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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

米国メキシコ湾のルイジアナでは以前は浅海掘削が主であったが、現在平成 27年時点では 2,934mの

深海でサブシーツリーの設置に成功している。また、インドでは水深 3,174mの掘削に成功している。

掘削では水深が深くなるにつれて一般に地層破壊圧と地層圧の差が少なくなり、泥水荷重の安全幅が狭

まり、また長い大口径ライザー管の使用、大口径掘削と事故が起こりやすい要因が増加する。 実際、

メキシコ湾のマコンド、ブラジル沖のランカダーでは大水深で事故が起きており、危害・鉱害をもたら

している。日本海洋開発では阿賀沖プラットフォーム、阿賀沖北プラットフォーム、磐城沖プラットフ

ォーム、岩船沖プラットフォーム等、水深 36mから 154mと浅海のプラットフォームはいくつか存在し

ている。最近は基礎試錐も水深 850mから 1,100mと大水深化していることから 将来もこの傾向は続

くと思われる。日本は陸上の 11倍程度広大な経済海域を持つため、これからは 浅海生産から、300m

～1,500mの大水深、また 1,500mを超える大水深に鉱山開発はシフトしていくと思われる。メタンハイ

ドレート、ガス鉱床など既発見・未発見の鉱床が深海には多く存在すると想定され、その開発には危害・

鉱害が起きる可能性がある。 

そのような状況から今回、米国、ノルウェー、英国、オーストラリアでの危害・鉱害防止対策を精査

した。ブラジル、アフリカでは言語の違いで法規制が明瞭でないところがあったが、それらの国の危害・

鉱害防止対策も調査した。危害防止としては海底暴噴防止装置、キャッピングシステム、遠隔操作無人

探査機、海底仕上げ坑口装置、セメンチング等を調査し、鉱害防止としては、大水深鉱害防止技術、  

工事の準備から廃坑までの環境対策等、実際に現地調査を行った。また、危害防止・鉱害防止の法律面

も大事なことから、管轄する規制機関・法律の聞き取り調査もおこなった。マコンド事故以来、各国の 

対応も変化してきたが、その変化も精査してみた。これらの事故の反省から、最近の傾向としては項目

検証型（プリスクリプティブ）規制から安全目標型（パフォーマンス）規制に変化がみられ、リーダー

シップ、コミュニケーション、チームワークによる管理体制と第三者による監査等、継続型危害･鉱害

防止策を行っている国家が多い。 

日本の深海の資源開発の観点からも、また漏洩してくるメタンガスを採集し地球温暖化を防止する 

観点からも、将来メタンハイドレートは採掘・除去する必要がある。また、中国との境界には既存の  

ガス田もいくつか存在する。このような資源の採掘に際して、今回過去に事故を経験した諸国の現地 

調査から学んだ、危害･鉱害防止策、法律、規制機関のありかたの詳細は危害･鉱害防止の観点からも 

有意義と思われ、中立的な立場から提供したつもりである。 

最後にご多忙にもかかわらず協力いただいた委員、また本調査に協力いただいた、危害・鉱害防止  

技術者、および規制機関の方々、事務局に謝意を表します。 

 

 平成 27年 3月   平成 26年度大水深海底鉱山保安対策調査 

（大水深海底鉱山開発危害･鉱害防止調査）委員会 

                          委員長 早稲田大学 森田信男 
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略語略語略語略語 

 

ALARP 
As Low As Reasonably Practical（リスクは合理的に実行可能な範囲で出来

るだけ低くなければならない：HSEの分野でしばしば使用される用語） 

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） 

API American Petroleum Institute（米国石油協会） 

APPEA 
Australian Petroleum Production & Exploration Association 

（オーストラリア石油探鉱開発協会） 

BOEM Bureau of Ocean Energy Management（米国海洋エネルギー管理局） 

BOP Blowout Preventer（暴噴防止装置） 

BSEE Bureau of Safety and Environmental Enforcement（米国安全･環境執行局） 

COS Center for Offshore Safety（米国海洋安全センター）  

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

EIA Environmental Impact Assessment（環境影響評価） 

EP Exploration Permit（探鉱許可） 

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

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

GoM Gulf of Mexico（メキシコ湾） 

HPHT High Pressure and High Temprature（高温・高圧） 

HSE 
Health, Safety and Environment 

（事業活動に伴う労働安全衛生問題および環境問題を示す用語） 

HWCG Helix Well Containment Group（キャッピングサービス会社名） 

INP National Petroleum Institute (Mozambique)（モザンビーク国営石油協会) 

ISO International Standards Organisation（国際標準化機構）  

LMRP Lower Marine Riser Package（ロアーマリンライザーパッケージ ） 

LWD Logging While Drilling（掘削同時検層） 

MinPet Ministry of Petroleum-Angola（アンゴラ石油省） 

MWCC Marine Well Containment Company（キャッピングサービス会社名） 

MWCS Marine Well Containment System（緊急時油回収システム） 

MWD Measurement While Drilling（掘削同時計測) 

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

NMD Norwegian Maritime Directorate（旧ノルウェー海事局） 

NOPSEMA 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority

（オーストラリア国家海洋石油安全環境管理庁）  
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NOPTA 
National Offshore Petroleum Titles Administrator 

（オーストラリア海洋石油権原管理者）  

NORSOK Norsk Sokkels Konkurranseposisjon-Norway（ノルウェー規格名称） 

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

NTL Notices to Lessees（米国規制機関の通知） 

OCS Outer Continental Shelf（米国大陸棚）  

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（英国 石油ガス）  

OSPRAG 
Oil Spill Prevention and Response Advisory Group 

（油濁防除アドバイザリーグループ) 

OSRL Oil Spill Response Limited（キャッピングサービス会社名） 

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

ROV Remotely Operated Vehicle（遠隔操作無人探査機）  

RP Recommended Practice（リコメンデッド･プラクティス） 

SEMS 
Safety and Environmental Management System 

（米国安全環境マネジメントシステム） 

SINTEF 
Stiftelsen for industriell og teknisk forskning-Norway 

（ノルウェーの研究機関名） 

SWRP 
Subsea Well Response Project 

（キャッピングサービスのプロジェクト名称） 

UK HSE UK Health and Safety Executive（英国安全衛生庁）  

UK HSWA UK Health and Safety at Work Act（英国労働衛生安全法）  

UKCS UK Continental Shelf（英国大陸棚）  

VIV Vortex Induced Vibration（渦励振運動） 

WWC Wild Well Control（キャッピングサービス提供会社名） 

 

 

 

  



5 
 

目次目次目次目次 
 

1 事業目的 ..................................................................................................................................................... 13 

2 事業内容 ..................................................................................................................................................... 15 

2.1 事業実施体制 ........................................................................................................................................ 15 

2.2 委員会 .................................................................................................................................................... 16 

2.3 調査内容および調査方法 .................................................................................................................... 16 

 調査対象国の選定 ........................................................................................................................ 17 

 大水深海底下の開発における危害防止調査 ............................................................................ 17 

 大水深海底下の開発における鉱害防止調査 ............................................................................ 19 

 現地調査方法 ................................................................................................................................ 19 

 報告書の作成 ................................................................................................................................ 20 

2.4 実施スケジュール ................................................................................................................................ 21 

 全体スケジュール ........................................................................................................................ 21 

 海外現地調査 ................................................................................................................................ 22 

3 調査結果 ..................................................................................................................................................... 29 

3.1 大水深開発の世界の動向 .................................................................................................................... 29 

3.2 海洋石油開発における HSEの世界の動向 ....................................................................................... 36 

 事故を契機とした法規制および保安対策の見直し ................................................................ 36 

 事故例 ............................................................................................................................................ 37 

3.3 諸外国の法規制と保安対策の動向 .................................................................................................... 46 

 米国 ................................................................................................................................................ 46 

 ノルウェー .................................................................................................................................... 72 

 英国 ................................................................................................................................................ 90 

 オーストラリア ........................................................................................................................... 112 

 ブラジル ...................................................................................................................................... 128 

 その他 .......................................................................................................................................... 141 

 諸外国の保安対策と日本との比較例（BOP） ...................................................................... 145 

3.4 大水深海底下の開発における危害防止 .......................................................................................... 152 

 各国のマコンド事故後の法規制と機器の動向 ...................................................................... 152 

 サブシーBOPおよびその他の器材･機器（掘削）................................................................ 158 

 ROV（掘削・生産） .................................................................................................................. 169 

 キャッピングシステム（掘削･生産） .................................................................................... 176 

 大水深および浅海における仕上げ（生産） .......................................................................... 190 

 大水深海底下の開発におけるセメンチング（掘削･生産･廃坑） ...................................... 203 

 その他 .......................................................................................................................................... 221 



6 
 

3.5 大水深海底下の開発における鉱害防止 .......................................................................................... 231 

 欧米諸国の環境対策を含む鉱害防止の動向 .......................................................................... 231 

4 まとめ ....................................................................................................................................................... 247 

4.1 諸外国の法規制と保安対策の動向 .................................................................................................. 247 

 海洋石油・天然ガス事業に係る規制の成り立ち .................................................................. 247 

 海洋石油・天然ガス事業に係る法体系と組織体制 .............................................................. 250 

 海洋・石油天然ガス事業に係る規制の基本的な考え方と HSE規制一般的アプローチ . 253 

 海洋・石油天然ガス事業に係るリスク管理の考え方 .......................................................... 257 

 海洋・石油天然ガス事業に係る法律、規則、ガイドライン、規格等 .............................. 259 

 マコンド事故後の対応および課題 .......................................................................................... 260 

 諸外国の保安対策と日本の比較（BOP） .............................................................................. 263 

 諸外国の法規制と保安対策の動向のまとめ .......................................................................... 265 

4.2 大水深海底下の開発における危害・鉱害防止 .............................................................................. 268 

 機器の課題 .................................................................................................................................. 268 

 技術の課題 .................................................................................................................................. 273 

 保安対策上の課題 ...................................................................................................................... 276 

5 考察 ........................................................................................................................................................... 279 

5.1 大水深開発に係る保安対策・技術 .................................................................................................. 279 

 日本周辺海域の気象、海象条件を考慮した保安対策・技術 .............................................. 279 

 油漏洩事故への対処対策・技術 .............................................................................................. 280 

5.2 今後取り組むべき課題 ...................................................................................................................... 282 

 各国との規制等の比較検討 ...................................................................................................... 282 

 各国の保安対策技術の検討 ...................................................................................................... 284 

 

  



7 
 

図図図図一覧一覧一覧一覧 

図 2.3.1-1世界の大水深石油ガスフィールド .............................................................................................. 17 

図 3.2.1-1 事故を契機とした法規制および保安対策の見直し ................................................................. 36 

図 3.2.2-1 Deepwater Horizonの火災 .............................................................................................................. 37 

図 3.2.2-2 事故後の掘削リグ West Atlas ....................................................................................................... 40 

図 3.2.2-3 モンタラ坑井概要 ......................................................................................................................... 41 

図 3.2.2-4事故後の P-36プラットフォーム................................................................................................. 44 

図 3.3.1-1 米国の石油・天然ガス開発に係る法規制の概要 ..................................................................... 50 

図 3.3.1-2 BSEE組織図 ................................................................................................................................... 51 

図 3.3.1-3米国の海洋石油・天然ガス開発に関する機関 .......................................................................... 53 

図 3.3.1-4米国におけるライセンス過程 ...................................................................................................... 57 

図 3.3.1-5ライセンス申請から廃坑までの主な手続き .............................................................................. 59 

図 3.3.1-6 DEEPSTAR ...................................................................................................................................... 65 

図 3.3.2-1ノルウェー法規制概念 .................................................................................................................. 75 

図 3.3.2-2 PSAによる規制の強度 .................................................................................................................. 78 

図 3.3.2-3 ノルウェーの石油開発に関する関係機関組織図 ..................................................................... 79 

図 3.3.2-4 ライセンス申請から廃坑までの主な手続き ............................................................................. 82 

図 3.3.2-5 PDOおよび PIOの検討 ................................................................................................................. 83 

図 3.3.2-6 NORSOK D-010で定義される２段階のバリア一例 .................................................................. 86 

図 3.3.3-1英国法規制概念 .............................................................................................................................. 94 

図 3.3.3-2英国の石油・天然ガス開発関係組織 .......................................................................................... 96 

図 3.3.3-3ライセンス申請から廃坑までの主な手続き ............................................................................ 101 

図 3.3.3-4 BOPスタックと各 BOPの作動原理 .......................................................................................... 107 

図 3.3.4-1 オーストラリア法規概念図 ........................................................................................................ 116 

図 3.3.4-2 オーストラリアの石油開発に関する関係機関組織 ................................................................ 118 

図 3.3.4-3ライセンス申請から廃坑までの主な手続き ............................................................................ 122 

図 3.3.4-4 Safety Case文書継続的改善の概念 ............................................................................................ 123 

図 3.3.5-1ブラジルの安全環境規制の主な変遷 ........................................................................................ 128 

図 3.3.5-2ブラジル法規制概念 .................................................................................................................... 132 

図 3.3.5-3 ブラジルの石油・天然ガス開発関係組織 ............................................................................... 134 

図 3.3.5-4 鉱区開発権取得手続きと環境ライセンス ............................................................................... 135 

図 3.3.5-5 環境ライセンス取得手続きの流れ ........................................................................................... 138 

図 3.3.5-6 NR38と NR30 Annex IIの項目比較（緑塗りが追加・改訂項目） ....................................... 140 

図 3.4.2-1 サブシーBOPと浮遊式掘削装置の全体像 .............................................................................. 158 

図 3.4.2-2 海上 BOP（左）とサブシーBOP（右）の構成例 ................................................................... 159 



8 
 

図 3.4.2-3 Deepwater Horizonに設置されたサブシーBOPの構造 ........................................................... 160 

図 3.4.2-4 ライザーシステム ....................................................................................................................... 163 

図 3.4.2-5 ストロークジョイント ............................................................................................................... 164 

図 3.4.2-6 ｢ちきゅう｣のサブシーBOPスタック構成概略図（参考） ................................................... 165 

図 3.4.4-1 緊急時油回収システム（MWCS） ........................................................................................... 176 

図 3.4.4-2 キャッピングスタック概要図 ................................................................................................... 177 

図 3.4.4-3 輸送準備されたキャッピングスタック部品 ........................................................................... 179 

図 3.4.4-4 MWCC 15,000psi キャッピングスタック ................................................................................. 182 

図 3.4.4-5 MWCC社キャッピングシステム .............................................................................................. 183 

図 3.4.4-6 HWCG 15,000psi キャッピングスタック ................................................................................. 184 

図 3.4.4-7 SWRP 10,000psi キャッピングスタック ................................................................................... 185 

図 3.4.4-8 SWRP 15,000psi キャッピングスタック ................................................................................... 186 

図 3.4.4-9 OSPRAG キャッピングスタック .............................................................................................. 187 

図 3.4.5-1 ドライツリー方式仕上げとウェットツリー方式仕上げ ....................................................... 190 

図 3.4.5-2 Statoil社 Subsea Factoryの概要 ................................................................................................. 192 

図 3.4.5-3 Statoil社の海底機器の大きさのイメージ ................................................................................. 193 

図 3.4.5-4 典型的坑井（陸上） ................................................................................................................... 194 

図 3.4.5-5 サーフェスウェルヘッドとクリスマスツリー ....................................................................... 194 

図 3.4.5-6 海上坑口装置 ............................................................................................................................... 195 

図 3.4.5-7海底坑口装置システム断面図 .................................................................................................... 196 

図 3.4.5-8 海上坑口装置（左）と海底坑口装置（右）断面図 ............................................................... 198 

図 3.4.5-9 ライザーの挙動の要因 ............................................................................................................... 199 

図 3.4.5-10 ライザーへの渦励起振動の影響 ............................................................................................. 200 

図 3.4.5-11 メキシコ湾の大水深で用いられる大口径坑口装置, ............................................................. 201 

図 3.4.5-12 世界の生産システム ................................................................................................................. 202 

図 3.4.6-1 主なセメンチング工程 ............................................................................................................... 205 

図 3.4.6-2 トッププラグとボトムプラグ ................................................................................................... 206 

図 3.4.6-3 セメントボンドログの例 ........................................................................................................... 207 

図 3.4.6-4 ブリッジプラグ ........................................................................................................................... 209 

図 3.4.6-5 セメント・リテーナー ............................................................................................................... 210 

図 3.4.6-6 浅い地層における掘削マージンの傾向 ................................................................................... 212 

図 3.4.6-7 メタンハイドレートの世界分布 ............................................................................................... 213 

図 3.4.6-8 水分子の籠の中にトラップされたメタン等のガス分子 ....................................................... 214 

図 3.4.6-9 ケーシングが中央に設置されず、セメントが偏ったパイプ断面図 ................................... 216 

図 3.4.6-10 プラットフォーム A での暴噴事故 ........................................................................................ 217 

図 3.4.6-11 Santa Barbara Areaにおける原油流出拡散範囲（Feb. 5 1969） ........................................... 218 



9 
 

図 3.4.7-1 TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL ....................................................... 226 

図 3.4.7-2 (1) TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL (part 1) ..................................... 227 

図 3.4.7-3 (2) TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL (part 2) ..................................... 228 

図 3.4.7-4 (3) TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL (part 3) ..................................... 229 

図 3.4.7-5 (4) TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL (part 4) ..................................... 230 

図 3.5.1-1漏洩磁束検査ピグ (BJ Pipeline Inspection Services) ................................................................. 242 

図 3.5.1-2 Half Wave社 インテリジェントピグ ...................................................................................... 242 

図 3.5.1-3 Bluefin ロボティクス社の自律型無人潜水機 .......................................................................... 243 

 

  



10 
 

表一覧表一覧表一覧表一覧 

表 2.3.4-1 現地調査機関と調査ポイント ..................................................................................................... 20 

表 2.4.1-1 全体スケジュール ......................................................................................................................... 21 

表 2.4.2-1 海外現地調査訪問先と選定理由 ................................................................................................. 22 

表 2.4.2-2 現地調査スケジュール（ノルウェー） ..................................................................................... 25 

表 2.4.2-3 現地調査スケジュール（英国） ................................................................................................. 25 

表 2.4.2-4 現地調査スケジュール（オーストラリア、シンガポール） ................................................. 25 

表 2.4.2-5 現地調査スケジュール（米国） ................................................................................................. 26 

表 2.4.2-6 現地調査スケジュール（ブラジル） ......................................................................................... 26 

表 3.3.1-1 米国における作業工程と認可・承認について ......................................................................... 58 

表 3.3.1-2 米国掘削安全ルールで例示されるセメンチング確認項目 ..................................................... 63 

表 3.3.2-1 石油活動法 に関する 4つの規則 ............................................................................................... 75 

表 3.3.2-2 ノルウェーにおける作業工程と認可・承認について ............................................................. 80 

表 3.3.3-1英国における作業工程と認可・承認について .......................................................................... 98 

表 3.3.3-2 Maitland提言に対する政府の対応の概要 ................................................................................. 109 

表 3.3.4-1 オーストラリアにおける作業工程と認可・承認について ................................................... 120 

表 3.3.5-1 ANP Resolution 27/2011の定義する鉱区契約の詳細過程 ....................................................... 135 

表 3.3.5-2 投資額と技術ポイント ............................................................................................................... 136 

表 3.3.5-3 オペレータ事業年数と技術ポイント ....................................................................................... 136 

表 3.3.5-4 技術者の経験年数と技術ポイント ........................................................................................... 137 

表 3.3.5-5 オペレータの資格区分 ............................................................................................................... 137 

表 3.3.6-1 契約種類と契約期間 ................................................................................................................... 144 

表 3.3.7-1 日本と各国の BOPに関する規定 ............................................................................................. 146 

表 3.3.7-2 各国の BOP関係法規制等 （１／４） ................................................................................. 148 

表 3.3.7-3 各国の BOP関係法規制等 （２／４） ................................................................................. 149 

表 3.3.7-4 各国の BOP関係法規制等 （３／４） ................................................................................. 150 

表 3.3.7-5 各国の BOP関係法規制等 （４／４） ................................................................................. 151 

表 3.4.1-1 各国の石油・天然ガス事業に関する法規制 ........................................................................... 156 

表 3.4.1-2 マコンド事故後の各国の動き ................................................................................................... 157 

表 3.5.1-1 油処理剤の規定および技術基準 ............................................................................................... 232 

表 3.5.1-2 第一世代と第二世代の油分散剤の毒性比較 ........................................................................... 235 

表 3.5.1-3 海底パイプラインに関する海外基準の比較 ........................................................................... 244 

表 4.1.1-1各国の海洋石油・天然ガス事業に係る規制の成り立ちに関する主な出来事 .................... 249 

表 4.1.2-1 石油・天然ガス事業に関する規制組織 ................................................................................... 252 

表 4.1.3-1 環境影響評価について規定している法令等 ........................................................................... 257 



11 
 

表 4.1.6-1 マコンド事故についての調査 ................................................................................................... 260 

表 4.1.7-1 日本と各国の BOPに関する規定 ............................................................................................. 264 

表 4.1.8-1 各国の石油・天然ガス事業に関する法規制 ........................................................................... 266 

表 4.1.8-2 マコンド事故後の各国の動き ................................................................................................... 267 

 

  



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業目的１．事業目的１．事業目的１．事業目的 
  



13 
 

1 事業目的 

 

本事業は、平成 25年度大水深海底鉱山保安対策調査結果を踏まえ、石油・可燃性天然ガスの暴噴･漏

洩事故等大規模災害に対応した米国、およびその他の国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等保安対策の最新動向および法規制動向について調査を行い、今後の

日本が取り組むべき大水深特有の環境に適応した危害防止および鉱害防止対策のあり方について検討

した上で、必要な対策・提言等を行うことを目的とする。 

大水深の定義については、現在もすべての分野で共通認識となっている「大水深」の具体的な数値は

ないが、石油開発業界の中で広く知られている機関が具体的な数値を公表しているものに、米国内務省

の旧鉱物資源管理部（現在、海洋エネルギー管理局および安全･環境執行局）のレポート（Deepwater Gulf 

of Mexico 2006：America’s Expanding Frontier, OCS Report MMS 2006-022）がある。このレポートでは、

「大水深（deepwater）は 1,000フィート（約 300m）、超大水深（ultradeepwater）は 5,000フィート（約

1,500m）以深」と定義している。 

なお、JOGMEC資料（Appendix：主要参考文献要旨 No.7参照）によれば、300m以浅では固定式生産

システムが採用され、それ以深では浮遊式生産システムが採用されている。本事業においては、今後、

日本における開発の対象となる 300m～1,500mを大水深と定義し、1,500mを超える超大水深も調査対

象とする。本報告書では、超大水深と限定する場合を除き、大水深は超大水深を含むものとする。 
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２．事業内容 
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2 事業内容 

2.1 事業実施体制 
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2.2 委員会 

本調査およ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 4名、開催回数 5 回）、当該委員会による検討評価を踏まえて実

施した。 

 

委員長：森田  信男  早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 

           環境資源工学科 教授 

 

委 員：尾崎  雅彦  東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 

 

    長縄  成実  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 

       

友本   潤   日本海洋掘削㈱ 環境安全室 担当室長 

 

三田 俊一郎  日本オイルエンジニアリング㈱ 施設技術部 技術顧問 

 

 

2.3 調査内容および調査方法 

我が国が取り組むべき大水深特有の環境に適応した危害防止および鉱害防止対策のあり方に資する

情報を収集・整理するため、下記 2点に主眼を置き、文献調査および現地調査を行った。 

①各国の法規制の成り立ち、法規制、マコンド後対応等と法規制 

②安全管理の観点から重要と考えられる 5技術・機器 

 

具体的な調査内容を以下に述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 調査対象国の選定 

調査の対象となる国・地域は、大水深海底下における石油・可燃性天然ガス開発の実績があり、当該

事業に係る情報が蓄積されていることが条件となる。これを踏まえ、現時点では図 2.3.1-1の破線で囲

った地域から、ノルウェー、英国、シンガポール、オーストラリア、米国、ブラジル、ならびにアフリ

カ（アンゴラ、モザンビーク）等を選出して文献調査やヒアリング調査を実施することを計画した。 

 

 

図 2.3.1-1世界の大水深石油ガスフィールド1 
 

 大水深海底下の開発における危害防止調査 
大水深海底下の石油・可燃性天然ガス開発が進められている欧米諸国等における以下の項目について、

浅海（およそ水深 300m以浅）における開発との比較を行い、相違点等を明示した上で、日本の周辺海

域の特性を踏まえ、当該開発を進める場合のハザード、リスク、その評価および低減対策について検討

し、取りまとめた。 

 

（１） 海底暴噴防止装置（サブシーBOP）およびその他の器材・機器等に関する規制（Appendix：主要

参考文献要旨 No.1参照）を含めた大水深海底下の石油・可燃性天然ガス開発時における各保安技

術等に関する情報の収集：【掘削】 

1)項目： 

（BOP）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

                                                        
1 JOGMEC 海底油田の世界的現状(http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/3/3652/1008_out_offshore_oilfield_trend.pdf) より作成 

 

米国米国米国米国 

ブラジルブラジルブラジルブラジル 

アフリカアフリカアフリカアフリカ 

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア 

英国・ノルウェー英国・ノルウェー英国・ノルウェー英国・ノルウェー 

東南アジア東南アジア東南アジア東南アジア 
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性・冗長性確保、噴出の前兆（キック）を検知するシステムおよびその解析技術、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およびドリルステムテスト作

業手順について、各々の内容 

（その他）大水深海底下開発の特有の条件下におけるその他器材・機器の構成と要求仕様、

制御システム、緊急時対応、操作技術、作業手順等について、各々の内容 

事例）ガスハイドレート（米国メキシコ湾） 

2)調査対象機関：欧米諸国（米国、英国、ノルウェー等）の関連事業者（メーカー）等 

 

（２）遠隔操作無人探査機（ROV）に関する情報の収集：【掘削･生産】 

   （Appendix：主要参考文献要旨 No.3参照） 

1)項目：掘削・仕上げ時およ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、各々の内容 

2)調査対象機関：欧米諸国（米国、英国、ノルウェー等）の関連事業者(メーカー)等 

 

（３）BOPが機能しない場合の漏油防止システム（キャッピングシステム）に関する情報の収集 

   ：【掘削･生産】 

1)項目：運用組織と体制、システムの構成と要求仕様、ロジスティックス、操作技術、作業手順に

ついて、各々の内容 

2)調査対象機関：米国、英国、ノルウェー、ブラジル、西アフリカ（アンゴラ）、東アフリカ（モザ

ンビーク）、オーストラリアの関係規制機関、関連事業者等 

 

（４）大水深および浅海における海底仕上げ（海底に坑口装置を置いて採油・採ガスする方法）に関す

る規制および保安技術等に関する情報の収集：【生産】 

（Appendix：主要参考文献要旨 No.2、No.5参照） 

1)項目：海上坑口装置方式との相違点、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、設置および廃坑作業について、各々の内容 

2)調査対象機関：米国、英国、ノルウェー、ブラジル、西アフリカ（アンゴラ）、東アフリカ（モザ

ンビーク）、オーストラリアの関係規制機関、関連事業者等 

 

（５）大水深海底下の開発におけるセメンチングに関する規制および保安技術に関する情報の収集 

   ：【掘削･生産･廃坑】 

1)項目：坑井計画、坑井健全性の確保、セメンチング作業、圧力テスト、セメントボンド検層、生

産操業中の管理、廃坑計画および作業手順 

   事例）地下のブローアウト（米国カリフォルニアのサンタバーバラ） 

2)調査対象機関：米国、英国、ノルウェー、ブラジル、西アフリカ（アンゴラ）、東アフリカ（モザ

ンビーク）、オーストラリアの関係規制機関、関連事業者等 
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（６）科学掘削等（地球深部探査船「ちきゅう」）の日本近海でのトラブル事例：【掘削】 

 

  大水深海底下の開発における鉱害防止調査  
 米諸国等の大水深海底下における開発時の鉱害防止技術等に関する最新情報を収集・整理し、浅海

における開発との相違点を明示した上で日本周辺海域の大水深海底下での石油・可燃性天然ガス開発

で必要とされる鉱害防止対策について検討し、取りまとめた。 

  1)項目 

①大水深海底下の石油・可燃性天然ガス開発が進められている欧米諸国等における大水深海底

下開発に係る鉱害防止技術等（環境対策を含む）の動向 

  事例）大水深海底下の石油・可燃性天然ガス開発を進めている欧米諸国等のオペレータプロ 

ジェクトの鉱害防止技術等（排出管理計画：掘屑（カッティングス）拡散･モデリング、

オイルスピル･モデリング、ウェルコントロール･コンチンジェンシープラン等の環境対策）

の動向（Appendix：主要参考文献要旨 No.4参照） 

②日本国の海域における大水深海底下の石油・可燃性天然ガス開発の場合、各種作業区分（工

事の準備、掘削・開発工事、廃止措置）に対して、代表的な環境影響要因（船舶の移動、掘

削作業等）、環境要素（水質、生態系等）を抽出し（Appendix：主要参考文献要旨 No.6参照）、

国内関連法との規制関係のほか、浅海における石油・可燃性天然ガス開発との比較をし、相

違点等を整理する。 

事例）海上防災のための措置および海上防災のための措置に必要な船舶、機械器具および資

材の保有、海上防災のための措置に関する訓練等の 業務ならびに海上災害の防止に関

する国際協力の推進に資する業務を担っている機関（一般財団法人海上災害防止センタ

ー）の動向 

 事例）海底パイプラインの漏洩および生産開始後の腐食調査方法（鉱山保安法適用範囲） 

 

  2)調査対象機関 

①石油・可燃性天然ガス開発企業および関係団体 

②欧米諸国（米国、英国、ノルウェー等）、ブラジル、アフリカ、オーストラリア、日本等の

関係規制機関、関連事業者等 

 

  現地調査方法 

表 2.3.4-1に記載の企業・団体・規制機関等（候補）への訪問を計画した。 

第 1 回目の海外調査期間中に、ノルウェー（Stavanger）で実施される ONS（Offshore Northern Seas）

の展示会（Exhibition）に参加し、サブシーBOP、ROV、キャッピングスタック等の設備関連情報を効率

的に収集した。また、キャッピングスタックの保管基地として日本に最も至近距離のシンガポールを調

査対象国に加えて調査を実施した。なお、アフリカについては、再委託先であるデット･ノルスケ･ベリ
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タス･ジーエル･エーエス（DNV GL AS）のグローバルネットワークを活用し、同社より情報を入手し

た。 

 

表 2.3.4-1 現地調査機関と調査ポイント 

調査 

ポイント 

企業・団体・規制機関等（候補） 

米国 

(Houston) 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

(Rio de Janeiro) 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

(Perth) 

英国 

(London) 

ﾉﾙｳｪｰ 

(Stavanger) 

ｻﾌﾞｼｰ 

BOP 
Cameron Petrobras Cameron Woodside BP 

Statoil 

Aker Solutions 

ROV Oceaneering Petrobras － Neptune BP 
Statoil 

Aker Solutions 

ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ 

ｼｽﾃﾑ 
WWC 

OSRL/ 

SWRP 

OSRL/ 

SWRP 
－ － 

OSRL/ 

SWRP 

海底 

仕上げ 

Deepstar 

FMC 

Petrobras 

FMC 
FMC Woodside BP 

Statoil 

Aker Solutions 

ｾﾒﾝﾁﾝｸﾞ 
Halliburton 

Schlumberger 
Petrobras － 

Halliburton 

Schlumberger 
BP 

Statoil 

Aker Solutions 

規制 

機関等 

BSEE 

API 

COS 

ANP － NOPSEMA UK HSE PSA 

注）WWC：Wild Well Control、OSRL：Oil Spill Response Limited、SWRP：Subsea Well Response Project 

    COS：Center for Offshore Safety、ANP：Agency of National Petroleum 

    PSA：Petroleum Safety Authority、API：American Petroleum Institute 

    BSEE：Bureau of Safety and Environmental Enforcement 

  報告書の作成 

上記に示した各項目について調査を実施した結果については、別途記載した委員会の各委員によりご

指導を戴き、内容を検討し、その検討結果を取りまとめて調査報告書を作成した。 

調査結果は、国別に整理した上で、我が国における大水深海底下の石油・可燃性天然ガス開発に係る

危害･鉱害防止の観点から取りまとめた。 

報告書には、調査結果のまとめ、考察および課題を記載した。 
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2.4 実施スケジュール 

  全体スケジュール 

表 2.4.1-1 全体スケジュール 

作業工程 
2014年度 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

             

１．危害防止調査および 

  鉱害防止調査 

  契約日 

6/18 

        契約 

期限 

3/27 

（1）再委託先調査             

（2）文献等調査および 

  海外現地調査先選定 

            

（3）海外現地調査 

  ﾉﾙｳｪｰ・英国（8/24-9/5） 

            

  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（9/13-9/20）             

  米国・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ（11/9-11/21）             

２．調査報告書の作成 

 

            

３．委員会 

 

    〇8/6  〇10/7  〇12/8  〇2/9 〇3/11 
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  海外現地調査 

ヒアリング調査では、文献等では確認することができないメーカー、オペレータ、サービスコ

ントラクタ、規制当局、ならびに関係団体へ、その考え方、運用上の課題、実際に行われた事業者

等への指導の内容等に関して聞き取りを実施した。ヒアリング調査における調査対象国は、上述の

とおり、大水深での開発実績があること等を条件に選定しており、対象国と訪問先に関して、その

選定理由を表 2.4.2-1のとおり整理した。 

ノルウェー（Stavanger）にて、Offshore Northern Seasの大規模展示会が 8/25-28の日程で開催さ

れるため、この日程を含め、至近距離にある英国を同時期に調査することが効率的である。シンガ

ポールは、日本直近の石油･天然ガス開発の資機材調達基地であり、最近、キャッピングスタック

の保管基地として情報を得たため、早めに調査対象とした。オーストラリアはシンガポールと至近

距離にあり、同時期の調査が効率的である。米国については、大規模事故の発生を理由に組織改編

や制度改革が行われている、または行われたことから、優先的に調査することとした。ただし、組

織改編により油ガス開発の関係機関が増えたため、早期に相手側とのヒアリングの設定が困難で

あることから、オーストラリアを先に調査することとした。 

 

表 2.4.2-1 海外現地調査訪問先と選定理由 

国名＆企業･団体 選定理由 

米国 

メキシコ湾における大規模事故の影響で近年法令･規格等が大きく改変、もしくはされつ

つあり、最新の情報を文献調査により得ることは困難であることから、サブシーBOP、

ROV、キャッピングスタックについてのメーカーおよびサービスコントラクタへのヒア

リング調査、鉱害防止等に関するオペレータへのヒアリング調査は極めて重要 

Cameron サブシーBOPの世界的メーカー（北米地域の情報収集） 

Oceaneering ワーククラス ROVの世界的メーカー 

Wild Well Control キャッピングスタックのサービスコントラクタ 

（INPEX、ANADARKO の契約先） 

Deepstar Chevron他オペレータが米国メキシコ湾における開発を進めるた

めに 1991年に組織されたコンソーシアム 

FMC 海底仕上げ機器の世界的メーカー（北米地域の情報収集） 

Halliburton 

Schlumberger 

セメンチングにおける 2大サービスコントラクタ 

（北米地域の情報収集） 

Center for Offshore 

Safety 

米国メキシコ湾の大水深（1,000フィート（約 300m）以上）にて

石油･天然ガス開発の Safety standardsを担う組織で safety-auditを

実施、オペレータ(Anadarko)等からの出向者で構成、2011年設立 

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

API 米国石油協会（American Petroleum Institute） 
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ブラジル 

新規の油田開発プロジェクト（水深約 1,100m）を含む複数の大水深油ガス開発が進ん

でいるものの、既存文献は少ないため、サブシーBOP、ROV、キャッピングスタック等

についてのメーカーおよびサービスコントラクタへのヒアリング調査、鉱害防止等に関

するオペレータへのヒアリング調査はきわめて重要 

Petrobras ブラジルにおける国営石油会社 

OSRL/SWRP 

海底油井対応プロジェクト(Subsea Well response project)にオイ

ル･スピル･レスポンス社(Oil Spill Response Limited)が協力して

出来た非営利組織、世界 4 ヶ所のキャッピングスタックの保管

地  （リオ･デ･ジャネイロ） 

FMC 海底仕上げ機器の世界的メーカー（南米地域の情報収集） 

ANP 国家石油庁（Agency of National Petroleum） 

シンガポール 

日本に直近の東南アジアにおける油ガス田の資機材供給基地として発展しており、石

油･天然ガス開発のサービスコントラクタが集結しており、サブシーBOP、ROV、キャ

ッピングスタック等についての現地でのヒアリング調査は重要 

 

Cameron サブシーBOPの世界的メーカー（東南アジア地域の情報収集） 

OSRL/SWRP 

海底油井対応プロジェクト(Subsea Well response project)にオイ

ル･スピル･レスポンス社(Oil Spill Response Limited)が協力して

出来た非営利組織、世界 4 ヶ所のキャッピングスタックの保管

地 

FMC 海底仕上げ機器の世界的メーカー 

オーストラリア 

海域での油ガス開発が進む一方で、大規模事故の影響により近年法規制制度が大きく改

変されており、最新の情報を文献調査により得ることは困難であり、サブシーBOP、ROV、

キャッピングスタック等についてのメーカーおよびサービスコントラクタへのヒアリン

グ調査、鉱害防止等に関するオペレータへのヒアリング調査はきわめて重要 

Woodside オーストラリアを拠点として世界的に操業するオペレータ 

Neptune ワーククラス ROVの世界的メーカー 

Halliburton 

Schlumberger 

セメンチングにおける 2大サービスコントラクタ 

（オーストラリア地域の情報収集） 

NOPSEMA 
国家海洋石油安全環境管理庁（連邦海域における石油･天然ガス

開発を一元管理する組織） 

英国 

北海沖での油ガス開発は歴史が古く、油ガス田開発事例が豊富であるが、制度運用の方

針、行政指導の具体的な内容は公開されておらず、特に、鉱害防止等に関するオペレー

タへのヒアリング調査はきわめて重要 

BP 英国を拠点として世界的に操業するオペレータ 

UK HSE  
英国における HSE を一元的に管理する non-departmental public 

bodyで 1974年に設立 
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ノルウェー 

英国と同様に北海沖での油ガス開発の歴史があり、油ガス田開発の事例が豊富である

が、EU加盟国ではない。英国とは異なる制度運用の方針、行政指導の具体的な内容等

について。サブシーBOP、ROV、キャッピングスタック等についてのメーカーおよびサ

ービスコントラクタへのヒアリング調査、鉱害防止等に関するオペレータへのヒアリン

グ調査はきわめて重要 

Statoil ノルウェーを拠点として世界的に操業するオペレータ 

Aker Solutions 
ノルウェーを拠点として世界的に操業する海底仕上げサービス

コントラクタ 

OSRL/SWRP 

海底油井対応プロジェクト(Subsea Well response project)にオイ

ル･スピル･レスポンス社(Oil Spill Response Limited)が協力して

出来た非営利組織、世界 4 ヶ所のキャッピングスタックの保管

地 

（Stavanger） 

PSA 石油安全局（Petroleum Safety Autholity） 

西アフリカ 

(アンゴラ) 

東アフリカ 

(モザンビーク) 

複数の大水深油ガス開発が進められている。既存文献が少なく、外務省による渡航危険

情報等が出されており、安全面を考慮し現地でのヒアリング調査の対象とはせず、再委

託先のグローバルネットワークやウェブサイト等で情報を収集した。 
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【ノルウェー：Stavanger】 

表 2.4.2-2 現地調査スケジュール（ノルウェー） 

 8月 25日(月)～27日(水) 

Offshore 

Northern Seas 

展示会 

Aker Solutions, BP 

Brazil Federation of Industries of The state of Minas Gerails 

Cameron, Chevron, Conoco Phillips, ENI, Halliburton 

Ministry of Petroleum and Energy, Norwegian Petroleum Directorate 

Oceaneering, One Subsea, Petoro 

Petroleum Safety Authority（Norway） 

Schlumberger, Shell, Statoil, Total 

Western Australian Ministry 

 

 

 

【英国：London】 

表 2.4.2-3 現地調査スケジュール（英国） 

 
8月 

28日(木) 

 

29日(金) 

 

30(土) 

 

31日(日) 

9月 

1日(月) 

 

2日(火) 

 

3日(水) 

午前 

移動 

   UK-HSE UK-HSE OSRL※ 

午後 JETRO   Tullow Oil  
 

※ OSRL: Oil Spill Response Limited 

 

 

【オーストラリア：Perth、シンガポール】 

表 2.4.2-4 現地調査スケジュール（オーストラリア、シンガポール） 

 
 9月 

15日(月) 

 

16日(火) 

 

17日(水) 

 

18日(木) 

 

19日(金) 

午前 Woodside  

移動 

  

午後 Inpex APPEA※ Cameron OSRL 

※ APPEA：Australian Petroleum Production & Exploration Association Limited  

  



26 
 

【米国：Houston、Neworins】 

表 2.4.2-5 現地調査スケジュール（米国） 

 
11月 

10日(月) 

 

11(火) 

 

12日(水) 

 

13日(木) 

 

14日(金) 

 

15日(土) 

午前  Trendsetter 
COS※ 

API 

IADC 

Conference 
 

移動 

午後 BSEE※ Oceaneering Schlumberger  DNV GL 

※ BSEE：Bureau of Safety and Environmental Enforcement 

※ COF：Center for Offshore Safety  

 

【ブラジル：Rio de Janeiro】 

表 2.4.2-6 現地調査スケジュール（ブラジル） 

 11月 

17日(月) 

 

18日(火) 

 

19日 (水) 

午前 DNV GL DNV GL Shell 

午後   

ANP※ 

Petrobras 

Statoil 

※ ANP：National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels 
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３．調査結果 
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3  調査結果 

3.1 大水深開発の世界の動向 

1960年に石油輸出国機構(OPEC) が発足、1970年代に入ると中東戦争・オイルショック等の資源ナショ

ナリズムの高まりの中、中東や北アフリカの産油国において石油資源の国有化が進み、国際石油メジャー

が締め出されたことから、政治リスクの少ない海洋油田開発に移行することになる。その後、水深が深い

海域での開発に展開していくが、油価が US$20/bblと低いレベルに留まったため、1990年代まで 300m以

深の海域を一般的に定義付けられている大水深海域での開発は停滞することとなる。しかしながら、2003

年のイラク戦争勃発以降は主に油価の高騰を背景に、採算が取れるようになったため大水深海域での開発

が本格している（図 3.1-1参照）。 

1990年代後半からは 1,500m以深での超大水深海域での開発も行われ（図 3.1-1、①）、2013年にはイン

ドで水深 3,174mでの坑井掘削に成功し水深世界記録を更新した（図 3.1-1、②）。米国メキシコ湾では水深

2,934mで Subsea Treeの設置（図 3.1-1、③）、また同じく米国メキシコ湾で水深 2,500mにおいて FPSO

（Floating Production, Storage and Offloading System）の設置に成功している（図 3.1-1、④）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  3.1-1 掘削と生産の水深記録推移2 

 

                                                        
2 Offshore 2014 年 3 月号に加筆 

①①①①    

②②②②    

③③③③    

④④④④    
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海底油田からの油の生産量は世界全体の約 4割を占めており、現在世界で脚光を浴びている代表的な大

水深油田は、メキシコ湾、西アフリカ沖、ブラジル沖等に分布している（図 3.1-2参照）。 

1983 年からの統計では、世界全体で約 600フィールドが発見され、内 400 フィールド程度が生産中で、

発見から生産開始までに 7 年弱掛かっており、生産期間の平均は 13 年弱である。大水深フィールドの総

数の 55％は北米で発見されているが、埋蔵量では 23％に過ぎない。一方、大水深フィールド数の 17％はア

フリカで発見され、埋蔵量では 31％にもなっている。ブラジル沖では、大水深の開発により、1997 年には

50％程度であったブラジルの石油自給率を、2007 年までの 10 年間で 100％近くまで上昇させることに成

功している。 

今後の大水深開発の展望としては、引き続きメキシコ湾での北中米やブラジルを含む南米さらにアフリ

カにおいて活動拠点の中心となることに変わりない一方、今後の大水深開発の他の要因としては、これま

で以上に減退する陸上や浅水深海域の油ガス田の埋め合わせ、東アフリカでの大規模発見、大水深海域で

の安全性や効率的な掘削技術、海洋生産システムを踏まえた採算コストの低減となると予想される。 

 

 
図  3.1-2 海底油田の世界的現状3 

 

実際、主要 15カ国の今後の大水深開発投資額予測（Offshore 2014年 9月号、図 3.1-3および図 3.1-4）に

よると、ブラジルでは 1,800億 US$を超える開発投資を行う予定であり、米国においても 1,300億 US$を超

える、また、アフリカのアンゴラ、ナイジェリアでも 600億 US$前後規模の開発投資を予定している。イ

ンドネシアやマレーシア等のアジア海域でも大水深・超大水深開発への投資が計画されている。これら増

大する投資を踏まえて、大水深における原油・ガス生産量推移予測においても現在生産中、開発中あるい

は今後開発される海域の石油・ガス生産量は2020年には全世界合計で12 MMboe/日 (MMboe: Million Barrels 

of Oil Equivalent)に達すると予想されている。 

 

                                                        
3 NHKTV 視点論点「海底油田の世界的現状（2010 年 8 月 23 日）」(大水深石油開発のトレンド：概説；伊原 賢、JOGMEC 調査部、2014/6/11) 
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図  3.1-3 主要 15カ国の今後の大水深開発投資額予測4 

 

図  3.1-4 大水深における原油・ガス生産量予測5 

 

開発設備においては、ダイナミックポジショニング装置を有する大水深・超大水深用掘削リグの数が、

深い水深では作業限界のある係留型リグに比べて飛躍的に増大していることから、大水深や超大水深開発

が増加していること、今後さらに増大することが推測される（図 3.1-5参照）。 

 

 

図  3.1-5大水深掘削リグ数の推移6 

                                                        
4 DCube by Rystad Energy （Offshore 2014 年 9 月号）に加筆 
5 DCube by Rystad Energy （Offshore 2014 年 9 月号）に加筆 
6 Offshore 2014 年 7 月号 

（（（（Billion US$）））） 

（（（（MMboe/d）））） 
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大水深開発における安全面においては、21世紀に起きた油流出を伴う主な重大事故、すなわち、2001年

3月ブラジルの P-36プラットフォーム爆発事故(水深約 1,200m)、2009年 8月オーストラリア北部沖チモー

ル海のモンタラ暴噴事故(水深約 80m)、および 2010年 4 月米国メキシコ湾のマコンド暴噴事故（水深約

1,600m）等を契機に、事故の当事国だけでなく英国、ノルウェー等他の国においても法規制の見直しがな

されている。米国では、安全操業を達成するために必要な具体的手段を、過去の失敗や教訓に基づいて規

制機関が細かく規制する、プリスクリプティブ規則と呼ばれる考え方を採っている。これらの重大事故以

降、米国では規則が取り入れている API規格について、見直しおよび改定を行っている。一方、英国、ノ

ルウェー、オーストラリア、ブラジル等は事業者が規制機関に対してリスク要因を抽出し、そのリスクに

対して適切な対応を講じることによりリスクレベルを低減する体制および管理システムで安全操業を達成

する手段、いわゆるパフォーマンスベース規則を採用し規制している。具体的には、石油開発会社は Safety 

Caseの拡充等による徹底した安全面の管理を行っており、安全な作業にこれまで以上に重点を置くように

なってきている。 

開発装置においては、特に暴噴防止装置(BOP: Blow Out Preventer)に予備機能を追加するなど API規格が

改訂されており、また BOP の不具合に対応するキャッピングスタックの整備等の改善がなされてきてい

る。作業性においては、開発費が膨大な大水深では、掘削中隣接するスペースで掘削後降下予定のケーシ

ングパイプの接続作業に代表される Dual Activityや Offline作業を行い、効率化を図っている。 

一方、技術面の進歩あるいは既存技術の改良・改善が大いに影響している。ダイバーの潜水深度の限界

は約 300mであることから Remotely Operated Vehicle（ROV）等の遠隔操作機器が不可欠であり、海底仕上

げ等の技術の成熟が開発を支えている側面がある。開発技術の課題としては、油層評価、地質モデル（石

油システム）、高温・高圧環境（HPHT）、坑井仕上げ技術、フローアシュアランス（管内の流体挙動制御、

あるいは生産流体の流路保全）、浮遊式・海底設備があげられる。 

掘削技術面においては、水深が深くなるにつれて一般的に地層破壊圧と地層圧の差が少なくなり狭い掘

削ウィンドウとなる。このため坑壁不安定性や貯留層障害が起こる場合が多く、また、海底面付近での温

度が低く、掘削後坑壁を保護するためのケーシングのセメンチングではスラリーの温度に対する特性を十

分考慮する必要があるなど、坑井トラブルとなるケースが浅水深海域より多くなる。そのため、狭い掘削

ウィンドウで有効であり、逸水、低掘進率、ドリルパイプの坑壁への張り付き/抑留、キック（地層流体の

坑井内への流入）、浅い帯水層からの流入等の坑井トラブルに対応するために Dual Gradient Drillingや

Managed Pressure Drilling（MPD）技術等の導入も盛んになってきている。 

生産システムにおいて、300m以浅では主に重力式構造物（Gravity Based Structure）、ジャケット（Jacket）、

コンプライアントタワー（Compliant Tower）等の固定式生産システムが採用されている。大水深開発にお

いては、主に SPAR（Stationary Production Platform）、FPS（Floating Production System）、TLP（Tension Leg 

Platform）、SPS（Subsea Production System / サブシープロダクションシステム）、FPSO（Floating Production, 

Storage and Offloading System）等の浮遊式生産システムが採用されている（図 3.1-6）。特に大水深開発では

水深、離岸距離、高温･高圧の貯留層、海底の低温環境といった要因からの様々な技術課題やそれに伴う開

発費の増加等が予想される。生産流体が流れるパイプラインやライザーは長距離・長期間低温下（4℃以下）

にさらされるため流体挙動が変化する場合があり、海底機器へのアクセス（モニタリング、動力伝達とそ
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のコントロール）や海洋環境への十分な配慮が必要になる。これらに対応するべく最も効率的な生産シス

テムが要素技術と共に日々開発されているが、技術の標準化にはいまだ至っておらず、行政、オペレータ、

生産システムのサプライヤー等関係各所がこれまで以上に連携し今後の安全性を十分踏まえた標準化され

たシステムの構築に努めている。 

 

      

図  3.1-6 各種生産システムの適用最大水深7 

 

参考までに、日本の海洋開発における大水深掘削および生産の事例の概要を下記に記載する。 

 

【大水深掘削の事例】 

1)基礎試錐｢三陸沖｣：水深 850m、掘削深度(海面下)4,500m、掘削時期 1999 

2)基礎試錐｢南海トラフ｣：水深 950m、掘削深度(海面下)2,800m、掘削時期 1999-2000 

                                                        
7 伊原 賢（JOGMEC 調査部，2009/5/18） 
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3)基礎試錐｢佐渡南西沖 S｣：水深 971m、掘削深度(海面下)2,042m、掘削時期 2004 

4)基礎試錐｢佐渡南西沖 D｣：水深 885m、掘削深度(海面下)2,995m、掘削時期 2004 

5)基礎試錐｢上越海丘｣：水深 1,100m、掘削深度(海面下)2,700m、掘削時期 2013 

 

【生産の事例】 

1)阿賀沖プラットフォーム：水深  90m、仕上げ層(海面下)2,200-3,000m 

             生産期間 1976～1998（22年間） 

2)阿賀北プラットフォーム：水深 90m、仕上げ層(海面下)1,600-2,000m 

             生産期間 1984～1993（9年間） 

3)磐城沖プラットフォーム：水深 154m、仕上げ層(海面下)1,600-3,000m 

             生産期間 1984～2007（23年間） 

4)岩船沖プラットフォーム：水深  36m、仕上げ層(海面下)1,500-2,900m 

             生産期間 1990～現在に至る（25年間） 

 

【科学掘削等の日本近海でのトラブル事例】 

（独）海洋研究開発機構が所有する地球深部探査船「ちきゅう」は、本邦が有する唯一の掘削船（Drill 

Ship）であり、これまで同船が経験した事故等の情報は、今後の国内大水深海域における掘削に対しての

参考となることから、これまでに公表されている事故、および対策に関して整理した。 

 

公表されている事故は以下の 7 件である。 

1)ライザー掘削 

①平成 18年 10月：暴噴防止装置（BOP）接続部の損傷8 

②平成 20年 6月：アジマススラスタ・ギアの損傷（船舶機器）9,10,11,12 

③平成 23年 3月：東北地方太平洋沖地震に伴うアジマススラスタ損傷（船舶機器）13,14 

④平成 24年 11月：フレックスジョイント（ライザーパイプと船体の間の動揺を吸収する接続部

の機器）の損傷15 

2)ライザーレス掘削 

⑤平成 19年 10月：ドリルパイプ下部脱落16,17,18 

                                                        
8 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/2006/20061017/ 
9 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20080422/ 
10 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20080625/ 
11 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20081022/ 
12 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20090210/ 
13 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20110317/ 
14 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20110617/ 
15 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20121122/ 
16 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20071022/ 
17 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20071029_2/ 
18 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20071102/ 
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⑥平成 22年 8月：ケーシング（孔壁保護）パイプ等の脱落19,20 

⑦平成 25年 3月：メタンハイドレート海洋産出試験における ROVのトラブル発生21,22,23 

  

①と④に関しては、荒天時に BOP下部から LMRP（Lower Marin Riser Package24）を切り離す際に発生し

た事故であり、Dynamic Positioningで位置保持を行う掘削リグにおいては、発生する可能性の高い事故であ

る。このような事故を未然に防ぐためには、気象・海象に関する十分なデータを適切なタイミングで入手

し、切り離しを実施した際の坑内への影響を少なくなる対策を事前に施し、計画的「緊急切り離し」を可

能としておくことで、「緊急切り離し」実施の遅延、それに伴う機器の破損事故を防ぐことが重要であると

事例からも判断できる。 

⑤に関しては大水深に限らず掘削中には発生する事故であるが、本件が特徴的であるのは、科学掘削特

有のライザーを使用せずに小口径の坑をある程度深い深度まで掘削する際、科学的情報を収集するために

LWD（Logging While Drilling25）を使用して掘削している時に遭遇した事故である。LWD に搭載されている

装置の回収を重視したために長時間の採揚作業を試みた末、回収を断念している。通常の石油・天然ガス

の掘削において、大口径のトップホール掘削時にドリルパイプを脱落させるような事故は皆無ではないが、

事故が発生した場合に備え坑口装置のバックアップを準備しておき、掘り直しをすることが経済的にも、

時間的にも優位であることから、一般的となっている。 

②に関しては、大水深掘削に対応するための船舶の機器の一部の損傷であるが、あくまでも機器の損傷

であり、普段からの機器の異常の有無の確認により、大きなトラブルの発生を未然に防ぐことが肝要であ

る。 

⑥に関しては、浮遊式リグ独特の作業である 20インチケーシングの降下時に発生した事故である。この

事故が特徴的なのは、降下海域が黒潮と言う非常に速く、厚い海流の中で行われていたことにある。通常

の石油・天然ガスの掘削においては、これほどの速い海流の中での作業は稀であるが、本事例と同様に、

海流の動きを十分に把握し、その影響を最小限にするタイミングでの作業の実施が重要となる。 

③に関しては、港内に停泊している時に発生した稀有な大地震に伴う非常に大きな津波によって引き起

こされた事故であり、大水深作業とは無関係である。 

⑦に関しては、メタンハイドレートの海洋産出試験のために、複数の坑井を近傍に掘削している中で発

生した事故であり、通常の石油・天然ガスの掘削においては発生しにくい事故である。一方、海底生産設

備の設置、維持管理等に ROVを用いる場合には、発生の可能性もあるが、ROV サービス提供会社も、事

故経験を有しており、回収機器の装着等の事前準備も行われており、対処可能な事故である。 

 

  

                                                        
19 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20100802/ 
20 http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20100812/ 
21 http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004108/pdf/021_05_02c.pdf 
22 http://www.jogmec.go.jp/news/release/release0395.html 
23 http://www.jogmec.go.jp/news/release/release0397.html 
24 BOP に接続するライザー管など 
25 掘削同時検層 
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3.2 海洋石油開発における HSEの世界の動向 

  事故を契機とした法規制および保安対策の見直し 

 

世界の HSE動向は各国で起きた事故と密接な関係にあり、大事故を契機に各国の法規制および業界基準

は改善されてきた。 

ノルウェーでは、1977年のブラボ事故により暴噴防止装置 BOPの設置が義務化され、1980年のキーラ

ンド事故後に海洋安全規制がノルウェー石油管理局に一元化された。英国では、1988年のパイパーアルフ

ァ事故を受けた安全規制の抜本的見直しにより、現行の規制制度（セーフティーケース規則）が 1992年に

導入された。ブラジルでは、2001年の P-36事故を受けて、現行の Resolution ANP No.43が施行された。オ

ーストラリアでは、2009年のモンタラ事故を受けて、安全衛生規制および環境規制も一元的に監督する海

洋石油安全環境管理庁が設立された。米国では、2010年のマコンド事故を受けてリスクマネジメントシス

テムの導入が義務化され、資源管理を行う海洋エネルギー管理局と HSE規制を行う安全･環境執行局が設

立され現在に至っている。 

いずれの事故も、直接的な原因は操作ミスや対応の遅れ等であるが、背景には危険の察知、非常時の備

え、個人の作業員から経営陣までの HSEへの意識等が根本にあると考えられている26,27,28,29,30（Appendix 1.5

参照）。 

 

 
図 3.2.1-1 事故を契機とした法規制および保安対策の見直し 

  

                                                        
26 http://www.bsee.gov/BSEE-Newsroom/Speeches/2012/University-of-Houston-Herbst-02-02-12-pdf/  
27 http://www.psa.no/news/from-prescription-to-performance-in-petroleum-supervision-article6696-878.html 
28 http://www.hse.gov.uk/offshore/safetycases.htm 
29 http://www.nopsema.gov.au/about/history-of-nopsema/ 
30 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-OILCOMMISSION/pdf/GPO-OILCOMMISSION.pdf 
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  事故例 

 

事故後に世界の安全規則および海洋保安に関する認識に及ぼした影響の大きい３件の事故について、各

事故の詳細と、主な原因、および安全規制に及ぼした影響を述べる。 

 

 マコンド暴噴事故（2010年 4月） 

（１）マコンド油田 

Deepwater Horizonは、水深 3,000m まで操業可能な移動式セミサブ、DPS（Dynamic Positioning System）   

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設され、Transocean

社が所有するこのリグは、2008年 3月から 5年間 BP社に貸与されていた。当時、水深約 1,600m の位置

で深さ 10,680 mの試掘井を掘削していた。この試掘井は、米国メキシコ湾のマコンド （ルイジアナ海岸か

らおよそ 66 kmの位置）にあり、オペレータおよび主たる開発者は BP社であった。 

 

 
図 3.2.2-1 Deepwater Horizonの火災31 

（２）事故 

2010年 4月 20日、坑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（図 3.2.2-1）。この時、BP 社の社員 7 人、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

                                                        
31 Final Report on the Investigation of the Macondo Well Blowout, The Deepwater Horizon Study Group (DHSG), March 1, 2011 
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で、爆発時に死亡したものと考えられた。油の流出は、4月 20日の事故発生後から 7月 15日までの約 3ヶ

月間 87日に及んだ32。最終的には、リリーフ井を掘削し、事故が発生した坑井をセメンチングにより封鎖

した。作業の完了は、9月 19日にオバマ大統領から発表がなされた。 

 

（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33によれば、マコンド油井暴噴事故は坑井底部（海面から約 5,400 m、海底から約 3,800 m）

のウェル構造物内の亀裂から始まった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、一時的な廃坑と後日の生産のための最終的な準備作業を行っていた。坑井の亀裂や坑

井への炭化水素の侵入を確かめる複数の試験は失敗に終わった。海水流入により、上部 2,500 mのライザ

ー管内には比重の大きい重い掘削流体と軽い海水が混在したため、管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。 

ガスが坑井内を駆け上り、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、およ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なされたが、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に漏洩してしまった。

そして、最終的にリグ全体を巻き込む大爆発へと繋がった。 

DHSG によれば、暴噴の基礎的な原因は海洋石油・天然ガス開発産業における組織と文化に関連してい

るとしている。DSHGは「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。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る。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」と指摘している。 

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。ノルウェーの研究機関 SINTEFの報告書34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坑井の底部(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、坑井は健全にシールされて

いると捉えられた。 

                                                        
32 http://www.theguardian.com/environment/2010/jul/16/bp-oil-spill-leak-stopped 
33 Final Report on the Investigation of the Macondo Well Blowout, The Deepwater Horizon Study Group (DHSG), March 1, 2011 
34 Deepwater Horizon-ulykken: Årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel, SINTEF, May 2011 
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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)火事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を操作する緊急時対応も機能しなかった。 

 

（４）事故の影響 

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、従来のプリスクリプティ

ブな規制から、一部は規制対象機関が達成すべき安全目標を指定するパフォーマンスベースの規制に切り

替わるものである。大統領が設置した事故調査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、内務省は①BOEMREの資源開発およ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、資源開発およびエネルギー管理機能を管轄し、BSEEは安全環境およびそ

の執行を担当する35。 

この事故をきっかけに、海洋石油・天然ガス開発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。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、海洋作業の安全性およ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提示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およ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。 

COS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。  

・業界の安全および環境パフォーマンスを推進し、継続的に改善すること。 

・石油･ガス業界に対する市民の信用と信頼を得ること。 

・業界の安全およ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、およびその他の利害関係者の協力の場を提供する。 

 

 

 

 

                                                        
35 The American Society of Safety Engineers: Regulatory Reform in Response to the Deepwater Horizon,  

http://www.asse.org/professionalsafety/docs/DeepwaterHorizonArticle.pdf  
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 モンタラ暴噴事故（2009年 8月） 

（１）モンタラ油田・ガス田 

モンタラ油田･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の海底下にある。モンタラには、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。モンタラは、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）という社名になった36。 

 

（２）事故 

2009年 8 月 21 日、PTTEP Australasia 社が所有するモンタラ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った。74日後の 11

月 3日にその流出は止まったが、流出量は約 400 bbl/dayで37、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および天然ガスの量は不明である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2-2 事故後の掘削リグ West Atlas38 

 

                                                        
36 Offshore Technology, http://www.offshore-technology.com/projects/montara-oil-field/ 
37 Barrels of oil per day 
38 http://www.nt.gov.au/d/Content/File/p/ks/RG_Montara1.pdf 
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（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・天然ガス事業には 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。モンタラ事故は、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、モンタラ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、モ

ンタラ事故調査委員会を設置した。事故調査委員会は、主なウェルコントロールバリアの故障が暴噴の原

因であったと結論づけた。 

図 3.2.2-3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暴噴防止装置 BOPが設置されていない 

②圧力保持キャップを再設置されなかった―坑井が大気に暴露されている 

③shoe trackに有効なバリアが取り付けられていない 

④仕上げ用ブラインが無いため、ケーシングに海水が充満していた 

⑤坑井上部に隔離セメントプラグが取り付けられていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2-3 モンタラ坑井概要39 

 

   
 

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

2011 
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事故委員会は、2010年 11月に調査結果の包括的報告を行った。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、および海洋石油・天然ガス開発業界に示唆を与えた。事故

調査委員会は、以下のような内容を指摘している。 

 

・主なウェルコントロールバリアの検証を行っておらず、2 つの坑井バリアの保守の失敗が暴噴の原

因であった。作業員の能力不足により、不完全な意思決定が行われた。 

・PTTEP Australasia社の「作業手順の広範囲にわたる体系的な欠陥」がウェルコントロール喪失の直

接的原因であった。PTTEP Australasia社はモンタラ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。 

・規制機関が承認したウェルコントロール策は、ウェルコントロール喪失を防ぐために十分なもので

あったが、PTTEP Australasia社は変更管理(management of change)の不備があり、承認されたウェル

コントロール策や自社の油井建設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

組むべきである。 

 

（４）事故の影響 

2010年、PTTEP AAはモンタラアクションプラン（MAP: Montara Action Plan40）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がモンタラアクションプランを成功裏に遂行したことを確認

した。 

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 Authority41）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、モンタラ事故調査委員会の提言に対する政府の回答書42に基づき急速な変

化を遂げつつある。 

さらに海洋石油および温室効果ガス貯留法（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 ，

                                                        
40 PTTEP Australasia: Montara - Incident causes and Action Plan,  

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.industry.g

ov.au%2Faboutus%2Fcorporatepublications%2Fmontarainquiryresponse%2Fdocuments%2Fmontara-response-

review.doc&ei=1NHmVNrPNInn8AWvuILgCQ&usg=AFQjCNFdM8uzbaQC_TGgzovpQtNputyPpQ&bvm=bv.86475890,d.dGc 
41 National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority, http://www.nopsema.gov.au/  
42 Final Government Response to the Report of the Montara Commission of Inquiry, 2011: http://www.ret.gov.au/  
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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等、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、政府と州および指定機関の責務だったが、2011年海洋石油およ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、環境保護およ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。モンタラ事故以来、石油･

ガス開発事業の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、および環境計画と日常業務に適用さ

れる州、準州およ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。 
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 P-36事故（2001年 3月） 

（１）Roncador油田 

ペトロブラス･プラットフォーム 36（P-36）は、1986～1994年にイタリアの Fincantieri造船所で掘削リグ

として建造された後に改造され、浮遊式生産設備（FPU: Floating Production Unit）Spirit of Columbusに移行

した。P-36は、2 つのサブマージポンツーンと 4本の巨大なコラムによって支持され、180,000 bbl/dayの処

理能力を持つプロセス設備を擁する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

あった。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層で、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 1,500m～1,900mの範囲にわたる。P-36は、

2000年 5月から生産しており、事故発生時の生産量は 80,000 bbl/dayだった。 

 

（２）事故 

2001年 3月 15日早朝に、P-36プラットフォームの緊急ドレインタンク（EDT: Emergency Drain Tank:）

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度傾いたため、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2-4事故後の P-36プラットフォーム43 

                                                        
43 http://home.versatel.nl/the_sims/rig/p36.htm 
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（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44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管理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「海洋掘削施設および石油･天然ガス生産に関する操業安全管理体制の技術的規制（Technical Regulation 

of Operational Safety Management System for Maritime Drilling Installations and Oil and Natural Gas Production 

(Resolution ANP Nº 43)）」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およ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および規定を石油･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。 

 この新しい ANP規則の特徴は次の通りである45。 

・安全に客観的アプローチの設立 

・事業者に HSE手順書の文書化 

・少なくとも HAZID 等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掘削業界における

安全管理体制の確立への大きな契機となった。 

 

 

 

 

 

                                                        
44 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%2FSy

stemFailureCaseStudyFile%2FDownload%2F30&ei=xYVoUv2VKoToiAe404HIDw&usg=AFQjCNFWuWDl1ugS39fk6bSvumkenopu_w&bvm=bv.551231

15,d.aGc  
45 DNV Publication, Oil and Gas Update, 2011 

http://www.dnv.com/industry/oil_gas/publications/updates/Oil_and_Gas_Update/2011/01_2011/Brazilsregulatoryandsafetyevolution.asp  
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3.3 諸外国の法規制と保安対策の動向 

前節 3.2 では、事故後に世界の安全規則および海洋保安に関する認識に及ぼした影響の大きい３件の事

故について、各事故の詳細と、主な原因、および各国の規制体制の変更などの影響について述べた。本節

では、米国、ノルウェー、英国、オーストラリア、およびブラジルの 5カ国の海洋安全体制の現状、およ

び 2010年のマコンド暴噴事故後の海洋石油・天然ガス事業における保安対策の動向について述べる。 

 

  米国 

 米国の海洋石油･天然ガス事業に係る規制の成り立ち 

米国における州の管轄は、Submerged Lands Act of 1953（SL法）によって、公式に認められた海岸（また

はベースライン）から 3 海里に渡って広がる地域に対して適用される（テキサス州やフロリダ州等は海岸

から 9海里まで管轄が及ぶという例外もある）。SL法 によれば、大陸棚については、外大陸棚（OCS：Outer 

Continental Shelf、以下、大陸棚）、すなわち「当該地域（州の管轄地）の外側で海の方へ広がるすべての水

中の土地であって、その海底および下層土が米国に帰属しその管轄および支配の対象となるもの」が連邦

政府の管轄に入ると述べている。200海里の排他的経済水域（EEZ: Exclusive Economic Zone）も考慮すれ

ば、連邦政府の管轄は州の海岸から 3海里から始まり EEZ が及ぶ 200海里までということになる46。 

米国では、19世紀後半からカリフォルニア州で海洋石油・天然ガス開発が始まり47、SL法と同じく 1953

年に制定された Outer Continental Shelf Lands Act（OCS法）により規制される。連邦と州の管轄については、

SL法と同様に米国大陸棚のうち海岸線から 3海里までは州、その外側は連邦の所管と規定されている48。

OCS法 の目的は、米国の競争力の維持やその他の国家的必要性を満たす仕方で、しかも、環境面にも配慮

した形で大陸棚 における資源の迅速で秩序立った開発を進めることにある。この中でも OCS法 の重要な

点は、包括的なリースプロセスと、これら連邦政府に帰属する資源から得られるロイヤルティ等の収集と

配分に関する仕組みを規定していることである。 

また、米国内務省（DOI: Department of Interior）長官は、大陸棚リースを規定する 5 ヵ年リース計画（five-

year leasing plan）を策定することが求められている。この 5 ヵ年リース計画は、リースセールのスケジュー

ルや、リース計画の規模や立地を規定するものである。この計画の策定にあたっては、5 年間における国

家のエネルギーの必要性や開発に伴う潜在的な経済的、社会的、環境面での影響の程度等が考慮される。 

5 ヵ年リース計画の策定を行うことは環境に対して著しい影響を与える連邦政府の行為と見做されるた

め、政府は National Environmental Policy Act（NEPA）に規定されるところに従い、環境影響報告書（EIS：

Environmental Impact Statement）を作成し、当該行為による環境への影響分析、緩和策の検討を含む環境へ

の影響の評価を行わなければならない。この NEPA に基づく審査は 5 ヵ年リース計画の準備のための情報

収集や分析に関する補完的な手続きとなる。 

OCS法は 1953年以来何度か改正が行われてきたが、最新のものは 2005年に Energy Policy Actの制定に

関連したものである。この改正により、油流出の債務基金設立等が追記された。 

                                                        
46 米国は国連海洋法未批准（2015 年 3 月時点）であり、米国の EEZ は米国の宣言によるもの。 

47 http://aoghs.org/offshore-history/offshore-oil-history/ 
48 http://www.epw.senate.gov/ocsla.pdf 
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大陸棚における石油・天然ガス事業については、内務省の下部組織である 1978年に設立された鉱物資源

管理部（MMS:Minerals Management Service）が管理していたが、2010年 4月のマコンド暴噴事故以来、米

国の規制には大きな変化が起こり、MMSは海洋エネルギー管理･規制･執行局（BOEMRE: Bureau of Ocean 

Energy Management, Regulation and Enforcement）と名称変更された後に分割され、2つの新しい下部組織で

ある海洋エネルギー管理局（BOEM: Bureau of Ocean Energy Management）および安全･環境執行局（BSEE: 

Bureau of Safety and Environmental Enforcement）が創設され現在に至っている。 

 

 米国の海洋石油･天然ガス事業に係る法体系と組織体制 

（１）法体系 

米国の石油・天然ガス事業に係る法体系は、 

 法律（OCS法）―連邦規則集（CFR: Code of Federal Regulations）－ルール、通知、安全警告等 

となっている。 

 

【OCS法】 

OCS法の目的は、米国の競争力の維持やその他の国家的必要性を満たす仕方で、しかも、環境面にも配

慮した形で大陸棚における資源の迅速で秩序立った開発を進めることにある49。 

OCS法は、大陸棚を米国の法的権限の及ぶ範囲の海面下の土地と定義し50、内務省長官が法のための規

則を作成すること51、また内務省長官は大陸棚をリースする権限を持つ52とともにリース計画を策定する

義務53およびリースに先立ち環境影響調査をする義務54があること、労働安全衛生および環境保護に関す

る既存の法規制が適用されること55、など大陸棚における石油・天然ガス事業についての各機関の責任・

役割を明確化している56。また、過失による違反には違反状況を修正するまで US$20,000/日以下の罰金、

故意による違反に対しては US$100,000以下の罰金または 10年以下の懲役または禁固（Imprisonment）と

規定している57。 

 

【連邦規則集 CFR】   

CFRは、Code of Federal Regulationsの略称であり、連邦政府により連邦官報の中で公布された規則・規

定を主題や内容によって 50巻に整理した連邦規則集である（Appendix 2-1-3参照）。その 50巻のうち、石

油･天然ガス開発に関する内容が含まれるのは、Title 30（第 30巻）の Mineral Resources（鉱物資源）であ

る。同巻は内務省の所管する部署別に ChapterI,II,IV,V,VII,XII の 6つの章、Part 1～Part 1299に分かれ、 

1) Chapter I（Part 1 - 199）：労働省鉱山安全衛生管理局所管 

                                                        
49 Section 4 
50 Section 2  
51 Section 5 
52 Section 8 
53 Section 18 
54 Section 20 
55 Section 21 
56 http://www.boem.gov/OCS-Lands-Act-History/ 
57 Section 24/ 
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2) Chapter II（Part 200 - 299）：内務省安全･環境執行局（BSEE）所管 

3) Chapter IV（Part 400 - 499）：内務省地質調査所所管 

4) Chapter V（Part 500 - 599）：内務省海洋エネルギー管理局（BOEM）所管 

5) Chapter VII（Part 700 - 999）：内務省地表鉱山局所管 

6) Chapter XII（Part 1200 - 1299）：内務省天然資源収入管理局所管 （記載ない番号は欠番） 

 

となっている。大水深開発は BSEEが所管する ChapterIIおよび BOEMが所管する ChapterVにより規制さ

れる。それぞれの Partが、例えば Part 250中の１つの条文は§250.516 Blowout prevention equipmentのよう

にさらに内容ごとに枝番がつく階層構造となっている。 

 

BSEEが所管する ChapterIIのうち、Part 250「外洋大陸棚における石油･ガス･硫黄鉱床開発」が海洋石油・

天然ガス開発を規制する主な BSEEの規則である。また、Part 254「沿岸沖合施設における油漏洩対策の必要事

項」には油漏洩対策義務が規定されている。 

BOEMが所管する ChapterVの PART 550「外洋大陸棚における石油･ガス･硫黄鉱床開発」には事業許可手続

き、Part 553「油濁事故時の経済的責任」には油濁事故時の費用負担、Part 556「大陸棚の石油･ガス･硫黄鉱

床リース」には鉱区リース決定までの手続きが、それぞれ定められている。 

 

CFRでは、多くの条文で、条文のタイトルが疑問形、条文の内容は回答という Q&A 形式なっている。

義務付けは「must」「shall」と表現されている。例えば DWOPについての 30 CFR 250.286 は、 

〔タイトル〕DWOPとは何か？（What is a DWOP?） 

〔内容〕  DWOPとは、・・・である。（ A DWOP is a plan that provides ・・・） 

との Q&A である。また、掘削許可についての 30 CFR 250.410 は、 

〔タイトル〕掘削許可を得るにはどうしたらよいか？（How do I obtain approval to drill a well?） 

〔内容〕  あなたは・・・する必要がある。（You must obtain written approval from the District Manager 

before you begin・・・） 

との Q&A である。すべての条文が Q&A 形式ではなく、例えば BOPに関しての規定 30 CFR 250.516では、 

〔タイトル〕暴噴防止装置（Blowout prevention equipment） 

〔内容〕  BOPシステムと部品と関連するウェルコントロール装置は、・・・でなければならない。

（The BOP system and system components and related well-control equipment shall be・・・） 

と述べられている。 

 

一方、セメンチングについての 30 CFR 250.415は、以下のような Q&A により、関連する API規格類の

遵守を義務付けている。 

〔タイトル〕ケーシングとセメンチング計画には何を含む必要があるか？（What must my casing and 

cementing programs include?） 

〔内容〕  ケーシングとセメンチング計画にはプログラムには以下が必要（中略）(e) API RP 65に

含まれている実践例についての検討結果、・・（Your casing and cementing programs must 
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include：・・(e)A statement of how you evaluated the best practices included in API RP 

65, ・・） 

CFRでは、規則本文に詳細を規定せずに API等の規格を満たすことを要求することで、規則本文に規定

することに代える場合も多く、API等の規格が CFRを補完する関係となっている。 

 

【ルール】 

CFRの作成段階の草案として、提案ルール（Proposed Rule58）と最終ルール（Final Rule59）がある。提案

ルールと最終ルールは、各規制を発行する Federal Register60から公開されており、提案ルール（Proposed Rule）

は産業界の関係者が規則作成段階に参画する機会を設けることを目的としている。提案ルール（Proposed 

Rule）が産業界からの意見等を取り入れ修正されて最終ルール（Final Rule）となると法的拘束力を持ち、

ほとんどが CFRに組み込まれる61。 

1)掘削安全ルール：Drilling Safety Rule62（Final Rule） 

 掘削安全ルールは、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

セメンチングおよ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

噴防止について規定している。また、石油・天然ガスの流れを遮断するメカニズム、とりわけ暴噴

防止装置（BOP）と遠隔操作無人探査機（ROV）、シアラムおよびパイプラム等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、およびフロー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。 

 

2)作業場安全ルール：Workplace Safety Rule63（Final Rule）  

作業場安全ルールは、事業者に安全環境管理システム（SEMS: Safety and Environmental Management 

System）の導入を義務付けている。SEMSは、①安全と環境に関する情報、②ハザード分析、③操

業・施設の変更管理、④安全で環境に無害な操業方法、⑤安全作業プラクティス、⑥トレーニング、

⑦機械的健全性、⑧起動時点検、⑨緊急時対応と制御、⑩事故調査、⑪監査、⑫記録と文書化の項目

から成る。 

SEMSは、規制当局からの海洋掘削と生産操作の要求性能を事業者が実践するためのマネジメン

トシステムであり、機器、安全対策、環境保全、事業と請負業者の経営監視を含んでいる。SEMS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。また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を目的とし、米国石油協会（API: American Petroleum Institute）の

推奨実践例（Recommended Practice）API RP 75「海洋操業と施設についての安全環境管理計画につい

ての推奨実践例」を取り入れている。 

                                                        
58 http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Federal-Register-Notices/ 
59 http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Final-Rules/ 
60 https://www.federalregister.gov/， 

61 http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Federal-Register-Notices/ 
62 http://www.doi.gov/news/pressreleases/upload/093010_Fact-Sheet_Drilling-Safety-Rule.pdf 
63 http://www.doi.gov/news/pressreleases/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=45791 
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3)SEMS改定ルール64（Final Rule） 

SEMS改定ルールは「SEMSを見直し幾つかの新要素を加えるもの65」で、2013年 6月 4日に発効

した。すでに SEMSに規定されていた 12の項目に、6つの新たな項目、⑬作業停止規定、⑭権限の

明確化、⑮従業員参加、⑯危険な状況の報告、⑰独立した第三者監査員の採用、⑱作業安全分析に

関する追加規定等が導入または拡大された。SEMS 改定ルールは、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。 

 

【通知、安全警告】 

CFRの補足文書として、通知（NTL）、安全警告（Safety Alert）が存在する。NTL は BSEEから海洋石

油・天然ガス事業者への非公式な通知であり、CFRについての法的強制力の無い解釈を示す場合や、行政

による規制の変更や鉱区リース条件の変更等を伝える役割がある66。 NTLは対象とする地域別に発行さ

れ、例えば 2010-N06の“N”は Nationalで全国対象、他に地域別として A （アラスカ）、G（メキシコ

湾）、P（太平洋）がある。Safety Alertは、BSEEが海洋石油・天然ガス事業者に事故やニアミスを取り巻

く状況を知らせるもので、事故の再発を防ぐ推奨内容が含まれている67。 

以上の石油・天然ガス開発に係る法規制の概要を図 3.3.1-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1-1 米国の石油・天然ガス開発に係る法規制の概要 

 

                                                        
64 BSEE では SEMS II と呼んでいるが、SEMS は一つのシステムである。 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-04-05/pdf/2013-07738.pdf 

65 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-04-05/pdf/2013-07738.pdf 
66 http://www.boem.gov/uploadedFiles/BOEM/Oil_and_Gas_Energy_Program/Leasing/5BOEMRE_Leasing101.pdf 
67 http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Safety-Alerts/Safety-Alerts/ 
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（２）組織体制 

米国の石油・天然ガス開発活動についての主要規制機関は、内務省の下部組織であるBSEEおよびBOEM、

米国沿岸警備隊（USCG：United States Coast Guard ）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。また、廃棄物の恒常的排出については、環境保護庁（EPA：Environmental Protection Agency）

が規制している。 

 

