの操業安全管理システムの実施及び運営の要件と指針を確

立し、人命と環境を保護することを狙いとしている。この決議により確立された基準及び規定

を石油･天然ガスの探鉱･生産の各権益企業の日常業務に適用することで、事故防止と事故発生

時の適切な対応を確実にしようとしている。 

  

47 National Aeronautic and Space Administration: That Sinking Feeling: Total Loss of Petrobras P-36:  
https://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F

%2Fnsc.nasa.gov%2FSFCS%2FSystemFailureCaseStudyFile%2FDownload%2F30&ei=xYVoUv2VKoToiAe40
4HIDw&usg=AFQjCNFWuWDl1ugS39fk6bSvumkenopu_w&bvm=bv.55123115,d.aGc 
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この新しい ANP 規則の特徴は次の通り 48: 

• 安全に向けた客観的アプローチの設立 
• 事業者に HSE 手順書の文書化を要求 
• 少なくとも HAZID などの定性的手法によるリスク解析の文書化 

 

 ブラジルで操業する会社には、これらの新規定を完全実施するために 2009 年 12 月まで 2 年

間の猶予期間が与えられた。ANP 安全管理システム要求は、急速に発展しつつあるブラジルの

海洋石油･天然ガス業界における安全管理体制の確立へ向けて大きな一歩となった。 

 

  

48 DNV Publication, Oil and Gas Update, 2011 
http://www.dnv.com/industry/oil_gas/publications/updates/Oil_and_Gas_Update/2011/01_2011/Brazilsregulator
yandsafetyevolution.asp 
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7 イギリス、オーストラリア、ノルウェー、ブラジル、米国の海洋安

全体制 
 本章では、イギリス、オーストラリア、ノルウェー、ブラジル、及び米国の 5 カ国の海洋安

全体制の現状を説明する。本章の目的は、海洋の安全性、特に 2010 年の Macondo 暴噴事故後の

海洋事業の安全操業のためにこれら先進 5 カ国が行っている対策の概要を日本の規制機関に提

供することである。 

7.1 概要 

 安全管理規則の目的は安全操業の推進と危険の軽減にあるが、安全規則はその実施の仕方に

よって次の 2 つのカテゴリーに大別される。すなわち、Prescriptive 規則と Performance-based 規

則である。Prescriptive 規制では、コンプライアンスを達成するための具体的手段が規定される。

Performance-based 規制では、コンプライアンス達成手段は指定せず、達成目標を指定する。 

 どちらの規制アプローチにも長所と短所がある。以下では、そうした長所と短所を整理した

上で、2 つのアプローチを比較する。 

7.1.1 Prescriptive 規則 
 Prescriptive 規則の意図は、事業者が遵守すべき技術的要求事項を明示することにより事故を

防止することである。規制機関は、承認と検査を通じて事業者の活動を管理している。このア

プローチでは、同様の規定(Prescription)/チェックリストを使用するため、プロジェクトと業務の

整合性を保証できる。 

 しかし、このアプローチにはいくつかの欠点もある。第一に、Prescriptive 規則では、サービ

ス提供者は自分の法的責任を免れるために、指定された行動を履行することが義務づけられて

いるだけである。そうした行動が事故防止のためには不十分であることがわかっても、不十分

であるように見えるのはそれを指定している規則や規制機関である。従って、安全確保は規制

機関の責任であって、サービス提供者の責任ではないとみなされる。第二に、Prescriptive 規則

は過去の経験の集積であり、技術革新の盛んな業界では、良くても不適当で、悪ければ無用の

危険をもたらしかねない。Prescriptive 規則では、設計案の多様性に対応できない。第三に、

Prescriptive 規則は、作成された時点で最善のエンジニアリングプラクティスを反映したもので

あるため、技術が進展すれば即、適合しないものになってしまう 49。 

7.1.2 Performance-based 規則 

 Performance-based 規則は、「リスクベースの規則」とも、「目標設定型アプローチ」とも呼

ばれている。Performance-based 規則は、事業者が安全衛生環境規制に関する自分の活動を自ら

49http://www.adelard.com/papers/scsc2001_sw01.pdf 
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管理することを意図している。このアプローチは、新しい状況下では使いやすいものである。

また、新しい技術の導入に伴うリスクの経時的変化を考慮に入れている。 

 しかし、このアプローチにもいくつかの欠点がある。事業者が業務を安全に遂行しているこ

とを証明する責任は事業者自身にあるので、事業者はそうした判断を下し、必要なリスク解析

を実施する能力を持っている必要がある。もう一つの課題はリスクの捉え方(perception of risk)に
関するもので、リスクは異なる事業者の理解によって違いが生じる可能性がある。 

 Safety Case（セーフティケース）は、Performance-based のアプローチを実行するためのツール

である。これは、イギリス及びオーストラリアで既に広く受け入れられており、次第に他の諸

国もこのアプローチに切り替えつつある。Safety Case は、施設の記載、詳細なリスク解析、及

び安全管理システムの概要を記載した公式文書である。 また、企業がリスクを確認し、企業

のさまざまな対策や有効な管理体制を支援するために有用な追加情報とデータも記載されてい

る。Safety Case は、責任者が重大事故リスクを有効に管理するための能力と手段を持っている

という確信を、責任者及び HSE 規制機関に与える。Safety Case の主な目的は、沖合施設で働く、

または関連作業に従事する作業員の健康と安全を及びやかす重大事故のリスクを低減すること

である。Safety Case はまた、規制に加えて高いレベルの規制管理を提供している。 

Safety Case は以下のことを証明する必要がある。 

• 重大事故を起こす可能性のあるすべての原因が特定されていること。 
• すべての重大事故リスクの評価が既に完了しており、最低レベルにまで低減してあるこ

と。 
• 関連する規定の遵守を保証するために、重大事故リスクを管理する対策が、既に講じら

れているか、将来講じる予定であること。 
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図 16: An example of a safety case regime 

 

 Prescriptive 規則と Performance-based 規則という 2 つのアプローチのどちらが効果的であるか

については、議論の余地がある。石油･ガス及び海事業界で活動するリスク管理コンサルタント

会社、Det Norske Veritas（DNV）は、両者を統合したアプローチによって重大事故が減少する

と考えている。この統合アプローチは、規制体制を改め、Prescriptive 規則と Performance-based
規則を併合することで刷新したものである。DNV の経験によれば、Performance-based 規制体制

の問題点を独立の第三者が検証すれば（independent verification）最も効果的な規制になると確信

している。 
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7.2 イギリスの海洋事業規制体制 

 イギリスの海洋の規制アプローチは、Piper Alpha 事故に関する Cullen 報告書の提言に基づい

て策定された。Piper Alpha 生産プラットフォームは、1988 年の爆発事故で火災を起こし、プラ

ットフォーム上にいた 226 人のうち 167 人が死亡した。Cullen 報告書に記載された Lord Cullen
の提言では、履行責任は規制機関と業界の双方にある。UK HSE（The UK’s Health and Safety 
Executive イギリス安全衛生庁)は、イギリス労働衛生安全法（UK HSWA: UK Health and Safety at 
Work Act ）の枠組みの中に既存の海洋の安全規制を取り込むことに同意している。次に、

Offshore Safety Act（1992 年）が施行されて UK HSWA の監督範囲がイギリス大陸棚(UKCS:UK 
Continental Shelf)の海上施設にまで広がり、これにより Safety Case のコンセプトがイギリスのす

べての固定式、移動式海上施設にも導入された。その主目的は、海洋作業に従事する労働者の

安全衛生に関するリスクを低減することだった。 

1974 年イギリス労働衛生安全法（UK HSWA） 

 雇用者の責務は、自分が雇用するすべての従業員及び自社事業の影響を受ける他の人々の職

場における衛生、安全、及び厚生を合理的に可能な限り保証することである。 

 特定の活動におけるリスクの大きさは、時間、問題、コスト、及びリスク回避のための対策

の物理的困難さに依存する。 

 作業に従事する従業員の責務は、作業中に自己または自己の作ため･不作ための影響を受ける

他の人々の衛生及び安全について適切に配慮することである。 

1992 年 Offshore Safety Act 

 この法律により UK HSWA Part Iの適用範囲が拡大する。その一般的目的は以下の通りである。 

• 海上施設で労働する、またはパイプラインの敷設作業に従事する個人の衛生、安全、及び

厚生を保証する。 
• 海上施設の安全性を保証し、施設内または施設付近での事故を予防する。 
• パイプラインの適切な敷設と安全運用を保証し、損傷を防ぐ。 
• 海上施設及びパイプラインの安全な解体、撤去、及び処分を保証する。 
• ある種の違法行ために対する刑罰を重くし、石油供給の安全性を維持するための方針を示

す。 
 

7.2.1 イギリスにおける HSE 規則の一般的アプローチ 

 イギリスで採用されている HSE 規制のアプローチは Performance-based のアプローチである。

イギリス大陸棚におけるすべての海洋施設及び海洋事業活動にとって Safety Case は不可欠であ
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る。事業者は、すべてのハザード（危険）を最新の状態に維持し、適切な予防策と低減策を実

施するために、Safety Case を定期的に更新する責任を負っている。 

7.2.2 イギリスの衛生安全規制機関 

 イギリス安全衛生庁（UK HSE :The UK’s Health and Safety Executive）は、イギリスの衛生安全

法規の施行について全面的責任を負っている。UK HSE のエネルギー課は、イギリス大陸棚に

おける海洋事業活動に伴う衛生安全上のリスクの規制を担当する規制機関である。 

7.2.2.1 海洋事業に関連するイギリスの衛生安全規則 

UKCS における海洋衛生安全に関する主な規則は以下の通りである。 

• Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005 (SCR05) 
• Offshore Installations and Pipeline Works (Management and Administration) Regulations 1995 

(MAR) 
• Offshore Installations and Wells (Design and Construction, etc) Regulations 1996 (DCR) 
• Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, and Emergency Response) Regulations 

1995 (PFEER) 
• Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 

Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005  
 27 の条項と 9 つの付表で構成される。その主な目的は、海洋施設で就労する、または関連す

る活動に従事する労働者の衛生安全に、重大事故がもたらすリスクを軽減することである。簡

単に言えば、Piper Alphaの再発を防ぐことである。 
 Safety Case は、責任者が重大事故リスクを有効に管理するための能力と手段を持っていると

いう確信を責任者及び UK HSE に与えてくれる。施設、重大事故危険性、安全管理システム、

安全ハードウェア、及びリスクに関する理解を深めることで海洋労働者の安全向上に寄与する。

また、Safety Case の作成に従事する人材を育て、それによって事業者が Safety Case を認知し、

所有権を得ることになる 50。 
 
Offshore Installations and Pipeline Works (Management and Administration) Regulations 1995 
 MAR は、主として役割と責任、及び安全管理システムのいくつかの側面に関連する規定を定

めている。所有者及び操作員の変更や、イギリス領海外への施設の移動については HSE に通知

することを義務づけている。また、いつ誰が施設にいるかを記録することも義務づけている。

健康監視、食糧及び飲用水の供給についての規定もある。ヘリコプターデッキの運用の準備に

ついても規定している。 
 
Offshore Installations and Wells (Design and Construction, etc) Regulations 1996 
 DCR の目的は、海洋施設の設計、施工、運用、及び撤去作業に際して、施設の健全性は合理

的に可能な限り高く、リスクは可能な限り低く維持されることを保証することにある。ここに

50http://www.hse.gov.uk/consult/condocs/offshore.pdf 
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は、作業場、作業環境、及び厚生に関する Prescriptive な側面が含まれる。坑井の設計、管理、

及び検査準備もまた適用対象とする。 
 
Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, and Emergency Response) Regulations 1995 
 PFEER は、海洋施設における火災や爆発に対処し、効果的な緊急対応を保証するための予防･

防護策の目標を定めている。この規則は、避難、退避、及び救援が必要になり得る火災･爆発の

危険性及びリスクの評価を義務づけている。さらに、危険物管理対策の実施基準を確立するこ

とを規定している。 
 
Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 
 この規則は、雇用者が衛生安全の管理のために何をするべきかをより明確に示している。こ

の規則は、すべての労働者に適用される。特に重要な規定は、リスク評価を行い、リスク評価

を通じて確認された衛生安全対策を適用するための手配を行うための管理システムを導入する

ことである。さらに、PDCA（Plan-Do-Check-Act）システムを実践するために、従業員を教育す

るための準備とレーニングを行い、リスクを監視する能力のある人々を任命する。 

7.2.3 イギリスの環境規制機関 

 エネルギー気候変動省（DECC: Department of Energy and Climate Change）のエネルギー開発部

は、イギリス大陸棚の石油･ガス活動の許可･規制、及び環境規制フレームワークの開発を担当

する。油濁緊急時対策（OPEP :Oil Pollution Emergency Plans）の承認を含め、海洋石油･ガス事

業活動に関連する体制の管理及び規制監督について責任を負う。OPEP は、海用汚染の原因とな

り得る油濁事故に対応する準備を規定する。この機関の目的は、汚染を回避し、万が一の油漏

洩発生時による影響を減らすことにある。 
 
 イギリス運輸省の執行機関である海事沿岸警備庁（MCA: Maritime and Coastguard Agency）は、

油濁事故において除染対策の実施について責任を負う。 

7.2.3.1 イギリスの環境規制 

 Offshore Petroleum Production and Pipelines (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1999
（2007 年改定）（OPPP(AEE)R）は、EU の環境影響評価指令を実施しており、イギリスの海洋

石油･天然ガス産業の環境規則の基盤となっている。この規制の方針により、EU 域内における

一定種類の海洋石油･天然ガス事業活動について環境影響評価（EIA: Environmental Impact 
Assessments）を行う必要がある。OPPP(AEE)R に基づく活動とは、イギリスの領海及び大陸棚

における油田･ガス田開発、坑井掘削、及び生産施設やパイプラインの建設･設置などである。

これらの活動に従事しようとする事業者は、最初に EIA を行って環境に対する影響の大きさを

予測する必要がある。EIA 及びその概要と結論を記載した環境ステートメント（ES: 
Environmental Statement）を DECC に提出する。これは、イギリスの 1998 年石油業法（UK 
Petroleum Act）に基づく海洋事業活動の承認申請の根拠となる。管轄機関が提供された情報に
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満足し、環境に重大な影響を及ぼすおそれはないと結論づけない限り、この同意は与えられな

い。 

7.2.4 Macondo 暴噴事故の影響 

 イギリス下院のエネルギー･気候変動委員会は、2010 年 12 月に “UK Deepwater Drilling – 
Implications of the Gulf of Mexico”と題する報告書を発表した 51。この報告書は、イギリスの大水

深掘削の一時停止を主張する意見を正当に退けた。この報告書の結論は、イギリスの規制水準

は高く、柔軟で目標設定型のアプローチを採用しているとのことである。そして大水深操業で

使用する BOP に特段の注意を向けている。 

 BOP は「ultimate fail-safe device」と形容されているが、Macondo ではこれが機能せず、ドリ

ル･パイプを切断することができなかった。Macondo の BOP では唯一のブラインドシアラムの

機能不全を踏まえ、環境報告書では、イギリス大陸棚の防噴装置にはブラインドシアラムを 2
個装備することを規定するように、イギリス HSE が検討するよう提言している。また、イギリ

スの目標設定型の安全規制は、防噴装置のような fail-safe 装置の安全基準を満たすために柔軟な

アプローチで技術及びシステムを選択できる。一方、装備やシステムの基本的な完全性を保証

するために最低限の Prescriptive 安全基準を設定する必要があると思われる。 

 2011 年 3 月、DECC は、2010 年 4 月の Macondo 暴噴事故を取り巻く背景事情の公式報告書の

所見を検討する専門家委員会の委員長としてロンドン王立大学の Geoffrey Maitland 教授を任命

した。この委員会の主な役割は、そうした報告書に提示されている提言をレビューし、それが

イギリスの海洋石油･ガス事業に妥当であるか、イギリスの規制制度の改良または改善について

はどの程度まで通知するかを検討することである。 

 専門家委員会は 2011 年 12 月に公式報告書 52を発表した。この報告書は、「イギリスの制度

は、Macondo 事故当時の米国には無かったいくつかの利点を取り入れている」と指摘している。

しかし同時に、いくつかの改善勧告も提示している。 

このレビューでは、イギリスの海洋規制制度における以下の長所が認識された。 

• 環境影響の厳格な評価 
• ハザードの特定、リスク評価、及びリスク管理のベストプラクティスを要求する安全管

理システム 
• 包括的緊急時対応フレームワーク 

同時に専門家委員会は、継続的改善の重要性と以下の点を反映した基準の範囲を強調した。 

51UK Deepwater Drilling – Implications of the Gulf of Mexico Oil Spill, House of Commons, Energy and Climate 
Change Committee, 2nd Report Volume 1, December 2010 

52https://www.gov.uk/government/publications/offshore-oil-and-gas-in-the-uk-independent-review-of-the-regulatory-
regime 

64 
 

                                                           

https://www.gov.uk/government/publications/offshore-oil-and-gas-in-the-uk-independent-review-of-the-regulatory-regime
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-oil-and-gas-in-the-uk-independent-review-of-the-regulatory-regime


  

 
 

  

 

  
• 安全･環境管理システムの実現を保証する仕組みを強化する。 
• ベストプラクティスを普及させるための学習文化とプロセスを改善する。 
• 規制機関の統合化 
• 油漏洩発生時の命令･管理系統の透明化 
• 油漏洩発生時の事業者の賠償責任と賠償能力を担保する確固とした取り決め 
• 重大な海洋油濁事故の回避、キャッピング、格納、除染、及び影響モニタリングを立案

する高度な研究開発 

 このレビュー結果を踏まえて、DECC、HSE、及びMCAは、OGUK : Oil and Gas UKと協力し

て、Maitland 提言に対する包括的回答書53を作成した。 

表 1: 主要テーマ別回答 

主要テーマ 主な回答 
 

坑井の計画と制御 
 

• WellLifeCyclePracticesForum(WLCPF)は恒久的に設置： 
• WLCPF は委員会から勧告された優良な産業ベストプラクティスを

反映したガイドラインを発行した; 
• 坑井管理基準（すなわち、最低でも２つのバリアを設置）の変更に関

する委員会の勧告への以下の考察により WLCPF は現在のベストプラク

ティスが目的にそったものであると結論した。 
 

環境保護 
 

• OGUK は EnvironmentalAssurancePlan の概念を推進する; 
• DECC は環境に関する規則のレジーム及び関連するガイドラインのレビ

ューを行ってきた; 
• EnvironmentalStatements 及び OilPollutionEmergencyPlans の中からそれぞれ

に独立した 1 年毎のレビューを行う; 
• 予備のキャッピング装置は定期保守スケジュールに則ってイギリス大

陸棚で利用可能。 
 

事故及びベストプ

ラクティスからの

教訓 

 

• OGUK は確実性、検証に関する OperationalRiskAssessment の適切か

つ有効な使用のためのガイドラインを発行した; 
• 資産の健全性、Process Safetyトレーニングは更新中で、恒久的に公開さ

れる。 
 

作業員の能力 
とトレーニング 

 

• WLCPF は坑井で働く作業員の能力に関するガイドラインを作成した; 
• 目的にそった坑井管理訓練及び演習は Safety Case に照らし合わせ現実的

な最悪の場合のシナリオがテストされているか確認する。 
• WLCPF は坑井の健全性にヒューマンファクターがどれだけの影響を与え

るかに関するガイドラインの開発に StepChangeinSafety54と共に従事してい

る。 

53https://www.gov.uk/government/publications/government-response-to-an-independent-review-of-the-regulatory-
regime 

54Step Change in Safety is a cross-industry partnership with the remit to make the UK the safest place to work in the 
worldwide oil and gas industry. (www.stepchangeinsafety.net/) 
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就労

(Engagement) 

• StepChange in Safety は労働力規定ツールキットを開発した; 
• OGUK は OffshorePetroleumIndustryTrainingOrganisation(OPITO)に委託し、

安全管理の担当者に新たに発展的なトレーニングを開発した。さらに、イ

ンタビュープログラムを開始し、その他のものと一緒に環境に関する海洋

操業に作業者がどのように従事しているか検証する。 
 

義務(Liability)及
び保険の問題 

 

• DECC 及び OGUK は、イギリス大陸棚の石油事業ライセンス保有者が掘

削開発と坑井の査定に関し、経済的責任を証明するための別のガイドラ

インを策定した、2013 年 1 月 1 日より発効する; 
• DECC と OGUK は経済的責任に関するプロセスは、それぞれの会社の最高

経営幹部によって検討されることに同意した。 

 
 Maitland のレビューで指摘された事項に関する上記の考察と、このレビューに対するイギリ

ス政府の回答により、特段の注意を必要とする HSE 上の主要問題点が明らかにされた。日本は、

これらの問題点に特段の注意を向けながら、日本独自の規制制度を構築する事が望ましい。 
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7.3 オーストラリアの海洋規制制度 
 オーストラリアは、6 州と 3 つの自治準州からなる連邦国家である。1980 年にオーストラリ

ア政府とその各州の間で締結された海洋の憲法合意(Offshore Constitutional Settlement)により、各

州は陸地から 3 海里までの沿岸海域の管轄権を取得することになった。 

 この 3 海里を超える海域にある海洋プラットフォームの活動は、Offshore Petroleum and 
Greenhouse Gas Storage Act 2006（OPGGS 法）及びその関連規則により規制される。これらの法

規の適用対象には以下の事項が含まれる。 

• 探鉱許可申請の招請状の発行 
• 成功した申請者に対する許可と権利の条件の決定 
• 原油発見場所の宣言 
• 現在は商業化されていないが、今後 15 年以内の商業化が見込まれる発見油田の保持リー

スの許可 
• 生産ライセンスとパイプライン敷設ライセンスの許可 
• さまざまなプロセス事業のためのインフラ設備ライセンスの許可 

 

 連邦海域での石油探鉱に関する規制制度は、Joint Authority を通じて連邦政府と州･北部準州

(Northern Territory)政府による共同管理下にある。Joint Authority の管轄対象とされる海洋石油･

ガス事業に関連する規制職務は National Offshore Petroleum Titles Administrator（NOPTA）が履行

する。各州の Joint Authority は、担当する連邦政府閣僚及び関連する州または北部準州の政府閣

僚で構成される。 

 

 NOPTA は、海洋における石油権利の行政管理を担当し、オーストラリア海域における海洋権

利（または契約）の管理に関するすべての問題に日々対応する唯一の受付窓口として機能す

る 55。 

 

7.3.1 オーストラリアにおける HSE 規制の一般的アプローチ 
 一般的アプローチは Performance-based の制度であり、この制度下で施設の事業者が主たる任

務を担う。事業者の任務は、オペレーショナル･リスクを高めることなく施設及びその活動の安

全性を担保するために合理的に実行可能な措置を講じることである。 

このアプローチは、衛生と安全を保証する主要な責任は、リスクの発生源となる事業者及びリ

スクを負って作業する事業者にあるという原則に立脚している。衛生安全規制は、Safety Case
の評価、定期検査、事故及びニアミスの調査の結果に基づいている。第一に、規制に基づく要

求仕様に含まれる Safety Case を開発する必要がある。NOPSEMA は、Safety Case の妥当性評価

55Offshore Petroleum Legislation and Regulatory Arrangements, Department of Resources, Energy and Tourism, 
Australian Government, www.petroleum-acreage.gov.au 
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の中で、事業者の態勢を評価する。次に、NOPSEMA の定期検査により、事業者が Safety Case
の中で指定するリスク管理方針を確認する。この定期検査で、リスクが合理的に実行可能な程

度抑制されていることが確認される必要がある。最後に、関連する海洋の安全衛生法規が遵守

されていないことが明らかな場合には、調査を実施する。すべての報告書はレビューされ、行

政アウトカム(administrative outcome)または起訴アウトカム(prosecution outcome)に至る可能性が

ある。行政アウトカムとは、書面による警告や「改善指示書」の発行などの執行である。 

 目的指向(Performance-based)の規制の重要な特徴は、遵法意識よりも継続的改善が奨励される

ということである。オーストラリアの目的指向の規制制度では、産業界に石油･ガス操業に関連

する事故のリスクを合理的に実行可能な限り低減すること（ALARPの原則）を保証させ、規制

機関に説明する責務を負わせている。この規制制度では、異なるプロジェクトの固有の特徴に

対応できるよう操業上の柔軟性を保証している。といって目的指向制度は産業界による自主規

制任せではない。なぜなら、操業を実行するためには、事故のリスクを「合理的に実行可能な

限り低いレベルまで」低減していることを規制機関に説明し、規制機関は評価を行って承認す

るかの是非を決定しなければならないからである56。 

7.3.2 オーストラリアの安全衛生規制機関 
 NOPSEMA は、連邦の海域における労働安全衛生と施設健全性、坑井、坑井関連設備、環境

管理、及び日常の操業に関する規制機関である。オーストラリア各州の管轄線である 3 海里を

超える海域におけるすべての石油･ガスと温室効果ガス寄与活動を規制する。 

 

 NOPSEMA の役割は、まず Safety Case の評価の際中に事業者のリスク管理対策の評価を行い、

さらに定期検査により Safety Case に文書化されている事業者のリスク管理方針を検証すること

により、安全衛生リスクの評価を独立の立場で行うことである。 

 

7.3.2.1 オーストラリアの安全衛生規則 
 
Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (OPGSA 2006) 
 これは、海洋石油事業に従事する人々の労働安全衛生の法的枠組みである。関連法規は以下

の通りである 57。 

• Offshore Petroleum and Greenhouse Gas (Safety) Regulations 2009 

 この規則は、とりわけ Safety Case に関連する規定を定めた OPGGS に準拠している。

施設での操業が専ら容認された Safety Case に従って履行されていることを保証し、人員

または周辺石油施設の安全衛生リスクが合理的に実行可能な限り低いレベルに低減され

ていることを保証する。 

56Comparative Review of HSE Legislation for Offshore Petroleum Operations, ERM, 2010 
57http://www.nopsema.gov.au/assets/Information-papers/Information%20Paper%20-

%20Offshore%20OHS%20Legislative%20Framework%20Overview%20July%202010.pdf 
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• Part 5 of the Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Resource Management 

and Administration) Regulations 2011 
 この規則の目的は、沖合海域での事業が油田に関するベストプラクティスに従って履

行され、石油の長期回収に適合することを保証する規則である 58。 

 

7.3.3 オーストラリアの環境規制機関 
 NOPSEMA は、オーストラリアにおける海洋環境規制の管轄機関である。NOPSEMA は、石

油事業に関する適切な環境計画（EP: Environment Plan）の施行責任を負う。この EP は、環境評

価（計画段階）と実施戦略（操業段階）を対象とする。環境規則は、計画段階の EP の容認、操

業段階の EP の遵守について規定する。遵守確認段階では、事業者によるモニタリングと規制機

関への報告、及び規制機関によるモニタリングと執行が義務づけられている 59。 

 
Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Environment) Regulations 2009 
 この規則は、連邦海域における石油活動の遂行に際して遵守すべき環境関連規定を定めてい

る。 

 この規則は、オーストラリアの海洋石油･ガス探鉱･生産活動に関する環境パフォーマンスに

ついて目標指向の管理体制を確立するために、以下の目的を持って制定された。 

• 産業に環境パフォーマンスの継続的改善を奨励する。 

• 産業界で合意された環境保護基準を達成するためにベストプラクティスを導入する。 

• 生態学的に適切な開発という原則を尊重しながら業務を遂行させる。 

  

NOPSEMA による EP の評価及び容認プロセスには、環境評価と実施戦略の評価という 2 つの局

面がある 60。 

環境評価の対象は、環境影響及び環境リスクを環境規則に従って特定、評価、コントロールす

るプロセスである。最終的に所有者は、活動の影響とリスクが ALARP の原則により管理されて

いることを証明できなければならない。 

 実施戦略の評価では、事業者が環境影響及び環境リスクを管理･監視してコンプライアンスを

保証するために事業者が提案するプラクティスと手順を評価する。 

 

Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999（EPBC 法） 

58http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_reg_es/opaggsmaar2011n54o2011985.html 
59http://www.nopsema.gov.au/assets/Guidance-notes/N-04700-GN1074-Environment-Plan-Content-Requirements-

Guidance-Note-rev-1.pdf 
60http://www.ret.gov.au/resources/upstream_petroleum/op-regulatory-regime/Pages/op-regulatory-regime.aspx  
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 この法律は、海洋石油･ガス事業の規制において中核的な役割を果たしている。この法律は、

国家環境上の重要事項(NES :National Environmental Significance)の対象と見なされる環境側面を

保護するための規制枠組みを定める前に、オーストラリアの環境の保護･保全に対する国家的ア

プローチを確立する。 

 NES の対象事項に重大な影響を与えることが予想される海洋石油･ガス事業については、

EPBC 法による評価を行う必要があり、連邦環境大臣からの承認が必要となる。 

7.3.4 Macondo 暴噴事故の影響 
 Macondo 暴噴事故は、2009 年にオーストラリアで起きた Montara 暴噴事故からわずか数ヵ月

後の 2010 年 4 月に発生した。オーストラリアは Mantara 暴噴事故の発生後に海洋における HSE
状況を改善対策に取り組んでいたため、Macondo 事故の後ではオーストラリアの政府及び規制

機関は特別な対策を講じていない。Montara 暴噴事故がオーストラリアの規制制度に及ぼした影

響の詳細については 6.2項参照。 
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7.4 ノルウェーの海洋規制制度 
 

 ノルウェーの国会（Stortinget）は、ノルウェーにおける石油事業の規制枠組みを定め、ノル

ウェーの政府及び行政当局を監督している。ノルウェー政府は、石油政策に関する行政権限を

行使し、配下の管理局、監督当局、及び担当閣僚から助力を得ている。 

 ノルウェーの海洋石油･ガス事業は、Petroleum Activities Act 1996(NOR PAA:ノルウェー石油活

動法 1996) により規制される。この法律には、探鉱･生産活動の割り当てや HSE 管理に関する規

定を定めている。 

 Petroleum Act61は、ノルウェーの石油事業におけるライセンス制度の一般的な法的基礎となり、

ノルウェーが管轄権を有する海底資源に関連する石油関連活動に適用される。この法律はまた、

法律の定めまたは外国政府との合意により必要とされる場合には、ノルウェー及びノルウェー

大陸棚の内外における石油事業にも適用される。石油の探鉱、生産、及び輸送のライセンスは、

Petroleum Act1及びその従属規則に定める条件に従って与えられる。 

 ノルウェーの石油政策の実施状況は複数の省庁によって監督されている。石油エネルギー省

（MPE: The Ministry of Petroleum and Energy）は、資源管理を担当し、石油事業が国会と政府が

定めるガイドラインに従って遂行されているかを監督する。労働省は、安全･労働環境の規制･

監督責任を負っている。環境省(The Ministry of the Environment)はノルウェーの外部環境につい

て、水産沿岸省(The Ministry of Fisheries and Coastal Affairs)はノルウェー海域の急性汚染に対す

る緊急時対応について責任を負っている。水産沿岸省は、油漏洩対策も担当している 62。 

ノルウェー政府の組織図は、下図の通りである。

 

図 17: State organization of the petroleum activities63 

61Act 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities (Norwegian Petroleum Directorate) 
62Facts 2013  - The Norwegian petroleum sector, NPD, 26.04.2013 
63 Source: Adapted from www.regjeringen.no(homepage of the Norwegian Government) 
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 ノルウェー石油管理局（NPD: Norwegian Petroleum Directorate）は、MPE の重要な諮問機関で

あり、上図の通り同省に直属する政府専門家委員会である。NPD は、規則の制定及び代理権限

を有する領域において意思決定を行う。さらに、ノルウェー大陸棚について石油産業から提供

されたデータの管理責任を担っている。NPD の取り纏めたデータは石油開発活動の拠り所とな

る事実に基づいた根拠となっている。また、計量監査の執行や石油産業からの料金徴収を担当

するほか、MPE と共同で供給の保証責務を負っている 64。 

 労働省(The Ministry of Labour)は、安全･労働環境の規制･監督責任を負っている。労働省の監

督下にある石油安全局（PSA: Petroleum Safety Authority）は、ノルウェーのすべての石油･ガス

事業に関する安全衛生規制機関である。 

 ノルウェー海事局（NMA: Norwegian Maritime Authority）は、通商産業省(the Ministry of Trade 
and Industry)及び環境省の下部機関である。ノルウェーに登録された船舶及びノルウェーの港湾

に到着する外国船舶に関する管轄権を持っている。ノルウェー国際船舶登録（NIS: Norwegian 
International Ship Register）及びノルウェー船籍船舶登録（NOR: Norwegian Ordinary Ship Register）
（造船登録を含む）は、NMA が管轄する。NMA は、ノルウェー大陸棚の石油法規の施行に際

して PSA を支援する。また、IMO、ILO、MoU に関するルールや EEA-agreement に定められた

ノルウェーの義務など、海上における国際的ルールや規則の策定においても積極的役割を果た

している。これらの法律は、ノルウェーの法律にも導入されている。海洋環境保護に関する問

題や船舶に関連する環境問題については、環境省の監督下に NMA が対応する 65。 

7.4.1 ノルウェーにおける HSE 規則の一般的アプローチ 
 一般的アプローチとして、オペレーターがノルウェー法規の遵守を保証することはオペレー

ターの責任であるとしている。オペレーターは、法規遵守を保証する管理システムとそのため

のリスクベースのアプローチを導入する必要がある。 

 ノルウェー大陸棚における石油操業に参加するためには、すべての移動式施設は PSA からコ

ンプライアンス確認（AoC: Acknowledgement of Compliance）を取得する必要がある。掘削ユニ

ット、居住施設（Flotel）、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO: floating production, storage and 
offloading）、及び坑井 Intervention ユニットも同様である。オペレーターが直接操業する移動式

施設(Mobile Facility)や貯蔵船(Storage ship)については、AoC を取得する必要はなく、同意を得る

だけで良い。 

 PSA によれば、AoC は、規則に準拠した移動式施設によって操業が遂行されていることを満

足した結果当局が宣言するために発行されるものである。AoC 制度の目的は、責任を明確にし、

同意プロセスを効率化し、そして産業界の関係者に予測可能性を高めることにある。AoC は、

オペレーターが当該施設使用を含む活動の同意を申請する時にノルウェー政府から発行される

書類の一部を成す。 

 AoC が交付によって、船主は、その組織、管理体制、及び施設の技術的条件が常に規則に適

合していることを保証する責任を負う。 

64www.npd.no (homepage of NPD) 
65www.sjofartsdir.no 
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 PSA は、AoC に関連して他の規制機関と協力する。例えば、NMA からは海事に関する専門知

識の支援を受ける。ある特定の操業を実施するには、AoC を取得するだけでは不十分である。

計画段階から探鉱、操業、撤去に至るまでのすべての活動において、原則として PSA から同意

書のかたちで承認を得る必要がある。最も包括的な同意は、「開発操業計画書」（PDO: Plan for 
Development and Operation）及び「設置操業計画書」（PIO: Plan for Installation and Operation）で

ある。 

 PDO は石油資源の開発計画を記述する計画書であるのに対し、PIO は、設置、操業施設の輸

送、石油開発に適用される。MPE は、労働省、PSA、及び NPD の協力を得て、PDO 及び PIO
の作成のガイドラインを更新している。 

 規制機関による同意書の発行は、当該オペレーターが規制を遵守し、かつ同意申請書に記載

された作業明細の通りに操業活動を遂行できるという確信を意味する。同意を取得することは、

ノルウェー大陸棚でのすべての活動に必須の条件である。 

オペレーターは、以下の活動を開始する前に同意を得る必要がある。 

• 海底より 200 m以上深く掘削する調査 

• 探鉱ボーリング 

• 有人水中オペレーション 

• 施設またはその一部の使用 

• 使用中の大幅な改修や変更実施 

• 確立された操業期間や使用条件から逸脱した施設の使用 

• 施設の廃棄、撤去、移動 

• 重要な安全に関連する機能を持つ船の撤去または用途の変更 

 同意申請書は拘束力を持つ書類であり、同意が得られたら規制監督の根拠となる。従って、

同意申請書の内容も法的拘束力を持つ 66。 

 

7.4.2 ノルウェーの安全衛生規制機関 
 PSA は労働省の下部組織であり、ノルウェーの石油業界における技術的、操業安全

(operational safety)、緊急時対応、及び労働環境を管轄する独立の政府規制機関である。PSA は、

政府が NPD の職責の分割を決定した 2002 年に独立の機関として設立された。それまでは NPD
の責務の一つであった安全監督責任が PSA に移管された。事業の開始から設計、建設、操業、

撤収に至るまでの監督責任を PSA が担う。さらに、PSA はり石油産業の安全及び労働環境に関

する詳細な規則を公布する権限や、許可、同意、命令、罰金徴収、業務停止、禁止、免責など

に関連する個々の会社への個別の意思決定を下す権限を労働省から与えられている。 

66www.ptil.no (homepage of PSA) 
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 PSA は、新しいルールの策定や既存の規則の情報提供及び解釈の改善に継続的に取り組むこ

とを目的に、企業、労働組合、及び政府機関の 3 極で構成される合同委員会として規制フォー

ラム（RF: Regulatory Forum）を設立した。RF は、規則の内容及び解釈の経験について、さまざ

まな観点から意見を交換できる機関である。 

 また、ノルウェーの労働環境、特に心理的、物理的環境に関する規則を定めた法律として、

労働環境法（Working Environment Act 2005）が施行されている。この法律では、オペレーター

側で労働者が直面し適切なハザード低減措置を講じる必要のあるさまざまなハザードを定めて

いる。 

7.4.3 ノルウェーの環境規制機関 
 ノルウェー環境局（NEA: Norwegian Environment Agency）は、ノルウェー気候汚染局

(Norwegian Climate and Pollution Agency)とノルウェー自然管理局(Norwegian Directorate for Nature 
Management)が合併した結果として 2013 年 1 月 1 日に設立された。同局は、自然管理と汚染防

止に関与する機関である。汚染防止法（環境汚染の予防と廃棄物に関する 1981 年 3 月 13 日施

行の法律第 6 号 67）を管轄するほか、環境省の諮問機関としても機能している。ノルウェー環

境庁の役割は、「環境状態の監視、環境関連情報の提供、権限の行使、地域及び自治体の機関

の監督及び指導、関連部門の管轄機関との提携、専門家としての助言、国際的な環境保護活動

の支援など」である 68。 

7.4.3.1 海洋事業に関連するノルウェーの衛生安全規則 
 関係省庁が互いに一貫性と協調性をもって活動できるよう、複数の規則をセットにした集合

的規則を導入する狙いから、4 つの規則が策定された。これら各規則の概要は表 2 の通りである。 

表 2 : 海洋事業に関連するノルウェーの衛生安全規則 
規則 規制範囲 適用エリア 発行機関 実施官庁 

フレームワーク

に関する規則 
海洋施設での石油掘削活

動における衛生、安全及

び環境に関する規則 

海洋及び陸上 国王 管轄省庁、 PSA, 
NEA 及び健康関

連機関 

管理に関する規

則 
海洋施設での石油掘削活

動における管理、情報提

供義務に関する規則 

海洋及び陸上 PSA, NEA 及び健康

関連機関 
PSA, NEA 及び

健康関連機関 

施設に関する規

則 
石油掘削活動における施

設のデザイン、艤装に関

する規則 

海洋 PSA, NEA 及び健康

関連機関 
PSA, NEA 及び

健康関連機関 

活動に関する規

則 
石油掘削活動に関する規

則 
海洋 PSA, NEA 及び健康

関連機関 
PSA, NEA 及び

健康関連機関 

67www.regjeringen.no (homepage of the Norwegian Government) 
68http://www.miljodirektoratet.no/english/ 
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 HSE 規則はリスクベースの規則であるので、各オペレーターが直面する個別のリスクと関連

づけて解釈する必要がある。 

7.4.3.2 規格とガイドライン 
 ノルウェーの安全制度と気候条件を考えると、国際規格に加えて個別規格を作る必要がある。

そこで策定されたのが NORSOK である。この規則は、ノルウェーにおける現在及び将来の石油

業界の展開のために、十分な安全性と付加価値、費用対効果を保証することを目的としている。 

 NORSOK は、ノルウェーの石油産業が開発した基準で、監督機関の規則の中で引用されてい

るほか、石油会社の仕様書に取って代わることを意図している。ただし、これらの規格に法的

拘束力は無いので、全体的に NORSOK に対応している要求があるという前提の基、各企業は、

APIスタンダードを採用しても良いかもしれない。 

 ガイドラインと解釈集もある。ガイドラインには法的拘束力はないが、規則に準拠している

ことを保証するために規則と一緒に適用する必要があると思われる。ISO、IEC(International 
Electrochemical Commission 国際電気標準会議)、EN 及び NORSOK のような広く認知されている

規格は、規則のガイドラインの中で機能的要求を満たすためにしばしば引用される。解釈集は、

条項や法律をどのように理解するべきかについて監督機関の見解を示したものであるため、ど

れだけ規則に準拠しているかを判断する指針となる。 

7.4.4 Macondo 暴噴事故の影響 
 Macondo 事故の後、PSA は、同事故の情報のほか、ノルウェー及びその他の国々で石油事業

に関連して発生した重大事故から収集した情報を検討するために、SINTEF69の研究者で構成さ

れる分野横断的委員会を設置した。この委員会は、ノルウェー大陸棚に関する重要な学習ポイ

ントと予想される改善点を業界側と政府側の視点から提案した。2011 年 5 月に SINTEF の報告

書 70が発表された。 

報告書の中で SINTEF は、業界と監督機関のそれぞれに向けた勧告を発表している。 

これら 2 つの勧告は以下の通りである。 

1. 情報の流れの改善 

 情報の流れの不備は、きわめて重大な事故の原因となる。Macondo や Montara の暴噴事故も

その例である。石油業界にとって SINTEF 報告書の最も重大な勧告は、情報の流れ及び関係者

間の協調を改善し、安全上重大な意思決定や実施段階の作業に関しては地上側専門家の支援を

得ることである。 

2. 初期兆候の認識 

 産業側に対するもう一つの勧告は、ある状況が制御不能に陥りつつあることを示す初期兆候

を認識できるよう、組織及び個々人の意識水準と能力を高めることである。 

69 SINTEF is “a broad, multidisciplinary research concern that possesses international top-level expertise in 
technology, medicine and the social sciences”, and it is the largest independent research organisation in 
Scandinavia. 

70 Deepwater Horizon-ulykken: Årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel, SINTEF, May 2011 
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また、NORSOK 規格の NORSOK D-010（掘削中及び坑井作業中の坑井健全性）の改訂の必要性

も強調された。SINTEF は、NORSOK D-010 について、計画、ミキシング、ポンピング、及びセ

メント適合性検査の手順改善を踏まえて記述を更新するべきだと指摘している。さらに、セメ

ントの打設及び適性検査の方法も問題で、記述を改めるべきだとしている。 

 この報告書を踏まえて、PSA は従来のノルウェーの規制は Macondo 暴噴のような事故に十分

対応できる、しっかりした内容であると結論づけた。その一方で、PSA は石油産業の安全対策

に及ぼす影響の評価と改善努力を引き続き行っていくことの必要性を改めて確認している。

PSA は、さまざまな団体の幅広い関与を求めることで産業全体の安全文化を強化することを提

案している。 

 SINTEF 報告書から得られる重要なメッセージの一つは、Deepwater Horizon 事故を重大なリス

クがすべての国のすべての石油操業に関連している事を示す一つの「リマインダー」と考える

べきだということである。ノルウェーの石油業界にとってもそうである。従って石油産業は、

常に現行の規格やプラクティスの発展と改善に努めていく必要があると思われる。さらに、重

大事故に関するリスク管理の改善が重視された。これに対する PSA の重要な見解は、人身傷害

が少ないことは重大事故のリスクが低いことと同じではないということである。近年発生した

いくつかの事故の調査所見も、この見解の裏付けとなっている。 

 より強固な解決策を見いだすことも重要な要素だった。強固な解決策とは、人的･技術的エラ

ー、故障、不測の事態、緊急事態にも対応できるように安全マージンが組み込まれているとい

うことである。石油業界が重視すべき課題として PSA が取り上げた重要 3 課題は、組織と経営

能力、リスク管理、及びバリア管理だった 71。 
  

71www.ptil.no 
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7.5 ブラジルの海洋規制制度 
 ブラジルの石油･ガス会社は、労働規約(Labour Code)及びその各種安全衛生手順に定められた

従業員の安全衛生のための 3 つの基本原則に従って操業することが義務づけられている。労働

省(The Labour Department)は労働者の衛生安全保護策を監査し、雇用者は衛生安全保護プログラ

ムの確立が義務づけられている。このプログラムは、様々な職場における環境リスクやその他

のリスクの予測、評価、管理を行い、同時に環境資源と天然資源の保護に寄与する制度であ

る 72。 

7.5.1 ブラジルにおける HSE 規則の一般的アプローチ 
 安全衛生に関するブラジルの主要規制機関である国家石油庁（ANP: National Petroleum 
Agency） 73は、各企業が従うべき安全手順に関するルールを定めている。海洋プラットフォー

ムについては、ANP の Resolution No. 43/2007 により、石油･ガス事業者が以下のことを実行必

要があるとしている。 

• 必要とされる安全手順書類を ANP に提出し、その内容について責任を持つこと。 

• 施設オペレータは必要とされる管理システムを導入すること。 

 これら ANP の要求に適応するために、多くの事業者は Safety Case の作成に向かっている。

Safety Case の作成を ANP は義務づけていないが、事業者は安全対策を文書化する責任を負って

いるので、施設の安全性を立証するために、Safety Case を利用する機会が増えている。 

7.5.2 ブラジルの衛生安全規制機関 

 ANP は、石油･天然ガス及びバイオ燃料の事業活動を管轄する主要規制機関である。国家エネ

ルギー政策審議会（CNPE: National Energy Policy Council）及び鉱物エネルギー省（MME: 
Ministry of Mines and Energy）が策定する石油･ガス政策の施行責任を担っている。また、石油･

ガス業界の事業活動の規制及び検査も管轄している 74。さらに、テンダー管理の準備、競売の

開催、及び契約書草案の作成も行う。ANP は、探鉱、開発、及び生産活動の操業許可取得者と

の契約書にブラジル政府の代行として署名する権限、そして管轄する業界の事業活動の許可権

限を与えられている。ANP は、管轄する業界のルールとのコンプライアンスについて、直接、

または他の公的機関との同意のもと、監督を行う。 

7.5.2.1 海洋事業に関連するブラジルの衛生安全規則 
 Resolution ANP No. 43（Technical Regulation of Operational Safety Management System for 
Maritime Drilling Installations and Oil and Natural Gas Production）は、操業安全管理システム

（SGSO）を定めたブラジルの中核的な衛生安全規則である。この規則の狙いは、海洋プラット

フォームの操業安全管理システムの施行、運用に関する規定と指針を定めることにある。この

規則は、17の管理プラクティスを採用することにより、人間の生活と環境を守ることを目的と

72http://uk.practicallaw.com/2-524-2451?q=*&qp=&qo=&qe=#a583968 
73Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
74http://uk.practicallaw.com/2-524-2451?q=*&qp=&qo=&qe=# 
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している。これにより確立される管理の基準と要求事項を日常業務に適用すれば、事故の防止

と適切な管理が可能になる。 

   

17 項目の管理プラクティスは以下の 3 つのグループに類別される。 

• 管理プラクティスの第 1 グループ。リーダーシップと人員に関するプラクティスで、1) 
安全文化の育成、2) 管理責任、3) 労働環境と人的要因、4) パフォーマンスモニタリング

と継続的改善、5) 事故調査という 5つのカテゴリーを対象とする。 
 

• 管理プラクティスの第 2 グループ。施設及び技術に関するもので、1) 機械的健全性、2) 
安全操業のために重要な要素、3) リスク解析方法の特定、4) 緊急時計画を対象とする。 

 
• 最後に、管理プラクティスの第 3 グループ。操業手順に関連するもので、1) 変更管理、

2) 安全作業プラクティス、3) 特殊な状況における管理手順を対象とする。 

7.5.3 ブラジルの環境規制機関 

 環境省(The Ministry of Environment)は 1992 年に創設されたブラジルの環境当局である。国家

環境審議会（CONAMA: National Environment Council75）は、National Environmental Policy Act を
管轄する環境省(MMA)の下部機関である。CONAMA は、環境政策の実施が実際に実施されて

いるかを確認するための勧告と提案を行う。また、環境保護に関する技術標準とガイドライン

について決定を下す。環境影響評価は、石油･ガス施設の建設、設置、拡張、改修、及び操業に

ついて法律により要求されており、CONAMA の規制対象である。ブラジル環境･再生可能天然

資源院(IBAMA: Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources）76によって科さ

れる罰金及びその他の処罰については、CONAMA が最高の再生レベル、最高の行政レベルを念

頭に決定を下している。 

 IBAMA は、ブラジルの石油･ガス事業者が遵守すべき環境要求仕様を策定する環境省(MMA)
の下位機関である。IBAMA は環境を保護し、環境ライセンス及び環境品質管理に関する国の環

境対策を管轄する。また、天然資源の利用について許認可を与え、環境のモニタリングと管理

について監督責任を負っている。環境ライセンスは、提案されている活動の種類と場所に応じ

て、IBAMA 及びその他の政府の環境関連機関の管轄対象とされる。IBAMA は、ブラジルの領

海、大陸棚、及び排他的経済水域など、ブラジル沿海で実行または展開される活動について環

境ライセンスを交付する。 

7.5.3.1 ブラジルにおける海洋環境ライセンス 
 ブラジルは、IBAMA の管理下に環境ライセンスに関する厳格なプロセスを確立している。ブ

ラジル沖合での石油事業のために必要とされる 3 つの環境ライセンスがあり、それらは、「予

75Conselho Nacional do Meio Ambiente 
76Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
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備ライセンス」、「設置ライセンス」、「操業ライセンス」という 3 種のライセンスである。

ライセンス交付プロセスの各段階で、ライセンス受有者は環境調査報告書を作成して IBAMA
に提出し、審査･承認を求める必要がある 77。 

 予備ライセンスは、プロジェクトの新規実施、変更、または拡張の計画段階で IBAMA に承

認されるライセンスである。このライセンス取得によって設置許可は得られないが、プロジェ

クトの環境面における実行可能性、場所と技術的コンセプトの承認は得られる。 

 設置ライセンスは、新しい油田の開発活動や既に生産中の油田への新しい設備の設置に関す

る許可を与える。 

 操業ライセンスは、作業開始を許可するライセンスであるので、操業開始前に認可申請の必

要がある。 

7.5.4 Macondo 暴噴事故の影響 
 Macondo 暴噴事故の発生以来、ブラジルの海洋規制に大きな変化はない。海洋規制制度の中

で、ブラジル沖合で発生した P36 事故の影響を受けた 2007 年の ANP Resolution No. 43 の変更が

最新かつ最大である。しかし、IBAMA と ANP はいずれも、それぞれ管轄する規制厳格化し、

レビュー時の監査が追加された。 
  

77http://www.ibama.gov.br/ 
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7.6 米国の海洋事業規制体制 

 2010 年 4 月の Macondo 暴噴事故以来、米国の規制には大きな変化が起こり、海洋エネルギー

管理規制･執行局（BOEM: Bureau of Ocean Energy Managemen）及び安全･環境執行局（BSEE: 
Bureau of Safety and Environmental Enforcement）の 2 つの新しい内務省下位機関が創設された。

これらそれぞれ独立した 2 つの機関は、海洋エネルギーの管理･規制･執行局（BOEMRE: Bureau 
of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement）による規制対象となる海洋エネルギー

の管理･施行職務を遂行する独立の機関である。 

 BOEM は、米国の海洋資源の開発を環境面、経済面において責任ある手法で管理する責任を

負っている。BEOM の主要な職責は、リース、計画管理、環境調査、国家環境政策法の分析

(National Environmental Policy Act Analysis)、資源評価、経済分析、再生可能エネルギープログラ

ムを含む。 

 BSEE は、安全･環境規則を施行する主要な HSE 規制機関である。その主な職責は、許認可と

調査、検査、海洋規制プログラム、油漏洩対応、トレーニング、環境コンプライアンスを含む。 

7.6.1 米国における HSE 規則の一般的アプローチ 

 BSEE と米国沿岸警備隊（USCG:United States Coast Guard78）は、石油･ガス事業について外縁

大陸棚における安全･環境保護に関する組織的な管理体制を確立するための規制権限を共有して

いる。両機関が共有する規制目標は、外縁大陸棚での事業に関係するすべての当事者が必要な

組織体制と責任制度を確立し、継続的改善の意識を持てるような安全･環境管理への包括的アプ

ローチを導入することである。米国の海域について州レベルの HSE 規制は存在しない。大水深

の管轄権は、連邦政府の管理下にある。 

7.6.2 米国における環境規制機関 
 
海洋での大気放出 
 外縁大陸棚(OCS: Outer Continental Shelf )での操業による大気放出は、操業場所によって異な

る規制プログラムの適用対象となる。DOI は、メキシコ湾西部及びメキシコ湾中部の大半にお

ける外縁大陸棚の資源について管轄権を持っている。2012 年 Consolidated Appropriations Act に
より、アラスカ北岸沖の外縁大陸棚における大気放出についての管轄権は、環境保護庁（EPA: 
Environmental Protection Agency）から DOI に移管された。他のすべての連邦海域における資源

については EPA の管轄下にある 79。 

EPA は、日本における環境省にあたる機関で、司法捜査権を持った捜査官と水、大気、土壌、

生物、衛生、法律などの専門官により構成されたアメリカ合衆国の環境政策全般を担当する行

政組織である。EPA の目標は、人の健康及び、大気・水質・土壌などに関する環境の保護・保

78 USCG is within the Department of Homeland Security of US 
79http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42123.pdf 
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全と位置づけられており、大気汚染、水質汚濁、残留農薬等による食糧汚染や、有害化学物質

による環境汚染、廃棄物処理や管理に伴う汚染の拡散などの防止対策や、地球規模の環境問題

のリスク削減などに関する規制措置、環境情報の整備、環境教育の支援などを通じて、住民の

参加や意思決定の材料等を提供している。 
EPA と DOI については、本報告書 Appendix．4 文献要旨 Deepwater No.4 に詳細な記述がある

ので参照願いたい。 
 

海洋での廃棄物排出 
 廃棄物の恒常的排出については、EPA が水質汚染防止法（CWA: the Clean Water Act）に従っ

て規制している。EPA は、汚染防止プログラムを実施し、CWA などの環境関連法規を制定、施

行する権限を連邦議会により与えられている。 

 事業者は、BOEM から活動の許可を得る前に、掘削廃棄物や生産廃棄物を外縁大陸棚に廃棄

することについて EPA に許可を申請する必要がある。BOEM は、海洋への廃棄に関する規制責

任を EPA と分担している。BOEM は、一定種類の操業について汚染低減策を課すことによって、

事業者等に対して汚水排出の追加要求をする。これらの対策により、BOEM は事業者に対して

(1)影響を受けやすい特徴や領域を特定するための海底調査の実施、(2)操業場所の変更による影

響を受けやすい領域の回避、(3) 掘削流体及びカッティングスを海底に廃棄して、海水中におけ

るこれら廃棄物の停留時間を短縮すること、(4) 排出率の制御を規制することができる。 

 会社が掘削または生産活動を開始する前に、BOEM はそれぞれの計画の評価、承認を行う。

BSEE も、許可条件が満たされていることを確認するために海洋施設の定期検査を行う。 

7.6.3 米国の安全衛生規制機関 

 USCG は、海事に関する法律 ― SOLAS、MARPOL、及び船級協会に対して責任がある。つま

り USCG は、海洋活動のうち海事面を規制する。USCG は、生命及び財産の安全、航海の安全、

外縁大陸棚の環境保護、外縁大陸棚における石油･ガス事業活動に関与する船舶を規制し、同時

に人員、作業現場での活動、及び外縁大陸棚の条件及び一定の装備に関連する要求事項を実施

する。 

 労働安全衛生局（OSHA）の規制は大水深の施設には適用されない。OSHA は陸上及び沿岸水

域における労働者の安全について管轄権を握っているが、その管轄権は沖合 3 海里 80までしか

及ばない。USCG は、油流失準備と対応やそれらの要求作業に関連する研究も行う。 

 一方、BSEE は、トップサイド、ライザー、パイプライン、及び坑井など、海洋施設のプロセ

ス部分とヘリコプターによる移送を管轄する。BSEE は、外縁大陸棚事業を管轄する規則の策定、

検査及び調査の実施、規制要件の執行、懲罰の評価、研究の実施など、外縁大陸棚の施設に関

連する安全･環境規制の施行を担当する。 

80http://www.eenews.net/stories/92458 
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 2013 年 5 月 9 日現在、BSEE（公式には内務省）は USCG との間で海洋の監督活動を調整、強

化する協定を締結した。2012 年に発表した計画の一環として、BSEE と USCG がより効果的に

協力することで合意したのである 81。両機関は管轄権は持っているが、常に調整がうまくいっ

ていたわけではない。BP の Macondo 暴噴事故とその結果としての油流失発生後、BSEE は検査

を強化し、エンジニアや検査官を増やしたが、各企業の安全管理システムの監査は原則として

第三者機関に委託してきた。この新しい協定により BSEE と USCG は、石油会社に適切な安全

管理システムを確立させるために定期的に会議を開き、少なくとも年 1 回は共同検査を実施す

ることを明らかにしている。両機関の活動の重複を避け、共同で管轄する規則と政策の整合を

図るために、両機関は規制プロセスの全体を通じてレビュー及びコメントのための情報を交換

する。 

7.6.3.1 海洋事業に関連する米国の安全衛生規則 
 海洋事業に最も関係の深い HSE 規則は 2009 年に内務省が公布した規則で、事業者が外縁大

陸棚における事業のための安全環境管理システム（SEMS: Safety and Environmental Management 
System）を策定、実施することを義務づけている。SEMS の目的は、事故の発生頻度を減らし、

深刻度を低減することにより、事業の安全性を強化することである。 

SEMS には以下の 4 つの基本目標がある 82。  

1. 人的エラーと欠陥のある組織が事故発生にどのように影響するかに注目する。 
2. 海洋事業の安全性の継続的改善と環境データの取得する 
3. Performance-based のベストプラクティスの使用を促進する 
4. 海洋労働者の安全と環境保護がもたらす公共の利益を促進するために業界と協力する。 

 SEMS は、API Recommended Practice 75 に掲載されている安全環境プログラム（SEMP: Safety 
and Environmental Program）をベースにしている。SEMP は 1991 年に初版が発表され、現在はし

っかり定着している。SEMS は以下の項目で構成されている 83。 

1. SEMS プログラムの実施、計画、管理レビュー、及び承認に関する一般規定 
2. 安全性と環境に関する情報 
3. ハザード分析 
4. 変更管理 
5. 操業手順 
6. 安全作業プラクティス 
7. トレーニング 
8. 機械的健全性 
9. Pre-startup のレビュー 

81Memorandum of Agreement between the BSEE (US Department of the Interior) and the USCG (US Department of 
Homeland Security) – BSEE/USCG MOA: OCS-07, April 30, 2013 

82www.bsee.gov 
83http://www.offshore-mag.com/articles/2013/04/bsee-releases-final-sems-ii-rule.html 

82 
 

                                                           

http://www.bsee.gov/
http://www.offshore-mag.com/articles/2013/04/bsee-releases-final-sems-ii-rule.html


  

 
 

  

 

  
10. 緊急時対応と制御 
11. 事故調査 
12. 監査 
13. 記録と文書化 

 2010 年 4 月の Macondo 暴噴事故後、内務省は、掘削作業及び作業現場の安全性を高めるため

に、「掘削安全規則」（Drilling Safety Rule）と「作業場安全規則」（Workplace Safety 
Rule[SEMS Rule] ）という 2 つの安全規則を公布した。内務省は次の通り説明している。 

 

「掘削安全規則は掘削作業に関するいくつかの要求事項を定めている。この規則では、適

切なセメンチング及びケーシング方法と坑井健全性維持を目的とする掘削流体の使用法、

最前線の暴噴防御について規定している。また、石油･ガスの流れを遮断するメカニズム、

とりわけ防噴装置（BOP）と遠隔操作無人探査機（ROV）、シアーラム及びパイプラムな

どの構成部品の管理を強化することを定めている。事業者は、自社坑井のデザイン、施工、

及びフローIntervention メカニズムについて独立した専門家によるレビューを実施しなくて

はならない。」 

 

「作業安全規則は、事業者に安全環境管理システム（SEMS）の導入を要求している。こ

れは、作業関連の事故や海洋油流失の根本原因となる人的、組織的エラーを少なくするこ

とを目的とした包括的な安全･環境影響プログラムである。作業現場安全規則によって、

これまで義務化されていなかったプログラム、米国石油協会（API: American Petroleum 
Institute）が発行した Recommended Practice 75 は義務化され、操業における安全ハザード

や環境影響を特定し、対処、管理しなくてはならない。」 

  

 この説明によれば、作業場安全規則によって事業者は SEMS 実行を義務づけられると解釈で

きる。この規則は 2010 年 11 月 15 日に発効した。この規則の適用範囲は、外縁大陸棚における

掘削、生産、及びパイプライン敷設など、海洋事業活動の全般にわたる。 

 2013 年 5 月には、BSEE が SEMS II を発表した。BSEE によれば、これは、従業員参加を促進

すること、安全管理上の意思決定権を現場レベルの人員に委譲すること、公認資格のある第三

者による監査を義務化して監督体制を強化することにより、SEMS プログラムを補強して安全

保護体制の強化を図るものである。 

SEMS II は SEMS を補完するもので、2013 年 6 月 4 日に発効した。各事業者は 2014 年 6 月 4 日

までに、SEMS II 規則のうち監査要求を除く規定に対応、SEMS による監査も 2015 年 6 月 4 日

までに SEMS IIに準拠する必要がある。 

SEMS II で新たに導入または拡大された規定は以下の通りである 84。 

84http://www.stb07.com/sems/sems-ii.html 
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1. 作業停止規定 
2. 権限の明確化 
3. 従業員参加 
4. 危険な状況の報告 
5. 独立した第三者監査員の採用 
6. 作業安全分析に関する追加規定 

 SEMS IIは、技術的分析や Formal Safety Assessments よりも Behaviour-Based Safetyや文化的問

題に着目しているように伺える。 

SEMS II に含まれていない要素を探し出してみると興味深く、それは以下の通りである。 

1. リスクの定量化 
2. 許容可能リスク（ALARP） 
3. Safety Case 
4. Formal Risk Assessment 

7.6.4 Macondo 暴噴事故の影響 

 2010 年 4 月の Macondo 暴噴事故の後、米国では海洋 HSE 規則の徹底的な見直しが行われた。

Deepwater Horizon の爆発とその結果としての海洋への油流失を受けて、DOI は、海洋石油･ガス

事業に関する規制の積極的かつ包括的改革に着手した。2010 年 6 月、DOI の鉱物資源管理部

（MMS）は、その管轄範囲をより正確に表す BOEMRE という組織名に変更された。2011 年 1
月、DOIは 1) 資源開発及びエネルギー管理機能と 2) 安全･執行機能という BOEMRE の職責を分

離し、その結果として BSEE と BOEM という 2つの新しい組織が生まれた。 

BSEE と BOEM に分かれたことで、次の成果が得られた 85。 

• 資源管理業務が安全管理業務から分離されたため、エンジニアと検査員の独立性と予算の

自主性が向上し、上司の意図がわかりやすくなった。 
• 確固とした環境分析が着実に実施され、また BOEM の資源管理に関係する意思 決定に

際して当該業務による潜在的環境影響が適切に評価され、そしてリースや計画の承認活動

がバランス良くできる体制が確立された。 
• さまざまな機構を通じて、BSEE と BOEM による環境レビューと分析の役割が 強化され

た。具体的には、 
o BOEM に初の Chief Environmental Officer という役職ができた。 
o BOEM で環境レビューとリース業務が分離された。 
o BSEE に環境コンプライアンス及び施行という新しい職責が設置された。 
o BSEE で油流失対応計画のレビュー及び実施状況が改善された。 
  

85http://www.bsee.gov/BSEE-Newsroom/BSEE-Fact-Sheets.aspx 
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7.7 欧州の現状 

 2010 年にメキシコ湾で Macondo 暴噴事故が発生して以来、EU でも、Macondo 型事故を予防

するために基本的な海洋の安全規則を策定するべきだという一貫した働きかけがあった。そこ

で EU は、海洋石油･ガス産業の安全に関する規則や指令を立案するために加盟諸国間で協議を

開始した。 

 何度となく協議を重ねた結果、2013 年 6 月 10 日に EU は海洋石油･ガス事業の安全性に関す

る新法を採択した。その法案は、「規則」ではなく「指令」というかたちを取る。それはつま

り、法律制定は各加盟国の判断に任せるということである。いずれにせよ、新ルールは、欧州

全域のすべての石油･ガスプラットフォームで最高度の安全基準を遵守させることになる。また、

事故発生時の効果的かつ迅速な対応を保証するものになる。それは、環境や沿岸地域社会の生

活に及ぼすダメージを最小限に抑えるために役立つはずである。 

 この指令は、石油･ガス施設の設計から撤去まで、探鉱･生産活動全体のライフサイクルを適

用範囲とする 86。提案された要求の多くは、既にイギリス大陸棚に関して実施されているため、

イギリスの海洋石油･ガス事業の HSE 規制に関する 2011 年 Maitland レビューを踏まえて検討し

ている。 

この指令の重要な要素を以下に整理する。 

• 石油･ガス会社は、保護対象の海洋生物及び自然生息地に対する環境被害について全面的

責任を負うものとする。水環境の被害に対する賠償責任の地理的適用範囲は、各国の領海

を越えて全 EU の海域とその大陸棚に及ぶ。 
• 各加盟国の許認可機関は、技術的･経済的能力の証明された事業者にのみ EU 海域での探

鉱･生産ライセンスを与えるものとする。 
• リグ及びプラットフォームとそこで実施される操業に関する安全･環境保護及び緊急時対

応の規定について、各国の独立した機関は検証責任があること。 
• 各企業は、探鉱または生産活動を開始する前に、リスク評価報告、リスク管理対策、及び

緊急時対応計画を含む、当該施設のハザードに関する報告書を国内の監督機関に提出する

こと。 
• 産業のパフォーマンス基準及び国内管轄機関の活動の比較情報を一般公開すること。 

 

 

 

86http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm 
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8 リスク管理対策 

 これまでの考察から、海洋石油･ガス事業活動に関連する各国のリスク管理は、それぞれの国

内規則に従って行われていることが分かった。通常、それらの規則が定めるリスク管理対策は、

（第 7 章で検討したように）海洋石油･ガス開発の各段階によって少しずつ異なる。 

 これらの規則とは別に、海洋活動に伴うさまざまなリスクに関する認識を高め、リスク管理

策を考案するために、いくつかの国際シンクタンクが大きな役割を果たしている。そうしたシ

ンクタンクの一つが欧州海洋石油･ガス事業局グループ（EUOAG: European Union Offshore Oil 
and Gas Authorities Group）87である。これは、海洋石油･ガス事業における事故防止･事故対応

に関するあらゆる問題について、各加盟国の監督機関の間で、そしてこれら監督機関と欧州委

員会の間で、あるいは場合によっては EU 以外の機関との間で、経験と知識を交換するための

フォーラムである。2012 年に設立され、安全･環境保護を管轄する EU 加盟国の機関で構成され

ている。議長は DG Energyが務めている。 

 本グループの目的は、産業側、規制側の双方のベストプラクティスに関するガイドラインを

策定すること、ベストプラクティスを共有化すること、そして事故関連情報を迅速に交換する

ことである。これにより、国内法及び EU の法律の適用状況についての情報交換が進み、世界

中の海洋石油･ガス事業でベストプラクティスや高度な安全基準の導入が促進される。このグル

ープは、海洋石油･ガス事業における主要なハザードについてはすべて、権威と信頼性のある情

報を欧州委員会に提供することを目指している。 

 リスク管理のバックグラウンドと経験を有する独立の機関は、産業の安全性、信頼性を高め、

業界のイメージと一般市民の理解を高めるためのベストプラクティス及びガイドラインを用意

している。例えば、独立したリスク管理コンサルタントとして先導的立場である Det Norske 
Veritas (DNV) は、近年、海洋の安全に関する方針説明書 88を発表した。“Enhancing offshore 
safety and environmental performance”と題するこの報告書は、安全な作業環境を構築するための

指針を提供することを狙いとしている。 

 この報告書は、世界中の重大事故を観察したDNVの経験を報告し、最も要求の厳しい海域に

おける海洋の安全とリスク管理の改善に必要な要素を検討している。そして、石油･ガス操業に

おける計画･実施の基盤とすべき6つの重要なパフォーマンスレバーが存在すると結論づけてい

る。トップサイド、サブシー、及びダウンホールを含む設計段階での定量的リスク管理や操業

時のBow-Tieによるバリアーリスク管理など、リスク管理体制の大幅な強化を主張している。ま

た、操業安全にとって安全文化が重要な要素であると指摘している。この報告書は、安全及び

環境に対する体系的なアプローチを推奨する考え方を支持、補足しており、特に規制機関が新

しい規則を立案する際に考慮に入れるべき課題と方法論を指摘している。 

87http://euoag.jrc.ec.europa.eu/ 
88http://www.dnv.com/offshoresafety/ 
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 DNVの方針説明書によれば、効果的な海洋安全体制を確立するための6つのパフォーマンスレ

バーは以下の通りである。 

1. Prescriptive 規制とPerformance-based規制の融合 

 海洋における石油･ガス操業は複雑で、サイト固有の条件に応じてテーラーメイドさ

れがちである。従って、現地の条件に安全に適応すること、パフォーマンスに関する要

件規定には革新的アプローチで臨むこと、リスクベースのアプローチを Prescriptive な規

則･基準で補完することが必要。そして独立した検証スキームにより、要求されるパフォ

ーマンスの達成状況を有効化するべきである。 

2. 役割と責任の明確化 

 海洋業務には、所有者、オペレーター、請負業者、独立した第三者機関など、さまざ

まな機関が係わる。従って、操業上･環境上の安全管理におけるそれぞれの役割と責任を

明確化することがきわめて重要である。ただし、すべての業務に関する全責任は事業者

もしくはライセンス受有者に帰属するべきである。 

3. 総合的リスクアプローチ 

 海洋石油･ガス操業に関連するリスクを特定し、理解することはきわめて重要である。

そのリスクは、サイト、操業、及び時間に依存する。油･ガス田の初期開発から、エンジ

ニアリング、建設、長年にわたる操業、改修を経て撤去に至るまでのライフサイクル全

体を見通しながら、常にリスクを総合的に概観する必要がある。関与する人々の数や油･

ガス田のライフステージの変化を考慮すると、そうしたリスクアプローチは簡単ではな

い。総合的アプローチでリスク管理に臨むためには、活動に関与するすべての当事者が、

最新のリスク認識を記録し、資産、資産集合体、プロジェクト、または企業にとっての

リスク曝露の全貌を見通すためのツールにアクセスできることが必要である。DNV はま

た、安全と環境問題を考える際に統合的アプローチを推奨している。 

4. パフォーマンスの共同監視 

 海洋操業の計画及び実施には、通例、多くの機関が関与する。効果的なリスク管理を

達成するには、安全･環境パフォーマンスについていくつかの目標を関係者間で共有し、

同じ安全状態を監視して、不適合や逸脱の状況と影響について共通の理解を持つべきで

ある。 

 

 

 

87 
 



  

 
 

  

 

  
5. 高度なバリア管理 

 重大事故の調査結果によると、ほとんどの場合、発生した事象が既知のリスクであり、

そのリスクのためにさまざまな安全対策が計画、実施されていたにも関わらず、複数の

バリアが機能せず、しかも一定領域における管理が欠落または不足していた結果、重大

事故が発生したと報告されてある。これらのバリアの性能を確認し、その状況を継続的

にモニタリングして、所定の水準からの逸脱が認められたら対策を講じることが必要で

ある。その意味で緊急時対応の改善は、生命、資産、及び自然環境の被害を低減する手

段の一つである。 

6. 人員、プロセス、プラント 

 安全･環境パフォーマンスは、技術的システムだけで達成できるものではない。安全で

信頼性のある技術、良好な組織、適切で強固な管理体制に加え、常にリスクを把握しよ

うとする意欲を持ち、リスク管理における自己の役割を理解し、効果的なリスク管理を

実践できる人々がいて、初めて安全な操業が可能になるのである。従って業務関連のリ

スクを管理するには、人、技術、及び組織の相互作用を考慮に入れなければならない。

この相互作用に関する要求事項は、安全環境管理システムのあらゆる局面で明確にして

おく必要がある。しかし、人員(People)、プロセス(Process)、プラント(Plant)の加齢・老

朽化に伴って業界内におけるそうした知識･経験が減少していることが懸念材料となって

きている。 

 DNV は、この効果的かつ効率的な安全管理体制による重大事故の予防･低減を達成するには、

大幅な変化が必要だが、それは可能であると考える。それは、以下の理由により実現可能、実

践可能である。 

• 安全管理パフォーマンスにおける大幅な変化は、実用的にも経済的にも実行可能である。 
• 提唱した方法は、現に使用されている。ただ、統合化されているものがどこにもないだ

けである。 
• 規制機関、産業界、請負業者、及び第三者は実現可能なスキルを有している。 
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9 シェールオイル・ガス開発に対する保安対策 要約 

 シェールオイル・ガスの存在は、数十年前から知られていたが、技術的及び経済的状況から

開発は行われていなかった。しかし、ここ 10 年ほどの飛躍的な技術革新によりフラクチャー･

ネットワークを人工的に造成できるようになったこと、また近年の油価・ガス価格が上昇し油

ガス生産の収益率が上昇したことを背景に、シェールガス及び最近ではシェールオイルの商業

生産が可能になった。 

シェール層の開発生産において最も重要な技術は、水平掘削とハイドロリック・フラクチャ

リングである。水平坑井技術は、数十年以上にわたり在来型の石油ガス開発に用いられてきた

もので、技術的に十分確立されており、シェール層への適用に際して新たなリスクはないと考

えられる。一方、ハイドロリック・フラクチャリング技術も 1940 年代後半から在来型の油ガス

田開発に採用されてきたものであるが、シェール層開発では数多くの長距離にわたる水平坑井

に対して適用されるため、使用されるフラクチャリング流体の量は在来型の場合に比べて著し

く多くなるため、潜在的な環境リスクも増加すると想定される。 

米国では近年シェール層開発が急速に進み、これまで油ガス生産が行われていなかった地域

も含めて全米に亘る広範な地域で開発生産活動が行われるようになった。そしてこの急速な拡

大に伴って、多様な立場の関係者（規制当局、市民／近隣住民、学会など）から、現実的なリ

スク(real risk)や人々の主観的なリスク(perceived risk) と思われるものなど、様々な環境及び社会

的なリスクが指摘されている。主なリスクは、（1）飲料水（地下水・地表水）汚染リスクと

（2）微小地震誘発リスクである。 

 前者(1)は、施設や坑井の適切な設計、建設／仕上げ、操業管理によって防止することがで

きるが、シェール層からのメタンガスの逸散については現段階ではシェールガス開発との因果

関係は明らかになっていない。これらのリスク対策として、フラクチャリング計画策定に際し

て、近傍坑井間との距離、あるいはフラクチャリング対象層や予想される人工的フラクチャリ

ングの伸張方向と地下水層との距離などについて、適切な安全距離を考慮することが推奨され

ている（DNV RP―U301）。 

後者(2)は、①フラクチャリング作業自身によるものと、②フラクチャリング廃水等の廃水圧

入によるものがあり、現時点では人工的な作業と誘発地震の因果関係は明らかにされていない

が、廃水圧入による大量の流体圧入は、微弱な地震を誘発する可能性があるという研究調査も

報告されている。これらのリスク対策として、地下状況の事前把握に基づき適切なフラクチャ

リング設計を行うと共に、フラクチャリング作業時にはマイクロサイズミックモニタリングを

実施することが最重要である(欧州では原則的に廃水圧入は禁止されている)。 

その他の環境社会影響としては、化学物質の取り扱い、フラクチャリング作業に伴う粉じん･

臭気・騒音・照明、自然起源放射性物質（NORM）による被曝、フラクチャリング用水による

水資源不足、交通量の増加等が指摘されている。いずれも､適切な作業管理計画の立案と実施に

よって、リスクの低減が可能である。 
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 欧州は米国に比べて掘削リグの機動性が低く、掘削やハイドロリック・フラクチャリングの