【BSEE】 

BSEEは、安全･環境規則を施行する主要な HSE規制機関であり、アラスカ、メキシコ湾、太平洋の３地

区別管理オフィス、海洋規制部門、油漏洩防災部門、環境執行部門、技術サービス部門等がある。 

BSEEは石油・天然ガス開発活動に関する危害・鉱害の双方を規制し、大陸棚事業を管轄する規則の策定、

検査および調査の実施、規制要件の執行、懲罰の評価、研究の実施等、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。 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。 

また、BSEEは、USCGと石油･天然ガス事業について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、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。 

BSEEの組織を図 3.3.1-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1-2 BSEE組織図 
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【BOEM】 

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、事前の環境影響調査、国家環境政策法（NEPA：National 

Environmental Policy Act ）の分析（NEPA 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。 

また、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、より一層の汚水の排出抑制を要求する。これ

らの対策により、BOEMは事業者に対して①繊細な特徴や領域を特定するための海底調査の実施、②操業

場所の変更による繊細な領域の回避、③掘削流体および掘屑（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排出率の制御を要求することができる。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68。 

 

【USCG】 

USCGは、海洋活動のうち海事面を規制し、海事に関する法律 、「海上における人命の安全のための国

際条約（SOLAS）」、「海洋汚染防止条約（MARPOL）」、および船級協会に対して責任がある。USCGは、生

命および財産の安全、航海の安全、大陸棚の環境保護、大陸棚における石油・天然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、および大陸棚の条件および一定の装備に関連する要求

事項を実施する。一方、トップサイド、ライザー、パイプライン、ならびに坑井等、海洋施設のプロセス部

分とヘリコプターによる移送については、BSEE管轄となっている。 

 

【EPA】  

海洋での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等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。 

大陸棚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。内務省

は、メキシコ湾西部およびメキシコ湾中部の大半における大陸棚の資源について管轄権を持っている。ま

た、2012年 Consolidated Appropriations Actにより、アラスカ北岸沖の大陸棚における大気放出についての

管轄権は、EPAから内務省に移管された。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 。 

 

以上の、米国の海洋石油・天然ガス開発に関する組織をまとめて、図 3.3.1-3に示す。 

 

 

                                                        
68 http://www.boem.gov/Environmental-Stewardship/Environmental-Assessment/CWA/Offshore-Discharges-From-Oil-and-Gas- 

Development-Operations---FAQ.aspx,  Q/A No.4 
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図 3.3.1-3米国の海洋石油・天然ガス開発に関する機関 

 

 米国における海洋石油・天然ガス事業に係る規制の基本的な考え方と HSE規則一般的アプ

ローチ 

（１）規制の基本的な考え方 

米国の CFRの規定は、例えば暴噴防止装置 BOPに関する条文（抜粋）では、 

 

1)遠隔操作できる以下の４つのラムを装備すること 

①１つのアニュラーBOP 

②２つのパイプラム 

③坑井中のドリルパイプを切断可能な１つのブラインド・シアラム  

2)ROV（遠隔操作無人探査機）による以下の操作が可能であること 

①最低一つのパイプラムを閉鎖すること 

②ブラインド・シアラムを閉鎖すること 

③LMRP69を離脱させること      

 

と規定されている70。このように機器の構造および機能、付帯設備の必要条件等を詳細に規定する規制は、

プリスクティブな規制と呼ばれている。その他の条項に関しても基本的に同様であり、詳細な内容を規定

                                                        
69 Lower Marine Riser Package; BOPに接続するライザー管など 

70 30 CFR 250.442  
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している。技術的内容の詳細については、規則本文に詳細を規定せずに API 等の規格を満たすことを要求

することで、規則本文に規定することに代える場合も多い。なお、リスクマネジメントシステム（SEMS）

については、規則に要求すべき性能を規定し、事業者自らリスク管理を行うことを義務付ける方法を導入

しており、CFR全体としては詳細まで規定し実施を義務付ける考え方が主であるが、CFRにより詳細な内

容を規定し事業者に実施を義務付ける考え方と事業者自らリスク管理を行うことを義務付ける考え方の二

つの考え方が混在している状態である。 

 

（２）ライセンス取得までの流れ 

石油・天然ガス事業のライセンス承認に関しては 30 CFR 556にて定められており、BOEMにより統括さ

れる。事業の開始までに、BOEMによる５ヵ年リース計画の策定、リース鉱区の決定、入札、事業者によ

るライセンスの取得、開発計画の申請のステップに分かれている。 

 

【５ヵ年リース計画の策定】 

1)リース鉱区の候補に影響を受ける近隣の州知事、地方自治体、産業界、その他の連邦機関（連邦貿

易委員会との協議では法務長官を含む）、一般大衆を含むすべての利害関係者からの提案、関連情

報を求めることを官報に告示 

2)計画案を作成し、官報の公開の少なくとも６０日前に関係する州知事へ送付、コメントを求める。 

3)計画案を官報で公開し、９０日間コメントを受付ける。 

4)計画の最終案を作成し、承認の少なくとも６０日前に大統領と議会に送付する。 

5)上記 1)～4)と並行して、５ヵ年リース計画中のひとつまたは複数のリースの潜在的な環境への影響

を検討するプログラム環境影響評価（PEIS:Programmatic Environmental Impact Statement）を作成す

る71。 

 

【リース鉱区の決定72】   

1)５ヵ年計画に基づくリース計画と環境影響評価を行う用意があることについて公表し、産業界の意

見を収集（Call for Information, Notice of Intent for EIS） 

2)リース鉱区案の決定、NEPAに基づく環境影響評価の実施 

3)環境影響評価案の発行、パブリックコメントの実施 

4)環境影響評価の発行、リース鉱区案についての詳細（位置、期間等リース条件）の公表（Notice of 

Sale）、関係州への照会（Consistency Determination） 

5)リース鉱区最終案の公表、環境影響評価の決定（Record of Decision）の発行 

6)入札 

 

【ライセンスの取得】 

水深による手続きの違いについての記載はないが、水深 500フィート（約 150m）より深いか浅いかで

                                                        
71 http://www.boem.gov/Five-Year-Program-2017-2022/#PEIS  
72 http://www.boem.gov/uploadedFiles/BOEM/Oil_and_Gas_Energy_Program/Leasing/5BOEMRE_Leasing101.pdf 
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BOEMによる審査日数は異なる場合があるとされている73。 

 

1)リース期間 

当初のリース期間（探鉱および開発期間）は 5年～10年。当初のリース期間に石油または天然ガス

が発見された場合には、石油または天然ガスが経済的な量で生産されている間または許可を受けた

事業者が実施している間、リース期間は延長される74。 

2)探鉱計画（Exploration Plan） 

BOEMの承認を受ける。リース鉱区において事業者により計画されるすべての探鉱について、探鉱

の時期と期間、掘削船に関する情報、個々の坑井の位置、計画の実行により結果として生じるおそ

れのある海洋および陸上への影響についての分析を記述する75。 

3)開発生産計画（Development and Production Plan） 

BOEMの承認を受ける。事業者による開発と生産に関する事業計画で、事業の時期、掘削船に関す

る情報、予定している個々の坑井または生産プラットフォームまたはその他の構造物の位置、計画

の実行により結果として生じるおそれのある海洋および陸上への影響についての分析を記述する76。 

4)沿岸域管理法（Coastal Zone Management Act）による関係州との調整 

事業内容が連邦の法規に則って行われる証明と、事業に関する情報、データを BOEMに提出、BOEM

から関係州に照会される77。日本では、鉱業法第 24条に「経済産業大臣は、鉱業出願があつたとき

は、関係都道府県知事（国の所有する土地については、当該行政機関）に協議しなければならない」

と規定されていることと類似している。 

5)大水深開発計画（DWOP:Deepwater Operations Plan78） 

下記要素を含む場合に必要に応じて BSEEに提出する。1995年から義務化された79。制度導入の背

景としては、メキシコ湾における開発の大水深化、海底機器の増加等によるものと推定される。 

①大水深開発 

②生産や仕上げにおいて新規な（non-conventioal）技術の導入 

※新規な技術としては、浮遊式生産システム、テンションレグプラットフォーム（TLP）、円

筒形浮遊式生産施設（SPAR）、浮遊式海洋石油ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）、海底生産設

備等が例示されている80。 

 

まず、DWOPに先立ち概念計画（Conceptual plan）が計画初期に求められ、計画方針について BSEE

の承認を受ける。次に、DWOPにより計画の詳細（坑井のデザイン、使用機器、生産物の輸送手段、

洋上および海底の安全管理システムと緊急時の支援体制、新規技術についての解説等）を提出する。

                                                        
73 http://www.boem.gov/Status-of-Gulf-of-Mexico-Plans/ 
74 http://www.boem.gov/uploadedFiles/BOEM/Oil_and_Gas_Energy_Program/Leasing/5BOEMRE_Leasing101.pdf 
75 http://www.boem.gov/uploadedFiles/EP-DOCD_Facts_and_Definitions_BOEM.pdf 
76 http://www.boem.gov/About-BOEM/BOEM-Regions/Alaska-Region/Leasing-and-Plans/Plans/Alaska-DPPs.aspx 
77 http://www.boem.gov/Coastal-Zone-Management-Act/ 
78 30 CFR 250.286-250.295 Deepwater Operations Plan (DWOP) 
79 http://www.bsee.gov/Exploration-and-Production/Development-and-Production/Gulf/2008-013-pdf/, p39 
80 30 CFR 250.200 Definitions 
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DWOPは生産開始までに提出・承認が必要な書類であり、詳細計画まで明記することが求められる。

BSEEでは、BOEMの承認を受ける EPや DPP等を置き換えるものではなく、補完するものとして

いる。新技術の導入に際しては、新技術担当部署が議論を集約し、各者に BSEEの視点を同様に共

有している。 

 

BOEMによる事業許可手続きとは別に、生産設備（プラットフォーム）については BSEEの承認が必要

であり、プラットフォームが固定式かつ 400フィート（約 120m）以下の浅海の場合と、それ以外の場合と

で承認内容が異なる。固定式かつ 400フィート（約 120m）以下の浅海の場合には、支持構造の疲労や変形

に関する照査が主であるが81、それ以外の場合には、構造を検証する認定検証代理人（CVA:Certificated 

Verification Agent）による検証を受けることなどが規定されている82。一方、BSEEは、セメンチングに関し

て水深 500フィート（約 150m）を超える場合には、「大水深坑井のシャローウォーターフロー層のセメン

チングについての推奨実践例（API RP 65）」を適用するよう規定している83。 

BSEE所管の 30 CFR 250および BOEM 所管の 30 CFR 550では、大水深と浅海の区別に関する記述は、

この生産設備の承認とセメンチングの実施方法に関する２ヶ所のみである。 

以上の、海洋石油・天然ガス事業の開始までの BOEMによる５ヵ年リース計画の策定、リース鉱区の

決定、入札、事業者によるライセンスの取得、開発計画の一連の流れについて、BOEMにより図 3.3.1-4

のように纏められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
81 30 CFR 250.904-250.908 Platform Approval Program 
82 30 CFR 250.909-250.918 Platform Verification Program  
83 30 CFR 250.415(e)  
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図 3.3.1-4米国におけるライセンス過程84 

  

                                                        
84 http://www.boem.gov/Oil-and-Gas-Energy-Program/Leasing/Five-Year-Program/BOEM-OCS-Oil-and-Gas-Leasing-Process-Diagram.aspx 

【リース鉱区の決定】 

【ライセンスの取得】 

【５ヵ年リース計画】 
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CFRの規定から、米国における作業工程（探鉱・生産・廃坑）は次の表 3.3.1-1のように整理される。探

鉱、生産、廃坑のそれぞれの作業工程において計画の提出が義務付けられている。探鉱計画（EP）、開発

生産計画（DPP）の提出に際しては、BOEMが環境影響評価を行うための環境影響分析（Environmental Impact 

Analysis）を含める必要がある。 

 

表 3.3.1-1 米国における作業工程と認可・承認について 

作業 
工程 

作業者 作業内容（事例） 
申請者/届出先 備考 

認可 承認/同意 届出  

リース BOEM 
5ヵ年計画作成 
環境影響評価 

   
OCS Lnads Act 

Section 18 

 
探鉱 

（掘削） 

事業者 鉱区のリース入札 BOEM  
 
 

30 CFR 556 

事業者 環境影響分析作成   
 
 

30 CFR 550.227 

事業者 
探鉱計画（EP）、環境評価
を含む 

 BOEM  
30 CFR 550.211-

550.228 

BOEM EPに基づく環境影響評価 
 
 

  30 CFR 550.232 

事業者 掘削作業の実施 
 
 

BSEE  30 CFR 250.410 

事業者 仕上げ作業の実施 
 
 

BSEE  30 CFR 250.513 

生産 

事業者 環境影響分析作成   
 
 

30 CFR 550.261 

事業者 
開発生産計画（DPP）、環
境評価を含む 

 BOEM  
30 CFR 550.241-

550.262 

事業者 大水深開発計画（DWOP）  BSEE  
30 CFR 250.286-

250.295 

事業者 
沿岸域管理法（CZMA）適
合証明 

  BOEM 30 CFR 550.226 

BOEM 
沿岸域管理法による関係

州照会 
 州  

30 CFR 550.231-
550.235 

BOEM 
NEPAに従い環境影響評
価を作成 

 州  30 CFR 550.269 

事業者 生産設備の承認 
 

 
BSEE  

30 CFR 250.904-
250.921 

事業者 生産の承認 
 
 

BSEE  
30 CFR 250.1156-

250.1158 

廃坑 
事業者 廃坑計画  BSEE  

30 CFR 250.1700-
250.1754 

事業者 廃坑作業の実施 
 
 

 BSEE 30 CFR 250.1713 

※1 網掛けはOCS法で規定されている内容 
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表 3.3.1-1に示した鉱区リース入札から廃坑までの主な手続きをまとめて図 3.3.1-5に示す。 

 

期間 事業者 窓口 その他 

（申請）  

 

 

 

  

探鉱期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開発期間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生産期間 

 

 

廃坑 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

※沿岸域管理法（Coastal Zone Management Act）による 

図 3.3.1-5ライセンス申請から廃坑までの主な手続き 

 

 

承認 

報告 

報告 

承認 

掘削作業掘削作業掘削作業掘削作業の承認の承認の承認の承認 BSEE 

生産生産生産生産設備の承認設備の承認設備の承認設備の承認 BSEE 

承認 

報告 
開発開発開発開発生産生産生産生産計画（計画（計画（計画（DPP）））） BOEM 

環境環境環境環境影響分析の影響分析の影響分析の影響分析の実施実施実施実施 

鉱区鉱区鉱区鉱区リースリースリースリース入札入札入札入札 BOEM 
認可 

送付 

DPP照会 
関係州関係州関係州関係州※※※※ 

EIS照会 
関係州関係州関係州関係州※※※※ 

BOEM 
5 ヵ年ヵ年ヵ年ヵ年計画計画計画計画 
環境影響環境影響環境影響環境影響評価評価評価評価    等等等等 

報告 
大水深大水深大水深大水深開発開発開発開発計画計画計画計画 
（（（（DWOP）））） 

BSEE 

承認 

報告 
探鉱探鉱探鉱探鉱計画計画計画計画（（（（EP）））） BOEM 

承認 

報告 

承認 

CZMA手続き手続き手続き手続き BOEM 

BOEM 

承認 

報告 
廃坑廃坑廃坑廃坑計画の承認計画の承認計画の承認計画の承認 BSEE 

承認 

報告 
廃坑作業実施廃坑作業実施廃坑作業実施廃坑作業実施の承認の承認の承認の承認 BSEE 

承認 

報告 
生産生産生産生産の承認の承認の承認の承認 BSEE 
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 米国の海洋石油・天然ガス事業に係るリスク管理の考え方 

リスク管理の考え方については、OCS法および CFRにより規定されている。 

まず鉱区のリース前のリスク管理が OCS法に規定されている。内務省長官は、大陸棚の５ヵ年リース

計画作成時に OCS法により義務付けられている環境影響評価を行い、潜在的な環境へのリスクを評価す

る。また、沿岸域管理法により義務付けられている、計画に関する沿岸州からの意見聴取、調整を行う。 

リース決定後には、CFRにより事業者に安全環境マネジメントシステム（SEMS）導入による HSE管理

を義務付けている。BOEMと BSEEは、探鉱計画（EP）、開発生産計画（DPP）、大水深開発計画

（DWOP）等により、事業者が適切な安全管理体制を構築しているか、危険の特定と管理が適切に計画さ

れているか等を審査する。EP、DPPには事業者による環境影響評価の結果を情報として盛り込むことが

求められており、BOEMはこれら EPおよび DPPを元に環境影響評価を実施する。 

リスク管理項目等リスク管理手法については、CFRの SEMS規定85において詳細に定義されている。ま

た、CFR内では APIの危険分析の推奨実践例が参照されている86。事業者は、CFRのリスク管理手法およ

び海洋操業と施設に関する SEMS構築についての推奨実践例 API RP 75等に準拠して、自社の SEMSを構

築することが求められている。なお、CFRでは危険の特定と管理が要求されているが87、リスクの定量化

は求められていない。 

 

【リスク管理手法】 

APIでは、海洋施設のリスク分析について API RP 14J「海洋生産施設の設計と危害分析に関するベスト・

プラクティス」に規定しており、CFRで適合が義務付けられている88。API RP 14Jの目的は、海洋生産設備

の企画、設計および配置と、海洋生産施設のリスク分析の有用な手順とガイドラインを示すことであり、

CFRが SEMSに関して参照する API RP75のリスク管理手法について記載する文書でもある。海洋生産施

設のリスク分析には海上生産施設から海底設備の操作も含むため、APIの大水深開発のリスク分析は本 API 

RP 14Jの所掌であると言える。以下に API RP 14Jで定められる事業の段階別要検討項目を示す。 

 

1)プロジェクト初期  

①ハザード基準の規定 

②潜在する危険の調査 

③追加の調査や研究の必要性の特定 

④大体開発コンセプトとのリスク比較 

⑤主要な安全要件の定義。 

⑥今後の安全活動の特定と計画策定 

2)初期設計  

①トレードオフの検討による安全性評価 

②設計要件や基準の決定 

                                                        
85 30 CFR 250 SubpartS “SEMS” 
86 API RP 14J, Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities 
87 30 CFR 250.1911 
88 30 CFR 250.800，250.901 
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③安全システム（例えば、火災やガス）の定義 

④初期ハザード解析 

3)詳細設計 

①正式なハザード解析 

②将来の計画変更手順 

③スタートアップと試運転の手順作成 

④引き継ぎ手順の作成 

⑤安全情報パッケージの開発 

4)プリスタートアップ 

①コード・基準遵守の監査 

②施設機能と設計の照合 

③提案されているすべてのハザード対応の確認 

④以下の項目の妥当性の監査： 

� スタートアップと試運転の手順 

� オペレーション、保守およびテスト手順 

� オペレータトレーニング 

� プリスタートアップ時の機器のテスト項目 

5)オペレーション 

①定期的なハザード解析 

②計画変更の管理 

③方針および手順の定期的な監査と更新 

④事故調査と統計 

 

 米国石油･天然ガス開発に係る法律、規則、NTL および規格 

海洋石油・天然ガス開発における掘削に関する規制は、BSEE所管の 30 CFR 250である。CFRでは技術

的内容の詳細について API 等の業界規格等を満たすことを要求することで、規格等の遵守に拘束力が生じ

ている。特に APIからは規格、推奨実践例、マニュアル等の 88の API規格類他が取り入れられ、適用が義

務付けられている。SEMS は、API RP 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。 

マコンド事故後には、暴噴が起きた際の対応に関する NTL(NTL-2010-N06)、キャッピングスタック等の

暴噴対策機器に関する NTL(NTl-2010-N10)等が発行された。NTL は法律規定プロセスを踏まずに発行でき

るため、迅速な規制内容の変更を要する際に用いられている。 

 

（１）API規格 

APIでは、API規格（API Standards）として、機器材料の仕様を定める“仕様（Specificatin）”、産業界で

認められた実践例を示す“推奨実践例（RP：Recommended Practice）”、規格であるスタンダード（Standard）、

規制機関向けの検査資料である“コード（Code）の４種類（以下、API 規格類）を作成し、その他の API 
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Standardsとは呼ばないものとして、公報（Bulletin）、技術報告（Technical Report）等を作成している89。こ

れらの API規格類は API規格類開発手続き90を経て作成される91,92。APIでは、理事会の下に分野ごとの規

格委員会が設けられており、規格委員会の下部委員会が API 規格類の原案を作成、規格委員会で審議し、

API 理事会で承認されて API規格類となる。 

BSEEは、CFRにおいてAPI規格類を参照してはいるがAPIの企画委員会とは独立の立場をとっており、

APIのガイドライン・規格等の委員会にオブザーバーとして参加するが会員ではない。API等の規格等発行

機関へ要望は伝えるが、その要望に応えることに法的拘束力はない。BSEEは API 規格類を確認し、参照

すべき項目のみ参照する。BSEEとして API規格類から異なる要求をする際は、CFRにて各 API規格類に

対する変更点を明記する。規則の選定に際して、SME（Subject Matter Expert）と呼ばれる専門家とガイドラ

インの専門家が協力する93。 

 

（２）BOPについて 

米国 CFRの規定94では、浅海の場合にリグ上に設けられるサーフェス BOPと、大水深の場合に必須とな

るサブシー BOPともに各種ラムの段数は合計して最低４段と同じである。サブシーBOPについては、ROV

による操作、非常時の LMRP 切り離し等サーフェス BOPには無い内容を規定している。２つの BOPにつ

いて基本的な構造である各種のラムについて差はみられない。APIでは、サーフェス BOPでは少なくとも

４つのラム、サブシーBOPでは少なくとも５つのラムが必要としている。したがって、サブシーBOPに関

しては、米国 CFRの規定よりも API規格の方が高い冗長性を求めている。 

一方、日本の鉱山保安法において、BOPの耐圧性能については掘削する油層の性質もしくはガス層の性

質または掘削する深度に応じた圧力で規定しているが、APIにおける BOPの設計圧力（RWP:Rated Working 

Pressure）は主として地層圧力に対するものである。圧力仕様はサーフェス BOPでは 2,000psi～30,000psi95、

サブシーBOPでは 5,000psi～30,000psi96と上限は 30,000psiで同じである。水深 1,500mでも BOPへの水圧

は 2,100psi強であり、浅海と大水深とで用いられる BOPの間に強度的な仕様に特段の差異はみられないよ

うである。 

 

（３）セメンチングについて 

米国ではマコンド事故の要因への対策を加味した掘削安全作業について、標準化を目指して掘削安全ル

ールが発行された。掘削安全ルールは API STD 65を参考に作成され、マコンド事故の要因の一つとされる

セメンチングにはスラリーの試験とモデリングの要求が追加された。 

30 CFR 250.415(f)において義務付けられている API STD 65-PART2の内容を表 3.3.1-2に示す。なお、英

国およびオーストラリアではセメンチングについての要求は規則には直接明記されておらず、ノルウェー

                                                        
89 http://www.api.org/~/media/files/publications/faq/2011-procedures-final.pdf?la=en 
90 http://www.api.org/~/media/files/publications/faq/2011-procedures-final.pdf?la=en 
91 http://www.api.org/publications-standards-and-statistics/standards/committee-information 
92 http://mycommittees.api.org/standards/ecs/Shared%20Documents/API%20New%20Committee%20Member%20Orientation.pdf 
93 BSEE Lan 氏へのヒアリング 

94 30 CFR 250 Subpart B, 250.441-250.442 
95 API STD 53, Section 6 
96 API STD 53, Section 7 
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ではノルウェー規格協会（NORSOK）の規格 NORSOK（D-001, 007, 010）を参考として提示している。 

 

表 3.3.1-2 米国掘削安全ルールで例示されるセメンチング確認項目97 

No.  回答形式 

一般 

1 

掘削計画・坑井計画の決定の際に以下の項目を考慮しているか： 

可能性のある流量変化の評価、サイト選定、単純な危険、より複雑な危険の緊

急時対応計画、流体流入の際のウェルコントロール計画、循環流体流失制御の

ための計画、規制問題とコミュニケーション計画、坑井計画、間隙圧、崩壊圧

力勾配、泥重量、ケーシング計画、セメンチング計画、掘削計画、坑井油圧、

坑井洗浄、バリアの設計、緊急時対応計画 [API65-21.5] 

はい/いいえ 

2 
掘削中、監視中、坑井安定性の維持中、循環流体の流失の予防および対処中、

計画中および操業中の坑井の一般的な課題を考慮したか。 [API 65-2 1.6] 
はい/いいえ 

潜在フローゾーン 

3 坑井計画サイトの事前リスク評価は行うか。 はい/いいえ 

4 セメンチングを行う潜在的フローゾーンを列記。 列記 

5 
潜在フローゾーンの種類、場所、可能性は主要な関係者（セメンチングサービ

ス企業、リグ請負業者、第三者）に共有されているか。 
はい/いいえ 

重要な掘削流体 

6 流体比重はウェルコントロールに十分で、循環流体の流失を起こさないか。 はい/いいえ 

重要な坑井設計 

7 本坑井の設計でセメンチングのシミュレーションモデルは用いるか。 はい/いいえ 

7a 7が「はい」の場合、モデルの結果をいかに意思決定に反映するか。 説明 

7b 7が「いいえ」の場合、モデルを使わない理由。 説明 

7c いずれにせよ、設置するセントラライザーの数を記して下さい。 説明 

8 
セメント最上部が潜在フローゾーンの 500フィート（約 150m）上に位置する

ことを確認するか。 
はい/いいえ 

9 ケーシングを中央に設置するための口径が十分であることを確認したか。 はい/いいえ 

10 
アニュラスが密閉されている場合、どのように熱によるケーシング圧の上昇を

制御したか。 
なし/説明 

11 
セメンチング実施前に、坑井の安定（掘削流体が循環前後で比重が均等か、体

積が増減していないか）を確認するか。 
はい/いいえ 

12 アニュラーの機械的バリアを列記 説明 

                                                        
97 http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Recently-Finalized-Rules/Final-Drilling-Safety-Rule/AA02---Final-Rule-8-10-12/ 
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13 
ラットホール長は最小化、あるいはセメント比重より比重の大きい掘削流体で

満たされているか。 
はい/いいえ 

14a 
ライナートップパッカーが生産アニュラスあるいは中間アニュラスに曝される

場合、パッカー間の定格差圧は何か。 
なし/説明 

14b 
ライナートップパッカーが生産アニュラスあるいは中間アニュラスに曝される

場合、ネガティブテストは定格差圧を超えないことを確認したか。 

はい/いいえ/

なし 

15 ケーシングハンガーロックダウンメカニズムに用いる種類 説明 

16 
海底の中間および生産ケーシングハンガー、高圧坑口装置ハウジングに、ロッ

クダウンリングをネガティブテストの前に直ちに設置・活性化させるか。 
はい/いいえ 

17 

海底の中間および生産ケーシングハンガー、高圧坑口装置ハウジングに、ロッ

クダウンスリーブをネガティブテストの前およびケーシング設置後直ちに設

置・活性化させるか。 

はい/いいえ 

重要なオペレーション 

18 
最終ケーシングストリング（あるいは最後のライナーストリング）は、セメ

ント以外の機械的バリアを有しているか。 
はい/いいえ 

19 30 CFR250.422要件に従って BOPをニップルダウンする予定はあるか。 はい/いいえ 

20 
生産ケーシング/ライナーのネガティブテストを行う前に、生産ケーシング/ラ

イナー上にセメントボンドログを実行する計画はあるか。 
はい/いいえ 

以下の不測事態の際の計画があるか: 

21 循環流体の流失 はい/いいえ 

22 計画外のシャットダウン はい/いいえ 

23 計画外の流量・圧力変化 はい/いいえ 

24 ケーシングシューやケーシングカラーが差圧を保持できない場合 はい/いいえ 

25 海上機器の問題 はい/いいえ 

26 セメンチング時およびセメント硬化待機時、アニュラスを監視するか。 はい/いいえ 

27 
泡状のセメントを使用する場合、セメンチング計画にそのリスク評価は組み込

まれているか。 
はい/いいえ 

28 
泡状のセメントを使用する場合、発泡剤、安定剤、窒素の注入は自動処理シス

テムで制御されるか。 
はい/いいえ 

重要な泥除去 

29 
掘削流体およびセメント流体プログラムが汚染の可能性を削減するよう試験

したか。 
はい/いいえ 

30 注入するセメント量を決定する際に、実際の坑井状態を考慮したか。 はい/いいえ 
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31 スペーサーは、最大限泥を除去できるようモデリング、設計されているか。 はい/いいえ 

重要なセメントスラリー 

32 
すべての潜在フローゾーンを隔離できる確率を最大化するようすべてのセメ

ントスラリーのパラメータが考慮されているか。 
はい/いいえ 

33 セメンチングを行う前に循環流体をすべて回収する計画しているか。 はい/いいえ 

 

（４）Deep Star 

TEXACO （現 Chevron）がイニシアチブを取り、大水深に特化して海洋石油・天然ガス開発に使用され

得る新規技術開発を目的とした技術集団である。1991年に設立された大水深開発に特化した世界でもユニ

ークな組織であり、図 3.3.1-6に示すように主要なオイルメジャー11社（Chevron, BP, Total, Petrobras, Nexen, 

Statoil, Marathon Oil, ConocoPhillip, MaerskOil, Anadarko, Woodside Energy）が会員となって出資している。本

組織設立の背景には、大水深技術は業界全体の課題であり、オイルメジャー1社単独で行うよりは、数社で

開発を行った方が経済的かつ効率が良いのではないかとの視点がある。 

 

図 3.3.1-6 DEEPSTAR 

  

2年おきに各社代表からの同意を得られたプロジェクトを遂行しており、下記のような 10の大水深の中

での開発テーマがある。また、コロラド鉱山大学（Colorado School of Mines）、フロリダ州立大学（Florida 

State University）、マサチューセッツ工科大学（MIT）、ライス大学（Rice University）、テキサス A&M 大学

（Texas A&M University）、テキサス工科大学（Texas Tech University）、タルサ大学（Tulsa University）、ヒュ

ーストン大学（University of Houston）等の大学とも共同して R&D を行っている。 

1)地球科学（Geosciences Committee） 

2)規制制度（Regulatory Committee） 

3)フローアシュアランス（Flow Assurance Committee） 

4)海底システム（Subsea Systems Committee） 

5)浮遊システム（Floating Systems Committee） 

6)掘削および仕上げ（Drilling and Completion Committee） 

7)管理と技術支援（Administration and Technical Support） 

8)リザーバーエンジニアリング（Reservoir Engineering Committee） 

9)気象海象（Met-Ocean Committee） 

10)システムエンジニアリング（Systems Engineering Committee） 
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 マコンド事故後の対応および課題 

（１）大統領設置の事故調査委員会 

マコンド事故の後、米国では、大統領指示により設置した調査委員会による調査報告98が 2011年 1月に、

内務省による調査報告99が 2011年 9月に発行された。特に大統領指示により設置した調査委員会による調

査報告では、以下のような内務省に対しての厳しい指摘がなされた。 

 

1)鉱物資源管理局（MMS）の監督機能不足 

・鉱区リース収入重視の組織運営がなされており、厳しい監督がなされていなかった 

・組織として訓練がなされないことにより、職員に監督者としての知識が不足していた 

・職員にモラルハザードが見られた 

2)BOP等機器について 

・BOPが冗長性、フェールセーフ機能を備えていたが機能しなかった 

・ROVによる対応を試みたが失敗に終わり、ROVの操作性向上が必要であった 

・何らかの原因でシアラムが作動しないなど、機能不全があった 

・バッテリー等の適切なメインテナンスの実施が必要であった 

3)作業手順について 

・セメンチング状況の精確な把握が必要であった 

・坑井状況を適切に評価できる評価技術が必要である 

4)油漏洩対策について 

・漏出源対処能力の向上が必要である 

・漏出油回収能力の向上が必要である 

・拡散剤の長期的影響評価についての検討が必要である 等 

 

これらの報告を受け、内務省および MMS が名称変更した海洋エネルギー管理･規制･執行局（BOMRE、

現 BOEM、BSEE）は、米国における海洋石油・天然ガス開発の継続のために安全・環境保全に関する抜本

的な改革を行った。 

 

（２）規制機関の組織改編 

2010年 6 月、MMS は、その管轄範囲をより正確に表す海洋エネルギー管理･規制･執行局（BOEMRE: 

Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement）という組織名に変更された。さらに 2011年

1月、内務省は、「資源開発およびエネルギー管理機能」と「 安全･環境執行機能」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。 

BOEMでは、BSEEと BOEMに分かれたことで、次の成果が得られたとしている100。 

1)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

                                                        
98 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-OILCOMMISSION/pdf/GPO-OILCOMMISSION.pdf 
99 http://docs.lib.noaa.gov/noaa_documents/DWH_IR/reports/dwhfinal.pdf 
100 http://www.boem.gov/Reorganization/ 
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向上し、上司の意図がわかりやすくなった。 

2)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。 

3)様々な機構を通じて、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、 

・BOEMに初の Chief Environmental Officerという役職ができた。  

・BOEMで環境レビューとリース業務が分離された。 

・BSEEに環境コンプライアンスおよび施行という新しい職責が設置された。 

・BSEEで油流失対応計画のレビューおよび実施状況が改善された。 

 

（３）海洋掘削の安全向上 

 以下の２つの NTL と掘削安全ルールが発行され、海洋掘削の安全向上が図られた。 

1)NTL No.2010-N06101（2010年 6月） 

オペレータは暴噴および最悪の場合の油流出の可能性に対処する用意（リリーフ井102掘削リグの手

配、その他可能な手段等）があることの証明を要求されるようになった。 

2)掘削安全ルール（2010年 9月） 

機器、安全対策、環境保護措置への監督の観点で強化され、坑井設計、ケーシング、およびセメント

のための新たな基準を満たすことと、独立した専門の技術者による認定を受けることが必要になっ

た。例えば、高温・高圧（15,000psi、華氏 350度）が想定される場合には、掘削許可、大水深操業計

画等の承認を得る際に海底下の機器（安全バルブ等を含む）について詳細な検討を義務づけた103。 

3)NTL No.2010-N10104（2010年 11月） 

BOPを使用した作業において、油回収手段の手配と展開が暴噴に速やかに対処するために適切であ

るかを説明する以下のような内容が審査されることになった。また海洋石油・天然ガス開発施設に

対し、複数人で構成される検査チームを組成する方針が発表された105。 

・油回収ドームおよびキャッピングスタックを含む海底における油回収貯蔵装置 

・ハイドレート制御、分散剤散布等を含む海底の装置 

・ROV、回収船、支援船、貯蔵設備等 

 

（４）作業環境の安全向上 

海洋石油･天然ガス事業に最も関係の深い HSE規則は、2009年に内務省が公表した SEMS 提案ルール106

（Proposed Rule）で、事業者が大陸棚における事業のための SEMSを策定、実施することを義務づける内

                                                        
101 http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Notices-to-Lessees/2010/10-n06/   

102 暴噴坑井の近くから暴噴坑井の底部まで掘り進め、セメントにより暴噴坑井を封じるための坑井 

103 30 CFR 250.807  

104 http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Notices-to-Lessees/2010/10-n10/ 
105 http://www.bsee.gov/About-BSEE/BSEE-History/Reforms/Reforms/ 
106 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2009-06-17/pdf/E9-14211.pdf 
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容について業界等から意見を求める提案ルールであった。この提案ルールにおける SEMSの内容は、API 

RP 75に規定された SEMSの 12の構成要素（①安全と環境に関する情報、②ハザード分析、③操業・施設

の変更管理、④安全で環境に無害な操業方法、⑤安全作業プラクティス、⑥トレーニング、⑦機械的健全

性、⑧起動時点検、⑨緊急時対応と制御、⑩事故調査、⑪監査、⑫記録と文書化）のうちから 4項目（②

ハザード分析、③操業・施設の変更管理、④安全で環境に無害な操業方法、⑦機械的健全性）を取り入れ

ることを義務付けたものであった。 

内務省は、2010年 4月のマコンド暴噴事故後の 2010年 9月に、SEMSを義務付ける「作業場安全ルー

ル」と、掘削作業の安全性を高める「掘削安全ルール」の 2つの最終ルール（Final Rule）を公表した107,108。 

作業場安全ルールによって、事業者は SEMS実行を義務づけられた。このルールは 2010年 11月 15日に

発効した。このルールの適用範囲は、大陸棚における掘削、生産、およびパイプライン敷設等、海洋事業

活動の全般にわたる。 

2013年 4月には、BSEEが SEMS改定ルール（Final Rule）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改定ルールは 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改定ルールのうち監査要求を除く規定に対応しなくてはならな

い。そして、SEMSによる監査も 2015年 6月 4 日までに SEMS改定ルールに準拠しなければならない。 

SEMS改定ルール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。SEMS改定ルールは、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。  

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 

 

リスク管理には API 規格だけでなく様々な考え方があり、ノルウェーで用いられている NORSOK規格

等と比較して SEMS改定ルールに含まれていない要素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 

 

                                                        
107  http://www.doi.gov/news/pressreleases/Salazar-Announces-Regulations-to-Strengthen-Drilling- Safety- 

Reduce-Risk-of-Human-Error-on-Offshore-Oil-and-Gas-Operations.cfm 
108  http://www.doi.gov/news/pressreleases/upload/09_30_10_Fact-Sheet_Offshore-Oil-and-Gas-Reforms-NOAAfix.pdf 
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（５）BSEEと USCGの連携 

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。 

BPのマコンド暴噴事故とその油流出を経て、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およびコメントのための情報を交換する。また、BSEEの監査は USCGの交通機関

を用いることも協定に記されている。米国領の海上において、USCGの交通機関の乗り入れを拒否するこ

とはできない。そのため監査の強制力が強化されたといえる。 

 

（６）業界の動き 

COS（Center for Offshore Safety109）が設立され、安全管理システムの監査サービスを行う等の活動に取り

組んでいる。また、MWCC（Marine Well Containment Company110）や HWCG LLC111 等、事業者の共同出資

会社によるキャッピングシステム等の油漏洩事故時の緊急対策システムを構築している112。  

マコンド事故において、BOPのブラインド・シアラムの機能不全は暴墳によるドリルパイプの芯ずれも

一因と想定されていることから、石油会社はコントラクタに対して強制的な芯だし機能を有する刃先のシ

アラムを提供するよう求める事例が見られるようになってきた。現時点においては API 規格類その他の規

格等で推奨しているものではないが、業界での実践を経て、今後 API において推奨あるいは要求事項とし

て API規格類に取り込まれ、規則側に追認される可能性もある。 

 

（７）APIの動き 

APIはマコンド事故後、業界と共に４つのタスクフォース（操業方法、機器、ウェルコントロール、油漏

洩対策）を立ち上げて API規格類の更新を検討している113。 

 

1)操業方法タスクフォース（Offshore Operating Procedures Task Force） 

坑井の掘削および仕上げについてのタスクフォースで、坑井建設に関する RP65の見直しや、大水深

における坑井の安全な設計と建設についての坑井設計と操業上の留意点に関する検討を行った。 

2)機器タスクフォース（Offshore Equipment Task Force） 

BOPについてのタスクフォースで、BOPに関するRP53を見直し、BOPの冗長性強化を図った STD53

を作成した。 

                                                        
109 http://www.centerforoffshoresafety.org/ 
110 http://www.marinewellcontainment.com/ 
111 http://www.hwcg.org/ 
112 http://www.marinewellcontainment.com/containment-system/interim-containment-system/ 

113 http://www.api.org/oil-and-natural-gas-overview/exploration-and-production/offshore/api-joint-industry-task-force-reports 
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3)ウェルコントロールタスクフォース（Subsea Well Control and Containment Task Force） 

制御を失った坑井からの油流出を制御する技術と方法についてのタスクフォースで、海底面におけ

る油回収、坑井内における制御と油回収、海中での油回収と海上での貯蔵、リリーフ井について検

討した。ここでの検討で得られた油回収についての初動対策は、業界共同での油回収会社（前述の

MWCC、HWCG）により実現されこととなった。また、キャッピングスタックについての API規格

類についても検討しており、Spec 17W「海底キャッピングスタック（Subsea Capping Stacks）」とし

て発行される予定である。 

4)油漏洩対策タスクフォース（Oil Spill Preparedness and Response Task Force） 

APIの油漏洩対策および対応委員会のもと、７つの分野（計画、油分散剤、海岸の保護および浄化、

油の検知および追跡、洋上焼却処理、機械的復旧、代替技術）で長期的検討を行っている。 

 

これらのタスクフォースの検討結果から、以下の API規格類が発行された。 

・STD 53 –坑井掘削時の暴噴防止装置第４版（Blowout Equipment Systems for Drilling Wells,November 

2012） 

・RP 96 –大水深坑井設計と建設（Deepwater Well Design and Construction，March 2013） 

・RP 17H – ROV（Remotely Operated Vehicles，June 2013） 

・Bull 97 – 坑井建設インターフェース文書（Well Construction Interface Document，December 2013） 

・TR 1PER 15,000-1 – 耐圧 15,000psi以上の装置仕様（Protocol for Equipment Rated Greater Than 15,000psi，

March 2013） 

 

この内、最も大きな変更は、BOP関係（RP53）が STD53へと変更されたことにより、BOPに関しては

推奨から規格になり、遵守することへの要求が強化されたことである。STD53の内容改訂では、BOPの冗

長性の強化、ROVの能力向上等を図った。まず、BOPの冗長性強化のため、従来の推奨実施例 RP53では

規定のなかった、以下のラムの数等を規定した。 

・最低２段のシアラムの装備 

・１つの坑井を密閉できるブラインド・シアラムの装備 

・LMRP114離脱時や動力途絶等の緊急時の坑井閉鎖機能の装備等 

 

従来の推奨実施例 RP53では、サーフェス BOPとサブシーBOPとの相違点としてサーフェス BOPでブ

ラインド・ラムが用いられる代わりにサブシーBOPではブラインド・シアラムが用いられる点をあげてい

た。構造の規定以外でも、5年ごとのメインテナンスの義務付けなどの規定も追加された。また、ROVの

能力と操作性向上として、RP53では規定のなかった以下の内容を規定した。 

・最低一つのパイプラムを閉鎖できること 

・ブラインド・シアラムを閉鎖できること 

・LMRPを離脱させられること 

 

                                                        
114 Lower Marine Riser Package; BOP に接続するライザー管など 
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さらに ROVに関する RP 17Hによっても BOPスタックの操作に関して規定し、ROVの機能向上を図っ

ている。その他、RP65の見直しと RP96の作成によりバリア管理と操業手順等を規定し坑井の健全性強化

を図るなど、RP等の内容改訂、新規作成等により、以下が図られた。 

・坑井状況検知方法の多重化、セメンチング・圧力テスト・圧力バリアの確保手順 

・ウェルコントロール方法の改善、教育の強化 

・海洋汚染防止、対応 

 

2014年 3月時点で、改訂中の API規格類は以下のとおりである。 

・RP 14C – 海洋施設の安全システム（Safety Systems for Offshore Facilities） 

・Spec 16A – 掘削装置仕様（Specification for Drill-through Equipment115） 

・STD 16AR（新規）– 掘削装置の修理と再製作（Repair and Remanufacture of Drill-through Equipment） 

・Spec 16C – チョークおよびキルシステム（Choke and Kill Systems） 

・Spec 16D – ウェルコントロール装置の制御システム（Control Systems for Drilling Well Control 

Equipment） 

・RP 17V – 海底安全システム（Subsea Safety Systems） 

・Spec 17W – 海底キャッピングスタック（Subsea Capping Stacks） 

・RP/STD 64 – ダイバーターシステム装置と操業（Diverter Systems Equipment and Operations） 

・RP 65-1 – 大水深坑井におけるシャローウォーターフローゾーンのセメンチング（Cementing Shallow 

Water Flow Zones in Deep Water Wells） 

・RP 90-1（以前の RP 90）– 海洋坑井のアニュラーケーシング圧力管理（Annular Casing Pressure 

Management for Offshore Wells） 

 

（８）今後の動き 

今後の動きとして、SEMS要項の再更新の可能性も示唆されている116。また、現時点での業務責任は、オ

ペレータに SEMSの全体責任が課せられるが、実際のオペレーションはオペレータ以外にも掘削業者、サ

ービス業者等の多様な組織がオペレーションを担う。現時点では文書のブリッジングによりオペレータが

各者の役割を把握出来るようにしている。しかし、オペレータ企業以外の企業も SEMSの所有を目指す動

きが見られている117。 

SEMS改定ルールはすでに承認されているが、今後 SEMS再改定ルールが発行される可能性もある。 

 
※3.3.1の Appendix  

Appendix 2-1-1 国連海洋法条約第 76条による大陸棚の定義 
Appendix 2-1-2 米国 Outer Continental Shelf Lands Act目次 
Appendix 2-1-3 米国 CFRについて 
Appendix 2-1-4 CFRにおける BOPについての要求内容 

 

 

                                                        
115 Drill-though Equipment は Drilling and production equipment と同義であり、BOP およびその周辺機器（ram blowout preventers; ram blocks, packers and 

top seals; annular blowout preventers; annular packing units; hydraulic connectors; drilling spools; adapters; loose connections; clamps）を指す 
116 BSEE Lan 氏のヒアリング結果より 
117 Center for Offshore Safety Williams 氏のヒアリング結果より 
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 ノルウェー 

 ノルウェーの海洋石油･天然ガス事業に係る規制の成り立ち 

ノルウェーにおける海洋石油開発は、法整備以前に海洋石油開発が開始されていた。ノルウェー大陸棚

で最初に掘削が行われたのは 1966年であり118、最初の掘削から 4年後の 1970年に初めて石油事業に適切

な安全規則を提案する委員会（Commission）が指名された。ノルウェー石油管理局（NPD：Norwegian 

Petroleum Directorate）が設立されたのは、さらにその数年後、1973年である。 

当時、固定式生産設備と移動式海洋ユニット(MOU: Mobile Offshore Unit)との間には、技術的な、かつ

管轄の区別もあった。探鉱はジャッキアップリグや浮遊式（floaters）等の MOUで行われていたのに対

し、生産は鋼製またはコンクリート製構造で支持された固定式生産設備であった。MOUはノルウェー海

事局(NMD:Norwegian Maritime Directorate)の管轄で、NMD の安全規則の対象であり、 固定式生産設備は

NPDの管轄で、ノルウェー大陸棚は二つの規制当局により管理されていた。1975年に探鉱における包括

的な安全規則が制定され、NMD によって管理された。翌年、生産においても同様の規則が制定され NPD

によって管理され、固定式設備の詳細な規則と法令順守を担当した。 

しかしながら、すでに建造された施設、 特に電気設備や消火設備に関するシステムの安全性に欠陥の

あることが判明した。それらの欠陥を直す作業は時間も費用もかかる大仕事であったため、NPDは取り

急ぎ、設計と建設を優先することにした。また、安全に関する監視に関して産業側(会社側)と当局側に役

割分担に関する考え方に相違点があることが判明した。NPDは産業側(会社側)に対して、言われなくても

自分の活動が許容範囲であると責任を持つことを期待していたのに対し、産業側(会社側)は、規制当局が

責任をもって検査をしたり、 非適合を特定したりして改善要求が出されることを期待していた。こうし

た産業側(会社側)の受身的な態度は、NPDの検査体制や組織を強化するに至った。また NPDは、日々の

操業への関与の増加から安全操業に対する責任がオペレータから NPDに移りつつあるのを実感するに至

り、満足する安全レベルを保証しなくてはいけないと感じてきた。 

そして、1970年代後半より、当時の安全規則に基づく現実的な検査体制が構築され、規制側と事業者

側との責務の分担が明確化され、自主規制に関するガイドライン（現在のガイドラインの前身）も 79年

に完成し、産業側の自主的な行動が責務化された。この責務には操業を体系的に管理することも含まれて

おり、NPDはこの時点で“この時点で“業側の自主的な行動が責という言葉を使用し、事業者へマネジメン

トシステムを要求、マネジメントシステムは事業者の必要条件であるとの見解を示した。このマネジメン

トシステムの導入には慣れるまで時間が掛かり、何度も改訂された。 

重大事故を契機とした規制の強化の推移として 1977年ブラボにおける暴噴事故から派生する BOP設置

の義務化があげられる。本事故以降安全にかかわる事項に関して NPDは、資源を管理する石油エネルギ

ー省（MPE: The Ministry of Petroleum and Energy）に加え、重大事故を契機として、労働省(The Ministry of 

Labour and Social Affairs)および地方政府にも報告するようになった。さらに、1980年 Alexander L Kielland

事故によって、検査体制、安全トレーニング、レスキュー体制、サバイバルスーツ等の改善点が明るみに

                                                        
118 大陸棚とは、「ノルウェー領海を越えて広がる海域の海底と地下で、大陸縁辺部の外縁に至るノルウェー領土の自然な広がり。領海の幅を測定する基線から 200 海里を下回らな

いが、他国との中間点を越えない。ただし、基線より 200 海里を越える大陸棚に関する国際法の規定または関係国との合意にもとづくものをのぞく」と定義されている（Petroleum 

Act Section 1-6）。国連海洋法条約 76 条の規定と同様である。 
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なり、海洋安全規制が NPDに一元化された119。こうした流れの中で、2004年 1月 1日に政府の独立部署

として石油安全局（PSA: Petroleum Safety Authority）が設立され、前 NPDの安全部署から石油事業に関す

る安全を監督する役割を継承した。PSAは、陸上の石油関連やパイプライン施設に関する安全、緊急時対

応や作業環境（WE: Working Environment) も管轄するため、陸上と海洋の規則を齟齬なく調和させ陸上と

海洋の統合された 4つの規則（regulations）が完成し、2011年 1月 1日より施行された120。 

 

 ノルウェーの海洋石油･天然ガス事業に係る法体系と組織体制 

（１）法体系 

ノルウェーの石油・天然ガス事業に係る法体系は、 

 法律（Acts）－規則（Regulations）－ ガイドライン（解釈例：Guidelines）、規格等 

となっている。 

法律の下、規則およびガイドラインは労働省の監督下にある PSAが定めている。石油・天然ガス開発に

おいて適用となる法律である 1996年制定の「石油活動法（Petroleum Activities Act 1996）」が定めた内容の

詳細を規則が規定し、ガイドラインが解説および関連した規格等について記載している。この関係は、日

本の鉱山保安法における法と省令、技術指針等の関係と類似している。 

 

【石油活動法】 

石油活動法121は、ノルウェー大陸棚に適用され、石油とは「地下にある液体・気体等すべての炭化水

素」と規定している。この法律は、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。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。また、HSE管理に関する規定については、既存のWorking 

Environment Act、Pollution Control Act等を適用するものとしている。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、ノルウェーおよ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、および輸送のライセンスは、石油活動法およびその従属規則に

定める条件に従って与えられる。なお、生産ライセンス申請の際には、環境アセスメントを含むリスク評

価の実施が必要である。 

 

【規則】 

現行規則では要求事項について満たされるべき状態や機能を規定している、いわゆる目標設定型もしく

はパフォーマンスベースと呼ばれる形態であり、この枠組によって、事業者は実務的解決策に関し、幅広

い選択肢を持つ事が可能になっている。本枠組みのメリットとして、技術革新や操業形態の変更によって

継続的に規則を変更しなくて良いという点があげられる。また規則について最善の理解を得るため、国に

よるガイドライン（解釈例）が発行されている。 

石油活動法の下、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に、海洋施設での石油活動

                                                        
119 http://www.bsee.gov/BSEE-Newsroom/Speeches/2012/University-of-Houston-Herbst-02-02-12-pdf/  
120 http://www.psa.no/news/from-prescription-to-performance-in-petroleum-supervision-article6696-878.html 
121 Act 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities (Norwegian Petroleum Directorate) 
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における衛生、安全および環境に関する規則（フレームワーク規則）、海洋施設での石油活動における管

理、情報提供義務に関する規則（管理に関する規則）、石油事業活動に関する規則（活動に関する規則）、

石油活動における施設の設計、艤装に関する規則（施設に関する規則）の 4つの規則が策定されている。

４つの規則の中ではフレームワーク規則は他の３つの規則の上位の位置づけとなっており、フレームワー

ク規則を補完する内容を他の３つの規則が規定している。それぞれの規則の概要を以下に示す122。 

 

1) フレームワーク規則（Framework Regulation） 

・健康、安全、環境に関する原則 

・責任当事者（責任の所在）の定義 

・リスク低減の原則 

・移動施設についての海洋規則の適用 

・労働時間等 

・罰則 

  2) 管理規則（Management Regulations） 

・健康、安全、環境に関連した管理要求事項の具体的内容（リスク低減、障壁、管理要素、リソ

ースとプロセス、不適合の取り扱いと改善） 

・監督機関に提出または入手可能としておく資料と情報（同意申請、通知、陳述、報告） 

  3) 活動に関する規則(Activities Regulations) 

・種々の活動が実行される方法を規制する要求事項の具体的内容（立上げと利用の操業前提条

件、労働環境、健康関連の要因、自然環境、外部環境 の監視、緊急時の備え、掘削および坑

井活動、メインテナンス、海上作業、有人水中作業） 

・外部への排出基準についての規定 

・環境影響評価(EIA: Environmental Impact Assessments)ならびにベースライン調査などを基礎とし

た、外部環境監視計画と実行についての規定 

・廃棄物に関して、オペレータに廃棄物管理計画の作成についての規定 

  4) 施設に関する規則（Facilities Regulations） 

・施設等の設計、艤装に関する要求事項の具体的内容（堅牢な設計、安全機能と負荷、材料、業

務と休憩区画、物理的障壁、緊急時への備え、掘削と坑井システム、洋上施設） 

・掘削と坑井システムでは、障壁およびウェルコントロール機器、切断システム、掘削流体、セ

メンチングユニット、仕上げ機器等についての規定 

 

 以上の規則の概要をまとめて表 3.3.2-1に示す。 

 

 

 

                                                        
122 PSA ホームページ http://www.psa.no/about-the-hse-regulation/category929.html 
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表 3.3.2-1 石油活動法 に関する 4 つの規則 

規則 規制範囲 
適用 

エリア 
発行機関 実施機関 

フレームワークに

関する規則 

海洋施設での石油活動に

おける 衛生、安全および
環境に関する規則 

海洋およ

び陸上 
国王 

関係法令の所管

省庁、 PSA, 
NEA※および労

働省等 

管理に関する規則 
海洋施設での石油活動に

おける管理、情報提供義

務に関する規則 

海洋およ

び陸上 
PSA、NEA 
および労働省等 

PSA、NEA 
および労働省等 

活動に関する規則 石油活動に関する規則 海洋 
PSA、NEA 
および労働省等 

PSA、NEA 
および労働省等 

施設に関する規則 
石油活動における 施設の
設計、艤装に関する規則 

海洋 
PSA、NEA 
および労働省等 

PSA、NEA 
および労働省等 

※NEA：Norwegian Environment Agency 

 

【ガイドライン】 

４つの規則には、それぞれ規制機関作成のガイドライン（解釈例）がある。規則の条項に１対１で詳細

な説明を加えたもので、参照すべき規格等が述べられている。 

これらの規則はリスクベースの規則であり、各事業者がプロジェクトごとに直面する個別のリスク（例

えば、北極圏のフィールドであればとても低い気温、雪、氷の影響、視界の悪さ、フィールドへのアクセ

スの困難さ等）と関連づけて解釈する必要がある。 

 

以上の石油･天然ガス開発おける法規制の概要を図 3.3.2-1に示す。 

 

図 3.3.2-1ノルウェー法規制概念 

（1996） 

（2011） 
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【鉱害に関する規制】 

鉱害に関する規制の例として、鉱害に対する責任と、リスク管理について以下のように規定されてい

る。法律、規則、ガイドラインの規定を抜粋したものを Appendix2-2-8に示す。 

 

  1)事業参画者の責任と罰則 

・オペレータとその他事業への参加者は本規定について責任があり、健康、安全、環境規制にお

ける規定を守らねばならない。また、オペレータは、個人または請負企業や下請け企業に、健

康、安全、環境規制における規定を守らせねばならない。 

・Licenseeと施設の所有者は、本規定に基づき自らに課される義務について、オペレータに健康、

安全、環境規制における規定を守らせる責任がある。 

・故意または過失により違反した場合には罰金または禁固 3ヶ月以下、悪質な場合には禁固 2年

以下の罰則が課される。他の法令（Working Environment Act，Pollution Control Act，Health Personnel 

Act，Contagious Illness Protection Act，Health and Social Preparedness Act）の罰則の方が厳しい場

合にはそちらを適用する。 

  2)鉱害に対する責任 

・汚染損害とは、石油の流出・放出に伴う汚染によるもので、汚染対策、回復費用、漁業被害を含

む。 

・過失の有無によらず Licenseeが汚染損害について責任を負う。Licenseeは、故意または重過失

を除き、自己またはその請負者の下の業務実施者・従事者、使用機器の製造者・運搬者、汚染損

害を回避または低減するために対処したもの、または人命救助または石油事業に関連する財産

を救おうとしたもの、に対して賠償請求できない。 

  3)リスク管理 

・生産ライセンスを認め新規鉱区を開放する前に、当該区域について、石油事業の貿易、産業、

環境に与える影響、起きうる汚染のリスク、石油事業の結果として考えられる経済的、社会的

な影響についてのアセスメントを含む評価（evaluation）が行われなければならない。 

・Licenseeは、石油資源を開発することを決定したら、国（Ministry）に対して経済的側面、資源

的側面、技術的、安全関連、商業的、環境的側面の検討と、石油事業が終了した際の廃坑と設備

廃棄についての情報を含む、石油資源の開発操業計画（PDO）を提出し、承認を受けなければ

ならない。 

・責任当事者（responsible party）は、健康、安全、環境規制における要求を遵守することを確実に

するように設計されたマネジメントシステムを確立、維持、開発しなければならない。 

・責任当事者は、危害、間違い、危険、事故が発生しないように、技術的、操業上または組織的な

解決策を選ばなければならない。さらに、Section 5で述べる障壁を確立しなければならない。 

・Licenseeとその他石油事業の関係者は、人命の損失または怪我、汚染や資産への重大な損害につ

ながる事故および緊急事態へ対処するため、常に有効な緊急事態への備えを維持管理しなけれ

ばならない。 
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（２）組織体制 

 ノルウェーの石油・天然ガス事業についての主な規制関係機関は、ノルウェー石油管理局（NPD: 

Norwegian Petroleum Directorate）と石油安全局（PSA: Petroleum Safety Authority）である。また関係機関と

して、ノルウェー環境局（Norwegian Environment Agency）、交通通信省(The Ministry of Transport and 

Communications)、ノルウェー海事局（NMA: Norwegian Maritime Authority）がある。 

 

【MPE、NPD】 

 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

と政府が定める法規に従って遂行されているかを監督、資源管理や鉱区全体に関して責任を持つ。MPE

の下部機関である NPDは、規則の制定および規則に基づく決定を行う。さらに、ノルウェー大陸棚につ

いて事業者から提供された提出書類および記録を管理し、これらの提出書類および記録に基づき、実作業

を把握している。また、監査や課徴金について、MPEと共同で責務を負っている123。 

 

【労働省、PSA】 

 労働省（The Ministry of Labour and Social Affairs）は、すべての安全･労働環境の規制･監督責任を負って

いる。ノルウェーの労働環境に関する規定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、事業者側が適切な低減措置を講じる必要のある、労働者が直面

するさまざまな危険を定めている。 

 労働省の監督下にある PSAは、ノルウェーの石油･ガス事業に関する安全衛生規制機関である。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、および労働環境を管轄する独立の政府規制機関である（PSA組織図と管轄概要は Appendix 2-2-1およ

び Appendix 2-2-2参照）。従業員は、170人程度である124。PSAは、政府が NPDの職責の分割を決定した

2002年に行われた、石油・天然ガス分野に関する新しい４つの規則の制定についての NPDと汚染防止局

（Pollution Controll Agency）と安全衛生委員会（Board of Health）の３者合意を受け、2004年に労働省管

轄のもと石油事業に関する独立した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は石油産業の安全およ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、免責等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（図 3.3.2-2）。 

 

 PSAは、新しいルールの策定や既存の規則の情報提供および解釈の改善に継続的に取り組むことを目的

に、石油業界だけでなく他業種を含めた産業界、労働組合、および政府機関の３者で構成される合同委員

                                                        
123 www.npd.no (homepage of NPD) 
124 “Use of standards in regulations to accomplish PSA regulatory objectives” Presentation at the BSEE Domestic and International Standards 

Workshop January 28 -29, 2014 
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会として規制フォーラム（RF: Regulatory Forum125）を 2010年に設立した。RFは、規則の内容および解釈

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。 PSAは規制機関として、対話を重

視している126。そのため、ヒアリング／監査／報告等により定期的に事業者と接触し、事業に問題が無い

かを対話を通じて確認している。 

 

図 3.3.2-2 PSAによる規制の強度 

 

【環境省】 

 環境省（The Ministry of Climate and Environment）はノルウェーの環境政策の実施について規制・監督責

任を負っている。環境省の下部機関にはノルウェー環境局（Norwegian Environment Agency）があり、PSA

とともに表 3.3.2-1に示した規則を制定、実施している。 

 

【交通通信省】 

 交通通信省(The Ministry of Transport and Communications)はノルウェー海域の重大汚染に対する緊急時対

応について責任を負っている。また、交通通信省は、油漏洩対策も担当している127。 

 

【NMA】 

 その他に、通商産業水産省(The Ministry of Trade, Industry and Fisheries)の下部機関のノルウェー海事局

（NMA: Norwegian Maritime Authority）がある。ノルウェーに登録された船舶およ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）およ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 が管轄しており、石油事業に使用される移動式施設はすべてこれらの船籍船舶登録に登録

されている必要がある。また、IMO、ILO、欧州経済領域（EEA）協定に定められた欧州経済圏における

                                                        
125 旧 external reference group for regulatory development として 1986 年に設立、PSA 設立と共に RF となった。メンバーは、産業界：The Norwegian Oil and Gas 

Association ，Federation of Norwegian Industries，IndustriEnergi，Lederne，The Norwegian Shipowners' Association，the Norwegian Union of Marine 

Engineers and the Norwegian Maritime Officers' Association 組合： The Norwegian Union of Energy Workers，The Norwegian United Federation of 

Trade Unions，The Norwegian Confederation of Trade Unions 政府機関： The Ministry of Labour and Social Affairs (observer)，The Norwegian 

Directorate of Health，PSA（事務局）  http://www.psa.no/regulations/regulatory-forum-article9524-216.html 
126 ONS 2014 における PSA Monica Ovesen 氏から得たヒアリング結果 

127 Facts 2013  - The Norwegian petroleum sector, NPD, 26.04.2013 
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ノルウェーの責務等、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。ま

た、船舶に関連する環境問題（大気への放散、海中への廃棄）についても NMA が対応する128。 

 

 以上のノルウェーの石油・天然ガス事業に関する政府の組織を図 3.3.2-3に示す。 

 

 

図 3.3.2-3 ノルウェーの石油開発に関する関係機関組織図129 

 

 ノルウェーにおける海洋石油・天然ガス事業に係る規制の基本的な考え方と HSE規則一般

的アプローチ 

（１）規制の基本的な考え方 

ノルウェーの規則における規定では、例えば暴噴防止装置 BOPに関する条文（抜粋）について、規則で

は、『BOPとバルブ等圧力制御機器は、圧力試験、機能試験を受け、５年ごとにオーバーホールと再認証が

必要』と規定し130、ガイドラインでは『試験、オーバーホール、装置の機能の再認証には、NORSOK D-010、

DNV RP-E011を使うべきである』と規格を参考として提示している131。このような規定の仕方は、一般的

にパフォーマンスベースの規則と整理される。 

４つの規則に規定されている項目から、ノルウェーにおける作業工程（掘削・生産・廃坑）は、おおむね

以下の表 3.3.2-2のように整理される。事業者がノルウェー法規を遵守することは事業者の責務であり、事

業者は、法規遵守を管理するための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。   

                                                        
128 www.sjofartsdir.no 
129 http://www.npd.no/Global/Engelsk/3-Publications/Facts/Facts2014/Facts_2014_nett_.pdf 
130 Activities Regulations, Section 51 
131 Activities Regulations Guideline, Re Section 51  
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表 3.3.2-2 ノルウェーにおける作業工程と認可・承認について 

作業 
工程 

作業者 作業内容（事例） 
申請/届出先 

備考 
認可 承認 届出 

探鉱 
(掘削) 

申請者 探鉱ライセンスの申請 国※  
 
 

Petroleum Act  
Section 2-1 

国 新規鉱区の開放の公表 － － － 
Petroleum Act  
Section 3-1 

Operator 試掘計画の開始決定通知   PSA 
Framework 
Regulation 
Section 26 

責任 
当事者 

コンプライアンス承認（AoC）申請 
・Acknowledgement of  Compliance 
・船舶登録に登録された移動式施設

（掘削施設、居住区画施設、掘削生

産貯蔵積出施設） 

 PSA  
Framework 
Regulation 
Section 25 

生産 

申請者 生産計画（生産ライセンス付与前）  国 
 
 

Petroleum Act  
Section 4-4 

申請者 生産ライセンスの申請 国王  
 
 

Petroleum Act  
Section 3-3 

国 
オペレータの指名または承認（生産

ライセンス付与時）    
 国 

 
 

Petroleum Act  
Section 3-7 

Licensee オペレータの変更  国 
 
 

Petroleum Act  
Section 3-7 

Licensee 石油資源の開発操業計画（PDO）  国 
 
 

Petroleum Act  
Section 4-2 

Licensee 施設の設置と操業計画（PIO）  国 
 
 

Petroleum Act  
Section 4-3 

Operator 
Section 4-2および 4-3 における承認
または同意に向けた計画開始通知 

  PSA 
Framework 
Regulation 
Section 26 

責任 
当事者 

コンプライアンス承認（AoC）申請 
・Acknowledgement of  Compliance 
・船舶登録に登録された移動式施設

（掘削施設、居住区画施設、生産貯蔵

積出施設、掘削生産貯蔵積出施設、坑

井改修施設） 

 PSA  
Framework 
Regulation 
Section 25 

廃坑 
Licensee 廃坑計画の提出 

 
 

 国 
Petroleum Act  
Section 5-1 

Licensee 廃坑時期の通知 
 
 

 国 
Petroleum Act  
Section 5-2 

※ 国とはMinistry   網掛けはPetroleum Actで規定されている内容 

 

（２）認可（AoC：Acknowledgement of Compliance） 

 ノルウェー大陸棚における石油事業に参加するためには、すべての移動式施設は、４つの規則を所管す

る PSAから、認可（AoC）を取得する必要がある。掘削ユニット、居住施設（Flotel）、浮遊式生産貯蔵積

出設備（FPSO: floating production, storage and offloading）、および坑井 Interventionユニットも同様である。 
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 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、事業者の責務を明確にするととも

に、事業プロセスの効率化および予測可能性を高めることにある。 AoC交付によって、事業者は、その

組織、管理体制、およ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務を負う。 

 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、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。最も代表的な事例は、「開発操業

計画書」（PDO: Plan for Development and Operation）および「設置操業計画書」（PIO: Plan for Installation and 

Operation）である。  

 

（３）PDO、PIO 

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、およびNPDの協力を得て、PDOおよびPIOの作成のためのガイ

ドライン132。を発行している。 このガイドラインの中で、環境影響評価の実施がPetroleum Act Section 4-2

にもとづき必要であることと、実施にあたり参照する規則133、陸上施設の場合には第三者による環境影響

評価が必要であること、等を説明している。 

規制機関による承認は、当該事業者が規制を遵守し、かつ申請書に記載された操業活動を遂行できるこ

とを意味する。この承認は、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。 

以下は、図 3.3.2-4に示した作業工程と認可・承認の内容の例である。オペレータ等はそれぞれの活動を

開始する前に承認を得る必要があり、承認が得られたら規制監督の根拠となる。従って、PDOや PIO等

の内容も法的拘束力を持つ。 

・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  

 

図3.3.2-4にライセンス申請から廃坑までの主な手続きを示す。 

 

                                                        
132 Guidelines for plan for development and operation of a petroleum deposit (PDO) and plan for installation and operation of facilities for transport 

and utilisation of petroleum (PIO). 4 February 2010. 

  http://www.npd.no/Global/Engelsk/5-Rules-and-regulations/Guidelines/PDO-PIO-guidelines_2010.pdf 
133 http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Petroleum-activities/ ：環境影響評価項目としては、１）海中、大気中、地中への排出についての記載、

２）選定された技術の説明と環境への影響と判断基準についての明確化、３）環境への影響を防止、低減、可能であれば補償するための可能な技術および計画している

技術についての説明、などがあげられている。 
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※Ministry of Labour and Social Affairs 

図 3.3.2-4 ライセンス申請から廃坑までの主な手続き 

  

 

PDOを検討する際の MPEを中心とした労働省（AD）、PSA、NPD、GASSCO（国営石油会社）等の関連

をガイドラインでは図 3.3.2-5に示すようなものと説明している。 
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図 3.3.2-5 PDOおよび PIOの検討134 

 

 ノルウェーの海洋石油・天然ガス事業に係るリスク管理の考え方 

 リスク管理の考え方は、Petroleum Actおよびフレームワーク規則の第２章に規定されている。それによ

ると、まず、国が新規鉱区を開放する前に環境に与える影響を含む種々の観点からの評価を行い、

Licenseeは生産を決定した際に提出する開発操業計画に環境的側面の検討を含めなければならない

（Appendix 2-2-8参照）。次に、管理規則第二章第 4節において、技術的、操業上、または組織的な解決策

を選択することとされており、リスク低減のための責任ある部署を設置して対策にあたることが義務付け

られている。 

 リスク削減の手段として、管理規則第二章第 5 節に、過失、危険、事故の可能性を削減するための障壁

（バリア）の設置、複数の障壁が必要な場合には個々の障壁間の独立性が必要なことが義務付けられてい

る。 

 事業者は、上記に基づき、石油活動に関する規則および施設に関する規則に記載された作業および施設

に該当する項目について、リスク削減対策を講じなければならない。 

                                                        
134 Guidelines for plan for development and operation of a petroleum deposit (PDO) and plan for installation and operation of facilities for transport 

and utilisation of petroleum (PIO). 4 February 2010. 

  http://www.npd.no/Global/Engelsk/5-Rules-and-regulations/Guidelines/PDO-PIO-guidelines_2010.pdf 
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 具体的には、まず、設置された責任ある部署は、作業および設備に関する具体的なバリアとリミットを

設定しなければならない。作業人員は、これらのバリアとリミットを認識し、かつ、技術的および作業的

に十分なパフォーマンスを達成するべく維持管理しなければならない。責任当事者は、これらのバリアと

リミットの維持管理状況を監視し、必要に応じてバリアおよびリミットの改善を実施しなければならな

い。 

 

 ノルウェー石油･天然ガス開発に係る法律、規則、ガイドライン、および規格 

 規則についてのガイドラインでは多くの NORSOK規格が参考として示されている。例えば、活動に関

する規則では 96条のうち 32条で NOROSOK規格を参考として提示、施設に関する規則では 82条のうち

54条で NORSOK規格を参考として提示するなど NORSOK規格と強く連携している。 

 NORSOK規格は、ノルウェーの石油産業が開発した規格で、ノルウェーの安全制度と気候条件を考慮

した際、国際規格に加えて個別に規格を作る必要があるとノルウェーの石油産業では判断し策定したもの

である。北海と言う特殊な環境での海洋石油・天然ガス開発を行うため、ISO、API等に定めのない内容

について作成されており、その内容は、材料、装置、手順やリスク管理など広範囲にわたる135（Appendix 

2-2-10参照）。例えば、材料に関する規格 NORSOK M-630では、ISO、API、ASTM等を元に、ノルウェ

ーにおける使用環境（温度、腐食条件等）を考慮した要件を追加した規格となっている。 

 NORSOK規格は、ノルウェーにおける現在および将来の石油事業の発展のための安全と費用対効果を

保証することを目的とし、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136。これらの規格に法的拘束力は無いが、NORSOK規格は PSAの規則を補完する位

置づけにあると言える。各企業は、NORSOK規格と同等の内容である場合には、APIスタンダード等を

採用することも可能である。 

 ここで、規則とガイドラインそして参照規格に対する具体例として、暴噴防止に対する石油活動の規則

とガイドラインを抜粋する（活動に関する規則 9章 51節137）。 

 

Section 51 

Specific requirements for testing of blowout preventer and other pressure control equipment 

The blowout preventer with associated valves and other pressure control equipment on the facility shall be pressure 

tested and function tested, cf. Sections 45 and 47. 
The blowout preventer with associated valves and other pressure control equipment on the facility shall undergo a 

complete overhaul and recertification every five years. 

 Guidelines            Interpretations 

 

 下部にある Guidelineのリンク先を見ると、本規則を満足するべき推奨事項として、以下の文言が記載

され、解説書的に規格が採用されている。 

                                                        
135 http://www.standard.no/Global/PDF/Petroleum/NORSOK%20standards%20plansje%20A2%20-%20desember%202014%20utskrift.pdf 

136 http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standards/#.VOkTjGccR9A 
137 http://www.psa.no/activities/category399.html 
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Re Section 51 

 

Specific requirements for testing of blow out preventer and other pressure control equipment 

To fulfil the requirement relating to testing, complete overhaul and recertification so that the equipment can fulfil its 

intended functions, the NORSOK D-010 standard, Chapters 4.2.3.5 and 4.2.3.6 as well as tables 15.4, 15.14, 15.19, 

15.21, 15.32, 15.37, 15.38, 15.47, 15.53, 15.57, 15.58 and 15.59 and Appendix A, Table A.1, as well as DNV RP-

E101 should be used. See Section 47 as regards this type of equipment in well interventions and overhaul of subsea 

wells. 
Complete overhaul and recertification as mentioned in the second subsection, may be carried out continuously and in 

a manner which ensures that single components and the whole unit will be overhauled in a rolling five year period. 