専門家も少ない。また一般的にリスク回避傾向が強いため､米国ほど急激な開発促進の動きはな

い。現在、イギリス、ポーランド、ルーマニア、デンマーク等は開発推進、ドイツ、ハンガリ

ー、オランダは中立、フランス、ブルガリアは反対の立場をとっているが、各国政府とも米国

の開発動向に注目しており、将来の開発については政府の方針変更に肯定的な姿勢を示してい

る。 

 EU の中で最も開発に積極的なのはイギリスであるが、イギリスの規制当局は、シェールオイ

ル・ガス開発についても、基本的に現行法規の枠組みで対応できると考えている。2011 年 5 月

に Cuadrilla Resources 社のハイドロリック・フラクチャリング作業中に微小地震(M2.3)が観測さ

れたが、2012 年 12 月に地震の監視及び掘削活動に係る厳しいルールの導入を条件に、ハイドロ

リック・フラクチャリングの許可を与えるとした。 

 こうした各国の状況を踏まえ、シェールオイル･ガスの開発を安全に進めるためには、事前に

地殻構造を十分に調査して帯水層の性状を事前に把握した後、的確なケーシング･セメンチング

により帯水層の保護を実施する必要がある。また、誘発地震のリスクを最小化するためには、

油層構造を把握した上でフラクチャリングの伸張方向を予測し、付近の断層を回避できるよう

な作業計画を定めると共に、作業時においては微小地震をモニタリングして、わずかでも誘発

地震の兆候が見られた場合には直ちに作業を中断するよう監視体制を定めることが必要であろ

う。さらに、地域住民を含む関係者に対して、事前に十分説明を行い、理解を得た上で、開発

生産作業を進めることが望まれる。 
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10 序 

10.1 背景と目的 

 シェールオイル･ガスそれ自体は新しいものではない。この潜在的エネルギー資源の

存在は数十年も前から知られてはいたが、過去頁岩鉱床から石油やガスの抽出に伴う

諸課題のために各企業はその探鉱や生産に踏み出せずにいた。しかも、開発費用が安

く利鞘の大きい在来型の石油･ガスが調達しやすかったため、シェールオイル･ガスの

抽出には経済的魅力が無かった。 

 ところが、ここ 10 年ほどで、特に米国における技術の進歩や石油･ガスの価格上昇に伴

ってシェールガスの膨大な掘削･生産が進められ、状況は大きく変化した。石油会社は米

国内のシェールプレイ 89への投資を伸ばしており、米国エネルギー情報局（EIA）90の試算

によれば、2013 年の石油･天然ガス由来の炭化水素産出量で米国はロシアやサウジアラビ

アを抑えて世界 1 位になると言われている。 

 シェールオイル･ガスの生産におけるこの革命を支えているのは、水平掘削とハイド

ロリック･フラクチャリングという 2 つのキー･テクノロジーである。この水平掘削と

ハイドロリック･フラクチャリングの技術が進歩し組み合わさる事で、今まで低孔隙率、

低浸透率のため商業的生産が困難であったシェール層からも商業的採掘が可能となっ

た。 

 

89 The term “play” is used in the oil and gas industry to refer to a geographic area which has been targeted 
for exploration due to favourable geo-seismic survey results 

90http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13251 
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図 18: Major shale oil & gas resources of the world91 

 図 18 は、世界の主なシェールオイル･ガスを示す地図である。現時点では米国が世

界の生産量の大半を占めているが、埋蔵されているシェールオイル･ガスはすべての大

陸に広く分布していると言える。また、シェールオイルはシェールガスに比べて埋蔵

量が圧倒的に少ないことがわかる。 

 本報告書の目的は、米国及び欧州におけるシェールオイル･ガス開発の概観である。

その中で、在来型石油･ガスの採掘に比べより大量、高圧で実施されるハイドロリッ

ク･フラクチャリングなどの技術や水平坑井掘削や仕上げ作業（セメンチング及びケー

シング）に着目しながら、シェールガス開発の技術的特質について説明する。また、

シェールオイル･ガス開発に伴って発生する主な環境問題について、特に坑井暴噴、地

下水汚染など、米国で報告されている事故に触れながら解説する。さらに、米国及び

欧州の現行の安全衛生環境規則について解説しながら、それぞれの規制機関を紹介し、

それら規制機関が採用もしくは推奨するリスク管理アプローチも提示する。 

 2013 年、2014 年には欧州･米国のほとんどの国や州が安全性、信頼性、環境保全性

を改善し、そして何よりも、技術やリスクを一般市民及びその他の主要な利害関係者

に受け入れやすい水準にするという観点から、シェールオイル･ガス開発に関する専門

家の様々な報告書を精査すると予想されるので、本報告書の発行は絶妙のタイミング

とも言える。 

91Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations 
in 41 Countries Outside the United States – US EIA Report, June 2013 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
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10.2 専門用語の定義 

 シェールガスとは、一般に「頁岩（シェール）」と呼ばれる微粒子粘土質とシルト

岩の地層の細孔に含まれるメタンなどの天然ガスである。頁岩は地球上に最も広く分

布する堆積岩で、一般的には海洋環境で元々有機炭素と共に堆積したものである。長

大な地質学的時間に堆積物が積み重なることにより生じた圧力と熱によって頁岩中の

有機炭素は熟成し、やがて炭化水素となった。一部の頁岩層では、生成した炭化水素

は頁岩から押し出され、その浮力によって押し上げられ、時に地表面に達することも

ある。その他の頁岩層では、炭化水素は頁岩層中にトラップされたままになる。現在、

私たちがシェールガスやシェールオイルを獲得できるのはそのためである。頁岩層の

特徴は、粘土粒子とシルト粒子の間の孔隙がきわめて小さいために、浸透率が非常に

低いことである。そうした孔隙に含まれる天然ガスは、通例、流動しないが、頁岩層

内のフラクチャーに拡散する。シェールガス（及びシェールオイル）の層からの商業

生産が可能になるのは、このフラクチャー･ネットワークの中を天然ガスが流動するた

めである。浸透率とは、大小様々な大きさの天然または人工の孔隙とフラクチャーの

中でどれだけのガスが大小の孔隙間を流動できるかを示す数値である。 

 水平掘削や多段ハイドロリック･フラクチャリングをはじめとするここ 20～30 年間

の技術革新により、フラクチャー･ネットワークを人工的に造成できるようになり、そ

の結果としてシェールガス及び最近ではシェールオイルの商業生産が可能になった。

とはいえ、そうした技術は単位原価が比較的高いため、シェールオイル･ガスの単価も

高く設定せざるを得ず、従って投資利益率はきわめて低くなる。 

 シェールオイル･ガス層は、頁岩ではなく非常に小さな粒子で低浸透性の砂岩あるい

は炭酸塩岩であるタイト層と混同される。残念ながら、専門用語の標準化が何度か試

みられているにもかかわらず、「シェールガス」と「タイトガス（または

corresponding for oil）」という 2 つの用語が混同して使用されている。シェールガスの

公式定義については、業界のコンセンサスが得られておらず、通例、「タイト」とい

う用語は、頁岩以外の貯留岩に使われる。 

 図 19 は、貯留岩に関連する一般的な用語法を示している。通常、シェールオイル･

ガスに有効な掘削･仕上げ技術は、タイトな貯留岩にも使用できる。従って、本報告書

で検討する安全規制及びリスク管理のアプローチは、サイトに特有の問題を解決すれ

ば、タイトな貯留岩にも適用できる。しかし本報告書では、用語の統一を図り、混乱

を避けるために、シェールオイル･ガス層に焦点を当てる。 
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図 19. Permeability92 ranges of reservoir rock types. Stimulation, e.g. hydraulic fracturing, 
is typically applied for unconventional and tight reservoir types, but may also be useful for 
the lower end of conventional. Adapted from King (2012) 

図.19 general use of the terms for reservoir types 

炭化水素に関する専門用語に混乱が生じるもう一つの原因は、「シェールオイル」と

「オイルシェール」という用語の使い方にある。「シェールオイル」とは、液化炭化

水素を含有する地下深部にある高温（100～150℃）の頁岩層で、フラクチャリングな

どにより適切な刺激を与えられるとその液化炭化水素を坑井に流出させるものである。

シェールオイルの典型的な例は、米国ノースダコタ州のバッケン層やテキサス州のイ

ーグルフォード層である。 

「オイルシェール 93」とは、通常は浅層に存在するか地表に露出しているケロジェン

含有の頁岩層である。ケロジェンは基本的に地表温度で固化し、頁岩の粒子に固着し

ている。頁岩からケロジェンを抽出するには、岩石の採掘･破砕と熱処理により、ケロ

ジェンが十分に低粘度の液体となって頁岩の多孔質構造から流出できるようにケロジ

ェンを乾留する。オイルシェールからケロジェンを乾留するには、通常はケロジェン

を蒸気で加熱して精製可能な状態にする（標準的なエンドユーザー向け燃料になる前

の手順）。ケロジェンの温度は 450℃まで加熱する。従って、オイルシェールから液化

炭化水素を抽出するにはきわめて大きなエネルギーと淡水を必要とする一方で、そこ

から生まれるエネルギー利益はきわめて小さいとされている。その初期の利用例は

100 年以上も前に遡る。現在、エストニアでは、オイルシェールがエネルギー･バラン

スの中で大きな割合（約 50％）を占めている。エストニアの電力の約 90％がオイルシ

ェールを燃料として生産されており、エストニアではオイルシェールの一部は液体炭

化水素を生成するために乾留されるが、直接燃焼して熱源とされるものもある。その

結果として大気汚染や固体･液体の廃棄物など、さまざまな環境負荷が生まれている。 

92Millidarcy (md) is the unit of permeability. 1 md = 10-15 m2 
93'An early settler in the Valley of Parachute Creek in Western Colorado built a log cabin, and made the 

fireplace and chimney out of the easily cut, locally abundant black rock. The pioneer invited a few 
neighbours to a house warming. As the celebration began, he lit a fire. The fireplace, chimney, and 
ultimately the whole cabin caught fire, and burned to the ground. The rock was oil shale. It was a 
sensational house warming!' (Youngquist, 1998) 
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 下図は、地下におけるシェールオイル･ガスと在来型ガス、在来型石油、炭層メタン、

及びタイトガスの埋蔵位置を比較したものである。通常、シェールオイル･ガスは他の

炭化水素資源に比べて深層部に位置しており、その事から浸透率がきわめて低いこと

が伺える。 

 

図 20: Illustration of various types of oil & gas resources94 
 

10.3 シェールオイル･ガス開発と在来型オイル･ガス開発の比較 
 表 3 は、シェールオイル･ガス開発のさまざまなフェーズに必要とされる意思決定因

子を整理し、在来型オイル･ガス開発との違いを示している。 

表 3： シェールオイル･ガス開発における在来型オイル･ガス開発との相違 
開発・生産段階 手順 決定要素 在来型炭化水素との違い 

サイトの選定と

準備 
 

サイトの特定 ・ 生産量と開発コスト なし 

サイトの特定 

・ 必要な坑井数 

・ 同体積で比較すると、在来の石油・ガス資源に

比べて、油とガスの所定量までの回収のために

は、より多くの坑井が必要である 
・ （在来の北海油田と同じだけの量の回収のため

には、50の坑井が必要になるだろう） 

・ 建物／その他インフラ施設から

の距離 
・ なし 

・ 地質学上の検討 ・ なし 

94Source: US Energy Information Administration 
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開発・生産段階 手順 決定要素 在来型炭化水素との違い 

・ 天然ガスパイプラインの近接 ・ なし 
・ 新パイプライン敷設の実現可能

性 
・ なし 

・ サイト面積 
・ （フラクチャリング実施時には

1 坑当たり 3 ha必要） 

・ フィラクチャリング作業に必要となるタンク/
水ピット/その他資機材のためにより広い面積

が必要となる。(NewYorkState DEC 2011) 

・ アクセス道路／修理 
・ 多量の水、フラクチャリング資材（砂やセラミ

ック支持剤を含む）、廃棄物の輸送が必要なこ

とから、より多くのトラックが必要となる 

・ 水供給と廃水処分の入手／処分

可能性とコスト 

・ 大量の取水（1坑井につき 10,000-25,000 m3 ） 
・ 大量の汚染水処分(フローバック率 75％と仮定

して 1坑井あたり 19,000m3 以上のフローバッ

ク水及び生産水が発生) (Derived from Broderick 
et al 2011) 

・ メークアップ水と廃水貯蔵スペ

ースの確保 

・ 大量の水の貯留（1坑井につき 10,000-25,000 
m3 ） 

・ フローバック水管理のため、十分なトラックと

タンクが現地に必要である（例、容量 40 m3 の

トラックが 250 – 625 回輸送する）(derived from 
New York State DEC 2011) 

用地の準備 

・ 坑井基地毎、及び 1 ヘクタール

毎の坑井数 

・ 流出、溢流、漏洩を制御するた

めの坑井基地デザイン 

・ 生産活動に必要な水/支持剤の

量 

・ 大量の水を取り扱うのに十分なタンク／ピット

の建設 
・ 在来生産では、一般的に、1 坑/基地であるのに

対して、6-10 坑/基地 (NewYorkState DEC 2011) 

・ 坑井基地/haの減少：1 つのマルチ－水平坑井基

地はおよそ 250 haの拡がりを網羅できるのに対

し、1 つの垂直坑井基地は 15 haしか網羅でき

ない(NewYork State DEC 2011p5-17) 

坑井デザイン、

掘削、ケーシン

グ、セメンチン

グ 
 

水平井と鉛直井の選

択； 
 
坑井掘削 

・ 不浸透性層による帯水層と炭化

水素を含む層の分離 
・ 断層/(天然)フラクチャー層の存

在 
・ 炭化水素層へのアクセスの最大

化 

・ 在来も非在来の坑井も帯水層を掘削する場合

は、同じ基準の達成が必要となる。しかしハイ

ドロリック・フラクチャリングはケーシングに

より圧力がかかるため、坑井デザインの変更や

追加的なモニタリングが必要となる。 

・ 目標となる地層までの深度 
・ (鉛直または水平) 

・ 水平掘削はより長い坑井となるので（鉛直な深

度と水平な長さ）、1 坑当たりの泥水と掘屑の

量は増加する。一般的に、鉛直井と比較すると

水平井は深さと水平長さにより、40%増の泥と

掘屑が出る(NewYorkState DEC 2011p5- 34)。 
・ しかし、水平井は、シェールガス層の広範な範

囲に到達でき、シェールガス層の採掘により効

果的である。 
・ 水平掘削は特殊設備が必要である：掘削リグ用

の大きなディーゼルエンジンはより多くの燃料

を使用し、排気ガスを排出する。また機器は長

期間現場に置かれることとなる。（一般的に、
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開発・生産段階 手順 決定要素 在来型炭化水素との違い 

水平井では 25日、鉛直井では 13 日になる；

NewYorkState DEC 2011 p6-192）。 
・ しかし、水平坑井の方が垂直坑井に比べて少な

い坑井数でより広範な地層を網羅することがで

き、地表の占有面積も小さい（USEPA 2011a 
PR3.2.1）。従って、上記のような比較はあまり

意味がない。 

ケーシング 

・ ケーシングが必要とされるか、

オープンホール（裸孔仕上げ）

でいいか：通常ケーシングが必

要 

・ コンダクター・ケーシング（坑

口部） 

・ サーフェス・ケーシング（地表

付近の帯水層と生産流体の隔

離） 

・ 中間ケーシング（さらなる隔

離） 

・ 生産層ケーシング 

・ セメンチング可能化のためにケ

ーシングを中心に寄せる 

・ ケーシング材料はフラクチャリング流体と相性

がいい必要がある（例、化学物質） 

・ また、ケーシング材料は複数回にわたるフラク

チャーによる高圧力に耐えられなければならな

い 

セメンチング 
・ 坑井の状況に対し適正なセメン

ト(例、地質学と地下水)と破砕

圧力 

・ 繰り返しフラクチャリングを行うこと（再フラ

クチャリング）は、セメントにダメージを与え

る可能性がある：この点については現時点では

未だ不明確だが、高リスクとなるかもしれない

(US EPA2011 p82) 

坑井仕上げ 

水源選定 

・ 必要な水質と水量 

・ 水源と水の入手可能性 

・ 水資源及び表層水の流れへの影

響 

・ 流域の生物活動／地質学的活動

の程度 

・ フラクチャリング開始までに、必要な水を取

水、井戸元まで輸送、貯蔵しなければならな

い。 

化学物質選択 
 

・ 地層特性/プロジェクトのニー

ズに合わせたフラクチャリング

流体の作液 

・ 水質調整用の化学物質の調整

（例、高塩分濃度フローバック

流体） 

・ 最近の情報によれば、大容量フラクチャリング

に使われる化学物質組成は、従来のフラクチャ

リングで用いられてきたものと同様である。

(NewYorkState DEC2011p5-54). 
・ 低毒性の添加剤が開発されており、使用濃度も

低くなっている（King 2011） 
・ 化学物資の使用記録と情報公開も進んでいる

(参照、www.fracfocus.org95)。 

化学物質輸送 ・  
・ 大量の水、化学物質、支持剤が坑井基地に輸送

される（最高で 1坑井あたり 25,000m3 の水

が、およそ 8-15%の支持剤と 0.5-2%の化学添加

95FracFocus is a website for  US shale operations where operators using hydraulic fracturing are 
disclosing the composition of their fracturing fluid 
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開発・生産段階 手順 決定要素 在来型炭化水素との違い 

物とともに輸送される； New York State DEC 
2011 p5-51） 

化学物質貯蔵 
・ タンクのサイズ、種類、素材ま

たは、他の容器 

・ 大規模ハイドロリック･フラクチャリング

（HVHF）のためにより多くの化学物質貯蔵庫

が必要（輸送と同様に） 

化学物質混合 
・ 適正な混合を確実にし、潜在的

に有害な漏洩を回避するための

現場での品質管理 
・ 水と化学物質と支持剤を混合する 

ケーシングの穿孔 ・ 爆薬の種類と使用法 

・ 北米では従来型の坑井でもハドロリック･フラ

クチャリングを実施していたが、欧州では一般

的ではなかった。HVHF では、穿孔の数と範囲

が非常に大きくなる。 

フラクチャリング流

体の坑井注入 

・ 必要な段数 

・ 貯留層性状にマッチするデザイ

ンにするために、事前に少量の

フラクチャリング流体を注入 

・ フラクチャリングの初期圧力 

・ 工程の監視と制御 

・ モニタリングの必要性、及びフラクチャー流体

と貯留層の相互作用の発生は在来型と同様だ

が、坑井が貯留層と接触する長さが長くなるた

め、より広範にわたる（HVHF では最大

2,000mなのに対し、在来坑井は数百 m） 
・ より多くの装置が必要：様々なポンプ・トラッ

ク、破砕流体タンク、より大規模な活動 

坑井内の圧力減少／

フローバック水及び

生産水の産出（フラ

クチャー流体圧入と

は反対方向の流れ） 

・ 坑井が生産を開始する前に、回

収されるフローバック水の貯蔵

／管理計画を立てる（フローバ

ック率は 0-75%で、貯留層特性

によって大きく変わる）  
・ 生産の間に発生する、廃水貯蔵

／管理計画を立てる（流量は減

少するが、塩分濃度は上昇す

る） 

・ フラクチャー流体の「フローバック(戻り)」と

生産水には、フラクチャー流体に添加された化

学物質の残留分と、天然由来物質が含まれてい

る：塩水(例、塩化ナトリウム)、ガス(例、メタ

ン、エタン、二酸化炭素、硫化水素、窒素、ヘ

リウム)、微量元素(例、水銀、鉛、ヒ素)、天然

に存在する放射性物質(例えばラジウム、トリ

ウム、ウラン)(US EPA2011 表 5) 

生産パイプラインへ

の繋ぎ込み 

・ 探鉱段階では、天然ガスは通常

フレアされる 
・ 生産段階に移行後は、速やかに

生産ラインへ繋ぎ混む 

・ 在来型、非在来型共変わりないが、商業的開発

が行われていない地域では、問題となる。 

坑井仕上げ時のガス

放散削減 

・ 坑井仕上げ時のガスは回収し、

生産パイプラインに入れる。生

産パイプラインがない場合はフ

レアする。 

・ 在来型より多くのフローバックや砂を処理しな

ければならない。 

坑井基地の除去 
・ 不必要な機器と貯留池を除去す

る 
・ 原状復帰と植栽 

・ より多くの貯水池と付帯設備を持った、より多

くの坑井基地（より多くの坑井数／坑井基地）

がある 
 

生産 
パイプラインの建設 

・ 多くの場合、新しい坑井と既存

のガスパイプライン網を接続す

るためのパイプライン建設が必

要 

・ 非在来型の開発は、今までガスパイプラインの

基盤が必要のなかった地域の開拓となることが

多いので、ガスパイプライン建設が必要となる

ことが多い。 

生産 
・ 40 年を超える坑井の寿命の中

で、回収を補助するために最大

・ 生産水にはフラクチャー流体の残留分と炭化水

素が含まれる 
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開発・生産段階 手順 決定要素 在来型炭化水素との違い 

で 4 回の再破砕が必要となる。 
・ 廃水管理（例：表層水への排

出、再利用、地下再圧入による

廃棄処分－圧入サイトまでの輸

送を含む） 

・ 在来型坑井は水和型貯留層が多く、時間ととも

に水の生産量は増加する。一方、シェールやそ

の他の非在来型の層では、生産水の流量は時間

とともに減少することが多い。 

廃坑 

ポンプや坑底装置の

撤去 
坑井密閉のためのプ

ラグ 

・ 地表から坑内への滲出及び表層

水への滲出を防止するため、サ

ーフェスプラグを実施 
・ 最も深い飲料水層の下で、セメ

ントプラグを実施 
・ 炭化水素層と隔離するためのセ

メントプラグを実施 
・  

・ 非在来型の坑井の廃棄は、在来型坑井の廃棄と

類似している 

廃坑後 
密閉シールやライナ

ー破損時のメタン漏

洩の可能性 

・ 坑井プラグとケーシングライナ

ーの適切なデザインと実施 
・ 長期間にわたる廃坑井のモニタ

リング・プログラム 

・ 非在来型の坑井の廃棄は、在来型坑井の廃棄と

類似している 

(Source: Adapted from AEA Report) 
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 上の表から推察できるように、非在来型炭化水素であるシェールオイル･ガス開発と

在来型オイル･ガス開発手順の大きな違いは、坑井基地の集約性がきわめて高い点であ

る。 

次の写真は、マーセラス･シェールガスプレイの全景写真である。 

 

図 21: A shale drilling site showing various components involved96 

 

96 Source: Tip of the Mitt Watershed Council US, http://www.watershedcouncil.org/learn/hydraulic-
fracturing/ 
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図 22: One of the well in Marcellus Shale Play97 

 上の2つの写真は、シェールオイル･ガス開発に採用される様々なシステムとプロセ

スを理解するために参考になる。 

 シェールオイル･ガスの採掘作業における安全と労働衛生の観点からみた在来型石

油･ガスの掘削･生産との相違は、以下のとおりである。 

1.  坑井及び坑井基地の増加 
2.  関連インフラ（フローラインやパイプラインなど）が地域社会など、

他の利害関係者と近接する可能性 
3.  ハイドロリック･フラクチャリングにより化学物質を含有するフラクチ

ャリング流体を目的層に高圧圧入 
4.  ハイドロリック･フラクチャリングが起因と懸念される微小地震の発生

可能性 
5.  陸路大量輸送による地域社会の交通量増加 

10.4 シェールオイル･ガス開発と CO2地下貯留  

 シェールオイル･ガス開発におけるハイドロリック･フラクチャリング流体圧入と

CO2 地下貯留のための圧入の間の類似点と相違点について手短に説明する。いずれの

作業でも、地表から数千 m の地下に流体を人ため的に圧入することになるが、両者を

比較してみると多くの点でまったく異なることがわかる。 

97Source: Michaels, Simpson and Wegner. Fractured Communities: Case Studies of the Environmental 
Impacts of Industrial Gas Drilling, Sept. 2010) 
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1.  シェールガス層は地表から 2,000～4,000m の深さにあるが、CO2 貯留層の深

さは地下 1,000～2,000m が普通である。シェールガスを採取するには、流体を

高圧圧入して貯留層にフラクチャーを形成、増幅させる必要がある。CO2 圧入

では、長いフラクチャーが生じることのないよう、圧力は目的層の地質工学的

強度の限界値よりも低いレベルに維持される。つまり、シェールガスのフラク

チャリング流体は CO2 地下貯留の圧入時よりも高い圧力で圧入する必要がある。 
 

2.  フラクチャリング流体は、水おび砂粒（プロパント）といくつかの化学物質

を混合したもので、比較的毒性の強い物質も含まれる。CO2 については、数分

間に数 10ton というオーダーの比較的多量の排出が長期にわたり無風の地点で

生じる場合に限り、有害性があると認識される。フラクチャリング流体に使用

されている化学物質の情報開示は必ずしもすべての規制機関が義務づけている

わけではないので、それらの化学物質の特性については十分に把握されていな

い。米国の一部の州（テキサス、コロラドなど）では、フラクチャリング流体

に使用される化学物質の正確な組成の開示を義務づけているが、そうした物質

の使用に関連する有害性の全容については、いまだ知識格差がある。 
 

3.  これまでにシェールオイル･ガスの採掘のためにハイドロリック･フラクチャ

リングが実施された坑井は米国内に 30,000 坑以上もある。つまり、ハイドロリ

ック･フラクチャリングに伴うリスクを判断し、各工程の信頼性を理解するた

めに好適の基盤ができているということになる。CO2 地下貯留のために掘削さ

れた坑井は非常に数少ないので、その信頼性及びリスクについては、いまだマ

ッピングと評価の途上にある。 
 

4.  シェールオイル･ガス開発は、非常に集中的に狭い坑井基地で多数の坑井を

掘削する。しかも、現地の道路に重量運搬車を走行させる必要があるため、交

通事故が増加するほか、重量運搬車の走行に対応できるよう建設されていない

米国内の多くの道路に損傷が生じた。また、近隣地域に騒音や大気汚染の問題

を引き起こし、地元住民の生活に負の影響を及ぼす可能性もある。一方、CO2

地下貯留で必要とされる地表の占有領域は非常に小さい。作業対象となる坑井

数は非常に少なく、通例、1 つの貯留層につき 2～6 坑で足りる。掘削作業は採

掘プロジェクト全体のなかで最も事故を起こしやすい工程であるため、全体の

リスク水準は掘削する坑井の数に比例する傾向にある。 
 

5.  ハイドロリック･フラクチャリングにおける 1 坑井当たりの流体圧入量は、

CO2 地下貯留における圧入量に比べてはるかに少ない。CO2 地下貯留では掘削

する坑井数が少なくて済むが、流体（CO2）の圧入量はハイドロリック･フラク

チャリングに比べてはるかに多量になる。 
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6.  もう一つ比較できる点は坑井の坑跡である。シェールオイル･ガス開発では、

水平掘削法により頁岩層の様々な部分に到達させる必要があるが、CO2 圧入法

では、ほとんどの場合、シンプルな垂直井である。水平掘削は、技術的には確

立されているものの、通常は多くの資金と労力を必要とする。 

 以上に述べた点から言えることは、どちらのリスクが高いと一概に結論づけること

はできないということである。どちらの場合も地上から地下に流体もしくはガスを圧

入するが、それに伴う占有領域や作業工程には大きな相違がある。 

 前述の比較とは別に、現在、各種の地下回収法や採掘法の比較について、業界や米

国政府の地質調査でも興味深い議論が展開されている。これには、地熱、天然ガスの

一時貯蔵、CO2 地下貯留、シェールガス回収、水の生産、地下インフラなどが含まれ

る（Evans, Stephenson and Shaw, 2009）。 

 現在、水と砂粒及び化学物質の混合流体ではなく CO2 を圧入することによりシェー

ルオイル･ガスを増産できるかどうかを検証する研究も行われている。現在進行中の研

究及び実地試験により、シェール層からの石油･ガス抽出量を高めることができるかど

うかを検証できるものと期待される（Taylor, et al., 2006）。 

 

11 テクノロジーとそれに伴う課題 

 シェールオイル･ガスの生産に必要な 2 つの主要技術は水平掘削とハイドロリック･

フラクチャリングである。水平掘削とは、地表の占有領域よりもはるかに広い地下占

有領域を確保することにより、坑井基地から比較的少数の坑井を掘削してシェール資

源を採掘する技術である。ハイドロリック･フラクチャリングは、多数の地点に高浸透

性のフラクチャー･ネットワークを形成することにより、きわめて低浸透率のシェール

貯留層にアクセスする技術である。 

11.1 水平掘削 

 水平掘削は、まず地表からキックオフ･ポイントと呼ばれる目的層の直上の地点まで

垂直に掘削し、そこから坑井を傾斜させてエントリー･ポイントにほぼ水平の傾斜角で

貯留層に交わり、貯留層の中を水平に計画の坑底位置まで掘削する方法である。 

 ほとんどのオイル･ガス貯留層では、垂直方向の寸法（厚さ）よりも水平方向の寸法

のほうがはるかに大きくなり、垂直に貯留層を掘削する場合に比べて、坑井に対する

貯留層における接触面が著しく広くなる。 
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下図から、水平井では垂直井に比べて坑井に接触する生成層の長さが長いことが明ら

かである。 

 

図 23: Horizontal well (A) vs Vertical well (B)98 

 

 水平掘削で期待される技術的目的を達成するには高い費用がかかる。水平井を掘削

して生産可能にするには、同じ層準に到達する垂直井を掘削する場合に比べてコスト

が最大 300％も高くなる場合もあり得るが、シェール層のような非在来型の石油･ガス

の場合には、貯留層の浸透率がきわめて低いため、水平掘削が経済的選択肢になる。 

 現在の高度な水平掘削では 1 坑の垂直井から複数の水平坑井を掘削することができ

る。このことは環境保全の観点から見ても好ましいことである。何故なら、本来、同

じ層準を開発するためには、垂直井なら 10 坑以上も掘削する必要があるが、水平井な

ら 1 坑掘削するだけで足りる。環境面から考えても、同じ量の石油･天然ガスを産出す

るために要する排ガス放出量、水使用量、廃棄物の処理量がはるかに少なく、土壌へ

の影響も小さくて済む。 

 今日この水平掘削は十分に発達しており、特に米国では在来型の石油･ガスの採掘に

も利用されている。従って、シェールオイル･ガス開発のために、この掘削法で特に新

たな課題が生まれることはない。 

98Source: US EIA, Office of Oil and Gas. 
https://www.dmr.nd.gov/ndgs/newsletter/NL0308/pdfs/Horizontal.pdf 
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 いくつかの課題を伴い、環境上、安全上の大きな懸念の要因となるのは、ハイドロ

リック･フラクチャリングとセメンチングという 2 つの技術である。これらについては、

以下で詳しく説明する。 

11.2 ハイドロリック･フラクチャリング 
米国環境保護庁（EPA）は、ハイドロリック･フラクチャリングについて次のとおり説

明している 99。 

 「石油、天然ガス、地熱エネルギー、水など、地下資源の抽出量を最大化するため

に使用される坑井刺激法。石油･ガス業界では、岩石中の空隙から生産井に石油または

天然ガスがより自由に流入できるよう、地下のフラクチャー･ネットワークを増強させ

るためにハイドロリック･フラクチャリングを採用する」。 

 ハイドロリック･フラクチャリングでは、目的層にフラクチャーまたはクラックを形

成するために、予め計画された速度と圧力でフラクチャリング流体を目的層に圧入す

る。シェール採掘の場合、フラクチャリング流体は基本的に水に添加剤を溶かした液

体で、添加剤には、支持材のフラクチャーへの流入を容易にするための化学物質が使

われる。支持材は、流体の圧入が止まり、貯留層圧が元の圧力に戻ることにより形成

されたフラクチャーが閉じようとするのを開いたままにするよう支持するために必要

である。従って、一旦、フラクチャーが形成されたら、フラクチャーの伸展を持続さ

せ、プロパントを地層のより深くまで運搬するために追加の流体を坑内へポンプする。

この追加圧入は、層内でのフラクチャー伸長に必要なレベルのダウンホール圧を維持

するために行う。地層性状により必要とされる地層破壊圧は異なる。計画する際には、

目的層の地層破壊圧を含む特性を明らかにし、適切なフラクチャー長を決める。作業

工程を図 24 で説明する。 

 

99http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/wells_hydrowhat.cfm 
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図 24: Hydraulic Fracturing for Shale oil & gas development100 

  石油･ガス開発業界にとってハイドロリック･フラクチャリングは言うまでもなく

新しい技術ではない。炭化水素抽出にハイドロリック･フラクチャリングが初めて採用

されたのは 1947 年のことで、米国の短い垂直井で実施されたという報告がある。その

後この技法は急速に発達し、1950 年代、60 年代には米国で商業利用されるようになっ

た。HVHF は、1986 年にテキサス州のバーネット･シェールで初めて採用された。欧州

でも、1980 年代初等には導入されて以来、イギリス国内 200 以上の陸上坑井がハイド

ロリック･フラクチャリングにより処理されている。 

100 Source: Tip of the Mitt Watershed Council US, http://www.watershedcouncil.org/learn/hydraulic-
fracturing/ 
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シェールオイル･ガス開発でも基本的な違いはないが、坑井と目的層の接触面を最大

化するために水平掘削を行うので、フラクチャリング流体の使用量は垂直井の場合よ

りもはるかに多くなり、「高容量水圧破砕法（HVHF: High Volume Hydraulic 
Fracturing）｣と呼ばれることもある。また、水平シェール井のハイドロリック･フラク

チャリングは多段にて実施されている。シェールオイル･ガス開発で掘削される水平井

の水平区間長は 300～1,500m 以上になる。目的層内の坑井が長いために、通常は 1 回

の刺激で全水平区間長を刺激するのに十分な坑底圧力を維持することは不可能である。

そのため、水平のシェールガス井のハイドロリック･フラクチャリングは、水平区間を

さらに狭い部分に分割して行われる。各部分のフラクチャリングを「ステージ」と言

う。各ステージのハイドロリック･フラクチャリングは、坑井の最遠部の断面から始め、

水平井全体が刺激されるまで、各ステージが完了するごとに上方向に移っていく。

様々なシェールガス構造盆地の水平井で、掘削区間全体を複数ステージに分けてフラ

クチャリングできる。下図は、シェール掘削の概念図である。 

 

図 25: Shale pad drilling. (Source: Statoil) 

 現在、ハイドロリック･フラクチャリングは、現実的に内在するリスクや人の主観的

なリスク（perceived risk）のために様々な関係者から指摘を受けている。主なリスクと

は、フラクチャリング流体の化学物質やメタンによる地下水汚染と誘発地震の可能性

である。以下では、これら 2 つのリスクについて検討する。 
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1.  地下水汚染について 

 等方性101岩石や均質な岩石は自然界にめったに存在しない。ほとんどの岩盤には、

ある程度の異方性102や不均質性が見られる。このことは、岩石の物理的、力学的、熱

的、機械的特性は多様であることを意味する。地質学的応力、岩石の地質工学的特性、

及びハイドロリック･フラクチャリングの工程設計は、フラクチャー伸長の制約因子と

なる。また、石油･ガスの生産に伴って間隙圧が低下し、標的貯留層内の応力条件が変

わるため、フラクチャー伝播の方向と範囲を想定するのが困難になりがちである。し

かも、貯留層から石油･ガスを生産すれば間隙圧が低下するので、時間経過に伴って元

の応力条件が変わってくる。 

 特にサイトに特有の地下データが限られている初期開発段階では、フラクチャーの

方向性、形状、範囲の定量的予測の不確実性が顕著になる。そのため、サイトの包括

的モニタリングを行い、掘削･ハイドロリック･フラクチャリング後の初期坑井につい

てデータ収集を行うべきである。いくつかの初期坑井を分析すれば、フラクチャー伝

播と関連リスクについて、より総合的な（しかも構造盆地に特有の）知見を得ること

ができる。 

 また、人工フラクチャーがもともと存在したフラクチャーと交差し、フラクチャリ

ング流体を想定外の方向に伝播させてしまう可能性がある。その一例として一過性の

フラクチャー（「fugitive fracture」）の場合に見られる。ハイドロリック･フラクチャ

リングの設計･計画は注意深く行われていたにもかかわらず、人工フラクチャーは目的

とされる石油･ガス生産層を越えて上方に伸長する。その主な原因は、検知されない自

然の断層や割れ目が存在し、それが地下の浅い所で生産井を横断し、さらに人工フラ

クチャーと交差しているためではないかと考えられる。このような一過性のフラクチ

ャーは、セメントと岩石層間にマイクロアニュラスを生み、そのまま坑井に沿って伝

播し、最終的に地下水に到達する可能性がある。あるいは、生産層の深度が浅い場合、

地下水と生産層の間の垂直間隔によっては、フラクチャーの直接伝播により（つまり

坑井によらずに）地下水に到達することもある。これにより、フラクチャリング流体

に含まれる化学物質やメタンによる地下水汚染が発生するおそれがある。 

 目的層の地質工学的応力状態を理解し、フラクチャー伸長の予測性を高めるために、

初期開発段階では、微小地震法により実際のフラクチャーの形成、伝播をリアルタイ

ムで監視することにより、次に形成される人工フラクチャー表面の位置を直接予測す

ることが重要である。ハイドロリック･フラクチャリングの設計･計画を立てる際には、

コンピューター･シミュレーションによりフラクチャーの形成と伸長を予測するべきで

ある。ハイドロリック･フラクチャリング中は、前記の必要最小限の距離要件を満たす

101 Isotropic is an object or substance having a physical property that has the same value when measured 
in different directions 

102 Anisotropic is opposite of isotropic 
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形でフラクチャーが形成されるよう、フラクチャーの伸長を注意深く監視する必要が

ある。 

 2010 年に発行された MIT の報告書 103には、主要なシェールプレイの目的層から最

も深い保護対象の地下水資源までの標準的間隔を示すデータ（表 4）が集積されてい

る。1 例を除くすべてのシェールプレイに数 100m の岩石 ― 通例、浸透率のきわめて

低い砂岩及び頁岩 ― が存在し、それによってフラクチャーのあるシェール層と地下水

層が区分されている。注目すべきことは、飲用水を含んでいるのは地表に近い地層だ

けであることである。深度が深まるにつれて、地下水の塩分濃度が実用性のないレベ

ルまで高くなる。すべてのシェールプレイに共通するこのような判断は、各サイトで

の地下水の使用･保護に関する現地の規制を尊重しながら適用するべきである。 

表 4: 米国の主要なシェールプレイでの、浅い帯水層とガスシェールの間隔 

シェールプレイ シェール層までの深度(m) 帯水層までの深度(m) 

Barnett 2,000–2,500 350 

Fayetteville 350–2,000 150 

Marcellus 1,200–2,500 250 

Woodford 1,800–3,300 120 

Haynesville 3,200–4,100 120 

(Source: The Future of Natural Gas – An Interdisciplinary MIT Study, 2010) 

 以上の考察から、ハイドロリック･フラクチャリングそれ自体は地下水汚染の原因に

ならないことが明らかである。そうした汚染が発生したら、それはむしろケーシング

またはセメンチングの不備や失敗の結果と考えられる。 

2.  誘発地震について 

 すでに述べたように、ハイドロリック･フラクチャリングでは人工フラクチャーが頁

岩層を横断するように伝播する。この人工フラクチャーによって地層内の本来の応力

配分が攪乱され、それが原因で微小地震を誘発する可能性がある。通常、そうした地

震はマグニチュード 3 以下で、形成されるフラクチャーの地表投影部から約 100～
200mの範囲外にいる人には感じられない、ごく小規模の地震である。 

 一般的に、深さ数 km の（通常のハイドロリック･フラクチャリングが行われる）深

度では、地殻はより大きなストレス下にあるため、多くの地域でその自然なストレス

が断層のずれを生じ易くしている。そのため、フラクチャリング流体を高圧圧入する

103The Future of Natural Gas – An Interdisciplinary MIT Study, 2010 
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と、それが断層に流れ込んで微小な誘発地震がより起こりやすくなる可能性がある。