To regulations 

 

 ここで着目すべきは、規則では"Shall（強制力あり）"、ガイドラインでは”"should（強制力なし）” と

明確に区別して使用されていることである。PSA発表資料(脚注 7)によれば、NORSOK規格が PSAガイド

ラインの約 1/3を占めている。 

 PSAでは、各規則項目の要求項目を決めているが、坑井に関しては、常に 2段階のバリアを有すること

が要求項目である。バリアの定義や手順については図 3.3.2-6に示すような NORSOK規格138、その他の国

際規格、業界基準等を参照する。PSAでは、国際規格や業界基準はガイドラインの補助として捉えており、

保安手段の検討は事業者の責務である139。 

 図 3.3.2-6において、①青で示される部分が一次バリアとして定義される機器、②赤で示される部分が二

次バリアとして定義される機器、③監視項目を定義、④各機器に対する要求水準を個別に定義している。 

 

 

  

                                                        
138 Add value 2013年 11月号の資料｢The Story NORSOK D-010- Add Energy｣を元に作成 

http://www.addenergy.no/getfile.php/Filer/Communication/add%20value%20magazine/add%20value%2009_141113_WEB.pdf 
139 ONS 2014 における PSA Monica Ovesen 氏から得たヒアリング結果 
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図 3.3.2-6 NORSOK D-010で定義される２段階のバリア一例140 

                                                        
140 Add value 2013 年 11 月号 p.6 の図に加筆 
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【BOP】 

また、NORSOKでは、BOPの構成についても同じく D-001141により規定されており、サーフェス BOPと

サブシーBOPとでは構成が異なり、サブシーBOPの方がより冗長性が高く規定されている。 

 

【リスク管理】 

リスクの管理については、NORSOK Z-013で規定している。NORSOK Z-013の目的は、リスク/防災アセ

スメントの計画と実行の要件を確立することであり、一般的に想定されるリスクおよびその分析事例を紹

介するよりも、むしろ目的を達成するために適切なリスク評価プロセスを要件としている。API 規格と比

べ、定量的リスク評価を考慮に入れていることが特徴である。具体的な項目は以下の通りである。 

 

・リスク評価プロセスのための一般要求事項 

・コンセプト選択フェーズにおける定量的リスク分析（QRA）の追加要件 

・概念定義、最適化、詳細設計フェーズにおける定量的リスク分析（QRA）の追加要件 

・運用段階における定量的リスク分析（QRA）の追加要件 

・防災評価のための一般要求事項 

・コンセプト選択フェーズにおける緊急時への備えの評価 

・設計段階における概念定義、最適化および詳細における緊急事態への準備分析（EPA） 

・オペレーション段階における緊急事態への準備分析（EPA） 

 

 

 マコンド事故後の対応および課題 

 

マコンド事故の後、PSAは、同事故の情報のほか、ノルウェーおよ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し、同事故から教訓を学びノルウェー石油産業界において、

同じような事故発生確率を減少し得るかという事を念頭におき米国の当該事故最終報告書を調査した。 

本調査にあたって、PSAは SINTEF142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 2011年 5月に報告書を発表し143、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言した。 

SINTEFとは、ノルウェー語の Stiftelsen for industriell og teknisk forskningの略称で、スカンジナビア半島

で最も大きな第三者研究機関であり、1950年に設立され、オスロに拠点を置き、約 2,100名（2010年度）

の研究者を擁している。2012年度は、約 3,400の依頼者からの約 7,200のプロジェクトの実績がある。 

本報告において、SINTEFは、業界向け（13項目）と監督機関向け（5項目）のそれぞれに向けた提言を

行っている（Appendix2-2-9参照）。報告書中では、「活動に関する規則」および「施設に関する規則」にお

いて参照されている NORSOK規格の「掘削中および坑井作業中の坑井健全性（NORSOK D-010）」の改訂

                                                        
141 http://www.standard.no/pagefiles/1318/d-001.pdf 
142 http://www.sintef.no/home  
143 Deepwater Horizon-ulykken: Årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel, SINTEF, May 2011   
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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、およびセ

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

設およ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、ノルウェーの規制体制は、現状のままでもマコンド事故に十分対応で

きるが、さらなる改善すべき項目（安全強化事項）もあるとの認識を示した。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、マコンド事故は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ことを示す一つの「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。もう一つは、重大事故に関するリスク管理の改善が重要であ

ることである。これに対する PSAの重要な見解は、人へのリスクが少ないことが重大事故のリスクが低い

ことにはなら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。  

さらに、より強固な解決策を見いだすことも重要な要素であるということである。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、およびバリア管理である。 

こうした流れを受け、PSAは今年度中に「フレームワーク規則」の緊急事態対応の項144にキャッピング

システム（キャッピングスタックを主要な構成装置として用いる油漏洩事故対処システム）に関する記述

を追加することとしている145。現時点では、暴噴への対処としてキャッピングシステムについての記載は

無く、リリーフ井を２ヶ所から掘削できなければならないと規定されているのみである146。また、掘削お

よび坑井に関して、「活動に関する規則」および「施設に関する規則」において参照されている NORSOK 

D-010が更新され、実質的に規制内容は変化していると考えられる。 

 

NORSOKD-010の改正においては、当該変更に際して業界から受けた 2,300点以上のコメントが参考に

され、マコンド事故の教訓をもとに以下のような見直しが行われた。 

 

・バリアについて従来は一次バリア 1ヶ所、二次バリア 5ヶ所の合計 6ヶ所と定義していたが、区分

を見直して一次バリア 7ヶ所、二次バリア 8ヶ所の合計 15ヶ所と詳細に定義した147。 

・一時的な廃坑についてモニタリングの有無による規定の追加や、恒久的な廃坑時についてはセメン

チングを２重化するなど詳細な規定が追加された148。 

                                                        
144 Framework Regulation, Section 20-21 
145 ONS 2014 における PSA Monica Ovesen 氏から得たヒアリング結果 

146 Activities Regulation, Section 82 
147 4 章 General principles 
148 9 章 Abandonment activities 



89 
 

・アンダーバランス掘削に圧力管理掘削（MPD：Managed Pressure Drilling149）が追加された150。 

・BOPスタックの構成決定にあたり、リスク分析を行うことが追加された151。 

・セメント材料の配合をラボ試験することや、セメンチングプログラムの内容にセメンチング中のリ

スクとその低減手段を明記する等の規定が追加された152。 

・ライザーレス坑井改修についての規定が追加された153。 

 

また、前述の SINTEFの報告書でも指摘されているように、NORSOKD-010についての修正の他に、技術

的な課題として以下の点について検討が必要であると考えられる。 

 

・障壁（バリア）について 

� 独立した 2つのバリアの設置とモニタリング 

� 暴噴のタイプごとの防止方法の改善 

・施設について 

� ドアや通路の防水機能の改善 

� 人が安全に作業出来るような施設の改善 

・リスク評価について 

� 新たな方法およびツールの開発 

 

 

 

 

 

 

 
※3.3.2の Appendix  

Appendix 2-2-1 PSA組織図 
Appendix 2-2-2 PSA管轄概要図 
Appendix 2-2-3 Petroleum Activities Act目次 
Appendix 2-2-4 Framework Regulation目次 および Guideline 目次 
Appendix 2-2-5 Management Regulation 目次 および Guideline 目次 
Appendix 2-2-6 Activity Regulation目次 および Guideline 目次 
Appendix 2-2-7 Facility Regulation 目次 および Guideline 目次 
Appendix 2-2-8 鉱害の責任およびリスク管理についての規定（抜粋） 
Appendix 2-2-9 SINTEF報告書提言概要 
Appendix 2-2-10 NORSOKスタンダード概要 

 

  

                                                        
149 MPD とは、坑井を密閉した状態で掘管を回転することのできる坑口装置を用いて泥水循環経路が閉回路になるようにし、泥水の圧力を管理（制御）しながら掘削する掘削方法，  

http://www.kelly.t.u-tokyo.ac.jp/~naganawa/jiho0611s.pdf 
150 13 章 Under balanced and managed pressure drilling and completion operations 
151 15 章 Well barrier elements acceptanse tables, Table 4 Drilling BOP 
152 15 章 Well barrier elements acceptanse tables, Table 22 Casing cement 
153 15 章 Well barrier elements acceptanse tables, Table57-59 Riserless light well intervention 
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  英国 

 英国の海洋石油･天然ガス事業に係る規制の成り立ち 

英国では、1960年代から海洋・石油天然ガス開発が始まった154。また、1974年に英国労働安全衛生法（UK 

Health and Safety at Work etc. Act）が制定され、翌 1975年には UKHSE（The UK’s Health and Safety Executive）

が設立されたことで、現在の規制の枠組みが成立した155。 

現在の英国の海洋石油･天然ガス事業に係る規制アプローチは、1988年の Piper Alpha事故156に関する

Cullen報告書に記載された Lord Cullenの提言に基づいて策定された。Lord Cullenの提言は、Safety Case文

書（マネジメントシステムが有効に機能していることを示し、施設の操業時に想定される様々なリスクと

リスクへの対処を網羅する内容を記載した文書）により管理する新しい法制度や、単一の規制者とするな

ど規制機関に対するもの、火気およびガスの検知と緊急遮断、火災および爆発の防止等産業界に対するも

のなど 106に及び157、規制機関と産業界の双方に履行を要求する内容であった158。UKHSEは、英国労働安

全衛生法の枠組みの中に既存の海洋の安全規制を取り込むこととし、英国労働安全衛生法の監督範囲を英

国大陸棚の海上施設にまで広げる Offshore Safety Act159が施行された（1992年）。 

次に、Lord Cullenの提言の核である Safety Case文書によるリスク管理を取り入れた規則「海洋施設のセ

ーフティーケース規則（Offshore Installations (Safety Case) Regulations 1992）」が制定され160、これにより Safety 

Case文書のコンセプトが英国のすべての固定式、移動式海上施設にも導入されることとなった。その主な

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である。 

UKHSEでは、Safety Case文書とは「責任者161（オペレータ162または施設の所有者）が重大事故のリスク

を効果的に制御する能力と手段を有していることについての自信を、責任者と UKHSE に対して与える文

書である」としている163。 

 

 英国の海洋石油･天然ガス事業に係る法体系と組織体制 

（１）法体系 

英国の石油・天然ガス事業に係る法体系は、 

 法律（Acts）―規則（Regulations）－実施例（Approved Code of Practice）、ガイダンス（解釈：Guidance） 

となっている。 

英国における海洋石油･天然ガス事業関連の法規制は、探鉱・生産等のライセンスに関しては Petroleum 

                                                        
154 http://www.dukeswoodoilmuseum.co.uk/offshore%20history.htm 
155 http://www.hse.gov.uk/aboutus/timeline/index.htm   
156 Piper Alpha 生産プラットフォームは、1988 年に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。  

157 http://www.healthandsafetyatwork.com/hsw/piper-alpha-lessons 
158 http://www.oilandgasuk.co.uk/cmsfiles/modules/publications/pdfs/HS048.pdf 
159 産業医関連の規定を除く労働安全衛生法の対象に、海洋施設従事者の安全衛生、海洋施設の安全と施設および付近での事故の防止、海洋施設とパイプラインの解体、移動、廃

棄の安全等を含むことを規定している。その他は、罰金の増額、石油および石油製品の保全指示等。 

160 http://www.hse.gov.uk/offshore/safetycases.htm 
161 Duty Holder：オペレータまたは施設の所有者（Safety Case 規則 Regulation 1） 
162 Licensee に指名されて、直接、施設を管理、制御しているもの、または Licensee。（Safety Case 規則 Offshore Installations (Safety Case) Regulations 1992，

Regulation 1） 
163 http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l30.pdf 
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Actが、安全・衛生・健康に関しては、前述の英国労働安全衛生法に基づき行われている。これら二つの法

の下に、それぞれについて Regulations（規則）が制定され、Petroleum Actの下には海洋石油･天然ガス事業

についての規則、英国労働安全衛生法の下には海洋石油･天然ガス事業に従事する労働者の労働安全衛生に

関する規則が、それぞれの規制機関により制定されている。 

 

【Petroleum Act】 

Petroleum Actは英国の陸上および海洋に適用され、石油とは「自然な状態で地層中にある鉱物油または

炭化水素と天然ガスを含み、石炭およびれき青質けつ岩または油を破壊的蒸留により抽出できる層状の資

源は含まない」と定義している。また石油とは大陸棚法（Continental Shelf Act 1964164）による女王の権利の

及ぶ範囲の石油とされ、大陸棚の定義に関しては関連法令により国連海洋法条約によるもの165,166,167となっ

ている。その他の Petroleum Actの概要を以下に示す。 

1)Part I 石油（Petroleum） 

国王が石油を探し掘る独占的権利を持つこと、国務大臣（The Secretary of State）がライセンスに関

する規則集を制定し、国王の代わりに適切な者に付与すること、ライセンスの種類の規定等。 

2)Part II 海洋施設（Offshore Activities） 

海洋施設への民法、刑法の適用、起訴について 

3)Part III 海底パイプライン（Submarine Pipelines） 

海底パイプラインとガス貯蔵施設について 

4)Part IV 廃坑（Abandonment of offshore installations） 

廃坑（海洋施設または海底パイプラインの廃棄）にあたり廃坑計画の提出を要求すること、規則を

制定すること、規則の違反者には２年以下の禁固を課すこと等。海洋施設とは「鉱物資源の開発ま

たは開発目的の探査に関連した活動等（中略）を実施するために洋上に製作または保守されている

施設で、いかなる目的でも往来を可能とする恒久的な構造物で陸地と接続されていないものすべて」

と定義されている。 

 

【規則】 

英国大陸棚における、海洋石油・天然ガス事業および安全衛生に関する主な規則とその概要を以下に示

す。 

1)労働安全衛生規則 

 （Management of Health and Safety at Work Regulations 1999） 

石油・天然ガス事業その他を含むすべての労働者に適用され、雇用者が安全衛生の管理のために何

をするべきかを明確に示している。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

                                                        
164 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/29/data.pdf 
165 Continental Shelf Act 1964 では、女王の権利の及ぶ範囲は Order により定めるとされ、Order は国際的合意の実行によると定めた Territorial Sea Act 1987 にもとづ

き発行される。現時点では The Continental Shelf(Designation of Areas) Order 2013 が最新のもので、200 海里を超える部分は国連海洋法会議に従って大陸棚限界委

員会に提出されたもの。 

166 Territorial Sea Act 1987: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/49/data.pdf 
167 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/340704/UKCS_Designations.pdf 
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認された安全衛生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、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トレーニン

グを行い、リスクを監視する能力のある人々を任命することである。 

 

2)海洋設備（セーフティーケース）規則 

（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安全衛生に、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のような重大事故の再発を防ぐことである。Safety Case文書は、前述のように、施設の

操業時に想定される様々なリスクとリスクへの対処を網羅することを目的としており、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、およ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文書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文書を認知し得ることになるとしている168。 

 

3)海洋設備およびパイプライン工事（管理および運営）規則 

（Offshore Installations and Pipeline Works (Management and Administration) Regulations 1995） 

主として役割と責任、および安全管理システムに関連する規定を定めている。所有者および操作員

の変更や英国領海外への施設の移動については UKHSE に通知すること、いつ誰が施設にいるかを

記録すること等を義務づけている。また、健康監視、食糧および飲用水の供給、ヘリコプターデッ

キの運用の準備等について規定している。 

 

4)海洋設備および坑井（設計および建設）規則 

（Offshore Installations and Wells (Design and Construction, etc) Regulations 1996） 

海洋施設の設計、施工、運用、およ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を目的としている。作業場、作業環境、厚

生、坑井の設計、管理、および検査準備等を対象としている。 

 

5)海洋設備（火災および爆発防止、緊急対応）規則 

（Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, and Emergency Response) Regulations 1995 

(PFEER規則)） 

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、および救助が必要になり得る火災･爆発の危険性およびリスク

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。 

 

 

                                                        
168 http://www.hse.gov.uk/consult/condocs/offshore.pdf 
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6)石油ライセンス（生産、海洋）規則169 

（The Petroleum Licensing (Production) (Seaward Areas) Regulations 2008） 

Petroleum Actにおいて制定することと定められている規則集であり、ライセンスの取得時の手続き、

探鉱期間から開発期間への移行時および開発期間から生産期間への移行時の手続き、廃坑時の手続

き等を規定している。 

 

7)炭化水素ライセンス指令規則 

（Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995） 

EU指令”Hydrocarbons Licensing Directive”を実行する国内規則であり、ライセンス付与に必要な検討

として、環境保護および生物的資源の保護その他があげられている。 

 

8)海洋石油生産とパイプライン（環境影響評価）規則 

（The Offshore Petroleum Production and Pipe-lines (Assessment of Environmental Effects) Regulations 

1999） 

掘削等に関し事前の担当大臣による同意が必要なこと、ライセンス付与の際に考慮が必要な項目、

環境評価書（Environmental Statements）の内容等について規定している。 

 

【ACoPs】 

安全・衛生・健康に関しては、英国労働安全衛生法および規則の遵守を手助けするべく発行されている

文書に ACOPsがあり、UKHSEが当該文書の承認、発行および改定を行う170。ACOPs は、どのようにすれ

ば ‘reasonably practicable(合理的に実行可能)’であるかについて実用的な例を提供している。例えば、ACOPs

の文言内に、‘suitable and sufficient’(適切かつ十分)と書いてある場合、ACOPsは特定の状況下においてどの

ようにすれば適切かつ十分であるかについて説明していることを意味する。 

 

【ガイダンス】 

UKHSEは、また、安全・衛生・健康に関し、ガイダンス（Guidance、解釈例）も発行する。ガイダンス

の主な目的は、安全や衛生に関する特定の問題や産業界の特定のプロセスに関する特定の問題について、

英国労働安全衛生法が何を要求しているか人々が理解するのに役立つように解釈を示すことにより、法の

遵守の支援をすること、そして技術的アドバイスをすることである171。当該ガイダンスに従うことは強制

ではなく、一般的に雇用主は他の方法を選ぶことも可能であるが、通常ガイダンスに従っていれば法律を

十分遵守していることになる。Petroleum Actおよび関連規則に関しても、Regulationについて説明を加える

ガイダンスが DECCにより発行されている。 

 

以上の石油・天然ガス開発における法規制の概要を図 3.3.3-1に示す。 

                                                        
169 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/contents/made/ 
170 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/contents, Section 16 
171 http://www.hse.gov.uk/pubns/hsc13.pdf 
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図 3.3.3-1英国法規制概念 

 

【石油・天然ガス事業のライセンス】 

石油・天然ガス事業のライセンスは陸上と海洋に大別され、３つの期間（Terms）をまとめたものとして

一括して付与される。Petroleum Actにおいて制定することと定められている規則集は、海洋石油・天然ガ

ス事業については「石油ライセンス（生産、海洋）規則（The Petroleum Licensing (Production) (Seaward Areas) 

Regulations 2008172）」（以下、ライセンス規則）で規定されている。 

一括して付与されるライセンスは、上記のライセンス規則に従い、DECC に対して申請する。第一から

第三の期間の長さは数種類あり、組み合わせたものとしてライセンスが付与される。実施中の延長も可能

である。 

   第一期間：探鉱期間で、海洋は４年、６年、９年のいずれか、陸上は５年 

   第二期間：開発期間で、海洋は４年または６年、陸上は５年 

   第三期間：生産期間で、海洋は１８年、陸上は２０年 

この他に、地震探査業者のようにデータ収集が目的で生産を目的としない者向けに探鉱だけのライセン

スがあり、他のライセンスには許可されてはいない場所に対しての非独占的な探鉱の実施権が与えられる。 

                                                        
172 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/contents/made/ 

・Petroleum Act 1998 
・UK Health and Safety at Work etc. Act 1974 
・Offshore Safety Act 1992 Act 

Regulations 

Approved Code of Practice 

Guidance 

・Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 
・Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005 
・Offshore Installations and Pipeline Works (Management and 

Administration) Regulations 1995 
・Offshore Installations and Wells (Design and Construction, 

etc) Regulations 1996 
・Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, and 

Emergency Response) Regulations 1995 (PFEER) 
・The Petroleum Licensing (Production) (Seaward Areas) 

Regulations 2008 
・Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 
・The Offshore Petroleum Production and Pipe-lines 

(Assessment of Environmental Effects) Regulations 1999 
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ライセンス審査にあたっては、「炭化水素ライセンス指令規則（Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 

1995）」および「海洋石油生産およびパイプライン（環境影響評価）規則（The Offshore Petroleum Production 

and Pipe-lines (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1999）」が適用され、環境影響評価の実施が必

要となっている（3.3.3.3参照）。 

 

（２）組織体制 

英国の石油・天然ガス事業についての主な規制関係機関は、UKHSEおよびエネルギー気候変動省(DECC: 

Department of Energy and Climate Change)、海事沿岸警備庁（MCA: Maritime and Coastguard Agency）である。 

 

【UKHSE】 

UKHSEは、英国の安全衛生法規の施行について全面的責任を負っている。UKHSEのエネルギー課

（Energy Division）は、英国大陸棚における海洋石油・天然ガス事業活動、天然ガスの輸送貯蔵、陸上お

よび海上パイプライン、石炭その他の鉱山に伴う安全衛生上のリスクの規制を担当している。 

 

【DECC】 

DECCは、英国における海洋石油･天然ガス事業に関するすべての許認可等（環境影響評価を含む）を

管轄している。DECCの下部組織であるエネルギー開発部（Energy Development Unit）は、英国大陸棚に

おける石油･天然ガス活動の許可･規制、および環境規制フレームワークの開発を担当し、油濁緊急時計画

（OPEP :Oil Pollution Emergency Plans173）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

および規制監督について責任を負う。OPEPは、海洋汚染の原因となり得る油濁事故に対応する準備を記

載する。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。事故

時には、包括的緊急時対応フレームワーク174の下、DECCは SOSREP（Secretary of State Representative175）

を指名し、オペレータおよび SOSREPが洋上施設でのキャッピングと回収、MCA が除染の実施、地方政

府が沿岸域での対応と、役割分担し対応する。  

 

【MCA】 

運輸省（Department for Transport）の下部機関である MCA は、DECCから OPEPの承認／却下に先立ち

相談を受けるとともに、地方政府の要員の事故対応訓練、事故対策計画の作成、資機材の備蓄、油濁事故

において除染対策の実施について責任を負う176。また、一定規模以上の港湾および油取扱い施設について、

油濁緊急時計画（Oil spill response contingency plan）の承認を行っている177。 

    

以上の、英国の石油・天然ガス開発に関係する組織を図 3.3.3-2に示す。 

 

                                                        
173 http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1056/contents/made  
174 http://www.oilandgasuk.co.uk/downloadabledocs/1018/2.%20Mick%20Borwell,%20Oil%20and%20Gas%20UK.pdf，p22 

175 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/1861/made/data.pdf, Section 3 
176 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/275054/ ncp- shipping-offshore-installations.pdf  
177 https://www.gov.uk/assessing-risk-and-responding-to-uk-coastal-and-marine-pollution  
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図 3.3.3-2英国の石油・天然ガス開発関係組織178 

 

    

 英国における海洋石油・天然ガス事業に係る規制の基本的な考え方と HSE規則一般的アプ

ローチ 

（１）規制の基本的な考え方 

英国で採用されている HSE規制のアプローチでは、例えば暴噴防止装置 BOPに関して「掘削時には坑

井の暴噴を防ぐ適切な装置を使用する」とあるが、装置についての記述はない179。また、BOPという設備

名はないが関係する記載としては「安全上重要な要素とは、その故障が重大な事故を引き起こすまたは要

因となる、または重大な事故を防止する、または重大な事故の被害を限定することを目的とした、施設ま

たは設備の部分180」や「坑井の圧力制御、危険な物質の制御不能な放出の防止、掘削機器による海中の装置

                                                        
178 英国政府ホームページを元に作成 

179 Offshore Installations and Wells (Design and Construction, etc) Regulations 1996, Section17 
180 Offshore Installations (Safety Case) Regulations, Sectione 2 Interpretation 
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への損傷を最小化する、機械装置と坑井操業の制御方法に関する詳細181」を規制当局への文書に記載する

等との言及で、操業時の BOPの設置を要求している。UKHSEが目標設定型（goal-setting）と呼ぶこのよう

な規制は、一般的にパフォーマンスベースの規則と整理される。 

このパフォーマンスベースの規制の下で、事業者は Safety Case文書（マネジメントシステムが有効に機

能していることを示し、施設の操業時に想定される様々なリスクとリスクへの対処を網羅する内容を記載

した文書）により自らリスクを管理することを要求される。英国大陸棚におけるすべての海洋施設および

海洋事業活動にとって Safety Case文書は不可欠である。事業者は、すべてのハザード（危険）を最新の状

態で把握し、適切な予防策と低減策を実施するために、Safety Case文書を定期的に更新する責任を負って

いる。Petroleum Act およびライセンス規則、セーフティーケース規則に規定されている項目から、英国に

おける作業工程（探鉱・開発・生産・廃坑）は、おおむね以下の表 3.3.3-1のように整理される。 

  

                                                        
181 Offshore Installations (Safety Case) Regulations, Schedule 2 Particulars to be included in a safety case for the operation of a production installation 
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表 3.3.3-1英国における作業工程と認可・承認について 

作業 
工程 

作業者 作業内容（事例） 
申請/届出先 備考 

認可 承認/同意 届出  

探鉱 
（掘削） 

申請者 
ライセンス申請（環

境影響評価を含む） 
DECC   

Petroleum Act 
Section 3,4 

Secretary 
of State 

ライセンスの公表 － － － 
Petroleum Act 
Section 4 

Licensee 漁業者との合意  DECC  
Regulation※2 
Model Clause 45 

Operator 
Safety Case文書の提
出 

 HSE  
Safety Case※3 
Regulation 7 

Licensee 地震探鉱  DECC  
Licensing 
Guidance 

Licensee 掘削の開始  DECC  
Regulation※2 
Model Clause 19 

Licensee 開発段階への移行   DECC 
Regulation※2 
Model Clause 6 

開発 

Licensee 開発生産計画の承認  DECC  
Regulation※2 
Model Clause 17 

Licensee 生産段階への移行   DECC 
Regulation※2 
Model Clause 8 

Operator 
Safety Case文書の提
出 

 HSE  
Safety Case※3 
Regulation 7 

生産 

Licensee 生産関連作業の承認  DECC  
Regulation※2 
Model Clause 17 

Operator 
新規生産施設の設計

についての通知 
  HSE 

Safety Case※3 
Regulation 6 

Operator 生産開始の通知  HSE  
Safety Case※3 
Regulation 17 

廃坑 

Actで 
規定※4 

廃坑計画の提出  DECC  
Petroleum Act 
Section 29-32 

Licensee 廃坑の実施方法  DECC  
Regulation※2 
Model Clause 19 

Operator 
Safety Case文書の提
出 

 HSE  
Safety Case※3 
Regulation 11 

Licensee 廃坑の承認  DECC  
Regulation※2 
Model Clause 19 

Licensee 廃坑作業の実施  DECC  
Regulation※2 
Model Clause 19 

※1 網掛けはPetroleum Actで規定されている内容 
※2 The Petroleum Licensing (Production) (Seaward Areas) Regulations 2008 
※3 The Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005 
※4 施設またはその主たる構造の管理者、共同操業の合意者、探鉱の権利を持つ者等 
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（２）ライセンス規則による手続き 

ライセンス規則では、開発段階から生産段階に移行する際には、DECC大臣が開発計画（Development Plan）

を承認しないとライセンスは失効すること、掘削の開始、廃坑は DECC大臣の書面による承認が必要であ

ること等が規定されている。 

環境への影響についての評価自体は Petroleum Act およびライセンス規則に記載されていないが、DECC

によるライセンス申請についてのガイダンス182では『申請にあたり技術的、環境的に十分な能力を有する

ことを明らかにすることが要求される』となっている。また、DECCが隔年で実施するライセンス募集（ラ

イセンスラウンド）での審査について、『「炭化水素ライセンス指令規則（Hydrocarbons Licensing Directive 

Regulations 1995183）」に則って行われる』とあり、同規則では、ライセンス付与に必要な検討として、環境

保護および生物的資源の保護その他があげられている。したがって、DECCへのライセンス申請の段階で、

環境への影響についての検討が必要となっている。このライセンス申請の段階における環境影響調査につ

いては、「海洋石油生産およびパイプライン（環境影響評価）規則（The Offshore Petroleum Production and 

Pipe-lines (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1999）」が適用される。 

また、地震探鉱についても DECCの同意が必要で、ガイダンスでは『おそらく環境影響評価が必要（may 

require Environmental impact assessment）』と言及されているものの、基準等の記載はなく、DECC の

Environment Management Teamにメールで相談するようにとなっている。 

ライセンスの申請から廃坑までの主な手続きを図 3.3.3-3に、ライセンス規則の抜粋を以下に示す。 

 

1)Regulation 8. ライセンスの生産期間への移行 

・Licenseeは、開発期間の終了する少なくとも３ヶ月前までに、DECC大臣に対し書面によりラ

イセンス区画の一部“生産部分（Producing Part）”についてライセンスの継続を届出なければな

らない。 

2)Regulation 17. 開発生産計画 

・Licenseeは、DECC大臣の書面による同意または DECC大臣に承認された計画にのっとってで

なければ、生産関連作業を行ってはならない 

・Licenseeは、 

� 生産に関して計画する作業 

� 作業の行われる位置と目的、開始時間と終了時間 

� 暦年と、DECC 大臣が指定する期間ごとにおける、ガスおよびその他の状態での石油の量

の最大値および最小値 

を記載した計画を作成し DECC大臣に対し届出なければならない。 

3)Regulation 19. 開坑と廃坑 

・Licenseeは、DECC大臣の書面による同意なしに坑井を掘削、廃坑してはならない 

・廃坑は、DECC 大臣により承認された仕様にのっとり、効果的かつ実務的になされなければな

らない 

                                                        
182 https://www.gov.uk/oil-and-gas-petroleum-licensing-guidance 
183 http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/1434/contents/made 
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4)Regulation 45. 漁業との関係 

・Licenseeは、地震探鉱および補給船の航路について地元漁業者と合意するため水産関係担当を

指名しなければならない。Licenseeは、合意の後、漁業への影響を最小化するルートの使用につ

いて DECC大臣と合意しなければならない。 

・Licenseeは、事業からの廃棄物を処理する努力をしなければならない。Licenseeは漁業組織と処

理方法について相談し、DECC大臣に結果を報告しなければならない。 
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図 3.3.3-3ライセンス申請から廃坑までの主な手続き   

 

※ Department for 
Environment, Food 
& Rural Affairs 
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（３）環境影響評価 

「海洋石油生産およびパイプライン（環境影響評価）規則 The Offshore Petroleum Production and Pipe-

lines (Assessment of Environmental Effects) Regulations 」では、ライセンスの付与の際に下記の場合に

DECC大臣の同意が必要とし184、環境評価書（Environment Statement）の無い場合は同意してはならない

としている185。 

・掘削の開始 

・500トン/日の油または 500,000m3/日のガスを超える産出 

・構造物の構築 

そして、DECC大臣が同意の際、環境への重大な影響が無いと判断する場合に考慮が必要とされている

項目として、以下をあげている186。 

 

1)プロジェクト概要 

・プロジェクトの大きさ 

・他のプロジェクトとの累積 

・天然資源の利用 

・廃棄物、汚染、その他迷惑となるものの生産 

・事故のリスク（新たな材料、技術を使う場合は特に） 

2)プロジェクトの位置 

・土地の現用途 

・その土地の天然資源についての、放棄量、品質、再生産量 

・自然環境の喪失、特に下記の点に関して注意を払う 

・湿原、沿岸地帯、山岳地帯、森林、自然保護区、自然公園 

・地方の法規により区分または保護された地域、 

・EEC指令による特別保護地区 

・地域社会によって設定された自然保護基準をすでに超過している地域、 

・人口密集地帯 

・歴史的、文化的、建築的に重要な景観 

3)潜在的影響の特徴 

・大きさ（地理的広さ、影響を受ける人口の大きさ） 

・境界的な本来性 

・程度と複雑さ 

・期間、間隔、可塑性 

 

また、環境評価書（Environment Statement）に含む内容として以下をあげている187。 

                                                        
184 http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/360/contents/made, Section 4 
185 http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/360/contents/made, Section 5 
186 http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/360/schedule/1/made  
187 http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/360/schedule/2/made  
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1)プロジェクトの引受人（undertaker）が合理的に要求されるであろう一連の最新の知識と影響評価方

法とを含む情報として、下記を含むプロジェクトの実施場所についての概要、プロジェクトの計画

と大きさ、特徴、影響を受けるおそれがある環境側面についての説明 

・建設期間中および操業期間中に必要とされる、陸上および海底の使用 

・材料の性質および量を含む、生産プロセスの主な特徴 

・予想される残渣、排水、排出物、廃棄、汚染土、騒音、振動、光、熱、放射 

2)環境への重大影響を防止、低減、可能であれば修復する手段について明確にする詳細な説明 

3)引受人が合理的に要求されるであろう一連の最新の知識と影響評価方法とを含むデータとして、プ

ロジェクトが環境に対して与えるおそれのある主たる影響とプロジェクトの特徴に関連して影響

を受けるおそれがある環境側面を特定し評価するために必要な下記の内容 

・重大な影響を受けるおそれのある環境の特定の側面、人口、動物相、植物相、海底と海底下の

土、海と海底下の帯水層等の水、空気、気候条件、景観、有形の財産、建築物、建築学的遺産、

または前記のものの間の相関 

・プロジェクトの存在、天然資源の使用、有毒物の排出、環境への影響を評価するための予測手

法の詳細をともなっている廃棄物の除去等から生じる、大きいおそれのある環境への影響の説

明 

4)引受人によって検討された代替案（仮にある場合）、環境への影響を考慮に入れた、引受人の主な

選択理由 

5)上記 1）～4）の技術説明ではない概要 

6)プロジェクトの特徴と影響を受けるおそれがある環境側面について、引受人が合理的に要求される

であろう一連の最新の知識と影響評価方法とを含む情報を収集する際に、引受人が直面した困難

（技術的な困難またはノウハウの欠如）等の困難についての説明 

 

 英国の海洋石油・天然ガス事業に係るリスク管理の考え方 

UKHSEのリスク評価リーフレット188によれば、リスク評価とは膨大な資料を作成するためのペーパーワ

ークではなく、作業現場における特定されたリスクを管理するための目的にあった措置を特定する作業で

あるとしている。そのためには、ハザードを特定し、リスクを評価し記録を残し、継続的に維持･管理して

いくことが肝要であるとしている。また、前述のセーフティーケース規則で要求されている Safety Case文

書を提出しなければならないことも特徴的である。Safety Case文書に記載する項目について以下に示す。 

 

（１）生産等に使用する施設についての Safety Case文書189 

1)オペレータの名称、所在 

2)責任者（Duty Holder190）が考慮にいれなければならない、UKHSEによって課される施設の設計に

                                                        
188 http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf 
189 The Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005，Regulation 7，Schedule 2 

（http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3117/contents/made） 
190 固定施設のオペレータまたは移動式施設の所有者 
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関する内容 

3)「海洋施設安全委員および安全委員会規則（Offshore Installations (Safety Representatives and Safety 

Committees) Regulations 1989）の regulation 23（2）(c)(i) 191に従い Safety Case文書の見直し、検討

または準備に際して施設の労働者から選出された安全委員192とどのように相談したかについての概

要 

4)施設の主たる構造と材料、機械装置の配置と構造、他のパイプラインや施設との接続、接続される

坑井についての適切な図等による説明 

5)施設が晒される天候海洋気象条件、施設の位置の海底および地下構造の特性等に施設に関連した、

施設を位置する適切な計画 

6)施設が実行可能な、操業項目と操業に関連した作業の詳細 

7)施設内に存在する人員、宿泊施設を必要とする人員の最大値 

8)坑井の圧力制御、危険物質の制御不能な放出の防止、掘削装置による海中の装置への損傷の影響を

最小化する、機械装置と坑井操業の制御方法に関する詳細 

9)重大な災害を引き起こす潜在的可能性のあるパイプラインについて、その搬送液体、口径距離等お

よびレイアウト、最高圧力における容量、安全のための装置体制等、および「パイプライン安全規

則（Pipelines Safety Regulations 1996）」の Regulation 23193に従い作成された文書の概要 

10)責任者が「海洋設備（火災および爆発防止、緊急対応）規則（PFEER Regulations）」の Regulation 

4（1）194を遵守または遵守しようとしている方法の説明 

11)緊急事態に引き続いて要員が施設に残っている場合を除き、有毒ガスから施設の人員を保護する

ために講じられる態勢の説明 

12)緊急事態に引き続いて要員が施設に残っている場合を除き、爆発の危険、火災、高熱、煙、有毒

ガスおよび蒸気から施設の人員を保護するために採られたまたは採られる対策と講じられたまたは

講じられる態勢と、それらの要員を施設から退避させるために必要な、以下の条項を含む説明 

・緊急避難場所 

・要員の位置から緊急避難場所へのルート 

・施設からの脱出口 

・脱出手段 

・緊急避難場所において事態を把握、制御し、脱出を指揮するための設備 

13)以下を含む、施設と機械装置の設計詳細上の主な要求事項の説明 

・安全な操業および運転のための限界条件 

・責任者が「海洋設備および坑井（設計および建設）規則（Offshore Installations and Wells (Design 

and Construction, etc.) Regulations 1996）」の Regulation 4195を遵守または遵守しようとしているこ

との説明 

                                                        
191 責任者は施設の Safety Case 文書の準備について適切な時期に安全委員に相談しなければならない。 
192 責任者は労働者から安全委員を選出し安全委員会を設けなければならない。 
193 重大事故防止文書に関する規定 
194 責任者は、施設内の人を火災、爆発から保護し、効果的な緊急対応を確実に行うために適切な手段を用いなければならない。 
195 責任者の一般的義務に関する規定 
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・責任者が安全限界要素の適合性を確保または確保しようとしていることの説明 

・責任者がパイプラインのオペレータでもある場合には「パイプライン安全規則（Pipelines Safety 

Regulations 1996）」の Regulation 11196を遵守または遵守しようとしていることの説明、責任者が

パイプラインのオペレータではない場合には「パイプライン安全規則」の Regulation 11を遵守

するためにどうやってオペレータと協力または協力しようとしているかについての説明 

14)以下を含む、施設の共同操業の詳細 

・共同操業に関係するすべての責任者の間の管理システムを共有して調整するための態勢の概要 

・重大事故を引き起こす潜在的可能性のある危険の特定と共同操業中に生じるであろうリスク評

価を含んだすべての責任者による安全面の共同検討についての態勢の概要 

・共同操業中に行われるであろう装置 

・共同操業が施設に与えるであろう影響 

 

（２）廃坑の際の Safety Case文書197 

1)オペレータの名称、所在 

2)解体撤去の開始日と終了日 

3)「海洋施設安全委員および安全委員会規則」の regulation 23（2）(c)(i)に従い Safety Case文書の見直

し、検討または準備に際して施設の安全委員とどのように相談したかについての概要 

4)解体撤去期間中に施設内に存在する人員の最大値 

5)責任者が解体撤去時に「海洋設備（火災および爆発防止、緊急対応）規則」の Regulation 4（1）を遵

守しようとしている方法の説明 

6)緊急事態に引き続いて要員が施設に残っている場合を除き、有毒ガスから施設の人員を保護するた

めに講じられる態勢の説明 

7)施設および接続されたパイプラインの解体撤去について提案された態勢、方法、手段が、施設とその

機械装置の設計建設方法をどのように適切に考慮しているかについての説明 

 

 英国の石油・天然ガス開発に係る法律、規則、ガイダンス、および規格 

例えば、廃坑（Decommissioning）に関するガイダンスでは、IMOの規格が参照されているなど198、ガイ

ダンス内においては、API、ブリティッシュスタンダード（BS：British Standard）、NORSOK等の規格や

国際マリンコントラクタ協会（IMCA：International Marine Contractors Association199）、英国海洋オペレー

タ協会（UKOOA：UK Offshore Operators Association）、Oil and Gas UK（OGUK）等の業界団体が発行す

るガイドラインが参照されている。 ただし、特定の規格を優先的に参照することはなく、例えば、海洋

設備（火災および爆発防止、緊急対応）規則（PFEER規則）のSection 9「火災と爆発の防止（Prevention of 

                                                        
196 パイプラインの安全操業限界の設定と遵守に関する規定 
197 The Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005，Regulation 11, Schedule 5 

（http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3117/contents/made） 
198 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69754/Guidance_Notes_v6_07.01.2013.pdf 

199 マリンコントラクタ 1,000 社を超える会員会社を擁する世界的な業界団体 
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fire and explosion）」についてのガイダンスでは、UKOOA、BS、API、石油協会（Institute of 

Petroleum）、石油産業アドバイザリー協議会（Oil Industry Advisory Committee）等の規格やガイダンスを

同列に参考として提示している。 

 

【ACOPの一例】 

「海洋設備および坑井（設計および建設）規則」の Regulation 5(2)では、『他人の作業に関連する作業を

行う者は、自身の認識しているリスクを周囲の者に報告しなければならない。』と定義されているが、ACOP 

21では『作業従事者が作業に伴うリスクおよび対処法を理解することが重要である。リスクが低い作業で、

作業従事者が注意点をよく理解している場合、計画書は不要である。単純な作業の場合は、作業担当者、

作業内容、手順の簡単な要約で十分である。下記のようにリスクの高い作業では、建設段階計画に近い文

書が必要となる。また、取り壊しを行う際には、Regulation 29が危険防止計画書の作成を要求する。 

・設計の変更; 

・長距離、不安定、あるいは有害な地層の掘削 

・異常な作業方法や安全手段 

・電離放射線またはその他の重大な健康被害 

・高電圧電線付近の作業 

・流れが早くなる可能性のある水域への落下のリスク 

・ダイビング 

・爆発物 

・重いまたは複雑なリフティング操作 』のように補足している。 

 

 マコンド事故後の対応および課題 

（１）議会の対応 

マコンド事故の後、米国は海底の掘削についての許可を一時保留し、同様に欧州委員会のエネルギー政

策担当委員も加盟国に対して新規の海底掘削を一時的に禁止するよう勧告を行った状況下で、英国政府

（DECC）は海底掘削を禁止しなかった。DECCは、HSE規制の枠組みを点検し、現行規制が目的に適う

ものとする一方で、掘削リグについての定期検査の倍増と保険基準を見直すとも表明した。そのため、英

国下院のエネルギー･気候変動委員会は、英国大陸棚における石油・天然ガス事業についての安全および

環境規制と、海底掘削の一時禁止の潜在的な好影響と悪影響について検討することを決定し、2010年7月

に調査委員会を設置した200。DECCは、現行規制が目的に適うものとする一方で、同じく7月の定例議会報

告では石油・天然ガス事業の環境規制について全面的にレビューするとの報告を行なった。 

調査委員会の報告書は、 “UK Deepwater Drilling – Implications of The Gulf of Mexico”と題して、英国下院

のエネルギー･気候変動委員会から2010年12月に発表された201。この報告書は、「英国大陸棚における海

                                                        
200 UK Deepwater Drilling – Implications of the Gulf of Mexico Oil Spill, House of Commons, Energy and Climate Change Committee, 2nd Report 

Volume 1, December 2010，p.5，Introduction 

201 UK Deepwater Drilling – Implications of the Gulf of Mexico Oil Spill, House of Commons, Energy and Climate Change Committee, 2nd Report 

Volume 1, December 2010 
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底掘削の一時停止は、石油および天然ガスについて英国の輸入依存度を増加させ、潜在的に供給の安定性

を損なうため実施すべきでなく、欧州委員会の要求は拒絶すべき」としている。この報告書の結論は、英

国の規制水準は高く、柔軟な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

で使用する暴噴防止装置（BOP）に特段の注意を向けている。 英国の目標設定型の安全規制は、BOP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およびシステムを選択できると評

価する一方、BOPのような安全装置やシステムの基本的な完全性を保証するために、政府は最低限のプリ

スクリプティブな安全基準を設定するべきであるとしている。 

BOPは「ultimate fail-safe device」と形容されているが、マコンド事故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。マコンド事故の BOPではブラインド・シアラム（図 3.3.3-4）は 1個で

あって、それが機能不全を起こしたことを踏まえ、この報告書では、英国大陸棚の BOP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、UKHSEが検討するよう提言している。 

 

 
図 3.3.3-4 BOPスタックと各 BOPの作動原理202 

 

（２）DECCの対応 

2011年3月、DECCは、2010年7月の定例議会報告において石油・天然ガス事業の環境規制について全面

的にレビューすると報告した通り、マコンド事故についての幾つかの報告書に提示されている提言をレビ

ューし、それらが英国の海洋石油･ガス事業に妥当であるか、そして英国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用するか、について検討するための専門家委員会を設置し、委員長としてロンド

ン王立大学のGeoffrey Maitland教授を任命した。 

この専門家委員会は 2011年 12月に公式報告書203を発表した。この報告書は、「英国の制度は、マコンド

                                                        
202 http://www.kelly.t.u-tokyo.ac.jp/~naganawa/jiho0708s.pdf 
203 https://www.gov.uk/government/publications/offshore-oil-and-gas-in-the-uk-independent-review-of- the-regulatory-regime 

ブラインド・ラムはラムの先

端に切り欠きがなく、ドリルパ

イプが無い状態でも坑井を完

全に密閉できる。シアラムはラ

ムの先端が刃のように鋭くな

っていてドリルパイプなどを

切断できるもので、パイプを切

断して完全に坑井を密閉でき

るタイプをブラインド・シアラ

ムと呼ぶ 
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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」と指摘しており、英国の海洋規制制度に

おける長所として以下をあげている。 

・環境影響の厳格な評価 

・ハザードの特定、リスク評価、およ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 

・オペレータおよびDECCが指名するSOSREP（Secretary of State Representative204）が洋上施設でのキャッ

ピングと回収、MCAが除染の実施、地方政府が沿岸域での対応と、役割分担し油漏洩事故等に対応する

包括的緊急時対応フレームワーク205 

 

しかし同時に、いくつかの改善を提言している（Maitland提言）。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ことの重要性を強調し

た。 

・優良な事例（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の改善 

・規制機関の統合 

・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、回収、除染、および影響モニタリングについての重点

的な研究開発  

 

この専門家委員会の報告書を踏まえて、DECC、UKHSE、および MCA は、OGUKと協力して、2012年

12月に以下に示す Maitland 提言に対する包括的回答書（Government Response to an Independent Review of 

The Regulatory Regime206）を公開した。回答書に示された要約を表 3.3.3-2に示す。主要テーマのうち、坑

井の計画と制御、および環境保護については、専門家委員会の報告書による主な項目を、表 3.3.3-2中に併

せて示す。また、2013年 12月には、2012年の最初の回答書で未解決であった提言についての検討結果を

公開した207。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
204 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/1861/made/data.pdf, Section 3 
205 http://www.oilandgasuk.co.uk/downloadabledocs/1018/2.%20Mick%20Borwell,%20Oil%20and%20Gas%20UK.pdf，p22 

206 https://www.gov.uk/government/publications/government-response-to-an-independent-review-of-the-regulatory-regime 
207 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/265799/update_government_response_ 

independent_review_regulatory_regime.pdf 
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表 3.3.3-2 Maitland提言に対する政府の対応の概要208 

主要テーマ 主な回答 

坑井の計画と制御 

①Well Life Cycle Practices Forum

（WLCPF）の活動の継続 

②安全上重要な装置（特にBOP）の

妥当性、信頼性 

③装置の保守と性能確認試験 

等 

①WLCPFは恒久的に設置。 

②WLCPFは委員会の提言に従い、産業界のベス

トプラクティスを反映したガイドラインを発行

した。 

③WLCPFは現在のベストプラクティスが目的に

適したものであると結論した。 

（※注 最低でも２つのバリアを設置するとの委

員会の提言は、実際的ではなく推奨できないと

結論した209） 

 

環境保護 

①産業界とDECCの協力による、目

標管理型の環境マネジメントシス

テムの継続的な改善 

②環境影響評価関連のガイダンス等

の定期的見直し 

等 

①OGUKはEnvironmental Assurance Planの概念を

推進する;  

②DECCは環境に関する規則のレジームおよび関

連するガイドラインのレビューを行ってきた。 

③Environmental StatementsおよびOil Pollution 

Emergency Plansの中からそれぞれ１つ選定し、

独立機関による年間レビューを行う予定であ

る。  

④予備のキャッピング装置が定期保守スケジュー

ルに則って英国大陸棚で利用可能になった。 

 

事故およびベストプラクティスからの

教訓 

①OGUKは、Operational Risk Assessmentの適切か

つ有効な使用、確実性、検証に関するガイドラ

インを発行した。 

②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 ①WLCPF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。 

②現実的な最悪の場合のシナリオがテストされて

いることを確実にするため、目的別坑井管理訓

練および演習はSafety Case文書の基準に照らし

評価される。 

                                                        
208 同報告書 Part 1 
209 同報告書 p.9 
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③WLCPF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

ラインの作成にStep Change in Safety210と共に従

事している。 

 

就労(Workforce Engagement)  ①Step Change in Safetyは労働力規定ツールキット

を開発した。 

②OGUKは、安全管理担当に選ばれた者の能力開

発トレーニングの作成をOffshore Petroleum 

Industry Training Organisation (OPITO)に委託

し、また、環境関係に従事する海洋労働者をオ

ペレータがどのように雇用しているかをインタ

ビューその他により検討するプログラムを開始

した。 

 

義務(Liability)および保険の問題 ①DECCおよびOGUKは、英国大陸棚の石油・天

然ガス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

別々のガイドラインを策定した。2013年1月1日

より発効する;  

②DECC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 報告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英国政府の回

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。 

 

（３）業界の対応 

2010年 5月に、Oil and Gas UKが主導し、オペレータ、掘削コントラクタ、サービスコントラクタ等の

産業界、労働組合、および DECC、MCA、HSE等の政府、規制機関により、OSPRAG （Oil Spill Prevention 

and Response Advisory Group211）が設立された。OSPRAGは Technical Review、Oil Spill Response Review、

Indemnity & Insurance Review、European & International Issuesの 4 つのグループから成る212。また、Technical 

Review Groupの下に、種々のガイドラインの作成を目的としたWell Life Cycle Practices Forum（WLCPF）

                                                        
210 Step 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/) 
211 http://www.oilandgasuk.co.uk/knowledgecentre/OSPRAG.cfm?frmAlias=/osprag/ 
212 http://www.oilandgasuk.co.uk/cmsfiles/modules/publications/pdfs/EN022.pdf 
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を設立した。この業界横断的取組みは、前述の DECCが設置した専門化委員会の公式報告書でも、マコン

ド事故への英国の反応の鍵であると高く評価されている213。 

WLCPFはマコンド事故で指摘された技術、大水深等過酷な状況下で重要視される技術課題に対し、BOP、

キャッピングシステム、リリーフ坑井の計画、能力、行動等ヒューマンファクター等についてのワーキン

ググループにより検討し、ガイドラインを作成した214。最初のガイドラインは 2012年 7 月に、第二版は

2014年に作成され215、現在は以下の 8つとなっている216。 

①海底 BOP（Guidelines on subsea BOP systems） 

②坑井健全性（Well integrity guidelines） 

③リリーフ坑井計画（Guidelines on relief well planning requirements – subsea wells –） 

④従事者能力（Guidelines on competency for wells personnel including example） 

⑤坑井試験と坑井試験実施者の能力（Guidelines for well-operators on well examination and Guidelines 

for well-operators on competency of well examiners） 

⑥資産の保証と確認（Guidelines on assurance and verification） 

⑦廃坑（Guidelines for the suspension and abandonment of wells） 

⑧廃坑に用いる材料の品質保証（Guidelines on the qualification of materials for the suspension and 

abandonment of wells） 

 

 

 

 

 

 

 
※3.3.3の Appendix  

Appendix 2-3-1 UK Health and Safety at Work etc. Act 1974目次 
Appendix 2-3-2 Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005目次 
Appendix 2-3-3 Offshore Installations and Pipeline Works (Management and Administration) Regulations 1995目次 
Appendix 2-3-4 Offshore Installations and Wells (Design and Construction, etc) Regulations 1996目次 
Appendix 2-3-5 Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, and Emergency Response) Regulations 1995目次 
Appendix 2-3-6 労働安全衛生規則（Management of Health and Safety at Work Regulations 1999）目次 
Appendix 2-3-7 UK HSE組織図 
Appendix 2-3-8 DECC組織図 
Appendix 2-3-9 Petroleum Act 1998目次 
Appendix 2-3-10 Petroleum Act 1998の概要（抜粋） 
Appendix 2-3-11 The Petroleum Licensing (Production) (Seaward Areas) Regulations 2008目次 
Appendix 2-3-12 The Petroleum Licensing (Production) (Seaward Areas) Regulations 2008の概要（抜粋） 

 

  

                                                        
213 報告書 CHAPTER 1 
214 現地ヒアリング調査より 

215 http://www.worldoil.com/Oil-Gas-UK-releases-new-well-integrity-guidance.html  
216 http://www.oilandgasuk.co.uk/knowledgecentre/Well_Life_Cycle_Practices.cfm   



112 
 

  オーストラリア 

 オーストラリアの海洋石油･天然ガス規制制度の成り立ち 

オーストラリアは、6 州と 3 つの自治準州（以下、各州等）からなる連邦国家である。1950年代に大陸

棚についての国際会議が開始された当初から、連邦政府と各州等との間では海洋石油事業に対する法的権

限についての紛争が続いていたが、1967年の海洋石油合意（Offshore Petroleum Agreement）により、各州等

の長が指定当局（Designated Authority）として連邦と協議しながら管轄するものとなり217、海洋石油・天然

ガス事業は 1967年の海底石油法（Petroleum (Submerged Lands) Act 1967）により規制されていた。 

その後、1970年代に入り司法の判断が出されたこと等から、1980年に連邦政府と各州等との間で締結さ

れた海洋の憲法和解(Offshore Constitutional Settlement)により、各州等は陸地から 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。3海里を超える海域は連邦政府の管轄であり、この海域での石油・天然ガ

ス事業は、2006年の海洋石油および温室効果ガス貯留法（OPGGS法：Offshore Petroleum and Greenhouse Gas 

Storage Act 2006）およびその関連規則により規制され、OPGGS法により設置される共同当局（Joint 

Authority218）を通じて連邦政府と各州等政府による共同管理下にある。Joint Authorityは探鉱を許可する鉱

区の検討や探鉱ライセンスおよび生産ライセンスの認可、認可条件の検討等重要な決定についてかかわり、

その下で各州等の長が Designated Authorityとして石油事業についての日常的な管理を行う219。 

2005年に、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、国家海洋石油安全局（NOPSA: National Offshore Petroleum Safety Authority）が設立された。

その後、2012年 1月に、2009年のモンタラ暴噴事故発生後の規制改革の一環として、国家海洋石油安全環

境管理庁（NOPSEMA: National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority220）が設立

された。NOPSEMAは、NOPSAを継承した機関であるが、NOPSAは産業観光資源省（Department of Industry, 

Tourism and Resources、発足当時）の下部機関であったのに対して、NOPSEMAは資源開発を管轄する産業

省（Department of Industry）から独立した安全衛生の規制機関である。 

NOPSAは、前述のように労働者の安全衛生規制を管轄する組織として設立され、2011年 4月に OPGGS

法改定により坑井の操業管理計画の規制監督や坑井操業の承認等、坑井健全性に関する規制が NOPSAの

管轄対象となった。次いで、2011年 10月に OPGGS法改正案（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage 

Amendment Bill）が可決され、それまでは、Joint Authorityの下におかれた各州等の Designated Authorityの

責務であった海洋環境管理実施に関する調査･報告とそれに基づく勧告を行うこと等が NOPSAに移管さ

れ、2012年 1月の改組名称変更とともに NOPSEMAの職務になった221。  

環境管理の面では、モンタラ暴噴事故の後に環境省では環境保護およ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を強化し、内規により掘

                                                        
217 http://www.ag.gov.au/Internationalrelations/InternationalLaw/Documents/offshore-constitutional-settlement-a-milestone-in-cooperative- 

federalism-pages-1-10%20ocr.pdf   

 

218 Joint Authority は、各州等の長および連邦政府の担当大臣で構成される。  

219 実務的には、Designated Authority は、各州等の長から指名され代理として業務を行う政府の担当者をしばしば指す。

http://www.industry.gov.au/resource/Documents/upstream-petroleum/approvals/Montara-Report.pdf，p.164 

220 http://www.nopsema.gov.au/ 

221 http://www.nopsema.gov.au/about/history-of-nopsema/ 
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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を要求することとした222,223。

OPGGS環境規則では、モンタラ暴噴事故の後、海洋石油･天然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224。 

 

 オーストラリアの海洋石油･天然ガス事業に係る法体系と組織体制 

（１）法体系 

英国の石油・天然ガス事業に係る法体系は、 

 法律（Acts）―規則（Regulations）－ガイダンスノート（解釈：Guidance Note）等 

となっている。 

オーストラリアの海洋石油･天然ガス開発に対する主な法律は、以下の２つである。 

1)海洋石油および温室効果ガス貯留法 

 （OPGGS法：Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006，Appendix 1参照） 

2)環境保護および生物多様性保護法 

 （EPBC法: Environment Protection and Biodiversity Conservation Act，Appendix 5参照） 

 

【OPGGS法】 

OPGGS法では、石油とは「自然に現れる、気体、液体、または固体状の炭化水素、または炭化水素と硫

化水素、窒素、ヘリウム、二酸化炭素等の混合物で、リザーバーに戻されたものも含む225」と定義してい

る。また、海洋の適用範囲は「大陸棚外縁226まで、ただし OPGGS法成立時点で一部は近隣国との間で調整

中であり、オーストラリアが国連大陸棚委員会に申請している 200海里を超える部分については、なお審

議中」としている。 

前述の通り、各州等は陸地から 3海里までの沿岸海域の管轄権を取得することになっており、この 3海

里を超える海域における石油･天然ガス海洋開発に関しては、主要な法規である OPGGS法およびその関連

規則が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。労働安全に関しては、OPGGS法

の Schedule3で触れられている。これら法規の適用対象には以下の事項が含まれる。 

・探鉱ライセンスの許可と権利の条件の決定 

・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と

権利の条件の決定 

・生産ライセンスとパイプライン敷設ライセンスの許可と権利の条件の決定 

・様々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と権利の条件の決定 

 

                                                        
222 http://www.environment.gov.au/resource/oil-and-gas-industry-and-national-environment-law 
223 モンタラ事故調査委員会報告書 p.8, http://www.industry.gov.au/resource/Documents/upstream-petroleum/op-environment/assurance/FinalMontaraCommissionInquiryReport.pdf 
224 OPGGS環境規則 Division 2.3 Contents of an environment plan, Regulation 14 
225 Section 7，パイプラインに関する条項においては、水分の除去等の成分調整を行ったものも含むとしている 
226 大陸棚の定義は Seas and Submerged Lands Act 1973 と同じとされ、Seas and Submerged Lands Act 1973 では「大陸棚とは 1982 年の国連海洋法会議合意の

76 条またはその他のオーストラリアがメンバーとなった国際的合意による」としている。 

     Australia Seas and Submerged Lands Act 1973：http://www.comlaw.gov.au/Details/C2004C00306  



114 
 

OPGGS法の規制の例（第６章“管理”）を以下に示す（抜粋）。 

 

1)事業参画者の責任 

  探鉱ライセンス、生産ライセンスの保有者は、すべての探鉱、生産において、 

・Good Oilfield Practiceに従い適切で実務的に実施しなければならない。 

・廃棄物、漏出を防がなければならない。 

・地層中の石油を損失してはならない。 

・それぞれの石油の貯留層を分けて保持しなければならない。 

・地下水資源を分けて保持しなければならない。 

・水その他が坑井を通じて石油の貯留層に浸入しないようにしなければならない。 

・石油事業で使用するすべての構造物と機械装置について、良好な状態に保つように保守および

補修しなければならない 

・石油事業で使用しなくなったすべての構造物、機械装置を撤去しなければならない。 

 

2)鉱害に対する責任 

・探鉱ライセンス、生産ライセンスの保有者は、石油の漏出が生じた場合、 

� 漏出の停止または制御 

� 漏出した油の清掃、環境に生じた被害の修復 

� 油の漏出による環境への影響についての監視 

 を実施しなければならない。 

・探鉱ライセンス、生産ライセンスの保有者が上記の実施に失敗したと NOPSEMAまたは連邦の

担当大臣が合理的根拠に基づき判断した場合には、NOPSEMAまたは連邦の担当大臣が実施し、

探鉱ライセンス、生産ライセンスの保有者は要した費用を弁済しなければならない。 

・各州等の陸上または海域における油の清掃等の費用についても、探鉱ライセンス、生産ライセ

ンスの保有者は弁済しなければならない。 

・重大な海洋石油事故が発生した場合、NOPSEMAは探鉱ライセンス、生産ライセンスの保有者

に対して、認可された海域の内外にかかわらず対処のために必要な指示を行うことができる。 

 

3)リスク管理 

  労働安全衛生に関して、Schedule 3で以下を規定している。 

・オペレータが施設を安全なものとするための一般的義務 

・施設の一部や特定の作業についての管理者の義務 

・従業員の雇用者の義務 

・機械装置や資機材の製造者および供給者の義務 

・探鉱ライセンス、生産ライセンスの保有者の義務 

・安全衛生委員227の選出、安全衛生委員会の設立と役割、緊急時には安全衛生委員が作業の停止

                                                        
227 職場の労働者の代表として安全衛生委員の選出が義務付けられている 
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を判断するなどの安全衛生委員の役割 

・検査方法等、事故や危険の発生の報告方法等 

 

4)罰則 

罰金については、条項ごとに規定されている。懲役または禁固（Imprisonment）に処せられるものとし

ては以下の内容と年数が規定されている。 

・NOPSEMAまたは連邦の担当大臣の命令に違反した場合：５年または罰金（違反により金額に

違いあり）またはその両方 

・海洋石油・天然ガス事業関連施設に損害を与えた場合：１０年 

・安全区域、禁止区域へ侵入した場合：故意または過失の度合いにより最大１５年 

・NOPSEMAへ虚偽または間違った証拠を提出した場合：１年 

・連邦の担当大臣に指名された委員会の委員が情報を漏洩した場合：１年 

 

【規則】 

安全に関して「OPGGS（安全）規則（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Safety) Regulations2009）」、

坑井に関して「OPGGS（資源管理および運営）規則（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Resource 

Management and Administration) Regulations 2011）」、環境に関して「OPGGS（環境）規則（Offshore Petroleum 

and Greenhouse Gas Storage (Environment) Regulations 2009）が制定されている。これら３つの規則の概要を

以下に示す。 

 

1)OPGGS（安全）規則  

（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Safety) Regulations 2009） 

Safety Case文書に関連する規定を定めた OPGGS法に準拠している。NOPSEMAでは、「Safety Case

文書とは危険とリスクを特定し、そのリスクがどのようにして管理されるかについての説明と、そ

の管理が効果的に一貫して適用されることを確実にする安全管理システムについて説明するもの」

としている228。本規則は、施設での操業が専ら容認された Safety Case文書に従って履行されている

こと、および、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ことを目的としている。 

 

2)OPGGS（資源管理および運営）規則  

（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優良事例（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ことである229。 

 

                                                        
228 http://www.nopsema.gov.au/safety/safety-case/what-is-a-safety-case/ 
229 http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_reg_es/opaggsmaar2011n54o2011985.html 
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3) OPGGS（環境）規則 

（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Environment) Regulations 2009） 

この規則の目的は、海洋で実施される石油事業および温室効果ガス貯蔵事業が、EPBC法 Section 3A

に示された生態学的に持続可能な開発との基本的理念に適合して実施され、また環境への影響とリ

スクが、合理的に実行可能な限りまでに低減され、受け入れられるレベルとなるように実施される

ことを確実にすることである230。事業者は、プロジェクトについて環境計画を作成することが義務

付けられており（Regulation 6）、環境影響評価の実施が必要となっている。この環境計画の承認過程

等は、EPBC法の規定に従うことが規定されている。 

 

【ガイダンスノート】 

NOPSEMAでは申請者の手引きとして Guidance Note（解釈例）や Information Papers等をホームページで

公開している。また、オーストラリアにおける石油・天然ガス開発企業を代表する組織であるオーストラ

リア石油生産探鉱協会 APPEA(Australian Petroleum Production & Exploration Association) が、ガイドライン

（解釈例）を作成している231。 

 

以上の石油・天然ガス開発における法規制の概要を図 3.3.4-1に示す。 

 

 

図 3.3.4-1 オーストラリア法規概念図 

  

                                                        
230 Regulation 3 
231 http://www.appea.com.au/safety-environment/safety-publications-and-guidelines/  

・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 
・Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBCA) 

Act 

Regulations 

Guidance Notes,  
Information Papers 

・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Safety) Regulations 2009 
・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Resource Management and 
 Administration) Regulations 2011 
・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Environment) Regulations 
 2009 

 

・Guidance Note 
・The Safety Case in Context : An Overview of the Safety Case   

Regime 
・Environment Plan Content Requirements , etc.  

・Information Paper 
・Offshore OHS Legislative Framework 
・Streamlining Environmental Regulation of Petroleum Activities 

in Commonwealth Waters , etc. 
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（２）組織体制 

オーストラリアの石油・天然ガス事業についての主な規制関係機関は、国家海洋石油安全環境管理庁

（NOPSEMA: National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority）、海洋石油権原管理

者（NOPTA：National Offshore Petroleum Titles Administrator）、海事安全局（AMSA：Australian Maritime Safety 

Authority）である。 

 

【NOPSEMA】 

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、およ

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等の管轄線である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文書を承認する際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文書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。NOPSEMAは、海洋石油事業に関連する安全衛生、

構造物健全性、および環境計画と日常業務に適用される各州等および連邦政府の現行規制を統合している。 

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ひとつの高

度なベストプラクティス･モデルとして確立できると期待されている232。 

 

【NOPTA】 

規制制度の成り立ちで前述したように、オーストラリアの連邦管轄下の海域は OPGGS法により設置さ

れる共同当局（Joint Authority ）を通じて連邦政府と各州等政府による共同管理下にある。Joint Authority

は探鉱を許可する鉱区の検討や、探鉱ライセンスおよび生産ライセンスの認可、認可条件の検討等重要な

決定についてかかわり、その下で各州等の長が指定当局（Designated Authority）として石油事業について

の日常的な管理を行う 。 

この日常的な管理は、産業省（Department of Industry）の下部機関である NOPTAが Designated Authority

から指名され代理として履行する。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233。 

 

【AMSA】 

AMSA 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、連邦および各州等政府のほか、海運、石油開発、海洋調査、化学および緊急サービス業界と協

力しながら国家計画（National Plan234）を管理運営している。National Planの目的は、コミュニティとオー

                                                        
232 http://ris.dpmc.gov.au/files/2011/06/Montara_RIS.rtf 
233 Offshore Petroleum Legislation and Regulatory Arrangements, Department of Resources, Energy and Tourism, Australian Government, 

www.petroleum-acreage.gov.au   
234 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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ストラリアの海洋およ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。モンタラ暴噴事故以来、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。 

 

オーストラリアの石油・天然ガス開発に関する組織を下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.4-2 オーストラリアの石油開発に関する関係機関組織235 

 

 オーストラリアにおける海洋石油・天然ガス開発に係る規制の基本的な考え方と HSE規則

一般的アプローチ 

 

オーストラリアにおける石油･天然ガス海洋開発に係る一般的アプローチは、英国と同様にパフォーマン

スベース（目標設定型）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。オーストラリア

も例えば暴噴の防止に関しては、OPGGS法で『事業者は石油や水の漏出を防止しなければならない236』と

され、「OPGG（セーフティーケース）規則」で『火災および爆発の危険分析では石油の漏出も考慮しなけ

                                                        
235 オーストラリア政府ホームページを元に作成 

236 Chapter 6 Administration, Part6.1 Operation, 569 Work Practice 

Department of 
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（産業省） 

Environment 
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Compliance 
Division 

NOPSEMA 

State or Territory 
Government 
（各州等政府） 

Commonwealth 
Government 
（連邦政府） 

Department of 
Environment 
（環境省） 

Australian 
Maritime Safety 

Authority 
（海事安全局） 

National Offshore 
Petroleum Titles 
Administrator 

（海洋石油権原管理者） 

Joint 
Authority 

（共同当局） 

Designated 
Authority 

（指定当局） 
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ればならない237』、「OPGG（資源管理および運営）規則」で『事業者から NOPSEMAへの坑井の状況報告

には BOPについても含む238』等と言及されているのみであり、BOPについても詳しい記載が無い点は英国

と同様である。 

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およ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およ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。 

安全衛生規制は、Safety Case文書の評価、定期検査、事故および危険な出来事239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文書を作成する必要がある。NOPSEMAは、

Safety Case文書の妥当性評価の中で、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文書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、査察を実施する。

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」の発行等の執行であ

る。 

OPGGS 法および規則から、オーストラリアにおける作業工程（探鉱・生産・廃坑）は、おおむね以下の

ように整理される。 

  

                                                        
237 Regulation 2.17 Fire and explosion risk analysis 
238 Regulation 7.13 Requirement for initial well completion report and data 
239 安全規則 2.41 従業員の死傷や休業を引き起こす恐れのあった出来事や、火災、爆発等 
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表 3.3.4-1 オーストラリアにおける作業工程と認可・承認について 

作業 
工程 

作業者 
作業内容（事

例） 

申請者/届出先 備考 

認可 
承認 
/同意 

届出  

探鉱 
(掘削) 

申請者 探鉱許可 
Joint 

Authority 
  

OPGGS Act 
Section 110 

Operator 
Environment 
Planの送付 

 NOPSEMA※2  
Environment 
Regulation 9 

Operator 
探鉱の Safety 
Case文書 

 NOPSEMA  Safety Regulation 2.24 

Registered 
Holder 

掘削、地震探

鉱等の行為 
 

Commonwealth 
Minister 

 
OPGGS Act 
Section 100 

Permittee 
石油の発見場

所の通知 
  

Joint 
Authority 

OPGGS Act 
Section 130，284 

Joint 
Authority 

石油の発見場

所の公表 
－ － － 

OPGGS Act 
Section 131 

生産 

Operator 
Environment 
Planの送付 

 NOPSEMA※2  
Environment 
Regulation 9 

Registered 
Holder, or 
Third Party 

インフラ施設

ライセンスの

申請 

Joint 
Authority 

  
OPGGS Act 
Section 195 

Operator 
施設の Safety 
Case文書 

 NOPSEMA  Safety Regulation 2.24 

Registered 
Holder 

掘削、地震探

鉱等の行為 
 

Commonwealth 
Minister 

 
OPGGS Act 
Section 163 

Registered 
Holder 

生産ライセン

スの申請 
Joint 
Authority 

  
OPGGS Act 
Section 168 

Operator 
施設の Safety 
Case文書 

 NOPSEMA  Safety Regulation 2.24 

Registered 
Holder 

掘削、地震探

鉱等の行為 
 

Commonwealth 
Minister 

 
OPGGS Act 
Section 163 

廃坑 

Operator 
Environment 
Planの送付 

 NOPSEMA※2  
Environment 
Regulation 9 

Operator 
廃坑の Safety 
Case文書 

 NOPSEMA  Safety Regulation 2.30 

Title 
Holder 

すべての施設

の撤去 
－ － － 

OPPGS ACT 
Section 572 

※1 網掛けはOPGGS Actで規定されている内容。 

手続きは、National Offshore Petroleum Titles Administrator 

※2 原文は Regulator for the offshore area、Regulatorは NOPSEMA 
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パフォーマンスベースの規制の重要な特徴は、一時的な法規への適合意識よりも継続的改善が奨励され

るということである240。オーストラリアの目的指向の規制制度では、事業者に石油･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。といって制度は事業者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241。具体的には、

図 3.3.4-3に示すように探鉱、生産、廃坑の段階でそれぞれ環境影響評価の実施と規制機関の同意が必要

であり242、また、施設の設計、利用、廃坑のそれぞれの段階で、Safety Case文書の作成と規制機関の同意

が必要である243。さらに、環境影響評価については、OPGGS法の環境規則により評価する際に、環境保

護および生物多様性保護法（EPBC Act）に基づく環境評価を参照して実施することが必要となっている。 

  

                                                        
240 OPGGS 安全規則 2.6 安全管理システムの実施と改善：施設についての Safety Case は、安全管理システムが実施され、継続的体系的に欠陥が特定され改善されることを確

実にする、効果的な手段を有していることを証明しなければならない 

241 Comparative Review of HSE Legislation for Offshore Petroleum Operations, ERM, 2010 
242 Environment Regulation 9  
243 Safety Regulation 2.24, 2.30  
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図 3.3.4-3ライセンス申請から廃坑までの主な手続き 
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 オーストラリアの海洋石油・天然ガス事業に係るリスク管理の考え方 

オーストラリアもパフォーマンスベースを導入している規制管理体制であり、英国と同様に Safety Case

文書の提出が求められている。NOPSEMAによれば、Safety Case文書 とは、 

・ハザードとリスクの特定、 

・どのように特定されたそのリスクが管理されているか、 

・そのリスク管理が効率的かつ一貫性を持ち、安全に関するマネジメントシステムが導入されている

か、 

をまとめた、オペレータにより作成された文書である。また、Safety Case文書は一度作成したら完了では

なく継続して更新、改善させていく事が重要な要素である。Safety Case文書の継続的改善の概念を、

NOPSEMAでは図 3.3.4-4のように表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.4-4 Safety Case文書継続的改善の概念244 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
244 http://www.nopsema.gov.au/assets/Guidance-notes/N-04300-GN0060-The-Safety-Case-in-Context-An-Overview-of-the-Safety-Case-Regime- 

Rev-6-June-2013.pdf     

・図中央破線は Safety Case文書の提出，承認（事業の開始時点） 
・図左側：事業計画、Safety Case文書作成の段階で危険の抽出と対策立案、事業

への組込みにより、徐々に ALARPと想定されるリスクレベルは低減し、検討

を尽くした後、Safety Case文書の提出，承認、事業開始となる。 
・図右側：事業開始後は、事業の進捗、事業を取り巻く環境の変化に応じた不断

のリスク評価と対処により、ALARP のリスクレベルは漸減するとのことを表

現したもの。 
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 オーストラリア石油･天然ガス開発に係る法律、規則、ガイダンス、および規格 

オーストラリアは前述のように、パフォーマンスベースを主体とした規制のため、スタンダードは参照

していない。ただし、社内基準要求およびマネジメントシステムは NOPSEMAの監査対象である。BOPや

セメンチング等の各要素水準は、掘削計画や緊急事態対応計画等に盛り込まれ、包括的な安全基準の証明

を事業者に期待している。キャッピングシステムについても OPGGS安全規則の規定に含めることを検討

中であり、2015年には導入される予定である245。 

 

（１）NOPSEMAガイダンス 

NOPSEMAでは、インフォーメーションペーパー「海洋労働安全規制の枠組み（Information Paper “Offshore 

OHS Legislative Framework”）」により労働安全衛生に対する法規制の枠組みを解説している。また、Safety 

Case文書に関して以下のガイダンス（Guidance Notes）を公開し、Safety Case文書の作成について詳細な資

料を提供している。 

・セーフティーケース制度概要（The safety case in context - an overview of The safety case regime） 

・セーフティーケースライフサイクル管理（Safety case lifecycle management） 

・セーフティーケースの背景と細部の記載水準（Safety Case Content and Level of Detail） 

・危険の抽出（Hazard-Identification） 

・安全資料（Supporting Safety Studies） 

・リスクアセスメント（Risk Assessment） 

・ALARP 

・制御方法と性能基準（Control measures and performance standards） 

・安全管理システム（Safety management systems） 

・労働者の組込み（Involving the workforce） 

 

また、環境規制に関しては、インフォーメーションペーパー「連邦海域における石油活動についての環

境規制の概要（Information Paper “Streamlining Environmental Regulation of Petroleum Activities in Commonwealth 

Waters”）」により法規制の概要を解説し、ガイダンスとして以下を公開している。 

・環境計画の必要内容（Environment Plan Content Requirements） 

・石油活動（Petroleum Activity） 

・海洋プロジェクト提案の必要内容（Offshore Project Proposal Content Requirements） 

・環境計画概要（Environment Plan Summaries） 

 

（２）APPEAガイドライン 

APPEA はオーストラリアにおける石油ガス開発企業の代表としてオーストラリア政府とオペレータ企

業との間に立ち、オーストラリアにおける石油ガス開発の経済性、地域貢献、安全性を高める支援を行っ

ており、以下に示す安全に関するガイドラインおよび環境に関する実践規則（Code of Practice）を作成して

いる。 

                                                        
245 NOPSEMA ヒアリング調査結果より    
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1)安全ガイドライン（Safety Guidelines） 

・APPEA安全報告ガイドライン（APPEA safety incident reporting guidelines） 

・坑井操業能力管理システム（Well operations competency management systems） 

・海洋操業についての自己監査チェックリスト（Self-audit checklist for offshore operations） 

・海洋坑井事故防止、抑制、対応（Prevention, Intervention and Response for Offshore Well Incidents） 

・海洋クレーン運転者能力ガイド（Offshore Crane Operator Competence Guide） 

・海洋クレーン操作（PMASUP305A Operate offshore cranes） 

・車両安全ガイドライン（Vehicle Safety Guideline） 

・軽車両の最低限度仕様（CSG Facts – Light Vehicle Minimum Specifications） 

・物流安全規則（CSG Logistics Safety Code） 

 

2)実践規則（Code of Practice） 

・APPEA環境実践規則（APPEA Code of Environmental Practice） 

・地震探鉱と海洋環境（Seismic Exploration & the Marine Environment） 

・保護区域における操業（Operating in Protected Areas） 

 

APPEAは、石油ガス開発企業の意見・要望を取り纏め規制機関との対話も行う。セーフティーケースに

おいて、類似した規制勧告は起こりがちであり、業界団体が対話を蓄積・効率化することは業界の安全水

準の向上に繋がると考えられている246。 

 

 モンタラ暴噴事故後の対応および課題 

2009年 8月にオーストラリアで起きたモンタラ暴噴事故からわずか数ヵ月後の 2010年 4月に、マコン

ド暴噴事故は発生した。オーストラリアはモンタラ暴噴事故の発生後に海洋における HSE状況の改善対策

に取り組んでおり、モンタラ暴噴事故の後に行われた組織改正による 2012年 1月 1日の NOPSEMAの発

足が、オーストラリアの政府および規制機関によって講じられたモンタラ暴噴事故およびマコンド暴噴事

故に対する対策となっている247。 

NOPSEMAは NOPSAの安全衛生機能を継承し設立されたが、これはモンタラ暴噴事故調査委員会の報

告書において「単一の独立した安全衛生規制機関の設立と、政府機関の中で産業政策、資源の開発および

推進を安全衛生規制機関と分離するべき」と提言された248ことを受けたものである。報告書では、掘削施

設に関して規制、監督する Designated Authorityが十分な能力を持たなかったこと、および、環境面からの

規制を監督する環境水遺産芸術省（Department of The Environment, Water, Heritage, and Arts）も安全衛生規制

を監督する NOPSAも坑井の健全性を精査する役割になかったことなど、複数の規制機関による監督が十

                                                        
246 ヒアリング調査結果より 

247 http://www.nopsema.gov.au/about/history-of-nopsema/ 

248 http://www.industry.gov.au/resource/Documents/upstream-petroleum/approvals/Montara-Report.pdf，p.350 Finding 51、p.362 Recommendation 

73,75 
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分ではなかったと指摘している249。政府は 1.1で述べたように、NOPSAの管轄を、設立当初の安全衛生に

加え、 

・2011年 4月：坑井健全性に関する規制を追加 

・2011年 10月：環境安全規制を追加 

と、拡大、集中することで単一の規制機関とすることを実現し、さらに 2012年 1 月の改組により産業省

（Department of Industry）から NOPSAを分離、NOPSEMAに名称変更することで独立した規制機関とした。

OPGGS法の改正点の概要を以下に示す250。 

・NOPSEMA検査官の権限強化、民事罰則の導入、刑事罰水準の引上げ 

・十分な保険の要請、汚染の原因者が第三者のコスト（各州等の除染費用を含む）を弁済する義務の

導入 

・環境への重大な脅威を是正するために必要な措置を講ずることを事業者に要請する権限の追加（環

境禁止通知、環境改善通知の発行等） 

 

また、NOPSEMAが「環境保護および生物多様性保護法（EPBC 法）」に定められた環境保護を行うため

に OPGGS環境規則も改正され、OPGGS（環境）規則による環境評価を行う際に EPBC法における評価項

目を参照することになった。その結果、OPGGS法の適用を受ける連邦海域における海洋石油・天然ガス事

業は、環境省が実施する EPBC法の環境評価プロセスの適用を除外されている251。改正点の概要点の概要

を以下に示す252。 

・Regulator変更（Designated Authorityから NOPSEMA） 

・環境計画作成のための環境評価を明確化 

・環境保護能力および事故報告要請の明確化、強化 

・事業者の義務、責任の強化 

・新規大規模事業について、海洋事業提案（OPP：Offshore Project Proposal）の発行253 

 

NOPSEMAでは、キャッピングシステムを OPGGS安全規則の規定に含める予定であるが254、その他の

技術面については、モンタラ暴噴事故調査委員会報告書における以下のような提言（抜粋）が課題として

あげられている255。 

1)坑井のバリアに関して 

・常に最低限２つのバリアを設け、緊急事態において事前に規制当局の書面による許可を得た場

合を除き、１つのバリアに頼ってはならない 

・バリアに疑念が生じた場合には追加のバリアを設置する 

・業界基準の“２つのバリア”は“２つかそれ以上”とすべきである  等 

                                                        
249 http://www.industry.gov.au/resource/Documents/upstream-petroleum/approvals/Montara-Report.pdf，p.18～p.20 

250 http://www.nopsema.gov.au/legislation-and-regulations/recent-changes-to-legislation/ 
251 EPBC 法 Section 524 

252 http://www.nopsema.gov.au/legislation-and-regulations/recent-changes-to-legislation/ 
253 Section 5A 
254 NOPSEMA ヒアリング調査結果より    
255 http://www.industry.gov.au/resource/Documents/upstream-petroleum/approvals/Montara-Report.pdf，p.354-360 Recommendation 24-65 
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2)セメンチングに関して 

・産業界、規制当局、訓練機関、研究機関は、ケーシングシュー、アニュラス、セメントプラグの

健全性についての課題に対処する、セメンチングのベストプラクティスについて基準を作成す

べきである 

・セメントされたケーシングシューのバリアとしての健全性を試験、検証する技術を開発するた

め、産業界、規制当局、訓練機関、研究機関はお互いに情報交換をすべきである（特に、ケーシ

ングシューが大深度（at great depth）における水平に近い急角度のリザーバーに位置するなど、

通常と異なる状況にある場合）             等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※3.3.4の Appendix  

Appendix 2-4-1 Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006目次 
Appendix 2-4-2 Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Safety) Regulations 2009 目次 
Appendix 2-4-3 Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Resource Management and Administration) Regulations 2011

目次 
Appendix 2-4-4 Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Environment) Regulations 2009目次 
Appendix 2-4-5 Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999目次 
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  ブラジル 

 ブラジルの海洋石油･天然ガス事業に係る規制の成り立ち 

1970年代、ブラジルの海洋石油・天然ガス開発は国営石油天然ガス開発会社ペトロブラス社の独占体制

で始まった。当初は規制機関も無く、ペトロブラス社の自主規制であった。1981年、環境に関する法律 Law 

6,938/81が制定され、環境庁にあたる機関 CONAMA が設立された。1989年、CONAMA の規制機関である

IBAMA が設立された（連邦法 7,735/ 89）。IBAMA は、環境特別省、森林開発院、漁業開発庁、ゴム管理

庁を統合して発足し、天然資源の保護、監督、管理、合理的な利用の奨励に向けた国の環境政策を実施す

る義務を負うこととなっている。 

1997年、石油法が制定されてペトロブラス社の独占体制は解体し、国内・海外の私企業にも石油事業が

開放され、ブラジル国家石油庁（ANP: National Petroleum Agency）が設立された。ANPは権益管理および

石油天然ガス開発にかかわる保安の規制を行う。石油法の制定以後、採掘権はライセンス契約（コンセッ

ション契約）により契約される時期が続いていたが、近年、プレソルト油田の発見により 2010年に石油法

が改正され、プレソルト地区では生産分与契約、その他の地域は従前通りのコンセッション契約と、２種

類の契約が用いられることになった。 

2001年の P-36事故から得た教訓を踏まえて、ANPは 2007年に、事業者に海洋石油天然ガス開発にかか

わる安全環境マネジメントシステムを義務付ける「海洋掘削施設および石油･天然ガス生産に関する操業安

全管理体制の技術的規制（Resolution ANP No. 43256）」を発行した。この新しい ANP規則は、安全かつ客観

的アプローチの確立、事業者に対する HSE手順書の文書化義務付け、および事業者に対するハザード分析

（HAZID：Hazard Identification）などの定性的手法によるリスク解析の文書化を義務付けている。 

 

図 3.3.5-1ブラジルの安全環境規制の主な変遷 

                                                        
256 Technical Regulation of Operational Safety Management System for Maritime Drilling Installations and Oil and Natural Gas Production 
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 ブラジルの海洋石油･天然ガス事業に係る法体系と組織体制 

 

（１）法体系 

ブラジルの石油・天然ガス事業に係る法体系は、 

 法律（Laws、CLT）－ 規則（Resolutions）、規制規格（NR） 

となっている。 

探鉱・生産等のライセンスに関しては石油法（Law 9,478）、環境に関しては環境基本法（Law 6,938）、安

全・衛生・健康に関しては、石油法および統合労働法（CLT257）に基づき行われている。これらの法の下そ

れぞれに規則（Resolution）、CLTの下に国が作成する規制規格（NR）が制定されている。NRは内規ではあ

るが、規則と同様に義務付けられた運用がなされている258。 

 

【石油法（Law 9,478259）】 

石油法は、ブラジル国内の石油・ガス産業に関する規則を定めており、ペトロブラスの国内石油開発独

占体制を廃止した。鉱区の権利やオペレータの義務・責任を明確化し、憲法に基づく連邦による石油資源

の独占260,261、ANPを設立し石油に関し所掌すること262、入札により鉱区の権利を与えること263、採掘権者

の義務・責任等が定義されている。採掘権者の義務・責任として以下が示されている。 

1)譲受企業の権利 

採掘権者は取得した採掘領域において独占的な掘削・生産権を与えられる。また採掘権者は検針地

採掘権者点から生ずる炭化水素の所有権および商用権を持つ。ANPの認可を前提に、輸出権も特権

として与えられる。 

2)譲受企業の義務 

採掘権者はブラジル企業・外国企業が管理する国内企業に限る。そのため、ペトロブラスがオペレ

ータとして加わることが必要である。調印した企業が過去に（採掘権を）認可された他社と合併す

る場合、契約履行保証の提出義務が生じる。採掘権者は以下の義務を負う： 

・活動に関する費用・リスクを伴うすべてのオペレーションを実施すること 

・契約時に提出した最小探査プログラム（PEM264）を完了すること。 

・ANPへ事業の進捗を報告すること。 

・採掘権者は事業で生じた損失、損害について、ANPおよび政府に対し責任を負うこと。 

・オペレーションに際し適切な保険契約を設けること。 

3)制裁、刑罰 

契約義務不履行については、ブラジル法規による経営・金銭的制裁が課せられる。不履行や採掘権

                                                        
257 1940 年代までの散在する労働法をまとめたもの。制定された一つの法ではない。 http://jp.camaradojapao.org.br/brasil-business/advocacia/ 
258 ブラジル現地ヒアリングより 

259 http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Exploration%20and%20Production%20of%20Oil%20&%20Gas%20Legislation.pdf 

260 Article 3 連邦は、陸上、領海、大陸棚、排他的経済水域を含む、国内の石油、天然ガス、その他の炭化水素流体を所有する 
261 Article 4 連邦が憲法 177 条に基づき独占する 
262 Article 7 ANP の設立，Article 8 ANP が州および環境規制機関と協力して法規制を作成すること等、ANP の職務内容 
263 Article 23 石油・天然ガスの開発は、入札により、コンセッションまたはプレソルト戦略的地域について定めた特別法に基づく生産分与契約による 他 
264 2D 地震探鉱、3D 地震探鉱の範囲、ANP が設定した目標への掘削回数、費用の裏づけ、等 
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者による不履行が不可避の場合、ANPは早期に契約を打ち切ることができる。 