人工フラクチャーが既存の天然の断層と交差し、既存の破砕面にフラクチャリング流

体を送り込む場合には、フラクチャリング時にもっと大きな誘発地震が（稀に）発生

する可能性がある。そのため、前記 4 項の安全間隔を設計許容基準の一つとして採用

することはリスク削減につながると考えられる。人工フラクチャーと既存の断層との

安全間隔の許容基準を事前に保証することが困難な場合には、微小地震のリアルタイ

ム･モニタリングを行い、人工フラクチャーが既存断層と比較してどこで伸長するかを

監視することが望ましい。 
 
 近年米国では誘発地震の原因として、石油･天然ガス操業時の廃水等の地下圧入が指

摘されている。廃水の地下圧入はフラクチャリングに比べて大量の流体を長期間にわ

たって継続的に地下に圧入するもので、一定量の流体を高圧で断続的に圧入するフラ

クチャリング作業による誘発地震のリスクと単純に比較することはできないが、誘発

地震のリスクは、廃水地下圧入の方がフラクチャリングよりも大きいと想定される。

なお、廃水地下圧入については、米国では州ごとに地質構造に基づき判断されている

が、欧州では禁止されている。 
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11.3 坑井デザイン 
 坑井デザインはシェールオイル･ガス開発の重要な要素であり、坑井から隣接地層へ

の予期せぬ流出を防ぐために適切に行う必要がある。坑井セメンチングの健全性は、

坑井の全般的健全性を支える重要なパラメータの一つである。これまでにも、比較的

浅いセメント･ケーシングのセメント健全性不良により生産層や浅い地層から発生した

メタンが地表や井戸水を汚染する事故が発生している。このようなリスクはシェール

オイル･ガスにおいて考慮すべきリスクであり、それが新しい地域にまで広がったため

に、懸念が増大している。シェール開発の過程で地下水汚染が発生するとすれば、ハ

イドロリック･フラクチャリングそのものに起因するのではなく坑井セメンチング不良

が原因で汚染が生じる危険性がより一段と高い。 

 

 

図26: Well cementing and casing sketch104 

 セメンチングの主目的は、坑井健全性を維持すること、坑井の構造的支持体となる

こと、異なる地層間の層分離を確立することにある。坑井の健全性を維持するために

は、用途に応じて適切な長さと質を備えたセメンチングを行うことが不可欠である。

図26に示すように、特に浅い地層などではシェール坑井に複数のケーシングを配置す

ること、そして各ケーシングの間には適切なセメンチングを施し、セメントの経時的

劣化を防ぐことが必要である。ケーシングとセメンチングを適切に行うためには、規

制機関による管理・監督も重要な役割を果たす。 

104 Source: Tip of the Mitt Watershed Council US, http://www.watershedcouncil.org/learn/hydraulic-
fracturing/ 
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 ケーシングやセメンチングの設計不良は、坑井の掘削、ハイドロリック･フラクチャ

リング、及び石油･ガス生産の過程でマイクロアニュラスが形成されるおそれがある。

このマイクロアニュラスは、坑井ケーシングの中で最も脆弱なポイントとなり、フラ

クチャリング流体を近傍の地層や上層に流入させる原因ともなりかねない。 

 圧入量、地表へのフローバック量、循環圧力などをモニタリングすると同時に、品

質記録やその他同様の記録ツールを使ってセメントの品質検層や類似の検層ツールを

使って評価を行うべきである。 

11.4 技術改善の動向 
 現在、環境に適切に配慮したハイドロリック･フラクチャリングを確立し、シェール

オイル･ガス開発に関連するリスクを可能な限り軽減するために、多くの研究が進めら

れている。MIT 報告書 105によれば、環境に配慮しつつシェールオイル･ガスの回収率

を長期的に高めていくために、以下の２つの技術改善が進行中である。 

11.4.1 掘削技術 
 非在来型資源の開発には高い坑井集約性が必要である。坑井のコスト軽減、坑井と

貯留層との接触面積拡大を達成できる技術は、コスト、生産率、及び最終的回収率に

大きな影響を及ぼす。１坑の垂直坑井から多数の横断面を作れるマルチラテラル掘削

や低コストのコイルド･チュービング掘削 106は、今後の非在来型ガス開発に採用され

る可能性がある。 

11.4.2 微小地震モニタリング法 
 微小地震モニタリング法は、フラクチャー処理により貯留層に形成される人工フラ

クチャーに伴う微小地震を観測井坑内に設置された地震計で計測し、フラクチャーの

長さと方向性を予測する方法で、現在広く使用されている。このモニタリング法は、

フラクチャー効果を高めるために有用である。巨視的レベルでは、地層の「スイート

スポット 107」や自然フラクチャーの方向性を確認し、資源開発の拡充のために重要な

意味を持つその他の特性を明らかにするために、広い面積の特性評価を行う地震探査

法を開発する必要がある。 

105The Future of Natural Gas – An Interdisciplinary MIT Study, 2010  
106http://petrowiki.org/Coiled_tubing_drilling 
107Colloquial expression for a target location or area within a play or a reservoir that represents the best 

production or potential production 
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図 27:Micro-seismic monitoring techniques108 

  

108http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/3/3574/201005_015a.pdf 
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12 シェールオイル･ガス開発に関連する環境問題 

 シェールオイル･ガス開発に関する米国及び欧州の規制制度について説明する前に、

シェール開発に関連する主な環境問題に注目しておくことは有意義であろう。 

12.1 主な環境問題 

 前章での説明からも推察できるように、シェールオイル･ガス開発に関連する大きな

課題の一つは、現実的に内在するリスクや人の主観的リスク（perceived risk）である環

境リスクである。在来型と非在来型を問わず、石油･ガス開発には必ず固有のリスクが

伴う。一般に、開発による利益を削減しない限り、リスクを完全に排除することはで

きない。従って、そうしたリスクを管理、軽減することが求められるが、そのために

はリスクの内容を理解することが不可欠である。それは、安全で費用効率が高く、持

続可能なシェールオイル･ガス開発の実現につながる。 

シェールオイル･ガス開発に関連する主な環境問題について以下に説明する。 

12.1.1 水環境への影響（地下水、地表水、水資源等） 
 シェールオイル･ガス開発に伴う大きなリスクの一つである。坑井を掘削する時には、

飲用帯水層と接触しないよう、同心円状に幾重もの層をなすスチールケーシングを配

置してセメントで固定する。地表面では、バイオサイドや防蝕剤と水及び支持材（均

質な砂粒）を混合したフラクチャリング流体を調製する。この流体を坑井に高圧（最

大 1050 bar）で圧入し、頁岩をフラクチャリングする。最後に、流体の大半が地表に

フローバックされ、同時にフラクチャーは支持材により開放状態に維持され、トラッ

プしたガスを地表に流出させる。フローバックした流体は、通常、処理されるまで掘

削サイトに貯留される 109。 

 ここで、必ず懸念の理由となる最も重要な疑問は、ハイドロリック･フラクチャリン

グによって本当に地下水が汚染されるのかということである。全貌を正しく理解する

ためには、化学物質による汚染とメタンによる汚染の 2 つに分けて考える必要がある。 

化学物質による地下水汚染については、米国のシェールオイル･ガス開発地域で地下

水汚染が発生したことは事実として認められる。しかし、この原因がシェールオイル･

ガス開発に起因するものなのか、また、シェールオイル･ガス開発に関連するとしても

その原因がどこにあるのか（地上貯蔵タンクからの漏出、坑井からの漏出、フラクチ

ャリングの伸張など）、今のところ因果関係は明らかになっていない。毒性物質の管

理については、すでに多くの国や業界団体、企業等が適正管理に係る法規や規則を定

109Sorum, Lars, License to drill, Oilfield Technology, March 2013, Pages 38-42 
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めており、シェールオイル･ガス開発に固有の問題としてではなく、各国の鉱山保安の

関連法令の規定に則って解決可能であると考えられる。 

次に、メタン（学術研究では通常、「逸散メタン（fugitive methane）」と呼ばれる）

による汚染である。これについてはいくつかの研究論文が発表されているが、そのな

かで最も注目に値する重要なものは Osborn et al (2011) の論文である。この論文では、

シェールガス井に近い住居ほど、飲用水井戸のメタン含有量が平均値、最大値ともに

高いと結論づけている。しかし、これについてはさまざまな反論が発表されており、

なかでも注目されるのが Molofsky et al.の論文（2011 年に Oil & Gas Journal に発表され

た非査読対象の論文）である。Molofskyらは、Osborn の研究について、ベースライン

データとサンプリング量が不足していると批判し、（米国マーセラス･シェールの）ガ

ス開発は井戸水の大規模なメタン汚染の原因となっていないと結論づけている。ガス

業界をはじめとするさまざまな関係者からも批判が出ており、井戸水から検出された

メタンにハイドロリック･フラクチャリングが行われた頁岩層の痕跡があること、そし

てメタンが地下水に到達するメカニズムがガス抽出工程に関連していることを Osborn
の研究で十分に証明することはできないと指摘している。最近の研究では、地下水の

メタン汚染の原因がケーシング及びセメンチングやモニタリングの不良、そして作業

手順や管理体制の不備にあるとし、いずれも注意深い設計･施工を要する課題であると

指摘されているが、重要なのは、それがハイドロリック･フラクチャリングに関連して

いないこと、従ってハイドロリック･フラクチャリングを危険視するのは筋違いだとい

うことである。次章「シェール開発に関連する事故」では、シェールオイル･ガスの採

掘地付近の水道水から高濃度のメタンが検出されたことを報告している事例をいくつ

か取り上げる。ただし、メタンはほとんどの天然の地下水にも含まれている。測定す

べきは、頁岩から放出されるメタンの濃度である。いずれにせよ、メタン汚染による

健康影響は、今後も研究を重ねるべき重要な課題である。 

 ハイドロリック･フラクチャリングと飲用水資源の関係について詳細かつ最新の知見

を得るために、現在、米国環境保護庁（EPA）は研究を行っている。すでにその中間

報告書が 2012 年 12 月に発行されており、2014年には最終報告書の草稿が作成され、

パブリックコメントと査読を受けることになる見込みである。その研究の目的は、ハ

イドロリック･フラクチャリングが飲用水資源に及ぼす潜在的影響を評価し、その影響

の重大性と発生頻度に関係する因子を特定することにある。EPA は、ハイドロリック･

フラクチャリングにおける下記 5 段階の水循環の全体を研究対象としている。 

 取水 

懸念事項: 地下水及び地表水から大量の水を採取することが飲用水資源にどのような

影響を及ぼす可能性があるか。 

潜在的影響: 飲用可能な水の量的変化、飲用水の質的変化 
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 化学物質の添加 

懸念事項: 坑井基地内またはその近辺の地表面に漏出したフラクチャリング流体が飲

用水資源にどのような影響を及ぼすか。 

潜在的影響: 漏出による地表水及び地下水への流入 

 坑井圧入 

懸念事項: フラクチャリング流体の高圧圧入やハイドロリック･フラクチャリングが

飲用水資源にどのような影響を及ぼすか。 

潜在的影響: 坑井の不適切な施工または運用によりフラクチャリング流体が地下水に

流入する。人工または天然の局所的特徴（例えば廃坑や既存の断層）を通じて、目的

層からフラクチャリング流体が飲用水層に流入する。地中に存在する金属や放射性物

質などの天然物質がハイドロリック･フラクチャリングの過程で移動し、飲用水層に流

入する。 

 フローバック水と生産水 

懸念事項: 坑井基地内またはその近辺の地表に漏出したフローバック水及び生産水

（「ハイドロリック･フラクチャリングの廃水」と総称される）が飲用水資源にどのよ

うな影響を及ぼすか。 

潜在的影響: 貯留タンクからの漏出液が地表水または地下水に流入 

 廃水処理と廃棄物処理 

懸念事項: ハイドロリック･フラクチャリングの廃水の不適切な処理が飲用水資源に

どのような影響を及ぼすか。 

潜在的影響: 地表水の放出や不適切な廃水処理のために汚染物質が飲用水に到達する。

飲用水処理施設でハイドロリック･フラクチャリング汚染物質と消毒剤の化学反応によ

り副生成物が発生する。 
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図 28: Hydraulic Fracturing Water Cycle (Source: US EPA website) 

 この EPA 報告書が 2014 年に発行されれば、ハイドロリック･フラクチャリングと飲

用水資源との関係を理解するための重要な情報源となるだろう。ただし、ここで注意

しておきたいのは、EPA 報告書が米国内の貯留層や頁岩の特性のみに着目していると

いうことである。欧州のシェールオイル･ガス開発経験によると、頁岩の特性は大陸に

よって大きく異なる可能性があるので、EPA 報告書の所見については、米国内のデー

タに基づくということを念頭において評価、解釈する必要がある。 

12.1.2 温室効果ガス排出の問題 

 米国における討論会等で取り上げられる 2 番目の問題は、大気中へのメタン漏出と

シェールガス採掘のためのエネルギー消費に起因する CO2の排出である 110。米国内で

のシェールガス生産によるさまざまなメタン漏出に関する最も包括的な研究は、米国

の大学の研究者たちのチーム（研究主任はテキサス大学の David T. Allen）によって行

われ、すでに完了している（2013 年 8 月）。この研究では、米国における天然ガス抽

出の坑井仕上げ工程に関連するメタン漏出量は、環境専門家たちが石炭に対する天然

ガスの優位性を維持できるレベルとして設定した限界値を十分に下回ると結論づけて

いるものもある。 

110Both methane and carbon dioxide are greenhouse gases 
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 シェールガス開発による逸散メタン漏出に関するその他の研究、例えばマサチュー

セッツ工科大学（MIT）、コーネル大学、米国環境保護庁、及びカーネギーメロン大

学のいずれの研究でも、実際のシェールガス生産による逸散メタンの漏出量は低レベ

ルに留まっていた。加えて、シェールガスの気象影響に関する研究を行った欧州委員

会も、Howarth111 et al. の研究（2011 年）には「坑井の流量平均値の計算に誤りがある」

こと、そして「フローバックにおける全坑井の（誤って計算された）平均流量の評価

に誤りがある」ことを強調している。さらに、イギリスのエネルギー･気候変動省

（DECC, Department of Energy and Climate Change 以下 DECC）」が最近発行した科学

報告書でも、Howarth が発表した数値は非現実的に高い･･･ので、その取り扱いには注

意すべきである」と指摘している。 

 米国における実際のメタン漏出量についてテキサス大学主導で行われた研究は、オ

ンサイトのシェールガス生産とその全工程における排ガス放出について最も信頼でき

る研究とされている。この研究は、多数のシェールガス生産サイトを直接訪れて測定

し、その方法論も精査されているという点で包括的なものである。しかも、米国内

190 の生産サイトで直接測定を行ったこの研究は、今後も継続される研究プロジェク

トの一環として実施されたものである。この研究は、環境 NGO、「環境防衛基金

（Environmental Defence Fund）」による助成金と指導のもとに、いくつかの上流のシ

ェールガス開発･運用企業の協力を得て行われており、質的に優れた研究である。この

研究によってこれまでに得られた知見を以下に紹介する。 

• ガス井の生産準備に起因する排出量は事前に推定されていた値よりも低い。 
• 研究対象とした全坑井の 3 分の 2 が全メタンの 99％を取り込む事ができる技術

を導入していた。この技術は「Green completions112」と呼ばれ、米国では 2015
年 1 月 1 日から導入が義務づけられる。 

• オンサイトの設備（送水ポンプ、コンプレッサー）によるメタン漏出量は EPA
の予測値よりも 30％高い。このデータは、規制及び業界ベストプラクティスを

改善するうえで重要である。 
• 包括的なライフサイクル解析に向けてシェールガス生産の各段階で測定を行う

ために、今後も引き続き 15 の研究が実施される予定。 

111Howarth et al (2011) concluded that due to the fugitive emissions of methane the greenhouse gas 
footprint of shale gas is larger than that of conventional gas, oil, and also larger than that of coal (over 
a twenty-year time horizon). 

112 Green completion, also called reduced emission completion (or REC), is the process of capturing the 
excessive natural gas at the well head instead of venting or flaring it. US EPA has made a new 
regulation under the Clean Air Act in April 2012 that by 1st Jan 2015 every hydrocarbon well must 
have green completion. http://www.epa.gov/airquality/oilandgas/pdfs/20120417changes.pdf 
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12.1.3 誘発地震の問題 

 もう一つは、特に米国やイギリスなどのメディアで取り上げられている問題で、ハ

イドロリック･フラクチャリングによる誘発地震のリスクである。この地震が人間に感

知されることはきわめて稀であるが、微小地震は確かに発生しており、ハイドロリッ

ク･フラクチャリング工程の達成状況と広がりを監視するための主要ツールとしてモニ

タリングが活用されている。過去数十年間で、ガス回収から貯水･採鉱までの様々な工

程に関連する微小地震の発生例が記録されている。Green, Styles et al. (2012)は、イギリ

スのエネルギー･気象変動省（DECC）に提出した報告書の中で、地震の規模は最大で

もマグニチュード 3 程度で、稀に表面的損傷を起こすことはあっても、構造的破壊の

原因にはならないレベルであると結論づけている。 

 規模が小さいことから、こうした地震を正しく表現する用語としては「微小地震現

象」(micro-seismic events)がある。「地震」を意味する「Earthquake」は、高感度の設

備を使用しなくても検知可能で、一般市民に緊急対応の必要を感じさせるレベルの事

象を意味する。規模の大きい地震現象は稀であるが、ハイドロリック･フラクチャリン

グによって形成されるフラクチャーが予め圧縮応力のかかっている既存断層と交差す

れば誘発される可能性はある。局所的な応力の方向や既存断層の位置を確認するため

に、サイトごとに適切なモニタリングを行いながらフラクチャリングを実施すること

で、誘発地震の発生リスクを軽減できると考えられる。 

12.1.4 その他の環境上の懸念事項 

12.1.4.1 化学物質の取り扱い 

 化学物質はほとんどの工業界で使用されているが、そのほとんどは多量に使用した

り、取り扱いを誤れば有害物質となり得る。我々の食材や飲料水に含まれる化学物質

でさえ有害である。例えば、飲用水処理施設では多量の塩素を使用している。正しく

使い、取り扱えば、塩素は作業員にとっても近隣住民にとっても安全であり、衛生的

で安全な飲用水を供給するために役立つ。しかし、リスクは低いものの、意図しない

塩素漏出が発生すれば人間の健康にも環境にも深刻な影響を及ぼす恐れがある。ハイ

ドロリック･フラクチャリングに使用する流体の中にも潜在的に有害な化学物質が添加

されているが、規制要件を守り、長年採用されてきたベストプラクティスに従って適

切に取り扱えば安全である。これらの添加物質の多くは、人々が日常生活の中で毎日

のように遭遇するごくありふれた化学物質である113。下図は、Fayettevilleシェールプ

レイで使用されているフラクチャリング流体の組成を示している。現在使用されてい

る様々なフラクチャリング流体の組成もこれとほぼ同様である。ウェブサイト

113Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer, Groundwater Protection Council and 
ALL Consulting, April 2009 
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FracFocus www.fracfocus.orgに示すように、米国内の一部の州では、米国内で操業する

シェール開発業者にフラクチャリング流体の化学組成の開示を義務づけている。

FracFocusというウェブサイトは、米国のGround Water Protection Council 及び Interstate 
Oil and Gas Compact Commission が管理している。このウェブサイトは、ハイドロリッ

ク･フラクチャリングで使用される化学物質の情報を一般市民に開示するために開設さ

れた。現在、米国では、コロラド、オクラホマ、ルイジアナ、テキサス、ノースダコ

タ、モンタナ、ミシシッピ、ユタ、オハイオ、ペンシルバニアの10州が州の公式化学

物質情報を開示するためにこのFracfocusを利用している。欧州での同等のウェブサイ

トとしてOGP(Oil and Gas Producers)によって運営されているNGS Factsがある。

http://www.ngsfacts.org/ 

 

 

図29: Volumetric Composition of a Fracturing Fluid 

 New York State DEC (2011) の開示データによれば、下の表に示すように、フラクチ

ャリング流体の成分は98～99％が水及び支持材（プロパント）で、0.5～2％が添加剤

で構成されている。 

表 5: フラクチャリング流体の添加剤 

添加剤の種類 目的の概要 化学物質の例 

支持材（プロパント） 「支持材」はフラクチャーを開けた状

態にして、ガス/流体が坑内により自由

に流れることを可能にする。 

砂 
[焼結ボーキサイト；ジルコニウ

ム酸；セラミックビーズ] 
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添加剤の種類 目的の概要 化学物質の例 

酸 
 

フラクチャリングに先立って、ケーシ

ング穿孔部から出るセメントと泥水を

取り除き、地層へ近づきやすい経路を

提供する。 

塩酸(HCl, 3～28%)  
または塩酸塩 

前処理剤 支持材がフラクチャー内に入り易くす

ると共に、フラクチャリング流体の回

復力を増強するために、流体の粘性を

縮小する。 

ペルオキシジスルフェート 

殺菌剤/殺生物剤/抗菌剤 
 

メタンガスを汚染するガス（特に硫化

水素）を生成する生物の成長を妨げ

る。 
支持剤をフラクチャーに運び込む流体

の能力を減らすバクテリアの成長も防

止する。 

グルタルアルデヒド； 
2,2-ジブロモ-3-ニトリロ

プロピオンアミド 

緩衝剤/pH 調節剤 他の添加物(例えば架橋剤)の効果を最

大にするために、流体の pH を調節し

コントロールする。 

ナトリウムまたは炭酸カリウム； 
酢酸 

粘土安定化剤 / 制御剤 / KCl 
 

透過性を減少させ、孔隙を遮断してし

まう形成粘土の膨張と移動を防止す

る。 

塩類(例えばテトラメチルの

塩化アンモニウム)、 
塩化カリウム(KCl) 

防蝕剤(脱酸素剤を含む) 鋼管、坑井のケーシング、材料、タン

クの上にできる錆び形成を減らす。 
（ただし、酸を含む流体を破砕する際

にのみ使用する） 

メタノール; 
脱酸素剤用のアンモニア塩基

両硫酸塩 

架橋剤 架橋剤と呼ばれる金属と結合したリン

酸エステルを使用することで、流体粘

度を上昇させ、より多くの支持剤を破

砕剤に流入させる。 

水酸化カリウム；ホウ酸塩 
 

摩擦低減剤 フラクチャリング流体の摩擦を最

小にすることによって最適な比率

と圧力で注入できる。 

ナトリウム・アクリル酸塩-アク

リルアミド； 
ポリアクリルアミド(PAM)； 
石油蒸留物 

ゲル化剤 流体がより多くの支持材をフラクチャ

ーの中に持ち込みやすくすることで、

破砕流体の粘性を上昇させる。 

グアーゴム；石油蒸留液 

鉄イオン調整剤 地層を塞ぐような金属酸化膜の沈殿を

防ぐ。 
クエン酸 

酸化膜抑制剤 地層を塞ぐような炭酸塩及び硫酸塩(炭
酸カルシウム、カルシウム硫酸塩、硫

酸バリウム)の沈殿を防ぐ。 

塩化アンモニウム； 
エチレングリコール 

溶媒 接触面の湿潤性をコントロールする、

または、乳濁液を防ぐか壊すために使

用される、油、水、酸に基づいた処理

流体に可溶の添加物。 

様々な芳香族炭化水素類 
 

界面活性剤 流体回収を助長するために、フラク メタノール；イソプロパノール；
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添加剤の種類 目的の概要 化学物質の例 

チャリング流体の表面張力を減少さ

せる 
エトキシル化アルコール 

(Source: Adapted from AEA report, 2012) 

 

 このフラクチャリング流体の調製工程は、多くの種類の添加物質を多量に混合する

ので、大変大掛かりな作業であり、下の写真からも、その規模の大きさが伺える。 

 

図30: Sand and water mixing at the Marcellus formation, Pennsylvania. (Source: Bloomberg) 

12.1.4.2 臭気と粉塵 

 シェールオイル･ガス開発の活動面積は広く、住宅地の近傍で行われることもあるの

で、その環境影響には特別な注意が必要である。採掘に伴う臭気は、坑井基地でも発

生するほか、圧縮施設からも放出される。臭気の種類や個人差、曝露量によっては、

臭気が過敏症の原因になり、健康に負の影響を及ぼす可能性もある。しかし、それは

シェール開発に固有の問題ではないので、一般的な環境保護対策を導入することで対

応可能である。 

 サイトの施工や設備及び原材料の輸送は、粉塵の発生源になる可能性がある。例え

ば砂の輸送時にはシリカ粉塵が発生する。粉塵が健康問題を引き起こす可能性はある。

また、大気汚染や水質汚染など、環境劣化の原因になるおそれもある。しかし、これ

もシェール開発に固有の問題ではないので、容易に対応できるはずである。 

122 
 



  

 
 

  

 

  
12.1.4.3 騒音と照明 

 発電、ポンプ、設備･原材料の輸送は、シェールガス開発に伴う潜在的騒音源の一つ

である。騒音の程度や種類（断続的か継続的か）によっては、過敏症の原因になり、

人間の健康や野生生物に負の影響を及ぼす可能性もある。 

 輸送機関（トラックや道路照明）、サイトの照明、フレアリングは、周辺環境への

光線放出の原因になる可能性がある。特に夜間における過剰照明は、心理的動揺を引

き起こし、人間や野生生物の健康に（例えば睡眠不足による）負の影響を及ぼす可能

性がある。そのため、夜間照明は現実的に可能な限り軽減するべきである。 

12.1.4.4 自然起源放射性物質（NORM  Naturally Occurring 
Radioactive Materials） 

 頁岩に自然起源放射性物質（NORM）が含まれていることがあり、それが掘削時の

掘屑（カッティングス）、フローバック水、ブラインを介して地表に露出したり、配

管やタンクの内壁に蓄積したりする可能性がある。通常、その濃度は低いので健康リ

スクは無いと考えられている。しかし、例えば作業設備などで濃度が高くなれば、作

業員の被曝リスクも上昇する。 

12.1.4.5 過量取水 

 ハイドロリック･フラクチャリングによるリスクの一つは、多量の真水を使用するこ

とである。水の必要量は、HVHFで通常1万kℓというオーダーになるので、それが現地

の水資源に及ぼす影響が懸念されている。しかし、表6に示すMITの調査データによれ

ば、米国の主要シェールオイル･ガス開発地域における水使用量は、関係地域全体の合

計水使用量の1％未満である。このことから、これらの地域では過量取水のリスクは現

地の水資源に重大な影響を与えることは少ないと考えられるが、降雨量の少ない地域

等では重要な課題である。 
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表 6: 米国の主要なシェールプレイでの水使用率の比較 

Shale Play 
Public 
Supply 

Industrial / 
Mining Irrigation Livestock 

Shale oil & 
gas 

Total Water 
Use 
(Bbbls/yr) 

Barnett 

(Texas) 
82.7% 3.7% 6.3% 2.3% 0.4% 11.1 

Fayetteville 
(Arizona) 

2.3% 33.3% 62.9% 0.3% 0.1% 31.9 

Haynesville 
(Texas) 

45.9% 13.5% 8.5% 4.0% 0.8% 2.1 

Marcellus 
(New York, 
Pennsylvania, 
West Virginia) 

12.0% 71.7% 0.1% <0.1% <0.1% 85.0 

 (Source: The Future of Natural Gas – An Interdisciplinary MIT Study, 2010) 

 

12.2 これらの問題がプロジェクトの様々なフェーズに及ぼす定性的影

響 
 
 シェール開発に関連する様々な環境問題を検討した後、次は開発の各フェーズでそ

れらの定性的評価を行うべきである。これにより、シェールオイル･ガス開発のフェー

ズごとに異なる環境問題があることが分かり、また、取るべき対策の優先順位を決め

るうえで役立つはずである。下の表では、プロジェクトのフェーズごとに各環境問題

を「低（Low）」、「中（Moderate）」、「高（High）」の 3 段階で評価している。シ

ェールオイル･ガス開発では、広大な面積を要するガス抽出インフラが敷設される可能

性もあるので、リスク評価に際しては、サイト特有のリスクのほかに累積リスクも考

慮に入れてある。各設備の敷設に伴うリスクとシェールプレイ全体の敷設によるリス

クを別々に評価した。シェールガスのインフラの敷設面積は数万 km2 にもなる。例え

ばポーランドでは、採掘権 1 件あたりの適用範囲は最大 1,200km2 であるが、1 つの企

業が保有できる採掘権の件数に制限はない。 
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表 7: 各フェーズの環境リスクアセスメント概要 114 

 

環境側面 

プロジェクトの段階 

 
サイトの選定

と準備 

坑井のデザ

イン、掘

削、ケージ

ング、セメ

ンチング 

フラクチャ

リング 
坑井仕上げ 生産 

坑井廃坑と 
廃坑後 

全フェーズ中

の全体的評価 

 個別サイト 

1 地下水汚染 適用不可 低 中-高 高 中-高 分類不可 高 

2 地表水汚染 低 中 中-高 高 低 適用不可 高 

3 
水資源への 

影響 
適用不可 適用不可 中 適用不可 中 適用不可 中 

4 大気への放出 低 中 中 中 中 低 中 

5 土地取得 中 適用不可 適用不可 適用不可 中 分類不可 中 

6 
生物多様性 
への影響 

分類不可 低 低 低 中 分類不可 中 

7 騒音 低 中 中 分類不可 低 適用不可 中–高 

8 視覚的影響 低 低 低 適用不可 低 低-中 低–中 

9 地震現象 適用不可 適用不可 低 低 適用不可 適用不可 低 

10 交通量 低 低 中 低 低 適用不可 中 

 累積影響 

1 地下水汚染 適用不可 低 中-高 高 高 分類不可 高 

2 表層水汚染 中 中 中- 高 高 中 適用不可 高 

3 
水資源への 

影響 
適用不可 適用不可 高 適用不可 高 適用不可 高 

4 大気への放出 低 高 高 高 高 中 高 

5 土地取得 高 適用不可 適用不可 適用不可 高 分類不可 高 

6 
生物多様性 
への影響 

分類不可 低 中 中 高 分類不可 高 

7 騒音 低 高 中 分類不可 低 適用不可 高 

8 視覚的影響 中 中 中 適用不可 低 低-中 中 

9 地震現象 適用不可 適用不可 低 低 適用不可 適用不可 低 

10 通量 高 高 高 中 低 適用不可 高 

 
適用不可（Not applicable）:当該開発ステージには影響はない 
分類不可（Not Classified）：影響の程度を評価するのに十分な情報がない 
 

114Adapted from AEA Report 2012 
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 この表では、シェールオイル･ガス開発に関連する環境問題10項目を評価対象として

いる。以下、各項目について簡単に解説する115。 

 

1. 「地下水汚染」及び2-「地表水汚染」には、サイト施工中に発生する流出液や

浸食に起因する汚染、デザインや坑井ケーシングの不良に起因する地下水汚染、

過剰なハイドロリック･フラクチャリングでフラクチャーが地下水源に到達す

ることによる地下水汚染、廃坑後の不適切な坑井シール措置による地表水及び

地下水の汚染がある。 
3. 「水資源への影響」には、公共水道の利用可能性の低下、水質劣化による水生

生息地や生態系への有害な影響、水量及び水質の低下、水温の変化、及び浸食

がある。 
4. 「大気への放出」とは、シェールオイル･ガス開発による排ガスである。この

排ガスには、フラクチャリング流体圧入ポンプによるディーゼル排ガス、逸散

メタン、仕上げ時の（ポンプ、制御弁、圧力安全弁、フランジ、攪拌装置、コ

ンプレッサーなどからの）漏出ガスがある。 
5. 「土地取得」とは、シェールオイル･ガス開発に必要な土地面積である。米国

に比べて人口密度の高い欧州では、シェール開発のために公有地を取得するこ

とが大きな難題になることがある116。 
6. 「生物多様性への影響」としては、大量の水を汲み上げることによる自然生息

環境の劣化や消失、道路建設やフェンスあるいは坑井基地の敷設による生息環

境の分断がある。 
7. 「騒音」とは、サイト建設時の掘削、土木作業、プラントや車両の移動による

騒音、ならびに採掘工程による騒音である。 
8. 「視覚的影響」とは、景観の大幅な変化を伴う建造物117である。 
9. 「地震現象」とは、ハイドロリック･フラクチャリングを原因と想定される一

般市民には知覚されないマグニチュード3以下の微弱な地震である。 
10. 「交通量」とは、坑井の施工･開発中におけるトラックの移動数で、米国の坑

井数十坑の坑井基地でトラック移動数は延べ7,000～10,000台となる。その影響

としては、公道の交通量増加（交通渋滞の原因）、交通安全上の問題、道路や

橋梁及びその他の交通インフラの損傷、有害物質が関係する漏出･事故のリス

クが考えられる。 
 

1151st aspect of ground water contamination and 2nd aspect of surface water contamination are merger 
together in point here so that is the reason of having only 9 points in this discussion. 

116 Although some parts of the Barnett shale development in US are in densely populated areas of the city 
of Fort Worth. 
 