 

【環境基本法】 

環境に関する法律としては、環境基本法（連邦法 6,938/ 81）がある。環境基本法は、ブラジルの環境

関連法で最も重要な法律であり、国家環境制度（SISNAMA）、環境ライセンス制度・環境影響評価

（EIA）、環境を汚染した者に対する賠償責任、検察当局による環境汚染などの破壊行為に対する起訴権限

等について規定している。 

 

【統合労働法265】 

ブラジルの労働問題・労使関係を規制する基本法は、1940年代までの散在する労働法をまとめた統合

労働法 CLT（1943年 5月 1 日付大統領令第 5,452号）である。ブラジルの石油･ガス会社は、労働規約

（Labour Code）およびその各種安全衛生手順に従って操業することが義務づけられている。労働雇用省

は労働者の衛生安全保護策を監査し、労働現場における健康と安全に関する規制は CLT Chapter Vであ

る。雇用者は、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を目的とした、衛生安全保護プログラムの確立が義務づけられている。 

 

【石油法による規則】 

ブラジルの中核的な衛生安全規則は、操業安全管理システムを定めた Resolution ANP No. 43、「海洋掘削

施設と石油天然ガス生産に関する操業安全管理システムについての技術規則（Technical Regulation of 

Operational Safety Management System for Maritime Drilling Installations and Oil and Natural Gas Production）」で

ある。この規則の目的は、事業者が海洋プラットフォームの操業安全管理システムを実施、運用するため

の規定と指針を定めることである。この規則では 17の管理プラクティスを採用し、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ることで、事故の防止と適切な管理を可能としている。 

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。 

 

1)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 

①PG-1. 安全文化、安全への貢献、マネジメントの責任 

②PG-2. 個人の関与 

③PG-3. 個人の資格、トレーニングとパフォーマンス 

④PG-4. 労働環境と人的要因 

⑤PG-5. 選択、制御と第三者管理  

⑥PG-6. パフォーマンス監視と継続的な改善 

⑦PG-7. 監査 

⑧PG-8. 情報と文書の管理 

⑨PG-9. 事故の解明 

                                                        
265 http://jp.camaradojapao.org.br/brasil-business/advocacia/ 
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  2)管理プラクティスの第 2グループ：施設および技術に関するプラクティス 

①PG-10. 設計・建設・設置・終了 

②PG-11. オペレーション安全にかかわる重大要素 

③PG-12. リスク識別とリスク分析 

④PG-13. 機械的完全性 

⑤PG-14. 重大な緊急事態への計画と管理 

 

  3)管理プラクティスの第 3グループ：操業手順に関連するプラクティス 

①PG-15. オペレーション手順 

②PG-16. チェンジ・マネジメント 

③PG-17. 特殊な状況の管理手順 

 

ブラジルの石油天然ガス開発にかかわる省庁、法律は多岐に渡り、石油開発会社でも全容を把握するこ

とは困難であるとされる。特に省庁複数省庁で重複して要求する項目が有り、要求内容が異なることもあ

り困難を招くようである266。 

 

【環境に関する規則】 

ライセンス発行には、環境省下の規制機関である環境・再生可能天然資源院（IBAMA）による環境ライ

センスの承認が必要となり、ライセンス承認過程で最も時間を要する過程であるとされている267,268。1997

年制定の CONAMA Resolution No. 237/97が下記 3段階の環境ライセンスを定義する規則である269。 

1) A preliminary license (licença prévia) (LP) 

2) An installation license (licença de instalação) (LI) 

3) An operating license (licença de funcionamento) (LO) 

  

【労働雇用省270による規制規格 NR】 

CLT Chapter Vを補完する内規として 36の規制規格（NR：Regulation Standard）がある。水上の労働環

境に関する基準には NR 30「海上作業における安全衛生についての規制規格（Regulation Standard of Health 

and Safety at Waterway Work）」があり、主に船舶を対象としているが、多くは海洋プラットフォームでも適

用される。海洋プラットフォーム特有の規制は、NR 30の ANNEX II（2010）に規定されている。 

NR30に加え、海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS）、船員の訓練および資格証明ならび

に当直の基準に関する国際条約（STCW条約）、海洋汚染防止条約（MARPOL 条約）等の国際条約への技

術的かつ法的な満足も NR30の目的となる。NR 30を遵守することで、海上での活動における労働雇用省

                                                        
266 ブラジルの石油開発会社各社ヒアリングより。規制の詳細についてはヒアリングでも開示されなかったが、些細なことでは、機器の操作盤上のスイッチの色分けなども省庁により異

なる要求があるとのことで、各省庁の要求を一度に満たすことは困難な模様。 
267 Ministry of Environment (MMA) Ordinance No. 422/2011 により定義される 
268 Statoil社ヒアリング結果より 

269 http://us.practicallaw.com/2-524-2451?source=relatedcontent 
270 http://www.brasemb.or.jp/politics/politics.php 
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の規格をほぼすべて満足することになる271。NR 30 では、労働雇用省に対して下記項目を含む安全報告書

の提出が要求される。 

・操業計画 

・リスク評価 

・検査・維持活動計画 

・作業手順 

・火災爆発の対応計画 

・緊急事態対応計画 

 

本規則では労働者の健康と安全に加え、労働者の権利が規定されており、罰金、制裁、禁輸、作業停止

などの罰則が定められている。他省とともに労働省が行う監査は定期検査ではなく、監査数日前の通知を

受け準備しなければならない272（Appendix 2-5-4参照）。 

以上の、海洋石油・天然ガス事業に関するブラジルの法規制の概念を図 3.3.5-2に示す。ANP だけでなく

労働省や環境省、海事省など、複数の省庁所轄の法規制に重複が見られ、ブラジルで石油・天然ガス開発

を行う石油開発企業のヒアリングでも法、規則の詳細およびガイドラインの有無等についての把握は困難

な様子であった273。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.5-2ブラジル法規制概念 

 

（２）組織体制 

ブラジルの石油天然ガス開発に係る省庁は多岐にわたるが、主要な省庁は石油庁（ANP）、環境省、労働

雇用省、海事局（Maritime Authority）である。法規制同様、ブラジルで石油・天然ガス開発を行う石油開発

企業でも詳細な把握は困難とされている274。 

                                                        
271 DNV GL 社内資料より 
272 Statoil 社ヒアリングより 
273 Shell, Petrobras, Statoil 各社リオ事務所ヒアリングより 
274 Shell, Petrobras, Statoil 各社リオ事務所ヒアリングより 

・石油法（1997） 
・環境基本法（1981） 
・統合労働法（1943） 

Law 
CLT 

 

 

Resolution 
NR 

 

・Resolution ANP No. 43（2007） 
・CONAMA Resolution No. 237 
・労働雇用省 NR 30 ANNEX II（2010） 
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【ANP】 

ANPはエネルギー省下の石油開発の規制機関であり、ブラジルの海洋石油天然ガス開発に直接係る法令

は ANP の下の法令である。ANP は採掘権のライセンスおよび安全・衛生・環境規制の双方を所轄してお

り、ANPの主な役割は以下に集約される。 

・鉱区承認および監視 

・生産監視 

・操業上の HSE規制 

 

【環境省、CONAMA、IBAMA 】 

環境省が環境政策立案、連邦環境審議会（CONAMA）が環境改善・保護に関する法令の審議・環境政策

の策定を行い、ブラジル環境・再生可能天然資源院（IBAMA）が環境アセスメントの審査承認等を担当す

る等、実際の政策・法制度の運用を行う275。 

IBAMA は環境省下の規制機関であり、自然資源の保護を目的に規制を行い、ANP の鉱区承認の際に

IBAMA の環境影響に関する許可が必要となる。IBAMA による許可は掘削段階において最も重要な過程と

なり、IBAMA は緊急事態対処計画、海岸保護計画等の具体的な書類を要求する。 

海洋石油天然ガス開発の規制は ANPだけでなく労働雇用省や環境省、海事省など、他省庁と所轄の重複

が見られる。そのため監査は“Black gold audit”と呼ばれる各省庁の検査員が同時にプラットフォームを訪問

し連携して監査を行う。IBAMA は 2年に 1度の監査を行うため、Black gold auditも IBAMA の監査頻度に

合わせて行われることが多い276。この Black gold auditを行う背景は、各省庁の管轄の重複が明確に定義さ

れていないためと考えられている277。 

 

【労働雇用省】 

労働雇用省は労働基準に関する規則や規制規格（NR）を有しており、36ある NRのうち、前述した NR 

30「海上作業における安全衛生についての規制規格（Regulation Standard of Health and Safety at Waterway 

Work）」が海洋石油・天然ガス事業についての関係規則である。 

労働雇用省検査部門が石油開発プラットフォームの監査を行う。石油開発監査における労働雇用省の管

轄は以下のとおりである。 

・健康・安全 

・労働基準 

 

労働雇用省の法規制はプリスクリプティブ規制で、ブラジルの基準機関 Brazilian Association of Technical 

Standards (ABNT)の基準を参照している。一方、主となる ANPの法規制はパフォーマンスベースであり、

プラットフォームに直接規制省庁の職員が監査に赴き現場の状況を確認した上で、勧告・罰則を通じて規

制する、実践的な規制を行うことで知られる。 

                                                        
275 平成 18 年度 経済産業省委託事業「環境問題に関する OECD 加盟国等の貿易保険制度調査報告書 Part 2」 

276 Staoil社ヒアリングより 
277 Shell, Petrobras, Statoil各社リオ事務所ヒアリングより 
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【海事局】 

海事局（Maritime Authority278）は、海事に関連する環境管理についての技術的活動を規制·監督するため

の海事専門教育および関連活動を行い、海上交通の安全、水質汚染の防止および海上における人命の安全

管理を実施する。 

 

以上のブラジルにおける海洋石油・天然ガス事業に関する規制体制を、図 3.3.5-3に示す。 

 

図 3.3.5-3 ブラジルの石油・天然ガス開発関係組織279 

 

 ブラジルにおける海洋石油・天然ガス事業に係る規制の基本的な考え方と HSE規則一般的

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） 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しなければならないとしている。 

・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。 

・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、多くのオペレータは“Safety Case文書”との名称は用いていないが

Safety Case文書に相当する管理文書を作成している。Safety Case文書の作成を ANP は義務づけていない

が、オペレータ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文書相当の管理文書を利用する機会が増えている。 

 

（１）ライセンス手続き 

入札過程にて、ANPは企業の技術（開発経験等）、財務基盤、法規遵守を認定する。オペレータは入札

を通じて鉱区開発権を得るが、実際に作業を行う上では加えて環境ライセンスが必要となる。ブラジルで

は、石油法には環境影響評価の実施については規定がないが、CONAMA Resolution No.237により、鉱区

                                                        
278 Directorate of Ports and Coasts 等を含む海事関連の「権威体制もしくは階層」を表す総称 
279 Petrobras ヒアリング資料より 

政府 

鉱山 
エネルギー省 

石油庁 
ANP 

環境規制機関 
IBAMA 

海事局 労働雇用省 環境省 
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契約後に取得が必要な３つの環境ライセンス（事前、施設、操業）の承認が必要である。このうち、事前

ライセンス申請時に環境影響評価を実施し、環境影響報告書を提出することが義務付けられている280。 

 

図 3.3.5-4 鉱区開発権取得手続きと環境ライセンス 

 

（２）オペレータ区分 

入札において、開発企業は ANPから技術水準／財務／法規の認定を受ける必要がある。認定には、大水

深まで活動可能な A 区分、浅海と陸上で活動可能な B区分、陸上のみ活動可能な C区分の３つの区分があ

り、ANPが公開しているコンセッション契約281雛形に示された評価基準によるポイント制である。オペレ

ータは自己の開発実績等に基づく自己採点により区分を選択して申請、承認を受ける。オペレータ区分を

表 3.3.5-1に示す。 

表 3.3.5-1 ANP Resolution 27/2011によるオペレータ区分 

オペレータ区分 オペレータ活動許容領域 

A 大水深、浅海および陸上 

B 浅海および陸上 

C 陸上 

 

コンセッション契約は、海洋石油・天然ガス開発に関して必要な義務を網羅した内容になっており、石

油法に基づく契約の雛形が ANPより公開されている。この雛形の中で、大水深に関する規定として表 3.3.5-

1に示した ANP Resolution 27（オペレータ区分の規定）に基づく水深によるオペレータ資格についての決

定要件が定められている。オペレータ区分は技術ポイントと呼ぶポイント制で、会社の事業実績と従業員

の経験について、それぞれ大水深・浅海・陸上の区分で技術ポイントを設定している。 

 

                                                        
280 Society of Petroleum Engineers SPE 127032 Environmental Permitting Offshore Brazil- A New Approach for Oil & Gas Activities 2010 年 

281 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.brasil-rounds.gov.br 

    %2Farquivos%2FEdital%2FEdital_Contrato%2FConcession_Contract.docx&ei=pxjjVPr_HMz58QXBqIHQDw&usg=AFQjCNGp7EkTCBJYf2TDOKOCjJj1

_pKBdQ&bvm=bv.85970519,d.dGc  

1./ 2.  認定

3-1. 入札参加費用徴収 3-3. 企業の認定
3-2. データの提供 3-4. 企業への技術支援

LP, LI, LO

3. ANP企業認定

4. 入札

4. 鉱区開発権

技術／財務／法規

4-1. 入札
4-2. 入札委員会による審議

4-3. 落札者決定
4-4. 契約

環境省CONAMA Resolution No. 237

ANP Resolution 27/2011にて規定
（先頭番号は、本Resolution項目に準ずる）
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 会社の事業実績として、以下の 7項目につき評価している、 

1)過去５年間の平均生産量 1,000bbl/dayにつき 1技術ポイント（最大で 15技術ポイント） 

2)ブラジル国内または国外での操業実績（過去 5年間の合計投資額）に応じて、表 3.3.5-2に示す技術

ポイント 

表 3.3.5-2 投資額と技術ポイント 

操業環境 
投資額（百万レアル） 

15～30未満 30～60未満 60以上 

陸上 2 3 4 

浅海 3 4 5 

大水深、超大水深 4 5 6 

      ※海外での実績はレアルに換算 

 

3)オペレータとして実施中の事業（オペレータでない場合はそれぞれ 5 技術ポイント） 

・陸上での探鉱実施中であれば 10技術ポイント、生産実施中であれば 10技術ポイント 

・浅海での探鉱実施中であれば 10技術ポイント、生産実施中であれば 10技術ポイント 

・大水深、超大水深での探鉱実施中であれば 10技術ポイント、生産実施中であれば 10技術ポイ

ント 

4)厳しい環境下での実績（オペレータとして下記項目の一つでも該当実績があれば 10 技術ポイント、

オペレータでなければ 5技術ポイント） 

（項目例）強い潮流；圧力勾配 2.62psi/m以上；BOPの想定圧力 10,000psi以上で坑井の底の温度

が 150℃以上の高温・高圧条件；アクセスが困難な遠隔地；API 10°～20°の重質油；API 10°以下

の超重質油；高濃度の CO2や H2S 

5)繊細な環境下での実績（オペレータとして下記項目の一つでも該当実績があれば 10 技術ポイント、

オペレータでなければ 5技術ポイント） 

（項目例）希少または地域固有または絶滅危惧種；渡り鳥などのルートまたは繁殖地または生育

地または餌場；生物多様性保護指定区域；地域社会や漁業者に重要な社会的経済的な自然資源；

保護区域；先住民または伝統社会；建築または洞窟等の遺産の存在 

6)HSEシステムについて独立した機関の認証があれば 2 技術ポイント、製品とサービスの提供につい

て第三者機関の証明があれば 2技術ポイント 

7)オペレータとしての事業経験年数に応じて、表 3.3.5-3に示す技術ポイント。オペレータでない場合

はそれぞれ 1/2の技術ポイント 

表 3.3.5-3 オペレータ事業年数と技術ポイント 

操業環境 
事業年数 

2年～5年未満 5年～10年未満 10年～15年未満 15年以上 

陸上  5 10 15 20 

浅海 10 15 20 25 

大水深、超大水深 15 20 25 30 
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また、Bまたは Cオペレータへの申請の場合には、表 3.3.5-3に示す評価に代えて、操業環境ごとの技術

者の経験年数に応じて、表 3.3.5-4に示す技術ポイントによることができる。 

表 3.3.5-4 技術者の経験年数と技術ポイント 

操業環境 
経験年数 

2年～5年未満 5年～10年未満 10年以上 

陸上 
探鉱 3 5 7 

生産 3 5 7 

浅海 
探鉱 3 5 7 

生産 3 5 7 

大水深、超大水深 
探鉱 3 5 7 

生産 3 5 7 

厳しい環境 3 5 7 

繊細な環境 3 5 7 

  

以上の評価項目ごとに得られる技術ポイントの合計でランクを付け、さらに最低保有資産の条件を課し

ている。オペレータの資格区分を表 3.3.5-5に示す。 

 

表 3.3.5-5 オペレータの資格区分 

区分 許可範囲 技術ポイント 保有資産（レアル） 備考 

A 大水深、浅海、陸上 81以上 R$107,000,000以上 
水深 400m以上が 

大水深 

B 浅海、陸上 30～80 R$59,000,000以上 
 
 

C 陸上 2～29 R$3,800,000以上 
 
 

  

（３）環境ライセンス 

CONAMA による環境ライセンス取得手続きの流れは以下の通りである。環境ライセンス取得の際に必

要な環境調査および報告書は、公聴会の実施、環境当局による審議を通じて都度決定される。 

 

【事前ライセンス（LP：preliminary license）】 

 オペレータ企業はプロジェクト初期段階で LPを取得する必要がある。LP取得のためには適切な環境評

価機関の協力を得、ライセンス取得に必要な書類、環境調査項目を特定する。特定された項目をすべて満

たすよう環境影響評価を行い、IBAMA から技術的な決定的なレポートを発行し、プロジェクトで考慮すべ

き措置を決定する。これらの手続きは、次のライセンス（LI）を取得するために必要な過程である。LPは

活動ごとに別の LPが必要となり、地質調査では License for Seismic (LPS)、掘削では Preliminary License to 

Drill (LPer)、生産では Preliminary Production License (LPpro)を要求される。各 LPの有効期間は 5年間であ

る。 
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【施設ライセンス（LI：installation license）】 

 LI は事業にかかわる建設活動やプロジェクトに関する具体的な活動を行う際に必要となるライセンスで

ある。LI の有効期間は 6年間である。LI では、以下の項目が必要となる。 

1)LPで特定された項目が遵守されていることの認証 

2)詳細の予定を含む環境影響防止計画の提出 

3)プロジェクトのうち環境に影響を及ぼし得る要素の特定 

 

【操業ライセンス（LO：operating license）】 

 LOはプロジェクトの操業開始の際に必要となるライセンスである。LO取得には、LPおよび LI で特定

された環境影響要因を制御しながら操業する計画の作成、IBAMA による承認が必要である。 

1)LI で特定された環境影響防止計画の実行 

2)環境影響防止活動の物理的かつ財務的な計画 

3)LI 取得の際の遵守内容の維持 

LOの有効期間は最短 4年間、最長 10年間である。 

 

 以上の環境ライセンス取得の流れを図 3.3.5-5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.5-5 環境ライセンス取得手続きの流れ282 

 

                                                        
282 平成 18 年度 経済産業省委託事業「環境問題に関する OECD 加盟国等の貿易保険制度調査報告書 Part 2」 

※ EIA：環境影響評価 
  RIMA：環境影響レポート 
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 ブラジルの海洋石油・天然ガス事業に係るリスク管理の考え方 

ブラジルにおけるリスク管理は、安全マネジメントシステムの構築を定めた ANP Resolution 43で安全バ

リアの要素を管理、定性リスク評価を行い、結果に応じて対策を講じることが求められる。 

 

 ブラジル石油･天然ガス開発に係る法律、規則、ガイドライン、および規格 

ブラジルでは ABNT という業界基準機関が存在し、ABNT NBRがブラジルの技術基準である。例え

ば、NBR 5410（建築用低電圧設備）は、主に建物、住宅、商業、公共サービス、農業などを対象とし

て、人や動物への安全性を維持するよう、低電圧の電気機器・設備の維持管理の条件を定めている。ま

た、NBR 14.153（制御システム部品の安全性）は、セキュリティにかかわる制御システム部品の具体的な

分類およびセキュリティ機能について定めており、セキュリティ関連機械および保護装置に関するソフト

ウェアも対象となる。ABNT NBRは主に労働雇用省規制規格 NRが参照している。海洋石油天然ガス開発

に直接関係する ANP Resolution 43では、具体的なガイドラインおよび規格等の参照は見当たらない。 

 

 マコンド事故後の対応および課題 

石油法制定後のブラジルの海洋石油・天然ガス開発規制制度の中では、P36事故の影響を受けた 2007年

の ANP Resolution No. 43の発行があげられる。その後、マコンド事故後の動きとして、この ANP Resolution 

No. 43発行のように大きくはないものの、IBAMA と ANPはそれぞれが管轄する規制を厳格化し、レビュ

ー時の監査体制を強化した283。さらに、ANPは、海洋石油・天然ガス開発プラットフォームに関する規制

規格 NR30の ANNEX II の見直し作業を行い規制規格 NR 38「石油プラットフォームにおける安全衛生に

ついての規制規格（Regulation Standard of Health and Safety at Oil Platform）」を作成し、2013年 5月にパブリ

ックコメントを受け付けた284。新たにリスク分析（risk analysis）、緊急時対応計画（emergency response plan）

等の規定が盛り込まれるようである（図 3.3.5-6 ）。2015年 2月時点では施行されていないが、今後の公開

が見込まれる。NR30から ANNEX II が独立し NR38として施行された後には、ドリルシップ等が船舶とし

て引き続き NR30の規制を受け、海洋プラットフォーム、ジャッキアップリグ、セミザブ等は新しい NR38

の規制を受けることになるものと考えられる。 

また、2014年の ANPの発表285によると、坑井健全性マネジメントシステム規則および海底パイプライン

に関する規則が新たに作成され、2015年にも導入される予定である。 

 

 
※3.3.5の Appendix  

Appendix 2-5-1 石油法（Law 9478）目次 
Appendix 2-5-2 石油法第 43条、44条の内容 
Appendix 2-5-3 ANP Resolution No.43目次 
Appendix 2-5-4 ANP Resolution 27の定義する鉱区契約の詳細過程 
Appendix 2-5-5 監査 

 

 

                                                        
283 ブラジル現地ヒアリング内容 
284 ANPセミナー資料 
285 2014 年 11 月 18 日、ANP はブラジル国内業界関係者向けにリオデジャネイロで規制の更新予定を説明するセミナーを行なった。 
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図 3.3.5-6 NR38と NR30 Annex IIの項目比較（緑塗りが追加・改訂項目） 
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  その他 

 アンゴラの規制要求 

アンゴラ石油省 (MinPet)が国営石油開発企業 Sonagol社と共同でアンゴラにおける石油・ガスの探査お

よび生産活動を規制する。しかし、安全規制は特に存在せず、MinPetの役割は石油・ガス区画のライセン

スに焦点を当てている。そのため、安全に関する責任はオペレータに依拠することになる。オペレータは

各自マネジメントシステムを備え、業界のベストプラクティスに従うことになる。アンゴラには、BPがキ

ャッピングスタックを配備している。 

 

以下、在アンゴラ日本大使館の「アンゴラの石油開発について」の内容を転記する286。 

 

（１）アンゴラの石油産業 

2008年、アンゴラはサブサハラ・アフリカでナイジェリアと並ぶトップ産油国に成長  

 → 2009年現在の産油能力は日産 200万バレル 

アンゴラでは、1910年、探鉱と調査の開始、1953年、最初の試掘油井の掘削、1955年、初めての原油発

見、1956年、初めての原油生産開始という歴史を辿った。 

 

（２）ソナンゴル（SONANGOL. EP） 

アンゴラ国営石油会社ソナンゴルは 1976年に設立され、1978年以降、唯一の探査および生産権保有者

となっている。ソナンゴルの主任務は、液状、気化状の炭化水素およびその派生物（含む石油化学製品）

の探鉱、評価、開発、生産、輸送および商業化である。 

 石油探査・生産において、ソナンゴルは法人格を持たない共同事業（JVs）および生産物分与契約（PSA’s）

の形態で外国企業と活動を行う。 

 

（３）現在の活動状況 

ソナンゴルは、次のような要素を総合的に踏まえてその中核業務を執行する。 

・石油権益―含む海洋、陸上の石油権益の交渉、契約後の関連経済および技術問題の監督 

・探査・生産―含む石油・ガスの探査・生産にかかわるすべての活動 

・精製、マーケティング、積み出し―含む原油およびその派生品の精製、マーケティング、積み出し、

流通 

 

（４）石油関連の法令 

【基本法】 

 石油活動法(The Petroleum Activities Law No.10/04, 2004)は、アンゴラ憲法に基づき、炭化水素資源（石油

類）は国家の所有に帰すこと、国家石油会社ソナンゴルのみが石油に関する諸権利を保有することを規定

した。ソナンゴルは、特定された鉱区での石油開発に関して、外国石油会社と共同で事業を行う権限を付

                                                        
286 http://www.angola.emb-japan.go.jp/jp/nikokukan_kankei/oil.html 
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与されている。 

 

【ソナンゴルの事業形態】 

 ソナンゴルは、ほぼすべてのケースにおいて生産分与契約を結んでいる。 

 

【その他関連法】 

 財政法、関税法、石油権益取得のための応札、財・サービス供給のための入札手続きを定めた政令(nº48/06)、

財・サービス契約形態に関する石油省行政通達、訓練に関する政令(20/82) 

   

【ライセンス条件】 

1)区域   

2)期間   

 

3)鉱区放棄 

 

4)探査義務 

 

：権益の区域は石油省が行政通達により定める 

：探査・生産期間は権益付与の行政通達で規定されるが、通常、探査は６年で、生産は

浅海２０年、深海・超深海２５年である。 

：探査期間の鉱区放棄の要件はない。探査期間の終了時、開発区域および評価作業が実

施されている区域以外のすべての区域は放棄されなければならない。 

：最小限の義務は入札条件次第であるが、費用、地震探査および探査井戸数につき規定

される。 

 

（５）透明性の向上 

・2004年石油活動法は、すべての新規の権益は公開入札によってのみ付与され、直接交渉による付与

は限られた場合にのみ認められる旨規定している。 

・証明された財政および技術能力を有するすべての内外の石油会社はこの権益付与プロセスに参加で

きる。 

・応札提案はすべてソナンゴル、石油省、財務省の代表が立ち会う中で同時に開封され、最良の提案

を行った会社に鉱区が付与される。 
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 モザンビークの規制要求 

（１）法体系と組織体制の概要 

石油法（Petroleum Law287）および石油操業規則（Petroleum Operations Regulations288）が、海洋石油・天然

ガス事業に関する法律および規則である。石油操業規則は、石油法に基づき、契約条件、資源管理、安全

衛生、および環境保護を含む石油操業方法等を規定している289。また、鉱物資源省の下部組織である、国家

石油院（INP：Nacional Petroleum Instuiture）がモザンビークの海洋石油・天然ガス事業の規制機関である。

INP の主目的はモザンビークの石油資源管理、国益に関連したオペレーションの管理、既存の法律、政策

や契約上の約定の遵守にある。海洋における安全の規制は特になく、オペレータ各々の体制およびベスト

プラクティスに依存しているようである。 

 

（２）石油法の概要 

石油とは、「原油または天然ガスまたはオイルシェールまたはタールサンドから生産された、または生産

されている、原油または天然ガスまたはその他の炭化水素」と定義し290、「陸上、内水、領海、大陸棚、排

他的経済水域における天然資源は国家の資産である」としている291。また、「石油の探鉱、開発、生産は、

公開入札の結果による契約と交渉の下に行われなければならない」とし292、契約の種類は、事前調査契約、

探鉱および生産契約、石油パイプラインまたはガスパイプライン契約の３種類と規定している293。 

 

事前調査契約は、空中や地上、海底面から 100mまでの掘削その他を通じて、事前調査を実施する権利を

最長２年間与えるもので、引き続いて、探鉱および生産契約を結ぶことができる294。 

探鉱および生産契約は、探鉱、生産を行う独占的権利と、原油の輸送を行う非独占的権利を最長８年ま

で与えるもので、石油を発見した場合には、30年を超えない期間で独占的に生産する権利が与えられる295。

権利の保有者は、すべての発見を監督機関に報告しなければならず、経済性のある発見があった場合には、

石油操業規則に則り開発計画（Development Plan）を提出しなければならない296。また、生産を終了する２

年前までに廃坑計画（Decommissioning Plan）を提出しなければならない297。 

石油パイプラインまたはガスパイプライン契約は、探鉱および生産契約でカバーされない石油パイプラ

インや天然ガスパイプラインの建設と操業の権利を与える298。探鉱および生産契約と同様に、開発計画を

提出しなければならない299。 

                                                        
287 http://www.eisourcebook.org/cms/files/attachments/other/Mozambique%20Petrol%20Law,%202001.pdf 

288 http://www.eisourcebook.org/cms/Mozambique%20Petroleum%20Regulations.pdf 

289 石油法 Article 28 Regulations For Petroleum Operations 

290 Article 1 Definition 

291 Article 6 Ownership Of Petroleum Resources 

292 Article 5 Requirements For The Exercise Of Activity 

293 Article 11 Types Of Contracts 

294 Article 12 Reconnaissance Contracts 

295 Article 13 Exploration And Production Contract 

296 Article 17 Obligations Of A Holder Of A Reconnaissance, Exploration And Production Or Oil Pipeline Or Gas Pipeline Right  b),C) 

297 Article 17 Obligations Of A Holder Of A Reconnaissance, Exploration And Production Or Oil Pipeline Or Gas Pipeline Right  e) 

298 Article 14 Oil Pipeline Or Gas Pipeline Contract  

299 Article 17 Obligations Of A Holder Of A Reconnaissance, Exploration And Production Or Oil Pipeline Or Gas Pipeline Right  b),C) 
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契約の種類と契約期間をまとめて表 3.3.6-1に示す。 

 

表 3.3.6-1 契約種類と契約期間 

契約種類 契約期間 

事前調査契約 ２年 

探鉱および生産契約 ８年 

・発見後、経済性検討のために石油は２年、天然ガス

は８年延長可 

・開発計画承認後、３０年間の独占的生産を認める 

石油パイプラインまたは 

ガスパイプライン契約 

規定なし 

 

環境保護については、石油事業によって環境影響または破壊が無いことを確認し、避け得ない場合には、

環境保護手段が国際的に受け入れられる基準にのっとっていることを確実にしなければならない。このた

め、権利者は、環境影響緩和措置を含む環境影響評価（EIA）を実施し関係機関に提出して承認を受けなけ

ればならない300。なお EIA の実施については、別途政令で定められている EIA プロセスに関する規則に従

うことになる301。 

 

（３）石油操業規則の概要 

石油法で定められている契約条件、資源管理、安全衛生、および環境保護を含む石油操業方法が規定さ

れている。人、環境、設備への被害をもたらす一つまたは連続した事故についてリスク分析を実施するこ

とや302、掘削時には少なくとも２つのバリアが必要なことおよび BOPの設置等が規定されている303。また、

規格に関しては、モザンビーク規格（National Technical Standards）を適用し、ISO、ASME（米国機械学会）、

API等の規格等で補完することと規定している304。 

 

 

 

 

 
 

※3.3.6.2の Appendix  
Appendix 2-6-1 石油法（Law No.3/2001）目次 
Appendix 2-6-2 石油操業規則目次 

 

   

  
                                                        

300 Article 23 Environmental Protection And Safety 

301 モザンビークの投資環境調査（JOGMEC,2012 年 9 月） http://mric.jogmec.go.jp/public/report/2012-09/morzambec2012_all.pdf，p.153 

302 Article 42 Risk Analysis 手法、適用規格等の記述はない。 

303 Article 56 Drilling and Well Facilities，3., 8. 

304 Article 101 Applicable Technical Standards 
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  諸外国の保安対策と日本との比較例（BOP）   

 

以上で概観してきた各国の法規制と保安対策の動向と日本の法規制との比較の一例として、主要な危害・

鉱害防止設備として、暴噴防止装置 BOPをとりあげた。ブラジルについては、調査した範囲において BOP

についての比較資料が得られなかったため、米国、ノルウェー、英国、オーストラリアの４国と日本の場

合とを比較した。日本の鉱山保安法の関連法規は、「鉱山保安法施行規則（以下、施行規則）」、「鉱業上使

用する工作物等の技術基準を定める省令（以下、技術基準省令）」、「鉱業権者が構ずべき措置事例（以下、

措置事例）」、「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針（以下、技術指針）」とした。 

 

まず、鉱山保安法における BOPに相当する記述を抜粋すると、以下のようになる。 

・人に対する危害の防止のため必要な措置（第五条） 

・ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措

置（第六条） 

・機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置（第七条） 

・鉱害の防止のため必要な措置（第八条二  土地の掘削 ） 

・危険性の大きいもの（第十一条） 

・鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設（第十二条） 

・保安の確保上重要なもの「特定施設」（第十三条） 

・保安の確保上特に重要なもの（第十六条） 

・鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置（第十九条） 

 

同様に、BOPに相当する記述は、施行規則で「石油の湧出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置」、

技術基準省令では「適切な噴出防止設備」、措置事例では「石油の湧出を防止するための措置」、技術指針

では「噴出防止設備の噴出防止装置」「石油が噴出することを自動的に防止する装置」である。 

 

技術指針では、「噴出防止設備の噴出防止装置」について、「開閉式のものであり、専用の動力源を有し、

かつ、速やかに作動できる遠隔操作式のものであること」とされている。これは、米国 CFRの BOP作動

用アキュムレータについての規定の「速やかな BOP の封鎖」「海上の動力との接続が失われてもすべての

重要な機能を実行可能であること」に相当する。一方、BOPの圧力レートについて米国 CFRでは「海底面

での最大想定圧力を凌ぐ」、ノルウェーのガイドラインが参考として示している NORSOKD-010では「坑井

設計圧力を余裕を持って上回ること」とされている点と比較して、技術指針では、深度および遊離ガス層

の有無により場合分けして機器の耐圧性能を詳細に規定している点が特徴である。 

 

また、米国 CFRでは、サーフェス BOPとサブシーBOPともに少なくとも４つのラム（坑井の閉鎖を実

現する機構）を備えると規定し、ノルウェーも BOPのラム数規定のある NORSOKD-010を参考として示し

ているように、米国もノルウェーも BOPの構造まで詳細に規定しているのに対し、日本では BOPの構造

については規定していない。さらに、米国 CFRでは ROV による BOPの操作機能が規定され、ノルウェー
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でも NORSOK D-010で同様に ROV による操作が規定されているのに対し、日本では ROV による BOPの

操作については規定していない。 

 

英国では、海洋設備および坑井（設計および建設）規則に「暴噴を防止する適切なウェルコントロール

機器」との記載があり、BOPとの具体的名称や機能についての規定は見られないが、事業者がライセンス

取得時に提出する Safety Case文書において事業者が設定した BOP等の機器の構成について審査している。

オーストラリアでは、OPGGS法に「石油や水の漏出を防止しなければならない」、OPGGS（セーフティー

ケース）規則に「火災および爆発の危険分析では石油の漏出も考慮しなければならない」との規定がある。

英国同様に BOPとの具体的名称や機能についての規定は見られないが、事業者がライセンス取得時に提出

する Safety Case文書において事業者が設定した BOP等の機器の構成について審査している。なお BOPと

の名称は、OPGGS（資源管理および運営）規則に、「坑井の状況報告には BOPについても含む」との記載

がある。 

 

以上により、日本と各国との間では BOPの基本的な機能についての差は見られないものの、具体的な機

構については規定が異なることが分かる。日本と各国の BOPに関する規定を整理すると、以下の表 3.3.7-

1のようにまとめられる。 

 

表 3.3.7-1 日本と各国の BOPに関する規定 

 項目 日本 米国 
ノルウェー 

（NORSOK） 
英国 オーストラリア 

機能 遠隔操作 〇 〇 〇 － － 

 専用動力源 〇 〇 〇 － － 

 速やかな密閉 〇 〇 〇 － － 

機構 ラム数 － 〇 〇 － － 

 耐圧性能 
〇 

地層により

詳細に設定 

〇 
予想地層圧

力を上回る 

〇 
予想地層圧力

を上回る 
－ － 

 ROV操作 － 〇 〇 － － 

〇：規定あり －：規定なし  

 

米国 CFRと API の規定を比較すると、API では、従来の推奨実践例（Recommended Practice）では規定

のなかったラムの数について、マコンド事故後に推奨実践例を規格（Standard）と改定した際に、サーフェ

ス BOPでは少なくとも４つのラム、サブシーBOPでは少なくとも５つのラムが必要と新たに規定した。し

たがって、サブシーBOPに関しては、米国 CFRの規定よりも API 規格の方が高い冗長性を求めている。従

来の推奨実践例では、サーフェス BOPでブラインド・ラムが用いられる代わりにサブシーBOPではブライ
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ンド・シアラムが用いられる点をサーフェス BOPとサブシーBOPとの相違点としてあげていた。ノルウェ

ーの NORSOKの規定は API 規格と同様の内容となっており、結果的にノルウェーの規則による要求は米

国 CFRよりも水準が高いものとなっている。 

 

日本において、海洋石油・天然ガス事業で先行する諸国の保安対策を参考とする場合にも、日本周辺海

域の海象、気象条件を踏まえた検討が必要である。例とした BOPをとってみても、現技術指針の「専用動

力源保有・坑井の速やかな密閉・遠隔操作式」のような基本的要求のみか、あるいはサーフェス BOPとサ

ブシーBOPとを区別している国々を参考になんらか区別を設けることが適当か、また基本的な構造につい

ても義務付けまたは参考規格を提示することが適切であるか、さらに、構造自体の義務付け等を行う場合

では、参考とする先行国の間での取り扱いは一致していないことから、米国の規制内容が適切であるか、

それとも API と NORSOKに準じるのが適切であるかについての検討も今後必要となる。 

 

より詳細な比較検討を、BOPだけでなく、セメンチング等の技術やキャッピングシステム等の油濁事故

へ対処する重要な技術、緊急時の退避等の保安規定などについて行うことで、海洋石油・天然ガス事業に

ついての先行国と比較した日本の危害・鉱害対策についての特徴、先行国から取り入れることが適切であ

る内容の有無等が明らかになるものと考えられる。 

 

日本および各国の BOP関係の規定（抜粋）を以下に示す。 
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表 3.3.7-2 各国の BOP関係法規制等 （１／４） 

 法律・規則 措置事例、ガイドライン、ガイダンス 規格 

日本 

【鉱山保安法】（抜粋） 
鉱山保安法における BOPに相当する記述を抜粋すると、以下のようになる。 

・人に対する危害の防止のため必要な措置（第五条） 
・ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため

必要な措置（第六条） 
・機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置（第七条） 
・鉱害の防止のため必要な措置（第八条二  土地の掘削 ） 
・危険性の大きいもの（第十一条） 
・鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設（第十二条） 
・保安の確保上重要なもの「特定施設」（第十三条） 
・保安の確保上特に重要なもの（第十六条） 
・鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置（第十九条） 

 
 

【鉱山保安法施行規則】（抜粋） 
（土地の掘削）  
第二十五条  法第八条 の規定に基づき、土地の掘削（石油の掘採を含む。）について鉱業権者が

講ずべき措置は、次に掲げるものとする。  
二  掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井の密閉、沈砂池の設置その他の坑外における鉱物の掘採に

よる崩壊又は土砂流出、石油の湧出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置を講ずること。  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【鉱業権者が構ずべき措置事例】（抜粋） 
第 22章 土地の掘削 
２（２）石油の湧出を防止するための措置 
・休止井については、坑口装置のバルブを確実に閉止する。 
・不要な坑井は、次に示す密閉（廃坑措置）を施す。 

① 石油・構造性天然ガス井に係る措置 
イ 坑井の密閉方法 

(a)裸坑部 
坑井の裸坑部に仕上層又はテスト層がある場合には、裸坑部分のうちそれらの層の上端から

３０ｍ以浅、下端から３０ｍ以深の範囲にわたる部分にセメントプラグを設置し、坑井を密閉す

る。ただし、テスト層において、テスト時に自噴状態で地層流体（地層内に含有される石油、可

燃性ガス、水等の流体をいう。）が地表（海底面を含む。以下同じ。）まで上昇しないことが確認

される場合は、この限りでない。 
(b)最終ケーシング下端部 

最終ケーシング以深に裸坑部がある場合は、いずれかの方法により最終ケーシングの下端部

において坑井を密閉する。 
ａ）ケーシングシューの上下それぞれ３０ｍ以上の範囲にわたる部分にセメントプラグを設置す

る。ただし、ケーシングシューから上方３０ｍ以内の箇所に仕上層又はテスト層がある場合

には、仕上げ又はテストに支障のない範囲にセメントプラグを設置できる。 
ｂ）ケーシングシュー直上付近にブリッジプラグ（坑井下部と上部を遮断するための永久型で機

械的に作動するもの。以下同じ。）を設置する。 
(c)パーフォレーション部 

パーフォレーション部については、次のいずれかの方法によりその直上部において密閉する。

なお、遺留物のために次のいずれかの方法を講ずることが困難な場合であって、遺留物の直

上付近にブリッジプラグ又は長さ３０ｍ以上のセメントプラグを設置した場合は、この限りでな

い。 
ａ）パーフォレーション部の上端から３０ｍ以上の範囲にわたるセメントプラグを設置する。ただ

し、パーフォレーション部から上方３０ｍ以内の箇所に仕上層又はテスト層がある場合に

は、仕上げ又はテストに支障のない範囲にセメントプラグを設置できる。 
ｂ）パーフォレーション部の上端直上付近にブリッジプラグを設置する。ただし、２以上のパーフ

ォレーション部をすべてブリッジプラグのみにより密閉する場合には、最終パーフォレーショ

ン部（最上部のパーフォレーション部）のブリッジプラグの上部に長さ１５ｍ以上のセメントプ

ラグを設置する。 
(d)ケーシング切断部 

ケーシングを切断し、その切断部から上方のケーシングを回収した場合には、次のいずれかの

方法により当該ケーシング切断部において坑井を密閉する。なお、切断されたケーシングの頭

部がその外側にある最小径のケーシングのシューより下部にある場合には、最終ケーシング

下端部に準じた措置を講じる。 
ａ）切断されたケーシングの頭部直上に長さ３０ｍ以上のセメントプラグを設置する。 
ｂ）切断されたケーシングの頭部直上付近にブリッジプラグを設置する。 

(e)地表部 
地表部（坑井の最上部）については、地表まで達している最小径のケーシングの地表付近に長

さ３０ｍ以上のセメントプラグを設置し、坑井を密閉する。ただし、裸坑部がアニュラスに充てん

されたセメント等により有効に遮断されていない場合には、当該ケーシングを切断・抜管の上、

ケーシング切断部に準じた措置を講じた後に地表付近に長さ３０ｍ以上のセメントプラグを設置

し、坑井を密閉する。 
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表 3.3.7-3 各国の BOP関係法規制等 （２／４） 
 法律・規則 措置事例、ガイドライン、ガイダンス 規格 

日本 

【鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令】（抜粋） 
第三節 石油関連施設  
（掘削装置）  
第十七条  石油鉱山における原動機を使用する掘削装置の技術基準は、第三条、第四条及び第五

条（第六号から第八号までを除く。）に定めるもののほか、この条の定めるところによる。  
４  その他の設備については、次のとおりとする。  

十一  坑井においては、次によること。 
イ 掘削作業、試油作業、坑井の仕上げ作業、坑井の改修作業又は廃坑作業の坑井には、石

油の噴出を防止するため、適切な噴出防止設備が設けられていること。 
ロ 掘削作業の坑井には、逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、循環泥水タンク内

の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置が設けられていること。 
ハ 掘削作業又は試油作業の坑井には、非常用泥水又は必要な材料が備えられていること。

ただし、自噴採収装置を備えたときは、この限りでない。 
 

【鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針】（抜粋） 
第１５章掘削装置（第１７条関係） 
８ 技術基準省令第１７条第４項第１１号イに規定する「適切な噴出防止設備が設けられている」とは、

次に掲げる要件を満たしていることをいう。ただし、掘管、チュービングパイプ又はケーシングパイ

プを坑井内に挿入させる場合であって、これらの周囲から石油が噴出することを自動的に防止する

装置を坑口に備えている場合は、（１）から（３）までの規定によらないことができる。 
（１）噴出防止設備の噴出防止装置は、開閉式のものであり、専用の動力源を有し、かつ、速やか

に作動できる遠隔操作式のものであること。 
（２）噴出防止設備の噴出防止装置がステムを備える構造のものであるときは、当該ステムは、や

ぐらの外から操作できるよう長いものであること。 
（３）噴出防止設備の噴出防止装置の非常用の作動装置又は警報措置は、ドローワークスを運転

する鉱山労働者の付近に備えられていること。 
（４）制限循環方式による場合は、噴出防止設備のチョークラインから流出する流体の量を調整す

るためのチョークその他の装置、当該流体からガスを分離する装置及び当該ガスを空中に放

散するための放散塔が備えられていること。 
（５）掘管、チュービングパイプ又はケーシングパイプの内部からの石油の噴出を防止するための

装置が用意されていること。 
（６）ダイバータ方式の場合は、地層破壊により流体が坑井外に漏えいすることを防止するため、

坑口を密閉すると同時にダイバータラインのバルブを開放する装置が備えられていること。 
（７）噴出防止設備の噴出防止装置は、次に掲げる圧力以上の最高使用圧力を有するものである

こと。 
① ダイバータ方式による場合は、３．４３２ MPa であること。 
② 制限循環方式による場合は、次の表の左欄に掲げる掘削する油層の性質若しくはガス層

の性質又は掘削する深度に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる圧力であること。ただし、

海底に設置される形式のものであり、かつ、スタック式の噴出防止装置（アニュラー型噴出防

止装置及びラム型噴出防止装置が、それらを支持する構造体に組み込まれているもの）の場

合は、アニュラー型噴出防止装置については、この限りでない。 
 
表 
掘削する油層の性質若しくはガ      圧力 
ス層の性質又は掘削する深度 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
油層又は遊離形ガス層であって、     密閉坑口圧力 
その圧力が判明しているもの 
油層又は遊離形ガス層であって、     目的層の垂直深度のメートル数に 
その圧力が判明していないもの      ０．００９８を乗じた数値のメガパスカル 
水溶性ガス層であって、垂直深      目的層の垂直深度のメートル数に 
度１０００ｍ未満のもの            ０．００３９を乗じた数値のメガパスカル 
水溶性ガス層であって、垂直深      ３．９２３ MPa 
度１０００ｍ以上のもの 
 

（８）噴出防止設備の坑口設備（噴出防止装置（（７）②ただし書きの装置を除く。）、ウェルヘッド、

チョークライン、キルライン、チョーク及びバルブ類からなるものであって、制限循環方式による

場合に限る。）は、次の表の左欄に掲げる掘削する油層の性質若しくはガス層の性質又は掘

削する深度に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる圧力以上の圧力に耐えるものであるこ

と。 
 
表 
掘削する油層の性質若しくはガ      圧力 
ス層の性質又は掘削する深度 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
油層又は遊離形ガス層であって、     密閉坑口圧力（アニュラー型噴出防止装置とラム型噴出防 
その圧力が判明しているもの        止装置を併用した坑口設備のうち、アニュラー型噴出防止 

装置については、密閉坑口圧力に０．６８６５を乗じた圧力） 
 

油層又は遊離形ガス層であって、     次のケーシングパイプ挿入予定垂直深度のメートル数に 
その圧力が判明していないもの       ０．００９８を乗じた数値のメガパスカル（アニュラー型 

噴出防止装置とラム型噴出防止装置を併用した坑口設備 
のうち、アニュラー型噴出防止装置については、次の 
ケーシングパイプ挿入予定垂直深度のメートル数に 
０．００６９を乗じた数値のメガパスカル） 

水溶性ガス層であって、垂直深       目的層の垂直深度のメートル数に 
度１０００ｍ未満のもの            ０．００３９を乗じた数値のメガパスカル 
水溶性ガス層であって、垂直深       ３．９２３ MPa 
度１０００ｍ以上のもの 
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表 3.3.7-4 各国の BOP関係法規制等 （３／４） 

 法律・規則 措置事例、ガイドライン、ガイダンス 規格 

米国 

CFR 250.440 – 250.451 Blowout Preventer (BOP) System Requirements 
§250.440 概論 
§250.441 サーフェス BOP 
§250.442 サブシーBOP 
§250.443 すべての BOPシステムが備えるべき補助システムと関連機器 
§250.444 チョークマニフォールド 
§250.445 ケリーバルブとドリルストリング安全バルブ 
§250.446 保守と点検 
§250.447 圧力試験の実施時期 
§250.448 圧力試験 
§250.449 その他試験 
§250.450 記録の保管 
§250.451 その他の対処 
 
【サーフェス BOP】 
・遠隔操作できる４つのラム 

・１つのアニュラーBOP 
・２つのパイプラム 
・坑井中のドリルパイプを切断可能な１つのブラインド・シアラム  

・アキュムレータ 
・BOPで封鎖するために必要な流体量の１．５倍の容量 
・加圧システムの補助なしに最低 200PSIで作動 
・リグの空気がなくても作動するマニュアルの制御装置 

 
【サブシーBOP】 
a)遠隔操作できる４つのラム 

・１つのアニュラーBOP 
・２つのパイプラム 
・坑井中のドリルパイプを切断可能な１つのブラインド・シアラム  

b)デュアルポッド制御システム 
c)アキュムレータ 

・速やかな BOPの封鎖を可能とし、海上の動力との接続が失われてもすべての重要な機能を

実行可能であること 
・API RP53 Section 13.3 に適合、またはそれ以上 

d)ROVによる以下の操作が可能であること 
・最低一つのパイプラムを閉鎖すること 
・ブラインド・シアラムを閉鎖すること 
・LMRP を離脱させること 

e)ROVの保守と ROV操作員の訓練 
f)ダイナミックポジションドリグに対してオートシア、デッドマンシステムを備える 

・オートシアシステムとは、LMRP が離脱した際に自動的に坑井を遮断する安全システムのこと

で、LMRP との接続が失われた場合に最低一つのブラインド・シアラムを閉鎖するもの 
・デッドマンシステムとは、油圧の供給と二つの制御ポッドの信号の途絶が同時に発生した場

合に、最低一つのブラインド・シアラムを閉鎖するもの 
・予備システムとしてアコースティックなシステムを用いることも可能で、その場合は BSEEに実

証してみせなければならない 
g)閉鎖機能の誤作動を防止するための操作上または物理的な障壁 

・すべての重要な操作について、２ヶ所のボタンの同時操作 
h)わかり易い表示 

・他の油圧操作等と違う表示 
i) BOPシステムの操作について事故や計画外の遮断を防ぐための管理システムを作成し実践する。

管理システムは、 
・誤操作による遮断を防ぐ正しい技術を含む BOPスタックと LMRP の文書にされた操作方法 
・BOP部材の保守と取り扱いを行う操作員に対し最低限要求される知識 

を含まなければならない 
j)重要な BOP装置の操作員についての確立された最低限の要求事項。操作員は、 

・大水深ウェルコントロールの理論と実践について、30 CFR Subpart Oに則った訓練 
・BOPのハードウェアと制御についての包括的知識 

を持たなければならない。 
k)マリンライザーを撤去する前に、流体を海水で置き換える 

・十分な液体の圧力を保持またはその他の適切な措置を講ずる。 
 
【その他の対処】 
j)BOPスタックを移動する前に、少なくとも２つのバリアを設ける 
 
 
 

 API Standard 53 Blowout Prevention Equipment Systems for Drilling Wells 
 

（ラム数の規定のみ抜粋） 
マコンド事故後の改定で規格（Standard）になった際に、従来の実施例（Recommended Practice）で

は規定のなかったラムの数を規定した。従来の実施例では、サーフェス BOPでブラインド・ラムが用

いられる代わりにサブシーBOPではブラインド・シアラムが用いられる点が、サーフェス BOPとサブシ

ーBOPとの相違点としてあげられていた。 
 
【サーフェス BOP】 
・稼動圧力によって、ラム数を規定 

・10,000psiシステム 合計４。１つはドリルパイプを切断し坑井を密閉可能なブラインド・シアラ

ム 
・15,000psi以上のシステム 合計５。１つのアニュラープリベンター、１つのブラインド・シアラ

ム、２つのパイプラム、５つ目はいずれでも良く、リスクアセスメントを行い定める 
 
【サブシーBOP】 
a)遠隔操作できる５つのラム 

・１つのアニュラーBOP 
・テストラムを除く２つのパイプラム 
・坑井中のドリルパイプを切断可能な２つのシアラム、そのうち１つは坑井を密閉可能なブライ

ンド・シアラム 
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表 3.3.7-5 各国の BOP関係法規制等 （４／４） 
 法律・規則 措置事例、ガイドライン、ガイダンス 規格 

ノルウェー 

【活動に関する規則】 
Section 51 
・BOP とバルブ等圧力制御機器は、圧力試験、機能試験を受け、５年ごとにオーバーホールと再認証
が必要 

【活動に関する規則のガイドライン】 
・試験、オーバーホール、装置の機能の再認証には、NORSOK D-010、DNV RP-E011を使うべきで
ある 

 
 
 

【NORSOK D-001(Drilling facilities)】 
6.35.3 サーフェス BOPは、最低以下から構成されること。 

・１つのアニュラープリベンター 
・１つのシアかつシールプリベンター 
・２つのパイプラムプリベンター 
・最低１つのチョークライン出力口 
・最低１つのキルライン出力口 
・１つのウェルヘッドカップリングまたはコネクタ 
・最低２つの手動のゲートバルブ 
・最低２つの油圧操作ゲートバルブ（フェールセーフ遮断を考慮） 

6.35.4 MODU向けサブシーBOPは、最低以下を備えること。 
・１つのアニュラープリベンター 
・２つのシアラムでそのうち最低１つはシール可能 
・２つのパイプラムプリベンター 
・最低２つのチョークライン出力口、最低２つのキルライン出力口 
・４つのキルフェールセーフ遮断弁、４つのチョークフェールセーフ遮断弁 

・ROV による操作介入パネル・BOPが以下を遮断できることが証明すること。 
・ドリルパイプ、ケーシング、生産チュービング、ランディングストリングおよび shear subs、ワイヤー

ライン、コイルドチュービング 
・LMRP は遠隔操作の油圧コネクタで BOPスタックと接続すること。 
・ダイナミックポジショニング船では、想定される最大ウェルヘッド圧力のもとでケーシングとドリルパイ

プツールジョイントその他の厚肉管を切断できる追加のシアラムが装備すること。        等 
 

【NORSOK D-010(Well integrity in drilling and well operations)】 
15.4 ドリリング BOP 
 （NORSOK D-010, API Spec 53, Spec 16RCD, ISO 13533参照） 
1)NORSOK D-001にしたがうこと。 
2)以下を考慮したリスク分析を行うこと。 

a)異なるラムの種類と位置 
b)チョークラインとキルラインへのアクセス位置 
c)管を hang offする能力と、可能であれば緊急遮断を含む、シアラムを閉じる能力の保持 
d)シアラム遮断に先立ちパイプをセンタリングする能力、e)予備のシアラム 

3)BOP作動圧力は坑井設計圧力を、余裕をもって上回ること。 
4)シア兼シールラムがドリルパイプ、チュービング、ワイヤーライン、コイルドチュービングその他を切

断し、坑井を密閉できることを文書化すること。製造者が文書化できない場合には、性能試験を実施

し文書化すること。 
5)切断できないものを用いている際には、切断できないものの実サイズを密閉できる最低でも一つの

パイプラムまたはアニュラープリベンターを備えること。その他の作業は、BOPを通して切断できな

いものを用いている間、設備のリスクレベルを最小化するように調整すること。 
6)フローターに対しては、ウェルヘッドコネクタは ROV で操作できる予備の開放装置を備えること。 
7)テーパードドリルストリングを用いる場合には、それぞれのパイプに対応したパイプラムを備えるこ

と。バリアブルボアラムは、十分なハングオフ荷重容量を持つこと。 
8) There may be an outlet below the LPR. This outlet shall not be used as a choke line unless a proper 
risk analysis has been performed. The number of flanges shall be minimized. 

9) HPHT: The BOP shall be furnished with surface readout pressure and temperature. 
10)大水深 a) The BOP shall be furnished with surface readout pressure and temperature. 

b)ドリリング BOPは２つのアニュラープリベンターを備え、一つ以上のアニュラープリベンターは

LMRP の一部であること。プリベンター間に流入したガスは制御された方法で放出されること。 
c)BOPのフランジとコネクタは最大曲げ荷重（例えば最大許容ライザー角度および掘削流体の想

定される最大密度）に耐える設計荷重であること。 
d)ダイナミックポジショニング船からは、ケーシング・シアラムとブラインド・シアラムの組合せにより

すべてのケーシングストリングを切断し密閉できるか、ケーシングはライナーとして用いること。  

等 

英国 

【セーフティーケース規則】 
・安全上重要な要素とは、その故障が重大な事故を引き起こすまたは要因となる、または重大な事故

を防止する、または重大な事故の被害を限定することを目的とした、施設または設備の部分 
・Schedule 2：坑井の圧力制御、危険な物質の制御不能な放出の防止、掘削機器による海中の装置

への損傷を最小化する、機械装置と坑井操業の制御方法に関する詳細 
・Schedule 6：坑井の操業についての詳細に含まれるべき項目 

【海洋設備および坑井（設計および建設）規則】 
・Section17：暴噴を防止する適切なウェルコントロール機器 

【セーフティーケース規則のガイドライン】 
・Schedule6の記載には、セメンチングや BOPの試験などを含む 

 

オーストラリア 

【OPGGS法】 
・事業者は石油や水の漏出を防止しなければならない 
【OPGG（セーフティーケース）規則】 
・火災および爆発の危険分析では石油の漏出も考慮しなければならない 
【OPGG（資源管理および運営）規則】 
・事業者から NOPSEMAへの坑井の状況報告には BOPについても含む 等 
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3.4  大水深海底下の開発における危害防止 

  各国のマコンド事故後の法規制と機器の動向   

3.3では各国の法規制の現状、マコンド暴噴事故後の動き等について調査した。その概要は以下のように

まとめられる。 

 

 法規制の動向 

（１）米国 

マコンド暴噴事故の当事国である米国では、HSE規制機関の強化を目指した組織改正が行われ、BOEMRE

（旧 MMS）を分割し、BOEMと BSEEとが設立された。 

事業者における安全管理体制についての規制が強化され、作業場安全ルールにより安全マネジメントシ

ステムの導入が義務付けられた。また、NTL により、油濁事故時の緊急対応の用意（リリーフ井検討、キ

ャッピング装置等）が開発計画審査時の説明要求事項として義務付けられた。 

機器装置では、海底仕上げを含む大水深石油・天然ガス田に必須であり、かつマコンド暴噴事故の主要

因の一つと推定されている BOPの機能・信頼性強化を中心に、ROV の能力、セメンチングおよび坑井健

全性評価についても規制強化の動きが見られた。 

浅海の場合にリグ上に設けられるサーフェス BOPと、大水深の場合に必須となるサブシー BOPの間で

は、基本的な構造である各種のラムについて差はみられない。２つの BOPについての米国 CFRの規定305

では、各種ラムの段数はサーフェス BOPとサブシーBOPともに合計して最低４段と同じであるが、サブシ

ーBOPについては、ROVによる操作、非常時の LMRP切り離し等サーフェス BOPには無い内容を規定し

ている。 

BOPには、設計圧力以外には強度的な仕様上の差異はなく、浅海と大水深とで用いられる BOPには強度

的な仕様上の差異はみられないようである。 

業界では、メキシコ湾を中心として活動する業界安全研究機関である COS（Center for Offshore Safety）

の設立、共同出資会社による緊急油回収システムの構築（Marine Well Containment Company, HWCG LLC）

等の対応がなされた。 

また、APIにおいても、STD53の内容改訂により、以下が図られた。 

1)BOPの冗長性強化のため、以下を規定した 

・最低２段のシアラムの装備 

・１つの坑井を密閉できるブラインド・シアラムの装備 

・LMRP306離脱時や動力途絶等の緊急時の坑井閉鎖機能の装備等 

2)ROVの能力と操作性向上として、以下を規定した 

・最低一つのパイプラムを閉鎖できること 

・ブラインド・シアラムを閉鎖できること 

                                                        
305 30 CFR 250 Subpart B, 250.441-250.442 

306 Lower Marine Riser Package; BOPに接続するライザー管など 
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・LMRP を離脱させられること 

また、その他の RP等の内容改訂により、以下が図られた。 

・坑井状況検知方法の多重化、セメンチング・圧力テスト・圧力バリアの確保手順 

・ウェルコントロール方法の改善、教育の強化 

・海洋汚染防止、対応 

 

（２）ノルウェー 

マコンド事故についての検証が行われ、規制当局の PSAは「現状のままでもマコンド事故に十分対応で

きるが、さらに改善すべき安全強化事項もある」と結論し、規制制度、規則等、および規制機関の組織改

正等は行われていない。ただし、規則で参照されている NORSOK規格の D-010（掘削中および坑井作業中

の坑井健全性）が改訂されており、実質的には規制が強化されている。NORSOK D-010については、以下

に示すような内容が改訂された。 

・バリアについて従来は一次バリア 1 ヶ所、二次バリア 5 ヶ所の合計 6 ヶ所と定義していたが、

区分を見直して一次バリア 7ヶ所、二次バリア 8 ヶ所の合計 15ヶ所と詳細に定義した。 

・一時的な廃坑についてモニタリングの有無による規定の追加や、恒久的な廃坑時についてはセ

メンチングを２重化するなど詳細な規定が追加された。 

・アンダーバランス掘削に加え、圧力管理掘削（MPD：Managed Pressure Drilling）が追加された。 

・BOPスタックの構成決定にあたり、リスク分析を行うことが追加された。 

・セメント材料の配合をラボ試験することや、セメンチングプログラムの内容にセメンチング中

のリスクとその低減手段を明記する等の規定が追加された。 

・ライザーレス坑井改修についての規定が追加された。 

 

ノルウェー、英国、オーストラリア等パフォーマンスベースの規制の国々では、法規では BOPの詳細に

ついては触れられていない。ノルウェーにおいて規則が参照する NORSOKでは、BOPの構成は D-001307に

より規定されており、米国同様、サーフェス BOPとサブシーBOPとでは構成が異なり、サブシーBOPの

方がより冗長性が高く規定されている。 

 

（３）英国 

マコンド事故の調査委員会の報告では、「英国の制度はマコンド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」との指摘がなされ、ノルウェーと同様に規制制度、規則等、および規制機関の組

織改正等は行われていない。また、ノルウェーと異なり規則が直接的に参照する NORSOK規格に相当する

規格等がなく、ノルウェーのような規格改訂を通しての間接的な規制強化も行われていない。 

業界の動きとしては、Oil & Gas UKを中心とした OSPRAGの設立とキャッピング装置の開発、ガイドラ

インの作成等のマコンド事故へ対応した活動が行われている。 

 

 

                                                        
307 http://www.standard.no/pagefiles/1318/d-001.pdf 
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（４）オーストラリア 

オーストラリアではマコンド事故の前年のモンタラ事故調査委員会が設置され、マコンド事故当時はま

さに調査中であったため、マコンド事故については特に調査委員会は設置されなかった。 

マコンド事故の前年に起きたモンタラ事故への対応として、HSE規制機関の強化を目的に OPGGS法が

改正された。NOPSAを継承して NOPSEMAが設立され、環境面の規制も所掌とするなど権限が強化され

た。ケーシングシューのセメンチングの不備が主要な原因と推定されており、NOPSEMAによる規制が強

化された。 

 

（５）ブラジル 

ANPは、新たに risk analysis、emergency response plan、等の規定盛り込んだ規制規格 NR 38を制定し

た。2015年 2月時点では施行されていないが、今後の公開が見込まれる。また、ANPからは、坑井健全

性マネジメントシステム規則および海底パイプラインに関する規則が 2015年にも導入される予定との発

表が行なわれている。 

 

これらの調査結果を通して、大水深石油・天然ガス事業に関する法規制では、特に大水深石油・天然ガ

ス事業において油濁事故を防止する重要な保安技術である BOP、およびセメンチングによる坑井健全性の

確認について、規制が強化されていることが分かった。また油濁事故発生への対処技術として重要なキャ

ッピングシステムについては、規制機関からの規制強化とともに石油・天然ガス開発業界各社共同による

スタックの開発、システムの構築が行われていることが分かった。これら各国の石油・天然ガス事業に関

する法規制を表 3.4.1-1に、マコンド事故後の各国の動きをまとめて表 3.4.1-2に示す。 

 

 

 機器・技術関連 

文献調査によると、大水深石油・天然ガス開発における課題としてあげられている、サブシーBOP、ROV、

キャッピングシステム、仕上げ、およびセメンチングについて、以下のように整理することができる。 

 

（１）機器関連 

 1)サブシーBOP 

・BOPラムの多段化：パイプラムおよびシアラムで計 5段のラムが主流となった。 

・高温・高圧の開発：近年、高温・高圧の地層への探鉱･開発の需要が高まり、耐圧 15,000psiが主

流となっている。米国 CFRにおいて、高温・高圧の定義は 15,000psi、華氏 350度と定義され、

水深よりも温度や圧力が機器の課題の決定要因とされている。 

 

  2)ROV 

・ROVの設計基準：ROVを使った作業に関する規制や技術標準が存在しない。 

・ケーブルの絡み合い：海流の影響で機器等が動くため、ロープ同士が絡み合うこともある。 
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  3)キャッピングシステム 

・設備の組立て：キャッピングスタックの大きさは海洋作業船への搭載の際にも大きな課題とな

る。 

・作業船の選定：キャッピングシステムを展開していくにあたり、最大の課題はキャッピングス

タックを坑井上に設置する能力を有する海洋作業船の選定である。 

 

（２）技術関連 

1)海底仕上げ 

  海底仕上げ実績：日本においては海底仕上げの実績がない。 

 

2)セメンチング 

セメントスラリーデザイン：セメンチングは、弱い地層、逸泥が発生する地層、耐食性の地層   

流体、高圧、大幅な温度変化を勘案して設計する必要がある。米国では、マコンド事故の要因の

一つとされるセメンチングに、スラリーの試験とモデリングの要求が追加された。 

 

3)パイプライン管理 

腐食対策：海洋に設置するパイプラインの腐食対策はパイプラインを保守管理する中で最重要 

課題である。防食方法としては、パイプライン材料の選定、インヒビターの添加、塗装、電気防食

等がある。 

 

本節では、これらの技術課題のうち、3.3で調査した海洋石油・天然ガス開発の先行国で共通して取り組

まれている BOP、ROV、キャッピングシステム、セメンチング等の技術、および我が国ではいまだ実施例

のない海底仕上げを大水深石油・天然ガス開発の課題として捉え、各技術・機器の定義・概要・動向を整

理する。 
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表 3.4.1-1 各国の石油・天然ガス事業に関する法規制 

 米国 ノルウェー 英国 オーストラリア 

対象範囲（浅海／深海） 
・州の管轄地（沿岸から 3 海里）の外側で海底および下層土

が米国に帰属しその管轄および支配の対象となる範囲に

あるすべての鉱物資源（浅海/深海の区別なし） 

・ノルウェー大陸棚の石油を対象（大陸棚の定義は国連海洋

法条約と同じ。浅海/深海の区別なし） 
・女王の権利の及ぶ範囲の石油（浅海/深海の区別なし）※ ・沿岸から 3 海里を超える連邦海域の石油（浅海/深海の区別

なし）※ 

規制機関 

事業 
・Department of Interior 
└BOEM(Bureau of Ocean Energy Management) 

・Ministry of Petroleum and Energy 
└NPD(Norwegian Petroleum Directorate) 

・DECC(Department of Energy and Climate Change) ・Joint Authority 
└NOPTA (National Offshore Petroleum Titles Administrator) 

安全衛生 
・Department of Interior 
└BSEE(Bureau of Safety and Environmental Enforcement) 

・Ministry of Labour and Social Affairs 
└PSA(Petroleum Safety Authority) 

・Department for Work and Pensions 
└UKHSE (The UK’s Health and Safety Executive) 

・NOPSEMA(National Offshore Petroleum Safety and 
Environmental Management Authority) 

環境 
・BSEE， 
・Environmental Protection Agency 

・PSA ・UKHSE ・NOPSEMA 

主な法律 

事業 
・Outer Continental Shelf Lands Act  ・Petroleum Activities Act ・Petroleum Act 1998 ・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 

(OPGGS Act) 
安全衛生 ・Occupational Safety and Health Act ・Working Environment Act ・UK Health and Safety at Work Act 1974 ・OPGGS Act 

環境 
・National Environmental Policy Act 
・Clean Water Act 

・Pollution Control Act （Directive 97/11/EC） ・OPGGS Act  
・Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 

1999 (EPBC Act) 

主な規則 

事業 

・30 Code of Federal Regulations 250 
(Oil And Gas And Sulphur Operations In The Outer 
Continental Shelf) 

・Framework Regulation 
・Management Regulation 
・Activity Regulation 
・Facility Regulation 

・Offshore Installations and Pipeline Works (Management and 
Administration) Regulations 1995 

・Offshore Installations and Wells (Design and Construction, 
etc.) Regulations 1996 

・Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, and 
Emergency Response) Regulations 1995 (PFEER) 

・The Petroleum Licensing (Production) (Seaward Areas) 
Regulations 2008 

・Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 

・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Resource 
Management and Administration) Regulations 2011 
 

安全衛生 

・30 CFR 250 Subpart S 
(Safety and Environmental Management System) 

・29 CFR 1901 Chapter XVII 
(Occupational Safety and Health Administration) 

同上 ・Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 
・Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005 

・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Safety) 
Regulations 2009 
 

環境 
・40 CFR (Protection of Environment) 同上 ・Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 

・The Offshore Petroleum Production and Pipe-lines 
sai(Assessment of Environmental Effects) Regulations 1999 

・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage 
 (Environment) Regulations 2009 

ガイドライ

ン 
事業 

NTL，Safety Alert等 ・Framework Regulation Guideline 
・Management Regulation Guideline 
・Activity Regulation Guideline 
・Facility Regulation Guideline 

Guidance，Approved Code of Practice等 Guidance Note，Information Paper等 

主な承認 
手続き 

探鉱 
・探鉱計画 
・環境評価 

・コンプライアンス承認（AoC） ・環境影響評価（ライセンス申請に含む） 
・Safety Case 文書 

・Environment Plan 
・Safety Case 文書 

開発/生産 
・開発生産計画 ・コンプライアンス承認（AoC） 

・開発操業計画（PDO）（環境的側面の検討含む） 
・施設設置および操業計画（PIO） 

・開発生産計画 
・Safety Case 文書 

・Environment Plan 
・Safety Case 文書 

廃坑 
 ・廃坑計画 ・廃坑計画 

・Safety Case 文書 
・Environment Plan 
・Safety Case 文書 

リスク管理 

・SEMS（API RP 75に準拠） 
・リスク管理プログラムの実施、計画、管理レビューおよび

承認に関する一般規定、 
・安全性と環境に関する情報、 
・ハザード分析、 
・安全作業プラクティス、トレーニング、 
・機械的健全性、Pre-startupのレビュー、 
・緊急時対応と制御、 
・事故調査、監査、記録と文書化等 

・SEMS改定ルール規定で SEMSを補完 
・作業停止規定、権限の明確化、従業員参加、 
・危険な状況の報告、 
・独立した第三者監査員の採用、 
・作業安全分析に関する追加規定等 

・NORSOK Z-013を参照 
・リスクアセスメントプロセスの一般規定、 
・量的リスク評価方法（概念設計、最適化、詳細設計の各

段階）、 
・緊急防災体制分析（概念設計、最適化、詳細設計の各段

階）、 
・操業時の緊急防災体制の分析、 
・参考情報 

・リスクマトリックスの評価基準,ALARP 評価 
・主機能喪失についての評価、 
・ハザード抽出チェックリスト、 
・UKHSE等のデータ参照先、 
・爆発可能性シミュレーション手法、 
・環境リスクと防災および対応分析）  等 

・Safety Case 文書で事業者が管理項目を設定 
・施設のリスク評価 
・操業時のリスク評価 
・ハザード分析 
・緊急防災体制、退避計画  

・火災爆発については PFEER規則を遵守  等 

・Safety Case 文書で事業者が管理項目を設定 
・ハザードとリスクの特定 
・どのように特定されたそのリスクが管理されているか 
・そのリスク管理が効率的かつ一貫性を持ち、安全に関す

るマネジメントシステムが導入されているか 等 

環境への影響評価 
・国が鉱区リースの５ヵ年計画作成時に環境影響評価を実施 
・事業者も探鉱計画作成時に環境評価を実施 

・国が新規鉱区開放前に検討（環境への影響を含む） 
・事業者は PDO作成時に環境的側面も検討 

・ライセンス申請に含む ・探鉱、生産、廃坑の各段階で Environment Planを作成 

※※※※    英国およびオーストラリアでは、関連法規の規定を合わせ国連海洋法条約上の大陸棚における石油・天然ガスが対象となる 
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表 3.4.1-2 マコンド事故後の各国の動き 
 米国 ノルウェー 英国 オーストラリア 

マコンド事故前後
の規制機関 

事故前 
【HSE】MMS(Minerals Management Service) 
【事業活動】MMS 

【HSE】PSA(Petroleum Safety Authority) 
【事業活動】NPD(Norwegian Petroleum Directorate) 

【HSE】UKHSE (The UK’s Health and Safety Executive) 
【事業活動】DECC(Department of Energy and Climate 

Change) 

【安全】NOPSA(National Offshore Petroleum Safety Authority) 
【環境】Department of The Environment, Water, Heritage and Arts 
【事業活動】Joint Authority、DOI(Department of Industry, 

Tourism and Resources) 

事故後 ・2010年 6月 MMS を BOMREに名称変更 
・2011年 1月 BOMREを BOEM と BSEEに分割再編 

同上 同上 ・2012年 1月 NOPSAを NOPSEMAに組織変更 

マコンド事故についての調査委員会 
・大統領設置による事故調査委員会 
・BOMRE（旧 MMS）と USCG(US Coast Guard)の共同事故
調査委員会 

・SINTEFによる調査委員会 ・下院による調査委員会 
・DECCによる委員会 

・当時はモンタラ事故調査委員会が設置され、まさに調査中
であったため、マコンド事故については特に委員会は設置
されなかった。 

マコンド事故の検討で示された 
制度的、技術的課題 

【規制機関について】 
・MMS の監督機能不足（鉱区リース収入重視の組織運営、
組織として訓練がなされないことによる職員の知識不足、
職員のモラルハザード） 

【BOP等機器について】 
・フェールセーフ、信頼性強化 
・シアラムの機能不全 
・ROV による操作性向上 
・適切なメインテナンスの実施 

【作業手順について】 
・セメンチング状況の精確な把握 
・坑井状況の適切な評価 

【油漏洩対策について】 
・漏出源対処能力の向上 
・漏出油回収能力の向上 
・拡散剤の長期的影響評価についての検討 等 

【NORSOK D-010について】 
・計画、ミキシング、ポンピング、およ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 等 

【障壁（バリア）について】 
・独立した 2 つのバリアの設置とモニタリング 
・暴噴のタイプごとの防止方法の改善 

【施設について】 
・ドアや通路の防水機能の改善 
・人が安全に作業出来るような施設の改善 

【リスク評価について】 
・新たな方法およびツールの開発 

【その他】 
・部門間の情報の流れと協力の改善 
・危機対処への陸上の専門家からの支援の確保 

【安全･環境管理システム実現を保証する仕組み強化】 
   （DECCの事故調査委員会提言：Maitland 提言） 

・優良な事例（ベストプラクティス）を普及させるための学習
文化とプロセスの改善 

・規制機関の統合 
・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、回収、除染、
および影響モニタリングについての重点的な研究開発 

【規制機関について】 
・規制機関が複数あり監督が行き届かなかった 

【坑井のバリアに関して】 
・常に最低限２つのバリアを設け、緊急事態において事前に
規制当局の書面による許可を得た場合を除き、１つのバリ
アに頼ってはならない 

・バリアに疑念が生じた場合には追加のバリアを設置する 
・業界基準の“２つのバリア”は“２つ以上”とすべき 等 

【セメンチングに関して】 
・産業界、規制当局、訓練機関、研究機関は、ケーシングシ
ュー、アニュラス、セメントプラグの健全性についての課題
に対処する、セメンチングのベストプラクティスについて基
準を作成すべきである 

・セメントされたケーシングシューのバリアとしての健全性を
試験、検証する技術を開発するため、産業界、規制当局、
訓練機関、研究機関はお互いに情報交換をすべき 等 

課題の解消、見直しの方向性 
・MMS のライセンス部門と規制部門の分離 
・HSE規制機関の強化 

・NORSOKによる改訂 ・DECCおよび業界の取組みによりMaitland提言に対応 ・単一の独立した規制機関の設立 
・政府機関の中で産業政策、資源の開発および推進を安全
衛生規制機関と分離 

課題の解消、見直しの進捗状況 

【組織】 
・2011年 1月 BOMREを再編し BOEM と BSEEを設立 

【法規】 
・2010年 6月 NTL-2010-N06 
・2010年 10月 作業場安全ルール（SEMS 規則）、掘削規
則 
・2010年 11月 NTL-2010-N10 
・2013年 4月 SEMSⅡ規則 

・2013年 7月 NORSOK D-010（掘削中および坑井作業中
の坑井健全性）改訂 

・Maitland 提言に対する回答書 
 2012年 12月、2013年 12月 

【組織】 
・2012年 1月 NOPSEMAの設立 
 
【法規】 
・2011年 10月 OPGGS法の改正 

・   〃         （環境規則）の改正 

追加された保安対策の具体的内容 

【NTL-2010-N06】 
・暴噴および最悪の場合の油流出の可能性に対処する用
意（リリーフ井掘削リグ手配）等の証明 

【NTL-2010-N10】 
・BOP を用いた作業における暴噴対応（キャッピングスタッ
ク、ハイドレート制御、分散剤散布装置）等の検討 

【作業場安全ルール（SEMS）】 
・SEMS実施を義務化し、設備の情報整備、緊急時の対応、
作業者の訓練等項目を追加 

【掘削規則】 
・探鉱•開発段階において機器、安全対策、環境保護措置を
強化 

【SEMSⅡ規則】 
・SEMS の内容追加（作業停止規定、権限の明確化、従業
員参加、危険な状況の報告、独立した第三者監査員の採
用、作業安全分析に関する追加規定等） 

特に無し 特に無し ・NOPSEMAの命令権限の強化 
・汚染者負担の徹底、規制当局による除染作業等の実施と
費用の回収規定の新設 

・環境保護および生物多様性保護法（EPBC Act）に基づく
環境評価プロセスによる承認 

規格の改訂、業界の対応等 

【API の改訂】 
・BOP関係（RP53）が STDへ変更された 
・STD53、その他 RP、SPEC等の内容改訂 

・BOPの冗長性強化、ROV の能力と操作性向上 
・坑井状況検知方法の多重化 
・セメンチング、圧力テスト、圧力バリアの確保手順 
・ウェルコントロール方法の改善、教育の強化 
・海洋汚染防止、対応 

【業界の取組み】 
・COS（Center for Offshore Safety）の設立 
・共同出資会社による緊急油回収システムの構築（Marine 
Well Containment Company, HWCG LLC） 

【NORSOKの改訂】 
・D-010（掘削中および坑井作業中の坑井健全性）につい
て、以下の内容等を改訂 

・ セメンチング材料の詳細 
・ 廃坑手順 
・ MPD（圧力制御掘削) 
・ ライザーレス坑井改修 
・ 新しいバリア 9点の定義 

【業界横断的取組み】 
・OSPRAGの設立（DECC、UKHSEも参画） 
・WLCPFの設立（〃） 

【機器】 
・キャッピング装置を開発（OSPRAG） 

【ガイドライン】 
・WLCPF は海底 BOP、坑井健全性、リリーフ坑井計画、従
事者能力、well examination、資産の保証と確認、廃坑、廃
坑に用いる材料の品質保証、等についてのガイドラインを
作成 

特に無し 

 



158 
 

  サブシーBOPおよびその他の器材･機器（掘削） 

浮遊式掘削装置では、海面上に浮体から掘削作業を行う。陸上掘削と大きく異なる点は、海底面から坑

井を掘削することにある。そのために必要となる機器は主に海底暴噴防止装置（BOP）およびライザーシ

ステムの 2点に大別される。 

 