117Visual intrusive features are those big landscape features which are visible prominently from far, e.g. 

high rise buildings  
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12.3 予防･軽減対策 

 環境リスクの発生を未然に防ぐために、様々な対策が講じられている。フローバッ

ク水は、微粒子、塩分、ハイドロリック･フラクチャリングで使用された各種化学物質

を多量に含んでいるので、地下水や地表水の重大な汚染源となるおそれがある。使用

済みフラクチャリング流体の処理方法としては、通常、以下の 4 通りがある。 

a) 所定の方法で処理後に既存の排水路に流す。 
b) タンク内に貯留して沈殿後、フラクチャリング流体として再利用する、あるい

は蒸発処理後、残渣分は投棄する。 
c) トラックまたは仮設パイプラインを使って遠隔地の処理施設に輸送する。 
d) 現地の廃棄井で処分し、場合によっては水の汲み上げに使った帯水層に戻す。

これらの対策の一部については、前節で環境問題について解説した時にも触れ

た。 

 シェールオイル･ガス開発による環境影響を防ぐための最大の対策は、開発が進んで

いる米国や欧州をはじめとする各国の規制である。2011 年の MIT 報告書 118によれば、

過去 10 年間に米国内で掘削された 20,000 坑以上の坑井のうち、地下水汚染を起こして

いるのはごく一握りに過ぎない。それらの事故は、いずれも規制違反の結果として発

生したものである。メタン及びその他のガスの漏出を防ぐために坑内にケーシングを

降下してセメンチングすることを義務づけた規制に対する違反が目立っており、とり

わけ、過去に大規模な石油･天然ガス開発の経験が無く、十分な地下水処理設備が整っ

ていない地域や州でその傾向は顕著である。なかでも広大なマーセラス･シェールプレ

イの一帯では、規制違反に関する懸念が特に深刻である。また、石油･ガス開発の歴史

が長いテキサスのような州でのシェール開発では、環境破壊に至る事故の発生が少な

い。 

 環境問題を予防･軽減するための米国及び欧州の規制については、14項で各国の規

制体制を詳しく紹介しながら検討する。 

  

118The Future of Natural Gas: An Interdisciplinary MIT Study, 2011 
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13 シェールオイル･ガス開発に関連する事故事例 

 米国はシェールオイル･ガス開発で世界の先頭に立っており、これまでに 45,000 坑

以上のシェールオイル･ガス井を掘削している。米国を除く全世界の掘削実績は、現在

までに約 4,000 坑に過ぎない 119。シェール坑井は、生産体制が確立されてから短期間

のうちに生産ピークを迎えるので、生産量を維持するためには新しい坑井を継続的に

掘削する必要がある。ある試算によると、米国の Bakken シェールプレイでは 1 日あた

り 123kℓ の生産量を維持するために 1 ヵ月で 90の坑井を新たに掘削している 120。 

13.1 米国で報告された事故 

 シェールオイル･ガス開発に関連する様々な活動の手違いによる数多くの事故が文献

でも独立のコンサルタントや NGO の報告書でも報告されている。米国内のシェールオ

イル･ガス開発が多く、また一部の州では事故報告例が必要とされている事から、本報

告書は米国内で発生した事故のみに限定する。 

13.1.1 坑井暴噴 

 シェール坑井の掘削中に重大な坑井暴噴が何度か発生している。その主な事例を以

下に紹介する。 

• 2010 年 6 月 3 日、ペンシルバニア州クリアフィールド郡で発生した坑井暴噴で

は、16 時間にわたって少なくとも 130kℓ の廃水及び天然ガスが最大 23mの高さ

まで大気中に噴出した。独立の機関の調査結果によれば、この事故の原因は、

未熟な作業員が作業していたこと、そして適切なウェルコントロール手順に従

っていなかったことにあるとしている。BOP は使用前に適切な検査が行われて

おらず、作業員はフラクチャリング後の坑井洗浄作業の途中で坑井の制御を失

った。当該作業員は罰金$400,000 が科され、様々な矯正措置を受けるよう命じ

られた。 
• 2010 年 6 月、ウエストバージニア州マーシャル郡のガス井で爆発が起こり、負

傷した作業員 7 名が病院に搬送された。作業クルーは当該坑井の掘削を終了し、

ハイドロリック･フラクチャリングを開始しようとしていた時に、深度 335m の

地点で、頁岩鉱脈の上にあった石炭廃坑によるメタン･ポケットに当たり、爆

発に至った。調査の結果、担当作業員がケーシングを適切な深度で配置してい

なかったこと、採掘許可申請書の中で炭層の深度を正確に報告していなかった

ことが原因とされた。 

119http://www.bizjournals.com/dallas/news/2013/07/16/us-shale-oil-could-reach-5-million.html?page=all 
120http://www.bizjournals.com/dallas/news/2013/07/16/us-shale-oil-could-reach-5-million.html?page=all 
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• 2010 年 4 月 1 日、ワシントン州のアトラス坑井基地でフラクチャリング流体を

貯蔵するタンク及びオープンピットから出火した。炎は少なくとも高さ 33m、

幅 15m の範囲に広がった。予備調査の結果、この火災の原因は、ゴムで内張り

された廃液回収用のピットの表面にガスが存在したことであった。担当作業員

には約$375,000 の罰金が科された。 
• 1992 年から 2008 年にかけて、ペンシルバニア州で稼働中の坑井でガス移動の

事例が少なくとも 9 件発生している。このうちの 7 件は爆発事故になった。4
件は、ケーシング不良あるいはアニュラス（パイプとケーシングの間の坑井内

の空隙）部の圧力上昇を原因とするガス移動であった。その他の 5 件は、ケー

シングのリークまたは不良であった。なお、1 件では、坑井が古いためにケー

シングに損傷があった。 

 上記のいずれの事故でも、関係企業には当局から罰金が科された。結局、これらの

事故は、作業に熟練していない作業員または不適切な行動による取り扱いが原因であ

ると結論付けられており、ハイドロリック･フラクチャリングに起因した暴噴事故例は

報告されていない[Michaels 2010]。 

13.1.2 廃水処理に関連する事故 

 廃水の適切な処理は、米国のシェールオイル･ガス開発に関連する重要課題の一つで

ある。問題の核心は、廃水が大量に発生すること、そして廃水処理施設の配置が不適

切であることであると考えられている。廃水の再利用は可能であるが、再利用はコス

ト高になるので忌避されがちである。米国では、不適切な廃水処理に関連する多くの

問題が報告されている。その具体例を以下に紹介する。 

• 2010 年 8 月、Talisman Energy 社は、ハイドロリック･フラクチャリングのフロ

ーバック液約 16kℓ が湿地帯及び Webier Creek の支流に流入した 2009 年の漏洩

事故により罰金を科された。Webier Creek は冷水漁場として知られる Tioga 
River に流れ込んでいた。 

• 2010 年 1 月、Atlas Resources 社は、ペンシルバニア州南西部で操業する 13 の坑

井サイトで環境法規に違反した罪で罰金を科された。Atlas Resources 社は、適

切な浸食･堆積対策を取っていなかったため、混濁液を排出してしまった。さ

らに、ディーゼル燃料とフラクチャリング流体を地中に放出した。ちなみに、

Atlas Resources 社は、Marcellus における坑井について 250 以上の採掘許可を取

得している。 
•  Range Resources 社は、2009 年 10 月 6 日に発生したフラクチャリング流体の希

釈液（約 40kℓ）の漏洩事故により罰金を科されました。事故の原因は、電送線
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路の接合部の破損であった。廃液はペンシルバニア州 Hopewell Township の

Brush Run 支流に流出 121。 
• 2010 年 8 月、Atlas Resources 社は、廃水ピットのフラクチャリング流体を漏洩

させ、ワシントン郡の上質の河川流域を汚染したため、ペンシルバニア州から

罰金を科された。 
• ペンシルバニア州トロイにある 3 つのガス井の坑井基地で、Fortune Energy 社

がフローバック液を排水路に違法排水したため、汚染水が植生地域を経て

Sugar Creek支流に流入した（[Michaels 2010]から引用）。 
• 2010 年 6 月、ウエストバージニア州環境保護局の発表によると、2009年 8 月に

Tapo Energy 社が掘削に関連する不明量の「石油系物質」をドッドリッジ郡

Buckeye Creek支流に排出した。この漏洩により Buckeye Creekが約 5kmにわた

って汚染された（[Michaels 2010]から引用）。 

13.1.3 地震現象 

 ハイドロリック･フラクチャリングはマグニチュード 1～3 の小規模地震現象を誘発

する恐れがあるが、規模が小さいため人間に感知されることはほとんどない。米国で

は地震現象に関して、以下のような地域で市民から懸念が寄せられている。 

• 米国アーカンソー州では、ここ数年間で小規模地震現象の発生数が 10 倍も増

加していることがわかった。多くの人々は、Fayetteville シェールにおける採掘

活動の急増が誘因になっているのではないかと心配している。 
• 米国のテキサス州フォートワース地区では、2008 年 12 月以降、少なくとも 18

回の小規模地震現象を経験している。2009 年 6 月、7 月には、過去 140 年間に

地震が皆無だった同州クリバーン市だけで 7 回の地震がありました。これも付

近のシェールガス採掘地に原因があるのではないかと人々は主張している

[Michaels 2010]。 

上記事例はいずれもフラクチャリング作業との因果関係は明確になっていない。フ

ラクチャリング作業における圧入量や作業期間を鑑みると、誘発地震リスクは小さい

と考えられるが、このようなリスクの最小化のためには作業時における微小地震のモ

ニタリングや誘発地震の兆候が見られた場合の対応等のリスク管理が望まれる。 

 

121DG for Internal Policies of European Parliament: “Impacts of shale gas and shale oil extraction on the 
environment and on human health” June 2011 
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13.1.4 交通量増加による道路交通事故 

 交通量と交通密度の相対的変動は、交通関連リスクの相対的変化に寄与する問題で

ある。米国では、シェールオイル･ガス開発に関係する重荷重車両の増加に伴って数多

くの道路交通事故が報告されている。一般に、シェール開発が行われる地域へのアク

セスには重荷重のトラックや車両の走行に向かない田舎道が使われる。そうした車両

が道路に重大なダメージを与えて事故増加の誘因となっている。 

 言うまでもなく、それらの事故は適切な計画とリスク軽減対策を導入することで予

防できるはずである。適切な物流を維持するには、代替輸送機関や輸送システムの利

用を推奨する管理体制を確立するべきである。交通量を時間帯別に分散させ、ラッシ

ュアワーの交通を規制することで、事故はかなり減少するはずである。下図は、フラ

クチャリング流体用の化学物質を積載した重荷重トラックが絡んだ交通事故の一例で

ある。事故による化学物質の漏出は、付近の水源への流入や河川湖沼の汚染などの二

次災害を引き起こす。 

 

 

図 31: Spillage of chemicals due to road accident122 

122 Source: “Coalbed Methane & Shale Hydraulic Fracturing” course slides by Steve Hennings, in July 
2012 in Bali, Indonesia. 
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13.1.5 地下水の汚染 

 2009 年 1 月、ペンシルバニア州ディモックで、9 つの坑井でメタンが蓄積しており、

このうち少なくとも 4 坑には爆発のおそれがあることがわかった。この地域は、Cabot 
Oil & Gas 社が所有し、少なくとも 62 坑の坑井を運用する 23km2 の地域に近い。調査

の結果、同社の一部の天然ガス井のケーシングにセメンチング不良が見つかり、それ

が原因で天然ガスがケーシングに沿って移動し、地下水に達していることがわかった。

同社は、州法の違反により罰金が科された。 

 シェールガスに関する MIT 報告書 123は、米国内で過去数年間にシェール掘削に関連

して発生した事故を精査したいくつかの報告書から抜粋、編集し、それらの事故に関

する優れた見解を示している。その分析結果を下の表に整理する。本報告書で使用さ

れているデータは包括的なものではないが、この分析により、様々なタイプの事故の

発生頻度がわかる。 

表 8: シェールガス坑井掘削を含む広く報告された事故 (2005 – 2009 年) 

Type of incident Number reported Fraction of Total 

Groundwater contamination by natural gas or drilling 
fluid 

20 47% 

On-site surface spills 14 33% 

Off-site disposal issues 4 9% 

Water withdrawal issues 2 4% 

Air quality 1 2% 

Blowouts 2 4% 

 この表で分析対象となっている 43 件の事故のうち、ほぼ半数は、主として天然ガス

による浅い地下水層の汚染事故と見られる。また、3 分の 1 はオンサイトでの地表漏洩

に関連する事故である。この研究では、フラクチャリング流体による浅水帯の汚染が

確認された事故は報告されていない。 

 地下水汚染とハイドロリック･フラクチャリングの関連性を示す明確な証拠は存在し

ない。もちろん、特定の汚染と個別の活動との直接的関連性を証明することはきわめ

て困難である。ただし、そうした証拠を示す事例もいくつかあるが、多くの場合は関

連性を示す状況証拠である。この問題について最終的な結論を得るには、さらに分析･

123The Future of Natural Gas – An Interdisciplinary MIT Study, 2010 
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研究を重ねる必要がある。ここで一つ頭に入れておきたいのは、仮にシェール開発に

よって汚染が発生したとしても、適切なケーシングとセメンチングを行えばそのリス

クを大幅に軽減することが可能だということである。 

13.2 米国以外の諸国の状況  

 以上は米国で報告されたデータであるが、米国以外の諸国でもシェールオイル･ガス

開発ペースが上がれば、米国と同様の頻度で事故が発生するとは限らない。地震現象

に関して、米国以外の特筆事項として、イギリスでの事故が一つ挙げられる。 

• 2011 年 4 月、イギリス･ブラックプール市で小規模地震（マグニチュード 1.5）
現象があり、続いて 2011 年 6 月にもこれより大きな地震（マグニチュード 2.3）
があった。この地域でハイドロリック･フラクチャリングを行っている

Cuadrilla Resources 社は操業を中断し、調査を委託した。同社は、地震と掘削活

動との関連性が明らかになったら操業を停止すると発表した。 

 米国では、非在来型石油ガス資源開発を推進する政策を背景に、多くの採掘業者が

シェールオイル･ガス採掘･生産に参入している。すでに前節で述べたように、米国で

報告される事故の主要原因の一つは規制や最良手順の不遵守にある。一方、大規模な

多国籍企業では、通常、石油･ガス開発に関するリスク管理体制とベストプラクティス

のガイドラインが確立されている。例えば Shell は、世界各地でのシェール開発事業に

関連するリスク管理のために独自の業務指針を文書化している。各企業によるそうし

た取り組みは、規制当局にも、延いては一般市民にも、事業者たちが安全かつ持続可

能なシェール資源開発ということを考えているのだという信頼感を与える。 

日本は、ここに提示された事故データを慎重に解釈し、自主保安体制の下、鉱山労

働者に対して必要な保安技術等の教育を施す必要がある。 
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14 米国及び欧州における規制体制 

 シェールガス開発の規制は複雑かつ変化に富んでいる。複雑化する理由は、関係す

る政府組織が重層的構造を持っていること、そして規制の構造、アプローチ、範囲、

厳しさが国や州によって異なることによる。規制が変更されやすいのは、シェールガ

ス開発が急速に進展しており、立法府や規制当局はその進展に懸命に追いつこうとし

ているからである。米国テキサス州のように、数十年間もシェールオイル･ガス開発を

規制してきた州でも、フラクチャリングに関連する特定の課題や、あるいは場合によ

っては環境リスクに対する社会の許容度の変化を理由に、規制が変更されている。 

 ある国の規制状況は、その国における石油･ガスの産出量に大きく依存する。そこで、

米国及び欧州の規制体制を検証する前に、米国や欧州諸国のシェールオイル･ガス開発

の現状を通覧してみることにする。 

14.1 欧州におけるシェールオイル･ガス開発の現状 

 欧州の一部地域では、米国と同様のシェールガス革命を期待している。しかし、欧

州の現状は米国と大きく異なる。それは、シェールガスの資源という点だけでなく、

シェール資源開発の経済性という点で異なる。欧州に比べて米国では、掘削装置がは

るかに入手しやすいうえ、機動性に優れ、コストも安い。欧州では生産量が限られて

いるため、シェールオイル･ガスは大変革にはなりにくいだろう。シェールガスの市場

占有率が低い欧州では、ガス価格の急落を期待するのは非現実的である。欧州では米

国よりもリスク回避傾向が強く、経済的有利性が比較的低いため、欧州では必ずしも

すべてのシェール資源保有国がシェール開発の将来性を肯定的に見て大きな期待を抱

いているわけではない。しかしながら、ほとんどの欧州各国は米国のシェール開発動

向を注視しており、政府は将来の開発方針を変更する事には肯定的である。 

 下の表は、欧州のシェールオイル･ガス開発における推定資源量と各国政府の現在の

姿勢を示している。ただし、昨今欧州各国政府のシェールオイル･ガス開発に関する姿

勢は日々劇的に変化しているため、今後政府の方向性も変化する可能性がある事に注

意して頂きたい。 

表 9: EU 加盟各国の技術的に回収可能と推定される資源量と各国政府の姿勢 124 

国 

技術的に回収可能なシェールガス

推定資源量 

 (兆立方フィート) 

シェールガス探索に対する

現在の政府の姿勢 

124Source: Adapted from US EIA website 
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ブルガリア 17 反対 

デンマーク 32 賛成 

フランス 137 反対 

ドイツ 17 中立 

ハンガリー 110 中立 

リトアニア 4 賛成 

オランダ 26 中立 

ポーランド 148 賛成 

ルーマニア 51 賛成 

スペイン 8 賛成 

スウェーデン 10 賛成 

イギリス 26 賛成 

以下では、欧州の一部の国々と米国におけるシェール開発の現状を詳しく検討する。 

14.1.1 イギリス 

 米国エネルギー情報局の調査 125によると、イギリスにおける回収可能な資源埋蔵量

はシェールガス 26 兆 ft3（tcf）程度と推算される。現在、少なくとも 6 つの石油･ガス

会社がイギリス国内でのシェールガス探鉱を目指しているが、実際にシェール坑井の

掘削を行ったのは 2 社だけである。これまでのところ、すべての坑井が垂直井である。

イギリスに拠点を持ち、オーストラリアの掘削会社 AJ Lucus 社の一部（48％）所有下

にある Cuadrilla Resource社は、現在イギリスで最もシェール探鉱に積極的である 126。 

 2011 年 5 月、Cuadrilla Resources 社の探鉱作業を誘因としてイングランド北西部のブ

ラックプール付近で小規模地震現象が発生した。この際イギリス政府は、国内のシェ

ール掘削活動を中断させた。2012 年 12 月に Cuadrilla Resources 社が委託した事故調査

報告書を精査したうえで、政府はシェールガスに伴うハイドロリック･フラクチャリン

グについて地震監視及び掘削調査に関する厳しいルールを導入するという条件付きで

125http://www.brusselsdirect.eu/resource/BrusselsDirectEUShaleGasReportFinal140613.pdf 
126http://www.brusselsdirect.eu/resource/BrusselsDirectEUShaleGasReportFinal140613.pdf 
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許可を与えた 127。これまでのところ、イギリス国内ではハイドロリック･フラクチャ

リングによるシェールガスの陸上商業生産はまったく行われていないが、過去 40 年間

で 200 坑以上の在来型石油･ガスの坑井でハイドロリック･フラクチャリングによる処

理が行われている 128。Cuadrilla 社は、すべての環境影響評価がイギリス政府の要請通

りに行われると、2014 年初頭にもシェールガス探鉱井の掘削に取りかかる予定である。

また、Cuadrilla 社は、1,200km2の範囲内で一度に 10 坑を超える坑井基地を保有しない

ことを約束した 129。 

 イギリス政府によれば、シェールガスは、エネルギー安全保障と気候保護の観点か

ら重大な機会と捉えている。同国エネルギー相が最近「イギリスには巨大な空きスペ

ースがある。総人口の90％以上が全国土の12％未満の地域に居住している」と述べた

ように、イギリス政府は土地利用の問題について過剰な懸念は抱いていないようであ

る。なお、イギリスの頁岩層は米国の頁岩層よりも厚く、米国では90m以下であるの

に対して、Cuadrillaが採掘権を取得した地域では1.6km以上もある。そのため、1つの

サイトで生産できるガスの量は多いはずである130。 

14.1.2 ドイツ 

 ドイツ連邦共和国は、2011 年に国内全域のエネルギー移行プロセスを開始した。

2022 年までに国内すべての原子力発電所が停止される予定である。この計画には、ド

イツのエネルギー･ミックスにとって劇的な意味を持つ。原発で生産される全エネルギ

ー（合計出力の 22％）が代替エネルギーに置き換えられ、5～20 年のうちに非在来型

天然ガスが採用される機会が生まれている。ハイドロリック･フラクチャリングの環境

影響を理解するための研究が連邦政府と州政府によって実施されている。 

 米国エネルギー情報局（EIA）の試算によると、ドイツ国内の技術的に回収可能な

エネルギー資源の量はシェールガス0.5兆m3である131。これまで、連邦法規が存在しな

い場合は、ドイツ国内の各州に採掘権が与えられている。米国EIAの報告では、

ExxonMobil社はドイツ国内で大手企業として活動してきた。 

 北ラインウエストファイル州は、シェールガス開発に関してドイツで最も有望な地

域の一つである。2012年9月、同州の「気候保護･環境･農業･自然保護･消費者保護省」

が州経済省と共同で、ハイドロリック･フラクチャリングの環境影響に関する研究132を

127http://uk.reuters.com/article/2012/04/17/uk-energy-shale-regulation-idUKBRE83G0ML20120417 
128Eric Vaughan, presenation at Shale Gas World UK 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=YPizyDcMzT8 
129Platts International Gas Report 2013 
130Platts International Gas Report 2013 
131http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
132http://www.shale-gas-information-platform.org/areas/the-debate/shale-gas-in-germany-status-quo.html 
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発表した。この研究は、安全で環境負荷の少ない133生産のために一定の条件を満たさ

ない限り、北ラインウエストファイル州でのハイドロリック･フラクチャリングを使っ

たシェールガス開発は禁止するよう勧告している。同州政府は直ちにこの勧告を受け

入れ、ハイドロリック･フラクチャリングに伴うリスクについてもっと証拠が得られる

までは禁止した。テューリンゲン自由州も、北ラインウエストファリア州と同様に一

時中断措置の導入を目指している。 

 ドイツ連邦政府「環境･自然保護･原子力安全省」は、2012 年 9 月にシェールガス開

発の環境影響に関する研究結果を発表した。この研究 134は、ハイドロリック･フラク

チャリングは禁止するべきでないが、その使用は厳格な規制のもとに初めて許容され、

行政当局と科学者による集約的監督下に実施されるべきであることを提言している。

必要な環境影響評価を行い、広範な情報提供と市民参加の機会を設ける必要がある。

地質条件の好ましくない地域や保護対象の飲用水源のある地域でのシェールガス探査

は禁止するべきである。環境及び安全性に関連するシェールガス活動については、環

境当局の指導管理下で行うことが推奨される 135。 

 以上の観点から、連邦レベルでの規制強化の必要性が高まっており、特に水質に有

害な物質を使用する場合にはハイドロリック･フラクチャリングの環境リスク評価を義

務づけることが提案されている。2013 年 2 月、連邦政府はハイドロリック･フラクチャ

リングによるシェールガス生産を許可する規制案 136について合意した。この法律では、

保護対象の水源のある地域や飲用水源の近傍でのハイドロリック･フラクチャリングは

禁止され、また新規プロジェクトに際しては環境影響調査が義務づけられることにな

る。しかしながら、禁止区域外では許可され、各プロジェクトについて画一的な法律

が適用されることとなった。禁止される飲用水保護区域は非常に狭いので、ドイツ国

土の 80%以上で許可されることになるという点で、この規制案を批判する人もいる。

しかし、2013 年 9 月にドイツ連邦選挙があり、両野党ともシェールガス開発に反対し

ていることから、この法案が成立して一時停止解除になるかどうかは先行き不透明で

ある。 

 ドイツ最大の石油･ガス会社、Wintershallは、タイトガスのハイドロリック･フラク

チャリングについて幅広い経験を持っている。これまでに約300坑のタイトガス井を掘

削したが、無事故である。この経験を生かせば、事業者の視点からドイツにおけるシ

ェールガス開発を前向きに進めることができるかも知れない。 

133Benign – opposite of hostile 
134 http://www.shale-gas-information-platform.org/areas/the-debate/shale-gas-in-germany-status-quo.html 
135http://www.shale-gas-information-platform.org/areas/news/detail/article/german-government-study-on-

hydraulic-fracturing-risks.html 
136 http://www.bloomberg.com/news/2013-02-26/germany-agrees-on-regulation-to-permit-fracking-for-

shale-gas.html 
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14.1.3 フランス 

 米国エネルギー情報局の最新の試算によれば、フランス本土の回収可能シェールガ

ス埋蔵量は約3.9兆m3で、EUではポーランドに次いで第2位である。 

 しかしフランス政府は、環境影響の懸念から2011年にシェールガス採掘の一時停止

措置を取った。以来、いくつかの開発ライセンスが無効となっている。2012年9月14日、

フランソワ･オランド大統領は、その5年間の任期が終了する2017年末まで、フランス

国内でのハイドロリック･フラクチャリング禁止措置を継続すると発表し、残存する7
つの許可取消を要求した137。もっと環境面で信頼できる技術が見つかれば、フランス

でもシェールガス開発を開発するべきだというのが現在の政府見解である138。 

14.1.4 ポーランド 

 2013 年 6 月に EIA が発表した試算 139によれば、ポーランドで回収可能なシェールガ

ス資源の埋蔵量は 4.2 兆 m3である。ポーランドの頁岩層は深さ 1.5～3kmの位置にあり、

類似する米国のシェールプレイよりもやや深いので、その分コスト的に不利になる。 

 現在、ポーランド国内のガス･パイプラインは限られており、業界の規模が小さくて

掘削装置も 15 台、深い頁岩層に対応できるのは 5 台という業界の規模が小さい事が開

発の阻害要因となっている。 

 Lubin Basinのシェールガス資源の推定埋蔵量は、2011 年の報告で 1.3兆 m3でしたが、

その後に発行された EIA の報告書では 0.3 兆 m3と報告されている。この埋蔵量の減少

は、頁岩層の全有機物含有量（TOC; Total Organic Content）が 2％以上でなければなら

ないという厳格な要件が適用されたことによる。TOC の最低要求量を厳格に適用し、

構造的複雑性を上手に制御した結果、有望区域の面積は 30,200km2 から 6,190km2 に減

少した。ポーランド全体のシェールガスの推定埋蔵量は、2011 年の 5.3兆 m3から 2013
年には 4.2兆 m3まで低下した。 

 ポーランド政府は、シェールガスの持つ潜在的利益性、特に経済活動やエネルギー

自給の面で非常に積極的に支持している。ポーランド政府は、2015 年初頭までにシェ

ールガスの商業生産を開始するという目標を掲げている。現在までに、PGNiG、

137 http://www.naturalgaseurope.com/france-shale-gas-fracking-back-on-the-agenda 
138 http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/london/french-president-says-no-shale-gas-drilling-

under-26099359 
139Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations 

in 41 Countries Outside the United States – US EIA Report, June 2013 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
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Marathon Oil、ExxonMobil、San Leon Energy、及び Chevron に対して、シェールガス探

鉱権 112 件とタイトガス探鉱権 2 件がポーランド政府から与えられている。 

14.1.5 ブルガリア 

 2012 年 1 月にブルガリア政府は、石油･ガス探査･抽出を目的とするハイドロリック･

フラクチャリングをブルガリア国内で使用することを禁止し、2011 年 6 月に Chevron
社に与えられたシェールガス探鉱許可は取り消された。Chevron 社は、引き続きブルガ

リア北東部の Novi Pazar のサイトで事業を続行することができるが、ただし採掘には

在来型の採掘技術を使用するものとし、ハイドロリック･フラクチャリングは採用でき

ない（AEA Report 2012）。 

14.2 米国におけるシェールオイル･ガス開発の現状 

 シェールガスは米国における技術的成功である。これにより天然ガス価格は欧州や

アジアにおける市場価格の 1/3 から 1/4 と安くなり、米国のエネルギー集約型工業界に

とっては競争上の大きな優位性を保てる。下図は、天然ガス生産量を生産地別に分析

し、2040 年までの予測を示したものである。現在もシェールガスが天然ガス生産の主

流であると言える。 

139 
 



  

 
 

  

 

  

 
図 32: US dry natural gas production by source, 1990-2040 projected (trillion cubic 

feet)140 

 シェールガスの発見により、米国のガス資源埋蔵量は格段に増加した。米国エネル

ギー省（DOE）の試算によると、開発が早かったテキサス州のバーネット･シェールプ

レイを除く 4 大シェールプレイ（Haynesville, Fayetteville, Marcellus, Woodford）だけで

天然ガス 550 兆 ft3を埋蔵しており、米国内の回収可能資源 1,750 兆 ft3 の約 30％を閉

めている。下図は、これら主要シェールプレイの位置を地図上に示している。 

140EIA (Energy Information Administration), Annual Energy Outlook 2013 Early Release (Washington, 
DC: EIA, 2012), http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/0383er(2013).pdf 
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図 33: North American shale plays map141 

 2000年にテキサス州中北部にあるバーネット･シェールプレイでシェールガス生産が

商用化されるまでは、シェールオイル･ガスの大規模生産は行われていなかった。バー

ネット･シェールプレイの商業的成功が明らかになると、2005年には他の企業もこの地

層で掘削に着手し、バーネット･シェールだけで年間約142億m3の天然ガスを生産して

いる。バーネット･シェールでの生産で採算がとれるという自信を得て、その生産能力

をアンカーソー州北部のFayettevilleシェールでも再確認した天然ガス生産企業は、

Haynesville、Marcellus、Woodford、Eagle Fordなど、他の頁岩層の開発に乗り出すよう

になった142。 

  

141 Source: Adapted from US DoE report – The SEAB Shale Gas Production Subcommittee Second 
Ninety Day Report, Nov 18, 2011 

142Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations 
in 41 Countries Outside the United States – US EIA Report, June 2013 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
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14.3 EU の規制体制 

 欧州では、非在来型炭化水素抽出の環境保全性の確保については欧州委員会

(European Commission)が責任を担っており、そのために同委員会は EU 加盟国向けに最

低基準を設定している。その責務は、各プロジェクト及びその累積的開発に伴う衛生

上、安全上、環境上のリスクの管理が適切に行われるよう監視することである。各国

の規制当局は、欧州委員会の規定以外に、より厳格なルールや標準を作ることができ

る。 

 2011 年 11 月に欧州委員会が実施した法的評価 143によれば、非在来型ガスの採掘･生

産のために必要とされる業務には、計画から廃坑に至るまで、既存の EU 環境法規が

適用される。ただしこの法的評価報告書では、特定されたリスクを管理するために EU
の既存の規制枠組みで足りるかどうかを判断するには、もっと多くの情報が必要であ

ると指摘している。本報告書は、ポーランド、フランス、ドイツ、スウェーデンとい

う 4 つの EU 加盟国を調査対象としている。その主な所見を以下に整理する。 

1.  これら 4 カ国では、探鉱権の承認･許可手続きの中で、環境影響評価が中核

的要素であると見なされていた。現在の EU の法的枠組みでは、当該坑井の生

産率が 1 日当たり 500,000 m³を超える場合に限り環境影響評価が義務づけられ

ている。この上限値は高すぎる。操業開始時で 1日あたり数万 m³というシェー

ルガス井の実態にそぐわない。 
2.  ハイドロリック･フラクチャリングにおける化学物質の使用を規制する必要

性については、業界を問わずいかなる工程でも化学物質の使用には欧州化学物

質規制 REACH 144 （ (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals)が適用されるので、ハイドロリック･フラクチャリングにも同様に適

用される。報告書ではまた、すべての加盟国が REACH の遵守状況を確認する

ための許認可機構を設けていることが明らかになった。ハイドロリック･フラ

クチャリングで化学物質を使用する作業員は、化学物質の下流ユーザーと見な

されるので、REACH の適用対象となる。 

143Final Report on Unconventional Gas in Europe: 8 Nov, 2011. Prepared by the law firm Philippe & 
Partners for European Commission 

144REACH is a regulation of the European Union, adopted in 2006 to improve the protection of human health and 
the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU 
chemicals industry. REACH places the burden of proof on companies. To comply with the regulation, companies 
must identify and manage the risks linked to the substances they manufacture and market in the EU. They have to 
demonstrate to how the substance can be safely used, and they must communicate the risk management measures 
to the users.http://echa.europa.eu/regulations/reach 
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3.  シェールガス関連の活動から発生する損害とその補償については、探鉱関連

法規、環境法規、一般民事規則に準拠する。一般的な経験則として、作業員は、

許可を取って行う作業に起因するすべての損害について、常に説明責任がある。 
4.  労働衛生安全については、シェール開発の場合にも一般法が適用されること

を指摘している。認可事業者が下請業者と協働することはしばしばある。下請

業者も、当該加盟国で施行されている規則や認可事業者が独自に定めた（場合

によってはより厳しい）規則を遵守する必要がある。 
5.  報告書結論として、現行法規、とりわけ環境保護関係の法規は、すでにシェ

ールガス開発に関連するほとんどの状況を網羅している。しかも、相当数の国

内法規が EU 指令の施行の結果として制定されたものである。EU 指令は、加盟

国がシェールガス活動をより厳正に規制できるよう柔軟に構成されている。 

 情報収集の一環として、欧州委員会は 2013 年度作業計画書の中に「非在来型炭化水

素抽出を安全かつ確実に行うための環境、機構、及びエネルギーの評価枠組み」を新

しい取り組みとして取り入れた 145。この取り組みは、リスクを管理し、規制上の不備

に対応し、さらに EU 圏内の事業者と一般市民の双方にとって最大限の法的明確性と

予測可能性を確保するための枠組みを提示することを目的とする。環境影響評価では、

地上及び地下のリスクを予防、軽減、管理するため、モニタリング、報告、及び透明

性に関する規定に対応するため、そして探鉱･抽出活動に関する EU の規制枠組みを明

らかにするための選択肢に着目する。 

 欧州委員会の環境総局は、特に外部の研究結果から、エネルギー資源の環境影響･環

境リスクについての知見の収集と関連施策の評価に取り組んでいる。2011 年 6 月に発

行された「シェールオイル･ガスの抽出が環境や健康に及ぼす影響」という題名の報告

書の中で、欧州委員会は、特に欧州のシェールオイル･ガス開発に関する現在の EU 規

制枠組みに注目した。EU レベルでは、探鉱に関する包括的枠組みが無いことがわかり、

また EU 加盟諸国間で探鉱関連の規制に大きな差がある事も分かった。ただし、特に

探鉱のために立案された 4 つの指令があるのは確かである。加えて、抽出産業に影響

し対象を探鉱に限定しない指令及び規則もいくつかある。シェール関連活動における

環境･衛生に関する規制法に注目し、水質、環境保護、労働安全、放射線防護、廃棄物、

化学物質、及び関連する事故という規制領域の中から最も適切な 36 の EU 指令を特定

した。 

 2012 年に AEA Technology plc は、「ハイドロリック･フラクチャリングを伴う欧州

での炭化水素抽出業務に関連する環境･衛生上の潜在的リスク特定の支援」と題する最

新の研究を行い、その報告書を欧州委員会の環境総局(DG Environment of European 
Commission)に提出した。この研究では、現行の EU 規制枠組みに見られるギャップ、

潜在的不適切さ、不明瞭な点をいくつか指摘している。また、ハイドロリック･フラク

145http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm 

143 
 

                                                           

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm


  

 
 

  

 

  
チャリングに関する EU の規制を加盟諸国がどのように解釈しているかを評価するこ

とを提唱している。これらの相違のほとんどは、「環境影響評価指令」、「水政策枠

組み指令」、「鉱業廃棄物指令」、「大気質枠組み指令」、及び「環境責任指令」に

関連している。 

 結論として、EU 全体のレベルで言えば、すべての加盟国に等しく適用される規制制

度にある種の不備がある。従って、現在、シェール開発に適用される衛生、安全、環

境関連の規制制度を EU レベルで構築するための第一歩として、欧州委員会は EU 内外

で研究が行われるよう尽力している。 

14.4 イギリスの規制制度 

 イギリスは、シェールオイル･ガスの開発に関して EU で最も先進的な国である。そ

こで本節では、イギリスの規制制度の詳細を明らかにする。全般的に見れば、現在の

イギリスのアプローチであれば、シェールオイル･ガス開発に関する EU の規制をこれ

以上強化する必要性があるとは思えない。単にイギリスは、シェールオイル･ガス開発

の機会を模索し、その範囲を把握するための自由を欲しているだけである。シェール

ガス開発に関連する活動は、他の工業プロセスと同様に既存の法規で規制できるとい

うのがイギリス環境局の考え方である。2012 年 5 月には環境局長が国内でのハイドロ

リック･フラクチャリングについてきわめて厳格な監視のもとで行うことを条件に支持

を表明した。 

14.4.1 イギリスにおける HSE 規制の一般的アプローチ 

 現在、イギリスにおけるシェールオイル･ガスの掘削は探鉱段階にある。そのため、

あらゆる種類の石油･ガスの探鉱、開発を規制するイギリスの通常の規制制度がそのま

ま適用される。坑井及びサイトの安全性を維持することは事業者の責任である。1974
年労働衛生安全法（HSWA）は、安全な労働慣行の遵守状況を監視することを目的と

している。その他の規則としては、「Borehole Site and Operations Regulations (1995)」
や「Offshore Installations and Wells (Design and Construction) Regulations 1996」がある。 

 掘削工程に関する UK HSE(UK Health and Safety Executive、以下 HSE）は、通常坑井

デザインの安全性を検査し、事業者の規準遵守状況を継続的に監視している。事業者

は、坑井ライフサイクルの最初から最後まで効果的にリスクが管理されていることを

保証しなければならない。HSE は、以下の検査･評価を行う。 

• 計画段階では、坑井届出書の評価結果を HSE に提出する。この評価では、事業

者が坑井の健全性(well integrity)に影響する可能性のある問題点を特定し、対処

法を明らかにしておく。 
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• 施工段階では、予定していた設計に沿って施工されていることを明らかにする

ために、事業者は週間業務報告書を HSE に提出する。 
• 試運転(コミッショニング)･操業段階では、HSE が検査プログラムとサイト査察

を確認し、環境局が坑井の健全性を評価し、関連法規に基づく事業者の法的義

務を当該事業者に通知する。 
• 操業中は、1995 年死傷病事故報告規則（Reporting of Injuries Diseases and 

Dangerous Occurrences Regulations 1995）による事故報告が行われない限り、事

業者は HSE への報告をしなくても良い。 

 HSE とは別に Offshore Installations and Wells (Design and Construction) Regulations 1996
の第 18 条で、坑井事業者は坑井試験計画を策定し、坑井試験官(Well Examiner)を選任

することを義務づけられている。坑井試験官は、必ず独立し適切な能力を備えた人材

であり、提案書の内容と実際の坑井運用状況を比較検査して、良好な業界ベストプラ

クティスと Offshore Installations and Wells (Design and Construction) Regulations 1996 に

従って坑井が運用されていることを保証しなければならない。 

14.4.2 イギリスの衛生安全規制機関 

 安全衛生委員会事務局（HSE: Health and Safety Executive）は、労働安全衛生に関す

る独立の国家監視機関である。独立の規制機関であり、労働に関連するイギリス労働

者の死亡･重傷事故を防ぐという公益のために活動する。HSE は、坑井の健全性やサイ

ト安全性の観点からシェールガス事業活動を監視する。 

 そのため、HSE は他の規制機関と密接に連携して関連情報を共有化し、安全性、環

境保護、計画承認の間に重大な乖離が無いかを確認する。 

14.4.2.1 イギリスの衛生安全規則 

Borehole Site and Operations Regulations 1995 

 この規則は、陸上のサイト及び坑井に適用される。坑井デザイン、施工、ハイドロ

リック･フラクチャリングの各工程を対象とし、サイトの安全性全般に関する事業者の

義務として、以下の事項を定めている。 

• 衛生安全書類の提出 
• リスク評価 
• 安全対策の調整 
• 以下に関する計画立案 

o 避難･救助 
o 特に暴噴及び可燃性ガスの漏出に関連する火災･爆発 
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o 防火対策全般 
o 有毒ガスの検知･制御 

• サイトの計画と設計 
• 緊急時対応サービスとサイトへのアクセス手配 
• 作業現場の安定性、構造強度、適合性 

 事業者は、掘削業務開始の少なくとも 21 日前までに UKHSE、環境局(EA、

Environment Agency 以下 EA) 、またはスコットランドであれば SEPA(Scottish 
Environment Protection Agency以下 SEPA) に通知しなければならない。 

Offshore Installations and Wells (Design and Construction) Regulations 1996 

 この規則は坑井に適用され、さらに坑井の設計、施工、ハイドロリック･フラクチャ

リングの各工程に適用される。一般的に、坑井事業者は、坑井に不測の液体漏洩のリ

スクが現実的に可能な限り低いこと、作業員の安全衛生上のリスクが現実的に可能な

限り低いことを保証するものとする。この規則は、主として坑井の健全性に関する規

定である。 

 坑井健全性は、適切な安全衛生規則、特に陸上及び海上のすべての坑井に適用され

る Offshore Installations and Wells (Design and Construction) Regulations 1996 に準拠して

いなくてはならないため、この規則を通じて有能な作業員による抗井デザインとして

検証される事となる（UKOOG, 2013）。 

14.4.3 イギリスの環境規制 

 シェールガス事業の環境影響については、イギリス国内のある地域内での管轄権を

有する環境規制機関が監視、規制する。イギリス環境局（EA）はイングランド及びウ

ェールズを管轄し、スコットランドはスコットランド環境保護局（SEPA）が管轄する。

シェールガスの事業活動の規制にはリスクベースの手法が採用される。申請手続きの

過程で、申請者の専門的能力、サイトの地域特性、環境に対するリスクが評価され、

これにより、当該リスクを厳密な監視下に置くことができる。サイトに固有の監視･報

告についての最低必要条件を定めて事業者の環境許可証に記載する（The Royal Society 
& Royal Academy of Engineering, 2012）。 

 全シェールオイル･ガス採掘申請は現地の計画申請手続きに従って行い、採掘開始前

に環境へのリスク、特に水源の汚染リスクが無いことを確認するためにイギリス環境

局（EA）またはスコットランド環境保護局（SEPA）による申請書の精査を受ける必

要がある。また、安全衛生委員会事務局（HSE）による安全性審査を受け、さらに資
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源の有効利用を保証するためにエネルギー･気候変動省 146（DECC）による精査も受け

る。米国とは異なり、イギリスでは地下に埋蔵されている炭化水素の所有権は地主に

ない。従って、DECC が炭化水素の採掘権は発行する（Government for Communities and 
Local Government, 2013）。 

下図は、イギリスにおける新規石油採掘の規制制度をフローチャートで示している。 

 

図 34: Steps through the regulatory process for exploration147 

 下図は、イギリス国内での石油開発事業活動のうち、探査終了後の活動に適用され

る規制制度のフローチャートを示す。 

 

146DECC is a new UK government department created in 2008. It is responsible for UK’s energy security, 
actions to mitigate climate change effects, sourcing renewable energy, and delivering secure and low-
carbon energy at the least cost to consumers. 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-energy-climate-change 

147UKOOG Report 2013, “UK Onshore Shale Gas Well Guidelines” 
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図 35: Steps through the regulatory process for development activity 

14.4.3.1 イングランド及びウェールズの規制機関 ― 環境局（EA, 
Environment Agency） 

 シェールガス事業者は、Minerals Planning Authority（MPA）から計画許可を取得す

る必要がある。EA は計画手続きを担当する法定機関であり、提案内容を検討して

MPA に助言を与える。EA の責務には、仮申請時及び申請時における環境影響評価

（EIA）の範囲が含まれる。EA は、重大な環境リスクが認められる場合や事業活動が

地下水保護方針に重大な負の影響を及ぼす場合には、計画申請を却下する。また、EA
は、計画策定過程で環境許可証が必要になる場合にその旨を MPA に通知する。 

The Environmental Permitting Regulations 2010（イングランド及びウェールズ） 

 これらの規則は 2010年に採択された規則で、汚染防止管理（Pollution Prevention and 
Control）規則と廃棄物管理認可（Waste Management Licensing）規則を包括する。これ

には、「鉱業廃棄物指令（Mining Waste Directive）」、「水質枠組み指令（Water 
Framework Directive）」、「地下水指令（Groundwater Daughter Directive）」、及び

「放射性物質法（Radioactive Substances Act 1993）」など、いくつかの規則の一部を合

わせたものである。この規則は、排水及び地下水活動、放射性物質の管理、鉱業廃棄

物などのシェールガス事業活動に適用される予防策を規定できるよう適用範囲が拡大

されている 148。 

148http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/default.aspx 
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 ハイドロリック･フラクチャリングにおいて、地下水を通過する坑井内で地下水活動

がある場合にはそれを考慮に入れる。そのため、環境許可規則（The Environmental 
Permitting Regulations 2010, England and Wales）に定められた許可申請が必要になる。

ただし、HSE による管理対策を適用し WRA(The Water Resources Act) 1991 による掘削通

知を提出して地下水が適切に保護されていれば、許可証は必要ない。EA は、地下水が

存在するか、地下水活動が起きているかを法定指針に従って判断し、各提案書の評価

はサイト毎に行われる。 

水資源に関する法律 The Water Resources Act 1991 

 この法律は、イングランド及びウェールズの地下水保護に関連する様々な条項を定

めている。そのために、鉱物（石油･ガスを含む）の探鉱または抽出を目的として坑井

を施工または拡大する意思を EA に通知する必要がある。また EA は、地下水抽出の意

思があるときにその旨を通知することを義務づけており、特に抽出量が 1 日当たり

20m3を超える場合には、事業者は抽出許可を取得する必要がある。 

有害廃棄物に関する規則 The Hazardous Waste Regulations 2005 （England and wales）
と特別廃棄物に関する規則Special Waste Regulations 1996  

 有害廃棄物の分類、運搬、及び処分について規定する規則である。 

14.4.3.2 スコットランドの規制機関 ― スコットランド環境保護局（SEPA） 

 SEPA はスコットランドの環境を保護することを任務とする。これには、スコットラ

ンドの環境状態の監視･分析も含まれ、EA とほぼ同様の機関であり、事業者に指針を

与え、事業者が環境法規に対応するための支援を提供する。SEPA は、坑井掘削の管理、

水抽出、及びフラクチャリング流体の排出、及び水環境中へのその他の排出に関して

以下の規則を適用する。 

Water Environment (Controlled Activities) (Scotland) Regulations 2011 

 この規則は、水環境に関連するさまざまな活動について規定し、その適用範囲は坑

井の施工、水抽出、水環境中への汚染物質の排出などが含まれる。この規則により、

水環境やその他の水使用者に対する影響が制御される 149。 

 深い（200m 以上）坑井を掘削するため、地下水汚染のリスクが排除されるように施

工、保守、監視することが求められる場合には、許可申請が必要になる。事業者は、

環境への有害作用を軽減できるようにリスク因子を特定･管理していることを証明する

149http://www.sepa.org.uk/customer_information/energy_industry.aspx 
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リスク評価報告書を提出する必要がある。事業者は、監視プランを策定して SEPA の

同意を取得し、実施するべきである。 

14.4.4 EA/SEPA と HSE の協力 

 イギリスでは、シェールオイル･ガスの探鉱と開発の全ライフサイクルを規制するた

めに、DECC、EA/SEPA、HSE が共同で取り組んでいる。この協力関係は、シェール

オイル･ガス開発におけるハイドロリック･フラクチャリングに関連して、イギリス国

内のさまざまな民間団体から環境･地震のリスクが指摘されていることを受けて発展し

てきた背景がある。 

例えば、イギリスの Cuadrilla 坑井における今後の事業活動について、HSE と EA は、

Cuadrilla の掘削作業の検査を、特に坑井の健全性及びセメンチングに注意しながら、

共同で行うことを決定しました。HSE と EA は、Cuadrilla におけるハイドロリック･フ

ラクチャリングについても共同で検査する。 

14.4.5 Cuadrilla 事件とその影響 

 2011 年 4 月 1 日、イギリスのブラックプールでマグニチュード 2.3 の地震が感知さ

れた。この地震は、Cuadrilla Resources 社が Preese Hall サイトのある坑井でハイドロリ

ック･フラクチャリングを行った後で発生し、その後 2011 年 5 月 27 日にも、同じ坑井

で新たに実行した後でマグニチュード 1.5 の地震が発生した。この坑井は、Bowland 構

造盆地のシェールガス貯留層の探査中にハイドロリック･フラクチャリングされた。そ

のため、一時中止された。Cuadrilla Resources 社は、地震とフラクチャリングとの関連

性を検討するためにいくつかの研究を委託した。 

 この 2 つの地震事件によって、事業者に対してハイドロリック･フラクチャリングの

許可証に基づいて同意を求めることを定めた追加規定が施行された。これらの新しい

規定は地震にのみ関連するもので、以下のことを義務づけている。 

• 地震リスクと断層の有無に関する情報の事前精査を行う。 
• 地震リスクにどのように対処するべきかを明示したハイドロリック･フラクチ

ャリング計画書を DECC に提出する。 
• ハイドロリック･フラクチャリング中は地震モニタリングを行う。 
• 作業の再審査または中断を必要とする異常な地震活動を識別するための「交通

信号」システム“traffic light” systemを導入する。 

 DECC は、ハイドロリック･フラクチャリングに関して一時停止措置を実施するべき

ではないと感じており、イギリスにおける大規模なシェールガス抽出の影響を評価す

るため、そして規制に対する国民の信頼感を増すために、Bowland シェールプレイで
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現在行われている探鉱活動を厳格に監視する必要があると考えている。結論として、

業務上ベストプラクティスが規制に導入し実際に実施されてさえいれば、リスクを効

果的に管理することは可能である（Patsy, et al. 2013）。 
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14.5 米国の規制体制 

 米国における石油･ガスの開発及び生産は、シェールオイル･ガスを含め、連邦法、

州法、自治体の法令が複雑に入り組んだ規制体系のもとで、探鉱･操業のあらゆる局面

について規制されている。在来型石油･ガスの探鉱･生産活動に適用される法律、規則、

許認可は、そのすべてがシェールオイル･ガス開発にも適用される。このうち連邦法に

ついては米国環境保護庁（EPA）が管轄しているが、連邦政府が所有する土地の開発

は、米国内務省の従属機関である土地管理局（BLM: Bureau of Land Management）と農

務省の従属機関である林野局によって管理される。また、石油･ガスを産出する各州に

は、坑井のデザイン、配置、間隔、操業、廃坑のほか、水や廃棄物の管理･処理、排ガ

ス、地下圧入、野生生物への影響、地表妨害、作業員の安全衛生などについての許可

権限を有する環境規制機関がある。連邦法の多くは、適切な連邦政府機関の同意と承

認を得た上で、各州で独自で施行している。つまり、連邦政府は、環境規則について

各州が必ず全面的に採用すべきベースラインを定めており、ある州が連邦法の施行を

拒否する場合、関連する連邦政府機関はその法律を州単位で施行する。ある州がある

連邦法の一部の条項をもっと厳しい規定に変更することを望む場合には、それは容認

されるが、連邦法の条項を選択的に緩和もしくは排除することはできない 150。 

14.5.1 連邦規制 

 連邦規則は、安全衛生規則と環境規則に大別することができる。以下、その詳細を

検討する。 

14.5.1.1 連邦安全衛生規則 
 米国労働安全衛生局（OSHA, Occupational Safety and Health Administration）は米国労

働省の機関で、1970 年労働安全衛生法により設立された。OSHA は、「標準を設定、

施行し、研修、奉仕活動、教育、支援を提供することにより、労働者のために安全で

健康的な労働条件を保障する」ことを任務とする。また、さまざまな(内部)告発者に

対する法規の施行責任を負っている。OSHA は、労働安全衛生法（Occupational Safety 
and Health Act）にもとづいて職場の安全衛生規則を発行することができる。これらの

規則には、化学物質への曝露制限、労働者の情報アクセス、個人用保護具の着用に関

する要件、安全手順に関する規定などを定めている 151。OSHA の規則は、シェールオ

イル･ガス事業にも他の石油･ガス事業と同様に適用される。 

 労働安全衛生法の定めにより、米国の各州及び領土は、連邦政府から承認を得た独

自の労働安全衛生計画を採用することができる。これらの計画は、連邦政府による労

150Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer, Groundwater Protection Council and 
ALL Consulting, April 2009 

151https://www.osha.gov/law-regs.html 
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働安全衛生法の施行を代替する制度であり、労働者保護のために少なくとも OSHA と

同等の実効性を持つものでなければならない。 

 最近、国立労働安全衛生研究所 152（NIOSH, National Institute for Occupational Safety 
and Health）は、労働者がハイドロリック･フラクチャリング繰り返し実行した時に大

気中のシリカへの曝露が労働者の健康に有害な因子となると指摘した 153。NIOSH は、

各企業の代表者にこの知見を通知し、結晶シリカへの曝露を回避することを勧告する

報告書を発表し、さらに、ハイドロリック･フラクチャリングを行うすべてのサイトで、

業務評価を行って労働者が結晶シリカに曝露される可能性を判断し、労働者を保護す

るために必要な対策を導入することを提唱した。こうして OSHA はハイドロリック･

フラクチャリングを行うシェール開発業務について「HAZARD ALERT」を発行する結

果となった。 

14.5.1.2 連邦環境規則 

 連邦政府は、米国における環境規制の展開に際して第 1 位法施行責任（Primacy）を

負っている。通常、環境法規の立法においては米国環境保護局が先導役を務め、土地、

水、大気の保護に関する規定の施行、修正、排除について連邦議会に承認を求める。

在来型石油･ガス事業の場合と同様に、シェールオイル･ガスに適用される連邦レベル

の環境･公衆衛生法規としては、以下の 8 種類がある。 

1.  Safe Drinking Water Act (SDWA) 
2.  Clean Water Act (CWA) 
3.  Clean Air Act (CAA) 
4.  Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
5.  Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 

(CERCLA) 
6.  Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA) 
7.  Toxic Substances Control Act (TSCA) 
8.  Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) 

 例えば、SDWA は、シェールガス採掘活動における流体の地下圧入を規制し、CWA
は、シェールガス採掘に伴う地上排水や生産サイトでの雨水流出について規制する。

CAA は、エンジン、ガス処理設備、及び掘削及び生産に関連するその他の装置からの

排ガスを規制する法律である。 

152NIOSH is an U.S. federal agency, also established under the Occupational Safety and Health Act of 
1970. But unlike OSHA, this is not a regulatory body. This is responsible for conducting research, 
training and making recommendations for the prevention of work-related injury and illness. 

153https://www.osha.gov/dts/hazardalerts/hydraulic_frac_hazard_alert.html 
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 これらの連邦規則は、石油･ガスを含むすべての業界に導入、施行する全面的権限を

有する各州が採択している。従って、連邦政府または先住民の所有地以外の地域で石

油、ガス、鉱物を抽出する場合には、基本的に州や自治体による規制の対象となり、

シェールオイル･ガスの開発についても同じことが言える。 

 公布された連邦規則の解釈に州レベルの規制機関の間で相違が生じることもあり得

るが、通常、そうした相違については上級規制機関との対話か管轄区域内での裁判に

よって解決する。新しい法律では、解釈の不一致が多発しがちであるが、これは時間

経過に伴って軽減していく。 

 また、石油･ガス開発の規制のメカニズムは州によって異なるが、場合によっては、

同じ州の中で規制施行のメカニズムが異なることもある。規制施行方式としては、指

揮統制、performance based standards、ケースバイケースの許認可、責任規則、ISO 認証

などの任意プログラムなどがある。 

 シェールガス開発に関連する環境活動の州規制は、全米で一律に適用される連邦レ

ベルの規制に比べて、活動の性質に見られる地域差･州差により効果的に対応されてい

る。そうした地域差の生じる要素としては、地質、水事情、気候、地形、産業、開発

履歴、州の法制、人口密度、地域経済などがある。各州は、坑井の掘削･フラクチャリ

ング、生産、管理、廃棄物処理、廃坑、プラギングなど、あらゆる活動を規制、許可、

強制する権限を担っている。 

14.5.2 州の規制機関と規則 

 下の表は、米国の一部の州の石油･ガス規制機関をまとめている。これらの州はシェ

ール資源開発の活動性が比較的高いことを理由に選んだ。 

表 10 :米国のシェール資源が豊富な州の石油・ガス規制機関 
 

State Agency Web Address 

Alabama 
アラバマ州地質調査, 
州営石油・ガス委員会 

http://www.ogb.state.al.us/ogb/ogb.html 

Arkansas アーカンソー石油・ガス委員会 http://www.aogc.state.ar.us/ 

Colorado 
コロラド州天然資源局, 
石油・ガス保護委員会 

http://cogcc.state.co.us/ 

Illinois イリノイ州天然資源局, 石油・ガス局 http://dnr.state.il.us/mines/dog/index.htm 

 
Indiana 

インディアナ州天然資源局, 石油・ガス課 http://www.in.gov/dnr/dnroil/ 

Kentucky 
ケンタッキー州エネルギー開発・独立局, 
石油・ガス保護課 

http://www.dogc.ky.gov/ 

Louisiana ルイジアナ州天然資源局, 保護室 http://dnr.louisiana.gov/cons/conserv.ssi 
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State Agency Web Address 

Michigan ミシガン州環境品質局, 地質調査室 
http://www.michigan.gov/deq/0,1607,7‐135‐ 
3306_28607‐‐‐,00.html 

Mississippi ミシシッピ州営石油・ガス委員会 http://www.ogb.state.ms.us/ 

Montana 
モンタナ州天然資源保護局, 

石油・ガス委員会 
http://bogc.dnrc.mt.gov/default.asp 

New Mexico ニューメキシコ州エネルギー・鉱物・天然

資源局, 石油・ガス保護課 
http://www.emnrd.state.nm.us/OCD/ 

New York ニューヨーク州環境保護局, 鉱物資源課 http://www.dec.ny.gov/energy/205.html 

North Dakota 
ノースダコタ州産業委員会, 

鉱物資源・石油・ガス局 
https://www.dmr.nd.gov/oilgas/ 

Ohio オハイオ州天然資源局, 鉱物資源管理課 
http://www.ohiodnr.com/mineral/default/tabid 
/10352/Default.aspx 

Oklahoma 
オクラホマ州自治委員会, 

石油・ガス保護課 

http://www.occ.state.ok.us/Divisions/OG/neww 
eb/og.htm 

Pennsylvania 
ペンシルバニア州環境保護局, 

石油・ガス管理局 

http://www.dep.state.pa.us/dep/DEPUTATE/MI 
NRES/OILGAS/oilgas.htm 

Tennessee 
テネシー州環境保護局, 

州営石油・ガス委員会 

http://www.tennessee.gov/environment/boards 
/oilandgas.shtml 

Texas テキサス州鉄道委員会 http://www.rrc.state.tx.us/index.html 

West Virginia 
ウェスト・バージニア州環境保護局, 
石油・ガス室 

http://www.wvdep.org/item.cfm?ssid=23 

(Source: Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer, Groundwater Protection 
Council and ALL Consulting, 2009) 

 ハイドロリック･フラクチャリングの管理は、（坑井が連邦政府の所有地にある場合

は別として）基本的に州の規制事項である。一般に、石油･ガス生産の歴史がある州に

は強力な規制機関がある。オクラホマ州の「自治体委員会（Corporation Commission）」

はその一例で、坑井の間隔･密度のルールや環境規制など、石油･ガス探鉱･生産に関す

る全般的なルールを策定している。他方、石油･ガス開発に初めて取り組む州では、石

油･ガスに関連する環境規制を地元の環境規制当局に任せてしまうのが普通である。ペ

ンシルバニア州の環境保護局がその一例である 154。 

 4 年ほど前から、ハイドロリック･フラクチャリングを伴う石油･ガス開発を適用対

象に含む包括的な規則とは別に、様々な法律や規則が各州で導入されている。シェー

154Kulander, C.S.,  “Shale Oil and GasState Regulatory Issues and Trends,” Case Western Reserve Law 
Review, vol. 63, no. 4, Jun. 2013 [Online] 
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ルオイル･ガスの探鉱･生産への特化傾向の強い州のシェールガス規制枠組みに見られ

る重要な傾向を以下にいくつか紹介する 155。 

1.  水の確保と使用の規制 

 ハイドロリック･フラクチャリングの水の確保と使用に関する州の対応の仕

方は、何よりもまず、一般的な水利権に関する対応の仕方に依存する。地下水

の場合、一般に土地所有者は、その土地区画での活動に分別のある量の地下水

をその土地区画で取水する。分別ある使用量の原則に基づいて、彼らは何らか

の有益な目的のために自分の土地の直下から地下水を取水して使用する。もし

近隣の土地所有者の給水に影響がある場合、その土地で採取した水を別の場所

に輸送することは出来ない。しかし、石油･ガス事業者はもしかすると免除さ

れる場合がある。例えばテキサスでは、ある土地区画で取水した地下水を取水

地から離れた場所での石油･ガスの探査や開発のために利用することができる。

地元の環境保護区の許可を得る必要もない。しかし、いよいよハイドロリッ

ク･フラクチャリングが始まり、しかも同時に干ばつが発生した場合、地元の

環境保護当局はそのハイドロリック･フラクチャリングが地下水利権の例外的

使用の対象となっているかどうか注意深く監視する。地表水の使用については、

ミシシッピ川の西側の州と東側の州で規制が大きく異なる。西側の地域は一般

に湿気が少ないため、各州の当局は水利権の帰属判断と管理について緻密な政

策を採用している。 

2.  フラクチャリング流体の成分開示 

 ハイドロリック･フラクチャリングに関連する（もしくは関連すると言われ

ている）諸問題のうち、フラクチャリング流体に含まれている化学物質の開示

が注目を集めている。フラクチャリング流体の組成に関する秘密保持のために

各業者は組成開示に保守的な姿勢を取りがちであるが、現在、その傾向が州法

のために変わりつつある。ワイオミング州を手始めに、いくつかの州がフラク

チャリングの実施前に州当局に通知すること、そして使用する化学物質を公開

することを義務づけた法律を公布した。現在は、Interstate Oil and Gas Compact 
Commission と Groundwater Protection Council が共同運営するインターネットア

ーカイブ FracFocus（www.fracfocus.org）など、一般公開されているウェブサイ

トでの開示が一般的である。これは、フラクチャリング流体に添加される化学

物質の種類と濃度の情報公開用フォーラムである。2011 年 4 月に運営を開始し、

これまでにテキサス州及びオクラホマ州のいくつかの都市は、ハイドロリッ

ク･フラクチャリングを行うすべての坑井がこのサイトを使用することを義務

づけている。 

155Kulander, C.S.,  “Shale Oil and GasState Regulatory Issues and Trends,” Case Western Reserve Law 
Review, vol. 63, no. 4, Jun. 2013 [Online] 
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連邦政府レベルにおいても、状況は変化してきている。SDWA には、流体圧入

が飲用水用地下水の汚染原因になる可能性のある場合には、その圧入は監督当

局の管理下で行うことを定めたプログラムが記載されている。このプログラム

は、「Underground Injection Control (UIC)プログラム」と呼ばれている。ところ

が 2005 年、国内エネルギー開発を推進するために、ハイドロリック･フラクチ

ャリングに関する SDWA の規制が免除され改正となった。そのため、UIC プロ

グラムによるハイドロリック･フラクチャリング廃棄物の取り扱いについては、

今のところ各州政府が第 1 位法施行責任を負っている。 

 しかし、2013 年 6 月に Fracturing Responsibility and Awareness of Chemicals Act
（FRAC 法）案が下院に再提出されこれが可決されると前記 2005 年の法改正が

取り消される。FRAC 法の規定によれば、毒性の高い化学物質を含有するフラ

クチャリング流体を閉じ込められたガスを開放するために深部の岩石層まで圧

入する場合には、事業者は前もって許可を得る必要がある。また、その法案で

は、岩石をフラクチャリングし、亀裂の開放を維持するために流体に添加した

化学物質及びその他の物質を開示することも義務づけている。政府当局は、知

的所有権の対象とされる化学組成を例外として報告または開示された情報を検

証し、一般に公開しなければならない 156。 

3.  フローバック水の処分に関する規定 

 使用前、使用済みのフラクチャリング流体の輸送には、トラクター輸送用の

大型トラックがよく使われ、渋滞や路面摩耗の原因にもなる。しかも、作業中

に大型トラックが路肩に駐車すると、さらに渋滞がひどくなる可能性がある。

このような道路使用を軽減するための規制は、特に走行時間、走行経路、駐車

のルールなどの点で限定的なものになりがちである。最近は、オハイオやウエ

ストバージニア州のように、道路使用に関する付加税としての「影響料

（impact fee）」を検討もしくは導入する州もある。 

 蒸発処理用ピットやリサイクリング及び貯蔵用ピットでの貯留については、

ピット造成の許認可やピットの構造に関する規制が施行され、さらに亀裂や流

出事故の報告も義務づけられている。例えばオクラホマ州では、地表または生

産用ケーシングに亀裂、損傷、開放などの事象の発生については事業者が報告

することが義務づけられている。商用･非商用のピット、再生修復及び廃坑作

業も規制の対象になっている。 

 一般に、掘削廃棄物の地下圧入は米国環境保護庁（EPA）の監督対象となる。

しかしながら、現状掘削からでる廃棄物の成分公開は免除されており、有害廃

棄物は RCRA(Resource Conservation & Recovery Act)の要求に従う。 

 

156http://www.ewg.org/enviroblog/2013/07/frac-act-re-introduced-senate 
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4.  坑井仕上げ 

 ハイドロリック･フラクチャリングが行われているいくつかの州では、記録

を維持し、事業進行中も終了後もその記録を州に登録することを義務づけてい

る。例えば、オハイオ州では、事業者は予定していた深度まで掘削が完了する

か空井戸が見つかったら、6 日以内に州が承認した書式による坑井仕上げ記録

を提出しなければならない。本報告書には、坑井刺激のために使用したフラク

チャリング流体の種類と量、ならびに貯留層のフラクチャー形成に使用した圧

力、使用したフラクチャリング流体の封じ込め方法、坑井の平均ポンプ流量、

及び坑井刺激を行った責任者の指名を記載する必要がある。 

 以上の 4 項目は、在来型の石油･ガスの探査･開発活動では発生しないシェールガス

固有のリスクである。 

14.5.3 連邦規制と州規制の連携 

 現在、米国ではハイドロリック･フラクチャリングの規制管理を州レベルと連邦政府

レベルのどちらで行うかをめぐって盛んに議論が行われている。 

 州レベルの規制案を支持する人々は、州が独特の立場に立てること、そして石油ガ

ス業界に関する専門知識を州が蓄積していることを理由に、ハイドロリック･フラクチ

ャリング規制の施行責任は州が担うべきだと考えている。州は、地下水の保護につい

て連邦政府と同様にかなりの既得権益を握っており、従って、州内の地質や水事情の

詳細情報を考慮に入れて効果的かつ効率的に規制を持続できるだろう。しかし、一法

律がすべてを管轄するような効果的な規則はどこにもない 157。 

 他方、連邦レベルの規制を指示する人たちは、州レベルの規制では互いに矛盾した

規則をつなぎ合わせることになると主張している。また、エネルギー開発の構成要素

とその結果として起こる事（例えば、排ガス、商い、廃水、地震、放射線など）は州

の管理限界を超える可能性があると指摘し、すべての州に共通する全般的影響を考慮

に入れた規制を確立するべきだと主張している。そのためには、連邦レベルの規制が

必要になる。自治体や州政府では、ハイドロリック･フラクチャリングに関連して企業

が訴訟を起こした場合に、抗弁するための人材が不足しがちである。また、州によっ

て規制が異なるため、不要な混乱からの法令非遵守ケースが多発する懸念もある。 

 少なくとも 2010 年から天然ガス生産を開始している RFF 社が米国内 27 州を対象に

行った最近の研究 158では、各州と州の間の規制の不一致はかなり広範に認められてい

157Interstate Oil & Gas Compact Commission of US, http://www.iogcc.state.ok.us/ 
158Richardson, N., et al. “The State of State Shale Gas Regulation”. Resources for the Future, June 2013 

[Online]. 
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る。その研究報告によると、各州は技術に依存した定性的な指揮統制型アプローチと

数値基準、実績主義、ケースバイケースの許認可、禁止と一時中断のアプローチに頼

っている。指揮統制型の規制は最も広く普及しているツールで、州規制の 87%に適用

されている。そうした規制の厳格性は、やはり州によって大きく異なるが、本レポー

トはまた、次のような諸条件から各州に異なる規制があるのは良い事かもしれないと

している。規制に関する意思決定に州差が生じる背景には、地質的特徴、地理的特徴、

歴史、人口統計データ、経済的条件、及びその他の因子がある。 

 一方で、連邦レベルの規制と州の規制の連携も徐々に進んでいる。米国環境保護庁

（EPA）と米国石油協会（API: American Petroleum Institute）は、石油･ガス事業の環境

問題に対する州の監督体制を推進するために、「State Review of Oil and Gas 
Environmental Regulations（STRONGER）という団体に助成金を提供している。この団

体は、さまざまな州に招請されて、州の石油･ガス関連環境規則やハイドロリック･フ

ラクチャリングに特化した規則の評価作業を行っている。2013 年現在で、STRONGER
は、アーカンソー、コロラド、ルイジアナ、オハイオ、オクラホマ、ペンシルバニア

の 6 州のハイドロリック･フラクチャリング関連規則を精査した 159。 

  

159http://www.strongerinc.org/ 
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15 リスク管理対策 

 「シェールガス革命」という言葉は急速に世界に広まりつつあるが、現在、対策を

必要とする技術的リスクや非技術的リスクのために、一般市民や関係者の懸念の的に

もなっている。リスクを効果的に管理するためには、事業者は、一般市民がどのよう

な要素をリスクと感じるかも含めて、リスクの全容を理解する必要がある 160。リスク

を適切に識別、管理するには、リスク管理の枠組みを確立するべきである。業界のベ

ストプラクティスを採用し、独立した機関による検証を行うことで、シェールガス事

業者は安全かつ持続可能な操業をすべての関係者に実証することができる。 

15.1 リスク管理の対策の整理 

 下の表 11 は、EU の環境総局（European Commission DG Environment）が EU におけ

るシェール資源開発に係る今後の法整備に向けて作成した報告書にまとめられている

もので、シェールオイル･ガス開発のために米国及び欧州の様々な規制機関が実行また

は提案しているリスク管理対策（緑字で示す）及び、米国のシェールオイル・ガス開

発業界が実施あるいは提案している慣例手法（best practice）（青字で示す）を一覧し

ている。同表は、リスク管理対策の策定の際の有用なリストになっており、シェール

資源の採掘･生産にゴーサインを出そうとしている国々の規制機関が注目すべき様々な

課題が明示されている。今後日本において、様々な利害関係者が参加するワークショ

ップを開催し、シェール資源開発に係る課題について議論する際にも、参考となろう。 

表 11 : リスクマネジメント対策と管理の概要 

側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 

データベースの

作成 

シェールガスに係る情報の国家データベース

の作成（企業による生産状況、坑井データ、

地質学データ、使用化学物質、規制状況、環

境記録、安全記録、等） 

米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

HVHF の開始の前に、水質基準と水量基準、

シェールガス構造の地質学的情報のデータベ

ースの開発 
地質専門家からの提言 

専門家による評

価体制 
当局による規制活動に対する専門家の監視／

評価を実施するための資金確保 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

ゾーニング 
(一般的) 

環境保護のために必要に応じて、ハイドロリ

ック・フラクチャリング禁止区域を設定 
欧州議会に対する独立報告書による提言 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

再植林域、野生生物管理域、高水質帯水層で

HVHF の制限 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

地下水保護指定地域での、HVHF の制限 研究者からの提言 

160Sorum, L., License to drill, Oilfield Technology, March 2013, Pages 38-42 
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側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 

緩衝帯 

個人所有給水井までの最短距離：150m 
ペンシルベニア州への提言 
デラウェア川盆地委員会の提案 

公共給水井または貯水池までの最短距離：

300m 
ペンシルベニア州への提言 
デラウェア川盆地委員会の提案 

坑井から地表水路までの最短距離：90m 
ペンシルベニア州への提言 
デラウェア川盆地委員会の提案 

プロジェクトによる攪乱地域（整地、植生伐

採等）から地表水路までの最短距離：30m 
ペンシルベニア州への提言 
デラウェア川盆地委員会の提案 

飲料用水供給の流域までの最短距離：1,200m 
 

ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

住宅地域までの最短距離：1,600 m (可能であ

れば) 
米国シェール業界による規範提言 

騒音対策に関する詳細な調査を要する距離：

305m 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

新規坑井掘削許可の際は、廃坑井やその他の

潜在的な流体移動経路から隔離を確認 
ミシガン州により採用された規制措置 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

表層水供給位置から 800m以内の地域では、地

表水への影響防止のためにタンク周りに盛り

土／囲いを設置 
コロラド州により採用された規制措置 

住民への通知 
掘削時の地元への通知 

ペンシルベニア州への提言 
 
意思決定への市民参加は既存の許容プロセ

スの重要部分である（EU-IPPC 指令） 

漏洩が起きた場合の水供給元への通知 米国シェール業界による規範提言 

生態系保全のた

めの緩和クレジ

ット制度 

将来の開発時にオフセットとして使用できる

緩和策クレジット制度を導入し、企業による

自主的な生態系保全イニシアティブを推進 
ペンシルベニア州への提言 

環境管理システ

ム 

現在産業界で広く用いられている環境管理シ

ステム（ISO14000 シリーズ）の認証取得を、

シェール開発オペレータでも推進 
在来型開発で実施されている手法 

地表面、水質モ

ニタリング 
HVHF の実施前、実施中、実施後に、地表水

に水質及び水位のモニタリングを実施 

地質専門家からの提言 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
大気モニタリン

グ 
HVHF の実施前、実施中に大気質モニタリン

グを実施 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

ピットライナー ピットライナーの設置（地中への漏出防止） 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
規制措置（例；ルイジアナ州） 

二重の囲い 
指定された有害流体の保管のために、二重の

囲いを設置 
米国連邦規制措置 
米国シェール業界による規範提言 

漏洩管理計画 漏洩管理計画の策定と実施 米国連邦規制措置 

坑井間隔 2.6km2 の油層を、一つの坑井パッドから水平 ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 
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側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 
坑井で開発 

坑井パッドからの複数水平坑井掘削 米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

生息地の分断の

最小化 

生息地の分断を最小化するための緩和対策

（坑井パッドからの集約的開発等）を策定／

実施 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

敏感な生息地へ

の影響の最小化 
敏感な野生生物生息域ごとに固有の緩和対策

を策定／実施 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

外来種の侵入に

対する計画 
敏感や野生生物生息域における外来種生物侵

入対応計画を策定／実施 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

騒音軽減対策 

坑井位置やアクセス道路は、できる限り既存

の建物から離れた場所を選定 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

騒音を最小化するための管理を実施 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

騒音を最小化するための障壁対策を実施 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2). 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

雑音の多い作業は日中に実施 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

地震モニタリン

グ 

地震活動のモニタリング／管理方法（イギリ

ス）事業者の持っている情報を規制当局も共

有 

イギリス政府の提言 
欧州の規制当局 
地質専門家からの提言 

視覚的影響の軽

減 
現場の場所、照明、塗装等による視覚的な影

響を緩和する標準的な手順を策定／実施 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 
在来型開発で実施されている手法 

交通への影響の 
最小化 

道路使用の協定/輸送計画。車両ルートや時間

を含む 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 
米国シェール業界による規範提言 

可能であれば既存の道路を使用 米国シェール業界による規範提言 

居住区域から離れた道路にて出入り 米国シェール業界による規範提言 

施設を集約化することで、トラック輸送量を

緩和 
ワイオミング州の提案する措置提案 

適切な標準化と設計を通して新道路の建設の

影響を最小化（設計段階で建設削減を実施） 
米国シェール業界による規範提言 

トラックの重量の制限 ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

最も厳しい排出基準を満足する車両 
米国シェール業界による規範提言 
（車両排出基準は、欧州ですでに適用され

ている） 

不必要なアイドリング防止 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

効果的な車両メンテナンス 米国シェール業界による規範提言 
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側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 

道路補修、または修理のための支払い ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

水の輸送用に仮設パイプラインの使用 米国シェール業界による規範提言 

場所の選定 最適な場所を探すための包括的評価 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

管理 環境保護のための職員の選出、教育、監督 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

土地の原状復帰 

土地の原状復帰が可能なように、できる限り

用地を適切に管理 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

工事開始前に表土を保存し、プロジェクト終

了後の土地の原状復帰作業に使用 
米国シェール業界による規範提言 

固まっていない土壌に対しては、ジオテキス

タイル（盛土補強用繊維）または他の材料を

使用 
米国シェール業界による規範提言 

開発の速度 
開発の速度を制限し、シェールガス開発によ

る急激な影響を削減 
ニューヨーク州の提案する法案 
ワイオミング州の提案する法案 

用地設計 
施設のフットプリント最小化のために、地表

貯水施設はできる限りすでに整地された場所

を使用 
米国シェール業界による規範提言 

液体の保管と取

り扱いに関する

リスクの最小化 

廃水排出に際しては、シルトフェンス等を利

用して、流速を遅らせ、沈殿物を補足する 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
できる限り、土壌の流出を防ぐような作業計

画を立て、降雨量の少ない時期に作業を行う 
米国シェール業界による規範提言 

万が一の漏洩リスク削減のための計画と訓練

実施 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
水圧破砕の前に、一次囲い込み施設の目視点

検 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
液体漏洩の迅速な検知と評価のため、腐食モ

ニターの使用 
地質専門家からの提言 

仮パイプライン

のリスクの最小

化 
急な山腹や水路への設置禁止 米国シェール業界による規範提言 

サーフェス･ケー

シングの範囲 

サーフェス･ケーシングは、帯水層から少なく

とも 30m下まで降ろす 
ミシガン州の規制措置 

サーフェス･ケーシングは、帯水層から少なく

とも 15m下まで降ろす 

コロラド、イリノイ、ペンシルバニア、オ

クラホマ、及びオハイオ州の規制措置 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
サーフェス･ケーシングは、帯水層下まで降下

する 
モンタナ州の規制措置 

サーフェス･ケーシングは、地表面下少なくと

も 30mまで降ろす 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
サーフェス･ケーシングは、帯水層面下 75m到

達前にセメンチングする 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
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側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 
プロダクション･

ケーシングの範

囲 

プロダクション･ケーシングは、ハイドロリッ

ク・フラクチャリングを実施する層の上部、

少なくとも 150m区間をセメンチングする 

米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

坑井健全性 

ケーシング加圧テストとセメント･ボンド・ロ

グ（CBL）の実施 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

不完全なセメンチングの修復が適切に行われ

たかを監視するための規制／検査態勢 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

セメント強度を監視するために、規制当局は

セメントテストの条件（試験時間、耐圧）を

定める。 

コロラド、イリノイ、テキサス、ペンシル

バニア、モンタナ及びオハイオ州の規制措

置 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
EU の廃棄物関連指令の中に、坑井健全性も含

める 
欧州議会に対する独立した提言 

追加掘削に先立ち、完全なセメンチングと地

下飲料水源との隔離 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
坑内のケーシングをセンタリングするため

に、セントラライザーを必ず使用する。 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
坑井健全性のテストは、坑井掘削中から坑井

存続中の全期間にわたって実施 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

ハイドロリック･

フラクチャリン

グのための深さ

の最小限 

600m以浅でのフラクチャリングには特別な許

可が必要 
ブリティッシュコロンビア州の規制措置 

フラクチャリング区間と帯水層の間が 46m未

満の場合は不認可 
ミシガン州の規制措置 

深度 600m未満でのフラクチャリング、または

フラクチャリング区間と帯水層間が 300m未満

の場合、特別な調査と報告が必要 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

多段 
フラクチャリン

グ 
互いに多孔質な区間における圧力隔離 ブリティッシュコロンビア州の規制措置 

情報開示 

作業者は、以下の内容を開示する事 
- フラクチャリング流体の化学組成とその

製品名、使用目的/種類 
- 重量組成 
- 各添加物量 

米国の 5 つの州の規制措置 
米連邦当局、EPA、土地管理局により提案

された法案 
ニューヨーク州、ブリティッシュコロンビ

ア州で提案された法案 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

オペレータは坑井健全性試験の結果を開示す

ること 
米連邦当局の提案する措置提案 

内燃機関 

ディーゼルエンジンによる排ガスは適用しう

る最も厳しい基準に従う事 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

実行可能なところでは、天然ガスによるエン

ジンと圧縮機の使用 
米国シェール業界で検討中の対策 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

実行可能なところでは、電気駆動のエンジン

と圧縮機の使用 
米国シェール業界で検討中の対策 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 
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側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 
掘削リグエンジンからの排ガスを削減するた

め、選択触媒還元脱硝装置(SCR)の使用 
米国シェール業界で検討中の対策 

廃棄物処理 
廃棄物管理のために、欧州で確立された手順

と規定された枠組みの使用 
欧州の監査機関提言 

掘削流体 

掘削廃棄物による環境汚染を最小化する掘削

流体の使用 
ニューヨーク州の規制措置提案(*2) 

掘削流体の分離と再利用プロセス 米国シェール業界による規範提言 

掘削時間、掘削流体の使用量、地表への影響

を削減するために、クローズド・システムを

使用 
地元団体による提案 

HVHF 流体の組

成 

HVHF 流体中のディーゼル油使用のためのガ

イダンスの策定 
米国 EPAが提案した法案 

HVHF 流体中のディーゼル油使用の禁止 米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

地下水地帯で、指定された揮発性の有機化合

物の使用を禁止 
ワイオミング州の規制措置 

HVHF 流体の中の指定された揮発性の有機化

合物の使用は、事前の認可の必要 
ワイオミング州の規制措置 

環境影響を最小化するために最適な添加物を

選択 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
殺生物剤使用を最小化 
例）殺生物剤の変わりに UV 殺菌技術の使用 

米国シェール業界で検討中の対策 

必要な HVHF 作業を最小化するための支持剤

の選択 
米国シェール業界で検討中の対策 

水資源管理 

統合的な水資源管理システムを開発・利用 

米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 
ブリティッシュコロンビア州が確立した措

置提案 
サスケハナ川流域委員会が確立した措置提

案 
デラウェア流域委員会が提案する措置提案 

水に代替する資源使用の推奨 
デラウェア流域委員会が提案する措置提案 
米国シェール業界で検討中の対策 

影響を受けやすい地域からの取水は禁止 米国シェール業界による規範提言 

HVHF プロセス

の管理 

フラクチャリングを最適化するための予測モ

デリング 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
近郊のフラクチャリング操業地区とデータの

共有 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
フラクチャリング流体に耐用性のある施設

（耐腐食性等）の使用 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
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側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 