 サブシーBOP 

（１）概要 

BOPは Blowout Preventer（暴墳防止装置）の略語であり、坑井内に地層流体が浸入した時に、この浸入

流体を制御しながら安全に坑内から排出する、あるいは元の地層に圧入する際に使用される機器である。

サブシーBOPとは、海底に設置する暴噴防止装置 BOPであり、海面上の掘削リグとはライザーシステムに

より接続されている。 

陸上やジャケット、ジャッキアップリグ（脚昇降式リグ）の場合、BOPは掘削リグの直下に設置される

が、浮遊式掘削装置であるドリルシップ（掘削船）やセミサブリグ（半潜水式リグ）の場合、BOPは海底

面直上に設置される（図 3.4.2-1参照）。従って、それぞれ、サーフェス BOP、サブシーBOPと呼んで区別

することもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.2-1 サブシーBOPと浮遊式掘削装置の全体像308 

 

（２）サブシーBOPの構成と構造 

BOPは 2種類に分類できる。一つはアニュラーBOPと呼ばれ、坑内にあるパイプの外径、外周の形状に

関わらず、またパイプが無い場合でも坑井を密閉できる BOPであるが、一般的に後述するラム BOPと比

較して耐圧が低くなる。ラム BOPは密閉できるパイプの外径に制限があり、一般のパイプラムの場合は 1

                                                        
308 National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, “Stopping the Spill: The Five-Month Effort to Kill the Macondo 

Well,” Draft, Staff Working Paper No.6, http://www.eoearth.org/edit/article/51cbf02a7896bb431f6a084e/ 

 



159 
 

種類の径にのみ対応、バリアブルボアラムと呼ばれるラムの場合、その仕様に応じてある程度の範囲の外

径のパイプに対応、またパイプが無い場合に対応するブランドラム、パイプを切断するシアラム、ブライ

ンド・ラムとシアラムの両方の機能を持つブラインド・シアラムがある。このような BOPを組み合わせ、

さらにゲートバルブ、各 BOP、バルブ、その他関連機構を作動させるための制御設備の集合体を BOPスタ

ックと呼ぶ。 

図 3.4.2-2に典型的なサーフェス BOPスタックとサブシーBOPスタックの例を示す。図からも分かるよ

うにサブシーBOPスタックでは安全性の向上と冗長性を持たせるために組み込まれる BOPの数が多くな

っており、サーフェス BOPスタックではアニュラーBOPが 1段、ブラインド・シアラムが 1段または 2

段、パイプラム 2段が一般的であるが、サブシーBOPではアニュラーBOPが 2段、ケーシング・シアラム

が 1段、ブラインド・シアラムが 1段、パイプラム（バリアブルボアラムを含む）が 3段から 5段である

ことが一般的である。また、サブシーBOPスタックではスタックの上部（LMRP：Lower Marine Riser Package）

を下部から切り離すことが出来るようになっており、荒天等で掘削ロケーションからの退避を余儀なくさ

れた場合、LMRP 上の構成要素の修理が必要な場合に、船上まで回収できるようになっており、そのため

に LMRP コネクタと呼ばれる接続システムが組み込まれる。参考までに、Appendix項目 3.1（page-226～

229）にアニュラーBOPとラム BOPの specificationを掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.2-2 海上 BOP（左）とサブシーBOP（右）の構成例 
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図 3.4.2-3は、マコンド事故を起したセミサブリグ Deepwater Horizonで使用していたサブシーBOPスタ

ックのイメージ図である。上述の BOPスタックの構成要素の他に、各 BOPを含む各機能を作動させるた

めの作動油を蓄圧するアキュムレータ（Accumulators）、船上から BOPスタックに作動油を送付するパイプ

であるハイドロリックライン（Hydraulic Line）、各機能を作動させるための電気信号を送るケーブルである

エレクトリカルライン（Electrical Lines）、これらの電気信号に応じて各機能を作動させるための作動油を

各機能に送るための弁を開閉するポッド（Pod）も示されている。このポッドは冗長性を持たせるため 2基

（青：Blueと黄：Yellow）搭載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.2-3 Deepwater Horizonに設置されたサブシーBOPの構造309 
                                                        

309 ニューヨーク・タイムズ資料 http://www.nytimes.com/interactive/2010/06/21/us/20100621-bop.html?_r=2& 
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（３）BOPの保守管理・作動試験 

BOPの保守管理および作動試験に関して、API RP 53では 6.5の Table 3に、NORSOK D-010では Annex 

A の Table 38で規定している。 

サブシーBOPの場合、BOPが海底面にあるため、保守・整備を実施するには BOPを海底面から船上ま

で回収（水深にもよるが 3～5日程度を要する）する必要があり、また整備後に海底面まで降下する必要が

あることから、前述したように冗長性を持つたせるためアニュラーBOPの段数、ラム BOPの段数が多くな

っている。掘削作業中に求められる圧力試験の頻度（一般的には 14日ごと）は両タイプとも同様であるが、

圧力試験によって不具合が発見された場合、サーフェス BOP では直ぐに修理を行うことが一般的である

が、サブシーBOPの場合では、その不具合の程度、その時点の坑内状況、その後に予想される坑内圧力、

回収・降下に要する時間、BOPスタックが有する冗長性等を検討し、不具合の修理を直ぐに実施するか、

次の機会まで先送りするかの判断がなされる。 

 

（４）キックの対応 

キックとは地層流体が坑井内に浸入することであり、そのまま放置しておくと制御が困難、さらには不

可能となり暴墳事故につながる事象である。この防止手順をウェルコントロールと呼ぶ。キックが起こる

原因は坑井内の泥水の水頭圧が地層の流体圧よりも低くなることであり、その要因としては、①不十分な

泥水比重、②揚管時の坑井内への不十分な泥水の補給、③揚管時の過度な揚管速度によるスワッビング、

④逸泥による水頭の低下、⑤突然の予期せぬ高圧層との遭遇等がある。一般的なキックの対応は、BOPを

閉鎖し、リグ上で背圧をかけながら坑底圧を地層圧以上の一定値に保ちながらチョークラインを通じて循

環する「制限循環」と呼ばれる手法を用いて、浸入流体を坑内から排出すると共に、坑内を地層圧よりも

高い水頭圧を生む泥水比重を持った泥水に入れ替えることである。 

 

（５）ドリルステムテスト 

井戸にケーシングをセットする前に、その地層の潜在的生産能力を確かめるために行われる地層試験（フ

ォーメ－ション・テスティング、formation testing ）の一方法で、ドリルステム（ドリルストリング）を通

じて行う方法なので、この名称がついている。 

このテストにもいろいろな方法があるが、代表的な方法を次に述べる。ドリルステムテスト装置には、

一つのパッカー、地上でドリルステムを操作することによって開閉可能な複数個のバルブ、または穴、そ

して圧力測定・記録装置などが含まれている。この装置はドリルステムの下に付けられて、パッカーの位

置がテスト対象層の上でセットされると、テスト層と他の地層とを遮断する。さらに重量を加えると、パ

ッカーの上に付いているテスターの内部のバルブが開き、地層内の流体がアンカーの中に入ってくる。地

層流体がガスであれば、地表でその量を計量し、油でも地層の圧力が高くて量が多ければ短時間に計量で

き、その地層の産出能力を判定できる。 

通常の手順は、①空のドリルパイプに装置を付けて降入、②パッカーをセットしてテスト層を分離、③

プロダクションバルブ開放、地層流体がドリルパイプ内に侵入、④テスト終了、プロダクションバルブ閉、

⑤バイパスバルブ開放、⑥パッカーを外して装置を揚管、である。 

油の量が少なかったり、地層の圧力が低い場合には、地表まで出てくるのに時間がかかり過ぎたり、出
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てこない場合もある。しかし、ドリルステムを少し回転させると、バルブは閉じて、バルブの上部には地

層から流入した液体がドリルステムの中に残るから、地上で採取することができる。圧力記録を解析する

ことによって、テストが正しく行われたかどうか判断できるし、その地層の産出能力も算出できる。 

 

（６）作業員の教育訓練 

サーフェス BOPの保守・管理は、その構造が比較的単純であることから、掘削クルーが中心となり、機

械担当と電気担当の保守技師と共に実施することが一般的である。一方、サブシーBOPはサーフェス BOP

と比較して、その構造が複雑であり、また関連機器・装置も多岐にわたることから、サブシーエンジニア

と呼ばれるサブシーBOPおよび関連機器・装置の保守・管理を専門に担当する技師を配置することが一般

的である。サブシーエンジニアは各掘削コントラクタの社内での教育訓練と実作業経験を積んだものが配

置される。社内教育以外では、サブシー機器のメーカーが主催するサブシー機器一般に関する講習、一般

教育機関等が実施する油圧、電気等に関する講習他の社外教育を受講させることもあるが、社内基準によ

るものであり、業界として特に統一された基準・条件等は今のところ存在しない。 

一方、前述のキックの発生時に対応する手法であるウェルコントロールに関しては、業界共通の教育訓

練システムが整備されている。ウェルコントロール手法は、基本的にはサーフェス BOP、サブシーBOPで

も共通であるが、サブシーBOPが海底に設置されることから、海底面と船上を結ぶキル・チョークライン

が長くなることから、循環中の圧力損失が大きく、圧力の伝播速度が長くなることから、教育訓練の内容

も BOPの種類ごとに分類されている。また、職種によって必要な知識のレベルもことなることから、作業

者を対象としたものと監督者を対象としたものにも分類されている。いずれの内容であっても、受講後に

試験を受け、合格したものに対して、2年間有効な証書が発行される。これまではコントラクタ側ではアシ

スタントドリラー以上の掘削クルーと掘削監督、石油会社側では作業監督と掘削技師に有資格者を配置す

ることが最低条件として一般的であったが、マコンドの事故後、サブコン（泥水ログ会社等）を含む、よ

り幅広いリグ勤務者に最低限の知識を求める石油会社も見られるようになってきている。 
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 ライザーシステム310 

（１）概要 

ライザーシステムは、セミサブマージブル型掘削リグおよびドリルシップ型掘削リグに使用され、海面

上の掘削リグとサブシーBOPを接続する役目を持っている。浅海および大水深に関わらず、掘削予定位置

における海象･気象データを基に、あらかじめライザー解析を実施して最適のライザーシステムを選択する。 

通常、ライザーシステムは、ライザー、LMRPとライザーテンショナーで構成される（図 3.4.2-4参照）。

LMRPはアニュラーBOPとフレックスジョイントから構成され、荒天候等でリグの揺れが大きく作業の続

行が出来ないことが予測された場合に、コネクタ部から LMRPを切り離しロケーションから離脱できるよ

うになっている。ライザーパイプは、リグから海底面上に設置された BOPスタックを連結するためのパイ

プである。その外径は通常 16インチまた 21インチで、長さは一般的に 15m、24m（「ちきゅう」のライザ

ーは外径 21インチ、27m）のものが使われる。水深に合わせ全長を調整する必要があるので、長さが 3m、

4.5m、6m等短管も使用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.2-4 ライザーシステム311 

                                                        
310 石油鉱業便覧 2013（石油技術協会） 
311 石油鉱業便覧 2013（石油技術協会） 

ストロークジョイント（図 3.4.2-5参照） 
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ストロークジョイントはインナーバーレルとアウターバーレルから構成されており、船体の上下動を吸

収するパイプとしてライザーパイプの最上部に取り付けられる。アウターバーレルはライザーテンショナ

ーと接続される（図 3.4.2-5参照）。 

 

図 3.4.2-5 ストロークジョイント312 

 

（２）｢ちきゅう｣の BOPスタック構成 

参考までに、JAMSTEC（独立行政法人海洋開発研究機構）所有のドリルシップタイプの掘削リグ｢ちき

ゅう｣のサブシーBOPスタック構成を図 3.4.2-6に示す。昨年掘削された基礎試錐｢上越海丘｣にて使用され

た掘削リグであるが、サブシーBOPの耐圧は 15,000psiを搭載している。 

 

  1)ライザー（Riser） 

海底坑口装置からバージまで連結されているパイプ、水深に合わせて全長を調節出来るパイプであ

る。ビットから噴射された泥水は掘り屑とともにこのライザーパイプのアニュラスを通ってバージ

に返される。このパイプにはキルライン、チョークラインがついている。キルライン、チョークラ

インはライザーパイプのパイプ断面の両側に対称的に取り付けられている。大水深になるとキルラ

                                                        
312 石油鉱業便覧 2013（石油技術協会） 
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イン、チョークラインの圧力損失が大きくなり、キックコントロールに大きな影響を及ぼすため、

大きい内径のキルライン、チョークラインを備え付けたライザーパイプが用いられる。 

  2)フレックス･ジョイント（Flex Joint） 

  ライザーの下部角度変化を吸収するもの。ボールジョイントと呼ばれるタイプもある。 

  3)アッパー･アニュラー（Upper Ann）＆ロアー･アニュラー（Lower Ann）BOP：耐圧 10,000psi 

アニュラーBOPは、使用した場合にはラバーエレメントの消耗が大きいため、ロワー BOPスタッ

クを海底面に残したまま回収して交換することができるように LMRPに装備されている。冗長性を

確保するために 2段となっている。 

  4)ロアー･マリン･ライザー･パッケージ･コネクタ（LMRP Connector） 

LMRPとロワー BOPスタックとのコネクタであり、遠隔操作により切り離しが可能で、ライザーの

回収、非常切り離しを行うときに使用される。 

  5)ブラインド・シアラム（Blind Shear ram）： 

耐圧 15,000psi。LMRPを回収する際に、下部のパイプラムでパイプを支持した上で、その上部でパ

イプを切断し、パイプをハングオフしたまま坑井の密閉が出来るようにロワー BOP スタックの最

上段に配置される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

図 3.4.2-6 ｢ちきゅう｣のサブシーBOPスタック構成概略図（参考）313 

 

                                                        
313 https://oilandgastechnologies.wordpress.com/page/5/ 
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  6)ケーシング･シアラム（Casing Shear ram） 

  ケーシングを切断するものであり、ケーシング降下中の非常切り離し時に用いる。 

  7)アッパー･パイプラム（Upper variable pipe ram）：耐圧 15,000psi 

5-1/2”ドリルパイプ用である。非常切り離しの時はブラインド・シアラムで切断するパイプを支持し、

ハングオフするために用いられる。 

  8)ミドル･パイプラム（Middle variable pipe ram）：耐圧：15,000psi 

  バリアブルラムであり、3-1/2”~6-5/8”のサイズの異なるパイプに用いられる。 

  9)ロワー･パイプラム（Lower test pipe ram）：耐圧 15,000psi 

5”ドリルパイプ用である。非常切り離しの時は、シアラムで切断するパイプを支持し、ハングオフ

するために用いられる。 

  10)ウェルヘッド･コネクタ（Wellhead connector） 

  海底に設置した坑口装置と接続するコネクタである。 

 

【BOP周辺のガスハイドレート現象の事例】 

事例として、大水深開発における BOP周辺のガスハイドレート現象について、以下に記す。 

 

ガスハイドレートは高圧、低温の環境下で水とガスが混在した場合に生成される氷状の物質である。生

産現場においては、パイプラインの閉塞の原因となることから古くからその存在が認識されており、掘削

現場においもチョークマニホールドの閉塞原因として知られていた。 

1980年代になってメキシコ湾の大水深海域での掘削が活発になるにつれ、上述の問題とは別に坑内に浸

入したガスが海底面付近の BOP周辺に滞留した時（主として坑井抑圧作業中）にハイドレートを生成する

問題が確認されるようになった。浅海域と比較した場合、大水深海域での海底面付近の水温は 3℃前後であ

り、また水深、泥水比重にもよるが坑内の圧力は十分に高く、ガスハイドレートの生成条件を満たすこと

になることで、これまでの浅海域では問題とならなかった坑内でのガスハイドレートの生成とそれに伴う

障害が認識されるようになってきた。 

ガスハイドレートが坑内の BOP付近で生成された場合の問題点は主として以下の 4点である。 

①チョークライン、キルライン、BOPの閉塞 

②坑内圧力監視が困難あるいは不可 

③ドリルストリングの管動不可 

④ガスハイドレート分解時の泥水の性状変化および瞬時の大量のガスの発生の可能性 

 

ガスハイドレートを生成させないための対策としては、泥水循環を維持することが最も重要であるが、

坑井抑圧中等の特殊作業実施時には泥水循環を中断せざるを得ない場合もある。このような状況に対応す

るため、泥水に添加物を加えガスハイドレートの生成条件を変化させる対策も講じられている。代表的な

添加物としては塩、グリコールであり、坑内の状況に応じて必要量が添加されガスハイドレートの生成を

抑制する対策が施されている。 

日本においても水深 1,000m程度の海域で実施された基礎試錐「佐渡南西沖」、基礎試錐「上越海丘」、基
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礎試錐「渥美海丘」、また熊野灘の水深 2,000m程度の海域で実施されている科学掘削においても、同様の

泥水を使用して実績を重ねてきている。 

今後、全世界的に見て、より深い水深での掘削が実施されることになるであろうが、それに伴い既存の

添加剤では対応困難な状況も予想されており、ガスハイドレート生成防止のための新たな添加剤の開発が

期待されている。 

また、坑内でのガスハイドレートの生成に伴う坑内閉塞問題とは別に、海底面から泡状で浮き上がって

くるガス（主にメタンガス）が、ウェルヘッドの外周とウェルヘッドコネクタの内側の間に生成し、BOP

の切り離しが困難となる事例も報告されている。このような事故に対しては、ウェルヘッドとウェルヘッ

ドコネクタの間に ROVを用いてグリコールを圧入することで防ぐことができる。 

日本国内においても、前述の坑井では通常作業の一環として実施されており、これまで大きな問題とな

ったことはない。 

 

 サブシーBOPの技術トレンド 

水深1,000m程度までが作業対象であった時期のサブシーBOPは耐圧5,000 psiのアニュラーBOPが2段、

耐圧 10,000 psiのラム BOPが 4段（内 1段がブランド・シアラム、他の 3段がパイプラム）が主流であっ

た。 

その後、大水深から超大水深海域が作業対象になり、耐圧も高くなり、ラムの段数も増加する傾向がで

てきた。2000年前後に建造された浮遊式掘削リグ（その大半が Dynamic Positioning）に搭載されたサブシ

ーBOPでは、耐圧 7,500 psiのアニュラーBOPが 2段、耐圧 15,000 psiのラム BOPが 4段（内 1段がブラ

ンド・シアラム、他の 3段がパイプラムまたはバリアブルボアパイプラム）と圧力保持は出来ないがケー

シング等の大径のパイプを切断する能力を有するケーシング・シアラム（スーパー・シアラム）の計 5段

のラム BOPが主流となった。 

マコンド事故後、ブラインド・シアラムとケーシング・シアラムの 2段に加え 4段または 5段のラム BOP

を有するものもでてきた。このようなラム BOPの段数が多い BOPでは、掘削作業中に定期的に実施され

る圧力試験の実施時にテストツールを坑口装置まで降下し、試験終了後に地表まで回収するためのドリル

パイプの揚降時間を節約するために、最下段のラム BOPのラムボディーを上下逆に取り付けることでテス

トラムとして使用する例も見受けられる。テストラムはウェルコントロールには使用することができない

ことから、段数が比較的少ない BOPを使用する時のテストラムの採用は冗長性の確保と作業時間の短縮の

どちらを優先するのかとの考え方で決まってくる。 

耐圧に関しては、近年の高温・高圧地層の探鉱・開発への需要が高まってきていることから 20,000 psi耐

圧のラム BOPの開発も進められている。 

また、BOPの制御に関しては、水深 1,000m程度までは船上から油圧で操作信号を伝達するハイドロリ

ックパイロットシステムが主流であるが、それ以上の水深になると油圧の操作信号では伝達時間が長くな

ることから、MUX（Multiplex）コントロールシステムと呼ばれる電気信号を利用するエレクトロ・ハイド

ロリックシステムが採用される。また、最近では電気信号に加えて光信号を利用するシステムも多く採用

されている。いずれの信号伝達システムにおいても、冗長性を持たせるため 2 式の信号伝達システムを搭

載することが一般的であるが、最近では超大水深向けに更なる冗長性を持たせる 3式を搭載できるような
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システムも開発中である。 

なお、ノルウェー（Stavanger）で開催された ONS（Offshore Nothern Sea）の展示会において、石油・天

然ガス生産システム、プロセス機器の設計、製作、試運転およびメインテナンス、コンサルティング業務

を行っている米系企業である Cameron社にヒアリングしたが、製造者にとって、大水深の課題は困難では

なく、オペレーション、メインテナンス、緊急事態対応が課題あり、米国では BOPの定期的再認証が義務

付けられ、アフターサービスの市場は拡大しているとのことであった。 

 

規制面からの BOPに対する規制強化の動きとして、米国において大統領指示設置の調査委員会調査報告

では BOPについて、 

・BOPが冗長性、フェールセーフ機能を備えていたが機能しなかった。 

・ROVによる対応を試みたが失敗に終わり、ROVの操作性向上が必要であった。 

・何らかの原因でシアラムが作動しないなど、機能不全があった。 

・バッテリー等の適切なメインテナンスの実施が必要であった。 

との指摘がなされた。 

  

 これらの指摘を受けて APIはマコンド事故後、業界と共に基準の更新に注力し、BOP関係は推奨（RP53）

から規格（STD53）とし、遵守することへの要求を強化した。APIでは STD53、その他の RP等の内容改訂

により、 

・BOPの冗長性強化（最低２段のシアラムと１つの坑井を密閉できるブラインド・シアラムの装備、

LMRP314離脱時や動力途絶等の緊急時の坑井閉鎖機能の装備等） 

・ROVの能力と操作性向上 

等を図り、これらは米国規則 CFRにも取り入れられた。 

 

一方、BOPのブラインド・シアラムの機能不全は暴墳によるドリルパイプの芯ずれも一因と想定されて

いることから、石油会社はコントラクタに対して強制的な芯出し機能を有する刃先のシアラムの提供を求

める事例が見られるようになってきた。現時点においては API 規格類その他の規格等で推奨しているもの

ではないが、ノルウェーでは NORSOK D-010が修正され、同様に BOPの冗長性強化が図られており、上

記のドリルパイプ切断の前に芯出しする機能についてもリスク分析で考慮するよう言及されている。 

BOPは暴噴を防止するための最終的なバリアであり、今後ともスタック全体としてはフェールセーフ機

能の強化、ラム単体では芯出し機能や暴噴時の流体による刃先の損傷防止等の機能向上が図られていくも

のと考えられる。 

 

  

                                                        
314 Lower Marine Riser Package; BOPに接続するライザー管など 
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  ROV（掘削・生産） 

ダイバーの潜水深度の限界は約 300mであることから Remotely Operated Vehicle（ROV）等の遠隔操作機

器が不可欠であり、カメラによる監視機能の他、近年マニピュレータ（操作アーム）を備えたワーククラ

ス ROVの出現は、海底仕上げ技術の発展および海底パイプラインの維持･管理作業を支えている。 

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（>1,000 msw315 ）に関連する
課題について述べる。 

 

 ROV 

（１）概要 

ROVは、海洋石油・天然ガス開発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 への送電および交信に使われ、ROVの停留や内部芯線の保

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の運用には歴史があり、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-3K という名の ROVで水深 3,429 m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･回収時等）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等の補助装置の

運用、性能、機能、および信頼性が ROV運用成功に重要な要素となる。 

なお、掘削と生産で使用する ROVに大きな差異はない。実施する作業に応じて搭載する機器を入れ替え

て対応している。 

 

（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：Tether Management System）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。 

                                                        
315 Msw: meters sea water, ROV の耐圧仕様における水深の単位に用いられる 
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IMCA（International Marine Contractors Association）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を以下のように 5種類に分類している。 

Class I – Observation ROV – used for diver observation and inspection tasks, fitted with camera/lights and sonar. 

Class II – Observation ROV with Payload Option 

Class III – Work-class ROV 

Class IV – Towed and Bottom Crawling Vehicles 

Class V – Prototype or Development Vehicles 

 

中でも Class III のワーククラス ROVは、海洋石油・天然ガス開発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は、最大馬力 100～200馬力、運用可能水深 3,000～4,000 m

である（図 3.4.3-1参照）。 

なお、参考までに Appendix項目 3.2（Page-234～239）に、ROVの Specificationを掲載した。 

 

 
図 3.4.3-1 Oceaneering社 ワーククラス ROV「eMagnum Plus」 
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（３）ROV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、および ROVアンビリカルケーブルで構成される316。ROVの投入・回収作

業は掘削リグの場合にはムーンプールまたは舷側から、作業船の場合は船尾から行われることが一般的で

ある。掘削リグの場合、デッキ上から船底までの間にガイドとしてカーソルを使用し、スプラッシュゾー

ン（海面付近の波の影響を受ける範囲）での ROVの安定性を図ることもある。 

図 3.4.3-2に示すようなハンドリングシステムは費用効率が良く広く採用されている。特に作業船に仮設

する場合にはこのシステムが採用されることが一般的である。掘削リグまたはジャケット等の場合には常

設されることが一般的である。フレームクレーンで ROVを船外に振り出し、水中に降下する。作業船等で

カーソルの設置が困難な場合、荒天下ではスプラッシュゾーンを通過する時、ROVと船体が接触・衝突し

て ROVが損傷する可能性があるため、この種の投入・回収方法では気象条件と海面の状態が制約因子とな

る。 

 

図 3.4.3-2 ハンドリングシステム例（over the side system317） 

 

ムーンプールから投入・回収を行う場合、図 3.4.3-3に示すようなシステムを用いる。カーソルの設置が

容易であることから、一般的にカーソルも設置されており、ROVがカーソル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。 

                                                        
316 IMCA R 018 May 2013, Guidelines for Installing ROV Systems on Vessels or Platforms 
317 Source: 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%2Fdownloa

d.aspx%3Fobject_id%3DF7CAAA0C8AA4446B934D9CBF8E68C9DD.pdf&ei=mwFqUv75M4TAsway94CIDQ&usg=AFQjCNFpMHDPeZo9i9AQIcYAAwsQ

usezrQ&bvm=bv.55123115,d.bGE 
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図 3.4.3-3 ムーンプールシステム318 

 

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。運用可能水深 4,000 m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。運用可能水深 4,000 m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導線への負荷（降伏条件）という観点からみると LARS

の容量はアンビリカルケーブルの容量よりも大きくなっている。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。図 3.4.3-4に OSCV（Offshore Subsea Construction Vessel）の全体図を

示す。 

 

                                                        
318 Source: 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=AFQjCNFpMHDPeZo9i9AQIcYAAwsQus

ezrQ&bvm=bv.55123115,d.bGE 
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図 3.4.3-4 OSCVのイメージ図319 

 

（４）ROV の操業 

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。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 のサービス仕様が一般に契約時の

参考として使われている。IMCA は、ROVの操作や洋上作業を伴うサブシー作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。なお、暴噴時と掘削・仕上げ時とで ROVの作

業は根本的には同様である。暴噴時は暴噴による視界不良や流れの変化等があるが、それらの状況を想定

したトレーニングがシミュレータで行える320。 

大水深作業には、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倍以上も深い水深約 3,000 m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のスピードで水深 300 m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 mの水深に ROVを降下するのに約 50分かかる。大水深ではアンビリカルケー

ブルおよびロープが益々長くなり、アンビリカルケーブルやワイヤーロープの切断を招くおそれが高まる

と共に、実際には DPシステムの準備および手順等があるため、これらの所要時間はより長くなる。 

大水深作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

失敗の補正等から設置作業に 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、大水深作業の成功の鍵となる要素である。 

異なる層の海流が、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。同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等が互いに近接し合う位置に配置さ

れる。 

                                                        
319 http://www.rolls-royce.com/marine/products/deck_machinery/dm_offshore/dm_subsea/ 
320 Trendsetter 社および OSRL 社にはシミュレータが設置されていた。 
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例えば、サブシーフローラインの接続（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。 

作業中のこれらすべての機器等の能動的制御ができていなければ、海流の影響で機器等が動くため、ロ

ープ同士が絡み合うこともある。 

図 3.4.3-5の例は、サブシークレーンのほかに 2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 3.4.3-5 サブシーフローラインの接続作業321 

 

場所によっては、アンビリカルケーブルの海流による抵抗が作業上の重大な制約になり、大水深作業に

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海流による抵抗に関する決定的因子であるた

め、海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。 

 

  

                                                        
321 www.akersolutions.com 

ワ ー ク ク ラ ス

ROV 
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（５）マコンド事故における ROV使用実例 

 マコンド事故において、ROVの使用実例は以下 2点である。 

①BOPの ROV 用パネルへの介入、シアアラムの閉鎖の試み（結果はポンプの流量が少なく閉鎖

する前にラムボディーが噴出流体により侵食（Wash Out）され失敗） 

②キャッピング等の事後対策時の作業の観察、支援の実施 

 

 ROV の技術トレンド 

ROV の作業内容は大きな変化はないが、より大きな油圧ポンプの搭載、自立型無人潜水機 AUV

（Autonomous Underwater Vehicle）等の自動化や Resident ROV（常に BOP等の機器に常駐し、機器から電

力供給される）等の開発が進められている。他には全電動 ROV等も研究されている。 

オーストラリア現地調査時、ROVサービス企業である Neptuneにヒアリングしたが、ROV等の海中のオ

ペレーションのスタンダードは IMCA(International Marine Contractors Association)のものが用いられている

とのことであり、英国現地調査時の UK HSEからのヒアリングでも同等の回答を得られている。 

 

一方、規制強化の動きとして、米国において大統領指示設置の調査委員会調査報告では 

・ROVによる BOP操作を試みたが失敗に終わり、ROVの操作性向上が必要であった。 

・バッテリー等の適切なメインテナンスの実施が必要であった。 

のような指摘がなされた。これらの指摘を受けて APIは、 

・STD 53 –坑井掘削時の暴噴防止装置第４版（Blowout Equipment Systems for Drilling Wells,November 

2012） 

・RP 17H – ROV（Remotely Operated Vehicles，June 2013） 

等の規格により ROVの能力と操作性向上を図り、米国規則 CFRに取り入れられている。CFRでは BOPに

関する規定として、ROVにより 

・最低一つのパイプラムを閉鎖すること 

・ブラインド・シアラムを閉鎖すること 

・LMRPを離脱させること 

の操作が可能であることを必要としている。ROVはこれらの要求機能を満たすため、BOP側の制御機構と

ともに改良が続けられるものと考えられる。 
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  キャッピングシステム（掘削･生産） 

 キャッピングシステム概要 

キャッピングシステムは、海底暴噴防止装置（サブシーBOP）が何らかの原因で機能しない場合に使用

される非常時のシステムであり、2010年に米国メキシコ湾で発生した暴噴事故において海底暴噴防止装置

から漏洩した油を回収する目的で、世界で初めて使用された。回収した油の輸送船等とともに緊急時油回

収システム(MWCS)を構成する。 

現在、MWCS のオペレーションをする企業は世界で 2 社があり、 Marine Well Containment Company 

（MWCC）社と HWCG社（旧 Helix Well Containment Group）である。2 社共にヒューストンに位置し、   

メキシコ湾でのオペレーションに集中している。 

典型的な MWCSの一例を図 3.4.4-1に示す。MWCSは暴噴が起きた際の坑井の修復が主目的であり、具

体的な機能は、瓦礫裁断除去、キャッピングオペレーション、分散剤およびハイドレート生成抑制剤の輸

送、炭化水素の回収・貯留・輸送、坑井改修等である。キャッピングオペレーションは水深により大きく

異なることはないが、主に大水深で用いられるサブシーBOP向けの作業である。 

 

図 3.4.4-1 緊急時油回収システム（MWCS322） 

 

                                                        
322 Source: Marine Well Containment Company http://www.marinewellcontainment.com/ 

サブシー油圧 

パワーユニット 

キャッピングスタック 

 

モジュラー回収船 

サブシーBOP 
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図 3.4.4-1では、何らかの原因により機能していないサブシーBOPの頭部にキャッピングスタック（右側

に矢印で表示）を接続し、サブシー油圧パワーユニット（図では Accumulator Unit）で坑口の圧力上昇を防

ぎつつ、油とガスは、キャッピングスタックからフローライン・ライザー・アンビリカル・マニホールド

を経由してモジュラー船およびシャトルタンカーへ回収するシステムである。典型的な MWCSは主に 4点

のサブシステムで構成される。 

①キャッピングスタック、サブシーツールボックス（瓦礫裁断除去、分散剤およびハイドレート生成

抑制剤送達システム）、サブシー油圧パワーユニット(HPU)、降下・設置機器 

②フローライン、ライザー、アンビリカルマニホールド 

③モジュラー回収船 

④船上モジュール 

 

キャッピングスタックの役割は、坑井を密閉すること、坑内流体を分散剤と共に水中に排出させること、

坑内流体を海上の船舶へ送る手段を提供すること、および坑井への介入手段を提供することである。 

キャッピングスタックは、BOPと同様にライザーを密閉するためのラムおよび坑内流体の流れを変える

ためのチョークやキルバルブを装備しており、一般的に構造的には BOPに似ていると言える。 

 

 キャッピングスタック 

（１）構造 

キャッピングスタックの構成要素はプロジェクトによって異なり得る。主要な構成要素としては、以下

の図 3.4.4-2に示すように、ウェルヘッドコネクタ、ゲートバルブ、チョーク、ラム、リエントリコネクタ、

ROVパネルおよび関連する配管等だが、これらに限定されない。 

 

図 3.4.4-2 キャッピングスタック概要図323 

                                                        
323 Source: Subsea Well Response 
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主に 2通りのアプローチ、「キャップのみ」と「キャップおよびフロー」がある。「キャップのみ」はキ

ャッピングスタックが坑井に設置した時にラムと排出口を閉鎖して、坑井流体の流れを遮断するために用

いられる。「キャップおよびフロー」は、坑井流体を排出する必要がある時に用いられる。この場合、坑井

流体はフレキシブルパイプとライザーを通して海上の船舶に回収して処理され、その後シャトルタンカー

に積み込まれて陸上に輸送される。 

スタック上のチョークは、坑井の「ソフトシャットイン」に使用されている。これはつまり、チョーク

が徐々に口径を絞っていく事により、坑井からの流れを徐々に減少させることを意味する。ソフトシャッ

トダウンは、流量の大きい流れの急な密閉により発生し得る圧力ハンマー効果を予防する上で重要である。

ハンマー効果により、スタック内部を損傷する可能性がある。チョークは摩耗･損傷することから、ゲート

バルブをチョークバルブと直列に配置する。これらのゲートバルブはチョークの上流に位置しており、チ

ョークバルブを密閉してから密閉することにより、各排出口の確実な封鎖手段となる。 

キャッピングスタックには、化学物質を坑井内に注入するポートも備わっている。例えば、暴噴坑井か

らの流出油の環境影響を最小化するために分散剤を注入することが出来る。メタノールおよびグリコール

もハイドレート生成を抑制するために注入される。 

注入ポートに加えて、すべての密閉作業時の圧力および温度を監視するためのセンサーがキャップスタ

ックの分流スプール上に配置される。そして海上の船舶にセンサー情報を送信する手段として、音響シス

テムがスタック上に取り付けられており、音響信号を介して圧力および温度測定値を送信する。音響シス

テムの電源はスタックに搭載された交換可能バッテリーであり、キャッピングオペレーションにおいてケ

ーブルやアンビリカルは必要ない。 

業界のベストプラクティスとして、炭化水素と外部の間に２段のバリア（例えばラムやゲートバルブ等）

が推奨されている。スタックで坑井を封鎖した後、キャッピングスタックを暴噴坑井上に設置するために

用いられたランニングツールを回収し、第二のバリアとして二つ目のキャップをマンドレル上部に設置す

る。また、チョークバルブ取り外し、ゲートバルブに入れ替えることで、すべての排出口における第二の

バリアとする。 

なお、参考までに Appendix項目 3.3（Page-240～247）に、Trendsetter Engineering社のキャッピングスタ

ックの specificationを掲載した。 

 

（２）BOPとキャッピングスタックの違い 

暴噴防止装置（BOP）は、暴噴の発生を防止することを意味する安全装置であり、坑井流体（流体および

気体）が制御できずに地表に噴出することを防止する装置である。暴噴の可能性は掘削段階において最も

高いため、掘削期間中は常に BOPが設置されている。掘削クルーが坑井内の流体の制御が不能になり、坑

井から噴出する可能性があると判断した場合には、常に BOPを作動させることが必要である。 

キャッピングスタックは通常、掘削時には必要ない。キャッピングスタックの中核をなす機器は陸上で

保持されており、BOPが適切に機能せず暴噴が起きた際にのみ展開される。キャッピングスタックは暴噴

状態の坑井の上に蓋をする機器である。キャッピングスタックの目的は炭化水素の流れの遮断、あるいは

流れを調整することにより坑井を永久に密閉するための時間を確保することにある。そのため、機能の観

点ではキャッピングスタックは BOPとサブシー･クリスマスツリーの混合と考えられる。 



179 
 

キャッピングスタックの重量は 50から 100トン程であり、迅速に暴噴海域へ運ぶ上でロジスティックス

上の課題が有る。キャッピングスタックのバルブは、「キャップのみ」の場合には密閉しており、「キャッ

プと流れ」の場合にはキャッピングスタックからフレキシブルパイプとライザーを通じて海上の船舶へと

流される。 

 

（３）キャッピングスタックに関する主な課題 

キャッピング機器の輸送から坑井上でのキャッピング機能まで、各オペレーションの段階において固有

の課題が存在する。キャッピングスタックに関する主な課題を以下に示す。 

 

【ロジスティックス】 

キャッピングスタックの大きさは、暴噴坑井に最短時間で輸送する上でロジスティックス上の課題とな

る。現在、キャッピングスタックのベンダーは小型のモジュールに分け空輸し、海洋作業船上あるいは最

寄りの陸上施設で組み立てるようにしている。 

キャッピングスタックの管理者はボーイング 747貨物機であれば組み立て完了したスタックを運べると

主張しているが、長い滑走路が要る上に、多くの空港にはキャッピングスタックを航空機に搭載できるよ

うなリフトの数は現時点では限られている。そして、スタックを海洋作業船または最寄りの陸上施設まで

空輸し、それから事故現場に運んでも所要日数は 6－7日程であり、現時点では合理的な時間枠である。図

3.4.4-3は、コンテナに詰められたキャッピングスタックの部品の一部を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.4-3 輸送準備されたキャッピングスタック部品324 

                                                        
324 Source: Rassenfoss, S., Well Capping Becomes an Industry of Its Own. Journal of Petroleum Technology, July 2013. 
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【組み立て】 

キャッピング設備の大きさは海洋作業船への搭載の際にも大きな課題となる。作業スペースの不足と経

験を積んだ人材の動員が２つの大きな課題である。暴噴坑井が陸から近い場合、スタックは陸上で組み立

て、完成品を運ぶほうが望ましい。暴噴坑井が陸から遠い場合は海洋作業船上での組み立てとなるが、そ

の際に作業スペースと人手を十分に考慮に入れなければならない。 

 

【展開】 

キャッピングシステムを展開していくにあたり、最大の課題はキャッピングスタックを坑井上に設置す

る能力を有する海洋作業船の選定である。キャッピングスタックは 50－100トン程度で、主な設置にはワ

イヤーを用いる。そのため、作業船は十分大きい海中クレーンを搭載している必要がある。 

次の展開における課題は、暴噴中の坑井へのキャッピングスタックの接続および坑井の封鎖である。キ

ャッピングスタック接続のためには、坑口装置、LMRP上部または BOP上部のマンドレルあるいはハブプ

ロファイルが露出している必要がある。もし露出状況がキャッピングスタック設置に適していないがない

場合は、キャッピングスタックへのインタフェースとしてクロスオーバー･スプールを設置する場合もある。

マコンド事故の場合にもクロスオーバー･スプールを用いた。また、マンドレルの位置特定も課題と成り得

る。そのため、BOPスタックのガンマ線イメージングを使用して BOPおよび LMRPの位置を正確に把握

するオペレータも存在する。 

上記の通り BOP、LMRPまたは坑口装置がキャッピングの接続点候補であるが、最も好ましいのは最も

優れた圧力健全性を有する BOPである。望ましいハブプロファイルを得ることが出来れば、キャッピング

スタックを BOPの上に接続することは困難ではない。スタックが暴噴の流れの上に到達すると、スタック

は流れから力を受けることで安定し、スタックを坑口装置の向きに調整しやすくなる。 

 

【キャッピングスタックの作動】 

一般に、スタックは急激な圧力の上昇を防止するために排出口を明けたまま展開することが推奨されて

いる。スタックの設置後、圧力変化を監視しながら ROVを用いて排出口を徐々に絞っていく。この手順を

踏むことで坑井の油漏洩量を確実にゼロにすることができる。ROVは、暴噴の影響で視認性が下がり、操

作が難しくなる。 

以上の結論として、これらの課題はキャッピングの対応時間を増加させるが、実際の対応時間は場合に

よって異なる。OGPの報告書では、以下のように述べられている325。 

「キャッピング作業の所要時間を推定するのは不可能である。漏洩流体の特性、実際の坑井および BOP

への損傷、キャッピング機器の保管場所、地域のインフラ整備および設置船と支援船の位置関係、他の環

境・人的要因等により実際のキャッピング作業の所要時間は大きく異なる。」 

 

 

                                                        
325 GIRG recommendation report on ‘Capping and Containment’, Report No. 464, May 2011 
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（４）キャッピングスタックに関連する組織 

キャッピングスタックに関連する組織として、製造者、所有者、ならびに管理者の観点から整理する。  

 

【製造者】 

Trendsetter Engineering326 と Cameronが主要な製造元であり、今日手に入るほぼすべてのキャッピングス

タックは、前述の 2社によって製造されている。 

 

【所有者および管理者】 

キャッピングスタック管理者の役割は、キャッピングスタック保管し維持する事である。また、キャッ

ピングスタック管理者は、必要な時に要望のある場所へ輸送するロジスティックス提供に関しても責任が

ある。キャッピングスタック管理者は、キャッピングスタック所有者であることが一般的であるが、時と

して地理的な理由からキャッピングスタック所有者から委任された独立した会社が請け負う形もあり、所

有者に代わり所定の場所で維持管理をする。例えば、Oil Spill Response Limited (OSRL)社は、Subsea Well 

Response Project (SWRP)社に代わり、キャッピングスタックを４基管理している。 

主要なキャッピングスタック管理者に関して概要を以下に示す。 

 

  

                                                        
326 ヒューストンにある、キャッピングスタックと油回収エンジニアリング会社 http://www.trendsetterengineering.com/  
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1)Marine Well Containment Company (MWCC) 

Marine Well Containment Company(MWCC)は、マコンド事故後 ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips や Shell

によって、暴噴時においてオペレータが当該坑井に対して新たな対応措置を講ずる事を目的とした非営利

企業として設立された。現在、MWCCには 10社が加盟しておりメキシコ湾を対象海域としている。 

MWCCはキャッピングスタックを 3基（2基は、定格圧力 15,000psiで残りの 1基は定格圧力 10,000psi ）

所有し、すべてヒューストンにて維持管理されている。両基とも水深 10,000フィート（約 3,000m）まで使

用可能である。また MWCCは、専用の捕獲船や分散剤注入システムを含めたキャッピングシステムを開発

した。同社のキャッピングスタック（定格圧力 15,000psi）を図 3.4.4-4に、キャッピングシステムを図 3.4.4-

5（前掲：図 3.4.4-1）に示す。 

 

 

図 3.4.4-4 MWCC 15,000psi キャッピングスタック327 

                                                        
327 Source : http://www.marinewellcontainment.com/index.php   
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図 3.4.4-5 MWCC社キャッピングシステム 

モジュラー回収船 

キャッピングタック 

サブシー油圧 

パワーユニット 

サブシーBOP 
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2)Helix Well Containment Group (HWCG) 

HWCG( Helix Well Containment Group)は、マコンド事故後に、より良い暴噴時対応策を構ずるため、石油

ガス会社によって設立され、今日 16社が加盟している（Bennu Oil & Gas, Cobalt International Energy, Deep 

Gulf Energy, ENI (USA), EnVen Energy, Energy Resource Technology GOM Inc., Freeport-McMoRan Oil & Gas, 

LLOG Exploration Company, Marathon Oil Company, Marubeni Oil & Gas (USA) Inc., Murphy Oil Corporation, 

Noble Energy Inc., Repsol E&P (USA) Inc., Stone Energy Corporation, Walter Oil & Gas Corporation, and W&T 

Offshore Inc.)。HWCG は、2 基のキャッピングスタック(定格圧力 15,000psi：図 3.4.4-6参照、定格圧力

10,000psi )を所有し、メキシコ湾での使用を念頭に置きヒューストンにてそれらを維持管理している。両基

ともデュアルラムを持ち水深 10,000フィート（約 3,050m）まで使用可能である。 

 

 

図 3.4.4-6 HWCG 15,000psi キャッピングスタック328 

 

 

                                                        
328 Source: http://www.hwcg.org/  
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3)Subsea Well Response Project (SWRP)  

SWRP（Subsea Well Response Project）は、マコンド事故を受け OGP（International Association of Oil & Gas 

Producers国際石油天然ガス生産者協会）の GIRG（Global Industry Response Group）がウェルコントロール

に関する事故に対する予防と対策をいかに産業界が向上し得るか、という観点から 2011年に設立された組

織である。SWRPは、産業界の努力によって設立され、Shellが当該プロジェクトのオペレータとなり、各

参加企業からの代表者からなる操業委員会により監督されている。本プロジェクトは、ノルウェーの

Stavanger郊外にある Shell本部より操業される。その他のメンバー企業は、BP、Chevron、ConocoPhillips、 

ExxonMobil、Petrobras、Statoil そして Totalである。 

SWRPは、4基のキャッピングスタック（定格圧力定格圧力 10,000psi：図 3.4.4-7、15,000psi：図 3.4.4-8、

各々2基づつ）を所有し、それら 4 基のキャッピングスタックは、地理的に異なる地点に保管され大まかに

世界を網羅している。18-3/4インチ径のキャッピングスタック（定格圧力 15,000psi）2 基はブラジルとノル

ウェーに、7-1/16インチ径のキャッピングスタック（定格圧力 10,000psi）2基、はシンガポールと南アフリ

カに置かれている。4 基のキャッピングスタックはすべて、Trendsetter Engineering社製造で交換可能なゲー

トバルブやラムを利用し高い柔軟性を有している。 

 

図 3.4.4-7 SWRP 10,000psi キャッピングスタック329 

 

                                                        
329 Source: http://subseawellresponse.com/  
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図 3.4.4-8 SWRP 15,000psi キャッピングスタック330 

 

上図（図 3.4.4-7、図 3.4.4-8）から、10,000psi のキャッピングスタックは流れを封じるために 2つのゲー

トバルブを有しているのに対し、15,000psi のキャッピングスタックは 2点のブラインド・ラムを有してい

ることが分かる。ゲートバルブは機器全体の重量の削減に寄与し、対処時間の削減に大きく貢献する。ま

た、10,000kpsiのキャッピングスタックは標準設計で 15,000psiにアップグレードすることが出来る。 

SWRPはこの 2 種のキャッピングスタックを 2点ずつ、計 4点のキャッピングスタックを保有していお

り、これらは Oil Spill Response Limited (OSRL)が管理している。OSRLは英国に本社を有する非営利組織で

あり、油流出への備えと対応のサービスをグローバルに提供している。OSRL は世界的な石油開発企業を

会員として 160社有している。4点のキャッピングスタックはノルウェー、ブラジル、シンガポール、南ア

フリカの OSRLの基地に配備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
330 Source: http://subseawellresponse.com/  
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4)Oil Spill Prevention and Response Advisory Group（OSPRAG） 

2010年 11月、Oil & Gas UKはマコンド事故の調査が結論付けられる前に、英国の油流出対応の現状を

見直す目的で Oil Spill Prevention and Response Advisory Group（OSPRAG）を設立した。OSRPAGは英国に

おける油流出対応の対応能力を高めることを目的に、大規模な油流出事故の際に用いる坑井のキャッピン

グ機器の開発に出資した。 

OSPRGの有するスタックは Cameron社建造で、OSRLによって英国アバディーンに配備・管理されてい

る。本キャッピングスタックは 15,000psi（図 3.4.4-9参照）であり、水深約 3,000m（10,000フィート）まで

設置可能である。本キャッピングスタックはチョークと一連のバルブを用いて暴噴状態の坑井を制御し、

密閉することができる。 

  

 
図 3.4.4-9 OSPRAG キャッピングスタック331 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
331 Source : http://www.oilandgasuk.co.uk/knowledgecentre/OSPRAG_Capping_Device.cfm  
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5)Wild Well Control (WWC) 

Wild Well Control（WWC）は米国ヒューストンに位置する民間企業であり、ウェルコントロールおよび

油流出対応に対し 38 年の経験を有する。WWCは 2点の 15,000psiキャッピングスタックを有しており、

英国アバディーンとシンガポールに配備されている332。WWC のキャッピングソリューションは

WellCONTAINEDと呼ばれている。各地のキャッピングシステムは、以下の機器から構成される。 

①キャッピングスタック 

②瓦礫裁断除去 

③坑口装置への分散剤およびハイドレート生成抑制剤注入のためのハードウェアキットとその他

の付属機器 

WWCの有する 18-3/4インチ、15,000psiのキャッピングスタックは水深約 3,000m（10,000フィート）ま

での様々な条件下で利用可能であり、ワイヤーラインあるいはドリルパイプで設置することができる。 

 

6)国際石油開発企業 (BP、Shell) 

上記の企業・団体はキャッピングスタック等機器を協賛企業のために保有するが、BP 社や Shell社のよ

うに、これらの企業・団体のキャッピングスタックに加えて国際石油開発企業の数社はキャッピングスタ

ックを自社で保有する企業も存在する。  

シェル社は 3点のキャッピングスタックを有している。1点目は 10,000psiのキャッピングスタックで、

北極海域の浅海域を対象としている。2点目は 10,000psiで、英国アバディーンに配備されている。3点目

は 15,000psiでシンガポールに配備されている。シンガポールの 15,000psiスタックは Cameron社建造で、

Cameronシンガポール支社に配備されている。 

BP 社は 2点有しており、ヒューストンとアンゴラに配備しており、2点ともに Cameron社建造である。

BP社は今後の掘削活動がさらに大水深かつ遠洋になり、より高機能のキャッピングスタックが必要であり、

将来は 20kpsiのキャッピングスタックが必要になると述べている333。なお、シンガポール現地調査時に

Cameron社にヒアリングしたが、現在最高となる設計圧 20,000 psiのキャッピングスタックをすでに製造し

た（他社は 15,000psiが最大）とのことである。 

 

【オペレータ】 

第三のキャッピングスタックの利害関係者は坑井オペレータである。坑井オペレータは暴噴状態の坑井

にキャッピングを必要とする企業である。もしオペレータがキャッピングスタックを保有していない、あ

るいは暴噴状態の坑井近辺に有していない場合、業界組織あるいは他の民間企業から借用する可能性もあ

る。 

今日キャッピングスタックの必要性が世界的に高まっているため、主要な石油開発企業はほぼすべてキ

ャッピングに関する業界団体に加盟することで企業間でキャッピングスタックを共有している。 

米国や一部の国では、万が一暴噴が起きた際のためにキャッピングスタック等の機器および対応の備え

があることを証明することを規制機関がオペレータに要求している。 

                                                        
332 http://www.aogdigital.com/component/k2/item/4214-wild-well-unveils-singapore-capping-stack  
333 http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2012/05/08/bp-deepwater-well-cap/  
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 キャッピングスタックの今後の技術トレンド 

キャッピングスタックの研究開発は、設計を改良し、多くの海中のオペレーションで適用できるように

するために進行中である。具体例として、TLP プラットフォーム向けのキャッピングスタックの研究開発

があげられる。TLP プラットフォームは多くのライザーを有し、ライザー間距離が 5m程のものもある。

そのため、TLP プラットフォームに接続される坑井向けには、非常に小型のキャッピングスタックが必要

となる334。 

シェル社は現在、北極海浅海域向けのキャッピングスタックを開発している。北極海では坑井機器を氷

塊から保護するため、海底に穴を掘り、その穴の中に坑井機器を配置する。この穴の下でも対応できるキ

ャッピングスタックが開発されている。  

                                                        
334 Madrid, M., Matson, A. “How Offshore Capping Stacks Work”. Tech 101, Vol. 10, No. 1, 2014. 
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  大水深および浅海における仕上げ（生産） 

仕上げ方式には、陸上における仕上げと同様の機器で海上におけるプラットフォームで使用されるドラ

イツリー方式と、海底仕上げにおいて使用されるウェットツリー方式がある（図 3.4.5-1参照）。日本にお

いては、まだウェットツリー方式の実績はない。 

浅海域では、何れの方式も採用でき、坑井の数および坑井間の距離により決定される。大水深海域では、

ウェットツリー方式が現在の主流である。いずれの仕上げ方法にせよ、構成要素は坑口装置とクリスマス

ツリーの２点である。本項ではこの 2点の特徴および課題について述べる。  

 

図 3.4.5-1 ドライツリー方式仕上げとウェットツリー方式仕上げ335 

 

 ドライツリー方式仕上げ 

ドライツリー方式仕上げでは、坑口装置およびクリスマスツリーは（着底式あるいは浮遊式）洋上プラ

ットフォーム上に設置される。ドライツリー方式仕上げは掘削業界で長年にわたり用いられてきた手法で

ある。ドライツリー方式プラットフォームでは、プラットフォーム上の中央部に坑口装置およびクリスマ

スツリーが設置されるため、修復および回収の際に直接修理することができる。プラットフォーム中央部

のサイズは、坑井数と坑井間の間隔により決定される。トップサイドの機器は、プラットフォーム中央部

周辺に配置される。 

坑井改修作業を実施するためには、スキッド（横移動）可能な大規模な掘削リグと大規模な生産マニホ

ールドが必要となる。しかし、浮遊式プラットフォームではプラットフォーム上のスペースは限られる。

そのため、安全性や操作性の制約を考慮しながら十分に生産·掘削設備を収容する非常に効率的なデッキレ

                                                        
335 Source: Subsea Engineering Handbook 1St Edition, Young Bai & Qiang Bai 

※浮遊式・移動式でなく

固定施設の場合もある 
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イアウトを設計することが不可欠である。デッキレイアウトがドライツリー方式で最大の課題であり、初

期設備投資の削減とプラットフォーム上で各機器に簡単にアクセスできるというドライツリーの利点を享

受するためには解決しなければならないものである。 

なお、ドライツリー方式で仕上げた坑井の廃坑作業は、次項のウェットツリー方式仕上げと同様、項目

3.4.6-2セメンチング作業に記述した埋め立てセメンチング（廃坑）によって実施する。 

 

 ウェットツリー方式仕上げ 

ウェットツリー方式仕上げでは、坑口装置およびクリスマスツリーは海底に設置される。大水深海域で

は、これらの機器の設置・維持・介入等のために遠隔設置ツールと ROVを使用することが要求される。浅

海域でのウェットツリー方式仕上げではダイバーによる作業も可能である。ウェットツリー方式仕上げを

行う掘削リグには、掘削ライザー、BOP、クリスマスツリーを降下するため中央にムーンプールを有して

いる。また、掘削ライザー、BOP、クリスマスツリーは重量があり非常に大きい機器であることから、これ

らの機器を取り扱い、保管するためには広大なデッキスペースが必要となる。ウェットツリー方式仕上げ

では、海底インフラの構築、各坑井の接続のために海底マニホールドと接続システムを用い、最終的には

輸送パイプライン、生産ライザーを介して海上の貯油船に生産流体を輸送する。海底マニホールドは複数

の坑井からの炭化水素のフローを集積し、生産設備に輸送するための生産フローラインに繋がっている。

また、海底マニホールドは水、ガス、化学物質等の坑井への圧入に用いることも可能である。海洋石油開

発では、生産機器は固定式あるいは浮遊式プラットフォーム上に設置するよりも海底に設置する方が低コ

ストとなる。 

従来、ウェットツリー方式の仕上げは超大水深開発の課題解決を目的に考案された手法であるが、過酷

な海気象状況下でプラットフォーム上の安定性にリスクがある場合でも生産で採用されるようになった。

さらに枯渇した油ガス田の生産増大、小規模な油ガス田の開発にとっても適用可能な仕上げ方法である。 

海洋油ガス田の開発費用と複雑さを削減するために、ウェットツリー方式では広範囲の処理の実施がで

きるようになっている。 

海底処理の種類は主に以下のものがある。 

・水除去 

・再圧入あるいは廃棄 

・坑井流体の単相・多相昇圧 

・砂等の固形分分離 

・気液分離と昇圧 

・ガス処理・圧縮 

これらのプロセスを海底で行うことによる利点は幾つかある。まず、これらのプロセスを海底で行うこ

とにより、プラットフォーム上の空間を削減することができ、プラットフォーム上での処理能力を低減す

ることが出来る。また、海底で不要な成分を分離、処理することにより、これらの成分を海上まで引き揚

げ、地層に再圧入するエネルギーを節約することも出来る。 

海底機器の展開および海底処理の採用により、投資の回収が早まり利益の向上に寄与する。海底処理は

フローラインの効率を高め、流体管理機能の向上にも寄与する。また、海底機器の展開により、単独では
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経済性が見合わない小規模な油ガス田も既存の油ガス田の設備に接続することでトップサイドの設備への

初期投資が削減できることから開発可能となる。 

海底処理の導入の課題は、海底機器自体の設備、ROVによるコミッショニング、海底機器の保守・点検・

試験の費用の高さである。海底機器への介入頻度は比較的低いものの、操作は ROVに依存する。これらの

海底処理技術は現時点では発展途上であるが、業界は開発に前向きに取り組んでいる。 

 

【Statoil社の海底開発事例】 

ウェットツリー方式の仕上げは日進月歩で進んでおり、Statoil社は「Subsea Factory」という概念を 2013

年に発表した。Subsea Factoryでは、化石燃料の回収効率を高めるだけでなく、火災や爆発のリスク、化学

物質の使用量、海洋での有人作業、環境への影響等を削減できることから HSEの向上にも寄与する。Subsea 

Factoryは 2020年までの実現を目標としている。 

Subsea Factoryは海底プロセスプラントであり、あらゆるプラットフォームにおいて遠隔制御で化石燃料

の輸送を可能にすることを最終目標としている。2020年までの目標は、貯留層流体を輸送品質まで処理す

ることである（販売品質ではない）。Subsea Factoryの構成部品の多くはすでに開発され認証されている。

しかし新規技術と既存の成熟した技術と一体の相互作用システムとして統合するには依然として課題が残

る。Subsea Factoryの 2020年の概要を図 3.4.5-2および図 3.4.5-3に示す。図 3.4.5-3は図 3.4.5-2中に赤線で

囲んだ機器（Gas compression）である。 

 

 

図 3.4.5-2 Statoil社 Subsea Factoryの概要336 

 

 

                                                        
336 Source: DNV GL Report titled “The Statoil Subsea Factory – A System Description”, No. 2013-1319, 6 February 2014.に加筆 

図 3.4.5-3 
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図 3.4.5-3 Statoil社の海底機器の大きさのイメージ337 

 

図 3.4.5-2に示す通り、Subsea Factoryはプロセス単位の海底処理機器の集合からなる。石油ガスは坑井

から坑口装置上の生産ツリーを通じ、生産ユニットが流量管理しながら生産される。混相流（主に石油、

ガス、水）は生産テンプレートからマニホールドに送られ、一つのパイプラインにまとめられる。マニホ

ールドに到達した流体はセパレータに送られ、油、ガス、水に分離される。油は貯蔵タンクへ送られ、油

ポンプがシャトルタンカーへ油を送り、陸へ輸送される。ガスはコンプレッサーで圧縮され、パイプライ

ンを介して輸送される。生産水は圧入ポンプにより昇圧されて貯留層に圧入され、貯留層内の圧力を上昇

させ石油ガス回収効率を向上する。図 3.4.5-3は、参考までに海底機器（seabed gas compressor）の大きさを

示すため、バス（赤色）の大きさと比較したイメージ図である。 

水を分離することにより、パイプラインを詰まらせる要因であるハイドレート生成リスクを低減するこ

とが出来る。回収率向上のため、海水も別のユニットから貯留層へ圧入される。各機器の稼働に必要な電

力供給および制御は、別の機器が行っている。ROVは機器の設置、介入等のタスクを担う。 

現時点では開発中である Statoil社の本取り組みは、業界が海底処理へ前向きの一例と言える。 

 

 坑口装置 

坑口装置には、海上坑口装置と海底坑口装置の二種類がある。海上坑口装置の例を、図 3.4.5-4と図 3.4.5-

5に示す。海上坑口装置は、基本的に陸上坑口装置と同じ構造であるため、ここでは、典型的な陸上の坑口

装置の図面を引用した。 

                                                        
337 Source: DNV GL Report titled “The Statoil Subsea Factory – A System Description”, No. 2013-1319, 6 February 2014.に加筆 

How big is the seabed Gas compression ? 
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（１）海上坑口装置方式 

   

図 3.4.5-4 陸上の坑口装置338 

（海上坑口装置は陸上坑口装置と同じ構造） 

 

 

図 3.4.5-5 サーフェスウェルヘッドとクリスマスツリー339 

                                                        
338 Source: PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING FUNDAMENTALS   ISBN: 0750682701 
339 Source : PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING FUNDAMENTALS   ISBN: 0750682701 
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海上坑口装置はクリスマスツリーのマスターバ

ルブの下に位置する地表の機器と定義することが

できる。 

ケーシングヘッド（ハウジングまたはスプール）

はケーシングを吊りさげるために坑井作業中に坑

口装置内に設置する機器である。ケーシングヘッド

は、ケーシングの上端にネジまたは摩擦グリップで

取り付けられているケーシングハンガーを支持す

る鉢状の機器である。プロダクションケーシングは

プロダクションケーシングハンガーにより支持さ

れている。同様に、各インターミディエイトケーシ

ングはそれぞれのケーシングハンガーにより支え

られている。これらのケーシングヘッドは、地表に

セメントで固定されているサーフェス･ケーシング

の上端に乗せられ支えられることになる。 

3段のケーシングで完成する坑井では 2つのケー

シングヘッドが使用され、下部のケーシングヘッド

はサーフェス･ケーシングの上に乗せられ、上部の

ケーシングヘッドはプロダクションケーシングを

支持するために取り付けられる。 

ほとんどの場合、生産坑井ではプロダクションケ

ーシングの中に降下されたプロダクションチュー

ビングを使用している。このプロダクションチュー

ビングはケーシングと同様にチュービングヘッド

（スプール）に支持される。海上坑口装置の図解を

図 3.4.5-6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

                           図 3.4.5-6 海上坑口装置340 

 

                                                        
340 Cameron 社カタログ”Conventional Surface Wellheads”より Cameron S Wellhead System に加筆 

チュービングハンガーチュービングハンガーチュービングハンガーチュービングハンガー    

ケーシングハンガーケーシングハンガーケーシングハンガーケーシングハンガー    

ケーシングハンガーケーシングハンガーケーシングハンガーケーシングハンガー    

ケーシングヘッドケーシングヘッドケーシングヘッドケーシングヘッド    

ハウジングハウジングハウジングハウジング    

チュービングチュービングチュービングチュービング    

スプールスプールスプールスプール    

プロダクションチュービングプロダクションチュービングプロダクションチュービングプロダクションチュービング    

サーフェスケーシングサーフェスケーシングサーフェスケーシングサーフェスケーシング    

インターミディエイトケーシングインターミディエイトケーシングインターミディエイトケーシングインターミディエイトケーシング    

プロダクションケーシングプロダクションケーシングプロダクションケーシングプロダクションケーシング    

ケーシングケーシングケーシングケーシングヘッドヘッドヘッドヘッド    

スプールスプールスプールスプール    
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（２）海底坑口装置方式 

 

図 3.4.5-7海底坑口装置システム断面図341 

 

海底坑口装置は、掘削設備と生産設備の間の構造的なインターフェースであり、また両者間の圧力をシ

ールする機能も果たす。海底坑口装置はコンダクターハウジングにより支持される。このコンダクターハ

ウジングは海底面に設置された外径 36インチまたは 30インチのケーシングの上端に位置する。海底坑口

装置自体は圧力ケーシングを支持する。垂直型ツリーを用いる場合は生産チュービングも支持する。高圧

海底坑口装置の世界標準サイズは 18-3/4インチである。例外はブラジルであり、16-3/4インチを用いてい

る。図 3.4.5-7は、典型的な海底坑口装置システム断面図である。 

海底クリスマスツリーあるいは掘削 BOP を坑口装置に固定するための坑口装置外周のプロファイルに

は各種あるが、GE社の標準 H4プロファイルが最も多く採用されている。海底坑口装置の疲労キャパシテ

ィを検証、予測するための多くの努力がなされている。疲労キャパシティとは、ライザーおよび BOPによ

                                                        
341 www.c-a-m.com 
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り生じる動的荷重に耐え得る海底坑口装置システムの能力のことである。 

掘削マリンライザーが最も厳しいが、小径で軽量なワークオーバーライザーでさえ疲労荷重を与えるこ

とになる。ワークオーバーライザーによる荷重は比較的小さいものの、疲労荷重を与える。業界全体の関

心は、BOPと掘削リグがより重く、より大きくなるに伴い、海底坑口装置への疲労荷重が増大しているこ

とにある。 

掘削深度がより深くなることで掘削時間もより長くなってきていることから、坑口装置は従来と比べ長

い時間疲労荷重に晒されることになり、オペレータおよび機器メーカーは本課題解決に取り組んでいる。 

坑口装置システムは標準的な圧力である 10,000 psiと 15,000 psiで設計されている。最近では耐圧 20,000 

psiで 400°F（200℃）までの温度に対応できる坑口装置の開発も行われている。 

海底坑口装置は専用のランニングツールとドリルパイプを用いて海底に設置される。坑口装置はコンダ

クターハウジングの上に乗せられ、コンダクターの内側と坑口装置の外側にある接続機構によりコンダク

ターに固定される。ケーシングハンガーは、連続して設置され、後続のケーシングハンガーは前のものに

支えられている。ハウジングの内側とケーシングハンガーの外側は、シール構造になっているため、ケー

シングストリング内外の圧力は隔離される。標準海底坑口装置システムは、掘削ガイドベース、低圧ハウ

ジング、高圧ハウジング、ケーシングハンガー、シーリングアセンブリ、ボアプロテクタ、ウェアブッシ

ング、ランディングショルダー、ランニング・テストツールから構成される。 

掘削ガイドベースは、一般的に水深 1,000m程度より浅い場合に使用され、坑口装置の上に BOPを設置

する際のガイドとなる。一般に、ガイドワイヤがベースのガイドポストに取り付けられ、BOPの設置の補

助となる。低圧ハウジングは、高圧ハウジングとのインターフェースとなり、掘削ガイドベースの位置情

報も提供する。高圧ハウジングは BOPスタックと海底坑井のインターフェースとして機能する。高圧ハウ

ジングの内径が主要なランディングショルダーとなり、複数のケーシングストリングの重量を支持するよ

う設計される。ランディングショルダーは一般的に 2段または 3段のケーシングハンガーとチュービング

ハンガーを支持する。 

 

（３）海底坑口装置と海上坑口装置の比較 

海底坑口装置システムと海上坑口装置システムは、ケーシングのハングオフポイントを提供する点、ア

ニュラーを隔離する点、生産ツリーと生産チュービングストリングのインターフェースとなる点等で、同

様の原理で機能する。 

海底坑口装置システムは、海洋環境から低温と高圧に晒され、遠隔環境に置かれる。つまり、海底坑口

装置の設置とケーシングストリングとケーシングハンガーの組み立ての際には遠隔環境で組み立てられる

よう設計することが必要である。ROVとケーシングランニングツールは海底坑口装置の設置の支援に用い

られる。 

海底坑口装置システムと海上坑口装置システムの内部および外部の構造的差異を図 3.4.5-8で示す。本図

では各ケーシングストリングは違う色で表される。海上坑口装置はモジュールを積み重ねた坑井になって

おり、アニュラーアクセスバルブによって分離されているアニュラーアクセスを有している。 

アニュラーアクセスは通常の圧力計または電子圧力センサーを用いて容易に監視することが出来、故障

の際は容易に変えることができる。海底坑口装置もケーシングハンガーが積み重ねられている。 
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海底坑口装置が積み重ねる事ができるケーシングの数は、高圧ハウジングの内径により制限される。ま

た、アニュラーへのアクセスは海上坑口装置程単純ではない。 

海底坑口装置メーカーは、アニュラーの監視およびアクセスのためケーシングハンガー上部までハウジ

ング内を貫通した導管を設けるなどの様々な設計を行っている。これらを生産クリスマスツリーに繋ぐこ

とでアニュラーの圧力を監視することが可能となる。    

 
図 3.4.5-8 海上坑口装置342（左）と海底坑口装置343（右）断面図 

 

（４）海底坑口装置の大水深における課題 

大水深における海底坑口装置の課題は主に 2点あり、坑口装置の疲労と大水深の地層状況である。 

 

【坑口装置の疲労】 

海底掘削作業では、掘削ライザーと海底 BOPスタックは移動式海洋掘削装置から海底坑口装置上に降下

される。 

海底坑口装置、コンダクター、およびケーシングは一つのシステムとしてライザーから周期的に横方向

の荷重を受ける。挙動の原因を図 3.4.5-9に示す。プラットフォームの挙動、波と海流が主な荷重の要因で

あり、坑口装置に疲労を蓄積させる。 

  

                                                        
342 Source: Oil and gas surface Wellhead and Christmas Tree: Components Illustration Handbook by Okon Obo PhD. 
343 Source: www.c-a-m.com 



199 
 

 

図 3.4.5-9 ライザーの挙動の要因344 

 

海面の波やうねりが掘削リグの揺れを引き起こし、その揺れが掘削ライザー上部にも伝達される。また、

ライザー自体も波から流体力を受ける。加えて、渦励起振動（Voltex Induced Vibration：VIV）もライザーの

揺れの原因となる。VIV は海流により起きる渦の周波数がライザーの固有振動数と一致した時に発生する。

VIV によるライザーの横方向への振動の振幅はライザーの直径を超えることもある。VIV の影響は図 3.4.5-

10の通りである。これらのライザーへの負荷により坑口装置に過度の負荷がかかることがある。過度の負

荷の蓄積は、坑口装置システムの故障をもたらす可能性がある。 

                                                        
344 Source: Wellhead, Conductor and Casing Fatigue – Causes and Mitigation ,Tze King Lim, Elizabeth Tellier, Hugh Howells  2H Offshore    

Engineering 
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図 3.4.5-10 ライザーへの渦励起振動の影響345 

 

【大水深の地質条件】 

掘削位置によっては、大水深の海底の表層が不安定で柔らかい事がある。地層が不安定であると、坑井

の基礎土台に問題が生じる。大水深海域では浅海域と比較した場合、より頻繁に地下帯水層に遭遇するこ

とが知られている。帯水層に存在するウォーターフローは坑井から隔離されなければならない。隔離のた

めには掘削中に追加のケーシングが必要となる。そのため、目標深度に到達するまでにより多くのケーシ

ングストリングおよびハンガーが必要となる。従来の海底坑口装置システムでケーシングが十分に追加出

来ない際は、図 3.4.5-11に示す大口径坑口装置システムが用いられる。これらの坑口装置システムは、ケー

シングプログラムの設計に柔軟性とカスタマイズ性を与える。大口径坑口装置システムは、ケーシングス

トリングの内径を大きくすることが出来る。 

大口径の坑口装置は、高い曲げ荷重および高圧力に対する耐性を有している。これらの耐性は、ライザ

ーや重量の大きい BOPにより大きな疲労負荷が係る大水深掘削の際に特に有効である。大口径坑口装置の

唯一の欠点は高コストであることである。 

 

                                                        
345 Source : http://www3.imperial.ac.uk/vortexflows/research/fluidstruct/vivofflexiblestructures  
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図 3.4.5-11 メキシコ湾の大水深で用いられる大口径坑口装置346,347 

 

 仕上げの技術トレンド 

 

Statoil は 1976 年に初めて掘削を開始して以降、コストの掛かる洋上トップサイド施設を出来るだけ削

減し、Subsea 装置によって生産性、経済性、安全性向上を目指してきた。例えば、日本にも LNG を輸出

している事で知られている Snøhvit は洋上にプラットフォームは無く、すべて海底に設置された Subsea 装

置から陸上へパイプラインを通じてガスを輸送している。 

既存のプラットフォームがある場合は、油層･ガス層の広がりに沿って Subsea 装置を増設し Tie-Back す

る事で新規プラットフォーム建設費用を大幅に削減している。現在 Tie-Back 距離は最大で 200kmまで可

能との事。Fast Track と呼ばれる社内チームを作り Subsea 技術によって様々な改善を図っている。まず、

既存の成熟した技術を備えた標準化された Subsea 装置を量産、機能拡大により、コスト削減、回収率向上、

納期短縮を目指している348。 

以下に、前掲（P.33）した世界の生産システム（図 3.4.5-12）を示す。 

                                                        
346 Source: http://petrowiki.org/File%3ADevol2_1102final_Page_366_Image_0001.png 
347 Source : http://site.ge-energy.com/businesses/ge_oilandgas/en/literature/en/downloads/subsea_wellhead_systems.pdf 
348 Statoil 社ヒアリングより（平成 25 年度） 
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図 3.4.5-12 世界の生産システム 
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  大水深海底下の開発におけるセメンチング（掘削･生産･廃坑） 

 

セメンチングには、一般的に下記のような種類があり、各々のフェーズで実施される。 

・掘削：プライマリ･セメンチング、補修セメンチング 

・生産：補修セメンチング 

・廃坑：埋め立てセメンチング 

本章では、まずセメンチングの役割と各セメンチング作業の概要を説明後、大水深におけるセメンチン

グにおける特徴と課題について述べる。 

 

 セメンチングの役割 

セメンチングは坑井の完成にあたり最も重要なステップである。セメントは、ケーシングストリングお

よび掘削坑との間の環状部（以下、アニュラス）を充填するために使用される。掘削に用いられるセメン

トの主な種類は、ポルトランドセメントである。 

種々の添加剤は、比重･硬化時間･粘性の制御、逸泥と脱水の管理、その他の坑井特有の諸問題に対応す

るため各種の添加剤がセメントスラリーに添加される。 

セメンチングは、主に 3点の機能を提供している。 

1)ゾーンの分離 
2)腐食防止  
3)地層の安定性とケーシングの強度の向上 
 
水深が深くなるにつれ坑井環境が変化し、セメントも大幅な状況変化に耐えうるものを用いなければな

らない。セメントは、坑内のパイプの固定、ゾーンの分離の維持、掘削作業時の一環であるパーフォレー

ションおよび水圧破砕作業における衝撃への耐性のためにセメントは十分な強度を有している必要がある。

セメンチングは、弱い地層、逸泥が発生する地層、耐食性の地層流体、高圧、大幅な温度変化を勘案して

設計する必要がある。そのため、坑井および地層の特徴に応じて添加剤を付加しなければならない。 

 

セメント添加剤の種類は、目的に応じて 100種類以上存在する349。 

  1)速硬剤（Accelerators） 

アクセレレーターはセメント硬化時間を短縮する添加剤で、セメンチング作業時間削減に用いられ

る。主に浅く低温の坑井で用いられ、他の添加剤による硬化時間遅延を相殺するためにも用いられ

る。アクセレレーターの一般的な材料は塩化カルシウムである。 

  2)遅硬剤（Retarders） 

高温状況下においてはセメントの硬化時間は短くなることから、予定深度までセメントを送る前に

セメントが硬化してしまう可能性がある。従ってより高温の深い坑井にセメントを設置するのに十

分な時間を確保するため、セメントの水和を抑制しセメント硬化時間を遅らせる遅硬剤が用いられ

る。 

                                                        
349 Source: Cement Chemistry and Additives by Michel Michaux, Erik Nelson, Benoit Vidick, Saint-Etienne, France 
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 3)エクステンダー（Extenders） 

エクステンダーは、セメントの比重を低下させ、セメンチング作業に必要なセメント量を削減する。

低比重セメントは、高比重セメントを使用した場合には地層破壊がおき逸泥の可能性がある脆弱な

地層のセメンチングを実施する時に使用される。 

 4)加重剤（Weighting agents） 

増量剤は、エクステンダーとは反対に、セメントの比重を高める。高圧地層をセメンチングする際、

セメントの比重が低すぎると、地層が不安定になる可能性がある。加重剤を添加することにより、

セメンチング作業中に高圧地層を安定に維持するために必要なセメントの比重を保つことができる。 

 5)分散剤（Dispersants） 

セメントの効き具合（効果）はセメントと泥水の分離に大きく依存する。セメントを設置する際、

分散剤を添加することで粘性を低下させることでセメントと泥水との置換効率を向上させ、セメン

トの泥水による汚染を防ぐことができる。また、粘性を低下させることで圧力損失を減少させるこ

ともできる。 

 6)脱水調整剤（Fluid-loss control agents） 

浸透率の高い地層に対し圧力を維持したままセメンチングを実施しなければならない場合、濾過作

用によりセメントスラリー中の水分が地層に逃げ出してしまう脱水が発生することがある。脱水を

制御しないとセメントの比重、硬化時間、流動性質が変化し、セメンチング作業が失敗に終わる恐

れがある。この理由により、セメントからの脱水を調整するために脱水調整剤が添加される。 

 7)逸泥防止剤（Lost-circulation control agents） 

地層が多孔質もしくは破砕されている場合、逸泥が発生する可能性がある。プライマリ･セメンチン

グ作業中に逸泥が発生すると補修セメンチング作業の実施が必要となる。従って逸泥の発生を予防

するために逸泥防止剤がセメントスラリーに添加される。 

 8)特殊添加剤（Special additives） 

消泡剤や繊維等は、水頭圧損失の原因となる発泡等を予防するために添加される。 

 

 セメンチング作業 

セメンチング作業はプライマリ･セメンチング（Primary Cementing）と補修セメンチング（Remedial 

Cementing）に分類される。 

  

（１）プライマリ･セメンチング（Primary Cementing）：掘削 

プライマリ･セメンチングは、ケーシングと地層との間のアニュラスをセメントで埋める作業であり、坑

井のセメンチング作業の中で最も重要なものである。  

セメントによるゾーン分離は、生産層間での流体の混合を防ぐと共に、地表への流出を防いでいる。ま

た、セメントはケーシングを坑内で支持すると共に地層流体とケーシングの接触による腐食の防止の役割

も果たしている。さらに、大深度掘削によるケーシングへの衝撃負荷からの保護にも寄与している。 

プライマリ･セメンチングの課題を明確にするために、本節ではプライマリ･セメンチングの工程を具体

的に示す。掘削深度が目標深度に達すると、ドリルパイプが回収され、ケーシングが坑底まで降下される。
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ガイドシューやフロートシューはケーシング最下端に取り付けられケーシングを降下する際にケーシング

を坑内の中心に保ち、降下中のケーシングの坑壁との接触を最小限にするガイドとして機能する。ケーシ

ングセントラライザーはケーシングを坑内の中心に保つことで坑壁とケーシングの間隔を均一にする役割

を果たす。その結果、ケーシングと坑壁の間のセメントの厚さが均一になる。セメントスラリーをケーシ

ング内にポンプする前に、セメントがケーシング内にある掘削流体と混ざること防止しなければならない。

セメントスラリーと掘削流体は化学的に互換性がないことから、混ざった場合にはゲル化してしまう。 

セメントがゲル化すると、セメントの強度を低下させると共に、地層とセメントの良好な接着を阻害す

ることになる。掘削流体とセメントの接触を防止するために、物理的・化学的措置が必要である。ケミカ

ルウォッシュと呼ばれる流体がスペーサー流体の前にポンプされ、スペーサー流体と共に掘削流体とセメ

ントの接触防止のバリアとして機能すると同時に、ケーシングおよび地層の表面を洗浄する役割も果たす。

スペーサー流体層が掘削流体とセメントスラリーを隔離する壁として機能すると同時に、ケーシングおよ

び地層面を洗浄する（図 3.4.6-1参照）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.6-1 主なセメンチング工程350 

 

スペーサー流体をポンプした後、ボトムプラグがセメントと掘削流体の接触を防ぐ物理的バリアとして

投入される。そして事前に計算済みのケーシングのアニュラスを満たすために十分な量のセメントがポン

                                                        
350 Source:  Well cementing Fundamentals by Erik B. Nelson -- 

http://www.slb.com/resources/publications/oilfield_review/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors12/sum12/define_cement.ashx  
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プされる。その後、セメントと置換流体の接触を防止するトッププラグを投入してから置換流体をポンプ

する。トッププラグとボトムプラグの詳細は図 3.4.6-2の通りである。 

 

図 3.4.6-2 トッププラグとボトムプラグ351 

 

置換流体をポンプし続け、ボトムプラグがケーシングの底面に到達するとボトムプラグのラプチャーデ

ィスクが破れ、セメントスラリーがボトムプラグを通じてケーシングと裸坑のアニュラス部に押し出され

る。トッププラグにはラプチャーディスクが無く、ケーシング下部にあるボトムプラグに到達するまでケ

ーシング内を置換流体に先行して降下して行く。トッププラグがボトムプラグに到達した段階でケーシン

グ内とアニュラス部の流体の接触が無くなり、セメントが硬化するまで放置されることになる。プライマ

リ･セメンチング作業が終わった後、水圧試験および坑井ロギングが行われる。 

  

【水圧試験】 

水圧試験が最も一般的な試験手法である。最初のケーシング圧力試験は、ケーシングストリングの機械

的信頼性を確認するために行われる。次にシュー（ケーシングの底部）を掘り抜き、新しい坑を数メート

ル程度掘削した後、ケーシング直下の地層が、次の掘削段階で想定される圧力に耐えられるか否かの確認

の圧力試験が行われる。もし圧力が低下するようであれば、ケーシング直下の地層強度が不十分であるか、

あるいはケーシングシュー直上にセメントが存在していない可能性があることから、次に掘削段階でシュ

ー付近での逸泥が起きないように地層強度を強化するために補修セメンチング（Remedial Cementing）を実

施する必要がある。 

 

【坑井ロギング】 

坑井ロギングは計測機器を坑井内に降下させ、個々の深度における温度、音響、超音波プロファイルを

計測する。温度センサーによりセメントの硬化状況を、音響と超音波プロファイルによりセメントの質と

セメントとケーシングおよび地層との接着状況に関する情報を得ることができる。 

図 3.4.6-3は、セメントボンド検層（Cement Bond Log）の一例であり、セメントボンドログと呼んでい

                                                        
351 Source: http://www.slb.com/ 
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る。超音波プロファイルに記録された様々な振幅の解釈例を示す。大きい振幅はセメントが存在しないこ

とを、小さな振幅は有効なセメントが存在することを示す。 

ただし、超音波プロファイルは主観的に判断されることと、ダウンホール測定値からの推論に基づくこ

とには注意すべきである。API TR 10TR1（Cement Sheath Evaluation）がセメント評価プラクティスの詳細な

ガイダンスを提供している。 

 

図 3.4.6-3 セメントボンドログの例352 

 

流体試験と坑井ロギングの結果からセメンチングによるケーシングと地層の隔離が十分でないと判断さ

れた場合、欠陥を修正しなければならない。  

 

（２）補修セメンチング（Remedial Cementing）：生産･改修･廃坑 

補修セメンチング（Remedial cementing）はプライマリ･セメンチングで生じた問題を補修する追加のセメ

ンチング作業である。主な補修セメンチングは、スクイズ・セメンチングと埋め立てセメンチングの 2 種

類である。 

 

【スクイズ･セメンチング：生産･改修】 

スクイズ・セメンチングでは、セメントが不完全な深度と圧入目標を特定し、目標深度のアニュラスに

パーフォレーション（穿孔）を実施する。セメントスラリーは穿孔部からアニュラス部の隙間に圧入され

                                                        
352 Source: http://petrowiki.org/Cement_bond_logs 
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る。スクイズ・セメンチングに使用されるセメントの組成は、セメントを圧入する隙間の種類や形状に応

じて設計される。セメント中の小さな亀裂・毛細管状の隙間・大きな割れ目、地層岩石そのもの、あるい

はケーシングの腐食または分離により生じた漏洩部が設計対象となる隙間である。スクイズ・セメンチン

グで重要な要因は、スラリーの設計と脱水である353。  

 

【埋め立てセメンチング：廃坑】 

坑井内の流体の流れを止めるため、セメントを用いて坑井に栓をする埋め立てセメンチングが実施され

る。セメントプラグは地層間、あるいは地層と地表の間の流れを封じる。セメントは流体であるときは水

頭圧で、また固体になった時は機械的に坑井内の流体の流れを封じ込める必要がある。 

また、セメントプラグは、廃坑、傾斜掘り、サイド·トラック、逸泥対策、地層分離、産出試験、坑井の

安定性確保等で活用される。 

ただし、セメントプラグは漏洩や不具合を生じることもあるため、セメントプラグが要求される圧力シ

ール機能を十分に発揮できるように適切な予防措置を講じることが肝要である。 

また、廃坑の際は地層の流体圧力を上回る静水圧を得られる十分な比重の泥水で坑井内を満たす354。 

セメントプラグの不具合の主要因は以下の通りである。 

・泥水比重が不十分で貯留層の圧力を上回る静水圧が得られない場合、セメント中に炭化水素が流入

しチャネリングが生じてプラグの漏洩の原因となる 

・セメントの比重が使用している泥水の比重よりも大きい場合、セメントが泥水中を沈降してしまい、

セメントと泥水が混ざって汚染してしまうことでセメントが十分に硬化しない原因となる 

・セメンの粘性が使用している泥水の粘性よりも高い場合、セメントが泥水中を沈降してしまい、セ

メントと泥水が混ざって汚染してしまうことでセメントが十分に硬化しない原因となる 

 
機械的プラグも地層分離や廃坑に用いることができるが、ポートランドセメントを用いたプラグは低い

浸透率を有し比較的安価であることから、石油開発業界では最も一般的か埋め立て手法である。また、セ

メントプラグは設置が簡単で、地層およびケーシング表面に強い結合を形成できる。セメントプラグのセ

メント汚染を防止するためには、一般にプラグベーの基礎となる物（プラグ基礎材）が用いられる。 

機械的プラグ（ブリッジプラグ）、高粘性流体や泥水がプラグ基礎材として用いられる。泥水をプラグ基

礎材として使われる場合、セメントと泥水の接触によるセメントの汚染を防止するため、セメントスラリ

ーをポンプする前にスペーサー流体がポンプされる355.。 

また、廃坑の際に機械的プラグとセメントプラグとの両方を使用することが一般的である。機械的プラ

グは、セメントプラグに必要なセメント量を削減するため、あるいは構内の地層圧を押さえこむ追加手段

として用いられる。プラグの坑内への設置方法はメーカーの設計により様々である。通常、プラグは坑井

の目標の位置に下げ、回転させることでスリップを効かせ、プラグがケーシングに固定される。その後、

プラグを（製品の設計次第で）上昇あるいは下降させることで、ゴム製の部分を膨らませることでシール

                                                        
353 Source:  Well cementing Fundamentals by Erik B. Nelson -- 

http://www.slb.com/resources/publications/oilfield_review/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors12/sum12/define_cement.ashx  
354 http://www.state.tn.us/sos//rules/0400/0400-52/0400-52-09.20130618.pdf  
355 http://decarboni.se/publications/long-term-integrity-co2-storage-%E2%80%93-well-abandonment/2-well-plugging-and-abandonment  
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機能を作用させる。さらに回転させることで、2つ目のスリップを効かせ、シール部の膨張を維持すること

でケーシング内周表面とのシールをより強化なものとする356。 

以下に廃坑に使われる 2 種類の機械的プラグ（ブリッジプラグ、セメント・リテーナー）をあげる。ど

ちらを使うかは、プラグ下部の穿孔部にセメントを圧入する必要性の有無に依る。 

 

【ブリッジプラグ】 

ブリッジプラグは後に再利用しやすいように設計されたプラグである。ブリッジプラグは坑内に堅固なプ

ラグを設置するために用いられる機械的プラグである。一部のブリッジプラグは、将来のリエントリーが

必要になった時に切削可能な設計となっているものがある。典型的なブリッジプラグは、鋳鉄製で 2つの

スリップの間にシール部を有するデュアルスリップタイプである。ブリッジプラグはケーシング内に設置

できるように設計されており、その上にセメントプラグを設置することで、坑内の深部にある貯留層の完

全な密閉が得られるようになる。設置深度以深に中圧から高圧のガスが存在し坑内に流入するおそれがあ

る場合、セメントプラグの設置前にブリッジプラグを設置することでセメントとガス・水の接触による汚

染の可能性を低減することができる。高圧のガスや水が坑井下部から流出することに備え、セメントを注

入する前にブリッジプラグを封鎖する。図 3.4.6-4に典型的なブリッジプラグのイメージを示す。 

 

図 3.4.6-4 ブリッジプラグ357 

 

【セメント･リテーナー】 

セメント・リテーナーはセメンチングされる領域の上部に設置する機械的プラグである。セメント・リ

テーナーは埋め立てセメンチングを実施する前にスクイズ・セメンチングの実施が必要となるような高圧

領域の埋め立てセメンチング時に有用である。セメント・リテーナーは再利用に備え、通常掘削可能な材

料で製造される。セメント・リテーナーは将来の貯留層へのリエントリーが必要となった時に切削が簡単

にできるよう、切削可能な材質で製造されることが一般的である。セメント・リテーナー設置後、セメン

トをチュービングおよびセメント・リテーナーを通してポンプし、セメント・リテーナー上部へのセメン

トの移動を心配すること無く、セメント・リテーナーの下部にある裸坑または穿孔部にセメントを圧入す

るための圧力をかけることができる。また、必要量のセメントをセメント・リテーナー下部に圧入後、チ

                                                        
356 Paper #2-25 – Plugging and Abandonment of Oil and Gas Wells, Working Document of the National Petroleum Council North American resource 

Development Study, 15 September 2011. 
357 Source: Chuannan Energy Technology Co., Ltd. http://en.cnmpoil.com/   
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ュービングをセメント・リテーナーから引き抜き、セメント・リテーナーの機械的フラップが閉じること

で、セメント・リテーナー下のセメントのシールの硬化をより向上させる。また、より完全な密閉を得る

ために、セメント・リテーナーの上部に設置することも一般的である。プラグを通じてプラグ下部にスク

イズ・セメンチングを行う事ができる。セメント・リテーナーにより上部へ地層流体の流出は予防される。

セメント・リテーナーの下のスクイズ・セメンチング完了後、セメント・リテーナーの上にもセメンチン

グされる。図 3.4.6-5に典型的なセメント・リテーナーのイメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.6-5 セメント・リテーナー358 

 

 大水深におけるセメンチングの課題 

大水深におけるセメンチングでは大水深特有の特徴から、セメントスラリーの温度変化等に影響を及ぼ

す。セメンチングに影響を及ぼす要因は以下のとおりである。 

・水深 

・海底面の温度 

・水深ごとの温度勾配 

・地熱温度勾配 

・ライザーの有無 

・掘削流体の温度 

・海流速度 

・周囲の海面水温 

・セメント溶解水の温度 

・バルクセメント温度 

・セメント混合速度 

・セメントの水和熱 

・セメント置換速度 

・ドリスパイプの径と単位長さ当たりの質量 

・ケーシングの径と単位長さ当たりの重量 

・坑径 

 

大水深海域における大深度掘削におけるセメンチングでは、セメントをケーシングの下端までポンプし、

さらにケーシングのアニュラス部まで上昇させるポンプ時間は非常に長くなる。このセメンチング作業時

                                                        
358 Source: International Completion Solutions, LLC. http://www.internationalcompletion.com/  
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間の増大により、セメント早期硬化のリスクが存在する。このリスクを回避するために、セメント硬化時

間を遅延させるための添加剤、リターダーがセメントスラリーに添加される。また、大水深掘削現場から

陸上までの距離から、物流の課題も生じる359。 

もし掘削がソルト層を貫通する場合、塩分によるセメントの汚染を防止する必要がある。塩分はセメン

ト硬化を早める効果があるため、一般にはリターダーがさらに追加される360。 

以下に大水深特有のセメンチング特有の課題として代表的なものを述べる。 

 

（１）シャローガス･ウォーターフロー（掘削･生産･廃坑） 

シャローガス・ウォーターフローは、堆積速度の速い地域、異常高圧層および脆弱な地層で発生する傾

向がある。このような状況は、炭化水素の探鉱対象となる大水深海域環境における典型的なものである。 

通常は事前に物理探鉱段階でシャローガス発生のおそれがある地点（ブライトスポット：物理探鉱によ

る地層境界や構造調査の際、ガス層が存在すると地層の密度が低下するために生じる解析上の現象）を把

握し、この地点を避けて掘削地点を選定する。海底にサブシーBOP等の機器を設置していない最初の掘削

の段階でシャローガスに遭遇した場合には、掘削地点を変更する。海底面下でシャローガス・ウォーター

フローが生じるとウェルコントロールが困難になり、過去には甚大な被害をもたらした事例もある。従っ

て、シャローガス･ゾーンの把握が重要な課題となってくる361。 

1990年代、メキシコ湾 Ursaフィールドでは、シャローガス･ウォーターフローにより多くの坑井が失わ

れ、本課題への意識は世界的に高まった。 

一般に、掘削ヶ所および坑跡はシャローガス･ウォーターフローを回避するよう設計される。また、開発

井の坑井間隔を大きく保ち、1つの坑井のトラブルによる影響が周辺坑井に波及することを防いでいる。ま

た、ケーシング計画においては、このような障害となる地層の存在を考慮に入れなければならず、その結

果、ケーシングの枚数を多くしなければならないこともある。これらの要因により、掘削費用は増大し、

生産ケーシングの径も小さくなる。 

障害となるシャローガス・ウォーターフローが起こる地層は海底面下の比較的浅い深度（700～1000mが

典型的）にあり、地層圧（地層の間隙の圧力）に比較して地層破壊圧が低い未固結層である。従ってこの

ような地域における掘削マージンは通常の掘削状況と比較した場合、非常に小さなものになる（図 3.4.6-6

参照）。 

海底面下の掘削深度の増大に伴い、海水の水頭圧と上部の地層の重量により地層の圧密が進み強固とな

ることから、掘削マージンは大きくなる。掘削流体の水頭圧が地層破壊圧より大きくなると地層が破壊さ

れ、逸泥を引き起こすこととなり、逆に水頭圧が地層圧より小さくなると地層流体の坑内への浸入を引き

起こすことになる。このことも大水深掘削の課題の 1つである。そのためセメントの設計においてはセメ

ンチング中にアニュラス部のセメントと掘削流体の水頭圧が地層破壊圧を超えないよう低比重セメントを

採用することも考慮する必要がある。図 3.4.6-6から、同じ地層であれば水深が大きくなるほど掘削マージ

                                                        
359 API RP 10B-3より 

360 “ high Expectations from Deepwater Wells”  Oilfield Review by Carré G, Pradié E, Christine A, Delabroy L, Greenson B, Watson G, Frett D, Piedras 

J , Jenkins R, Schmidt D, Kolstad E, Stimatz G and Taylor G 
361 “ high Expectations from Deepwater Wells”  Oilfield Review by Carré G, Pradié E, Christine A, Delabroy L, Greenson B, Watson G, Frett D, Piedras 

J , Jenkins R, Schmidt D, Kolstad E, Stimatz G and Taylor G 
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ンは小さくなり、より多くのケーシングが必要となることが読み取れる。 

 
図 3.4.6-6 浅い地層における掘削マージンの傾向362 

 

脱水により比重が低くなり、水頭圧が地層圧より低くなると地層流体であるガスや水の坑内への浸入を

許してしまうので、セメントの比重低下を防ぐために脱水調整剤の添加も考慮する必要がある。また、セ

メントスラリー中に自由水や沈殿物があるとセメントにチャネリングが生じる（セメント中に流体が流れ

ることが可能となる道筋ができる）可能性が高くなることから、これも防ぐ必要がある。 

セメントが水和し固化するまでの間、一時的に水頭圧が失われることから、水和中に地層流体であるガ

スや水がセメント内に浸入しないようセメントの水和時間を短くすることも必要である。そのためセメン

トの設計においては、これらのバランスを維持しながら、坑井の寿命の間にゾーンの分離を維持するのに

十分な強度を有する低浸透率のセメントとなるよう考慮しなければならない。 

シャローガス･ウォーターフローへの課題は以下の 5点にまとめられる。 

1)低スラリー比重（スラリー比重が地層破壊圧を上回らない） 

2)良好な脱水調整（スラリー比重が地層圧を下回らない） 

3)沈殿物を無くす（チャネリングの形成防止） 

4)水和時間の短縮（セメント中への地層流体の混合防止） 

5)低セメント浸透率（ゾーンの分離維持） 

 

【利用可能な最新技術】 

シャローガス・ウォーターフローへの課題を解決するセメンチング技術は大水深開発プロジェクトのオ

ペレータにより開発・使用されてきた。オペレータはこれらの課題を克服するため、解決策を提案できる

専門家集団であるセメンチングサービス企業に依存してきた。従来の解決策として、石膏セメントと発泡

セメントがあげられる。 

 

                                                        
362 Source: Journal of Petroleum Technology July 2014, www.spe.org/jpt  
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  1)発泡セメント 

発泡セメントは未固結の地層を固めるために用いられる。発泡セメントはスラリーの比重を低下さ

せ、低温環境下でも良好な脱水調整が可能で十分な圧縮強度を実現できるよう、窒素等のガスが注

入されている。発泡セメントは硬化後も一般のセメントよりも浸透率が高く、長期にわたる分離に

は適していない。また、発泡セメントには発泡セメント特有の機器が必要なため、物流も課題とな

る。 

 

2)速硬石膏セメント 

石膏セメントは低温環境下でのケーシングの設置に有効である。この種のセメントの速硬性はセメ

ント中を流体が移動・上昇してくることを防止できるが、セメントの品質が大幅に変動しがちであ

るため、スラリーの事前性能試験が必要不可欠である。また、石膏セメントは汚染に非常に敏感で

ある。Schlumberger, Weatherford, Baker Hughesおよび Halliburton 等のサービス企業は浅地層の課題

を解決するスラリーの詳細仕様を社内に有している363。サービス企業は各坑井の要項に応じて、ス

ラリー添加物を調合する。  

 

（２）メタンハイドレート等のガスハイドレート 

大水深におけるもう 1 つの課題がメタンハイドレート等のガスハイドレート存在下でのセメンチングで

ある。メタンハイドレートは世界中の海域、主に大陸棚に広く分布していることが知られる（図 3.4.6-7参

照）。メタンハイドレートは主に水深 300m以深の海域で見られる。また、メタンハイドレートは図 3.4.6-8

に示すように、メタンあるいは他のガス分子が水分子の中にトラップされた氷状の固体である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.6-7 メタンハイドレートの世界分布364 

                                                        
363 Source : http://dusk.geo.orst.edu/oceans/deep_currents.html 
364 Source: http://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/methane-hydrates/  
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図 3.4.6-8 水分子の籠の中にトラップされたメタン等のガス分子365 

 

ガスハイドレートは、高圧および低温条件において水とガスが接触することによって形成される。これ

らの 2つの条件のいずれかが満たされない場合、ガスハイドレートは不安定になり、ガスが放出される。

突然のガスハイドレート分解に伴う大量のガスの放出は海底地層の弱体化、地滑り、津波等を引き起こす

要因となる。 

ガスハイドレート層を貫通する掘削およびセメンチングは特に困難である。掘削中にハイドレートに熱

が伝わるとガス放出を引き起こし得る。ハイドレート層を掘削する際にはセメントで隔離すべきである。

しかし、セメント硬化は発熱工程であり、従来のセメントでは硬化中にハイドレートの気化を引き起こす

可能性がある。そのため水和温度の低い特殊なセメントを採用しなければならない。加えて、石油天然ガ

ス生産オペレーション中は高温の流体がハイドレート層を通過するため、セメントの熱伝導率が低いこと

も必要とされる366。  

ハイドレート層のためにセメントが直面する課題は以下の 3点に集約される。 

1)最小限のセメント水和工程の熱放出 

2)最小限の熱伝導率 

3)ハイドレートおよびガス層の隔離 

Schlumbergerや Halliburton等のサービス企業はこれらのハイドレートに関する課題を克服するための特

定のスラリーを有している。  

 

（３）圧力･温度条件（掘削･生産･廃坑） 

坑井内環境が温度150℃以上、圧力10,000psi以上の場合、高温・高圧（HPHT:High Pressure High Temperature）

と定義される。HPHT環境は大水深ではより頻繁に見られる。HPHT環境はほぼすべての要素に影響を及ぼ

し、セメントも影響を受ける。圧力が高くなるとセメントのシックニングタイムと硬化時間が短くなる。

しかし、セメントに対する温度の影響は圧力よりもはるかに顕著である。セメントの硬化時間は高温では

短くなり、低温では長くなる。そのため、HPHT坑井では従来のセメントを用いるべきではないが、HPHT

                                                        
365 Source : http://apchemcyhs.wikispaces.com/Hydrates  
366 http://www.halliburton.com/public/cem/contents/Data_Sheets/web/H/H05892.pdf 
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坑井中で良好なパフォーマンスを得るための最適なセメント設計基準は確立されていない。 

また、大水深下の水温の低下も考慮しなければならない。水深が深くなるほど温度は下がり、海底温度

は-10℃に達することもある。低温ではセメント硬化待機時間（Waiting on Cement: WOC）はより長くなる。

非常に高い日割料率（デイレート）のリグを長時間待機させることは費用の増大に繋がる。柔らかい地層

では、従来の比重のセメントではなく、低比重セメントを用いらなければならない。しかし、低比重セメ

ントはWOCが長い。低比重と低温の相乗効果でWOCは経済的に非現実的なほど長くなることもある。そ

のため、短時間で固定する軽量セメントの存在が重要となる。 

セメンチングの成否は、セメンチング作業における循環時のセメントの温度と静置時のセメントの温度

の正確な推定に依存する。API テーブル367は一般的なセメンチング時セメント温度とスケジュールを示す

が、大水深における温度推定には適合しない。そのため坑井内の温度情報は坑井ロギングとメジャメント・

ホワイル・ドリリング（MWD）ツールから得る。コンピュータベースの熱モデルは、スラリーの設計およ

び試験に使用できる。セメント混合計画は、適切なセメントの特性、シックニングタイムおよび圧縮強度

を与えるために添加剤濃度を決定するためにラボの試験を通じて決定される。主要なセメンチングサービ

ス会社は、セメント置換中のハイドロリクス計算も実施する。また、添加剤混合中にセメント比重を頻繁

に測定する。セメント置換中の各種パラメータは、予想圧力を比較・確認するために記録される。これら

のコンピュータベースのモデルの精度は、各入力値の精度に依存するため、注意が必要である。API RP10B-

3および ISO 10426-3が大水深におけるセメンチングのガイダンスとなる。 

 

（４）坑井計画の課題（掘削･生産･廃坑） 

坑跡が曲がった場合、坑井内のケーシングを中央に設置することをセンタリングと言い、そのためにケ

ーシングに取り付ける補助器具をセントラライザーと言う。セントラライザーの数が不十分な場合、ケー

シングが一方に偏ってしまうこともある。また、セントラライザーの数を増やすこと自体にも課題がある。

多くのセントラライザーを取り付ければ、海底坑口装置のシール面の損傷が生じる可能性が高まり、また

ケーシング降下中のサージ圧（降下時に坑内流体を圧縮する力）およびドラッグ（降下時の抵抗加重）も

大きくなる。 

ケーシングのセンタリングが十分でないと、セメントと泥水の置換が不十分になる。センタリングが不

十分でないとフィルターケーキや掘削泥水がトラップされ、完全に除去できず、後のセメントのケーシン

グおよび周辺地層との接着に悪影響を及ぼす。セメント自体の流体置換効率は高いものではないことから、

置換効率を向上させる手段として、プレフラッシュの実施や、流体スペーサー等の使用を採用することも

ある。図 3.4.6-9に、ケーシングのセンタリングの失敗によるセメンチングの品質劣化の例を示す。 

 

                                                        
367 API TR 10TR3 - Temperatures for API Cement Operating Thickening Time Tests - 1993 Report from the API Task Group on Cementing Temperature 

Schedules 
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図 3.4.6-9 ケーシングが中央に設置されず、セメントが偏ったパイプ断面図368 

 

大水深掘削では、狭い掘削マージン、ハイドレート層、脆い地層、HPHT 等の非常に厳しい条件が重な

る。そのため地層と坑井の確実な隔離を坑井計画設計に組み込む必要がある。これはより長く、多くのケ

ーシングを設置しなければならないことを意味する。さらに、ライザー掘削中に降下するケーシングの外

径はライザー、BOP、坑口装置システムの内径により制限される。そのためオペレータは大きな外径のケ

ーシングの使用が限定される。そのため、大水深坑井ではよりケーシングストリング間のアニュラスの隙

間は比較的狭くなる。狭いアニュラーから掘削泥水を完全に除去することは困難であり、それがセメンチ

ングの失敗につながる。 

また、センタリングが十分でも、裸坑とケーシングの間の狭い空間にセメントを充填することは困難で

あることが分かっている。バイセンタービット、アンダーリーマ等の拡掘（坑径拡大）機器を用いた拡掘

手法は、セメント充填の改善を目的に用いられる。ただし、これらの拡掘作業の実施は機械的にも作業的

にも複雑であり、掘削効率の低下を招くおそれもある369。 

大水深掘削において、生産ケーシングの代わりに生産ライナーを用いることは近年標準となってきてい

る。高圧坑口装置ハウジング（HPWH:High pressure Wellhead Housing）によって降下できるケーシングスト

リング数が制限されることから、一般的な HPWHは 3段のケーシングを設置できるようなケーシングハン

ガープロファイルを有している。 

大水深では掘削マージンの狭さのため、ケーシングは３本以上必要となる。ライナーを設置する場合、

硬化時間がの短い低比重セメントが必要となる。 

 参考までに、以下に Santa Barbara原油海洋流出事故(1969)の事例を示す。この事例は、プライマリ･セメ

                                                        
368 Source: http://www.drillingcontractor.org/improving-well-control-calls-for-continuous-evaluation-of-barriers-21463 
369 Effects of Water Depth on Offshore Equipment and Operations – Topic #3: Well Drilling & Completion Design and Barriers, Effects of Water Depth 

Workshop, Galveston, Texas, Nov 2-3, 2011 
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ンチング時のコンダクターケーシングの設置深度が浅すぎたことが主原因で発生した地下のブローアウト

の事例である。 

 

【地下のブローアウト事例】 

1)事故概要 

Santa Barbara原油海洋流出事故は、1969年 1月 28日、米国 California州 Santa Barbaraから約 5.8里沖合

の Santa Barbara Chanel、Dos Cuadras Fieldにて当時 Union Oil社が操業するプラットフォーム A において、

掘削中の暴噴が原因で発生した。事故発生後 80,000 bbls以上の原油が流出し、当時海洋掘削史上最大規模

の事故であった。この事故による死亡者はなかったものの、原油が広く海岸線まで拡散し、海洋生物の生

態系および近隣住民の日常生活に多大な影響を与えたため、流出原油の処理、事故原因の究明を行うとと

もに、掘削作業における環境衛生保護のための法令ならびに規制の改定を行い、新しい枠組みおよび体制

を整えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.6-10 プラットフォーム A での暴噴事故370 

2)事故原因 

水深 188 フィート（約 57m）に設置された Dos Cuadras Fieldのプラットフォーム A を含む Santa Barbara 

Chanelでは、砂堆積層の油層を対象に 443の坑井が掘削、仕上げられ原油を生産していた。これまでの作

業の中で特に原油流出事故を起こすことはなかった。 

暴噴はプラットフォーム A の 5番目の坑井(A-21)にて、最終深度 3,500 フィート（約 1,066m）まで掘削

後ワイヤーライン検層のため揚管中に起こった（図 3.4-6-10参照）。揚管されている掘削編成の排除量に対

する補泥が十分でなかったため坑内の泥水柱圧が減少したことにより、地層流体の浸入を招いた。坑井に

は規定に基づき BOPを設置しており、その BOPを閉め坑井を遮蔽することができた。しかしながら BOP

下部の坑井を支えるケーシングの設置方法に問題があったためコンダクターケーシング外側から油・ガス

を伴った高圧流体が海底面から漏れ始めた。この暴噴はアンダーグラウンドブローアウトに区分される。 

                                                        
370 ”Blowout at Union Oil's Platform A”, County of Santa Barbara Planning and Development, Energy Division 

http://www.sbcountyplanning.org/energy/information/1969blowout.asp 
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連邦州政府の規定では、コンダクターケーシングを海底面下 300 フィート（約 90m）以深に設置するこ

ととあるが、実際は規定より浅い 238 フィート（約 72m）に設置していた。さらに 2番目のサーフェスケ

ーシングは、高圧ガス層が予想される場合 870 フィート（約 265m）以深に設置することとなっていたが、

サーフェスケーシングは設置されないまま、3,500 フィート（約 1,066m）まで掘削していたことになる。

その後、US Geological Surveyが、この Union Oilのケーシング計画を承認していたことが判明している。こ

のように不具合が複合的に重なり、重大な原油海洋流出事故に至った。 

 

3)原油流出およびその処理 

一時は坑井に重泥水を圧入することにより蓋をすることに成功したが、坑内圧力のさらなる上昇により

ケーシングが圧壊したため、海底面にさらに亀裂を生じさせ、断続的な原油およびガスの噴出を招いた。 

原油流出の際の体系的な抑止機器・システムが構築されていなかったため時間を要したが、事故発生か

ら 11日後継続的な重泥水の圧入およびセメントプラグにより海底面の亀裂を遮断することに成功した。し

かしながら、その時点で約 80,000から 100,000 bbls（情報源により量は異なる）の原油がすでに流出し、

風・海流等の影響で約 800平方マイルの範囲まで拡散し、約 35海里ある Santa Barbaraや Ventura郡の海岸

線は約 6インチの厚さの原油を含んだタールで覆いつくされた。さらに、Anacapa、Santa Cruz、Santa Rosa

や San Miguelの南部の島々までもその影響は及んだ（図 3.4.6-11参照）。 

Union Oil、California連邦州政府はじめ関係機関の人員が動員され、また地域住民が参加し、流出した原

油掃討作戦が行われた。初期対応として拡散防止剤や油濁防止剤の散布が行われ、また海岸では油分を除

去するための藁製杭が設けられ、汚濁した砂はその藁製杭で処理された。原油回収船は浮遊している原油

を回収した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.6-11 Santa Barbara Areaにおける原油流出拡散範囲（Feb. 5 1969）371 

                                                        
371 ”Blowout at Union Oil's Platform A”, County of Santa Barbara Planning and Development, Energy Division 

http://www.sbcountyplanning.org/energy/information/1969blowout.asp 
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4)原油流出の環境への影響 

魚介類、海鳥、イルカ、ゾウアザラシ、アシカ等の海洋生物の生態系に多大な影響を及ぼし、海鳥、アザ

ラシ、イルカ等が大量に死体となって海岸まで漂着した。市民ボランティアは油で汚染した海鳥等を保護、

洗浄するなどした。 

海岸では深刻な汚染が広がり、多くの市民が抗議に立ち上がった。 この事故は California州を中心に全

米で環境保護への関心を高めるきっかけとなり、現在の環境保護運動の原点になった。流出がはじまった

翌日には、Santa Barbaraで「Get Oil Out（GOO：石油を追い出せ）」という名の市民団体が旗揚げされ、流

出事故を起こした Union Oil関連のガソリンスタンドに対するボイコットが起こり、また海底油田開発の禁

止を求める約 10万人の署名を集めた。 

 

5)法令・規制 

Department of Interior (内務局)は、すぐに Santa Barbara Channelにおけるすべての掘削作業を停止した。同

年 2月 California State Resources Agency (州資源省)は関係各所に指示し、海底油田開発規制および実施内容

に対する検査方法の見直しを行わせた。Division of Oil and Gas (石油・ガス部)、Division of Mines and Geology 

(鉱山・地質部)、State Lands Division (州土地部)を含む Department of conservation (保護局)、Water Resources 

Control Board (水資源管理局)、Department of Fish and Game (漁業局)、California Disaster Office (California重

大事故事務所)、そして環境品質研究評議会 (Environmental Quality Study Council) メンバーからなる州特別

委員会は、需要が高まる油・ガスの健全かつ経済的な開発を推進するために、最大限の安全性、財産の保

護、環境衛生を確立するための提案を行った。その提案には、以下のような項目が含まれていた。 

・体系的な規制の強化およびその監視 

・暴噴装置の新標準規格および検査、掘削作業員の暴噴訓練の標準化 

・掘削泥水管理のための追加安全装置の標準化 

・ケーシング計画の地質、水深、地層破壊圧、泥水柱圧、水層の遮蔽、さらに暴噴装置のデザインを考

慮した厳格化 

・原油流出の際の偶発事故対策に基づく体系的な報告 

・掘削作業中のブーム・原油回収装置の設置および州・米国海上保安庁との連携対策の遵守 

これらの提案に基づき、以後規定が改定されている。また改定内容は、現在世界的に採用されている内

容の基礎となっている。 

こうしたなかで、市民や環境団体が中心になり、当時盛んになっていたベトナム反戦や反核といった社

会運動家も合流する形で、1970年の 4月 22日、初めて「アースデー」が米全土的に開催され、約 30万人

が参加する史上最大の環境集会となった。これが、今日まで続く環境保護運動の先駆けになっている。1969

年に大統領に就任した California州を地盤とするチャード・ニクソンが、産業界の反対を押し切って米環境

保護局（EPA)を設置したのもこの年だった。 

 

 セメンチングの技術動向 

セメンチングの失敗はマコンド事故の一因とされている。事故後、セメンチング等の作業手順の標準化

を進める動きが見られ、特に米国では安全掘削規則にて詳細な確認項目が導入された。 
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米国では大統領指示により設置した調査委員会による調査報告で作業手順について 

・セメンチング状況の精確な把握が必要であった。 

・坑井状況を適切に評価できる評価技術が必要である。 

との指摘がなされており、APIはセメンチングに関連する規格類では、 

・RP 96 –大水深坑井設計と建設（ Deepwater Well Design and Construction，March 2013） 

・Bull 97 – 坑井建設インターフェース文書（Well Construction Interface Document，December 2013） 

を発行し、 

・坑井状況検知方法の多重化、セメンチング・圧力テスト・圧力バリアの確保手順 

・ウェルコントロール方法の改善、教育の強化 

等を図っている。一方、オーストラリアでは、モンタラ暴噴事故調査委員会報告書においてセメンチング

に関して 

・産業界、規制当局、訓練機関、研究機関は、ケーシングシュー、アニュラス、セメントプラグの健全

性についての課題に対処する、セメンチングのベストプラクティスについて基準を作成すべきであ

る。 

・セメンチングしたケーシングシューのバリアとしての健全性を試験、検証する技術を開発するため、

産業界、規制当局、訓練機関、研究機関はお互いに情報交換をすべきである（特に、ケーシングシュ

ーが大深度（at great depth）における水平に近い急角度のリザーバーに位置するなど、通常と異なる

状況にある場合）。 

が課題としてあげられた。今後、このような提言についての対応が図られるものと考えられる。 
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  その他 

 海洋における緊急時の避難方法 

本編では、主に海洋掘削リグにおける自然災害あるいは作業上の危害等による計画避難および緊急避難

について概説する。 

一般に、大水深海域は浅海域と比べてリモートエリアであることから、海洋石油・天然ガス開発におい

て、自然災害あるいは作業上の事故等により、台風等自然災害が予想される場合は計画的に、また気象・

海象の急激な変化による場合は緊急対応が必要となる。移動式海洋施設の場合、人命確保および施設保守

のため作業地点からの離脱が必要になるケースがあり、また人命の確保のため施設を放棄し、総員の避難

を余儀なくされるケースがある。2010年４月に米国メキシコ湾で起きたマコンド事故は、緊急時に総員を

避難させた 1つのケースである。 

適切な掘削計画、十分に整備された掘削リグ・機器のもと、習熟した人員が作業することで健全・安全

に目的を達成ですることを目指しているが、万が一に備えて、緊急時の対応を迅速に行うための人員体制、

教育・訓練の充実を図ることは、人災の軽減、環境を保護するため不可欠となる。 

また、緊急避難においては、その対応・退避方法、および作業上の危害による特に火災および暴噴にお

ける緊急時対応・避難方法、避難設備、教育・訓練・資格等についても概説する。 

 

（１）避難するための基準 - 海洋掘削リグの基本設計 

計画避難あるいは緊急避難する場合の基準は、気象・海象に対する海洋掘削リグの基本設計による。す

なわち、健全かつ安全な掘削作業を行うには、実際の気象・海象が海洋掘削施設の設計条件範囲内でなけ

ればならない。ここでは大水深掘削で主に使用されるドリルシップを例に、その作業条件、および緊急時

の避難方法にについて説明する。ドリルシップでは、設計時に想定したあらゆる掘削による荷重、気象・

海象による外力以内で安全な作業を行うため、掘削ロケーションに定点保持するシステム（DPS：Dynamic 

Positioning System）を採用している。そのシステムは測位装置、スラスタ装置、電源供給装置により構成さ

れている。そのため船体の作業条件の内、DPSの作業限界すなわち急激な気象・海象の変化に定点保持シ

ステムが所定の範囲にドリルシップを維持できる能力が作業限界となる。これらの DPSの作業限界は、波

高、潮流、風速等により影響され、主に BOPやライザーの曲げ許容範囲等を考慮して設定されている。 

台風、ハリケーン、サイクロン、特に強い低気圧、強潮流等自然災害による緊急時は、ドリルシップ、半

潜水式リグ（Semi-Submersible Rig）等の移動式掘削リグを作業ロケーションから離脱・避難させるケース

がある。気象・海象の著しい変化が予想される海域では、100年再現期待値等の確率的な予測により、急激

な変化が多い時期を避けるように作業計画されるのが一般的ある。しかしながら、ある程度の荒天下にお

いても海洋掘削リグの作業限界の範囲であれば、作業継続が可能となるため、気象・海象の変化・予測に

は十分注意し、いつでも迅速に緊急時対応ができる体制を整えておく必要がある。 

 

（２）計画避難 

台風、ハリケーン等の場合、天気予報等であらかじめ情報が得られるため、離脱・避難の準備期間が確

保できる。これら荒天候が接近するタイミングを予想し、接近前に掘削ロケーションを離脱・避難が完了

するようあらかじめ計画する。作業内容は、まず掘削作業を中断し、掘削編成をすべて揚管、LMRPと BOP
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の間のコネクタから切り離した後、マリンライザーおよび LMRPを回収し、作業ロケーションから離脱・

避難する。 

なお、この切り離しは、台風の接近する地域および時期、あるいはメキシコ湾等の通常は穏やかな海域

で、ハリケーンのような大暴風が非常に少ない頻度で接近する季節に採用される場合が多い。 

また、緊急時においても、ある程度準備時間があり、比較的小規模の荒天が予想される場合、掘削編成

を全揚管あるいは一部を揚管した状態で、LMRP を切り離し、マリンライザーをハングオフ、掘削ロケー

ション付近に止まり、荒天が去るまで待機することも計画切り離しに分類される。 

メキンコ湾であっても、冬季の低気圧によって位置保持が困難な場合は、マリンライザーのハングオフ

が実施される。 

 

（３）緊急避難 

特に気象・海象の急激な変化があるロケーションでの掘削作業において、気象・海象条件が DPSの作業

限界に近づくことが予測される場合、迅速に掘削リグを離脱・避難する体制を整えておく必要がある。 

DPSシステムの場合、ごく短時間（数十秒）で動作が完了する能力が求められるため、掘削 リグの BOP 

コントロールシステムには、油圧ではなく電気式になっている場合が多い。短時間での気象・海象の急激

な変化による緊急時に備えて、ドリルパイプをシアラムで切断、LMRP の切り離しが一連の流れで実施で

きる作業シーケンスがプログラムされている。このシステムは EDS（Emergency Disconnect System の略）

と呼ばれ BOP コントロールシステムに搭載されているのが一般的である。 

なお、この切り離しは、北海等の暴風の接近回数は非常に多いが、台風やハリケーンのような大暴風が

発生しない場所で実施されている。 

 

参考に、BOP コントロールシステムに不具合が生じた場合、ROV によりマニュアル操作での坑内の遮

断、コネクタからの切り離しが可能となる。 

 

  1)作業上の危害による人的緊急避難 

掘削、生産作業時の火災、H2S・COｘ等の有毒ガスの坑内へ大量浸入、暴噴、海洋油濁、他の船舶

の衝突による海洋施設の損傷による転覆の恐れ等の理由により、ドリルシップ、半潜水式リグ、ジ

ャッキアップリグ等の掘削リグやジャケット等の生産施設から人命確保のため人員を避難させるこ

とがある。 

 

  2)緊急避難手順とその人員体制 

海洋での緊急時の対応を明記した手順書には、海洋掘削事業者あるいは海洋掘削リグの所有者、

または両者の同意に基づき作成される。その手順書には緊急対策の責務、およびその海上掘削リグ

の責任者（以下、｢責任者｣）、避難方法のガイドラインが、緊急事象ごとに記されており、責任者は、

事業者の海洋リグでの代表と協力して、そのガイドラインを忠実に対応しなければならない。これ

らのガイドラインから想定される緊急事象、人員体制と職責、避難ルール等を簡潔にまとめたもの

を緊急時人員配置表（Station Bill）と呼ぶ。責任者は、その Station Billに従い、緊急事象に応じて訓
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練され資格を有する人員による緊急対策組織を編成、緊急事象の対処を行う。他の乗組員は、責任

者の指示に正確に従い、迅速な応答が要求される。緊急時には責任者は陸上の海洋掘削リグの責任

者に連絡、状況を説明する。一方、事業者の海洋掘削リグ上の代表は、陸上の事業者の代表に連絡

し、陸上の事業者の代表はさらに緊急事象に応じて、日本では、海上保安庁、沿岸警備隊、海上防災

防止センター等関係各所に連絡、連帯して緊急対策を行う。 

 

    ①火災の場合の対応（例） 

� 火災感知(実際は煙あるいは熱感知)が作動、火災アラームで全リグにアナウンス 

� 海洋リグの責任者はコントロールローム、緊急時対応要員は所定の待機場で消防服を着て

責任者からの指示が出るまで待機。他の乗組員は所定の Life boat付近の待機場で待機 

� 掘削担当者は坑内状況を確認して、坑井をシャットイン、最小掘削担当者はリグフロアで

待機 

� コントロールルームでは火災監視モニターで火災場所の特定を行う 

� 責任者は、緊急時対応要員に火災現場を知らせ、現場へ風上からアプローチするよう指示 

� 緊急時対応要員は、状況を確認、責任者へ報告 

� 責任者は緊急対応要員に消火を指示、緊急時対要員は火災の種類により消火器を選定、消

火必要に応じて二酸化炭素で消火 

� 緊急時対応要員は責任者に状況を報告 

 

    ②暴噴の場合の対応（例） 

� 状況が許せば、BOPで坑井をシャットイン、坑井を密閉できれば通常のウェルコントロー

ルを実施 

� シャットイン後、リークにより坑井を密閉できない場合、他の BOPでシャットインを試み

る、坑井を密閉できれば通常のウェルコントロールを実施 

� さらにシャットインできない場合、重泥をポンプ、坑内状況を確認する、沈静化傾向であ

れば、さらに重泥をポンプ、繰り返す 

� 状況は悪化傾向にあれば責任者は最終判断を下す 

 

様々な対策・対処を行ったにも係わらず事象が悪化し、責任者がコントロール不能と判断した場

合、海上リグの規定された避難方法により総員を退船させることになる。 退船の手順も Station Bill

に記載されており、緊急時の人員配置・職責、避難ボートの割り当て、避難経路等が分かりやすく

記され、誰もが目の届くところに掲示されている。 

なお、米国マコンドで起きた暴噴事故においては、ドリルシップの上で緊急時の対応を行ったが、

乗組員 126名中、当時行方不明 11名、負傷者 17名を出しながら、Station Billの退船の内容に従い、

掘削リグが沈没する前に行方不明者を除く総員を退船させている。参考までに、図 3.4.7-1に当時の

緊急時人員配置表を示す（図 3.4.7-2～図 3.4.7-5は図 3.4.7-1の一部を拡大表示）。 
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  3)緊急時対応機器および避難するための機器 

掘削リグには、火事、有毒ガスを検知するための機器、それらを監視するため、また掘削リグ全

体に知らせるためのシステムを搭載しており、これら機器およびシステム以外にも火災に対応する

ための消火栓、消火器、消防服、また有毒ガスを吸引しないための Breathing Apparatus機器等の定期

的な保守・管理を施し万が一の緊急時に備えている。けが人が出た場合のため看護室、医師あるい

は看護士を乗船させ簡易的な医療措置を行えるようになっている。さらに開発事業者は、負傷した

人員を一刻も早く高度・適切な処置をする必要がある場合に備えて、専用のヘリコプターを使用す

る MEDIVAC(Medical Evacuation、メディカルエバキュエーション)システムの体制を整えている。 

実際に掘削リグ全体で緊急事態になれば、全人員が掘削リグから避難できる Life Boat、Life Raft、

Laddersを搭載している。 

 

  4)緊急時対応のための教育と訓練 

海洋掘削リグで作業に従事する人員は、海洋特有な環境で必要な教育・訓練を受けることが業界

標準となっている。また乗船後も避難・退船を迅速に行うため定期的にあらゆる緊急事象を想定し

た訓練が行われている。 

主な緊急時対策にかかわる人員の訓練・資格は以下のようである、 

 

    ①海上掘削リグの責任者 

海上掘削リグの責任者は、緊急時パニックになることなく迅速な対を行うため適切な人格であ

るばかりでなく、統制だって対応を行うため様々な教育・訓練を取得する必要がある。 

� OIM license (Offshore Installation Manager) 

� Major Emergency Management 

� Advanced Fire Fighting 

� Advanced First Aid 

� Personal Safety & Social Responsibility 

� Personal Survival Technique 

� Proficient In Survival Craft & Rescue Boat 

� Breathing Apparatus (BA) and Hydrogen Sulfide (H2S) Awareness 

� BOSIET (Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training) 

なお、BOSIETには、 海洋作業に従事するための最低限必要な①Safety Induction、②Helicopter 

Underwater Evacuation Training (HUET)、③Sea Survival and First Aid、および④Fire Fighting and Self 

Rescueの 4つの項目から構成されている。  

 

    ②緊急時対応要員 

緊急時対応要員は、責任者の指示のもと確実に緊急時の対応ができる素地を有する者であり、

教育・訓練も高いレベルが要求される。 

� Fire Fighting Team Leader / Member 
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� First Aid 

� Confined Space Entry 

� Helideck Team Leader / Member 

� HLO (Helicopter Landing Officer) 

� Breathing Apparatus (BA) and Hydrogen Sulfide (H2S) Awareness 

� BOSIET (Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training) 

 

    ③一般乗船員 

その他の人員は、緊急時の状況が把握でき、責任者の指示により行動しなければならず、基本

的な教育・訓練を取得する必要がある。 

� Breathing Apparatus (BA) and Hydrogen Sulfide (H2S) Awareness 

� BOSIET (Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training) 

 

なお、石油・天然ガス業界において、教育・訓員の世界的なトレンドとして、多くの開発事業者や他の

従事者は、海洋作業に従事するためや緊急時対応のための教育・訓練を世界的な規模で展開している OPITO 

(Offshore Petroleum Industry Training Organization) Standardを採用している。OPITOは英国を中心に組織され

たものであり、現在では米国ヒューストン、アジアではマレーシアのクアラルンプール、中東・アフリカ

ではアラブ首長国連邦のドバイに拠点を置き、OPITOが厳しい監督の下認証した訓練施設において、作業

に従事する者に対して海洋作業一般、緊急時対応、油濁等あらゆる教育・訓練が実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な参照文献（図 3.4.7-1の出典：図 3.4.7-2～図 3.4.7-5は図 3.4.7-1の一部を拡大表示） 

・http://www.mdl2179trialdocs.com/releases/release201304041200022/D-6588.pdf 

(TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL) 

・http://www.opito.com/standards (OPITO standards web site) 
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図 3.4.7-1 TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL 

注：STATION BILL：緊急時人員配置表 

注：四分割拡大版 図 3.4.7-2海上掘削リグの緊急連絡先 

図 3.4.7-3救命艇配置図 

図 3.4.7-4緊急時人員配置 

図 3.4.7-5緊急時対応方法 
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図 3.4.7-2 (1) TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL (part 1) 

注： - CHAIN OF COMMAND：海上掘削リグの責任者(OIM) 

- EMERGENCY CONTACT：掘削リグ上での緊急時連絡先 

- EMERGENCY SIGNALS：緊急信号 

- GENERAL INSTRUCTIONS：緊急時における基本対応 
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図 3.4.7-3 (2) TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL (part 2) 

 

注：ABANDONMENT STATIONS：緊急退船時の職責および人員配置ならびに救命艇配置 

 

  

ヘリデッキ 

救命ボート 

(前方 2基) 

(後方 2基) 
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図 3.4.7-4 (3) TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL (part 3) 

注：火災・緊急時の職責および緊急時対応人員配置 
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図 3.4.7-5 (4) TRANSOCEAN DEEPWATER HORIZON STATION BILL (part 4) 

注： - FIRE & EMERGENCY：火災・緊急時の対応 

- ABANDONMENT：退船時の対応 

- H2S GAS：硫化水素ガス発生時の対応 

- MAN OVERBOARD：  
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3.5  大水深海底下の開発における鉱害防止 

 

事業者として、大気汚染防止の観点からは、機器や設備の駆動装置を電気によるモーター駆動にするこ

とで、燃料による大気汚染を極力防止している。ばい煙を大気へ排出する際は、定期的にばい煙測定を実

施している。一方、水質汚濁防止の観点からは、掘削時の掘屑（カッティングス）は産業廃棄物として陸

上へ輸送し、坑廃水については坑廃水処理装置にて処理後、海へ排出している。排出水については、定期

的に水質分析を実施している。また、海上施設においては、万一の油漏洩に備え、油吸着マットマット、

油処理剤、オイルフェンス等を準備して鉱害防止を実施しているのが現状である。 

 

本節では、このような鉱害防止措置下での操業にもかかわらず、油の漏洩が発生した場合の事後的な鉱

害防止の動向について述べる。 

 

  欧米諸国の環境対策を含む鉱害防止の動向 

 流出油の処理－物理的回収と化学的処理－ 

（１）物理的回収：オイルフェンスによる囲い込みと油の回収 

海上に流出した石油は、放っておけば、どんどん拡散して海面を覆っていくため、特に外洋における  

大水深海域では最終的には広範囲の海域が汚染されてしまう。これを防ぐためには、流出油を一定範囲内

に封じ込めておく必要があり、そのために使用されるのがオイルフェンスである。タンカー事故等で石油

流出事故が起こった場合には、まずタンカーの回りにオイルフェンスが張られ、流出油の拡散を防ぐ努力

がなされる。オイルフェンスは、流出油を誘導して集め、発電所や養殖場等の施設を流出油から守るため

に使用されることもある。 

オイルフェンスで集められた油は、油回収船や油回収装置によって回収される。油回収装置は、吸引式、

付着式、導入式の 3種類に大別することができるが、それぞれの型式の中にも様々なタイプのものがあり、

それぞれ一長一短がある。油回収船は、油回収装置と回収した油を貯蔵するためのタンクを搭載した船の

ことで、油の回収には、この他に、ガット船（海底の砂利を採取・運搬する船）や浚渫船（港湾や河川の水

深を深くするために土砂を取り除く船）が利用されたり、柄杓等を使って漁船から回収されたりすること

もある。 

オイルフェンスで流出油を囲い込み、油を回収するという作業は、流出油に対する最も基本的な対応で

あり、できることならこの方法ですべての油を回収することが望ましい。そのためには、できるだけ迅速

にオイルフェンスで油を封じ込め、回収作業に取りかからなければならない。海が静穏なときには、迅速

に作業を行えば、この方法でかなり効率的に流出油を回収することができる。しかし、海が荒れていると

きには、作業効率は著しく低下し、最悪の場合には作業自体が行えなくなってしまうこともある。波や風

でオイルフェンスが切れてしまったり、流出油がオイルフェンスを乗り越えたり、あるいは潜り込んだり

して、油の封じ込めが困難になるばかりでなく、油回収船や作業船の操業も困難になり、出港すらできな

くなってしまう場合も多い。また、流出油がムース化した場合には、油回収装置の回収効率は著しく低下

します。したがって、このような条件の時には、油回収作業がはかどらず、流出油が広範囲に拡散してし
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まう危険性が高い。 

流出油の回収作業では、油吸着材と呼ばれる資材が使われることもある。油吸着材は、水をはじいて油

を吸着する性質を持った素材で作られており、海面あるいは海岸で油を選択的に吸着・回収することがで

きる。素材としては、木材繊維、麦藁等の生物系、火山灰、パーライト等の鉱物系、ポリウレタン、ポリプ

ロピレン等の化学繊維系の 3種類に大別される。 

油吸着材は、せっかく油を吸着させても、回収されなければ、そのまま海面を漂流し、二次汚染を引き

起こしてしまうことになりかねない。投入した油吸着材は、すべて回収することが前提である。そのため、

油吸着材は、回収を容易にするために、オイルフェンスで囲い込まれた流出油に使用されるのが一般的で

ある。また、油吸着材の吸着率は、油の含水率が 40%以上になると急激に低下するといわれており、ムー

ス化した油に対しては、効果を発揮できないこともある。 

 

（２）化学的処理 

【油処理剤の散布】 

海洋に流出した油は、可能な限り、（１）で述べたような物理的手段で回収されることが望ましい。しか

し、流出量や環境状況、あるいは防除装備の不足等から、物理的手段のみでは流出油に十分対処できない

場合もある。そのようなときに使用されるのが油処理剤であり、油処理剤は、油膜の拡大防止に効果が期

待できる一方、その毒性によって環境がダメージを受けるのではないかという不安を拭い去ることができ

ないため、その使用を巡っては常に議論が戦わされることになる。 

油を処理する薬剤には、海水中への油の分散を促進させる油分散剤と油をゲル化して回収しやすくする

油ゲル化剤の 2種類があり、「海洋汚染および海上災害の防止に関する法律施行規則」の中で満たすべき基

準が定められている（表 3.5.1-1）。この技術基準に適合したものでなければ、使用することはできない。油

ゲル化剤は使用例が少なく、もっぱら使用されているのは油分散剤である。そのため、「油を処理する薬剤」

といった場合には、油分散剤を指す。 

 

表 3.5.1-1 油処理剤の規定および技術基準 

油処理剤 * 1  

「海洋汚染および海上災害の防止に関する法律施行規則372」第 33条の 2（規定） 

・ 動粘度は、摂氏 30度において 50mm2/sec以下であること。 

・ 乳化率は、静置試験開始後、30秒で 60％以上であり、かつ、10分で 20％以上であること。 

「海洋汚染および海上災害の防止に関する法律施行規則」第 37条の 8（技術上の基準） 

・ 引火点は、摂氏 61度を越えるものであること。 

 

・ 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後７日目の値と８日目の値との平均値が 90%以上で 

あること。 

・ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツム*2 を１週間、当該油処理剤の含有量が１万 cm3 

                                                        
372 公害対策基本法の子法であった、船舶からの油の排出を規制する「船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律」（海水油濁防止法，昭和４２年）の規制対象・範囲

を拡大し、同法を廃して昭和４５年に成立した「海洋汚染防止法」が「海洋汚染および海上災害の防止に関する法律」に改められたもの 
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につき１cm3以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであ

り、かつ、ヒメダカを 24時間、当該油処理剤の含有量が 30cm3以上の溶液で飼育したときにその

50%以上が死滅しないものであること。 

・ 当該油処理剤により処理された特定油が微粒子となって海中に分散するものであり、かつ、

当該処理された特定油が海底に沈降しないものであること。  

油ゲル化剤  

「海洋汚染および海上災害の防止に関する法律施行規則」第 33条の 2 （規定） 

（液体油ゲル化剤：摂氏 20度、圧力 1013.25hPaにおいて液体である油ゲル化剤） 

・ 動粘度は、摂氏 30度において 50mm2/sec以下であること。 

・ B 重油に散布した場合に、当該液体ゲル化剤１cm3につき３cm3以上の B重油をゲル化する 

こと。（粉末油ゲル化剤：摂氏 20度、圧力 1013.25hPaにおいて固体である油ゲル化剤） 

・ B 重油に散布した場合に、当該粉末ゲル化剤１grにつき３gr以上の B重油をゲル化すること。

（液体・粉末共通） 

・ 当該油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものではなく、かつ、容易に回

収されるものであること。 

・ 焼却が可能であり、かつ、焼却によって有毒ガスの発生が少ないものであること。 

 
「海洋汚染および海上災害の防止に関する法律施行規則」第 37条の 8（技術上の基準） 

（液体油ゲル化剤） 

・ 引火点は、摂氏 61度を越えるものであること。 

・ 水溶性成分が海中に残留するものでないこと。 

・ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを１週間、当該液体油ゲル化剤の含有量が１万 cm3

に 

つき１cm3以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであ

り、 

かつ、ヒメダカを 24時間、当該液体油ゲル化剤の含有量が１万 cm3につき 30cm3以上の溶液で

飼育したときにその 50%以上が死滅しないものであること。（粉末油ゲル化剤） 

・ 引火点は、摂氏 61度を越えるものであること。 

・ 海面に浮き、容易に回収されるものであること。 

・ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを１週間、10kgにつき当該粉末油ゲル化剤を１gr以

上加えた液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメ

ダカを 24時間、10kgにつき当該粉末油ゲル化剤を 30gr以上加えた液で飼育したときにその 50%

以上が死滅しないものであること。  

＊ 1 本文中の油分散剤 

＊ 2 植物プランクトンの１種  
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【油分散剤の毒性】 

油分散剤は、その効果の一方で、油分散剤自体の毒性や分散された油の毒性に対する懸念から、使用を

控えるよう求める声も強い。油分散剤の使用により返って環境悪化を招いた例として有名なのが、1967年

に英国で起こったトリー・キャニオン（Torrey Canyon）号事故の事例がある。このときには、10,000トン

の油分散剤が散布されが、使用した分散剤の毒性が強かったために、散布を行わなかった場合に比べて、

生態系の回復が著しく遅れたといわれている。日本でも、1971年に新潟沖で起きたジュリアナ号事故の際

の油分散剤散布が、環境悪化を招いたとして問題になった。このような過去の事例から、油分散剤の散布

に不安を抱く人は多く、特に漁業関係者や環境保護団体等は油分散剤の散布に反対する傾向が強いといえ

る。 

しかしながら、現在の油分散剤は、過去に問題となったものに比べて、格段に毒性が低くなっており、

過去の事例をそのまま当てはめて油分散剤の散布を否定することは適切とは言えない。トリー・キャリオ

ン号事故やジュリアナ号事故で使用された油分散剤は、第一世代と呼ばれるもので、毒性の高い芳香族系

の溶剤とエーテル型（R-O-R’：R, R’はアルキル基）の界面活性剤が使われていた。それに対して、現在の

ものは第二世代と呼ばれ、毒性の低いパラフィン系の溶剤とエステル型（R-COO-R’）の界面活性剤に切り

替えられており、油分散剤自体の毒性はかなり低減されている（表 3.5.1-2参照）。現在では、油分散剤そ

のものの毒性よりも、むしろ分散された油の毒性の方が問題になる可能性が高い。外洋においては、分散

された油は海水中の油分解菌や太陽光により酸化分解（H2O+CO2）されてしまうため、現在の油分散剤で

あれば大きな問題を引き起こすことはないといわれている。しかし、密閉性の高い内湾や入り江では、分

散された油の濃度が、生物に悪影響を与える水準にまで達してしまうことも起こり得るため、基本的には

散布を控えた方がよい。特に、水深 10m以下の浅い海域では、分散した油が海底付近まで分布する懸念が

残る。 
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表 3.5.1-2 第一世代と第二世代の油分散剤の毒性比較 

油分散剤 界面活性剤の種類 
界面活

性剤(%)  

乳化率(%) 
ヒメダカ

LD50(ppm) 

バフンウニ卵

発生(ppm) 

A重油  原油  24hr  48hr  
影響な

し  

影響あ

り  

第

一

世

代  

A  

polyoxyethylenealkylesterpo

lyoxyethylenealkylphenyleth

er  

14  12.5  29.0  94  -  10  18  

B  
polyoxyethylenealkylester 

Alkylethanol amide  
21  28.0  50.5  420  -  10  18  

C  
polyoxyethylenealkylphenyl 

ether  
18  40.0  45.0  28  -  3.2  5.6  

第

二

世

代  

D  polyoxyethylenalkylester  30  12.5  9,0  -  9000  56  100  

E  polyoxyethylenalkylester  12.6  22.8  33.5  4700  4700  100  180  

F  polyoxyethylenalkylester  12  62.5  45.0  32000  32000  320  560  

G  polyoxyethylenalkylester  20  58.1  45.0  1000  -  -  -  

H  polyoxyethylenalkylester  30  75.0  85.0  1000  -  -  -  

I  polyoxyethylenalkylester  23  46.3  56.3  -  -  18  32  

XG  polyoxyethylenoleylester  30  75.0  85.0  30000  28000  56  100  

 

【流出油の現場焼却】 

油回収装置等で回収された流出油は、ゴミ等の不純物が混ざっていることが多いため、再び“石油”とし

て利用できることは少ない。多くの場合、回収された油は、排油処理施設で焼却処分されており、処理施

設まで運搬したり、処分されるまでの間、油を一時貯蔵しておいたりしなくてはならない。機械的回収で

は追いつかず、手をこまねいていると海岸に油が漂着する。それならば、いっそ、流出現場で流出油を燃

やしてしまおうというのが現場焼却の考え方である。 

これは、一見、かなり強引なやり方に見えるが、石油はもともと燃えるものであり、回収しても最終的

に焼却処分されるのであれば、その場で燃やしてしまった方が運搬や貯蔵の手間が省けて合理的だともい

える。実際、外国では、この方法で流出油の処理が行われたことが何度かあり、エクソン・バルディーズ

号事故でも現場焼却のテストが行われた。エクソン・バルディーズ号事故のときには、テストは成功した

ものの、大規模に実施しようとしたところに暴風雨が到来、油がムース化したため、それ以上海上で油を

燃やすことはできなくなった。この例でも分かるように、流出油はムース化すると燃焼させることが非常

に難しくなる。しかし、最近は乳化破壊剤と呼ばれる一種の界面活性剤を用いて、ムース化油から水を分

離させ、油を燃焼させる技術も研究されており、海上災害防止センターで、ムース化油の焼却技術の開発

が行われている。流出油を現場で燃焼させようとした場合、重要となるのは油膜の厚さである。少なくと

も 2-3mm なければ燃焼させることはできない。しかし、海上に流出した石油は急速に拡散していくため、
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油膜は時間の経過と共に薄くなり、最終的には 0.01-0.1mmになる。そのため、耐火性のオイルフェンスで

流出油を寄せ集め、封じ込めてから燃焼させるのが一般的である。また、オイルフェンスで封じ込める作

業は、燃焼を制御するという観点からも有効で、例えば、破損したタンクに残った油への引火を防ぐこと

もできる。 

耐火性のオイルフェンスで囲まれた流出油は、船舶、ヘリコプター、ならびに飛行機から固形燃料等の

引火剤を用いて着火され、油膜の厚さが 1-2mmになるまで燃焼し続けます。したがって、最初の油膜の厚

さが厚いほど処理効率はよくなり、最初の油膜が 20mmであれば約 95%を現場焼却によって処理できるこ

とになる。なお、油膜の厚さが 1-2mm に達すると、火は自然に消えるため、消火活動を行う必要はない。

また、燃焼時に発生する熱は海水に吸収されるため、海面下まで到達することはない。 

このように、現場焼却は、成功すれば、短時間で大量流出油を処理することが可能であり、操作も比較

的簡単なため、流出油の処理には適している。しかし、流出油の燃焼時に大量の煤のほか、様々な有害ガ

スが発生するのではないかと懸念され、日本ではこれまで流出油の処理に現場焼却の実績は無い。しかし、

米国マコンド事故では現場燃焼の実績があり、選択肢のひとつであり、MDPC（海上災害防止センター）は

我が国で唯一、この現場焼却の技術と機械を備えている。 

 

参考までに、2010年に米国メキシコ湾で発生した油漏洩事故における油処理剤の使用に関する事例を以

下に記す。 

 

【米国マコンド事故における油処理剤の使用事例】 

2010 年 4 月 20 日午後 9 時 45 分、メキシコ湾の掘削リグ Deepwater Horizonが爆発炎上し、2 日後に

沈没した。油とガスの漏出は、水深 1,500mの海底にある損傷し折れ曲ったライザーの数ヶ所から、原油と

ガスが漏出した。BOP（暴噴防止装置）は、それを止めることができず、原油は以後 87 日間海中に流出し

続けた。 

制御不能な油井に対処する「基本的な」方法は、リリーフ井を掘削し元の油井を塞いで油とガスの流れ

を止める方法であるが、これには完成までに最低 3 ヶ月という長い時間がかかる可能性があった。第１リ

リーフ井の掘削は 5 月 2 日に、第２リリーフ井の掘削は 5 月 16 日に開始された。 

最も早い段階の流出速度の推定値は 500～1,000 bbl/dayであったが、後に 10,000 bbl/day以上に増加した。

世界に例を見ない最大規模の油流出事故対応作業が開始され、種々のサイズの船艇 1万隻近くが動員され

た。1,100 kmを超えるハード型オイルフェンスおよび約 3,000kmのソフト型オイルフェンスが展張され、

400 回を超える現場燃焼も行われた。さらに大量の油処理剤が使用された。 

油処理剤の使用関連の緊急時対応計画には特定の油処理剤の使用があらかじめ許可されていた。海面に

最初の油が確認されると同時に、緊急時対応計画が発動され、4 月 22 日に航空機による油処理剤の散布が

開始された。海面の流出油に油処理剤を使用する目的は、油が海岸に漂着し油に脆弱な湿地帯および沿岸

が汚染されるのを防ぐためである。これは油流出緊急時対応計画に説明されており、この原則は米国政府

の関係機関と事前に合意されていた。油処理剤の使用が成功すると、油は海面から極めて小さな油滴にな

って水中に移動する。これらは沈むことなく、ごく一部は強い乱流によって水中上部に留まる。分散した

油は、メキシコ湾の海水中で自然発生する微生物により急速に生分解される。 
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海底での油処理剤使用は、5 月 1 日に初めて試みられた。海底での油処理剤使用は、これまで一度も行

われたことがなく、これに関する規制は全くなかった。目的は、海面の油に油処理剤を使用する場合と同

じで、海面に浮上した油が漂着して沿岸や湿地帯を汚染することがないようにすることであった。油処理

剤は、ROV で保持されたパイプにより、坑口から流出する油とガスに向けて投入された。油処理剤の海底

投入は、油とガスが海中に流出する時の乱流撹拌域へ行われた。この撹拌状況では、油処理剤は非常に有

効であり、量も少なくて済んだ。海底での油処理剤投入は、1 日 24 時間、週 7 日間実施できるため、航

空機による油処理剤散布（昼間のみ、気象条件に制約）より効率的である。開始から数日後、5 月 7 日に

海底での油処理剤投入は EPA（米国環境保護庁）により、毒性影響の懸念から一時中止されたが、5 月 24 

日、EPA は以下を要求して、指令の修正を出した。 

・油処理剤の使用量を 75%削減すること。 

・例外的な状況を除き、油処理剤の海面散布を排除すること。 

・海底での油処理剤の使用量を最大 15,000 gal/day(357 bbl/day)）に制限すること。 

 

油処理剤の使用は NIC（国家災害指揮官）であるサッド･アレン USCG 提督の指揮下 

で継続され、海底での使用は 7 月 15 日に油流出が止まるまで続けられた。油処理剤の散布作業が終了

するまでに、約 7,000 m3の油処理剤が使用されたが、うち約 4,000 m3が空中から海面の油に散布され、

約 3,000 m3が海底の油に投入された。これは、これまでに 1 件の油流出事故の対応に使用された油処理

剤の量としては最大である。 

残存油が最終的にどうなるのか、油が最終的にどうなるのかについては研究が進められている。 

 

（３）海上災害防止センター 

参考までに、海上災害防止センターの活動状況を以下に記載する。 

 

【海上災害防止センターの概要】 

一般財団法人海上災害防止センター（MPDC：Maritime Disaster Prevention Center）は、海洋汚染等および

海上災害の防止に関する法律（昭和 45年法律第 136号）第 42条の 13第 1項に基づく海上保安庁長官の指

定する指定海上防災機関で、主に、海難事故時の防災処置、消防や巡回、防災用機材の提供、海上火災の

訓練実施、各種調査研究等を行っている。 

設立の経緯は以下のとおりである。 

1972年 5月：財団法人海上保安協会内に海上消防委員会が設立 

1974年 12月：財団法人海上防災センターとして独立 

1976年 10月：認可法人となり、海上災害防止センターに名称変更 

2003年 10月：独立行政法人海上災害防止センターに名称変更 

2013年 10月：独立行政法人海上災害防止センター解散、一切の権利および義務を一般財団法人 

    海上災害防止センターとして継承 
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【MPDCの業務内容】 

日本近海で油流出事故が発生した場合、その現場には防除活動を実行する“二つの立場”が存在する。一

つは汚染原因者となってしまった、例えば、船舶所有者や臨海部の石油化学会社の事業主で、もう一つは、

国、地方自治体等「公の立場」である。MDPC は、主に前者、つまり「原因者の立場」で活動している。 

日本の「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律」や「石油コンビナート等災害防止法」等（以

下「国内法」という。）では、第一義的には防除を実施する義務は、汚染原因者にあり、応急措置義務、防

除措置義務、および援助協力義務等として認知されている。法令で備え付けが義務付けられた資機材等を

活用して、自らの防災組織で対応できればよいが、通常、例えば、座礁したタンカーの船内に備え付けて

いるオイルフェンスや油処理剤を乗組員が使用して、拡散してしまった油を防除することは難しく、陸上

施設から流出した油が港内全域に拡散した場合には、地域関係者との調整も含めて難しい問題が発生する。

そのような場合、MDPC は原因者（船舶所有者や石油化学会社等）の要請によって、海上防災措置に関す

る契約を締結して、油流出の場合は防除活動を、引火性や有毒性の高い有害危険物質の流出や火災の場合

は、現場安全確保や火災消火活動も含めた対応を実施する。 

MDPCの対象とする業務は、油の流出事故への対応に限定していない。日本においては、油や有害液体

物質等の海洋への流出事故および海上火災事故を包含して「海上災害」と定義されており、MDPC は第一

義的な義務者となる原因者の代行として、海上災害現場で“原因者側の立場”で事故対応にあたり、1976 年

から現在まで 160 件の海上災害対応（主に流出油防除活動）の実績がある。 

一方、汚染原因者が適切な防除活動をしなかった場合や緊急性の見地から原因者の措置を待つ時間がな

い場合、海上保安庁長官の指示を受け、MDPC は民間組織から国の機関に変身して「行政代執行の代行」

を行う。この業務は数件の実績があるが、創業期から 1980 年代前半までのことで、近年では船主責任保険

（P＆I 保険）の強制化等によって、適切に防除が行われる環境が整備されていることから、国の業務を代

行することはほとんどない。 

以上のように、MDPCは、通常は「原因者の立場」から防除するという原因者側の民間組織という性格

であるため、創設以来、組織を運営するための資金（運営費交付金）を国から受けることなく、独立採算

を貫いている法人であり、かつ、営利を目的としない法人である。各種自主事業等で得た資金は、防除資

機材の充実や HNS 流出火災に効果的な特殊な泡消火薬剤等を整備するなどして、日本の海上防災体制の

充実強化の一翼を担っている。 

具体的な業務内容時は、以下のとおりである。 

1)国内法で防除資機材や防災要員の配備義務がある油タンカーや HNS タンカーの船舶所有者に代わ

って、所要の防災体制をスタンバイし、緊急時には提供し、その証明書を発給する業務 

2)STCW 条約に基づく危険物タンカー乗組員等への教育訓練業務 

3)油回収装置の性能評価等海上防災に関する調査研究業務 

4)個別事業者の委託による緊急時計画作成や各種訓練、コンサルタント業務 

※STCW条約：船員の訓練および資格証明ならびに当直の基準に関する国際条約（The International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers） 
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【油漏洩事故時の際の対応】 

日本近海で油流出事故が発生した場合、MPDCは、地域関係者に対して、事故対応計画（Incident Action 

Plan）の内容や防除手法のコンセンサスを得る最善の努力を払い、環境的・経済的・政策的ファクターのバ

ランスをとり、効率的かつ効果的な防除および清掃手法を計画・実行する。 

万一、非営利の視点を見失ってしまえば、地域関係者から「営利目的だ。ワザと防除作業の期間を引き

延ばして儲けている。」と誤解を招きかねない。そうなれば、地域関係者からの信頼は失墜し、円滑な防除

活動が停滞する可能性が出てくる。 

MDPC の職員は 37 名程度で、大型消防船は 2隻しか保有していない。そこで、全国をカバーするため、

主要な港湾で曳船業務や港湾サービス業務、倉庫業務を行っている民間港湾関連企業と「事前契約」（「契

約防災措置実施者」：サブコントラクタ）して、MDPC の所有するオイルフェンスや油回収装置、個人保護

装具や消防関連資材等の保管・管理を委託するとともに、MDPCから教育訓練を提供して（MDPC が委託

料を支払って）対応体制を維持・向上させている。さらに、当直員や当番船の毎日の確認、事故現場写真

の MDPC本部への自動転送や逆に本部データの現場への転送等「事故対応支援システム」を構築・運用す

ることによって、東京湾、伊勢湾および瀬戸内海では 24 時間 365 日出動体制が確立している。 

 

参考までに、海外のオペレータである ANADARKO 社が実施したニュージーランド北部の Tanasaki 

Basinで実施した鉱害防止対策の事例を以下に示す（詳細は主要参考文献 No.4参照）。 

 

【ANADRAKO 社事例】 

世界有数の石油探鉱開発会社である米国 Anadarko社が、ニュージーランド北部の Taranaki Basinで実施

した水深 1,000m～1,500mにおける試掘を実施する際に実施した環境影響評価書（EIA：Environmental 

Impact Assessment） である。本書は国際的な環境コンサルタントである ERM（Environmental Resources 

Management）により、以下のスコープで実施された。 

1)プロジェクト地域において、掘削作業の影響を受けやすい周辺状況の把握 

2)掘削作業が周辺環境に及ぼす環境影響の評価 

3)周辺環境に与える影響を回避もしくは最小化するために実施すべき手段 

 

Anadarko社の掘削時期は 2013年 11月から 2014年 2月にかけての 65-75日間の最初の試掘キャンペー

ンであり、今後の掘削は試掘結果により計画される。 

今後の探鉱･開発作業は、別途、Exclusive Economic Zone and Continental Shelf（Environmental Effects）

Act 2012（EEZ Act）に基づき、EPA（Environmental Protection Authority）へ提出される環境影響評価によ

り計画されるであろう。そこには、坑井位置、油漏洩モデリング、リグ情報、Environmental Management 

Plan（EPA）が含まれる。 

1.0 序（背景、目的および概要他） 

2.0  ポリシー、法規制他 

3.0 プロジェクト概要 

4.0  環境 
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5.0 環境影響評価 

6.0 試掘によるインパクトの要因 

7.0 環境影響のとりまとめ 

8.0 環境マネジメント計画 

9.0 結語 

10.0  参考資料 

 添付資料 

  A：ステークホルダー・エンゲージメント 

  B：ディスチャージ・マネジメント･プラン 

    （掘屑（カッティングス）、オイルスピル、ウェルコントロール、環境モニタリング等） 

 

 

 海底パイプラインの漏洩および腐食防止対策 

 

（１）背景 

生産段階の仕上げは、ドライツリー方式（プラットフォーム）によるパイプライン輸送、もしくはウェ

ットツリー方式による船（FPSO：Floating Production, Storage and Offloading system）による輸送がある。パ

イプライン輸送を選択する場合には、海底パイプラインの鉱害対策として、海底パイプラインからの漏洩

を考慮する必要がある。パイプラインの腐食は漏洩の原因の 1つである。 

パイプライン防食はパイプラインを保守管理する中で最重要事項の 1つである。防食方法としては、パ

イプライン材料の選定、インヒビターの添加、塗装、電気防食等があげられる373。 

 

（２）大水深におけるパイプラインの防食・腐食の観点からのインスペクションとモニタリング方法、技

術基準等 

 大水深における海底パイプラインは、その設置場所の都合上、敷設後のインスペクション、モニタリン

グ、メインテナンス、補修作業等が陸上パイプラインに比べ困難である。特に大水深では、水深がダイバ

ーの潜水限界を超えるため、すべての活動は、遠隔操作で実施する必要がある。 

また、パイプラインが損傷した場合は大規模な海洋汚染を引き起こす可能性があり、パイプラインの敷

設計画・設計に際しては、a)損傷を未然に防ぐという観点、b)損傷が起きてしまった場合にいかに被害を最

小限に抑えるかという観点の両面を考慮し、詳細なリスクアセスメントの結果に基づくプロジェクトごと

の適切な保安・環境保全措置を講じるべきである。 

 

 

                                                        
373  JOGMEC 講演資料：腐食対策（2009.Jan.16） 
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（３）インスペクション・モニタリング方法374 

【保守管理】 

 海底パイプラインの安全操業を行うためには、定期的なインスペクション・モニタリングが重要であ

る。ルート沿いに行なう目視検査、電気防食の機能検査、沈下測定や必要に応じたパイプライン洗掘調

査、バルブ類の作動検査等を計画的に実施し、腐食・漏洩を検知した際にはその後の対応を検討する。 

 

【漏洩・腐食検知】 

 漏洩検知には、自動漏洩検知装置の設置、ラインパックテスト、内面腐食検査には検査ピグ方式、外

面腐食検知には ROV、AUV によるカメラ視認および超音波検査等の方法がある。 

自動漏洩検知とは、パイプラインの入口と出口の流量差を測定することにより漏洩を検知する方法で、

流量差が計器の誤差範囲以上となれば漏洩の可能性が大きい。ただし、この方法は定常流状態において有

効とされ、非定常状態では漏洩の判断が難しい。また、大口径パイプラインでは流量が大きいため微少な

漏洩検知が難しい。 

ラインパックテストとは、ライン内の圧力変化を測定して漏洩を検知する方法である。パイプラインの

圧力を一定に保持したまま運転を停止し、バルブを遮断して各遮断バルブ前後間の圧力変化により漏洩の

有無を検知する。この方法は、かなり微少な漏洩を検知できる反面、周辺温度の影響を受け易い事や、破

孔が存在した場合は加圧時に漏洩が起きてしまう等の欠点がある。 

内面腐食の検知に最も一般的であるのが検査ピグ方式である。この方式は、パイプ内を、超音波プロー

ブを搭載したピグや強磁性体を搭載した漏洩磁束検査ピグを走行させ、腐食状況や板厚、漏洩ヶ所を探知

する方式である。漏洩磁束検査ピグはガス、液体、二相流に適用可能だが、非磁性体には使えない。また

超音波ピグは非常に板厚の厚いものまで検査可能で高精度だが、接触媒体が必要となる。これらインテリ

ジェントピグを用いた方式は、近年パイプラインの健全性を評価するために幅広く世界中で行なわれてい

る。図 3.5.1-1および図 3.5.1-2は、検査ピグの事例である。 

 

 

 

 

                                                        
374 鉱業労働災害防止協会：鉱山保安テキスト 鉱場（2014 年改訂版） 
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図 3.5.1-1漏洩磁束検査ピグ (BJ Pipeline Inspection Services)375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.1-2 Half Wave社 インテリジェントピグ376 

  

ROVとは、ジャイロやサイドスキャンソナー等の検査機器を搭載し、磁気探査、音響測深機で深浅測量

による埋設深さ測量、防食電位検査等を行う機器である。ROVは従来から外面腐食検査に使用されている

が、有索であるがため、大水深ではシステム規模が大きくなり、それに見合う母船が必要となるため運用

コストが高いものとなること、また水深増加に伴うケーブル重量の増加のため、操作性が下がること、検

査時間が長いこと等の欠点がある。 

一方 AUV（Autonomous Underwater Vehicle（自律型無人潜水機）：図 3.5.1-3）は、コンピュータと動力源

を内蔵し、装備した各種の航行用センサーの情報をもとに、外界の状況を判断し自律的に行動する水中ロ

ボットである。無索であるため浅海、大水深を問わずシステム規模が小さく、運用が容易であり、また小

型商業船で運用できるため、運用コストも ROVに比べ格段に安い。そのため AUV は、コストを削減しな

がらも、検知能力、安全、信頼性に優れた海底パイプラインの外面腐食・漏洩検査を提供できるため、敷

設されたパイプラインの外面腐食・外面検査への使用が広がっており、特に大水深では有効であると考え

られている。 

                                                        
375 http://www.bjservices.com/website/pps.nsf/PS/0DB8733098ECA13F86257283007564ED 
376 http://www.halfwave.com/pipeline-subsea-inspection/ 
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図 3.5.1-3 Bluefin ロボティクス社の自律型無人潜水機377 

 

【諸外国の技術基準】 

1950 年代に米国メキシコ湾湿地帯において海洋油田開発が本格化し、これと併せて輸送用の海底パイプ

ライン敷設が盛んとなった。その後、石油需要の増加に伴い海洋油田開発の活発化とともに、徐々に大水

深や自然環境の厳しい場所においてパイプライン敷設が行われるようになって来た。 

それとともに欧米では技術基準も併せて発展しており、海底パイプラインに関する国際的な技術基準お

よび規則として、以下の任意団体や政府機関のものがあげられる。 

 

1)ANSI（American National Standards Institute）（米国国家規格協会）/ASME（The American Society of 

Mechanical Engineers）（米国機械学会） 

 ・ANSI Code B31.4（Liquid Petroleum Transportation Piping Systems） 

 ・ANSI/ASME Code B31.8（Gas Transmission and Distribution Piping Systems） 

2)DNV GL 

 ・DNV OS-F101（Submarine Pipeline Systems, 2013） 

3)ISO（International Organization for Standardization）（国際標準化機構） 

 ・ISO 13623（Petroleum and natural gas industries, Pipeline Transportation Systems, 2000） 