対象貯留層以外の層へのフラクチャリング･リ

スクを最小限にするため、利用可能な技術の

使用 

米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

フラクチャリング作業における事前の機器の

徹底的な計画と試験の実施 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
フラクチャリング作業における事前の緊急時

対応計画の開発 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
フラクチャリング作業中の詳細なモニタリン

グ 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

廃水管理 

シェールガス廃水を公共廃水処理施設で処理

する場合の、廃水前処理に係る基準の策定 
米国 EPAの提案する規制措置 

廃水処理に係る要求事項、排水基準等の策定 

ペンシルバニア州により採用された規制措

置 
排出規制及び制限値の設立及び(または)施行

は、EU加盟国毎にあるが、欧州の表層水へ

の放出のための排出制限や排出規制、排出

価格制限への枠組みは、既に水総括指令

(2000/60/EC)の第 10 条に述べられている。 

利用可能な範囲で廃水の再利用 米国シェール業界による規範提言(*12 

貯蔵タンク、または地域の地形に併せて適宜

二重ライナーで建設された貯水池への廃水保

管 
米国シェール業界による規範提言 

廃水受入業者の確保 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

必要ならば、サイト内の廃水処理施設の設置 米国シェール業界で検討中の対策 

貯蔵している戻り水の組成の計測 米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

廃水クローズド・システム管理と排水再利用 地元団体の提案 

坑井仕上げでの 
大気汚染 

メタン、有毒ガス、オゾン生成物質、その他

大気汚染物質に対する排出基準策定と適用 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 

排ガス削減仕上げ技術の使用 

米国 EPAにより採用された規制措置（2015
年 1 月 1 日より米国において義務化され

る。） 
米国政府に対する専門家パネルの提言(*1) 
米国シェール業界による規範提言 

ガスベントの禁止、 
及びフレアリングの最小化 

ブリティッシュコロンビア州により採用さ

れた規制措置 
地元団体の提案 

6 トン/年以上の VOC（揮発性有機化合物）を

排出するタンクの VOC排出の規制 
米国 EPAにより採用された規制措置 
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側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 

上部開放型または排出タンクの使用禁止 ワイオミング州により採用された規制措置 

制御されていない VOC（揮発性有機化合物）

排出削減 
コロラド州、ワイオミング州により採用さ

れた規制措置 

低／無ブリード圧力制御装置の使用 コロラド州により採用された規制措置 

グリコール･システムを代替系と入れ替える 米国シェール業界で検討中の対策 

操業中の 
大気への漏洩 

坑口装置部分を検査し、漏洩がないか確認 米国シェール業界による規範提言 

漏洩リスクの少ない装置使用 米国シェール業界による規範提言 

パイプラインへ漏出検知システムの使用 米国シェール業界による規範提言 

貯蔵タンクの数の削減 米国シェール業界による規範提言 

一時的な 
坑井の廃坑 

坑井プラッギングの要求事項策定と、シャッ

トイン後の点検 

コロラド、イリノイ、オクラホマ、ペンシ

ルバニア、テキサス及びワイオミング州に

より採用された規制措置 
90 日毎に坑口装置の点検及びメンテナンスを

実施 
 

米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 

恒久的な 
坑井廃坑 

水平区間は 30mのセメントでプラグ、深度

760mごとに 30mのセメントでプラグ、また地

表面から少なくとも 30mはセメントでプラグ

する事 

ワイオミング州により採用された規制措置 

15mのセメントで保護対象層上にプラグをす

る事 
コロラド州により採用された規制措置 

ケーシングの最深穿孔部の少なくとも 15m下

と最浅穿孔部の 15m上にプラグをする事 
イリノイ州により採用された規制措置 

最深の利用可能な帯水層の 15m上及び下にプ

ラグをする事 
テキサス州により採用された規制措置 

対象層の 30m上及び 15m下にプラグをする事 
ペンシルバニア州により採用された規制措

置 
取水層の 15m上から 15m下までプラグをする

事 
オクラホマ州により採用された規制措置 

廃坑の点検規定を策定する事 
コロラド、ペンシルバニア、及びワイオミ

ング州により採用された規制措置 
一時的なプラグの場合、マイクロ・アニュラ

スが形成されていないことを確認する事 
米国シェール業界による規範提言 

進行中のモニタリング計画を実行する事 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
坑井ロケーションと深度の記録を保存するこ

と 
米国シェール開発で既に確立されている慣

例手法／対策 
長期間にわたる管理のために、廃鉱後は所有

権と責務を監督当局に移管すること 
別の産業で確立されている慣例手法 
例.鉱物採掘 
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側面 対策の概要 
実施状況／提言者(*) 

（緑字：規制機関・青字：産業界） 

坑井基地の 
原状復帰 

必要でなければ、可能な限り早く地表面の囲

いを除去 
米国シェール業界による規範提言 

早期自然回復のため、作業中も坑井基地の原

状復帰作業を実施 
地元団体の提案 

坑井現場は採収作業終了後、早期回復 
ブリティッシュコロンビア州により採用さ

れた規制措置 

より広い地域開

発 

事業者は所轄当局やその他関係者と協力し

て、よりよい規範に基づく開発を進めるこ

と。また地元住民とのコミュニケーションも

改善 
米国シェール業界による規範提言 

すること。 

効率的なガス開発と水管理のために、近隣の

事業者は協力すること 
ブリティッシュコロンビア州により採用さ

れた規制措置 
地域を超えた協

力 
規制当局は、規制要求事項に係る会議を開催

し、協力すること 
別の産業で確立されている慣例手法 
例.鉱物採掘 

 

注*）実施状況／提言者欄 

 緑字：政府に対する提言、提案等 
*1：米国政府に対する専門家パネルの提言(the US Secretary of Energy Advisory Board 
(SEAB)) 
*2：ニューヨーク州環境保護局の提言 

New York State Department of Environmental Conservation (2011), “Supplemental Generic 
Environmental Impact Statement On The Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program; 
Well Permit Issuance for Horizontal Drilling And High-Volume Hydraulic Fracturing to 
Develop the Marcellus Shale and Other Low-Permeability Gas Reservoirs,” Revised Draft, 
September 2011 

 青字：米国シュール開発業界における慣例手法 (existing practice/measures)、規範提言

（recommendedbest practice）、検討中の課題等 
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15.2 業界ガイドラインとベストプラクティス 

 天然ガス業界の各企業は、安全な事業活動のための原則を立案、策定するために、

公約を掲げ、人目につくかたちで努力を重ねてきた。例えば、2011 年 6 月、Shell 社は、

「陸上のタイト /シェールオイル及びガスの開発事業の原則」（Global Onshore 
Tight/Shale Oil and Gas Operating Principles）を公表し、Shell が行うすべてのハイドロリ

ック･フラクチャリングの実施基準を確立した 161。この原則は、安全、水、大気、占

有領域、住民参加の 5 項目を網羅している。それは、水、大気、野生生物、及び地域

住民を守るための枠組みとなるものである。 

 Shell 社が策定した陸上におけるタイト/シェールオイル及びガスの開発事業に関する

5 原則は以下の通りである。 

1.  坑井及び施設の設計、施工、運用は、安全で責任ある手順で行うこと。 
2.  操業に際しては、地下水を保護し、飲用水の使用量が現実的に可能な限り控

えること。 
3.  操業に際しては、大気の質を守り、逸散ガスの排出を現実的可能な限り削減

すること。 
4.  事業の占有領域を少なくすること。 
5.  Shell の事業による社会経済的影響について、地域住民と対話すること。 

 石油･ガス業界の安全性、信頼性を高め、社会におけるイメージアップを図り、一般

市民と理解を深めるために、リスク管理について知見と経験を持つ独立の機関がベス

トプラクティスと指針を提起している。また、独立したリスクマネジメントコンサル

タントを提供している Det Norske Veritas (DNV) は最近、シェール資源開発のための

Recommended Practice を発表した。シェール資源開発の各工程で DNV が推奨するリス

ク評価方法を一覧している。 

  

161 Source: http://www.shell.com/global/future-energy/natural-gas/gas/shell-operating-principles.html 
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表 12 :異なるプロジェクトや坑井基地に関連するリスクの特定と評価の手引き 

プロジェクト段

階 
情報と関連する必要なリス

ク 
リスクアセスメントに基づ

く鍵となる決定 
リスクアセスメントの手法 

コンセプトの

定義と探鉱 
— 利害関係者の特定 
— 許認可プロセスへの初

期入力(開発を止めうる

要素がない事の証明) 
— リスク基準の第 1回推

定 

— 現場の選定 
— リスク基準の特定と決

定 
— 設計許容値の選定 
— 坑井パッド開発継続の

決定 

— HAZID（ハザード特定） 
— 大事故シナリオの結果分

析 
— リスク許容値の準備 
— 政府組織とのリスクコミ

ュニケーション 

坑井基地の 
基本デザイン

の開発 

— デザインプロセスに集

中する(例)HAZID と結

果分析の結果 
— デザイン選択によるリ

スクレベルの推定 
— 最適化された基本デザ

インの選定基準 

— 安全比較後のデ

ザインの最適化 
— コンセプト選択の確認 
— 当局からの許可 
— 詳細デザイン開始の決

定 

— 定性分析(リスクマトリ

ックス) 
— HAZOPs（ハゾップ） 
— QRA（定量的リスク分

析） 
— 詳細な結果のアセスメン

ト 
— 火災/爆発分析 
— 政府や利害関係者とのリ

スクコミュニケーション 
坑井基地の 
詳細デザイン 

— 機器類とシステムのパ

フォーマンススタンダ

ード 
— HAZOP で特定された設

計じに考慮すべき問題

(含む SIL:Safety Integrity 
Level) 

— 構造と装置の仕様 

— 設備装置、解決

策、操業手順の

選定 
— 詳細設計 

— 詳細な QRA 
— 詳細な HAZOPs 
— ベンダーの HAZOPs 
— 避難解析 

坑井基地の 

試運転と 
スタートアップ 
 

— リスクアセスメントの

最終結果 
— 規制による許容値の確

認 
 

— デザインの承認 
— デザイン承認後のスタ

ートアップ 

— リスクスタディと検

証(Verification)スキー

ムの確立 
— 安全システムの試運転 
— 政府や利害関係者とのリ

スクコミュニケーション 

(Source: Adapted from DNV Recommended Practice DNV-RP-U301) 

 リスク管理の方法と規則を確立することに加えて大切なことは、確立されたリスク

管理方法を効果的に実践することである。シェール資源開発の場合、そのためには開

発の影響の及ぶ範囲を明確にすることが非常に重要である 162。つまり範囲とは、シェ

ールガス開発を進めることによって影響を被り得るエリアである。その際には、直接

的影響と間接的影響を明確に区別するべきである。直接的影響の及ぶ範囲とは、採掘

や加工処理が実際に行われる場所とその近隣地域（周辺の農地、居住区、河川湖沼、

地下飲用水の水域など）である。間接的影響の及ぶ範囲とは、直接的影響は受けなく

ても、パイプライン、開発現場へのアクセスに使われる道路、定常的な排ガス、坑井

162 Adapted from DNV Recommended Practice DNV-RP-U301 
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サイトの設備から定常的に放出される排ガス、トランスローディングなどの影響を被

る地域である。シェールガス開発の影響範囲や直接的影響区域と間接的影響区域の境

界は、活動の性格やその活動現場の周辺事情（例：地勢）によって変わる。このよう

な影響範囲の定義は、環境影響評価作業の開始時に環境の専門家が行うべきである。

直接的影響範囲は、坑井の水平区間の占有領域よりも狭く取るべきではない。 
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16 市民参加とステークホルダーコミュニケーション 

 本章では、市民参加に関する政府の方針、産業ベストプラクティス、及び公開討論

の現状を地域別に概観する。特にシェール資源事業に大きな可能性を期待できる地域

と現在事業が進行中の地域に注目していく。本章の最後に、非在来型石油･ガスに関連

する市民参加方策を策定･発表に役立つ意見や提言を示す。 

 市民参加というテーマの簡単な位置づけを行ってから、まずは北米、次に欧州、最

後にその他の地域の現状を概観する。 

16.1 市民参加とは何か  
 この節の中で「市民参加」とは、シェール資源開発業者、運用事業者、及び管轄当

局が掘削期間中に地元住民や比較的遠隔地の利害関係者に知識や情報を提供し、同時

に彼らからフィードバックや意見を受け付けることを目的に行う様々な活動を意味す

る。 

16.2 なぜ市民参加なのか 

 シェールガス技術に関する一般市民の現在の理解状況や受け容れ方を考えると、事

業者たちが早期に、そして頻繁かつ定期的に、透明性あるかたちで市民参加の機会を

持つことが非常に重要だと言える。市民参加の核心的要素はシェール事業活動に関連

するリスクを一般市民に知らせることである。アナリストやリスク管理の専門家は、

危険の評価を系統的に行うために系統立てたリスク評価法を採用する傾向にあるが、

一般市民の多くは直感的なリスク判断、つまり「リスクの認知(perception)」に頼って

いる。これは、「人々の信条、姿勢、判断、感情であり、もっと広く言えば彼らが危

険やその利点に対して取る文化的、社会的気質」と言うべきものである。 

 シェールオイル･ガスの事業者の批判には信頼の欠如が関連していることが少なくな

いが、現在の作業工程は業界による自己規制に大きく依存している。従って事業者は、

信頼構築のために、そのガバナンス･モデルに対する独立した検証手順を導入する事は

有益であり、事実そうした独立した検証を求める声が業界の中で高まっている。例え

ば、2012 年にイギリスで開催された「イギリス･シェールガス･サミット 2012」で、

UK Onshore Operators Group は「社会による事業許可（social license to operate）」を求

め、鍵となる利害関係者の支持を得、それを維持するためには、ベストプラクティス

の実践を改めて約束して、陸上における非在来型石油･ガスの探鉱に対する一般社会の

認識を変えていかなければならない」と述べた。 

 リスクは社会的メカニズムを通じて増幅することがある。慣れ親しんだシステムの

中で事故が発生すると、事故後の社会的騒乱は比較的小規模で済む。一方、不慣れな

システムの中で起きた小さな事件が大きく増幅することがあるのは、それが将来の危
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険に向かう道標だと解釈され、もしかしたらもっと持続的な危険、何世代も後まで長

く存続する危険に至るかも知れないと思われるからである。不慣れなシステムの中で

発生したそのような小さな事故または事件が大々的に報道される可能性もある。従っ

て、一般社会のリスクに関する判断は、技術的にではなく、価値判断になりがちであ

る。だからこそ、シェール資源の開発･生産の脅威とチャンスに対する一般社会の認識

を喚起するときには、系統的な知識ベースのアプローチを取る必要がある。 

 シェール資源の探鉱･生産に対する懸念をさまざまな関係者が表明している中で、シ

ェール資源の実用化に伴う利益とリスクを一般社会に理解してもらうために市民参加

はきわめて重要な活動になる。利害関係者が非在来型石油･ガスに対する姿勢を形成す

るため、そして証拠に基づく公正な知識と情報を根拠にして彼らが自己の権利を行使

できるようにするためにも、市民参加活動は有益である。政府としては、そうした知

識や情報が確実に提供され、共有化されるよう、シェール事業の中のどの時点で何を

共有すべきかを規定した枠組みを提供できる。 

 もし感じたことがそのまま事実であると捉えるなら、水質汚染、地震、騒音、道路

交通、資産価値、自然環境へのダメージといった一般市民の懸念を真剣に受け止め、

そうした懸念を表明する機会を与え、科学と教育に裏打ちされた構造的対話の場を設

けることが重要である。 

 政府及び業界はともに、以下に紹介するように、市民参加に対するさまざまなアプ

ローチを開発している。 

16.3 米国の現状 

はじめに 

 米国はシェールオイル･ガスでは世界最大の産出国である。オバマ政権はシェールガ

スの開発をおおむね支持してきたが、最近になって米国政府が坑井の健全性や汚染水

の管理の基準を定めるために新しいルールを提案している。シェールガスの生産量は

一部の州に集中しており、2011年には、テキサス、ルイジアナ、アーカンソー、及び

ペンシルバニアの4州だけでシェールガス生産量の85％を占めていたが、今やシェール

ガス層にアクセスできる州は10州を超えている。テキサスやペンシルバニアなど、潜

在的に大規模なシェールガス資源を持つ州はシェールガス生産を全面的に支持してい

るが、バーモントやメリーランド州などのようにハイドロリック･フラクチャリングを

禁止している州もある。 

市民参加と法制化 
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 歴史的に見ると、石油･ガスの採掘の規制は州政府が行ってきた。連邦規則も適用さ

れるものの、特に「緊急対処計画及び地域住民の知る権利法（EPECRA: Emergency 
Planning and Community Right-to-Know Act）」などは、一般市民への情報提供を事業者

に義務づけるなど、市民参加にふさわしい法律である。テキサス州をはじめとするい

くつかの州では地方自治体によるシェールガス開発の規制が可能であるが、ペンシル

バニア州などでは、石油･ガス開発に対する地元政府の管理権限を制限する傾向にある。

一般に、シェールガス開発は既存の規制構造によって規制されている。環境リスクに

対する一般市民の容認性の変化がこの規制の変化をもたらしている。要するに、市民

参加を規則によって厳格に制限することは無さそうである。 

市民参加の実践 

 米国の事業者たちは、シェールオイル･ガスの開発活動に関する情報を共有化してい

る。例えば、FracFocus.org ではフラクチャリング流体の使用情報を開示している。テ

キサス州の鉄道委員会(RRC: Railroad Commission of Texas)など、州の規制機関は掘削･

生産活動に関する情報 163を提供している。それでも、研究では地元の地域社会が客観

的情報を容易に入手できる仕組みが必要であることが指摘されている。 

 ペンシルバニア州立大学による exploreshale.org のような取り組みは、シェールガス

開発に関する一般社会の理解を高めるために役立つ。EnergyFromShale.org は業界の声

を代表し、経済的利点を説明している。ハイドロリック･フラクチャリングに関する社

会の懸念は、EarthJustice164のような機関を通じて表明されている。このサイトは、公

衆衛生や大気、水質に及ぼす潜在的影響を強調しながら、再生可能エネルギーへの転

換を主張している。 

これまでの社会認識 

 ある調査結果 165によれば、「大半の一般市民は、シェールガスの開発に伴うリスク

を当然恐れながらも、それが米国経済にもたらす恩恵を認識している」ようである。

恩恵は地方や国家の経済的利益、雇用創出、エネルギー自給の観点から認識され、同

じ調査で 2011 年にインタビューを実施しているが、それによると、一般市民の意見は、

調査対象の母集団の違いに応じて市民の意見も異なることがわかった。新しいシェー

ルガス開発区域の事業者は、十分に整備された区域で操業する事業者と比べてあまり

信頼を勝ち取れていないように見える。しかし、市民たちは業界に対してもっと多く

163http://www.rrc.state.tx.us/barnettshale/index.php 
164http://earthjustice.org/our_work/campaigns/fracking-gone-wrong-finding-a-better-way 
 
165http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local 

Assets/Documents/Energy_us_er/us_er_ShaleSurveypaper_0412.PDF 
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の情報提供と高い透明性を求めている。業界によるコミュニケーションの有効性には

ギャップがあり、このギャップは教育による信頼形成の機会ともなる。 
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16.4 カナダの状況 

はじめに 

 カナダでは、ブリティッシュコロンビア、アルバータ、サスカチュワン、マニトバ、

オンタリオ、ケベック、ニューブランズウィック、ノバスコシア州には、潜在的及び

生産中のシェールガス資源あり、主にブリティッシュコロンビア州の北部で現在進行

中の掘削･生産活動が見られる。 

市民参加と法制化 

 石油･ガスの開発･操業に関する規制は各州政府に委ねられており、とりわけシェー

ル資源の場合はその傾向が顕著であるが、さまざまな州に共通する 1 つのパターンが

見られる。陸上の石油･ガス事業はカナダの多くの地域、とりわけ西部で非常に成熟し

ているので、サイトの近辺に住む地元住民に参加を求める際、いつ求めるかを事業者

が判断するための明瞭な指針がある。 

 例えば、ブリティッシュコロンビア州では、通知及び協議会･公聴会(notification and 
consultation)の活動機会を設けることに関して事業者用マニュアル 166を州の Oil & Gas 
Commission を通じて提供している。このマニュアルには、利害関係者の役割（例えば

地主、権利者、政府機関など）の役割を踏まえて誰に通知し、誰の意見を聞くべきか、

そしてその利害関係者が将来の坑井位置からどれだけ距離を取るべきかが明確に指摘

されている。また、情報の受け手側のマニュアル 167もある。一般市民を参加させるた

めの指針と手続きの種類をもとに、業界と一般社会との関係の成熟度や透明度を推測

できる。国家レベルでは、Natural Resources Canada を通じて一般市民に情報が提供さ

れている。 

市民参加の実践 

 とりわけ石油･ガス業界はシェール事業に関連する情報の流通に積極的に取り組んで

いる。例えば、http://www.shaleresourcecentre.ca/は、シェール資源に関する誤解と思わ

れる認識を排除しようとするいくつかの事業会社による非営利的協力の場である。

Canadian Association of Petroleum Producers.も同様の活動 168を行っている。 

 

 

166http://bcogc.ca/industry-zone/documentation/Consultation-and-Notification#documentation_docs-
page-0 

167http://bcogc.ca/node/5984/download 
168http://www.capp.ca/canadaIndustry/naturalGas/ShaleGas/Pages/default.aspx 
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これまでの社会認識 

一般にカナダでは、シェール事業に対して人々は好意的な姿勢でいるようである。

このことは、カナダで天然資源の採掘が一般市民に繁栄をもたらすための手段と見な

されており、またある程度はクラウンリースに対する誇りによると考えられる。ただ

最近は、ニューブランズウィック州では地下水汚染を恐れた抗議運動も見受けられる。 

16.5 欧州委員会の現状 

はじめに 

 EU 圏内やその近隣諸国では、特にポーランド、ドイツ、フランス、オランダ、スウ

ェーデン、デンマーク、ハンガリー、ウクライナ、ルーマニア、トルコ、イギリスで

は非在来型ガスの潜在力が認識されている。 

欧州委員会とシェールガス 

 2012 年、欧州委員会は現在の規制枠組みの不備な点を知るための研究を実施し、そ

の結果として、少なくとも現在のシェールガスの活動水準を規制するうえで EU の法

的枠組みに重大な欠陥は無いと結論づけた。 

 各国の規制枠組みの改善が期待される領域として、特に問題視されるのは、採掘プ

ロジェクトの認可プロセスへの市民参加が今のところ限られていることである。この

研究の中で指摘されたことは、「プロジェクトはいまだ小規模であるため容易に「反

転できる」現状では、関係市民による話し合いは必ずしも予想されず、従ってプロジ

ェクト開始の是非を決定する際にも一般市民に発言権は与えられない」ことである。

市民参加が最も必要とされるのは、正にこのステージである。EU の「Official 
Journals」、地元新聞での発表により一般市民に情報を提供するだけでは、効果が限ら

れる。それは、与えられた情報に対する市民の反応を許認可の際に考慮に入れること

ができないからである。これは欧州の典型的な事情を表している。つまり、人口密度

の高い事と公共の意思決定における市民参加の度合いを考え合わせると、シェール資

源開発における市民参加を義務づける規則が必要である。 

 2013 年 10 月市民協議に関する最終報告書 169「欧州における（シェールガスなどの）

非在来型化石燃料」（Unconventional fossil fuels (e.g. shale gas) in Europe）が発行された。

その 14 ページに、回答者の所属国や境遇が違えば意見も異なると結論づけている。全

般的結果は、加盟国間の市民参加率の違いに影響されやすいようである。しかし、そ

れでも以下の点ではコンセンサスが成立している。 

169http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/Shale gas consultation_report.pdf 
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1.  非在来型化石燃料（シェールガスなど）の潜在的課題に対処するために必要

な対策 
2.  あらゆるステージで透明性と情報提供が必要 
3.  大多数の人々は、現在の枠組みでは十分に対応できないので EU は何か手を

打つべきである。何もしないのではなく、「何かをする」ことが最低限の選択

肢 

 民間団体や公的機関では、非在来型化石燃料については意見が分かれる。NGO は、

民間企業、通商工業団体、国家政府に比べて非在来型化石燃料に対する好感度が最も

低いからである。ただし、非在来型化石燃料の探査･抽出に関する重大情報の提供が必

要だという点ではほとんどの回答者が一致していた。やはり、EU レベルで「何もしな

い」ことは公的機関にとっても民間団体にとっても最悪の選択肢になるようである。 

欧州の事業者とシェールガス 

 いくつかの事業者は個々に（例えば ExxonMobil は
http://www.europeunconventionalgas.org）、あるいは集団（例えば http://www.shalegas-
europe.eu/en/）で、エネルギーミックス説と経済発展説を共に使って啓蒙活動を行って

いる。 

 ここで 1 つの所見を言えば、シェールガス支持派は時に意外な情報ソースを持ち出

すことがある。例えば、ブルガリアでの政治的論争 170を使って、ある NGO はロシア

のエネルギーに依存したくないという理由でシェールガスの探鉱･抽出の禁止した政府

の措置を批判している。 

16.5.1 ポーランド  

 ポーランドは欧州で最大規模のシェールガス資源を保有している。ポーランド政府

は、シェールガス開発を積極的に支持しており、経済や環境問題への対応、エネルギ

ー自給などを強調している。ハイドロリック･フラクチャリングのリスクに関連する一

般市民の懸念や組織的反対は限定的なようである。欧州委員会の調査 171（スライド 8）
でも、ポーランド国民がシェールガス開発を支持していることを指摘している。シェ

ールガスは、石炭発電に比べて環境にやさしい代替エネルギーと思われている。ポー

ランドは EU の全加盟国のなかでも石炭に対する依存度が極めて高く、天然ガスはす

べてロシアから輸入している。 

170http://www.novinite.com/view_news.php?id=148376 
171http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/Presentation_07062013.pdf 
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 市民の支持はあるものの、初期試験としての製造技術試験の結果が混在しており、

従ってポーランドで大規模なシェールガス探査や商用運用が現実化するかは不明であ

る。 

16.5.2 フランス 

 フランスは、回収可能なシェールガスの埋蔵量が欧州においてポーランドに次いで

2 位である。にもかかわらず、2011 年にフランスは環境団体による抗議運動の後、ハ

イドロリック･フラクチャリングを無期限禁止とし、それまでに発行していた掘削許可

も取り消した。これには環境相は、環境リスクとは別にシェールガスは炭素放出源と

なるので、原子力や再生可能エネルギーを優先する政策にそぐわないと主張している。 

 GEP-AFTP172に参加した石油･ガス事業者たちは、フランスの禁止措置に反対してい

る。フランスにおける発電量の 70％を超える電力を供給しているフランスの原子力業

界は、現状を維持することに強い関心があり、シェールガスは潜在的脅威と見なして

いる。しかし、福島の事故が起きて以来、原子力業界は現在までロビー活動を行って

いない。 

16.5.3 ドイツ  

 ドイツでは、大衆の懸念から多量にあるシェールガス資源の開発ペースが鈍化して

いる。ドイツにおける原発の段階的廃止は陸上のガス探査が推進する要因になり得る

のであるが、ドイツ連邦政府は慎重で、「我々はハイドロリック･フラクチャリングを

制限したい」と慎重である。 

 ハイドロリック･フラクチャリングに反対する民間の様々な取り組みは組織化されて

おり、関連するリスクの情報を gegen-gasbohren.de などのウェブサイト上に公開してい

る。一時停止措置の後、ノルトライン＝ヴェストファーレン州での操業停止を要求さ

れた ExxonMobil 社は、ドイツのシェールガス事業について寛容な姿勢を見せることで

市民の信頼を築こうとしている。 

 関連する環境規則により、大規模なガスプロジェクトでは適切な市民参加が義務づ

けられている。公開討論会や政治家の議論では、事業者側の名前を聞いて小規模なプ

ロジェクトや進行中のプロジェクトも規制対象に含めることを求める声 173が上がって

いる。 

172http://www.aftp.net/ 
173https://www.gov.uk/ 
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16.5.4 イギリス  

はじめに 

 イギリスには大量のシェール資源があるが、経済性を維持しながらどれだけ回収で

きるかがわかっていない。イギリス政府は、適切な枠組みが確保されること、そして

環境と安全性を守りながらエネルギー安全保障を拡充し成長を実現することを目指し

ている。 

市民参加と法制化 

 イギリスでは、シェール資源開発と関連する市民参加は、計画許可手続きと密接に

絡み合っている。コミュニティ･地方自治省が最近（July 2013 July）開発したガイダン

ス 174では、坑井掘削の予備申請の段階で市民参加が義務づけられており、事業者とミ

ネラルプランニング担当当局、法定･非法定の相談員、選出されたメンバーなど、他の

関係者との連携が推奨されている。このガイダンスに載っているブローチャートでは、

このような早期の市民参加が記述されている。 

174https://www.gov.uk/ 
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図 36: Guidance flowchart the Department for Communities and Local Government, UK 
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 シェールガス開発を管轄する主な規制機関を以下に挙げる。ただし、これら以外の

機関が関係する可能性もある。 

a) エネルギー･気候変動省（DECC） ― 石油採掘許可を発行し、他の許認可が下

り次第、その許可証にもとづいて掘削を承認する。地震活動のリスク評価とモニ

タリングについて責任を負い、またフレアリングと換気について同意を与える。 

b) ミネラルプランニング局(MPA)  ― 坑井及び坑井基地の位置について許可を与

え、流体の使用による土地への影響が許容可能レベルであることを認証する。 

c) 環境局(EA) ― 地下水源（地下水の帯水層を含む）を守り、鉱業廃棄物の処理

及び処分、排ガス放出、天然に存在する放射性物質の適切な処理と管理に責任を

負う。 

d) 安全衛生委員会事務局(UK HSE) ― すべての抽出フェーズでの安全性について

規制し、特に坑井のケーシングの適切な設計と施工を保証する。 

市民参加と政府の対応 

 エネルギー･気候変動省（DECC）の一部として 2012 年 12 月に設立され、13 年 3 月

に導入された政策チーム、OUGO: Office of Unconventional Gas and Oil（非在来型ガス･

石油室）を通じて、イギリス政府は国内におけるシェールガス業界の発展を支援する

体制を取った。市民参加は OUGO の担当権限の中核をなすもので、イギリスが「計画

システムを通して典型的米国の例に比べ、より高度な地域監視及び事前協議というイ

ギリスらしい体制」を確立する（Speech 11 March 2013175, Secretary of State Energy UK）

としている。 

 OUGO は比較的新しい組織で、地域社会がシェールガス開発による恩恵を享受する

ための枠組みを提示する。また、一般市民が非在来型石油ガスの実態を理解するため

に市民参加を支援し、さらに現地当局と地域住民との対話を支援し、プロジェクトを

推進するよう適宜問題の解決に協力する。 

 イギリス政府は、産業界が地域社会にもたらした利益を歓迎している。各（ハイド

ロリック･フラクチャリングの対象となる）探鉱井の近傍に存在するコミュニティに

100,000￡のほか、生産井ごとに収益額の 1%ずつが支給される制度がある。 

175https://www.gov.uk/government/speeches/office-of-unconventional-oil-and-gas-introductory-event 
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 イギリス陸上事業者グループの設立趣意書（Charter）に規定されているように 176、

業界は計画許可申請を行う前に地域住民と対話することを望んでいる。この設立趣意

書については、関係する地域住民と協議のうえ、定期的に見直しが行われる。 

イギリスにおけるこれまでの社会認識 

 シェールオイル･ガス開発に関するこれまでの社会認識について行われた最近の調

査 177では、シェールガスのことを知っている人々は大幅に増加していると言える。具

体的に言えば、2013 年 9 月までに、シェールガスを安価でクリーンなエネルギー源と

して受け容れる人が増加している（ただし、これはあくまでも 1 つのトレンドであっ

て、必ずしも多数派の意見というわけではない）。最近（2013 年 9 月）、Cuadrilla 試
験サイト付近のウェストサセックス、Balcombe178で激しい抗議運動が起きて以来、そ

うした受け容れトレンドは反転した。抗議者たちは、ハイドロリック･フラクチャリン

グによる水質汚染や誘発地震に懸念を抱いている。 

16.6 市民参加に係る整理 

市民参加に関する各国の規制やプラクティスを踏まえて、主な論点を以下に整理する。 

1. 市民参加活動は、現地の状況に順応して実施されるべきである。人口密度の低

い地域では、人口の多い地域とは異なるアプローチで対応する必要がある。石

油･ガス事業が伝統として定着している地域と採掘を経験していない自治体で

は、求める情報も懸念事項も異なる。 
2. 市民参加活動では、多様な利害関係者たちが多様な意見を交換する。そうした

意見交換は、純然たるシェールガス事業に留まらず、さまざまな問題に影響さ

れるものである。例えばエネルギー安全保障、エネルギー自給、経済的繁栄、

雇用創出などの問題が絡んでくる。地元での議論で交わされる意見は、国レベ

ルでの議論で表明される意見とはまったく異なる。意見表明の機会や議論の場

を設けることは、真実とフィクションを区別し、あらゆる意見に公平に耳を傾

けるために有益である。 
3. 市民の懸念に耳を傾け、金銭的、非金銭的な補償を用意することが重要である。

事業者と規制当局はともに、補償手段を模索する必要がある。 
4. 効果的な活動にするためには、市民参加の取り組みは早めに開始し、誠実さと

証拠に基づいた対話と奉仕活動を行う必要がある。 

176http://www.ukoog.org.uk/elements/pdfs/communityengagementcharterversion6.pdf 
177http://www.scribd.com/doc/131787519/public-perceptions-of-shale-gas-in-the-UK-September-2013-

pdf 
178http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/02/fracking-protest-support-shale-gas-

poll?INTCMP=ILCNETTXT3487 
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5. 事実と証拠に基づく情報公開を実現するための知識基盤を、管轄機関と業界関

係者の協力により構築することを検討するべきである。 
6. 規制機関は、事業者が開発工程に市民参加活動を取り入れることを期待してい

る。 
7. ハイドロリック･フラクチャリングの規制は、環境保護や飲用水の安全から財

務会計条件に至るまで、さまざまな課題を対象とする。さまざまな課題は、そ

のほとんどが一般社会に影響を与えるため、市民参加が必要になる。市民参加

活動を怠れば、一般市民の深刻な反発を招くおそれがある。 
8. 市民参加活動を効果的に実行するには、あらゆるレベルの政府の協力が不可欠

である。中央政府が地方政府機関に支援を提供することも必要になるだろう。

具体的には、地元住民の意見聴取、現地公聴会の推進、情報提供のツールキッ

ト、専門家に相談する機会の提供などである。 
9. シェールガスに関連する個々の問題に対処した経験の無い規制機関は、独自の

方針に基づき、人口密度など地域特有の事情を踏まえながら問題に取り組んだ

他地域の事例に学ぶべきである。 
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17 まとめ 

これまでの前各章において大水深の石油･可燃性天然ガス開発に関する海外調

査及びシェールオイル･ガス開発に関する海外調査の結果を述べた。本章ではこ

れらの調査結果について以下に要約し、今後の課題を抽出する。 

17.1 大水深海洋石油･可燃性天然ガス開発に対する保安対策 

17.1.1 技術と関連する課題 

17.1.1.1 BOP 

(1) 海底 BOP の構成について 

典型的な海上 BOP については、アニュラー･プリベンター、1 個または複数の

パイプ･ラム、1 個または複数のシア･ラムで構成される。海上 BOP に比べて、海

底 BOP の場合、大水深下で動作するために設計の複雑度が高くなり得る。典型的

な海底 BOP には、ラム 5 個または 6 個が装備されている。6 ラムの設計は、3 つ

のパイプ･ラム（上部、中部、及び下部）、2 つのシア･ラム、及びテスト･ラムで

構成される。 

(2) 試験･保守作業時間について 

海上 BOP については、保守及び再設置の所要時間が短く、保守作業員の目視検

査が可能である。海底 BOP の重要な課題は保守作業が長時間に及ぶことであり、

海底から BOP を回収するのに約 3日ほどかかり、リグの作業員が BOP の試験/保
守作業を完了したらさらに約 3 日間かけて海底に再配置する必要がある。 

(3) トレーニングについて 

海底 BOP のトレーニングについては、大水深における運用･保守を実施するた

めに、トレーニング内容が海上 BOP に比べて厳しい内容が要求され、また、BOP
の仕様変更に伴う機能的なトレーニング（再トレーニング）規定が求められる。 

 

17.1.1.2 ROV 

(1) ROV 運用の重要性について 

ROV の操作については、サブシー活動の中核をなすものである。ROV の使用

機会は、海底マッピング（サブシー装置の建設･掘削前）から施設の撤去･清掃ま
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で、多種多様である。加えて、現在、海洋掘削作業は水深 3,000 m 以上にまで及

んでおり、大水深での ROV 運用の重要性は、米国メキシコ湾の Macondo 事故に

おけるサブシー関連作業でも実証された。同事故では、ROV とその運用チームの

信頼性、能力、耐久性、柔軟性は、事故の原因究明と解決の両面においても極め

て重要な要素となった。 

(2) ROV の設計コード等について 

現在、海底生産設備(SPS)を維持･管理するための ROV のインターフェースの機

能的要求仕様及びガイドラインを示す設計コードはあるが、ROV の設計コードや

設計に関する技術標準は存在しない。ROV 設計等に関する標準化が不足している

ことから、メーカーはほとんど顧客(エンドユーザー)の機能的要求仕様に依存し

ている状態にある。 

17.1.2 環境問題 

17.1.2.1 大気汚染 

CO2 ガスを大気中に放出することは、石油･ガスの探鉱、生産、及びプロセスに

伴う不可欠かつ不可避の活動である。炭化水素類の抽出、安定化、及び輸出に要

するいくつかの工程は、大気放出物質の発生源となる。コンプレッサー及びポン

プを駆動するための燃焼のほか、安全確保や坑井テストのための余剰ガスのフレ

アリング、タンクへのローディング中のガス抜き、及び消火作業や冷却プラント

からの偶発的放出も含まれる。 

17.1.2.2 水質汚濁 

 (1) 廃棄物の種類について 

海洋石油･ガス事業によって発生する廃棄物についての多くは、地層水（生産

水）と掘削泥水及びカッティングスである。このほかに、少量ながら一般排水及

び衛生排水、甲板の排水、貫流式消火用水、間接冷却水、ビルジ水、バラスト水、

出砂、廃油、余剰セメント、化学物質、ゴミ･瓦礫が含まれる。 

(2) 生産水の試験について 

高圧･高温条件下の生産水については、通常、石油や金属類を多く含有してい

るので処理する必要がある。米国においては、処理された生産水（地層水または

圧入水）の毒性試験が義務付けられる等、多くの国々の環境規制では、日本と同

様、海洋に排出される前の生産水の油含有量について上限を設けている。 
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(3) 油ベースの掘削流体の組成について 