4)API（American Petroleum Institute（米国石油協会）） 

 ・API RP1111（Design, Construction, Operation, and Maintenance of Offshore Hydrocarbon Pipelines

（Limit State Design）, 2011） 

                                                        
377 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%BE%8B%E5%9E%8B%E7%84%A1%E4%BA%BA%E6%BD%9C%E6%B0%B4%E6%A9%9F 

#mediaviewer/File:BPAUV-MP_from_HSV-.jpg 
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5)U.S. Department of Transportation（米国運輸省） 

 ・Code of Federal Regulations Title 49, Part 192（Transportation of Natural and Other Gas by Pipeline） 

 ・      〃      Title 49 Part 195（Transportation of Hazardous Liquids by Pipeline） 

6)British Standards Institution 

 ・BS8010（Code of Practice for Pipelines） 

 

海底パイプラインでは腐食対策として、外面塗装と電気防食を施すのが一般的である。 

上記海外基準のうち、ISO 13623 , DNV-OS-F101-2013,  API RP 1111,  ASME B31.8-2012では、腐食対策

として外面塗覆装、および電気防食を施すことが規定されており、また Code of Federal Regulations Title49

では外面塗覆装および電気防食に関する具体的な方法・手順について規定がある。以上をまとめて表 3.5.1-

3に示す。 

 

表 3.5.1-3 海底パイプラインに関する海外基準の比較378 

規格等 備考 
ISO 13623 (Petroleum and natural gas 
industries - Pipeline Transportation Systems) 

外面塗覆装＋電気防食 
 

DNV-OS-F101-2013 (Submarine Pipeline 
Systems) 

外面塗覆装＋電気防食 
 

API RP 1111 (Design, Construction, Operation, 
and Maintenance of Offshore Hydrocarbon 
Pipeline (Limit State Design)) 

外面塗覆装＋電気防食 
電気防食は NACE SP 0607に従う（DNV 
RP B401「カソード防食設計」相当） 

ASME B31.8-2012 (Gas Transmission and 
Distribution Piping Systems) 

外面塗覆装＋電気防食 
 

米国 Code of Federal Regulations Title49 
(Transportation) 

外面塗覆装および電気防食に関する具体

的な方法・手順について規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
378 参考：産業・エネルギー基盤強靱性確保調査事業（ガス事業基盤の強靭性確保に関する調査）②海底パイプライン報告書(東京ガス株式会社 2014 年 3 月) 
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４．まとめ 
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4  まとめ 

4.1  諸外国の法規制と保安対策の動向 

３章では、大水深海底石油・天然ガス開発先行国の法律および規則等による規制と保安対策技術の現状

と、それら法規制および保安対策技術のマコンド事故後の見直し動向について調査した。それらの概要を

まとめて以下に示す。 
 

  海洋石油・天然ガス事業に係る規制の成り立ち 

 規制対象 

各国の海洋石油・天然ガス事業に係る規制に関する法律の対象は、国により記載の違いはあるものの、

いずれの国も国連海洋法条約における大陸棚379における天然ガスを含む石油となっている。ノルウェーで

は陸上における石油事業施設も規制対象とし、ブラジルでは陸上の石油も対象としている。各国の規定は

以下の通りである。 

 

1)米国 大陸棚におけるすべての鉱物資源を対象とし、大陸棚とは州の管轄地（沿岸か

ら 3海里）の外側で海の方へ（seaward）広がるすべての水中の土地であって、

その海底および下層土が米国に帰属しその管轄および支配の対象となるものと

定義。 

2)ノルウェー ノルウェー大陸棚の石油を対象とし、大陸棚とはノルウェー領海を越えて広が

る海域の海底と地下で、大陸縁辺部の外縁に至るノルウェー領土の自然な広が

り。領海の幅を測定する基線から 200海里を下回らないが、他国との中間点を

越えない。ただし、基線より 200海里を越える大陸棚に関する国際法の規定ま

たは関係国との合意にもとづくものを除くと定義。 

3)英国 石油とは Continental Shelf Actによる女王の権利の及ぶ範囲の石油と定義し、

Continental Shelf Actによる大陸棚の定義に基づく。 

（※Continental Shelf Act では、女王の権利の及ぶ範囲は Orderにより定めると

され、Orderは国際的合意の実行によると定めた Territorial Sea Act にもとづ

き発行される。現時点では The Continental Shelf(Designation of Areas) Order 

2013が最新のもので、200海里を超える部分は国連海洋法会議に従って大

陸棚限界委員会に提出したもの。） 

4)オーストラリア 沿岸から 3海里を超える連邦海域の石油を対象とし、連邦海域である大陸棚の

定義は Seas and Submerged Lands Act に基づく。 

（※Seas and Submerged Lands Act では、大陸棚とは 1982年の国連海洋法会議合

意の 76条またはその他のオーストラリアがメンバーとなった国際的合意に

よると定義している。） 

 

                                                        
379 Appendix_米国_1 参照（海洋政策研究財団ホームページ，http://www.sof.or.jp/tairikudana/02application/index.php） 
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5)ブラジル 連邦が独占所有する、陸上、領海、大陸棚、排他的経済水域を含む、国内の石

油、天然ガス、その他の流体炭化水素 

 

 規制の成り立ちに関する主な出来事 

今回調査したいずれの国でも、まず海洋石油・天然ガス事業が始まり、次いで規制機関や法規の整備が

行われている。また、大きな事故を経て規制の見直しが行われ、現在に至っている。 

米国では、1890年代から海洋石油・天然ガス開発が始まり、1953年に大陸棚の開発について定める OCS 

Lands Act（大陸棚法）が制定された。1978年以来、内務省の下部組織である MMS（鉱物資源管理部）が資

源管理および HSE規制を行ってきたが、2010年 4月のマコンド事故を受けて MMSの機能を分割し、資源

管理を行う BOEM（海洋エネルギー管理規制･執行局）と HSE規制を行う BSEE（安全･環境執行局）が設

立され現在に至っている。 

ノルウェーでは、1966年に海洋石油・天然ガス開発が始まり、1973年に資源管理および HSE規制を行

う NPD（ノルウェー石油管理局）が設立された。1979年には、現在の４規則・ガイドラインの施行につな

がるマネジメントシステムの導入が義務化され、1996年には Petroleum Activities Act（石油活動法）が制定

された。その後、2004年に PSA（石油安全局）が設立されて NPDの石油・天然ガス開発の HSE規制につ

いて継承し、NPDは鉱区の管理・ライセンス承認等を管掌する規制体制となり、2011年に現行の４規則・

ガイドラインが制定され、現在に至っている。 

英国では、1960 年代に海洋石油・天然ガス開発が始まり、1964 年には大陸棚の開発について定める

Continental Shelf Act（大陸棚法）が制定され、1975年には UK HSE（英国安全衛生庁）が設立されている。

その後、1988年のパイパーアルファ事故を受けた安全規制の抜本的見直しにより、1992年に Offshore Safety 

Act（海洋安全法）が制定され、現行のセーフティーケースによる規制が導入された。 

オーストラリアでは、1960年代の海洋石油事業の始まりとともに、連邦と各州等との間で海洋石油事業

に対する法的権限で紛争が続いていたが、連邦と各州等による 1967 年の「海洋石油合意（Offshore  

Petroleum Agreement）」および 1980年の「海洋の憲法和解（Offshore Constitutional Settlement）」を経て、2006

年に OPGGS Act（海洋石油および温室効果ガス貯留法）が制定され、連邦の大臣と各州等の長で構成する

Joint Authorityによる共同管理体制が導入された。その後、2009年 10月のモンタラ事故を受けた規制機関

の見直しにより、それまでの NOPSA（海洋石油安全局）による安全衛生規制と、環境省による環境規制と

を一元的に監督する、NOPSEMA（海洋石油安全環境管理庁）が 2012年 1月に設立され、現在に至ってい

る。 

ブラジルでは、1970年代から国営ペトロブラス社による独占体制が続いていたが、1997年に石油法が制

定され、ペトロブラス社の独占体制が終了するとともに ANP（石油庁）が設立された。環境面については、

1981年の環境基本法（Law 6,938）制定により CONAMA（環境省）が設立され、1989年には IBAMA 設立

法（Law 7,735）により CONAMA の下部組織である規制機関 IBAMA（環境再生可能資源局）が設立され

た。その後、2001年の P-36事故を受けて、2007年に ANPにより事業者に海洋石油天然ガス開発にかかわ

る安全環境マネジメントシステムを義務付ける「海洋掘削施設および石油･天然ガス生産に関する操業安全

管理体制の技術的規制（Resolution ANP No. 43 ）」が施行され、現在に至っている。 

 



249 
 

以上の各国の海洋石油・天然ガス事業に係る規制の成り立ちに関する主な出来事を、表 4.1.1-1に示す。

下線を付けた法律が、各国の海洋石油・天然ガス事業に係る主な法律である。 

 

表 4.1.1-1各国の海洋石油・天然ガス事業に係る規制の成り立ちに関する主な出来事 
 主な出来事 

米国 
 

1890年代～ 
1953年 
1969年 
1970年 
1978年 
2010年 4月 
2010年 6月 
2011年 1月 

海洋石油・天然ガス開発始まる 
大陸棚の開発について定める OCS Lands Act（大陸棚法）制定 
サンタバーバラ事故 
National Environmental Policy Act（環境基本法）制定 
内務省に資源管理および HSE規制を行う MMS（鉱物資源管理部）設立 
マコンド事故 
MMS を BOEMREに名称変更 
BOEMREを分割し、資源管理を行う BOEM（海洋エネルギー管理規制･執行局）と

HSE規制を行う BSEE（安全･環境執行局）を設立 

ノルウェー 
 

1966年 
1973年 
1977年 
1979年 
1980年 
1996年 
2004年 1月 
2011年 1月 

海洋石油・天然ガス開発始まる 
資源管理および HSE規制を行う NPD（ノルウェー石油管理局）設立 
ブラボ事故、BOP義務化 
自主規制に関するガイドライン制定、マネジメントシステム導入義務化 
キーランド事故、海洋安全規制を NPDに一元化 
Petroleum Activities Act（石油活動法）制定 
PSA(石油安全局)設立、NPDの石油・天然ガス開発の HSE規制を継承 
現行の４規則・ガイドライン施行 

英国 
 

1960年代～ 
1964年 
1974年 
1975年 
1988年 
1992年 
1998年 

海洋石油・天然ガス開発始まる 
大陸棚の開発について定める Continental Shelf Act（大陸棚法）制定 
UK Health and Safety at Work etc Act（英国労働安全衛生法）制定 
UK HSE（英国安全衛生庁）設立 
パイパーアルファ事故 
Offshore Safety Act（海洋安全法）制定、セーフティーケース規則導入 
Petroleum Act（石油法）が制定され、大陸棚法における石油開発についての権利等

の規定を継承 

オースト 
ラリア 

 

~1960年代 
1967年 
 〃 
1980年 
2005年 
2006年 
   
2009年 10月 
2011年 10月 
2012年 1月 

連邦と各州等との間で海洋石油事業に対する法的権限で紛争 
連邦と各州等で合意（海洋石油合意）成立 
Petroleum (Submerged Lands) Act（海洋石油法）制定 
連邦と各州等で和解（海洋の憲法和解）成立 
海洋石油事業の安全衛生規制を行う NOPSA（海洋石油安全庁）設立 
OPGGS Act（海洋石油および温室効果ガス貯留法）制定、連邦の大臣と各州等の長

で構成する Joint Authorityによる共同管理体制導入 
モンタラ事故 
OPGGS Act改正 
NOPSAの安全衛生規制を継承し、環境も一元的に監督する NOPSEMA（海洋石油

安全環境管理庁）設立  

ブラジル 
 

1970年代～ 
1981年 
1989年 
1997年 
  
2001年 
2007年 

国営ペトロブラス社独占、自主規制 
環境基本法（Law 6,938）制定、環境規制を行う CONAMA（環境省）設立 
CONAMA の下部組織である規制機関 IBAMA （環境再生可能資源局）設立 
Petroleum Act（石油法 Law 9,478）制定、ANP（石油庁）設立 
ペトロブラス社の独占体制終了 
P-36事故 
Resolution ANP No.43施行 
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  海洋石油・天然ガス事業に係る法体系と組織体制 

 法体系 

3.3において調査した海洋石油・天然ガス開発において先行している各国の法体系は、いずれも 

   法律－規則（規制機関作成の法的拘束力のあるもの）－ガイドライン等 

との階層構造になっているが、ガイドライン等に該当する部分（太字で表記）については、国により異な

っている。 

 

米国では、ガイドライン等に該当するものとして、連邦政府作成の規則案（ルール）、通知（NTL）、安全

警告（Safety Alert）、米国石油協会（API）作成の API規格類がある。ルールは、規則作成段階に産業界の

関係者から意見を求める手続きであり、NTL は BSEEが必要に応じて随時規則の運用を通知するものであ

る。また、米国石油協会（API）が各種規格を作成し、CFRはその多くを取り入れて適用を義務付けている。 

 ノルウェーでは、ガイドライン等に相当するものは、PSA作成のガイドライン（解釈例：Guidelines）お

よびノルウェー規格協会（NORSOK）作成の各種規格である。ガイドラインは規則と一体の詳細な逐条注

釈集であり、NORSOK規格を参考として示すことで連携している。 

 英国では、ガイドライン等に相当するものは UKHSE作成の実施例（Approved Code of Practice）、ガイダ

ンス（Guidance、解釈例）、事業者団体等作成のガイダンス（Guidance、解釈例）である。UKHSEのガイダ

ンスでは、ノルウェーの場合と異なり、特定の規格への言及は見られない。 

 オーストラリアでは、ガイドライン等に相当するものは、NOPSEMA作成のガイダンスノート（Guidance 

Note、解釈例）および事業者団体等の民間がガイダンスである。NOPSEMA作成のガイダンスノートでも、

英国と同様に特定の規格への言及は見られない。 

 ブラジルでは、国の作成する規制規格 NRがあり、規則（Resolution）ではないが運用上義務付けられて

いる。ガイダンス等に相当するものは見られない。 

 

 以上の国別の違いは以下のようにまとめられる。 

 

1)米国 ・国作成の法律（Acts）、規則（Regulations）、規則案（Rule）、通知（NTL）、Safety 

Alert 

・国の規制機関が必要に応じ随時規則の運用を通知、または規則案の形で提示 

・米国石油協会（API）が各種規格を作成 

2)ノルウェー ・国作成の法律（Acts）、規則（Regulations）、ガイドライン（解釈例：Guidelines） 

・国の規制機関が規則と一体の詳細な逐条注釈集であるガイドラインを作成 

・ノルウェー規格協会（NORSOK）が各種規格を作成 

3)英国 ・国作成の法律（Acts）、規則（Regulations）、実施例（Approved Code of Practice）、

ガイダンス（Guidance、解釈例）、事業者団体等作成のガイダンス 

・実施例等について作成 
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4)オーストラリア ・国作成の法律（Acts）、規則（Regulations）、ガイダンス（Guidance Note、解釈

例） 

・国の規制機関および事業者団体等の民間がガイダンスを作成 

5)ブラジル ・国作成の法律（Law、CLT）、規則（Resolutions）、規制規格（NR）、（ガイダン

ス等は見られない） 

 

また、法規に従わなかった場合の罰則規定については、以下の通りである。 

 

1)米国 《大陸棚法》 

過失による違反には違反状況を修正するまで US$20,000/日以下の罰金、故意の

違反には 10年以下の懲役または禁固（Imprisonment）または US$100,000以下

の罰金が課される。 

2)ノルウェー 《石油活動法》 

・故意または過失により違反した場合には罰金または禁固 3ヶ月以下、悪質な

場合には禁固 2 年以下の罰則が課される。 

・他の法令（Working Environment Act，Pollution Control Act，Health Personnel 

Act等）の罰則の方が厳しい場合にはそちらによる。 

3)英国 《石油法》 

廃坑（海洋施設または海底パイプラインの廃棄）に関する規則の違反者には２

年以下の懲役または禁固（Imprisonment）を課す。 

4)オーストラリア 《海洋石油および温室効果ガス貯留法》 

罰金については条項ごとに規定されている。懲役または禁固（Imprisonment）

に処せられるものとしては以下の内容と年数が規定されている。 

・NOPSEMAまたは連邦の担当大臣の命令に違反した場合：５年または罰金

（違反により金額に違いあり）またはその両方 

・海洋石油・天然ガス事業関連施設に損害を与えた場合：１０年 

・安全区域、禁止区域へ侵入した場合：過失の度合いにより最大１５年 

・NOPSEMAへ虚偽または間違った証拠を提出した場合：１年 

・連邦の担当大臣に指名された委員会の委員が情報を漏洩した場合：１年 

5)ブラジル 《石油法》 

罰則規定は見られない。 

 

 組織体制 

現時点の体制に至った経緯を見ると、まず米国では、マコンド事故調査委員会の提言を受け、MMSがラ

イセンス等鉱区管理を行う BOEMと HSE規制を行う BSEEに分割された。これは、ノルウェーで石油エ

ネルギー省の下部組織である NPDから HSE規制を分離して PSAが設立されたケースと類似しているが、

米国では分割後も同じ内務省の下部組織、ノルウェーでは分割された PSAは NPDとは違う労働省の下部
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組織であるなどの点が両国間では異なっている。 

英国では、安全衛生規制は労働省の下部組織である UKHSE によることで一貫している。制度面では、

パイパーアルファ事故を受けた Safety Case文書による規制の導入が大きな制度の転換であった。マコンド

事故を調査した結果でも、規制組織に大きな変更はなかった。 

一方、オーストラリアでは、モンタラ事故調査委員会の提言を受けて NOPSEMAは Department of Industry

から独立し、政府直属の組織となった点が米国、ノルウェー、英国と異なっている。また、連邦国家であ

るため、連邦政府と各州等との協調を図るための共同当局（Joint Authority）、指定当局（Designated Authority）

を通じた共同管理が他の国と違って特色がある。 

ブラジルでは、ペトロブラスの独占体制終了は、鉱区権利の契約後に環境規制を行う IBAMA の環境ラ

イセンスを取得することが必要な点と ANPによる規制体制に変更は見られない。 

 

以上の経緯により、現時点では、米国、ノルウェー、英国、オーストラリアでは石油・天然ガス事業に係

る安全・衛生・環境の監督については一元化され、単一の規制機関による規制体制となっている。見直し

の契機となった事故の原因、背景等が事故それぞれに固有のものであるため、事故調査のために設置され

た調査委員会による政府への提言内容が国ごとに異なるものとなっており、役割の明確化、権限の強化等

について見直しが行われている点は共通しているが、国ごとに組織のあり方は異なっている。 

以上の各国の規制組織について、まとめて表 4.1.2-1に示す。 

 

表 4.1.2-1 石油・天然ガス事業に関する規制組織 

 石油事業（鉱区のライセンス等） 安全・衛生・環境 

米国 
内務省 

└ BOEM 

内務省 

└ BSEE 

ノルウェー 
石油エネルギー省 

 └ NPD 

労働省 

└ PSA 

英国 
エネルギー気候変動省（DECC） 

 

労働年金省 

└ UK HSE 

オーストラリア 

共同当局（Joint Authority） 
└ 指定当局（Designated Authority） 
└ 海洋石油権原管理者（NOPTA；National 

Offshore Petroleum Titles Administrator） 

NOPSEMA （ National Offshore 
Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority） 
 

ブラジル 

鉱山エネルギー省 
└ ANP 
 
 

・鉱山エネルギー省 
└ ANP 

・環境省 
└ IBAMA 

・労働雇用省 
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  海洋・石油天然ガス事業に係る規制の基本的な考え方と HSE規制一般的アプローチ 

 法律および規則の規定する内容 

米国では、事業の細部まで規則により規定し、細部まで国の関与が強い。ただしマコンド事故後に追加

したリスクマネジメントシステム（SEMS）に関する規定では、システムに必要な項目を CFR規則で規定

し、実践については事業者自らリスク管理を行うことを義務付けている。 

ノルウェーでは、 国が要求性能を規則により規定し、実践については事業者自らリスク管理を行うこと

を義務付けている。ただし、国が規則の逐条的詳細解釈（ガイドライン）を作成し、民間作成の NORSOK

規格を参考として提示、NORSOK規格と強く連携している。 

英国では、国が要求性能を規則により規定、実践については事業者自らリスク管理を行うことを義務付

けている。国は法規の実践例や解釈（ガイダンス）を作成するが、規格との連携はない。 

オーストラリア では、英国と同様に、国が要求性能を規則により規定、実践については事業者自らリス

ク管理を行うことを義務付けている。国は法規の解釈（ガイダンスノート）を作成するが、規格との連携

はない。 

ブラジルでは、省庁により事業内容細部まで規則により規定する場合と、要求性能を規則により規定し

て実施は事業者自らリスク管理を行うことを義務付ける場合が混在しているようである。 

 

上記のように、法律および規則の規定する内容については、要求される性能を規定し実践については事

業者自らリスク管理を行うことを義務付ける考え方と、規則により詳細に規定し実施を義務付ける考え方

の、大別して２つの考え方がみられる。一般的には、前者をパフォーマンスベースの規制、後者をプリス

クリプティブな規制と整理している。ノルウェー、英国、オーストラリアが前者、米国は従来後者であっ

たがマコンド事故後は一部（SEMS）につき前者を含む後者、ブラジルは両者混在である。 

 

例えば、重要な保安装置である BOP（暴噴防止装置）を例にとると、英国の規則には BOPとの機器名は

一切出てこないが、米国は、BOPを構成する要素である坑井を閉鎖する機構（ラム）の数についても規則

に記載されている。こうした点がパフォーマンスベースの規制とプリスクリプティブな規制の違いが現れ

る点である。なお米国も、マコンド事故後に新規に導入したリスクマネジメントシステム（SEMS）につい

ての規制では、システムに必要な項目を規則で規定し、実践については事業者自らリスク管理を行うこと

を義務付けるパフォーマンスベースの規制を取り入れている。 

またヒアリング結果によれば、ブラジルでは、操業については国が性能を規定し実践は事業者自らリス

ク管理を行うことを義務付ける、パフォーマンスベースの規制である。一方、プラットフォーム上の労働

者にも適用される労働省の規制は細部まで規定されるプリスクティブな規制であり、海洋石油・天然ガス

に係る規制にプリスクティブな規制とパフォーマンスベースの規制が混在しているようである。 

 

以上の各国の、事業内容細部への国の関与の度合い、民間事業者等との役割分担については、次のよう

に整理できる。 
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1)米国 《事業内容細部まで国の関与が強い（SEMSを除く）》 

・国が事業の細部まで規則により規定、ただしリスクマネジメントシステム

（SEMS）については事業者自らリスク管理を行うことを義務付け 

・民間では、APIで規格を作成 

2)ノルウェー 《国の関与は中程度》 

・国が性能を規定、規則に逐条的詳細解釈（ガイドライン）を作成、民間作成

の NORSOK規格を参考として提示、NORSOKと強く連携 

・民間では、NORSOK規格を作成 

3)英国 《事業者自らリスク管理を行い実施》 

・国が性能を規定、法規の実践例や解釈（ガイダンス）を作成するが、規格と

の連携性はない 

・民間でもガイダンスを作成 

・英国規格協会も英国規格（British Standard）を作成しているが、規則やガイ

ダンスとの連携は見られない 

4)オーストラリア 《事業者自らリスク管理を行い実施》 

・国が性能を規定、法規の解釈（ガイダンスノート）を作成するが、規格との

連携はない 

・民間でもガイダンスを作成 

5)ブラジル 《事業内容細部まで国の関与が強い場合と事業者自らリスク管理を行うことを

義務付ける場合が混在》 

 

 規制、承認手続等 

米国では、探鉱時に探鉱計画（EP）および環境影響分析を実施、開発/生産段階に進む際に開発生産計画

（DPP）を作成し、それぞれ BOEMの承認を受ける。EPおよび DPPには、BOEMが環境評価を実施する

ための情報を含むことが要求されている。また、大水深および坑井仕上げや生産にそれまでに実施されて

いない新規な技術を用いる場合には、別途、大水深操業計画書（DWOP）を作成することが 1995年から義

務化された 。制度導入の背景としては、メキシコ湾における開発の大水深化、海底機器の増加等によるも

のと推定される。新規な技術としては、浮遊式生産システム、テンションレグプラットフォーム（TLP）、

円筒形浮遊式生産施設（SPAR）、浮遊式海洋石油ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）、海底生産設備等が例示さ

れている 。DWOPでは、計画の詳細（坑井のデザイン、使用機器、生産物の輸送手段、洋上および海底の

安全管理システムと緊急時の支援体制、新規技術についての解説等）を提出し、BSEEの承認を受ける。 

ノルウェーでは、探鉱ライセンス取得時には環境影響評価は不要であるが、生産段階に進む際に環境的

側面の検討を含む開発操業計画（PDO）、施設設置および操業計画（PIO）を作成、承認を受け生産ライセ

ンスを取得する。また、探鉱、開発（生産準備）等での設備利用のつど、設備のコンプライアンス承認（AoC）

を受けることが必要である。 

英国では、探鉱時、開発/生産時、廃坑時にそれぞれ Safety Case文書を作成、承認を受ける。また探鉱ラ

イセンス申請時に環境影響評価を実施し、開発/生産計画、廃坑計画につきそれぞれ承認を受ける。 
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オーストラリアでは、探鉱時、開発/生産時、廃坑時にそれぞれ Safety Case文書を作成、承認を受ける。

また探鉱ライセンス申請時に環境影響評価を実施し環境計画を作成、開発/生産計画、廃坑計画につきそれ

ぞれ承認を受ける。 

ブラジルでは、ANPから鉱区の権利を得た後、探鉱、生産について、それぞれ IBAMA から環境ライセ

ンスを取得することが必要である。また、事業者は安全対策の文書化の義務に対し、英国のような Safety 

Case文書を作成して対応することが増えているようである。 

 

海洋石油・天然ガス事業について、探鉱時、開発/生産時等に規制当局の承認を受けることは、いずれの

国でも同様である。米国では大水深の場合に特別な計画書が追加され、環境影響評価については各国で承

認を受ける段階が異なる点等が、国ごとに異なる点である。 

 

以上の各国の規制、承認手続き等は、以下のようにまとめられる。 

 

1)米国 ・探鉱時に探鉱計画および環境影響分析を実施、開発/生産段階に進む際に開発

生産計画（DPP）を作成し、それぞれ承認を受ける。 

・大水深および坑井仕上げや生産にそれまでに実施されていない新規な海底機器

を用いる場合には、特別な計画書 DWOPを作成、承認を受ける。 

・廃坑時には、廃坑計画を作成、承認を受ける。 

2)ノルウェー ・ライセンスは、探鉱、生産の２段階。 

・設備利用のつど、コンプライアンス承認（AoC）を受ける。 

・生産段階に進む際に環境的側面の検討を含む開発操業計画（PDO）、施設設置

および操業計画（PIO）を作成、承認を受ける。 

・廃坑時には、廃坑計画を作成、承認を受ける。 

3)英国 ・ライセンスは、探鉱から生産まで一貫した１つのもの。 

・探鉱時、開発/生産時、廃坑時にそれぞれ Safety Case文書を作成、承認を受け

る。 

・探鉱ライセンス申請時に環境影響評価を実施する。 

・開発/生産計画、廃坑計画につきそれぞれ承認を受ける。 

4)オーストラリア ・ライセンスは、探鉱、開発（施設）、生産の３段階。 

・探鉱時、開発/生産時、廃坑時にそれぞれ Safety Case文書および環境計画

（Environment Plan）を作成、承認を受ける。 

・探鉱ライセンス申請時に環境影響評価を実施する。 

5)ブラジル ・鉱区の権利取得後、探鉱時および開発時に環境ライセンスを取得する。 

・開発計画作成時に、義務付けられてはいないが Safety Case文書を作成するこ

とで対応する場合が増えている。 

・廃坑時には、承認を受ける。 
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【参考：環境影響評価について規定している法令等】 

米国では、環境影響評価を実施するのは国の機関であり、海洋石油・天然ガス事業については、内務省

の所管である。OCS法により、 内務省長官はリースに先立ち鉱区の環境影響評価と管理に必要な調査を実

施することとが義務付けられている（Section 20）。また、内務省長官は大陸棚の５ヵ年リース計画を作成す

る義務があり（Section 18）、リース計画には「国家環境政策法（NEP法）」に基づく環境影響評価を含むこ

とが義務付けられている（Section 18）。この OCS法の規定を受け、内務省の下部機関である BOEM は、

NEP法に基づく環境影響評価書を作成することが 30 CFR 550.269で規定されている。環境影響評価書は、

米国環境保護庁（EPA：Environmental Protection Agency）の審査、承認を受け、EPAが BOEMのリース計画

が NEP法に違反していないことを保証する。また、事業者には、BOEMが環境影響評価を実施するために

必要な情報を提出することがCFRで義務付けられている（探鉱時：30 CFR 550.227，生産時：30 CFR 550.261） 

ノルウェーでは、環境影響評価を実施するのは、事業者である。石油法により、事業者が作成する開発

操業計画書は環境側面を考慮にいれなければならないと規定されており（Section 4-2）、この規定に基づき

事業者は環境影響評価を実施して作成した開発操業計画書について NPDの承認を得なければなならい。 

英国では、環境影響評価を実施するのは、事業者である。石油法には環境影響評価の実施については規

定がないが、「炭化水素ライセンス指令規則」で、ライセンス付与に必要な検討として環境保護があげられ

ている。事業者は、DECCへのライセンス申請の段階で環境への影響についての検討が必要となっている。

このライセンス申請の段階における環境影響調査については、「海洋石油生産およびパイプライン（環境影

響評価）規則」が適用される。 

オーストラリアでは、環境影響評価を実施するのは、事業者である。OPGGS法には環境影響評価の実施

については規定がないが、「OPGGS環境規則」により事業者は環境計画の作成が義務付けられており

（Regulation 6）、環境影響評価が必要となっている。「OPGGS環境規則」では、環境計画の内容、承認過程

等については、「環境保護および生物多様性保護法（EPBC法）」に従うことが規定されている。 

ブラジルでは、環境影響評価を実施するのは、事業者である。石油法には環境影響評価の実施について

は規定がないが、「CONAMA Resolution No.237」により、鉱区契約後に取得が必要な３つのライセンス（事

前、施設、操業）のうち、事前ライセンス申請時に環境影響評価を実施し、環境影響報告書を提出するこ

とが義務付けられている。 

 

 以上のように、環境影響評価を承認する機関については、米国は環境保護庁、ノルウェー、英国では、

石油事業のライセンスを付与する機関、オーストラリアとブラジルでは、石油事業のライセンスを付与す

る機関とは別の規制機関となっている。環境影響評価について規定している法令等は、以下のようにまと

められる。 
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表 4.1.3-1 環境影響評価について規定している法令等 

 実施者 該当する法令および条文 承認機関 備考 

米国 内務省 OCS法 Section 18,20 EPA 

・実施は NEP法による 
・事業者には情報提供義

務（30 CFR 550.227，
30 CFR 550.261） 

ノルウェー 事業者 石油法 Section 4-2 NPD  

英国 事業者 
炭化水素ライセンス指令

規則 Section 4 
DECC  

オーストラリア 事業者 
OPGGS環境規則

Regulation 6 
NOPSEMA 

・EPBC法による 

 

ブラジル 事業者 
CONAMA Resolution 

No.237（規則） 
IBAMA  

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

 

  海洋・石油天然ガス事業に係るリスク管理の考え方     

 

米国では、マコンド事故後の 2010年 9月に、リスクマネジメントシステム（SEMS）の導入を義務付け

た。SEMSは、以下のマコンド事故直後に API RP75をもとに義務づけられた内容と、2013年に追加され

た内容からなる。 

・API RP 75の以下のリスク管理項目 

①安全と環境に関する情報、②ハザード分析、③操業・施設の変更管理、④安全で環境に無害な

操業方法、⑤安全作業プラクティス、⑥トレーニング、⑦機械的健全性、⑧起動時点検、⑨緊急

時対応と制御、⑩事故調査、⑪監査、⑫記録と文書化 

・SEMSを強化するための追加項目 

⑬作業停止規定、⑭権限の明確化、⑮従業員参加、⑯危険な状況の報告、⑰独立した第三者監査

員の採用、⑱作業安全分析に関する追加規定 

 

ノルウェーでは、リスクマネジメントシステムについては、NORSOK Z-013を参照するものとしてい

る。NORSOK Z-013は、以下のような内容からなる。 

・リスクアセスメントプロセスの一般規定、 

・量的リスク評価方法（概念設計、最適化、詳細設計の各段階）、 

・緊急防災体制分析（概念設計、最適化、詳細設計の各段階）、 

・操業時の緊急防災体制の分析、 

・参考情報（リスクマトリックスの評価基準、ALARP評価、主機能喪失についての評価、ハザード

抽出チェックリスト、UKHSE等のデータ参照先、爆発可能性シミュレーション手法、環境リスク

と防災および対応分析等） 
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英国では、Safety Case 文書で、事業者が管理項目を設定、運用するものとし、規則では以下のような

項目があげられている。規定の参照はされていないが、Safety Case 文書の考え方、リスクマネジメント

システムの運用の仕方等について、規制機関がガイダンス、ガイドライン等の名称の各種参考資料を作成

している。 

・施設のリスク評価 

施設が晒される天候海洋気象条件、施設の位置の海底および地下構造の特性等、重大な災害を引き

起こす潜在的可能性のあるパイプラインについて、その搬送液体、口径、距離等およびレイアウト、

最高圧力における容量、安全のための装置体制 等 

・操業時のリスク評価 

施設の主たる構造と材料、機械装置の配置と構造、他のパイプラインや施設、坑井との接続、坑井

の圧力制御、危険物質の制御不能な放出の防止、掘削装置による海中の装置への損傷の影響を最小

化する、機械装置と坑井操業の制御方法、、安全な操業および運転のための限界条件、重大事故を引

き起こす潜在的可能性のある危険の特定 等 

・ハザード分析 

爆発の危険、火災、高熱、煙、有毒ガスおよび蒸気からの人員保護対策 等 

・緊急防災体制、退避計画 

緊急避難場所、緊急避難ルート、施設からの脱出口、脱出手段、緊急避難場所において事態を把握、

制御し、脱出を指揮するための設備 等 

 

オーストラリアでは、Safety Case 文書で、以下の基本的考えを基に事業者が管理項目を設定、運用す

るものとしている。規定の参照はされていないが、Safety Case 文書の考え方、リスクマネジメントシス

テムの運用の仕方等について、規制機関がガイダンス、ガイドライン等の名称の各種参考資料を作成して

いる。 

・ハザードとリスクの特定 

・どのように特定されたそのリスクが管理されているか 

・そのリスク管理が効率的かつ一貫性を持ち、安全に関するマネジメントシステムが導入されている

か 

 

 以上のように、リスク管理項目の規定については国ごとに異なっており、それぞれの国のリスク管理項

目についての考え方は、以下のようにまとめられる。 

 

1)米国 CFR規則全体としては細部まで規定し実施を義務付ける考え方になっている

が、リスクマネジメントシステムについては事業者自らがリスク管理を実施す

ることを義務付ける規制を導入し、リスク管理項目は API規格類を取入れ規定

している。 

2)ノルウェー 規則が NORSOK規格を参考として示し、NORSOK規格に詳細なリスク管理項

目が示されている。 
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3)英国 リスク管理項目の設定は事業者の選択に委ねられているが、規則において最低

限必要な項目を示している 

4)オーストラリア リスク管理項目の設定は事業者の選択に委ねられており、規則には考え方の原

則だけを示している 

5)ブラジル リスク管理項目の設定は事業者の選択に委ねられており、規則において最低限

必要な項目を示している。 

 

  海洋・石油天然ガス事業に係る法律、規則、ガイドライン、規格等     

 

海洋石油・天然ガス事業の先行国の法規制についての調査結果では、規則の規定する内容は国ごとに異

なっている。例えば、米国では、暴噴防止装置 BOPの主要機能の冗長性を担保するため坑井の閉鎖を実

現する機構（ラム）の数を規則で規定しているが、その内容は API規格から取り入れたものである。ま

た、操作のための動力系統をバックアップするための付帯設備（ROV）による制御、動力系統の喪失時の

非常遮断機構等についても API規格をそのまま取り入れて規定している。このように米国では API規格

類との一体性が非常に強い。 

次いで規格との連携が強いのは、ノルウェーである。同国の NORSOK規格を参考として示すことで、

詳細の規定は NORSOKが補完する関係になっている。例えば、米国と同じく BOPを例にとると、規則で

は、「BOPとバルブ等圧力制御機器は、圧力試験、機能試験を受け、５年ごとにオーバーホールと再認証

が必要」と規定し、ガイドラインでは「試験、オーバーホール、装置の機能の再認証には、NORSOK D-

010、DNV RP-E011を使うべきである」と規格を参考として提示している。NORSOK D-010は NORSOK 

D-001とともに BOPの詳細について規定している。その他についても、特に施設に関する規則のガイド

ラインは NORSOK規格との連携が強い。 

他方、英国およびオーストラリアでは、規格との連携、補完関係が見られない。ブラジルでは、省庁ご

とに規格の扱いが異なるようであり、石油庁の規則 ANP Resolution43は規格等の参照を行わないが、労働

省は規制規格（NR）を作成し規則に準じた運用を行うとともに、規制規格（NR）はブラジルの業界基準

機関 ABSTの規格 NBRを参照している。 

 

これらの規則における規格の取り扱いについての国ごとの違いを、まとめて以下に示す。 

 

1)米国 規則が規格を取り込み規則本文の一部として記載している場合や、規則が規

格に適合させることを義務付けている場合がある 

2)ノルウェー 規則が NORSOK規格を参考として示すことで、NORSOK規格が規則を補完し

ている 

3)英国 規則に対応するための手法、規格の選択は事業者の選択に委ねられており、事

業者が自らの責任で適切な規格を選択している 
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4)オーストラリア 規則に対応するための手法、規格の選択は事業者の選択に委ねられており、事

業者が自らの責任で適切な規格を選択している 

5)ブラジル 規則に対応するための手法、規格の選択は事業者の選択に委ねられており、事

業者が自らの責任で適切な規格を選択している場合と、国による規制規格が業

界規格を参照し細部まで規定している場合とが混在している。 

 

  マコンド事故後の対応および課題     

 マコンド事故後の動向 

オーストラリアではマコンド事故の前年のモンタラ事故調査委員会が設置され、マコンド事故当時はま

さに調査中であったため、マコンド事故については特に調査委員会は設置されなかった。 

マコンド事故の当事国である米国では、大統領により設置された事故調査委員会が、規制機関のあり方

について、分割再編を提言した。モンタラ事故の当事国であるオーストラリアでは、事故調査委員会が規

制機関のあり方について、環境面を含め HSEの一元的規制機関設置を提言した。ノルウェーと英国では、

マコンド事故調査委員会が設置されたが、自国の規制制度、規制機関については改正等を提言しなかった。 

技術的な課題については、いずれの国の調査委員会でも、それぞれの視点から課題、改善点が指摘され

ていた。 

以上の各国におけるマコンド事故についての調査について、表 4.1.6-1に示す。 

 

表 4.1.6-1 マコンド事故についての調査 

 調査委員会 提言内容 

米国 
大統領設置による事故調査委員会 ①規制機関の強化 

②技術面だけでなく事業者の安全管理体

制の問題を指摘 

ノルウェー 

ノルウェー最大の独立研究機関である

SINTEF（ノルウェー語：Stiftelsen for 

industriell og teknisk forskning）による調

査委員会 

①規制体制等に問題なし 

②ノルウェー規格協会 NORSOKによる

規格の改訂 

英国 
・下院による調査委員会 

・DECCによる委員会 

①規制体制等に問題なし 

②業界の取組みを評価 

オーストラリア 

当時はモンタラ事故調査委員会が設置

され、まさに調査中であったため、マコ

ンド事故については特に委員会は設置

されなかった。 

①規制機関の一元化 

②バリア管理等技術的課題 

 

 マコンド事故への対応 

マコンド暴噴事故の当事国である米国では、HSE規制機関の強化を目指した組織改正が行われ、BOEMRE
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（旧 MMS）を分割し、BOEMと BSEEとが設立された。 

事業者における安全管理体制についての規制が強化され、作業場安全ルールにより安全マネジメントシ

ステムの導入が義務付けられた。また、NTL により、油濁事故時の緊急対応の用意（リリーフ井380検討、

キャッピング装置等）が開発計画審査時の説明要求事項として義務付けられた。機器装置では、海底仕上

げを含む大水深石油・天然ガス田に必須であり、かつマコンド暴噴事故の主要因の一つと推定されている

BOPの機能・信頼性強化を中心に、ROVの能力、セメンチングおよび坑井健全性評価についても規制強化

の動きが見られた。 

石油・天然ガス業界では、メキシコ湾を中心として活動する業界の安全研究機関である COS（Center for 

Offshore Safety）の設立、共同出資会社（Marine Well Containment Company, HWCG LLCの２社）による緊急

油回収システムの構築とキャッピングスタックの常備等の対応がなされた。また、APIはマコンド事故後、

石油・天然ガス業界と共に４つのタスクフォース（操業方法、機器、ウェルコントロール、油漏洩対策）を

立ち上げて API規格類の更新を検討し、以下のような API規格類の見直し、作成が行われた。 

1)BOP関係の規格類（RP53）が規格 STD53へ変更された 

・CFRに取り入れられた段階での法的拘束力に差はないが、RP53から STD53への変更にともな

い、内容も大幅に変更が加えられた。 

・APIでは、RP（Recommended Practice）は数多く作成されているが、アップストリームについて

の STD（Standard）は、STD53が初である。 

・BOPの冗長性強化のため、以下を規定した 

� 最低２段のシアラムの装備 

� １つの坑井を密閉できるブラインド・シアラムの装備 

� LMRP381離脱時や動力途絶等の緊急時の坑井閉鎖機能の装備等 

・ROVの能力と操作性向上として、以下を規定した 

� 最低一つのパイプラムを閉鎖できること 

� ブラインド・シアラムを閉鎖できること 

� LMRPを離脱させられること 

2)その他の RP等 API規格類の内容改訂により、以下が図られた。 

・坑井状況検知方法の多重化 

・セメンチング・圧力テスト・圧力バリアの確保手順 

・ウェルコントロール方法の改善、教育の強化 

・海洋汚染防止、対応 

 

ノルウェーでは、マコンド事故についての調査結果を踏まえ、規制当局の PSAは「現状のままでもマコ

ンド事故に十分対応できるが、さらに改善すべき安全強化事項もある」と結論し、規制機関の見直し、パ

フォーマンスベースの考え方についての見直し、法令等の見直しは、いずれも行われていない。ただし、

規則で参考として示している NORSOK規格の D-010（掘削中および坑井作業中の坑井健全性）が改訂され

                                                        
380 暴噴坑井の近くから暴噴坑井の底部まで掘り進め、セメントにより暴噴坑井を封じるための坑井 
381 Lower Marine Riser Package; BOP に接続するライザー管など 
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ており、実質的には規制が強化されている。NORSOK D-010については、以下に示すような内容が改訂さ

れた。 

・バリアについて従来は一次バリア 1ヶ所、二次バリア 5ヶ所の合計 6ヶ所と定義していたが、区分

を見直して一次バリア 7ヶ所、二次バリア 8ヶ所の合計 15ヶ所と詳細に定義した。 

・一時的な廃坑についてモニタリングの有無による規定の追加や、恒久的な廃坑時についてはセメン

チングを２重化するなど詳細な規定が追加された。 

・アンダーバランス掘削に加え、圧力管理掘削（MPD：Managed Pressure Drilling）が追加された。 

・BOPスタックの構成決定にあたり、リスク分析を行うことが追加された。 

・セメント材料の配合をラボ試験することや、セメンチングプログラムの内容にセメンチング中のリ

スクとその低減手段を明記する等の規定が追加された。 

・ライザーレス坑井改修についての規定が追加された。 

 

英国では、マコンド事故の調査委員会の報告では、「英国の制度はマコンド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」との指摘がなされ、ノルウェーと同様に規制制度、規則等、および規

制機関の組織改正等は行われていない。また、ノルウェーと異なり規則が直接的に参照する NORSOK規格

に相当する規格等がなく、ノルウェーのような規格改訂を通しての間接的な規制強化も行われていない。 

業界の動きとしては、Oil & Gas UKを中心とした OSPRAGの設立とキャッピング装置の開発、ガイドラ

インの作成等のマコンド事故へ対応した活動が行われている。 

オーストラリアでは、マコンド事故の前年に起きたモンタラ事故についての事故調査委員会による提言

への対応として、HSE規制機関の強化を目的に OPGGS法が改正され、NOPSAを継承して NOPSEMAが

設立された。NOPSEMAでは、環境面の規制も所掌とするなど権限が強化された。マコンド事故への調査

委員会等の設置、対応は行われなかった。モンタラ事故ではケーシングシューのセメンチングの不備が主

要な原因と推定されており、NOPSEMAによる規制が強化された。 

 

以上の各国の調査結果を通し共通点は、大水深石油・天然ガス事業に対応した法律、規則、規格、ガイ

ドライン等（民間作成を含む）の見直しが行われていることである。内容は以下の通り整理できる。 

・特に油濁事故を防止する重要な保安技術である BOPへの規制強化 

・セメンチングによる坑井健全性の確認について規制強化 

・油濁事故発生への対処技術として重要なキャッピングシステムについての要求 

これらの見直しは大水深におけるマコンド事故への対応であるので、大水深石油・天然ガス開発に係るも

のと考えられる。 

 

 大水深と浅海との比較 

3章の調査結果で示したように、米国では大水深石油・天然ガス開発に必須の設備（機器）であるサブシ

ーBOPについては CFR規則改正による規制強化が行われ、大水深および坑井仕上げや生産に新規な海底機

器を用いる場合には、特別な計画書 DWOPの提出を求めるなど、浅海とは異なった規制方針が採られてい

る。一方、ノルウェーでは規則自体の変更はせず、BOP等の掘削に対する NORSOK規格を改正、強化する
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ことにより、マコンド事故の教訓を活かして大水深石油・天然ガス開発への対応を図った。米国では規則

を改正し、ノルウェーでは規則の改正は無いとの違いは見られるものの、同様に大水深石油・天然ガス開

発における危害鉱害防止への対応が図られた。これらがすべてではないが、大水深に係る保安対策である

と考えられる。 

 

  諸外国の保安対策と日本の比較（BOP）  

 

以上で概観してきた各国の法規制と保安対策の動向と日本の法規制との比較の一例として、主要な危害・

鉱害防止設備として、暴噴防止装置 BOPをとりあげた。ブラジルについては、調査した範囲において BOP

についての比較資料が得られなかったため、米国、ノルウェー、英国、オーストラリアの４国と日本の場

合とを比較した。日本の鉱山保安法の関連法規は、「鉱山保安法施行規則（以下、施行規則）」、「鉱業上使

用する工作物等の技術基準を定める省令（以下、技術基準省令）」、「鉱業権者が構ずべき措置事例（以下、

措置事例）」、「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針（以下、技術指針）」とした。 

 

まず、鉱山保安法における BOPに相当する記述を抜粋すると、以下のようになる。 

・人に対する危害の防止のため必要な措置（第五条） 

・ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措

置（第六条） 

・機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置（第七条） 

・鉱害の防止のため必要な措置（第八条二  土地の掘削 ） 

・危険性の大きいもの（第十一条） 

・鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設（第十二条） 

・保安の確保上重要なもの「特定施設」（第十三条） 

・保安の確保上特に重要なもの（第十六条） 

・鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置（第十九条） 

 

同様に、BOPに相当する記述は、施行規則で「石油の湧出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置」、

技術基準省令では「適切な噴出防止設備」、措置事例では「石油の湧出を防止するための措置」、技術指針

では「噴出防止設備の噴出防止装置」「石油が噴出することを自動的に防止する装置」である。 

 

技術指針では、「噴出防止設備の噴出防止装置」について、「開閉式のものであり、専用の動力源を有し、

かつ、速やかに作動できる遠隔操作式のものであること」とされている。これは、米国 CFRの BOP作動

用アキュムレータについての規定の「速やかな BOPの封鎖」「海上の動力との接続が失われてもすべての

重要な機能を実行可能であること」に相当する。一方、BOPの圧力レートについて米国 CFRでは「海底面

での最大想定圧力を凌ぐ」、ノルウェーのガイドラインが参考として示している NORSOKD-010では「坑井

設計圧力を余裕を持って上回ること」とされている点と比較して、技術指針では、深度および遊離ガス層

の有無により場合分けして機器の耐圧性能を詳細に規定している点が特徴である。 



264 
 

また、米国 CFRでは、サーフェス BOPとサブシーBOPともに少なくとも４つのラム（坑井の閉鎖を実

現する機構）を備えると規定し、ノルウェーも BOPのラム数規定のある NORSOKD-010を参考として示し

ているように、米国もノルウェーも BOPの構造まで詳細に規定しているのに対し、日本では BOPの構造

については規定していない。さらに、米国 CFRでは ROVによる BOPの操作機能が規定され、ノルウェー

でも NORSOK D-010で同様に ROVによる操作が規定されているのに対し、日本では ROVによる BOPの

操作については規定していない。 

英国では、海洋設備および坑井（設計および建設）規則に「暴噴を防止する適切なウェルコントロール

機器」との記載があり、BOPとの具体的名称や機能についての規定は見られないが、事業者がライセンス

取得時に提出する Safety Case文書において事業者が設定した BOP等の機器の構成について審査している。

オーストラリアでは、OPGGS法に「石油や水の漏出を防止しなければならない」、OPGGS（セーフティー

ケース）規則に「火災および爆発の危険分析では石油の漏出も考慮しなければならない」との規定がある。

英国同様に BOPとの具体的名称や機能についての規定は見られないが、事業者がライセンス取得時に提出

する Safety Case文書において事業者が設定した BOP等の機器の構成について審査している。なお BOPと

の名称は、OPGGS（資源管理および運営）規則に、「坑井の状況報告には BOPについても含む」との記載

がある。 

 

以上により、日本と各国との間では BOPの基本的な機能についての差は見られないものの、具体的な機

構については規定が異なることが分かる。日本と各国の BOPに関する規定を整理すると、以下の表 4.1.7-

1のようにまとめられる。 

 

表 4.1.7-1 日本と各国の BOPに関する規定 

 項目 日本 米国 
ノルウェー 
（NORSOK） 

英国 オーストラリア 

機能 遠隔操作 〇 〇 〇 － － 

 専用動力源 〇 〇 〇 － － 

 速やかな密閉 〇 〇 〇 － － 

機構 ラム数 － 〇 〇 － － 

 耐圧性能 
〇 

地層により

詳細に設定 

〇 
予想地層圧

力を上回る 

〇 
予想地層圧力

を上回る 
－ － 

 ROV操作 － 〇 〇 － － 

〇：規定あり －：規定なし  

 

米国 CFRと API の規定を比較すると、API では、従来の推奨実践例（Recommended Practice）では規定

のなかったラムの数について、マコンド事故後に推奨実践例を規格（Standard）と改定した際に、サーフェ
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ス BOPでは少なくとも４つのラム、サブシーBOPでは少なくとも５つのラムが必要と新たに規定した。し

たがって、サブシーBOPに関しては、米国 CFRの規定（サーフェス BOPとサブシーBOPともに少なくと

も４つのラム）よりも API規格の方が高い冗長性を求めている。従来の推奨実践例では、サーフェス BOP

でブラインド・ラムが用いられる代わりにサブシーBOPではブラインド・シアラムが用いられる点をサー

フェス BOPとサブシーBOPとの相違点としてあげていた。ノルウェーの NORSOKの規定は API規格と同

様の内容となっており、結果的にノルウェーの規則による要求は米国 CFRよりも水準が高いものとなって

いる。 

 

日本において、海洋石油・天然ガス事業で先行する諸国の保安対策を参考とする場合にも、日本周辺海

域の海象、気象条件を踏まえた検討が必要である。例とした BOPをとってみても、現技術指針の「専用動

力源保有・坑井の速やかな密閉・遠隔操作式」のような基本的要求のみか、あるいはサーフェス BOPとサ

ブシーBOPとを区別している国々を参考になんらか区別を設けることが適当か、また基本的な構造につい

ても義務付けまたは参考規格を提示することが適切であるか、さらに、構造自体の義務付け等を行う場合

では、参考とする先行国の間での取り扱いは一致していないことから、米国の規制内容が適切であるか、

それとも APIと NORSOKに準じるのが適切であるかについての検討も今後必要となる。 

 

大水深石油・天然ガス開発では、浅海域と比べてリモートエリアとなることから、資機材の運搬も容易

ではなく、資機材の運搬頻度を減らす必要がある。そのためケーシング等も多口径のものを一度に用意す

ることも多くなると想定され、BOPスタックについても多口径対応のために口径に応じたパイプラムを複

数装備することとなり、多段化する傾向が避けられない。 

一定以上の BOPの多段化は、大型化と重量増加等により、輸送設置等の手段について制約または見直し

が必要となることが想定される。場合によっては新たに輸送設置手段を建造するもしくは現状の設置設置

手段の大幅な改造など、一定のリードタイムと相応の投資が必要となり、すぐには対応が取れない恐れも

生じる。日本においても、必要かつ十分な BOPへの要求事項が何であるかの検討が必要である。 

 

日本周辺海域の海象、気象条件を踏まえた、より詳細な比較検討を、BOPだけでなく、セメンチング等

の技術やキャッピングシステム等の油濁事故へ対処する重要な技術、緊急時の退避等の保安規定などにつ

いて行うことで、海洋石油・天然ガス事業についての先行国から日本の危害・鉱害対策に取り入れること

が適切である内容の有無等が明らかになるものと考えられる。 

 

 

  諸外国の法規制と保安対策の動向のまとめ  

以上の 4.1.1～4.1.7で述べた、諸外国の法規制と保安対策の動向をとりまとめると、表 4.1.8-1および表 

4.1.8-2のように表される。 
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表 4.1.8-1 各国の石油・天然ガス事業に関する法規制 
 米国 ノルウェー 英国 オーストラリア 

対象範囲（浅海／深海） 
・州の管轄地（沿岸から 3 海里）の外側で海底および下層土

が米国に帰属しその管轄および支配の対象となる範囲にある

すべての鉱物資源（浅海/深海の区別なし） 

・ノルウェー大陸棚の石油を対象（大陸棚の定義は国連海洋

法条約と同じ。浅海/深海の区別なし） 
・女王の権利の及ぶ範囲の石油（浅海/深海の区別なし）※ ・沿岸から 3 海里を超える連邦海域の石油（浅海/深海の区別

なし）※ 

規制機関 

事業 
・Department of Interior 
└BOEM(Bureau of Ocean Energy Management) 

・Ministry of Petroleum and Energy 
└NPD(Norwegian Petroleum Directorate) 

・DECC(Department of Energy and Climate Change) ・Joint Authority 
└NOPTA (National Offshore Petroleum Titles Administrator) 

安全衛生 
・Department of Interior 
└BSEE(Bureau of Safety and Environmental Enforcement) 

・Ministry of Labour and Social Affairs 
└PSA(Petroleum Safety Authority) 

・Department for Work and Pensions 
└UKHSE (The UK’s Health and Safety Executive) 

・NOPSEMA(National Offshore Petroleum Safety and 
Environmental Management Authority) 

環境 
・BSEE， 
・Environmental Protection Agency 

・PSA ・UKHSE ・NOPSEMA 

主な法律 

事業 
・Outer Continental Shelf Lands Act  ・Petroleum Activities Act ・Petroleum Act 1998 ・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 

(OPGGS Act) 
安全衛生 ・Occupational Safety and Health Act ・Working Environment Act ・UK Health and Safety at Work Act 1974 ・OPGGS Act 

環境 
・National Environmental Policy Act 
・Clean Water Act 

・Pollution Control Act （Directive 97/11/EC） ・OPGGS Act  
・Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 

1999 (EPBC Act) 

主な規則 

事業 

・30 Code of Federal Regulations 250 
(Oil And Gas And Sulphur Operations In The Outer 
Continental Shelf) 

・Framework Regulation 
・Management Regulation 
・Activity Regulation 
・Facility Regulation 

・Offshore Installations and Pipeline Works (Management and 
Administration) Regulations 1995 

・Offshore Installations and Wells (Design and Construction, 
etc.) Regulations 1996 

・Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, and 
Emergency Response) Regulations 1995 (PFEER) 

・The Petroleum Licensing (Production) (Seaward Areas) 
Regulations 2008 

・Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 

・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Resource 
Management and Administration) Regulations 2011 
 

安全衛生 

・30 CFR 250 Subpart S 
(Safety and Environmental Management System) 

・29 CFR 1901 Chapter XVII 
(Occupational Safety and Health Administration) 

同上 ・Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 
・Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005 

・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Safety) 
Regulations 2009 
 

環境 
・40 CFR (Protection of Environment) 同上 ・Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 

・The Offshore Petroleum Production and Pipe-lines 
sai(Assessment of Environmental Effects) Regulations 1999 

・Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage 
 (Environment) Regulations 2009 

ガイドライ

ン 
事業 

NTL、Safety Alert等 ・Framework Regulation Guideline 
・Management Regulation Guideline 
・Activity Regulation Guideline 
・Facility Regulation Guideline 

Guidance、Approved Code of Practice等 Guidance Note、Information Paper等 

主な承認 
手続き 

探鉱 
・探鉱計画 
・環境評価 

・コンプライアンス承認（AoC） ・環境影響評価（ライセンス申請に含む） 
・Safety Case 文書 

・Environment Plan 
・Safety Case 文書 

開発/生産 
・開発生産計画 ・コンプライアンス承認（AoC） 

・開発操業計画（PDO）（環境的側面の検討含む） 
・施設設置および操業計画（PIO） 

・開発生産計画 
・Safety Case 文書 

・Environment Plan 
・Safety Case 文書 

廃坑 
 ・廃坑計画 ・廃坑計画 

・Safety Case 文書 
・Environment Plan 
・Safety Case 文書 

リスク管理 

・SEMS（API RP 75に準拠） 
・リスク管理プログラムの実施、計画、管理レビューおよび

承認に関する一般規定、 
・安全性と環境に関する情報、 
・ハザード分析、 
・安全作業プラクティス、トレーニング、 
・機械的健全性、Pre-startupのレビュー、 
・緊急時対応と制御、 
・事故調査、監査、記録と文書化等 

・SEMS改定ルール規定で SEMSを補完 
・作業停止規定、権限の明確化、従業員参加、 
・危険な状況の報告、 
・独立した第三者監査員の採用、 
・作業安全分析に関する追加規定等 

・NORSOK Z-013を参照 
・リスクアセスメントプロセスの一般規定、 
・量的リスク評価方法（概念設計、最適化、詳細設計の各

段階）、 
・緊急防災体制分析（概念設計、最適化、詳細設計の各段

階）、 
・操業時の緊急防災体制の分析、 
・参考情報 

・リスクマトリックスの評価基準,ALARP 評価 
・主機能喪失についての評価、 
・ハザード抽出チェックリスト、 
・UKHSE等のデータ参照先、 
・爆発可能性シミュレーション手法、 
・環境リスクと防災および対応分析）  等 

・Safety Case 文書で事業者が管理項目を設定 
・施設のリスク評価 
・操業時のリスク評価 
・ハザード分析 
・緊急防災体制、退避計画  

・火災爆発については PFEER規則を遵守  等 

・Safety Case 文書で事業者が管理項目を設定 
・ハザードとリスクの特定 
・どのように特定されたそのリスクが管理されているか 
・そのリスク管理が効率的かつ一貫性を持ち、安全に関す

るマネジメントシステムが導入されているか 等 

環境への影響評価 
・国が鉱区リースの５ヵ年計画作成時に環境影響評価を実施 
・事業者も探鉱計画作成時に環境評価を実施 

・国が新規鉱区開放前に検討（環境への影響を含む） 
・事業者は PDO作成時に環境的側面も検討 

・ライセンス申請に含む ・探鉱、生産、廃坑の各段階で Environment Planを作成 

※※※※    英国およびオーストラリアでは、関連法規の規定を合わせ国連海洋法条約上の大陸棚における石油・天然ガスが対象となる 
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  表 4.1.8-2 マコンド事故後の各国の動き 
 米国 ノルウェー 英国 オーストラリア 

マコンド事故前後
の規制機関 

事故前 
【HSE】MMS(Minerals Management Service) 
【事業活動】MMS 

【HSE】PSA(Petroleum Safety Authority) 
【事業活動】NPD(Norwegian Petroleum Directorate) 

【HSE】UKHSE (The UK’s Health and Safety Executive) 
【事業活動】DECC(Department of Energy and Climate 

Change) 

【安全】NOPSA(National Offshore Petroleum Safety Authority) 
【環境】Department of The Environment, Water, Heritage and Arts 
【事業活動】Joint Authority、DOI(Department of Industry, 

Tourism and Resources) 

事故後 ・2010年 6月 MMS を BOMREに名称変更 
・2011年 1月 BOMREを BOEM と BSEEに分割再編 

同上 同上 ・2012年 1月 NOPSAを NOPSEMAに組織変更 

マコンド事故についての調査委員会 
・大統領設置による事故調査委員会 
・BOMRE（旧 MMS）と USCG(US Coast Guard)の共同事故
調査委員会 

・SINTEFによる調査委員会 ・下院による調査委員会 
・DECCによる委員会 

・当時はモンタラ事故調査委員会が設置され、まさに調査中
であったため、マコンド事故については特に委員会は設置
されなかった。 

マコンド事故の検討で示された 
制度的、技術的課題 

【規制機関について】 
・MMS の監督機能不足（鉱区リース収入重視の組織運営、
組織として訓練がなされないことによる職員の知識不足、
職員のモラルハザード） 

【BOP等機器について】 
・フェールセーフ、信頼性強化 
・シアラムの機能不全 
・ROV による操作性向上 
・適切なメインテナンスの実施 

【作業手順について】 
・セメンチング状況の精確な把握 
・坑井状況の適切な評価 

【油漏洩対策について】 
・漏出源対処能力の向上 
・漏出油回収能力の向上 
・拡散剤の長期的影響評価についての検討 等 

【NORSOK D-010について】 
・計画、ミキシング、ポンピング、およ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 等 

【障壁（バリア）について】 
・独立した 2 つのバリアの設置とモニタリング 
・噴出のタイプごとの防止方法の改善 

【施設について】 
・ドアや通路の防水機能の改善 
・人が安全に作業出来るような施設の改善 

【リスク評価について】 
・新たな方法およびツールの開発 

【その他】 
・部門間の情報の流れと協力の改善 
・危機対処への陸上の専門家からの支援の確保 

【安全･環境管理システム実現を保証する仕組み強化】 
   （DECCの事故調査委員会提言：Maitland 提言） 

・優良な事例（ベストプラクティス）を普及させるための学習
文化とプロセスの改善 

・規制機関の統合 
・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、回収、除染、
および影響モニタリングについての重点的な研究開発 

【規制機関について】 
・規制機関が複数あり監督が行き届かなかった 

【坑井のバリアに関して】 
・常に最低限２つのバリアを設け、緊急事態において事前に
規制当局の書面による許可を得た場合を除き、１つのバリ
アに頼ってはならない 

・バリアに疑念が生じた場合には追加のバリアを設置する 
・業界基準の“２つのバリア”は“２つ以上”とすべき 等 

【セメンチングに関して】 
・産業界、規制当局、訓練機関、研究機関は、ケーシングシ
ュー、アニュラス、セメントプラグの健全性についての課題
に対処する、セメンチングのベストプラクティスについて基
準を作成すべきである 

・セメントされたケーシングシューのバリアとしての健全性を
試験、検証する技術を開発するため、産業界、規制当局、
訓練機関、研究機関はお互いに情報交換をすべき 等 

課題の解消、見直しの方向性 
・MMS のライセンス部門と規制部門の分離 
・HSE規制機関の強化 

・NORSOKによる改訂 ・DECCおよび業界の取組みによりMaitland提言に対応 ・単一の独立した規制機関の設立 
・政府機関の中で産業政策、資源の開発および推進を安全
衛生規制機関と分離 

課題の解消、見直しの進捗状況 

【組織】 
・2011年 1月 BOMREを再編し BOEM と BSEEを設立 

【法規】 
・2010年 6月 NTL-2010-N06 
・2010年 10月 作業場安全ルール（SEMS 規則）、掘削規
則 
・2010年 11月 NTL-2010-N10 
・2013年 4月 SEMSⅡ規則 

・2013年 7月 NORSOK D-010（掘削中および坑井作業中
の坑井健全性）改訂 

・Maitland 提言に対する回答書 
 2012年 12月、2013年 12月 

【組織】 
・2012年 1月 NOPSEMAの設立 
 
【法規】 
・2011年 10月 OPGGS法の改正 

・   〃         （環境規則）の改正 

追加された保安対策の具体的内容 

【NTL-2010-N06】 
・暴噴および最悪の場合の油流出の可能性に対処する用
意（リリーフ井掘削リグ手配）等の証明 

【NTL-2010-N10】 
・BOP を用いた作業における暴噴対応（キャッピングスタッ
ク、ハイドレート制御、分散剤散布装置）等の検討 

【作業場安全ルール（SEMS）】 
・SEMS実施を義務化し、設備の情報整備、緊急時の対応、
作業者の訓練等項目を追加 

【掘削規則】 
・探鉱•開発段階において機器、安全対策、環境保護措置を
強化 

【SEMSⅡ規則】 
・SEMS の内容追加（作業停止規定、権限の明確化、従業
員参加、危険な状況の報告、独立した第三者監査員の採
用、作業安全分析に関する追加規定等） 

特に無し 特に無し ・NOPSEMAの命令権限の強化 
・汚染者負担の徹底、規制当局による除染作業等の実施と
費用の回収規定の新設 

・環境保護および生物多様性保護法（EPBC Act）に基づく
環境評価プロセスによる承認 

規格の改訂、業界の対応等 

【API の改訂】 
・BOP関係（RP53）が STDへ変更された 
・STD53、その他 RP、SPEC等の内容改訂 

・BOPの冗長性強化、ROV の能力と操作性向上 
・坑井状況検知方法の多重化 
・セメンチング、圧力テスト、圧力バリアの確保手順 
・ウェルコントロール方法の改善、教育の強化 
・海洋汚染防止、対応 

【業界の取組み】 
・COS（Center for Offshore Safety）の設立 
・共同出資会社による緊急油回収システムの構築（Marine 
Well Containment Company, HWCG LLC） 

【NORSOKの改訂】 
・D-010（掘削中および坑井作業中の坑井健全性）につい
て、以下の内容等を改訂 

・ セメンチング材料の詳細 
・ 廃坑手順 
・ MPD（圧力制御掘削) 
・ ライザーレス坑井改修 
・ 新しいバリア 9点の定義 

【業界横断的取組み】 
・OSPRAGの設立（DECC、UKHSEも参画） 
・WLCPFの設立（〃） 

【機器】 
・キャッピング装置を開発（OSPRAG） 

【ガイドライン】 
・WLCPF は海底 BOP、坑井健全性、リリーフ坑井計画、従
事者能力、well examination、資産の保証と確認、廃坑、廃
坑に用いる材料の品質保証、等についてのガイドラインを
作成 

特に無し 
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4.2  大水深海底下の開発における危害・鉱害防止 

調査の結果、マコンド事故以降の大水深海底下の石油･天然ガス開発を取り巻く機器環境の

変化として、マコンド事故において海底暴噴防止装置（BOP）から漏洩した油を回収する目的

で、世界で初めて使用されたキャッピングシステムが世界的に整備されつつあり、同時に、米

国等の今回の調査対象とした国の中には、キャッピングシステムの整備を探鉱･開発許可要件

にする動きが出てきている。 

その他にも、個々の機器および技術については、サブシーBOPの冗長性の確保、ROVの操

作性の向上、セメンチングの作業手順の標準化等、浅海等の石油・天然ガス技術、手法を大水

深開発技術に適合させる傾向があり、詳細について以下のように整理する。 

 

  機器の課題 

 サブシーBOP 

（１）BOPラムの多段化 

（現状） 

水深 1,000m程度までが開発対象であった時期のサブシーBOPは、耐圧 5,000 psiのアニ

ュラーBOPが 2段、耐圧 10,000 psiのラム BOPが 4段（内 1段がブランド・シアラム、

他の 3段がパイプラム）であった。しかし、最近は、大水深から超大水深海域が作業対象

となる開発が進展し、高温・高圧の地層への探鉱･開発の需要が高まるにつれてより耐圧

が重要となり、ラムの段数も増加する傾向がある。2000年前後に建造された浮遊式掘削

リグ（その大半が Dynamic Positioning）に搭載されたサブシーBOPでは、耐圧 7,500 psiの

アニュラーBOPが 2段、耐圧 15,000 psiのラム BOPが 4段（うち 1段がブランド・シア

ラム、他の 3段がパイプラムまたはバリアブルボアパイプラム併せて 3段、さらに 1段の

ケーシング・シアラム）の計 5段（ブラインド・シアラム 1段＋パイプラムまたはバリア

ブルパイプラム 3段＋ケーシング・シアラム 1段）のラム BOPが主流となっている。 

なお、マコンド事故（2010年 4月）を起こした掘削リグ（Deepwater Horizon）も 5段

のラム BOPを使用しており、2013年に基礎試錐「上越海丘」を掘削した JAMSTEC所有

の｢ちきゅう｣（ドリルシップ）も同様に 5段のラム BOPを装備している。 

現在のところ、日本の鉱山保安法においてラム BOPの段数については、あらかじめ決

めているものではなく、掘削する油層の性質もしくはガス層の性質または掘削する深度に

応じた圧力で保安措置を講じており、米国では具体的なラムの段数規制（4段）を規定し

義務化している。 

（課題） 

ラムの段数が増加することは、これまでの浅海の海洋石油天然ガス開発に比して、海上

の掘削リグの作業スペースの改善、BOP重量の増加によるクレーンの吊り上げ能力等の
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設備能力向上が必要となり、また、多段化による BOPシステム構造の複雑性から不具合

が発生した場合の対応等に時間を要することとなること等、事業者はサブシー機器の教育

訓練を受けた者、または、実作業経験豊富な作業員の配置等、各作業工程に合わせた保安

措置を講じる必要が出てきていると考えられる。 

 

（２）高温・高圧地層への探鉱開発 

（現状） 

近年、高温・高圧の地層への探鉱･開発の需要が高まり、耐圧 15,000psiの BOP構造が

主流となっている。米国 CFRにおいて、高温・高圧の定義は 15,000psi、華氏 350度と定

義され、水深よりも温度や圧力が高温・高圧地層による機器や泥水の劣化を抑制するため

の機器の課題の決定要因とされており、近年では、更なる高温・高圧地層の探鉱・開発へ

の需要が高まっていることから 20,000 psi耐圧のラム BOPの開発が進められている。 

なお、科学掘削船である JAMSTEC所有の｢ちきゅう｣（ドリルシップ）では、すでに

15,000psi耐圧の BOPが装備されている。 

米国 CFRでは、高温・高圧の開発が進展していることを背景とし、上記のとおり高

温・高圧の定義を定め、この高温・高圧地層の探鉱･開発が想定される場合には、掘削許

可、大水深操業計画等の承認を得る際に安全バルブ等を含む海底下の機器等について詳細

な検討を義務づけている。 

（課題） 

大水深海底下での石油・可燃性天然ガス開発実績が少なく、地質構造調査においも米国

CFRが定める高温・高圧の地層の存在の可能性は低いと考えられている我が国にとって

は、高温・高圧地層への対応を喫緊の課題とする必要はないと考えられる。 

 

（３）BOPの制御 

（現状） 

水深 1,000m程度までは船上から油圧で操作信号を伝達するハイドロリックパイロ  

ットシステムが主流である。それ以上の水深になると、油圧の操作信号では伝達時間が長

くなり、MUX（Multiplex）コントロールシステムと呼ばれる電気信号を利用するエレク

トロ・ハイドロリックシステムが採用される。また、最近では電気信号に加えて光信号を

利用するシステム（2式）も多く採用されている。いずれの信号伝達システムにおいて

も、冗長性を持たせるため 2 式の信号伝達システムを搭載することが一般的であるが、最

近では超大水深向けに更なる冗長性を持たせる 3 式（油圧、電気、ならびに光）を搭載で

きるようなシステムも開発中である。 

マコンド事故以降、米国では、新たに制定された BOPに関する API 規格（STD 53）の

中に、5年ごとの BOPの性能の定期的再認証が義務づけられ、ノルウェーでは、BOPの

冗長性強化等のため NORSOK規格を改訂する等の動きが見られている。 
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（課題） 

BOPが暴噴を防止するための最終的なバリアであり、我が国においても大水深海底下

での石油･天然ガス開発が行われる際には、各国の規制、規格等を参考としつつ掘削リグ

に搭載している BOPコントロール関連の制御機器･設備の改善、新規掘削リグの BOP搭

載設備の検討を進める必要がある。 

 

（４）BOPに関連したガスハイドレート現象 

（現状） 

ガスハイドレートが坑内の BOP付近で生成された場合の問題点は主として、①チョー

クライン･キルライン･BOPの閉塞、②坑内圧力監視の困難性、③ドリルストリングの揚

降不可、④ガスハイドレート分解時の泥水の性状劣化および瞬時の大量のガスの発生によ

るキックの可能性をあげることができる。 

ガスハイドレートを生成させないための対策としては、泥水循環を維持することが最も

重要であるが、泥水循環を中断せざるを得ない場合は、泥水に添加物（塩、グリコール）

を加えガスハイドレートの生成条件を変化させる対策も講じられている。 

日本においても水深 1,000m程度の海域で実施された基礎試錐「上越海丘」等や熊野灘

の水深 2,000m程度の海域で実施されている科学掘削においても、同様の泥水を使用して

実績を重ねてきている。 

また、坑井内でのガスハイドレートの生成に伴う坑井内閉塞問題とは別に、海底面から

泡状で浮き上がってくるガス（主にメタンガス）が、ウェルヘッドの外周とウェルヘッド

コネクタの内側の間に生成し、BOPの切り離しが困難となる事例も報告されている。こ

のような事故に対しては、ウェルヘッドとウェルヘッドコネクタの間に ROVを用いてグ

リコールを圧入することで防ぐことができる。 

（課題） 

米国等の調査国のみならず、日本国内においても、ガスハイドレート化への対応は、上

述のとおり、現在は、一定の注視作業ではあるものの、通常作業の一環として実施されて

おり、一部の配管閉塞はあるものの災害は発生していない。しかし、業界内では、更なる

大水深化により既存の添加剤では対応困難なハイドレート化の問題が発生する可能性があ

ることから、従来のアルコールやグリセリン等の他、新たな泥水添加物の研究･開発等が

進められており、引き続き、最新の技術トレンド等には注視が必要である。 

 

 ROV 

（１）ROVの設計基準 

（現状） 

ダイバーの潜水深度の限界は約 300mであることから Remotely Operated Vehicle
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（ROV）等の遠隔操作機器が不可欠であり、カメラによる監視機能の他、近年マニピュ

レータ（操作アーム）を備えたワーククラス ROV の出現は、海底仕上げ技術の発展およ

び海底パイプラインの維持･管理作業を支えている。マリンコントラクタ 1,000社を超え

る会員会社を擁する世界的な業界団体である世界マリンコントラクタ協会（IMCA：

International Marine Contractors Association）は、ROV の操作や洋上作業を伴うサブシー作

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。なお、暴噴時と掘削・仕上げ時とで ROVの作業は根本的には同様である。

暴噴時は暴噴による視界不良や流れの変化等があるが、ROVメーカー数社には、それら

の状況を想定したトレーニングがシミュレータで行える。 

（課題） 

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 のサービス仕様

が契約時の仕様書等の参考として使われているが、米国では、マコンド事故後の大統領指

示設置の調査委員会の指摘を受け、CFRの BOPに関する規定の中に、ROVの操作性能に

関する規定を定め、BOP側の制御機能の改良に対応した ROV の設計が求められるように

なっており、作業計画立案の際には INCA 等の業界指針等を参考としつつ、設置する

BOP等の性能に対応する ROVを配備することが必要であると考えられる。 

 

（２）ROV の設置時間 

（現状） 

ROVを設置するためには、水深 300 m当たり約 5分の時間がかかる。同じ速度で作業

を行えば、水深 3,000 mの水深において ROVを降下するのに約 50分かかってしまう。実

際には DP（Dynamic Positioning）システムの準備および手順等があるため、これらの所要

時間はより長くなる。 

（課題） 

応答時間と ROVや関連装置の再設定にかかる時間を訓練により削減することが作業効

率化の鍵となる要素であり、海象･気象に大きく影響を受ける作業であるため、設置作業

に時間がかかることは実作業時間の削減に繋がることから、調査国においては、業界側で

シミュレータにより効率的な作業実施を進める活動が行われており、今後も業界内での取

り組みを進展させるものである。 

 

（３）アンビリカルケーブルおよびワイヤーロープの絡み合い 

（現状） 

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。同時に複数の施設（サブシーフローラインの接続において、maniholdや gas 

compression他の設置作業）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
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ブル、クレーンやウィンチからのワイヤーロープ等が互いに近接する位置に配置される。 

例えば、サブシーフローラインの接続（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。 

作業中のこれらすべての機器等の能動的制御ができていなければ、海流の影響で機器等

が動くため、ロープ同士が絡み合うこともある。海流の影響で機器等が動くため、大水深

ではアンビリカルケーブルおよびロープが益々長くなり、アンビリカルケーブルおよびワ

イヤーロープが絡み合うことで、アンビリカルケーブルやワイヤーロープの切断を招くお

それが高まると共に、実際には DPシステムの準備および手順等があるため、これらの所

要時間はより長くなる。 

（課題） 

アンビリカルケーブルの海流による抵抗が作業上の重大な制約要因の１つであり、我が

国の列島周辺の海域では黒潮等の潮流があることからケーブル径の最小化等について事業

者がよく検討する必要があると考えられる。その際、IMCA では、ROVの操作や洋上作

業に伴うサブシー作業に関連する種々の作業指針や作業手順のベストプラクティスを策定

しており作業計画策定の際の参考となると考える。また現在、ケーブルを使用しない

AUV の研究が Oceaneering等のサービス会社で進められており、業界トレンドには引き続

き注視する必要がある。 

 

 キャッピングシステム 

（現状） 

米国等の今回調査対象とした国の中には、キャッピングシステムの整備を探鉱･開発許

可要件にする動きがあり、同時に、業界内では世界各国にキャッピングスタックを整備す

る動きがあった。なお、我が国に最も近いキャッピングスタックの保管場所はシンガポー

ルにあり、日本への最短到着日数は一週間程度と推測される。 

他方、キャッピングスタックは BOPが正常に作動しない暴噴事故が発生した時にのみ

使用する機器であり、さらに、キャッピングスタックが５０～１００トンと非常に大型の

機器であることから保管場所・体制、ならびに、輸送方法（空路、海上輸送）等の輸送シ

ステム等での課題があり、一部の国際石油開発企業が単独で所有している例があるもの

の、大半のキャッピングスタックは、複数の企業が加盟する業界団体等が管理している。 

（課題） 

1)設備の搬送に関する課題：使用事例がマコンド事故のみであり、我が国周辺海域におけ

る実用性についての検討が必要であるとともに、我が国において災害が発生した場合に

は、最短でも一週間程度、天候等の悪条件が重なるとさらに到着日数が遅れる場合があ
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ることから、迅速に目的地へ運ぶ上での輸送（ロジスティックス）に関する課題を調

査・検討する必要がある。 

2)設備の組立てに関する課題：キャッピングスタックの大きさは海洋作業船への搭載の際

の大きな問題であることから、暴噴坑井が陸域から遠い場合には、キャッピングスタッ

クを小型モジュール化し輸送し、海洋作業船上で組み立てる方法があるが、船上の限定

された作業スペースと経験を積んだ人材の動員が課題となる。 

 

  技術の課題 

 海底仕上げ 

（現状） 

海洋における石油・天然ガス開発の仕上げ方式は、ドライツリー方式とウェットツリー

方式があるが、日本においてのウェットツリー方式での開発実績はまだない。 

従来、ウェットツリー方式は、過酷な気象状況下においても安定した生産が可能な設備

として超大水深開発の課題解決を目的に考案された手法である。また、枯渇した油ガス田

の生産増大、小規模な油ガス田の開発にも適用可能なこと等から国際的に主流な仕上げ方

式となっている。 

また、一部石油開発企業が海底面において開発した石油・天然ガスを輸送品質まで処理

するウェットツリー方式をベースとした「Subsea Factory」計画を 2020年までに確立する

ことを目標とする等、ウェットツリー方式は海底機器の展開および海底処理の採用によ

り、投資の回収が早まり利益の向上に寄与することから、日進月歩で進んでいる。 

（課題） 

1)ウェットツリー方式の掘削リグには、掘削ライザー、BOP、クリスマスツリーを降下す

るため掘削リグの中央にムーンプール（掘削時にドリルパイプやライザーパイプをおろ

すために、船体の中央にある開口部）を有し、また、掘削ライザー、BOP、クリスマス

ツリーは非常に大きい重量がある機器であることから、これらの機器を取り扱い、保管

するためには広大なデッキスペースが必要となるため、事業者には、十分な保安対策の

検討が必要である。 

2)浅海域でのウェットツリー方式ではダイバーによる作業も可能であるが、大水深となる

と海底機器の操作は ROVに依存することとなり、ROVによるコミッショニング技術が

重要な技術要素となる。その他、海底機器・設備の保安技術等、現時点では発展途上で

あり、各国でのウェットツリー方式採用事例を含む技術トレンド、規制、規格の動向に

ついて注視し更なる調査を進めていく必要がある。 
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 セメンチング 