油ベースの掘削流体または泥水について（OBF または OBM: Oil-based drilling 
fluids or muds）は、さまざまな地層の掘削の効率化に使われる。OBM の基本成分

は、通常、ディーゼル油または鉱油である。これらの油分には、多核芳香族炭化

水素（PAH）などの毒性物質が含まれていることが多いので、OBM または OBM
の付着したカッティングスの排出は、日本と同様、米国を含む多くの諸国で禁止

されている。 

(4) 合成油ベースの掘削流体の組成について 

合成油ベースの掘削流体または泥水について（SBF または SBM: Synthetic-based 
drilling fluids or muds）は、掘削作業の水深が深くなり始めた頃に OBM の代用と

して開発された。基本成分は合成物質で、通常は有毒な PAH を含まないオレフィ

ンまたはエステルなどが使われる。SBM の排出は、日本と同様、米国を含む多く

の国で禁止されており、SBM が付着したカッティングスは、SBM の大半を取り

除いてから排出されている。 

(5) 油漏洩事故後の汚染除去作業について 

海洋での重大な油漏洩事故の発生後の汚染除去作業については、いつも大きな

困難を伴い、費用もかかる。また、油漏洩の除去作業も環境に影響を与える可能

性がある。流出油を封じ込めるためにオイルフェンスがよく使われ、油分を除去

するためにその他の物理的、生物学的、化学的方法が採用される。油の物理的除

去作業によって大量の油を除去できるが、除染作業は海洋環境や沿岸環境を損な

うおそれがあり、油漏洩に関連する諸課題をめぐって、多くの石油･ガスの生産

業者やサービス業者が共同で問題解決に取り組むようになっている。 

 

17.1.3 近年の海洋事故例と各国の対応 
大水深の探鉱・生産が進むにつれて、リスク管理体制が未整備であること等か

ら、大規模な環境被害をもたらした大事故も複数発生している。今回、大水深開

発の先進国である米国、豪州、ブラジルにおいて発生した事故及び事故後の各国

政府の対応につき調査を行った。事故発生後の各国政府の動きとしては、資源・

エネルギー管理と安全執行機関の分離、国家海洋石油の安全規制機関の設立、若

しくは開発前の承認事項にモニタリングを要求する等、安全・環境を強化する政

策を進めている。 
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17.1.3.1 Macondo 事故（米国） 

(1) 事故原因について 

2010 年 4 月 20 日、油井から放出される高圧メタンガスが掘削ライザーに達し

て、掘削リグに侵入して引火、プラットフォーム全体を飲み込み爆発した。 

(2) 事故発生後について 

米国政府は、従来の prescriptive な規制（規制当局が具体的な技術的要求を設け、

監査機関が監査･承認することで操業者の活動を制限）から performance-based の

規制（操業者自身が HSE 要求基準を達成するよう活動を制御することを要求）に

切り替えを行った。同時に、2010 年 6 月には、各事故調査に係る委員会の提言

を踏まえ、米国内務省(DOI)は、海洋石油･ガス事業の規制･監督体制について

2010 年 6 月には、内務省鉱物資源管理部（MMS）が、監督範囲をより正確に示

す「内務省海洋エネルギー管理･規制･執行局」（BOEMRE）に改名され、2011 年

1 月には、は、資源開発・エネルギー管理の機能（BOEM）と安全と執行機能

（BSEE）の分離を発表するなど、米国史上最も積極的かつ包括的な改革を行った。

米国オフショア業界は、海洋作業の安全性及び健全性の継続的改善を確実にする

ためのスタンダード形成を目的としたオフショア安全センター（COS）を創設す

る等海洋作業の安全性向上を目指しいくつかの重要な取り組みに共同で着手した。 

17.1.3.2 Montara 事故（オーストラリア） 
(1) 事故原因について 

2009 年 8 月、PTTEP Australasia 社が所有する Montara ウェルヘッドプラットフ

ォーム掘削リグ（West Atlas）において事故が発生し、油･ガスの制御不能な流出

に至った。オーストラリア政府は、事故調査委員会を設置し調査結果、100 項目

の所見と 105 項目の提言を政府、規制機関、及びオフショア石油業界に示唆した

同時に、事故調査委員会は、貯留層における不完全なセメンチング、不十分な坑

内流体比重、ならびに 9-5/8”Pressure Containing Anti-Corrosuin Cap が長時間取り外

されていたことが暴噴の原因であったと結論づけた。 

(2) 事故発生後について 

2012年1月には、独立安全規制機関として国家海洋石油安全環境管理庁

（NOPSEMA）が設立され、加えて、環境管理の面では、環境保護及び生物多様

性保護法（EPBC）に基づく環境評価プロセスが強化され、掘削関連のすべての

活動を網羅した油漏洩モデルに11週間の油濁シナリオが導入されるとともに、開

発承認条件に事故発生時の科学的モニタリングと環境改善の要求が盛り込まれた。 
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17.1.3.3 P-36 事故（ブラジル） 

(1) 事故の概要について 

2001 年 3 月、P-36 プラットフォームの EDT（EDT: 緊急ドレインタンク）内も

しくはその周囲で 2 回の爆発が起き、2 回の爆発後、リグは傾きタンクに海水が

流入しプラットフォームは、推定 1,500 ton の原油を貯留したまま海底に沈没した。 

(2) 事故発生後について 

原因究明のために設置された事故調査委員会は、スペース確保とコスト削減の

結果による EDT の設計不良が故障モードを招いたと指摘した。本事故後、ブラジ

ル国家石油庁（ANP）は、2007 年にオフショアプラットフォームの操業安全管理

システムの実施及び運営の要件と指針を確立し、人命と環境を保護することを狙

いとした 17 項目の管理指針を定めた海洋掘削施設及び石油･天然ガス生産に関す

る操業安全管理体制の技術的規制を発行した。 

 

17.1.4 リスク管理対策 
(1) 米国、イギリス、オーストラリア、ノルウェー、ブラジルの海洋安全の法体

系について 

海洋石油･ガス事業活動に関連する各国のリスク管理は、それぞれの国内規則

に従って行われていることが分かった。通常、それらの規則が定めるリスク管理

対策は、海洋石油･ガス開発の各段階によって少しずつ異なる。。 

(2) 国際シンクタンクについて 

これらの規則とは別に、海洋活動に伴うさまざまなリスクに関する認識を高め、

リスク管理策を考案するために、いくつかの国際シンクタンクが大きな役割を果

たしている。そうしたシンクタンクの一つが欧州海洋石油･ガス事業局グループ

（EUOAG）である。これは、海洋石油･ガス事業における事故防止･事故対応に

関するあらゆる問題について、各加盟国の監督機関の間で、そしてこれら監督機

関と欧州委員会の間で、場合によっては EU 以外の機関との間で、経験と知識を

交換するためのフォーラムであり、2012 年に設立され、安全･環境保護を管轄す

る EU 加盟国の機関で構成されている。なお、現在、同グループの議長は DG 
Energyが務めている。本グループの目的は、産業側、規制側の双方のベストプラ

クティスに関するガイドラインを策定すること、ベストプラクティスを共有化す

ること、そして事故関連情報を迅速に交換することである。 

(3) リスク管理のバックグラウンドと経験を有する独立の機関について 
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リスク管理のバックグラウンドと経験を有する独立の機関は、産業の安全性、

信頼性を高め、業界のイメージと一般市民の理解を高めるためのベストプラクテ

ィス及びガイドラインを用意している。 

例えば、独立したリスク管理コンサルタントとして先導的立場である Det 
Norske Veritas (DNV) は、近年、海洋の安全に関する方針説明書を発表した。この

報告書は、世界中の重大事故を観察した DNV の経験を報告し、特に需要の多い

海域における安全とリスク管理の改善に必要な要素を検討している。そして、石

油･ガス操業における計画･実施の基盤とすべき 6 つの重要なパフォーマンスレバ

ーが存在すると結論づけている。 

 

17.1.5 考察 
17.1.5.1 法規制等について 

 (1) 米国の特徴である Prescriptive な規制と欧州の特徴である Performance-
based な規制は、どちらかに優劣をつけるというものではなく、Case-by-Case
でそれらをうまく組み合わせて活用すると共に、その国･地域特有の文化を尊重

する事もとても重要である事がわかった。この度は、米国、イギリス、ノルウェ

ー、オーストラリア、ならびにブラジルを調査対象国としたが、アフリカにおい

て水深 1,000m を超える海洋石油･天然ガス開発を進められているとの情報を得

ており、日本と同様、新規に大水深開発を進める国として法規制制度に注目する

必要がある。 

(2) 日本においても大水深で一旦事故が起きると、海流による影響や事故現場ま

でのアクセスが難しいことから、大水深における石油・天然ガス探鉱開発に対し

ては、鉱業権者は操業時における保安対策及び海洋環境影響について現況調査を

する必要があると思料する。 

イギリス、ノルウェー、米国、オーストラリア、ならびにブラジルの法規制に

ついて、日本と比較（Appendix の Deepwater：鉱山保安法との比較対照表）す

ると、特に日本の鉱山は環境影響評価法の適用外であるが、鉱山保安法令の中で、

現況調査として、鉱山周辺の状況等につき調査することとなっているが、環境影

響評価法と違って、詳細な調査項目は規定していなく、それは、各鉱山の自主性

を重んじ、高い能力が要求されていると思料する。 

17.1.5.2 設備について 

(1) 海底 BOP について 
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米国メキシコ湾 Macondo 事故後、海底 BOP 機能の向上について議論が高まっ

ている。今回のメキシコ湾 Macondo 事故は、ヒューマンエラーにより幾重にも

設けたセーフティーバリアをすり抜けて事故･災害に至ったとの情報もある。坑

井は、試掘井、探掘井、採掘井の順にて、一般的に地下圧力の予想が外れる可能

性は小さくなるが、予想外の異常高圧層、異常低圧層、断層、ならびにフラクチ

ャーにより坑井制御が困難になる場合もあり、地下圧力は必ずしも一様ではない。 

API は、2010 年の事故を踏まえて、海底 BOP 機能拡張に関する API 規格の見

直しを 2012 年に実施した。API は、IMO･NACE･ANSI･IADC･ABS･DNV･

IPAA･NOIA 他、数ある設備規格のひとつであり、今後の海底 BOP 機能拡張の

動向を 把握し、日本の開発においても積極的に取り入れる必要があると思料す

る。 

(2) CAPPING SYSTEM について 

この度の調査により、米国メキシコ湾 Macondo 事故以後、海洋汚染防止の一

環として、メキシコ湾における石油･天然ガス探鉱活動では、海底 BOP が機能し

ない場合に備えて、暴噴時の油濁拡散防止と坑井抑圧を目的とした CAPPING 

SYSTEM が義務化されたとの情報を DEEPSTAR（米国海外出張時）及び

INPEX 社（弊協会、自主事業資源分科会委員）より情報を入手した。 

海外プロジェクトを数多く推進している日本の INPEX 社は、Macondo 事故の

状況を鑑みて、万一の場合に備えて CAPPING SYSTEM を使用できる権利を

有する契約を締結したとの情報を得ており、日本国内の大水深における石油･天

然ガス開発においても積極的に取り入れられる可能性があると思料する。 

(3) ROV について 

海洋掘削において ROV を使用する主な目的は、海底 BOP の設置状況やセメン

チング作業中の坑口装置周辺の異常の有無を確認することであった。 

これまでは、水深数 10ｍよりやや深くなるとダイバー作業において減圧装置を

使用してきたが、ダイバーによる潜水可能水深は 300m（最近の海洋油ガス田開

発動向についての紹介：JOGMEC、2011 年 7 月）と言われており、水深が深く

なるに連れてダイバー作業のリスクは高まると共に作業効率が低下する。 

欧州現地調査に依れば、海洋における石油・天然ガス開発の送油･送ガスパイ

プライン設備の維持･メインテナンスにおいて ROV を使用しており、近い将来に

は、umbilical を使用しない AUV（Autonomous Underwater Vehicle）の組み合

わせ使用の動きもある。また、平成 25 年度基礎試錐｢上越海丘｣（水深約 1,000m）

で使用された JAMSTEC が所有する地球深部探査船｢ちきゅう｣は、ダイバーに代

わる監視目的でカメラ機能を有する ROV を常設するほか、マニピュレーターを
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備えた作業装置の役目を負う設備も搭載している。これらは、操業の各々のフェ

ーズ（試掘、探掘、採掘、生産）における必須設備であり、日本の大水深におけ

る開発においても積極的に取り入れることが必要と思料する。 

 

17.1.6 我が国の今後の課題 
17.1.6.1 法規制等について 

これまでの調査から得られた情報と考察を踏まえ、今後の日本の大水深におけ

る必要な法規制等の保安措置等に対しては、規制等２つの課題を取り上げた。 

(1) 新規開発国の情報の把握について 

日本と同様に大水深開発を目指すアフリカのような新規開発国における法令制

度、開発技術、ならびにリスクマネジメント等実態を把握し、諸外国の各情報と

日本の開発環境を比較する必要がある。 

 (2) 環境影響評価手法 

日本の大水深における海洋石油･天然ガス開発を環境に配慮して安全に進める上

で、まず、大水深での掘削実績のある海域を対象として、海底地形･海底生物･流

況等の特有の環境データを把握し、環境影響評価と必要な鉱害等に対する保全措

置を策定する。 

更に、メキシコ湾（Macondo）での事故のようなことが日本で発生したことを

想定し、迅速な措置対策を講じられるよう、予め、模擬的に海底の坑井等から漏

油が発生し、拡散挙動について海底地形･流況等のデータによりシナリオ設定を行

って最適な保安措置は何かを検討する。 

17.1.6.2 設備について 

設備について、規制機関、オペレーター、ならびに製造･サービスコントラクタ

ーから各設備に関する法規制及び保安技術的な詳細情報を更に収集し、諸外国で

の仕様が我が国の海洋環境に適合するものかも精査する必要がある。 

 

 (1) 海底 BOP の詳細な情報の収集 

今年度の調査の結果、深海底の海底 BOP は、浅海域での使用に比較して、複雑

かつ多様な設備であることがわかった。 
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本調査で整理した海底 BOP の一般的仕様及び技術的課題を踏まえ、更に、大水

深開発の先行国における海底 BOP のより具体的な仕様等（BOP の構成、構造、

制御システム、保守監理、作動試験方法、緊急時作動システム、信頼性・冗長性

確保、噴出の前兆（キック）を検知するシステム及びその解析技術、キック流体

排出装置、作業員の教育訓練、ウェルコントロール及びドリルステムテスト作業

手順）を把握した上で、日本国内での的確な運用を図るための調査が必要である。 

(2) CAPPING SYSTEM の詳細な情報の収集 

CAPPING SYSTEM は、海底 BOP が機能しない場合、被害拡大を最小限に

食い止める漏油拡散防止対策の手段の一つとして、導入が進みつつあるシステム

であるが、各国における CAPPING SYSTEM に関する規制等が定まっていない

現状を踏まえ、大水深開発の先進国における CAPPING SYSTEM の運用につい

て、海底坑口方式と海上坑口方式との相違点、機器の構成と要求仕様、制御シス

テム、緊急時作動システム、信頼性・冗長性確保、操作技術、作業手順、設置及

び廃坑作業等を調査した上で、日本での運用について検討する必要がある。 

 (3) ROV の詳細な情報の収集 

日本国の大水深の開発における危害防止及び鉱害防止対策の ROV の的確な運

用につき検討するためには、各国の先進事例（掘削・仕上げ時及び漏油対策時に

おける作業内容、ワーククラス ROV の要求仕様、操作技術、作業手順、緊急時

対応）について、更なる調査を実施する必要がある。 
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17.2 シェールオイル･ガス開発における保安対策 

17.2.1 テクノロジーとそれに伴う課題 

17.2.1.1 水平掘削 

(1) 水平掘削では 1 坑の垂直井から複数の水平坑井を掘削することができる。こ

のことは環境保全の観点から見ても好ましいことである。何故なら、本来、同じ

層準を開発するためには、垂直井なら 10 坑以上も掘削する必要があるが、水平

井なら 1 坑掘削するだけで足りる。環境面から考えても、同じ量の石油･天然ガ

スを産出するために要する排ガス放出量、水使用量、廃棄物の処理量がはるかに

少なく、土壌への影響も小さくて済む。 

(2) 水平掘削技術は十分に発達しており、特に米国では在来型の石油･ガスの採掘

にも利用されている。従って、シェールオイル･ガス開発のための水平掘削法に

おいて特に新たな課題が生まれる可能性は低いと考えられる。 

17.2.1.2 ハイドロリック･フラクチャリング 

(1) 石油･ガス開発業界にとってハイドロリック･フラクチャリングは新しい技術

ではない。炭化水素抽出にハイドロリック･フラクチャリングが初めて採用され

たのは 1947 年のことで、米国の垂直井で実施された。その後この技法は急速に

発達し、1950 年代、60 年代には米国で商業利用されるようになった。大規模な

ハイドロリック･フラクチャリングは、1986 年にテキサス州のバーネット･シェー

ルで初めて採用された。欧州でも、1980 年代初等には導入されて以来、イギリス

国内 200 以上の陸上坑井がハイドロリック･フラクチャリングにより処理されて

いる。 

(2) 米国の主要なシェールプレイの目的層から最も深い保護対象の地下水資源ま

での標準的間隔を示すデータが集積されている。1 例を除くすべてのシェールプ

レイに数 100m の浸透率のきわめて低い砂岩及び頁岩が存在し、それによってフ

ラクチャーのあるシェール層と地下水層が区分されている。表層部帯水層の汚染

がある場合、ケーシングまたはセメンチングの不備や失敗の結果と考えられる。 

(3) ハイドロリック･フラクチャリングでは人工フラクチャーが頁岩層を横断する

ように伝播する。この人工フラクチャーによって地層内の本来の応力配分が攪乱

され、それが原因で微小地震を誘発する可能性がある。通常、そうした地震はマ
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グニチュード 3 以下で、形成されるフラクチャーの地表投影部から約 100～200m
の範囲外にいる人には感じられない、ごく小規模の地震である。 

(4) 一般的に、通常のハイドロリック･フラクチャリングが行われる深度では、地

殻はより大きなストレス下にあるため、多くの地域でその自然なストレスが断層

のずれを生じ易くしている。そのため、フラクチャリング流体を高圧圧入すると、

それが断層に流れ込んで微小な誘発地震がより起こりやすくなる可能性がある。

微小地震のリアルタイム･モニタリングを行い、人工フラクチャーが既存断層と

比較してどこで伸長するかを監視することが望ましい。 

(5) 近年米国では誘発地震の原因として、廃水等の地下圧入も指摘されている。

それは、廃水の地下圧入は大量の流体を長期間にわたって継続的に地下に圧入す

ることから、一定量の流体を高圧で断続的に圧入するフラクチャリングに比べ、

誘発地震発生可能性のリスクは大きいと想定される。なお、廃水地下圧入につい

ては、米国では州ごとに地質構造に基づき判断されているが、欧州では禁止され

ている。 

(6) 坑井から隣接地層への予期せぬ流出を防ぐため、坑井デザインはシェールオ

イル･ガス開発の重要な要素である。これまでにも、比較的浅いセメント･ケーシ

ングのセメント健全性不良により生産層や浅い地層から発生したメタンが地表や

井戸水を汚染する事故が発生していることから、シェールオイル･ガス開発にお

ける坑井デザインにおいて考慮すべきリスクである。 

(7) 微小地震モニタリング法は、フラクチャー処理により貯留層に形成される人

工フラクチャーに伴う微小地震を観測井坑内に設置された地震計で計測し、フラ

クチャーの長さと方向性を予測する方法で、現在広く使用されている。このモニ

タリング法は、フラクチャー効果を高めるために有用である。 

 

17.2.2 環境問題 
(1) 化学物質による地下水汚染については、米国のシェールオイル･ガス開発地域

で地下水汚染が発生したことは事実として認められる。しかし、この原因がシェ

ールオイル･ガス開発に起因するものなのか、また、シェールオイル･ガス開発に

関連するとしてもその原因がどこにあるのか（地上貯蔵タンクからの漏出、坑井

からの漏出、フラクチャリングの伸張など）、現時点では因果関係は明らかにな

っていない。毒性物質の管理については、すでに多くの国や業界団体、企業等が

適正管理に係る法規や規則を定めており、シェールオイル･ガス開発に固有の問

195 
 



  

 
 

  

 

  
題としてではなく、各国の鉱山保安の関連法令の規定に則って解決可能であると

考えられる。 

(2) 米国における討論会等で取り上げられる 2番目の問題は、大気中へのメタン

漏出とシェールガス採掘のためのエネルギー消費に起因する CO2の排出である。

なお、米国の大学研究者チームの発表には、米国における天然ガス抽出の坑井仕

上げ工程に関連するメタン漏出量は、環境専門家たちが石炭に対する天然ガスの

優位性を維持できるレベルとして設定した限界値を十分に下回ると結論づけてい

るものもある。 

(3) ハイドロリック･フラクチャリングによる誘発地震が人間に感知されることは

きわめて稀であるが、微小地震は確かに発生しており、ハイドロリック･フラク

チャリング工程の達成状況と広がりを監視するための主要ツールとしてモニタリ

ングが活用されている。なお、過去数十年間で、ガス回収から貯水･採鉱までの

様々な工程に関連する微小地震の発生例が記録されている。 

(4) 規模の大きい地震現象は稀であるが、ハイドロリック･フラクチャリングによ

って形成されるフラクチャーが予め圧縮応力のかかっている既存断層と交差すれ

ば誘発される可能性はある。局所的な応力の方向や既存断層の位置を確認するた

めに、サイトごとに適切なモニタリングを行いながらフラクチャリングを実施す

ることで、誘発地震の発生リスクを軽減できると考えられる。 

(5) ハイドロリック･フラクチャリングによるリスクの一つは、多量の真水を使用

することである。米国の主要シェールオイル･ガス開発地域における水使用量は、

関係地域全体の合計水使用量の 1％未満であり、これらの地域では過量取水のリ

スクは現地の水資源に重大な影響を与えることは少ないと考えられるが、降雨量

の少ない地域等では重要な課題であると考えられる。 

 

17.2.3 事故例 
(1) 米国はこれまでに 45,000 坑以上のシェールオイル･ガス井を掘削しており、掘

削中に暴噴を発生した事例があるが、これらの事故は、作業に熟練していない作

業員または不適切な行動による取り扱いが原因であると結論付けられており、ハ

イドロリック･フラクチャリングが起因した暴噴事故例はこれまでのところ報告

されていない。 

(2) 廃水の適切な処理は、米国のシェールオイル･ガス開発に関連する重要課題の

一つである。事故例が報告されているが、問題の核心は廃水処理施設の配置が不

適切であることであると考えられている。 
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(3) 米国アーカンソー州とテキサス州で地震現象の事例が報告されているが、い

ずれもフラクチャリング作業との因果関係は明確になっていない。誘発地震リス

クは小さいと考えられるが、このようなリスクの最小化のためには作業時におけ

る微小地震のモニタリングや誘発地震の兆候が見られた場合の対応等のリスク管

理が望まれる。 

(4) 米国でシェールオイル･ガス坑井掘削を含む地下水汚染事故例(2005 – 2009 年)
として 43 件報告されているが、ほぼ半数は、主として天然ガスによる浅い地下

水層の汚染事故、3 分の 1 は地表漏洩に関連する事故であるが、フラクチャリン

グ流体による浅水帯の汚染が確認された事故は報告されていない。 

(5) イギリス･ブラックプール市で地震現象が 2 回発生した（マグニチュード 1.5、
2.3）。この地域でハイドロリック･フラクチャリングを行っている Cuadrilla 
Resources 社は操業を中断し、調査を委託した。同社は、地震と掘削活動との関

連性が明らかになったら操業を停止すると発表した。 

(6) 米国では、非在来型石油ガス資源開発を推進する政策を背景に、多くの採掘

業者がシェールオイル･ガス採掘･生産に参入している。日本は、ここに提示され

た事故データを慎重に解釈し、自主保安体制の下、鉱山労働者に対して必要な保

安技術等の教育を施す必要がある。 

 

17.2.4 米国及び欧州における規制体制 

17.2.4.1 シェールオイル･ガス開発の現状 
(1) イギリスでは、現在、少なくとも 6 つの石油･ガス会社がイギリス国内でのシ

ェールガス探鉱を目指しているが、実際にシェール坑井の掘削を行ったのは 2 社

だけである。イギリスは、シェールガスに伴うハイドロリック･フラクチャリン

グについて地震監視及び掘削調査に関する厳しいルールを導入するという条件付

きで許可を与えている。 

(2) ドイツ連邦政府「環境･自然保護･原子力安全省」は、2012 年 9 月にシェール

ガス開発の環境影響に関する研究結果を発表した。ハイドロリック･フラクチャ

リングは禁止するべきでないが、その使用は厳格な規制のもとに初めて許容され、

行政当局と科学者による集約的監督下に実施されるべきであることを提言してい

る。 

(3) フランス政府は、環境影響の懸念から 2011 年にシェールガス採掘の一時停止

措置を取った。2012 年 9月 14 日、フランソワ･オランド大統領は、その 5年間の
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任期が終了する 2017 年末まで、フランス国内でのハイドロリック･フラクチャリ

ング禁止措置を継続すると発表した。ただし、環境面で信頼できる技術が見つか

れば、シェールガス開発を開発するべきだというのが現在の政府見解である。 

(4) ポーランド政府は、シェールガスの持つ潜在的利益性、特に経済活動やエネ

ルギー自給の面で非常に積極的に支持している。ポーランド政府は、2015 年初頭

までにシェールガスの商業生産を開始するという目標を掲げている。 

(5) ブルガリア政府は、2012 年 1 月にハイドロリック･フラクチャリングをブルガ

リア国内で使用することを禁止したため、採掘には在来型の採掘技術を使用して

いる。 

(6) 米国は、シェールガスの発見によりガス資源埋蔵量は格段に増加した。米国

エネルギー省（DOE）の試算によると、開発が早かったテキサス州のバーネッ

ト･シェールプレイを除く 4 大シェールプレイ（Haynesville, Fayetteville, Marcellus, 
Woodford）だけで天然ガス 550 兆 ft3を埋蔵しており、米国内の回収可能資源

1,750 兆 ft3 の約 30％を占めている。 

17.2.4.2 EU の規制体制 
(1) 欧州では、非在来型炭化水素抽出の環境保全性の確保については欧州委員会

(European Commission)が責任を担っており、そのために同委員会は EU 加盟国向

けに最低基準を設定している。その責務は、各プロジェクト及びその累積的開発

に伴う衛生上、安全上、環境上のリスクの管理が適切に行われるよう監視するこ

とである。各国の規制当局は、欧州委員会の規定以外に、より厳格なルールや標

準を作ることができる。 

(2)  2011 年 11 月に欧州委員会が実施した法的評価に依れば、非在来型ガスの採

掘･生産のために必要とされる業務には、計画から廃坑に至るまで、既存の EU
環境法規が適用される。ただしこの法的評価報告書では、特定されたリスクを管

理するために EU の既存の規制枠組みで足りるかどうかを判断するには、もっと

多くの情報が必要であると指摘している。本報告書は、ポーランド、フランス、

ドイツ、スウェーデンという 4 つの EU 加盟国を調査対象としている。 

17.2.4.3 イギリスの規制制度 
(1) イギリスは、シェールオイル･ガスの開発に関して EU で最も先進的な国であ

る。現在、イギリスにおけるシェールオイル･ガスの掘削は探鉱段階にあり、あ

らゆる種類の石油･ガスの探鉱、開発を規制するイギリスの通常の規制制度がそ

のまま適用される。 
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(2) 安全衛生委員会事務局（HSE: Health and Safety Executive）は、労働安全衛生に

関する独立の国家監視機関である。独立の規制機関であり、労働に関連するイギ

リス労働者の死亡･重傷事故を防ぐという公益のために活動する。HSE は、坑井

の健全性やサイト安全性の観点からシェールガス事業活動を監視する。 

(3) シェールオイル･ガス事業の環境影響については、イギリス国内のある地域内

での管轄権を有する環境規制機関が監視、規制する。イギリス環境局（EA）はイ

ングランド及びウェールズを管轄し、スコットランドはスコットランド環境保護

局（SEPA）が管轄する。シェールガスの事業活動の規制にはリスクベースの手

法が採用される。 

17.2.4.4 米国の規制体制 
(1) 在来型石油･ガスの探鉱･生産活動に適用される法律、規則、許認可は、その

すべてがシェールオイル･ガス開発にも適用される。このうち連邦法については

米国環境保護庁（EPA）が管轄しているが、連邦政府が所有する土地の開発は、

米国内務省の従属機関である土地管理局（BLM: Bureau of Land Management）と

農務省の従属機関である林野局によって管理される。また、石油･ガスを産出す

る各州には、坑井のデザイン、配置、間隔、操業、廃坑のほか、水や廃棄物の管

理･処理、排ガス、地下圧入、野生生物への影響、地表妨害、作業員の安全衛生

などについての許可権限を有する環境規制機関がある。 

(2)  米 国 労 働 安 全 衛 生 局 （ OSHA, Occupational Safety and Health 
Administration）は米国労働省の機関で、1970 年労働安全衛生法により設立さ

れた。OSHA は、「標準を設定、施行し、研修、奉仕活動、教育、支援を提供す

ることにより、労働者のために安全で健康的な労働条件を保障する」ことを任務

とする。また、さまざまな(内部)告発者に対する法規の施行責任を負っている。

OSHA は、労働安全衛生法（Occupational Safety and Health Act）にもとづい

て職場の安全衛生規則を発行することができる。これらの規則には、化学物質へ

の曝露制限、労働者の情報アクセス、個人用保護具の着用に関する要件、安全手

順に関する規定に関する規定等を定めている。 

(3) 連邦政府は、米国における環境規制の展開に際して第 1 位法施行責任

（Primacy）を負っている。通常、環境法規の立法においては米国環境保護局が

先導役を務め、土地、水、大気の保護に関する規定の施行、修正、排除について

連邦議会に承認を求める。在来型石油･ガス事業の場合と同様に、シェールオイ

ル･ガスに適用される連邦レベルの環境･公衆衛生法規が定められている。 

(4) 米国ではハイドロリック･フラクチャリングの規制管理を州レベルと連邦政府

レベルのどちらで行うかをめぐって盛んに議論が行われている。州レベルの規制
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案を支持する人々は、州が独特の立場に立てること、そして石油ガス業界に関す

る専門知識を州が蓄積していることを理由に、ハイドロリック･フラクチャリン

グ規制の施行責任は州が担うべきだと考えている。連邦レベルの規制を指示する

人たちは、州レベルの規制では互いに矛盾した規則をつなぎ合わせることになる

と主張している。そのため、一部では連邦レベルの規制と州の規制の連携も徐々

に進んでいる。 

 

17.2.5 リスク管理対策 
(1) EU の環境総局（European Commission DG Environment）が EU におけるシェー

ル資源開発に係る今後の法整備に向けて作成した報告書に表がまとめられている。

シェールオイル･ガス開発のために米国及び欧州の様々な規制機関が実行または

提案しているリスク管理対策及び、米国のシェールオイル・ガス開発業界が実施

あるいは提案している慣例手法（best practice）を一覧している。同表は、リスク

管理対策の策定の際の有用なリストになっており、シェール資源の採掘･生産に

ゴーサインを出そうとしている国々の規制機関が注目すべき様々な課題が明示さ

れている。今後日本において、様々な利害関係者が参加するワークショップを開

催し、シェール資源開発に係る課題について議論する際にも参考となる。 

(2) 天然ガス業界の各企業は、安全な事業活動のための原則を立案、策定するた

めに、公約を掲げ、人目につくかたちで努力を重ねてきた。例えば、2011 年 6 月、

Shell 社は、「陸上のタイト/シェールオイル及びガスの開発事業の原則」（Global 
Onshore Tight/Shale Oil and Gas Operating Principles）を公表し、Shell が行うすべて

のハイドロリック･フラクチャリングの実施基準を確立した。また、独立したリ

スクマネジメントコンサルタントを提供している Det Norske Veritas (DNV) は最

近、シェール資源開発のための Recommended Practice を発表した。シェール資源

開発の各工程で DNV が推奨するリスク評価方法を一覧している。 

 

17.2.6 市民参加とステークホルダーコミュニケーション 
(1) 石油・ガス事業が伝統として定着している地域と採掘を経験していない自治

体では、求める情報も懸念事項も異なるため、現地の状況に順応した対応がなさ

れるべきである。また、市民との意見交換の際は、純然たるシェールガス事業に

留まらず、エネルギー安全保障、エネルギー自給、経済的繁栄、雇用創出等を含

めたあらゆる意見に公平に耳を傾けることが有益である。 
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(2) 事実と証拠に基づく情報公開を実現するための知識基盤を、管轄機関と業界

関係者の協力により構築することを検討するべきであり、市民参加活動を効果的

に実行するには、あらゆるレベルの政府の協力が不可欠であり、経験の無い規制

機関は、独自の方針に基づき、人口密度など地域特有の事情を踏まえながら問題

に取り組んだ他地域の事例に学ぶべきである。 

(3) ハイドロリック･フラクチャリングの規制は、環境保護や飲用水の安全から財

務会計条件に至るまで、さまざまな課題を対象とするため、市民参加活動を怠れ

ば、一般市民の深刻な反発を招くおそれがある。 

 

17.2.7 考察 
(1) シェールオイル・ガス開発において、米国では膨大な数の井戸が掘削され、

掘削、検層、モニタリング、データ解析技術等日進月歩で発達していることを確

認し、連邦及び州の規制当局は、より一層の環境負荷低減に向けて、産業界の動

向を監視している。 

米国の企業は、モニタリング･データも可能な範囲で公開し近隣住民との共生

に最大限努めている。なお、調査途上において、カナダにおいてもシェールオイ

ル･ガスの開発が進んでいるとの情報を得た。 

一方、イギリスでは、シェールオイル･ガスの開発において、一度のみのハイ

ドロリック･フラクチャリングに対して、世界中の事故例を収集し万全の対策に

取り組んでおり、基本的に推進姿勢であり、実績がほとんど無いという意味で、

日本とほぼ同じスタートラインに立っている。 

(2) シェールオイル･ガスの商業化が進んでいる米国の主な州の具体的な規制につ

いて、日本と比較対照（Appendix の Shale Oil & Gas：鉱山保安法との比較対

照表）したところ、水質調査や廃水規制等で日本と同様な環境関連の規制が行わ

れていることがわかった。 

米国では近年シェール層開発が急速に進み、これまで油ガス生産が行われてい

なかった地域も含めて全米に亘る広範な地域で開発生産活動が行われるようにな

り、この急速な拡大に伴って、多様な立場の関係者（規制当局、市民／近隣住民、

学会など）から、現実的なリスク(real risk)や人々の主観的なリスク(perceived 
risk)と思われるものなど、様々な環境及び社会的なリスクが指摘されていたが、

主なリスクは、環境に関連した帯水層（地下水・地表水）汚染リスクと微小地震

誘発リスクである。 
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(3) この度の海外出張訪問先（米国、ノルウェー、ならびにイギリス）の企

業・団体へのヒアリングにて、在来型の石油・可燃性天然ガス技術の応用であ

る水平掘りとハイドロリックフラクチャリングの技術やその影響を分かり易く

技術的に説明する普及活動、公聴会、ならびに説明会が開催されているとの情

報を得ており、地域住民の理解を得て開発を進めることが非常に重要である。 

 

17.2.8 今後の課題 
(1) 調査対象国の拡大 

調査対象として米国を中心に調査したが、カナダにおいても、日本の石油開発

会社が参画していることを知る限り、今後、カナダの情報も把握することは意義

がある。 

 (2) 帯水層汚染リスクと微小地震誘発リスクの削減 

シェールオイル･ガスの開発における環境関連の主なリスクである帯水層汚染リ

スクと微小地震誘発リスクを削減するためには、事前に地殻構造を十分に調査し

て帯水層の存在と性状を把握した後、ケーシングパイプを的確な深度に降下して

セメンチングで遮蔽することで帯水層を確実に保護してゆくことが必要である。 

フラクチャリングの伸張方向と付近の断層を把握して作業計画を定めると共に、

事前に作業中断の判断基準を定め、微小地震をモニタリングして、基準を超えた

誘発地震の兆候が見られた場合には直ちに作業を中断するような監視体制を定め

ることが必要である。 

(3) 地域住民の理解 

シェールオイル･ガスの開発における地域住民の理解は非常に重要であるため、

事業者は、会社のステークホルダーへの説明はもちろんのこと、事業を展開す

る地域の住民への事前、経過、ならびに事後の説明会等において情報を開示し、

理解を得た上で、開発生産作業を進めることが必要である。 

今後も地域の合意の過程につき、最新の各国の動向を把握するための情報収

集は、継続する必要がある。 

 

以上 
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APPENDIX 
0 

DNV RECOMMENDED PRACTICE DNV-RP-U301 

 2013 年 1 月 DNV は、 Recommended Practice (RP-U301) ‘Risk Management of Shale Gas 
Developments and Operations’を発行した。その目的は、世界中で認知されたスタンダード

として将来安全で持続可能なシェール開発の基礎となるべく作成された。 

 RP-U301 は、業界利害関係者との対話や既存のプラクティス･ガイドラインの調査を 18
ヶ月間掛けて行った。複数の組織が既に、ガイドラインや推奨事項を開発しているものの、

完全なリスクマネジメントの枠組みを規定する文書は存在しなかった。本 RP はリスクベ

ースではあるが、技術的には中立で、地域差や既存の規則へ敬意を表している。こうした

共同開発姿勢は RP の包括さを確立している。本 RP はリスクベースにより既存のベスト

プラクティスと産業界のスタンダードの組み合わせであるが故、異なる意見を持つ団体間

での共通文書として双方のギャップを埋める事にも役立つ。DNV の本 RP は議論を呼ぶ課

題を正確に、バランスよく、透明性を持ちながら追跡可能な方法で管理することを確実に

する。 

 DNV の本 RP-U301 は、リスクマネジメントの原則を適用し、シェールガス開発活動に

伴う潜在的脅威が効果的に、正確に、バランスよく、透明性を持ちながら追跡可能な方法

で管理することを支援している。本 RP は、シェールガス操業全ライフサイクルに焦点を

当てており例えば、マネジメントシステム、安全、衛生、環境、坑井健全性、廃棄物管理、

資源、水とエネルギー、インフラとロジスティックス、市民参加、ステークホルダーコミ

ュニケーション、ならびに許認可が挙げられる。 

 マネジメントプロセスやシェールガス開発プロジェクトは、シェールガス活動に特化し

た要素を考慮したリスクメネジメントの枠組みの上に成り立っている事が推奨される。 
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