（１）セメントスラリーデザイン（計画） 

（現状） 

マコンド事故の発生要因の１つとされるセメンチングについては、事故後、セメンチン

グ等の作業手順の標準化が進められ、米国では、掘削安全ルール（Drilling Safety Rule）

にて詳細な確認項目が導入される等、セメンチングは坑井の完成にあたり最も重要なステ

ップとして大きく見直されている項目の１つである。 

米国ではマコンド事故の要因への対策を加味した掘削安全作業について、標準化を目指

して掘削安全ルールが発行された。掘削安全ルールは API STD 65を参考に作成され、マ

コンド事故の要因の一つとされるセメンチングにはスラリーの試験とモデリングの要求が

追加された。 

（課題） 

セメンチングは、弱い地層、逸泥が発生する地層、耐食性の地層流体、高圧、大幅な温

度変化を勘案して設計する必要がある。大水深海底下におけるセメンチングは、シャロー

ガス･ウォーターフロー、ガスハイドレードといった大水深特有の課題以外にも水深、海

底面の温度、海流速度等の特徴、ライザーの有無、掘削流体の温度等の作業工程において

も、これまで以上に綿密なセメントスラリーデザインの計画と検証等が必要となる傾向が

米国、オーストアリア等であるので、各国の規制内容等を精緻に精査し検証する必要があ

る。 

 

（２）シャローガス･ウォーターフロー 

（現状） 

堆積速度の速い海底域、異常高圧層および脆弱な地層で発生する傾向がある。このよう

な状況は、炭化水素の探鉱対象となる大水深海域環境における典型的なものである。 

通常は事前に物理探鉱段階でシャローガス発生のおそれがある地点（ブライトスポッ

ト：物理探鉱による地層境界や構造調査の際、ガス層が存在すると地層の密度が低下する

ために生じる解析上の現象）を把握し、この地点を避けて掘削地点を選定する。海底にサ

ブシーBOP等の機器を設置していない最初の掘削の段階でシャローガスに遭遇した場合

には、掘削地点を変更する。 

（課題） 

海底面下でシャローガス・ウォーターフローが生じるとウェルコントロールが困難にな

り、過去には甚大な被害をもたらした事例（Santa Barbara）もある。物理探鉱段階におい

てシャローガス発生のおそれがあるヶ所（ブライトスポット）は掘削地点に選定しない配

慮が必要であるが、これまでは、シャローガス・ウォーターフローへの課題を解決するた

め、特有の地層固化性能を有する発泡セメントや低温環境下での性能を有する速硬石膏セ

メントにより解決されてきたが、大水深の課題としては、①低スラリー比重、②良好な脱
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水調整、③沈殿物を無くすこと、④水和時間の短縮、⑤低セメント浸透率等がある。 

 

（３）ガスハイドレート 

（現状） 

高圧・低温条件下において水とガスが接触することによって形成される。これら高圧･

低温の 2つの条件のいずれかが満たされない場合、形成されたガスハイドレートは化学的

に不安定な状態となり、ガスが放出される。突然のガスハイドレート分解に伴う大量のガ

スの放出による海底地層の弱体化は、海底に設置された BOP等機器の倒壊、損傷等につ

ながるおそれがある。また、地滑り、津波等を引き起こす要因となる。 

現在、ハイドレート層を掘削する際にはハイドレード層と坑井をセメントで隔離し、ま

た、従来のセメントでは硬化中にハイドレートからのガス放出を引き起こす可能性がある

ため水和温度の低い特殊なセメントを採用し掘削を行っている。 

（課題） 

Schlumbergerや Halliburton等のサービス企業はこれらのハイドレートに関する課題を克

服するための特定のスラリーを有しており日本で使用している。水深の増加により、ガス

ハイドレート現象のおそれは高まるので、業界のトレンドに注視し、泥水循環や化学薬品

の添加等の対策に配慮が必要となる。 

他方、石油･天然ガスの生産オペレーション中は高温流体がハイドレード層を通過する

ため、より熱伝導率の低いセメントの開発等の技術開発が課題であり、メキシコ湾での開

発においてどのような性能のセメントが使用されているのかセメンチングの方法を含め、

事態に備えさらに調査しておく必要がある。 

 

 パイプライン管理 

（１）腐食対策 

（現状） 

生産段階の仕上げは、ドライツリー方式（プラットフォーム）によるパイプライン輸

送、もしくはウェットツリー方式による船（FPSO：Floating Production, Storage and 

Offloading system）による輸送がある。パイプライン輸送を選択する場合には、海洋に設

置するパイプラインの腐食対策はパイプラインを保守管理する中で最重要課題である。防

食方法としては、パイプライン材料の選定、防食のための添加剤（インヒビター）の添

加、塗装、電気防食等がある。 

（課題） 

大水深における海底パイプラインは、その設置場所の都合上、モニタリング、メインテ

ナンス、補修作業等が浅海・陸上パイプラインに比べ困難である。特に、水深がダイバー

の潜水限界を超えるため、すべての活動は、ROVを用いた遠隔操作で実施することにな
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る。 

また、パイプラインが損傷した場合は、油の流出により大規模な海洋汚染を引き起こす

可能性があり、パイプラインの敷設計画・設計段階から、損傷を未然に防ぐという観点お

よび損傷が起きてしまった場合に如何に被害を最小限に抑えるかという観点の両面を考慮

し、適切な保安対策を講じると共に、生産期間と耐用年数を考慮した最適なパイプライン

材料の選定および防食技術等の選定が必要である。 

 

（２）インスペクション・モニタリング 

（現状） 

海底パイプラインの安全操業のためには、定期的な漏洩検知（インスペクション・モニ

タリング）が重要である。漏洩検知には、自動漏洩検知装置の設置、ラインパックテス

ト、内面からの腐食検査には検査ピグ方式（インテリジェントピグ）、外面腐食検知には

ROV、AUV によるカメラ視認等の方法がある。 

大水深海底下の開発において内面腐食の検知に最も一般的であるのが検査ピグ方式（イ

ンテリジェントピグ）である。この方式は、パイプライン内を、超音波プローブを搭載し

たピグや強磁性体プローブを搭載した漏洩磁束検査ピグを走行させ、腐食状況や板厚、漏

洩ヶ所を探知する方式である。漏洩磁束検査ピグはガス、液体、二相流に適用可能だが、

パイプラインが非磁性体である場合には使えない。また超音波ピグは非常に管厚の厚いも

のまで検査可能で高精度だが、接触媒体が必要となるという課題がある。 

（課題） 

大水深海底下のパイプラインの敷設後の検査方式としては、検査ピグ方式（インテリジ

ェントピグ）は、近年パイプラインの健全性を評価するために幅広く世界中で行なわれて

いる方式であり、外面腐食検査に用いる ROV･AUV と併せて業界トレンドとなりつつあ

り、事業者による保安計画策定時には最新トレンドを活用した適切な技術が採用されてい

る必要がある。 

また、海底パイプラインについては、国際的にも様々な技術基準が定められている。日

本においても鉱山保安法令における性能規定が定められており、最新トレンドを活用する

にあたって付加することが必要な保安対策の有無、内容について検討する必要がある。 

 

  保安対策上の課題     

 リモートエリア 

（現状） 

大水深海域は浅海域と比べてリモートエリアとなる。海洋石油・天然ガス開発におい

て、自然災害あるいは作業上の事故、台風等自然災害が予想される場合は計画的に、また

気象・海象の急激な変化による場合は緊急対応が必要となる。固定式の海洋プラットフォ
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ームは、そもそも移動ができないために、設置地点であらかじめ想定された荒天時の外力

等に対して安全率を持ち設計されており、乗員はプラットフォームに通常留まるものと想

定されている。一方、移動式海洋施設の場合、固定式の海洋プラットフォームと異なり、

人命確保および施設保守のため作業地点からの離脱が必要になるケースがあり、また人命

の確保のため施設を放棄し、総員の避難を余儀なくされるケースがある。 

なお、マコンド事故では、p-226の図 3.4.7-1のように、掘削リグの緊急連絡先、救命艇

配置、緊急時人員配置、ならびに緊急時対応方法が整備されており、行方不明者１１名

（おそらくは爆発時に犠牲となったものと推定されている）、負傷者１７名を出したもの

の、掘削リグが沈没する前に行方不明者を除く総員を退船させている。 

（課題） 

日本では、これまで陸域から 40km（磐城沖ガス田）以上離れた海域での開発実績がな

いことから、米国等の大水深開発が先行している事例を参考としつつ、日本周辺海域特有

の気象・海象条件を踏まえ、台風および津波といった緊急時対策の課題を精査する必要が

ある。 

 

 油分散剤 

（現状） 

海洋に流出した油は、可能な限り、物理的手段（オイルフェンス）で回収されることが

望ましい。しかし、流出量や環境状況、あるいは防除装備の不足等から、物理的手段のみ

では流出油に十分対処できない場合もある。そのようなときに使用されるのが油処理剤で

あり、油処理剤は、油膜の拡大防止に効果が期待できる一方、その毒性によって環境がダ

メージを受けるのではないかという不安を拭い去ることができないため、その使用を巡っ

ては常に議論が戦わされている。 

油を処理する薬剤には、海水中への油の分散を促進させる油分散剤と油をゲル化して回

収しやすくする油ゲル化剤の 2種類があり、「海洋汚染および海上災害の防止に関する法

律施行規則」の中で満たすべき基準が定められている（p-232：【表 3.5.1-1】）。この技術基

準に適合したものでなければ、使用することはできない。油ゲル化剤は使用例が少なく、

もっぱら使用されているのは油分散剤である。 

（課題） 

日本では毒性の低い新しい分散剤が開発されており、海防法の規制により現在使用でき

ない分散剤もあるが、今後日本でも使用される動きが出てくる可能性も考えられることか

ら、今後を見据えて新たな分散剤の性能、トレンドなどについて将来的な動きを見つつ理

解しておく必要がある。 
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５．考察 
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5  考察 

5.1  大水深開発に係る保安対策・技術   

  日本周辺海域の気象、海象条件を考慮した保安対策・技術 

 

本調査において対象とした海洋石油・天然ガス開発で先行している各国の法令・技術の調査

結果によれば、地域の特性（気象・海象）に応じた保安対策を講じている国が見られた。  

 

米国では、メキシコ湾における開発の大水深化、海底機器の増加等を背景に、大水深での海

洋石油・天然ガス開発には、大水深操業計画書の作成が義務付けられている。また、マコンド

事故後には、大統領指示により設置された事故調査委員会が事故発生要因として位置付けた

BOP、セメンチングについては再発防止対策の強化が図られた。内容的には、BOPについて

最低２段のシアラムと１つの坑井を密閉できるブラインド・シアラムの装備、BOP上部の

LMRP離脱時や動力途絶等の緊急時の坑井封鎖機能の強化が規格（STD）化され、遵守するこ

とが義務付けられた。また、セメンチング方法については、坑井設計へのセメンチングシミュ

レーション（坑井内でのセメント流動や硬化予測シミュレーション）の導入や、循環流体流出

対応や緊急事態対応等のセメンチング計画に含まれるべき項目を詳細に規定するなど、規則の

改正を実施した。 

ノルウェーでは、北海の厳しい気候条件等を考慮し、石油･天然ガス事業で広く採用されて

いる APIや ISO等の規格に加えた独自の規格をつくる必要があると判断し、同国石油産業は

NORSOK規格を作成しており、NORSOK規格は石油活動における施設の設計、艤装に関する

規則である「施設に関する規則（Facilities Regulations）」についてのガイドラインに多数が引

用されている。なお、マコンド事故後、同国は、同国最大の第三者研究機関（SINTEF）によ

る米国の事故調査最終報告書その他の国々の石油産業に関連した事故情報の調査・分析を行っ

た。同国は、同機関から発出された提言内容に基づき、「活動に関する規則（Activities 

Regulations）」、「施設に関する規則（Facilities Regulations）」において参照されている「掘削中

および坑井作業中の坑井健全性に係る規格（NORSOK D-010）」の改正、保安対策の強化等を

行っている。 

 

日本においては、台風、地震、津波等、日本周辺海域特有の気象、海象条件があることか

ら、こうした各特性を考慮した保安対策の検討が必要と考えられる。例えば、浅海域での開発

であるが、磐城沖（陸地から 40km、現在は廃坑）における開発・生産では、水深 154mを考

慮したプラットフォームの設計時の外力設定や、台風時の操業停止・退避計画等、実施場所等

の特性に応じた保安対策が講じられた。 
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マコンド事故のあったメキシコ湾と日本周辺海域を比較すると、メキシコ湾では、海底に層

厚 1,000m程度の岩塩層があり、これが高温・高圧な地層条件等の要因となっている。しか

し、日本周辺海域では海底に岩塩層はなく、プレート移動によりハワイ側からプレートが毎年

数 cmほど押し寄せる状況であるなど地層条件の違いがある。今後、日本周辺海域 10km程度

の海底の状況、海流条件、台風を含む気象条件などの概況にもとづき地質学と海洋学の知見か

ら日本周辺海域で起こり得る事象をレビューしておくことで、実際に掘削する際に日本周辺海

域特有の気象、海象条件を考慮した具体的な大水深に係る危害・鉱害対策を想定し易くなるも

のと考えられる。 

 

（検討項目） 

・日本では大水深下における石油・天然ガスの開発・生産事例がいまだ無いため、BOPのラ

ム数の増加やセメンチングおよび生産時の坑井の健全性についての監視状況の高度化を含む

最新の技術トレンド等、大水深石油・天然ガス開発で先行している各国の開発事例について

のさらに掘り下げた調査・検討 

・これまでに国内で行われた大水深の掘削（試掘）事例との比較検証を進める等により、日本

周辺海域の気象、海象条件の特性と選定される生産手段に応じた保安対策・技術の検討 

 

 

  油漏洩事故への対処対策・技術 

 

マコンド事故後には、本調査において対象とした海洋石油・天然ガス開発で先行している各

国では、大水深における石油・天然ガス開発において BOPによっても暴噴が抑止できず油漏

洩事故が発生した場合には、キャッピングスタックを主要構成要素として利用し対処するキャ

ッピングシステムが対処技術のトレンドとなりつつある。 

 

米国では、キャッピングスタックの手配等緊急時対策についての計画が義務付けられた。メ

キシコ湾には、業界共同出資会社（MWCC, HWCG LLCの２社）により油漏洩事故が発生し

た場合の緊急時油回収システムが構築され、キャッピングスタックが３基ヒューストンに常備

されている。民間の事業者団体である米国石油協会（API）でも、キャッピングスタックにつ

いての API規格類の検討がなされている。 

英国では業界共同でキャッピングスタックの開発、保有を進め、１基のキャッピングスタッ

クがアバディーンで管理されている。英国に保管されているキャッピングスタックを管理して

いる会社（WWC）は、シンガポールにもキャッピングスタックを１基配備している。 

また、世界規模で緊急対応のサービスを提供する会社（OSRL）では、ノルウェー、ブラジ

ル、シンガポール、南アフリカにそれぞれ１基、常備している。さらに、シェルはキャッピン
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グスタックを英国とシンガポールに配備し、BPはヒューストンとアンゴラにキャッピングス

タックを配備する等、世界的にキャッピングスタックの常設化が進んでいる。 

規制機関へのヒアリングによれば、ノルウェーでは「フレームワーク規則」にキャッピング

システムについての規定を含めることを、オーストラリアでは「OPGGS安全規則」にキャッ

ピングシステムについての規定を含めることを、それぞれ検討中であり、今後ともその動向を

注視していく必要がある。 

 

したがって、日本周辺海域での大水深石油・天然ガス開発についても、油漏洩事故への対処

技術としてキャッピングスタックが必要であると考えられ、日本にキャッピングスタックを整

備保管するか、または緊急対応のサービス会社が海外において整備保管しているキャッピング

スタックの利用を検討すべきと考えられる。 

 

なお、日本周辺海域におけるキャッピングスタックの保管基地は、OSRL社が保有するシン

ガポールが最も近い距離にある。シンガポールから日本へ輸送する場合のキャッピングスタッ

ク到達までの日数を算出したところ、日本周辺海域へは通常で７日程度、台風等により厳しい

気象条件の場合にはさらに日数がかかり２週間程度で到着すると推定される。 

 

海外において整備保管されているキャッピングスタックを日本周辺海域で用いる場合には、

キャッピングスタックが整備保管されている場所から日本までは、部品の状態で輸送すること

が現実的である。日本へ輸送後は、二つの選択肢がある。日本到着後に陸上で組み立て、現地

海域への輸送、設置するというプロセスと、日本からも部品のまま現地海域へ輸送、現地海域

において船上にて組み立て、設置するプロセスとする二つのプロセスである。どちらのプロセ

スでも、日本までの輸送に必要な輸送手段（ロジスティックス）と現地海域での設置手段の検

討が必要であり、加えて一つ目のプロセスでは、組み立て場所の検討とともに、組み立て後は

100トン近い重量物であるため、日本国内における輸送についての法規制、クレーン等のユー

ティリティについての調査が必要である。二つ目のプロセスでは、そもそも船上での組立ての

実施についての可否、実現性の検証とともに、輸送・組み立て・設置手段等の検討が必要とな

る。 

漏洩事故後のキャッピングスタックの準備、組立て等に必要な日数はいずれの整備保管場所

においても同じと仮定しても、日本の場合にはメキシコ湾や北海に比べて最低でも７日程度の

輸送時間がプラスされることになる。したがって、日本において仮に BOPによって暴噴が抑

制できず漏洩事故が発生した場合、キャッピングスタックが整備保管されている場所から日本

まで輸送、組立てられて、暴噴坑井での使用準備が整うまでの輸送手段および日数等につい

て、大水深石油・天然ガス開発で先行している各国の状況を調査・検討し、日本で講ずべき保

安対策等に付加すべき内容について検討する必要がある。 
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（検討項目） 

・漏洩事故後のキャッピングスタックの準備、組立てに必要な日数等についての大水深石油・

天然ガス開発で先行している各国の状況調査・検討 

・日本で講ずべき保安対策等に付加すべき内容（日本にキャッピングスタックを整備保管する

か、または緊急対応のサービス会社が海外において整備保管しているキャッピングスタック

を利用するかも含めて）についての検討 

・キャッピングスタックの保管場所における初動から日本までの輸送、暴噴坑井での使用まで

の全工程を通じて必要な輸送手段（ロジスティックス）と現地海域での設置手段（キャッピ

ングスタックの組立て場所、輸送手段等を含む）、日本国内におけるキャッピングスタック

の組立て、輸送についての法規制、クレーン等のユーティリティについて等の調査 

（例）・欧米諸国（米国、英国等）のキャッピングスタック関連事業者（緊急時対策サー

ビス事業者、キャッピングスタック管理事業者、キャッピングスタック製造者

等）を対象としたキャッピングスタック関連の情報収集 

・掘削機器等の輸送関連事業者（掘削リグ保有者、輸送用船舶保有者等）、日本国内

の輸送関連事業者を対象としたロジスティックス関連の情報収集 

 

 

5.2  今後取り組むべき課題   

  各国との規制等の比較検討   

 

大水深石油・天然ガス開発で先行している各国の規制等を比較検討した結果、マコンド事故

前の米国では、規則により詳細な内容を規定し実施を義務付ける考え方を採り、ノルウェー、

英国、オーストラリアの各国では、法律および規則にリスクマネジメントシステムの導入と要

求すべき性能を規定して、事業者に自らリスク管理を行うことを義務付けることを基本的な考

え方としていた。また、ブラジルでは、操業安全管理システムを定めた ANP Resolution 43の管

理項目の概要からは、リスクマネジメントシステムについては、規則に要求すべき性能を規定

し事業者に自らリスク管理を行うことを義務付ける方式であると推測される。 

しかし、マコンド事故後、米国では、リスクマネジメントシステムについて、規則に要求す

べき性能を規定し、事業者自らリスク管理を行うことを義務付ける方法を導入した。CFR全体

では詳細まで規定し実施を義務付ける考え方は依然踏襲されているため、規則により詳細な内

容を規定し事業者に実施を義務付ける考え方と事業者自らリスク管理を行うことを義務付ける

考え方の二つの考え方が混在している状態である。したがって、海洋石油・天然ガス事業に関

して CFR 全体が事業者自らリスク管理を行うことを義務付ける考え方に統一された訳ではな
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いが、リスクマネジメントシステムについては、API の手法に則りハザード分析やリスク対処

の実施、文書化、施設や実施方法の変更管理などを事業者自ら行い事業を管理することになっ

た。 

米国でのリスクマネジメントシステムの導入義務付けにより、リスクマネジメントシステム

に関しては、海洋石油・天然ガス開発で先行する米国、ノルウェー、英国、オーストラリア、

ブラジルと調査した５カ国すべてに導入されたことになり、リスクマネジメントシステムがト

レンドとなっていることが確認された。 

 

日本の鉱山保安法では、鉱業権者にリスクマネジメントの導入が義務付けられており、事業

者自らリスク管理を行うことで要求される内容を満足させることを義務付けることを基本的な

考え方としており、今回調査対象とした先行国と基本的な考え方は一致している。したがって、

解明すべき点として残るものは、法規等で規定している「要求すべき内容」が日本と先行国と

で違いがあるかどうか、同様なものであるかである。すなわち、大水深石油・天然ガス開発で

先行している各国の法令、技術基準、指針等のマコンド事故後の見直し、マコンド事故後に追

加された重点項目等の中の講ずるべき保安措置の更なる比較・検討を行い、BOPを含め日本で

必要とされる保安対策等に付加することが必要な内容、具体的には、米国の規則が取り入れて

いる API RP 75（海洋操業と施設についての安全環境管理計画についての推奨実践例）や、ノル

ウェーの規則が参考として示している NORSOK Z-013（リスクおよび緊急事態評価）、英国やオ

ーストラリアの法規についてのガイダンス等の注釈集等におけるリスク管理項目等の比較検討

をもとに、大水深石油・天然ガス開発において、日本で講ずべき保安対策等に付加することが

必要な内容を比較検証することが必要であると考えられる。 

また、一例として法令等の比較検討を行った BOPに関する保安対策については、米国とノル

ウェーでは規則または規格によりラムの段数等の詳細まで規定しているのに対して、英国およ

びオーストラリアでは事業者が自らリスク管理を実施するセーフティーケースによる規制のた

め詳細は示していない。また、米国とノルウェーとの間でもラム数の規定等詳細については異

なる点があるなど、BOPに関する保安対策についても今回調査した先行国の間での取り扱いは

必ずしも一致していない。これらのことからも、日本の保安対策に追加的すべき内容について

は日本周辺海域の海象、気象条件を踏まえた適切な内容について十分な検討が必要である。よ

り詳細な比較検討を行うことで、大水深石油・天然ガス開発に向けた保安対策として、BOPだ

けでなく、セメンチング等の保安上重要な技術やキャッピングシステム等の油濁事故へ対処す

る重要な技術、緊急時の退避等の保安対策などについて明確にすることで、海洋石油・天然ガ

ス事業についての先行国から日本の危害・鉱害防止対策に取り入れることが適切である内容が

明確になるものと考えられる。 

 

（検討項目） 

・保安対策について、各国の法規等で規定している要求事項と日本の法規等で規定している要
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求事項との比較検討 

（例）・セメンチング実施方法、坑井健全性モニタリング、廃坑措置等 

・米国の規則 30 CFR 250が参照し取り入れている API規格、ノルウェーの規則が強く連携し

ている NORSOK規格、および英国やオーストラリアの法規について発行されているガイダ

ンス等の注釈集等におけるリスク管理項目等の比較検討 

（例）・規格等におけるリスクマネジメント 

リスクマネジメントシステムに関する API RP 75や API RP 14J、NORSOK Z-013

等における、リスク項目などリスクマネジメント手法の規定内容 

・セーフティーケースにおけるリスクマネジメント 

英国とオーストラリアの Safety Case文書作成に関する規則、ガイダンス等におけ

るリスク項目などリスクマネジメント手法の規定内容 

・事業者におけるリスクマネジメント 

事業者団体のガイダンス等からの抽出、推定などによる、実際に事業者が実施し

ているリスク項目などリスクマネジメント手法の内容 

・油漏洩への対処 

油漏洩事故が発生した場合に鉱業権者がとるべき対処について、あらかじめ検討

しておくべき対処についての規定内容 

 

 各国の保安対策技術の検討    

 

大水深石油・天然ガス開発で先行している各国の保安対策技術の動向を調査検討した結果、

米国では、マコンド事故後に、大幅な保安対策の強化が図られ、オーストラリアでもマコンド

事故と同年に起きたモンタラ事故後に、同様に保安対策の強化が図られた。 

大水深石油・天然ガス開発はいまだ発展途上であるものの、これまでの在来型の石油・天然

ガス開発のための技術・手法を基礎とし、大水深特有の BOPの構造の検討や坑井健全性の確

保のためのセメンチング手法管理の強化といった、大水深で使用される保安対策技術に応じた

必要とされる開発手法が適用されていることから、我が国の排他的経済水域において開発が見

込まれる海域を想定し、開発プロセスに沿って考えられる危険要因を抽出し、想定される被

害、対策等を大水深石油・天然ガス開発で先行している各国の保安対策技術等を参照しとりま

とめることが有益であると考える。 

 

これらの大水深石油・天然ガス開発で先行している各国における保安対策との比較から抽出

された事項を整理するとともに、BOPのような重要な保安技術やキャッピングスタックのよう

な重要な油漏洩への備え、および大水深開発において典型と考えられる生産設備等について、

日本の保安対策に追加すべき内容について検討することが必要である。 
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（検討項目） 

・日本の保安対策技術との対比について一例として本年度実施した「BOPについての比較検

討」をもとに大水深石油・天然ガス開発で先行している各国で導入されているその他の保安

対策技術に係る技術基準の内容についての比較・検証 

・大水深石油・天然ガス開発で先行している各国で導入された保安対策技術について、日本周

辺海域の気象、海象条件を踏まえた適用の必要性、適用方法の調査、検討 

（例）・ROV等遠隔操作機器 

 設置する BOP等の性能に対応する ROV 配備、我が国の列島周辺の海域では黒潮

等の潮流があることからアンビリカルケーブル径の最小化等 

・キャッピングスタック 

 整備保管されている地域から、迅速に目的地へ運ぶ上での輸送（ロジスティック

ス）に関する課題 

・坑井健全性検証技術 

 適切なセメンチングおよ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、石油・天然ガスの流れを遮断するメカニズム等 

・セメンチング計画、検証 

 水深、海底面温度、海流速度等海域の特徴、ライザーの有無、掘削流体の温度等

の作業工程における綿密なセメントスラリーデザインの計画と検証等 

・シャローガス、ウォーターフロー対策 

 発泡セメントや速硬石膏セメントについて、低スラリー比重、良好な脱水調整、

沈殿物を無くすこと、水和時間の短縮、低セメント浸透率等 

・ガスハイドレート対策 

 水深の増加により、ガスハイドレート現象のおそれは高まるので、業界のトレン

ドに注視し、泥水循環や化学薬品の添加、セメンチングの方法等 

・パイプラインの防食、インスペクション、モニタリング技術 

 検査ピグ方式（インテリジェントピグ）、外面腐食検査に用いる ROV･AUV と併

せた業界トレンド 

・油漏洩時の回収体制 

 日本周辺海域での油漏洩事故処理についての体制 

・油分散剤 

 日本周辺海域で使用可能な新たな分散剤の性能、トレンド等 

・緊急時計画 

 日本周辺海域特有の気象・海象条件を踏まえ、台風および津波といった緊急時対

策の課題 
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1 海外現地調査海外現地調査海外現地調査海外現地調査報告書報告書報告書報告書 

1.1 第一回海外第一回海外第一回海外第一回海外調査調査調査調査報告書：ノルウェー・英国報告書：ノルウェー・英国報告書：ノルウェー・英国報告書：ノルウェー・英国 

 

調査期間: H26 年 8月 25日 ~9月 3日 

調査場所: ノルウェーStavanger, 英国 London 

調査員:    青柳 敏行 ENAA SEC 技術調査部 研究主幹 

   松田 和也  ENAA SEC客員研究員(DNV GL 横浜) 

1.1.1 ノルウェー聴取先企業ノルウェー聴取先企業ノルウェー聴取先企業ノルウェー聴取先企業 

Aker Solutions 

BP 

Brazil Federation of Industries of the state of Minas Gerais (FIEMG） 

Cameron 

Chevron 

Conoco Philips 

ENI 

Halliburton 

MPE, NPD 

Ceering  

One Subsea 

Petoro 

PSA 

Schlumberger 

Shell 

Statoil 

Total 

Western Australia Ministry 

 

1.1.2 ノルウェー聴取内容概要ノルウェー聴取内容概要ノルウェー聴取内容概要ノルウェー聴取内容概要 

 以下に、本調査時に訪問した企業組織とそこで得られた見解をまとめる。 
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1.1.2.1 PSA 

Interviewee:   

Monica Ovesen (Drilling) 

General 

PSAはノルウェーにおける石油開発の安全に関する規制機関である。ONSでの展示では

北極海開発をテーマにしていた。 

今回面談した Monica Ovesen氏は PSAの在籍期間が現在 3 番目に長く、専門は掘削であ

る。PSAの掘削部門は 90名規模である。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

ノルウェーの保安規制体制は具体的な要求項目を付さず、安全水準を要求するリスクベ

ースである。2000年までは、米国式のプリスクリプティブな規制体制であったが、英国の

Piper Alpha暴噴事故などを踏まえリスクベースの規制体制へ切り替えた。安全水準自体を

要求するため、大水深海域と浅海域では原則区別されない。 

NORSOKはノルウェーの機関である Standard Norwayにより発行される海洋石油開発基

準である。PSAの規制では基準の 1 つとして NORSOKを参照しているが、NORSOK基準

は Standard Norwayに帰属し、PSAは他の基準と同等に扱っている。NORSOK等の基準は

参照されているものの、基準への準拠は必須項目ではなく、あくまで PSAの指定する安全

水準に達しているかどうかで安全性の是非が判断される。 

ノルウェーの規制体制は、規制機関、石油開発会社、従業員の 3 者間の信頼、協調を前

提に置いている。そのため 3 者間の対話を重視しており、これがリスクベースで具体的な

要求を設けない背景の 1つである。 

対話のベースとなるフォーラム（集まり）はノルウェーの石油開発業界においていくつ

か存在する。 

Norwegian Oil and gas (ノルウェーにおけるオペレータ企業およびサービス企業) 

Drilling Managers Forum（各企業の掘削責任者） 

Well Integrity forum（各企業の坑井責任者、規制機関等） 

Plug and Abandonment Forum（各企業の廃坑責任者、規制機関等） 

これらのフォーラムで業界における課題や現状が共有され、ノルウェーの規制 Activities 

Regulation Section 23に明記されている活動水準の継続的向上の基盤となっている。1 の

Norwegian Oil and gas associationは 100を超えるガイドラインを発行しており、このガイド

ラインはPSAの安全規則からも参照されている。特に 2－4のフォーラムは毎月開催され、

意見交換がなされている。 

また、PSA は世界的に活動しており、アフリカや中南米の国において掘削などのコース

を開講するなど、世界の石油開発の安全水準を高めることに貢献している。 
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1.1.2.2 Shell 

Interviewee:   

Nine Andresen(Senior Facility Engineer, Upstream International) 

General 

Shell はオランダ・ハーグに本社を置く英国・オランダ系の多国籍石油開発企業である。

世界中で権益を保有し、東南アジアやオーストラリアでも存在感を持ち、大水深開発や新

技術の導入に積極的である。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

シェルは社内基準 DEP(Design & Engineering Practice）を保有しており、世界のシェル主

導のプロジェクトは DEPを基準に、同等の安全基準を有している。DEPは原則各国の規制

よりも厳しいが、規制機関の要求と乖離することもある。 

その際は規制機関との対話を通じて、DEP を通じてシェル社の目指す求める安全水準を

満たす結論を導く。例として挙げられたのは、オーストラリアにおける特殊なトラックの

運転手の雇用である。オーストラリアでは現地人の雇用が要求に含まれる。そこでオース

トラリア規制機関はトラック運転手として現地のオーストラリア人を雇用することを求め

たが、当トラックは特殊な仕様であったため、シェル社の特殊技能を保持した運転手が不

可欠であった。そこでシェル社は規制機関と対話を重ね、例外としてシェル社員の運転を

許可した。 

新技術の導入手順は、DNV GL 基準 DNV RP A203 “Qualification of new technology”を元

にシェル社内プロセスに組み込まれている。 
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1.1.2.3 Total 

Interviewee:   

Ole Beugt Hegreberg (Operation Preparation and start-up manager) 

General 

Total はフランス・パリに本社を置くフランス系の多国籍石油開発企業である。ロシアの

極寒地開発、アフリカ各地における大水深開発、オーストラリアにおける INPEX との

Ichthysプロジェクト開発などで知られる。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

Total は社内基準をフランス本社にて統一している。基準では知識と現地経験の両方を重

視している。 

大水深において重視される技術は、坑井流体の流量管理 Flow assurance）、ライザーアン

ビリカルなどを挙げられていた。 

基準の基盤として、ISO を挙げている。ISO13628は石油ガス開発の一般的な基準および

ガイドラインで、新技術の導入でも参照されている。 

Ole Beugt Hegreberg氏は、基準の参照に関して、1つの対象について、複数の基準を重複

して参照すべきではない、と指摘された。複数の基準の参照は混乱を招くと考えられてい

る。 

トタルの安全基準の考え方はバリア管理・リスク管理が根本にある。近年の技術発展の

1 つとして作業の自動化が挙げられるが、自動化が進むにつれ、故障率やバリア管理の重

要性が高まると考えられている。新技術の導入や、環境危害管理のおいてもバリア管理・

リスク管理の観点を重視されている。 

また、ヒューマンエラー抑止の重要性も示唆されている。作業に関わる者は然るべき知

識と経験を有するべきであり、ヒューマンエラーの観点でもローカルコンテント要求は注

視すべき点である。 
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1.1.2.4 Cameron 

Interviewee:   

Thierry Vidal (Cameron, Regional Sales Manager Africa & Mediterranean) 

John Mangan (Engineering manager Technology Integration) 

General 

 Cameronは石油・天然ガス生産システム、プロセス機器の設計、製作、試運転および、

メインテナンス、コンサルティング業務を行っている米系企業である。大水深海域へのサ

ブシー施設の提供には長い歴史を持ち、初めて BOPを製造した企業としても知られる。 

Cameronは 2013年、仏 Schlumberger社とジョイントベンチャー企業 One Subseaを立ち上

げた。One Subseaは Cameronと Schlumberger社の海底仕上げ部門の合弁企業である。 

今回面談した Thierry Vidal氏は Cameronの Regional Sales Managerである。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

Cameronの海底機器は基本的に API 基準を最低限のスペックとして定め、加えてオペレ

ータ企業特有の要求に応えている。Cameronは 25,000psiの BOPを製造する現在唯一の企業

である。Cameronの強みは、海底機器のアフターサービスにあるという。機器のインター

フェース等の設計は標準化されていき、製品自体の差別化は難しくなっているが、納品後

の製品の検査の段階で Cameronの長年の実績が信頼を得ているとのこと。また、Cameron

も API 委員会の一員であり、API 基準作成の一部を担っている。製造者にとって、大水深

の課題は困難ではなく、オペレーション、メインテナンス、緊急事態対応が課題とのこと

である。アメリカでも BOPの定期的再認証が義務付けられ、アフターサービスの市場は拡

大している。 
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1.1.3 英国訪問企業英国訪問企業英国訪問企業英国訪問企業 
 8月 28日 

(木) 
8月 29日 

(金) 
8月30日 

(土) 
8月 31日 

(日) 
9月 1日 

(月) 
9月 2日 

(火) 
9月 3日 

(水) 

午前 

移動 

   UK HSE UK HSE OSRL 

午後 JETRO   Tullow Oil   

 

UK HSE: UK Health and Safety Executive  

JETRO: Japan External Trade Organization 

OSRL：Oil Spill Response Limited 

 

 

1.1.4 英国企業聴取概要英国企業聴取概要英国企業聴取概要英国企業聴取概要 

1.1.4.1 JETRO London 

Interviewee:   

江頭博之氏(舶用機器担当) 

田村顕洋氏(造船担当) 

General 

ジェトロは、貿易・投資促進と開発途上国研究を通じ、日本の経済・社会の更なる発展

に貢献することをめざして、日本企業の海外展開支援、外国企業の日本への誘致、日本の

通商政策への貢献、開発途上国の支援と研究を行っている。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

JETRO Londonにおける造船産業支援を説明頂いた。造船産業支援に関して、ペトロブラ

ス社と関係があるとのこと。 

ブラジルの人脈をご紹介頂けないか打診。 

ペトロブラスは人づてと縦割り行政が鍵である。こちらからレターおよび質問事項を送

付し、適当な窓口を紹介頂く予定。 

ブラジルはリスクベースの法体制だが、2001年に発生した P36事故にて特有の要求が追

加された。（Lower Column、ヘリデッキなど） 
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1.1.4.2 UK HSE 

Interviewee:   

Bill Chilton (diving/ROV) 

Dave Scott (Wells) 

Fred Algie (Wells) 

Hazel Hancock (Pipelines) 

General 

UK HSE（UK Health and Safety Executive）は、労働法における安全衛生を英国で職場

の健康と安全のための新たな規制の枠組みを提供する国家機関である。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

坑井に関する法令は、DCR、SCRが主である。UK HSEでは、これらの規制（Regulation）

および、これらのガイダンス文書を発行し、検査する役割を担う。 

• 英国領の北海における規制の階層構造（規制->承認規範: Approved Code of Practice-

> 業界ガイドライン) 

• ガイドラインは、API, Oil and Gas UK,NORSOKなど。 

• 英国の目標設定型規制の特徴。規制を更新することなく、業界規範の向上を促す

ことができる。 

• 坑井の検査に関しては、DCR13-18条に明記されている。 

• セメンチング、キャッピングシステム等、マコンド事故で指摘された技術、大水

深など過酷な状況下で重要しされる技術は Oil and Gas UKとの協働により、ガイ

ドラインを作成している。 

• なお、暴噴後の処置は UK HSEではなく DECCの所轄。 

• ROVのガイドラインの一つに、International Marine Contractor’s Association guidance

が挙げられる。 

• UK HSE検査員の雇用方法、人材育成、期待される技量について議論。 

• 各国の規制機関とは、IRFなどのフォーラム等で意見交換。 

• EU法令が来年から有効になり、その要求を満たすために UK HSEと DECCは大事

故防止に関する規制に関して協働することになる。（保安と環境保全を同一の

Safety case として扱う） 
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1.1.4.3 Tullow Oil 

Interviewee:   

Mike Williams (Group Well Engineering manager) 

Klisthenis Dimitriadis (Chief Well Engineer) 

Gary Mowat (Group Well Engineering EHS Lead) 

Stuart Greaney (Senior Drilling Engineer) 

Duncan Muirhead (Senior Subsea Engineer) 

Peter Miller (Fluids and Cement Group Lead) 

 General 

Tullow Oil はアイルランドにて発足し、英国ロンドンに本社を置く英国系の多国籍石油開

発企業である。アフリカでの存在感を強めている。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

Tullow の操業原則は、操業国に関わらず Tullow 社則に従う。Tullow の操業基準は原則各

国の要求水準より高い。 

第三者による坑井検査(Well examination)は英国においては規則により義務であるが、ア

フリカでは義務ではない。Tullow は社則に従いアフリカでも第三者による坑井検査を行っ

ている。 

英国のオペレータ企業を中心とした組織、Oil and Gas UKでは基準（Standard）を公開し

ている。Oil and Gas UKの基準は英国での操業を念頭に置いているため、リスクベースの基

準となっている。TullowではOil and Gas UK の他に、OGPやAPI等の基準も参照している。

基準は各操業の特徴に合わせ適宜参照されている。 

Tullow社は人材育成を操業の安全水準を高める重要な要素として捉えている。 

人材育成モデルは、シェル社のモデルが元になっている。 
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1.1.4.4 Oil Spill Response Limited (OSRL) 

Interviewee:   

Matt Clements (Global HSEQ Director) 

Robert M Limb (Chief Executive) 

Rob James (Regional Director EMEA) 

General 

OSRL は 160超の石油開発企業が共同出資し、石油漏洩の対応世界中に備える企業であ

る。本社は英国サウサンプトンに位置している。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

OSRL の役割は Capping や石油回収ネット等の石油漏洩対処機器の供給であり、世界中の

どこでも事故発生から 12日以内に行えるよう機器が配置されている。OSRLの責任範囲は

石油漏洩後の対処の機器供給までであり、OSRL は操業を行わない。しかし、機器供給か

ら事態の収束までの一連の過程の確立をオペレータ企業と共同で取り組んでおり、100 を

超えるガイドラインを出資者向けに発行している。SWIS(Subsea Well Intervention 

Service)部門が Capping 等の海底での暴噴等の事故対策に関する取り組みの主体となって

いる。 

 

1.1.4.5 Halliburton 

Interviewee 

Lars Alfers (Sr. Account Representative) 

General 

Halliburton は米系の多国籍企業で、主要営業部門は、資源サービスグループ(Energy 

Services Group)であり、は石油と天然ガス探査および生産設備を製造する。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

セメンチングの規制体制について質問。 

セメンチングはバリアの１要素であり、具体的な要求は政府からは無し。具体的要件は、

国有石油会社 Petoroと対話の上結論づけることが多いとのこと。 
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1.2 第二回第二回第二回第二回海外調査報告書海外調査報告書海外調査報告書海外調査報告書：：：：オーストラリア、オーストラリア、オーストラリア、オーストラリア、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール 

 

調査期間: H26 年 9月 14日~19日 

調査場所: オーストラリア（パース）,シンガポール 

調査員:    青柳 敏行 ENAA SEC 技術調査部 研究主幹 

   松田 和也  ENAA SEC客員研究員(DNV GL 横浜) 

1.2.1 訪問先企業訪問先企業訪問先企業訪問先企業(組織組織組織組織)&概要概要概要概要 
 

9月 15 日(月) 8月 16日(火) 9月 17日(水) 9月 18日(木) 9月 19日(金) 

午前 Woodside  

移動 

  

午後 Inpex APPEA Cameron OSRL 

APPEA: Australian Petroleum Production & Exploration Association 

OSRL：Oil Spill Response Limited 

 

1.2.2 調査企業･組織調査企業･組織調査企業･組織調査企業･組織 

 以下に、本調査時に訪問した企業組織とそこで得られた見解をまとめる。 

 

 

1.2.2.1 Woodside 

Interviewee:   

Greg Mogan (Vice President, HSEQ) 

Susan Briggs (Health and Safety Manager, Drilling and completions) 

Neil N. Kavanagh (Chief Science and Technology manager) 

General: 

Woodsideはオーストラリア州系の石油開発企業である。オーストラリアだけでなく、ニ

ュージーランド、アイルランド等世界各地で大水深開発に着手している。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

Woodsideは世界各地で大水深開発を展開する上で、高度な技術の導入にも積極的である

（180kmに及ぶ長距離タイバック等）。これらの困難な技術は、北海などの先進した石油開

発プロジェクトを参考にしている。FPSOはオーストラリアにおいて積極的に導入されてい

るが、これはオーストラリアの人件費の高騰が背景になっている。 

新技術の導入基準は、DNV RP A203を参照している。 
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セーフティケース基準の規制体制では、大原則となる規則は普遍であり、大きな更新が

なされることは少ない。しかし、セーフティケースを満足するための詳細要素は技術革新

や大事故発生などにより頻繁に更新される。Contractor Forumは年に 2回行われており、そ

れ以外にも APPEA 主催で例年会議が開催されている。APPEAは会議だけでなく、坑井健

全性ガイドライン発行などでも重要な役割を果たしていると考えられている。 

 

1.2.2.2 INPEX 

Interviewee:   

Andy Higgins (Technical Director) 

General 

INPEXは日系の石油開発企業である。オーストラリア、ダーウィンのイクシス LNGプロ

ジェクトは INPEXが日本企業で初めて操業主体（オペレータ）として事業を推進するプロ

ジェクトで、2016年末までに生産開始予定である。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

Andy 氏は Ichthysプロジェクトの技術責任者であり、冒頭にイクシスプロジェクトを説

明頂いた。詳細については、参考資料を参照されたい。 

世界各地のプロジェクトの基準は階層構造をなし、上位から順に国の法令、国際基準、

オペレータ企業基準、プロジェクト基準となる。 

国際基準の選択に関しては、操業場所と製造場所に依存すると指摘している。 

また、INPEX は比較的新興オペレータ企業のため、新技術よりも実績のある技術を好む

傾向にある。 

Ichthysプロジェクト参考資料 

http://www.inpex.com.au/media/34891/ichthys%20lng%20fact%20sheet.pdf 

 

1.2.2.3 Neptune 

Interviewee:   

Jason French (General Manager) 

Russsel W Burder (Tendering Manager) 

General 

NEPTUNEはパースに本社を持つ、海上検査、修理、維持サービス企業である。現在は

パース、ダーウィン、メルボルン、グラッドストーン、英国、アジアに活動地域を拡大し

ている。 
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聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

水深 45m が有人ダイバー作業の限界であり、Satuationを行えば 300m が限界である。実

際には 45m以深では ROV(Remote Operated Vehicle)を使った作業が主流となる。 

ROV 等の海中のオペレーションのスタンダードは IMCA(International Marine Contractors 

Association)のものが用いられる。UK HSEからも同等の回答を得られた。なお、IMCAは世

界共通のガイドラインと地域別のガイドラインを別に組成している。 

 

1.2.2.4 APPEA 

Interviewee:   

Andrew Woodhams (Director, Safety, Environment and Skills) 

Damien Hills (National Associate Director, Environment and safety) 

Leanne Drewitt (Project Manager, Safety Operations) 

General 

APPEA(Australian Petroleum Production & Exploration Association) はオーストラリアにおけ

る石油ガス開発企業を代表する組織である。APPEA はオーストラリア政府とオペレータ企

業との間に立ち、オーストラリアにおける石油ガス開発の経済性、地域貢献、安全性を高

める支援を行う。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

APPEA は石油ガス開発企業の代表として、規制機関の解釈・ガイドラインを石油ガス開

発企業に共有する。同時に、石油ガス開発企業の意見・要望を取り纏め規制機関との対話

も行う。セーフティケース規制において、同様の規制勧告は起こりがちであり、業界団体

が対話を蓄積・効率化することは業界の安全水準の向上に繋がると考えられている。 

 

Figure 1 業界団体の役割 

 

APPEA は海上における作業の自動化を次世代の潮流と捉えており、ドローン等の新技術
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が海洋開発に導入される可能性を見据えている。 

 

1.2.2.5 NOPSEMA 

Interviewee:   

Guyan Gavin (General Manager Safety & Integrity) 

General 

NOPSEMAはオーストラリア海域における 安全・環境・施設の規制機関である。モン

タラ事故後の対応として設立された組織であるが、安全と環境の双方を司る機関は現時点

で先進的なモデルとされている。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

 オーストラリアはセーフティケース規制(Objective based)のため、スタンダードは参照

しない。但し、社内基準要求はおよびマネジメントシステムは監査対象とのこと。BOPや

セメンチング等の各要素水準は、掘削計画や緊急事態対応計画等に盛り込まれ、包括的な

安全基準の証明をオペレータに期待する。CappingSystem については改訂中であり、来

年には導入される予定とのこと。 

 

1.2.2.6 Cameron 

Interviewee:   

Sriram Vengalathur (Regional Manager, Drilling Systems) 

General 

 Cameronは石油・天然ガス生産システム、プロセス機器の設計、製作、試運転および、

メインテナンス、コンサルティング業務を行っている米系企業である。大水深海域へのサ

ブシー施設の提供には長い歴史を持ち、初めて BOPを製造した企業としても知られる。 

Cameronは 2013年、仏 Schlumberger社とジョイントベンチャー企業 One Subseaを立ち上

げた。One Subseaは Cameronと Schlumberger社の海底仕上げ部門の合弁企業である。 

 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

Cameronシンガポール工場は BOP等海底機器の製造および点検を行っている。これらの

機器は基本的に API に準拠している。Cameronは海底機器製造で先進しており、現在最高

となる設計圧 20,000 psi-Capping stackを製造した（他社は 15,000psiが最大）。API スタンダ

ードはこれらの技術革新への対応に追われる。 

マコンド事故後、米国では海底機器の定期再検査が要求されることになった。ラムの検

査で、パイプ切断試験を行われていた。 
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Figure 2 Cameron 製造の BOP 

 

Figure 3 試験で用いられたラム 
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Figure 4 検査中の「ちきゅう」搭載 BOP スタック 

1.2.2.7 Oil Spill Response Limited (OSRL) 

Interviewee:   

Ahmad Nazri (SWIS Base Manager) 

Prianda Pratama Ardhana (Senior Specialist, Subsea Well Intervention Service) 

General 

OSRL は 160超の石油開発企業が共同出資し、石油漏洩の対応世界中に備える企業であ

る。本社は英国サウサンプトンに位置している。シンガポールはアジア、オセアニアの石

油漏洩対応拠点である。 

聴取概要聴取概要聴取概要聴取概要 

OSRL の役割は Capping や石油回収ネット等の石油漏洩対処機器の供給であり、世界中の

どこでも事故発生から 12日以内に行えるよう機器が配置されている。シンガポールは東南

アジア、オセアニアの石油漏洩対応拠点であり、キャッピングシステムや散布剤等を配備

している。 

OSRL はキャッピングシステムの点検維持の責任を負い、3 ヶ月に 1 度点検している。訪
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問時は丁度点検開始時期であった。キャッピングシステムの操作は全て ROV を介して行

うことが想定されており、操作パネルもROVによる操作を想定した設計がなされている。 

 

 

 

Figure 5 Capping system 
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Figure 6 Capping system の ROV 対応操作パネル 

 

 

Figure 7 OSRL 油漏洩対策機器コンテナ 
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1.3 第三回第三回第三回第三回海外調査報告書海外調査報告書海外調査報告書海外調査報告書：米国、ブラジル：米国、ブラジル：米国、ブラジル：米国、ブラジル 

 

調査期間: H26 年 11月 10日~19日 

調査場所: 米国，ブラジル 

調査員:    松岡 洋 ENAA SEC 客員研究員（日本海洋掘削） 

   松田 和也  ENAA SEC客員研究員（DNV GL 横浜） 

1.3.1 訪問先企業訪問先企業訪問先企業訪問先企業(組織組織組織組織)&概要概要概要概要 

【米国：Houston、Neworins】 

 
11月 

10日(月) 
 
11(火) 

 
12日(水) 

 
13日(木) 

 
14日(金) 

 
15日(土) 

午前  Trendsetter COS※ 
API 

IADC 
Conference  

移動 

午後 BSEE Oceaneering Schlumberger Tullow Oil DNV GL 

※ BSEE：Bureau of Safety and Environmental Enforcement 

※ COF：Center for Offshore Safety  

 

【ブラジル：Rio de Janeiro】 

 11月 
17日(月) 

 
18日(火) 

 
19日 (水) 

午前 DNV GL DNV GL Shell 

午後   
ANP※ 
Petrobras 
Statoil 

※ ANP：National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels 

 

1.3.2 調査企業･組織調査企業･組織調査企業･組織調査企業･組織 

 以下に、本調査時に訪問した企業組織とそこで得られた見解をまとめる。 

 

1.3.2.1 BSEE 

日時 

2014年 11月 10日 14時 

 

場所 

BSEE Houston事務所 
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参加者 

Christy Lan (Regulations and Standards Branch, BSEE) 

Julian Pham (COR, Petroleum Engineer, BSEE) 

機関概要機関概要機関概要機関概要 

BSEEは内務省下の規制機関であり、米国領沖合における石油ガス開発の規制機関であ

り、連邦規則 CFR 250（OIL AND GAS AND SULPHUR OPERATIONS IN THE OUTER 

CONTINENTAL SHELF）の発行機関でもある。 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

 

法規制に関して法規制に関して法規制に関して法規制に関して 

Act は各機関の責任・役割を明確化するものであり、CFR が規則である。Rule は規則の

草案であり、Ruleの段階では法的拘束力はない。NTL は CFRの解釈を示す役割であり、強

制力はない。2重のバリアの用意を要求する Safety Drilling Ruleも現時点では法的拘束力を

持つものとして承認前段階である。SEMSⅡは既に承認されているが、今後 SEMSⅢ が発

行される可能性もある。なお、FRは Federal Registerの略であり、各規制を発行する場所で

ある。 

 

ガイドライン・基準の取り扱いガイドライン・基準の取り扱いガイドライン・基準の取り扱いガイドライン・基準の取り扱い 

BSEEは、CFRにおいて API 基準を参照する。この際は API 基準の遵守に拘束力が生じ

る。BSEEは API 等のガイドライン・基準の委員会に客員として参加するが、会員ではな

い。API 等の基準発行機関へ要望は伝えるが、その要望に応えることに法的拘束力はない。

BSEEは基準を確認し、参照すべき項目のみ参照する。BSEEとして基準から異なる要求を

する際は、CFRにて各基準に対する変更点を明記する。 

規則の選定に際して、SME（Subject Matter Expert）と呼ばれる専門家とガイドラインの

専門家が協力する。 

 

Prescriptiveとととと Performance Baseの混合の混合の混合の混合 

米国の規則は主に Prescriptiveであるが、Performance baseの項目もある。海底機器には第

三者認証を要求しているが、これは BSEE内に十分な専門家が存在しないためとのことで

ある。しかし、第三者認証は調査報告を要求するものであり、その認証結果に最終判断を

下すのは BSEE である。Prescriptive要求は規則の記述に専門知識が求められるが、

Performance baseでは規則遵守の評価の際に専門知識が求められる。 

 

DWOP 
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DWOP は大水深開発計画文書である。これは、計画が下記要素を含む場合に提出が要求

される。 

• 大水深開発 

• 海底機器の利用 

• 新技術の導入 

DWOPは 2段階の書類提出が求められる。まず、概念計画（Conceptual plan）が計画初期

に求められ、計画方針を確認する。次に、実際計画（Actual plan）が要求される。Actual 

plan は生産開始までに提出・承認が必要な書類であり、詳細計画まで明記することが求め

られる。 

新技術の導入に際しては、新技術担当部署が議論を集約し、各者に BSEEの視点を同様

に共有している。詳細については後日回答頂く予定。 

 

検査方針検査方針検査方針検査方針 

書類検査および実地検査がある。書類検査は掘削、生産、廃坑、計画変更等の段階毎に

要求される。実地検査には定期検査および不定期検査がある。不定期検査は、PINC

（Potential Incident of Noncompliance）の検査項目で懸念があるものに関して実施される。 

 

 

1.3.2.2 Trendsetter 

 

日時 

2014年 11月 11日 9時 

 

場所 

Trendsetter 

 

参加者 

Dennis Lingo(Business Development Director) 

Glen Loche (Executive Advisor VP) 

Jason M. Williams (Sr. Business Development Manager) 

 

機関概要機関概要機関概要機関概要 

Trendsetterはキャッピングシステム等の緊急時対応機器の主要メーカーである。

Trendsetterは製造だけでなく、油漏洩対応計画の基準を発行なども行っている。Trendsetter

は 1991年に設立され、2009年にキャッピング事業を開始した。OSRL社やWWC社等の国
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際油漏洩対策機関だけでなく、Exxon Mobil社や Shell社へもキャッピングスタックを提供

している。 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

キャッピングの規則キャッピングの規則キャッピングの規則キャッピングの規則 

米国では NTL 6, NTL 10により油ガス漏洩の対応準備が要求されている。詳細項目を指

すガイドライン等は発行されていないが、Trendsetter社でガイドラインを発行しており、

オペレータの対応を支援している。 

 

Trendsetter社の役割社の役割社の役割社の役割 

Trendsetter社の役割は 2点に大分される。 

• 油ガス漏洩への対応 

• 対応機器の提供 

 

MCD(Mud Control Device)の紹介の紹介の紹介の紹介 

MCD はキャッピング機器と同様の機器だが、掘削時に予め設置する機器である。そのた

めキャッピングスタックを設置するのが難しい北極海域等の開発に採用される。MCD は現

在オペレータにリースされている。MCD は Exxon Mobil社がロシア領北極海域での掘削活

動で採用された。 

 

キャッピングシステムの開発動向キャッピングシステムの開発動向キャッピングシステムの開発動向キャッピングシステムの開発動向 

Trendsetter社において重視しているのは４P（Plan, People, Process, Product）である。石油

開発企業と協力し、需要に応じたキャッピング等の対応計画立案支援およびキャッピング

スタック等の対応機器設計支援、製造を行っている。キャッピングスタックにはバルブ方

式とラム方式があるが、双方を良しとしている。 

 

1.3.2.3 Oceaneering 

 

日時 

2014年 11月 11日 14時 

 

場所 

Oceaneering社 

 

参加者 
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Scott Reynolds (BOP Sales Manager) 

Earl Shanks (Chief Technologist) 

Jack Ostermaier(Business Development Flow Control Solutions Director) 

Charles Whitney (Electrical Systems Engineer) 

Adam Burnett (BOP Control Systems Technical Sales Account Representative) 

Danny Williams (BOP Controls Surface Systems Engineering Lead) 

Mike Mullin (AME ROV Support Manager) 

 

機関概要機関概要機関概要機関概要 

Oceaneering社は ROV および BOPの制御を司るメーカーである。マコンド事故後の対応

でも ROV等を通じて関わっている。Earl Shanks氏はマコンド事故当時 BP社でリリーフウ

ェル対策チームに属していた。 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

ROV, BOPの規則・基準の規則・基準の規則・基準の規則・基準 

API 53が BOPに関する基準であり、マコンド事故後に改正された。更に現段階でも新た

に改正中とのこと。Oceaneering社は API 16（BOP操作）, 17（ROV）の策定委員会に関与

している。 

マコンド事故後の規則の変化の一つに、第三者機関による認証の導入が挙げられる。ま

た、利害関係者間の情報共有が促進され、ブリッジ文書が増加した。米国では規制機関の

技術への理解が深まったと指摘されている。 

 

ROVの技術動向の技術動向の技術動向の技術動向 

ROV の作業内容は大きな変化はないが、より大きな油圧ポンプの搭載、自動化や

Resident ROV（常に BOP等の機器に常駐し、機器から電力供給される）などの開発が進め

られている。他には全電動 ROVなども研究されている。 

 

BOPの技術動向の技術動向の技術動向の技術動向 

BOP 自体の技術動向に大きな変化は見られない。ラムの形式等で新しいコンセプトは発

表されているものの、実績および信頼を築いたものは未だ存在しない。業界全体ではより

効率的で低い油圧で閉鎖できるラムの開発が望まれている。 
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1.3.2.4 Center for Offshore Safety 

 

日時 

2014年 11月 12日 9時 

 

場所 

Center for Offshore Safety, API 

 

参加者 

Charlie Williams (Exective Director) 

Eric Roan (Program Manager) 

 

機関概要機関概要機関概要機関概要 

Center for Offshore Safety(COS)は API傘下の機関であり、マコンド事故後の規制強化の業

界側の対応として COSは設立された。主に SEMSの監査を支援している。Williams 氏は

COS設立に関わった一人であり、COS設立前は Shell社の Chief Scientistを勤めており、後

述の Schlumberger、DOI、USCG、Shellの発表者と並び、米国の石油産業の第一人者である。 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

マコンドマコンドマコンドマコンド事故事故事故事故後の後の後の後の COS設立設立設立設立 

マコンド事故後、規制の強化が志向された。業界の対応として、COS が設立された。

APIは石油開発企業、エンジニアリング企業、メーカー等の業界連合であり、APIの傘下と

して COSは設立された。COSは SEMSの規制手段を具体化することを主な役割としてい

る。 

マコンド事故後の規則の変化の一つに、第三者機関による認証の導入が挙げられる。ま

た、利害関係者間の情報共有が促進され、ブリッジ文書が増加した。米国ではマコンド事

故後、規制機関の技術への理解が深まったと Williams氏は指摘している。 

 

SEMSの概要の概要の概要の概要 

SEMSはマコンド事故後に遵守必須項目となった。SEMSは BSEE, 30 CFR 350.1900にて

要求されており、API RP 75で定義される SEMP（Safety and Environment Management 

Program）を主な要求項目としている。但し、SEMSの要求項目に加え、極限状況の業務権

限、作業の停止権限等の追加要求項目を設けている。 
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Safety Case の課題の課題の課題の課題 

Safety Case は施設の機器等の安全措置が十分であることを証明する文書である。全体と

しての解決策は導かれているものの、現場の個人の責任・役割分担を共有する手段が必要

である。 

 

SEMS 監査方法監査方法監査方法監査方法 

SEMS監査の証書発行権限は COSに有る。DNVや ABSのような第三者機関に監査の認

可を与えて代行する。SEMS では書類監査と実地監査を行う。実地監査はその企業の有す

る施設の 15％を対象に行う。施設では、各者の任務が明確なことを前提に、各作業員が適

切な行動を行っているかを観察する。Williams氏によれば、SEMSの適用範囲は下記 3点と

なる。オペレーション計画や作業員の資格証明等の文書の準備は必要だが、技術基準など

は確立されており、計画自体が問題になることは少ない。寧ろ、文書よりも現地での活動

内容が安全の肝となる。そのため、現地での各作業員の振る舞いや、計画変更や緊急事態

への対応体制等が重要としている。 
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責任分担の動向責任分担の動向責任分担の動向責任分担の動向 

現時点での業務責任は、オペレータに SEMS の全体責任が課せられる。しかし、実際の

オペレーションはオペレータ以外にも掘削業者、サービス業者等の多様な組織がオペレー

ションを担う。現時点では文書のブリッジングによりオペレータが各者の役割を把握出来

るようにしている。しかし、オペレータ企業以外の企業も SEMS の所有を目指す動きが見

られている。 

 

規制機関の今後規制機関の今後規制機関の今後規制機関の今後 

掘削中、生産中にあらゆる機器からリアルタイム情報が取得できるようになってきた。

これらの情報はオペレーションには利用されるが、現時点では規制には用いられていない。

William氏は規制機関もこれらの情報を要求し、リアルタイムの規制対応を今後導入してい

くべき、と指摘している。また、各作業員の安全機器に対する責任も明確化されるべきで

あり、そのための Bowtie手法の規制への導入も進めるべきと指摘している。 

 

 

第三者機関の監査の効能第三者機関の監査の効能第三者機関の監査の効能第三者機関の監査の効能 

第三者機関による監査の効能として、複数企業に対する各国の経験蓄積が挙げられる。

安全や環境は各社の競争ではないため、各社が情報開示を積極化し、業界全体の安全基準

を高めることが期待される。 



29 
 

1.3.2.5 Schlumberger 

 

日時 

2014年 11月 12日 15時 

 

場所 

Schlumberger 

 

参加者 

Rob Cummings (HSE Manager – North America Offshore) 

Robert Holicek (Principal Engineer – Production & Completion Solutions) 

 

機関概要機関概要機関概要機関概要 

Schlumberger社は、1920年代にフランスで石油探査用地下計測サービスを開始して以来、

世界中の石油開発会社に対し常に最先端のサービスと技術を提供し続けてきたグローバル

企業である。 

Cummings氏は COSの Contractor Audit委員会の議長である。 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

法規制の説明法規制の説明法規制の説明法規制の説明 

マコンド事故後、DOI下の規制機関 MMSは解体され、BOEMと BSEEの２機関に分割さ

れ、経済性と安全の利益相反を解消した。BSEEと USCGは MOU を交わしている。MOU

では OCSにおける規制の協働を述べており、BSEEの検査員が USCGの交通機関に搭乗し

各プラットフォームへ行くことが書かれている。USCGの交通機関がプラットフォームへ

行く際にはオペレータは拒否権が無く、USCGの交通機関が立ち入る対応をしなければな

らない。そのため BSEEと USCGの協働は監査作業の効率化に寄与していると考えられて

いる。 

規制において、BSEEからの対応は以下の点である。 

• 警告 

• 罰金 

• 一日ごとの罰金 

• 操業停止命令 

 

マコンド事故まではこれらの罰則が適用されることは皆無であったが、マコンド事故後

は規制姿勢を強化した。具体例として、Workplace Safety Ruleの強化後、6,7 社が業務停止
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命令を受けたことが挙げられる。 

 

Schlumberger社から見た社から見た社から見た社から見た COS,APIの役割の役割の役割の役割 

基本的に、民間企業が規制機関と直接意見交換を行うことは少ない。COSや API は中立

の立場で民間企業と規制機関の意見交換の窓口としての役割を果たしている。 

 

COS傘下の委員会傘下の委員会傘下の委員会傘下の委員会 

COS は企業からの出資および年会費で成り立っている。出資企業の代表者が一人ずつ

COSの取締役会に属し、取締役会で議決された要解決課題の委員会を組成する。聴取時点

で主な委員会は以下の３会である。 

• 事故からの教訓 

• SPI（安全性能指標） 

• オペレータ企業以外の監査 

Cummings氏は「オペレータ企業以外の監査」委員会の議長として COSの対応を取りま

とめている。 

 

SEMSの国際化の国際化の国際化の国際化 

SEMSは米国で採用されている規則であるが、国際化が見込まれる。OGPが SEMS文書

を発行し、ISO は作業員の安全な振る舞いに関する文書を発行した。これらの国際基準の

対応は、欧州を始めとした諸国で SEMSの導入の可能性が見込まれる。 

 

規制、業界基準、社内基準の関係規制、業界基準、社内基準の関係規制、業界基準、社内基準の関係規制、業界基準、社内基準の関係 

法的拘束力がある規制を詳細に補完する業界基準があり、各社の方針を反映する社内基

準がさらに詳細基準として存在する。但し、米国 SEMS規制のように、業界基準では不足

すると考えられる項目を本文で補足することはある。 

 

坑井健全性に関して、Schlumberger社では独自の基準「Well integrity barrier standard」を

所有しており、坑井のバリアの受容クライテリアを定義している。 

 

サービス企業におけるサービス企業におけるサービス企業におけるサービス企業における SEMS 

SEMSはオペレータが所有するものであり、主に掘削コントラクタとブリッジ文書を交

わすことでいる。しかし、Schlumberger社のようなサービス企業の中にもプラットフォー

ム上で作業をし、SEMSの必要性を感じる企業もある。Schlumberger社はサービス企業な

がら、DNV を通じて SEMS認証の取得を始めている。 
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セメンセメンセメンセメンチチチチングに関する規制の更新ングに関する規制の更新ングに関する規制の更新ングに関する規制の更新 

セメンチングに関する主な規制の変化は、セメント試験とモデリングの要求である。こ

れらの要求の詳細は、掘削安全規則（Safety Drilling Rule）にて記載されている。 

 

キャッピング、キャッピング、キャッピング、キャッピング、BOP、海底仕上げに関する規制の更新、海底仕上げに関する規制の更新、海底仕上げに関する規制の更新、海底仕上げに関する規制の更新 

メキシコ湾では大水深開発が進むにつれ、高温高圧（華氏 350度あるいは 15,000psi）の

坑井が増えてきた。そのため、高温高圧下で用いられる予定の BOP等の海底機器は高温高

圧下で十分機能することが要求されるようになった。これは CFR内で定義される DWOP

にて記されている。詳しくは BSEEの聴取記録を参照されたい。 

このように、規制およびオペレータの要求項目は大水深開発等の技術の発達に対応する

必要がある。 

 

技術動向技術動向技術動向技術動向 

セメンチングに関しては、掘削安全規則にてスラリーの試験とモデリングの要求が追加

された。 

キャッピングシステムや BOP等の海底機器開発動向に関しては、下記が注目される。 

• 高温高圧設計 

• リアルタイムデータ利用 

• 流量管理 

• 坑井介入における FFP (Fit for Purpose) vessel1の導入 

高温高圧の開発が進んでいる。米国において、高温高圧の定義は 15,000psi、華氏 350度

である。また、各機器からのリアルタイムデータ取得とそのデータを用いた機器管理も進

められている。流量管理(Flow assurance)は海底仕上げで重要な坑井健全性を維持する上で

重要な課題であり、Schlumberger社も積極的に技術進展に取り組んでいる。 

坑井への介入では、掘削リグを用いたものから目的に応じた FFP vesselの導入が見込ま

れる。介入で必要最小限の作業船を用いた場合、一般にリグよりも半額以下の傭船料で済

む。 

海底仕上げはメキシコ湾の大水深においては一般的である。但し、高頻度の介入や、短

命の坑井、TLPの採用などの条件によっては海上仕上げを用いることもある（Chevron社

Big footプロジェクト、Shell社 Marsプロジェクトなど）。 

 

このような技術進展に伴い、規制や基準の更新も見込まれる。 

  

                                                        
1 FFP Vesselとは、海洋作業の目的に合った作業船を採用することである。小規模な作業であれば、高価な大型作業船やリグを用いるよりも、目

的を達するに十分な機能を搭載した小型の船舶を用いた方が好ましい。 
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1.3.2.6 Shell 

 

日時 

2014年 11月 13日 10時 

 

場所 

IADC Conference 

 

発表者 

Don Jacobsen (Vice President, Wells Global Arctic & Industry/Regulatory Affairs, Shell 

International E&P) 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

シェル社における坑井健全性向上シェル社における坑井健全性向上シェル社における坑井健全性向上シェル社における坑井健全性向上 

シェル社では、安全と生産効率の双方を向上する上で、下記三点が重要であるとしてい

る。 

 

• 人員 

• 技術 

• 協力 

 

人員に関しては、修士号に相当するトレーニングプログラムをシェル内で導入してい

る。シェル社では人員の能力向上が（Bow tieにおける）バリアを破損する事故防止にな

り、リスクの大きい大水深開発をより安全なものに出来ると考えている。加えて、製造者

（OEM）による重要な機器の認証も重要視している。 

 

技術に関しては、下記 3点を重点項目としている。 

• 非生産的時間の削減 

• 自動化 

• 坑井の封鎖、切断能力の向上 

 

自動化の研究は進められており、人命のリスクを削減するに限らず、人員による作業よ

りも効率的な作業ができるとする実証を進めている。特に自動掘削では、人員を陸上に配

置し、従来の作業効率を 3,4割上回ると実証した。自動化を進める上で、データ・状況監

視が重要となる。 

坑井の封鎖、切断能力の向上にはキャッピングシステムなどの事後対策に加え、暴噴の
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前兆であるキック検知能力向上などの事前対策も含まれる。 

 

協力に関しては、シェルでは多様なプロジェクト間の経験を共有、活用している。具体

的には北海の Orman Lange、Bonga Phase2、BCPO、メキシコ湾、Prelude FLNG等を挙

げ、多様なプロジェクトから得られる経験と教訓を集合知としていると述べていた。 

 

1.3.2.7 US Coast Guard 
 

日時 

2014年 11月 13日 14時 

 

発表者 

Admiral Kevin Cook (Commander, Eighth Coast Guard District, United States Coast Guard USCG) 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

USCG視点のマコンド事故後の規制改正視点のマコンド事故後の規制改正視点のマコンド事故後の規制改正視点のマコンド事故後の規制改正 

1. 大型 OSVの容認 

OSVの定義は 79 FR 17558にされているが、今後より大型の OSVの使用を承認

する。これにより坑井介入手段の多様化、最適化が進むと考えている。 

 

2. DP(Dynamic Positioning) 

機器、手順、トレーニングの要求追加 

OCSにおける活動で、DP船舶は決定的な役割を担う。 

そこで USCGは Safety Alertの発令2を行い、文書内で MTS(Marine Technology 

Society)においてガイダンス文書「Critical OCS Activity3」を参照した。 

 

3. SMS (Safety management system) 

BSEEで要求される SEMSと同様のマネジメントシステムを、BSEE管轄外の船

舶（OSV等）にも適用する。主に ISM（国際安全コード）の SMSの適用を要求

する方針。但し、OCSで重要な役割を果たす船舶に限り適用される可能性があ

る。 

 

4. 火災、爆発分析 

                                                        
2 http://www.bsee.gov/uploadedFiles/BSEE/Regulations/Safety_Alerts/SA-312.pdf 

3 https://www.uscg.mil/hq/cgcvc/cvc2/outer_continental_shelf/general/modu/dp_guidance_modus/dp_ops_guidance_part1.pdf 
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法的拘束力の無いガイダンスを発行(79 FR 25139)。マコンド事故を受け、５つ

の観点に基づき安全策が提案されている（Engineering Evaluation、Explosion 

Protection、Fire Protection、Heat Exposure、Mitigation）。 

 

5. 個人のトレーニング 

IMO Resolution A.891(21)4が部分的に改定された。また、USCG Marine Safety 

Manual, Vol. II5に OCSに関する要求項目を追加した。本項目には、ハリケーンへ

の要求、安全保障計画などが含まれる。 

 

USCGの課題の課題の課題の課題 

• 海洋開発の加速による USCG側の人員需要増 

• 大型救助、対応オペレーション準備 

• 海上交通量の増加 

 

USCGから見た業界の課題から見た業界の課題から見た業界の課題から見た業界の課題 

• OCSにおけるオペレーション統合 

• 海洋開発に要する人材需要増 

• 現場作業員の経験 

 

1.3.2.8 米国内務省、米国内務省、米国内務省、米国内務省、BSEE 

 

日時 

2014年 11月 13日 14時 30分 

 

発表者 

Lars Herbst (Gulf of Mexico Regional Director, Bureau of Safety and Environmental Enforcement, 

US Department of the Interior) 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

現在、OCSに有るリグ数は以下のとおりである。 

 

プラットフォーム 15 

セミサブ 13 

                                                        
4 http://www.imo.org/OurWork/HumanElement/TrainingCertification/Documents/891.pdf 

5 http://www.uscg.mil/directives/cim/16000-16999/CIM_16000_7B.pdf 
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ドリルシップ 23 

ジャッキアップ 19 

 

ドリルシップの数からも、今後大水深開発が進むことが予想される。 

 

BSEEの検査についての検査についての検査についての検査について 

BSEEの検査方針として、事故が起きた後の対応は勿論だが、事故発生の予防に重点を

置いている。 

BSEEの検査は CFR30章に準じて行われる。検査におけるチェック項目 PINC(Potential 

Incident of Noncompliance)リストに準じて行われる。PINCの検査で不適合項目が発見され

た場合、施設全体の操業停止、機器一部の操業停止、警告等の指令が下される。 

2013年の SINCのうち 25%は労働環境に関する PINC6であり、17%が坑井健全性に関わ

るもの7であった。 

 

作業員の能力向上に関して、IADC は知識共有などで大きな役割を果たしているが、今

後も改善の余地がある。 

 

DPの事故は依然発生しており、USCGと協働して改善を目指す。 

 

他にも金属的障害も発生しており、品質保証・管理に課題があると考えられる。特に

MPD、BOP、高温高圧機器に関して、（Bow-tieの）バリアが健在であることを証明するよ

う品質保証試験を行わなければならない。 

 

BOP健全性試験は、以下の手順を踏む。 

 

• 設置前試験 (Stump-test) 

• 設置時試験(Initial Latch-test) 

• 故障頻度に則した試験 

• リアルタイムデータに沿った試験 

 

BOP健全性評価に際しては、（Bow-tieの）バリア分析を行わない。また、故障頻度デー

タ等の信頼性データを用いることが必須であり、リアルタイムデータ収集システムも試験

し、運用しなければならない。 

 

                                                        
6 G-110: DOES THE LESSEE PERFORM ALL OPERATIONS IN A SAFE AND WORKMANLIKE MANNER AND PROVIDE FOR THE 

PRESERVATION AND CONSERVATION OF PROPERTY AND THE ENVIRONMENT? 

7 D501（BOPスタック）, D425（坑井流体の扱い、検知器及びアラーム）, D412（掘削流体）, D203(BOPラム閉鎖要自動蓄電機) 
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海底機器全般において、高温高圧の対策を講じなければならない。20,000psiの BOPに

適合するライザー、櫓、坑口、海底仕上げなど、全て高温高圧環境を考慮しなければなら

ない。 

 

最後に、Youtubeで BSEEから有用な動画を配信している8ので、是非参照してほしい。 

 

参考）BSEEの文書の構成 

 

米国における大水深開発は基本的に連邦法（CFR: Code of Federal Regulations）により規

制される。CFRは基本的にプリスクリプティブな文書であり、技術詳細も API等の業界基

準を満たすことを要求することでプリスクリプティブな要求を課している。CFRの補足文

書として、規則草案（Rule）、解釈通知（NTL）、安全警告（Safety Alert）が存在する。Act

は各機関の責任・役割を明確化するものであり、CFRが規則である。Ruleは規則の草案で

あり、規則が細かい解釈・運用を埋める。NTLは CFRの解釈を示す役割であり、強制力は

ない。2重のバリアの用意を要求する Safety Drilling Ruleも現時点では法的拘束力を持つも

のではあるが、議会承認前段階である。 

 

 

 

PINCリストは下記節から構成される。 

 

• Introduction  

• PINC List Revision Records 

                                                        
8 http://www.youtube.com/user/BSEEgov 
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• General PINCs 

• Pollution PINCs 

• Drilling PINCs  

• Well-Completion PINCs 

• Well-Workover PINCs 

• Decommissioning PINCs 

• Production PINCs 

• Pipelines PINCs 

• Measurements & Site Security PINCs 

• Hydrogen Sulfide PINCs 

• Crane PINCs 

• Electrical PINCs 

• Personal Safety (USCG) PINCs 

• Appendices 

 

1.3.2.9 DNV GL Houston 

 

日時 

2014年 11月 14日 14時 

 

場所 

DNV GL Houston事務所 

 

参加者 

Cheryl Stahl (Principal Consultant, Risk Advisory Services) 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

米国に米国に米国に米国におおおおける第三者機関によるリスク評価・管理ける第三者機関によるリスク評価・管理ける第三者機関によるリスク評価・管理ける第三者機関によるリスク評価・管理 

マコンド事故後、BSEEが設立され、SEMSが要求されるようになった。SEMSの中にリ

スク評価の項目はあるが、要求項目は危険の識別（Hazard Identification）のみであり、許

容リスクのクライテリアは明記されていない。米国では許容リスクの定義がされているの

は、NFPA 59A9基準のみであり、許容される事故死者数は１万年に一人の確率である。 

USCGはリスク管理に前向きであり、リスククライテリアに関して DNV GL と会議を行

った。LNG燃料補給や、港湾全体のリスク評価などである。 

                                                        
9 STANDARD FOR THE PRODUCTION, STORAGE, AND HANDLING OF LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) 
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DNV GL ヒューストンにヒューストンにヒューストンにヒューストンにおおおおける安全リスク部門の構成ける安全リスク部門の構成ける安全リスク部門の構成ける安全リスク部門の構成 

DNV GLヒューストン事務所における安全リスク部門は、下記３点 

• 定性リスク評価 

• 定量リスク評価 

• 環境およびナビゲーションリスク評価 

環境リスクでは、漏洩した油の流出シミュレーション、油が流出した際の対策計画支援

を行っている。なお、流出シミュレーションはノルウェー本社では北海においてはノルウ

ェー領海全域のリアルタイムサポートを SINTEFと共に行っている。油が流出した際の対

策計画支援は、メキシコでも需要が大きいとのことである。 

 

BPの暴噴後のリスク管理の暴噴後のリスク管理の暴噴後のリスク管理の暴噴後のリスク管理 

Cheryl氏はマコンド暴噴事故後、BP油の対応チームに属していた。BPのマコンド暴噴

事故の後、リスクの可視化10の重要性が高まっており、可視化のツールとして Bow-tieは有

効である。Bow-tieを用いたリスクベースの対応計画をすべき、と述べている。 

 

 

1.3.2.10 DNV GL Rio 

 

日時 

2014年 11月 17日 10時 

 

場所 

DNV GL Rio事務所 

 

参加者 

Diniz, Flávio (Head of management system, DNV GL Rio) 

Luiz Fernando Oliveira (Business development manager, DNV GL Rio) 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

ブラジルにおける規制体制ブラジルにおける規制体制ブラジルにおける規制体制ブラジルにおける規制体制 

ブラジルの石油開発規制に関わる機関は下記の 7機関である。 

� Ministry of Labour (NR)  

� Marine Authority (NORMAM) 

                                                        
10 リスク概要の可視化は、各レベルの人員の安全意識を高め、各リスクへの対処の責任や役割を明確化することを主目的とする 
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� Environmental Authority (IBAMA) 

� National Petroleum Agency (ANP) 

� Legislation Applicable to Health (ANVISA) 

� Aviation  

� Brazilian Association of Technical Standards (ABNT) 

 

主な規制は労働省の NRと ANPの Resolution43である。 

 

NRの中で主な規制は下記の 3点である。 

� NR-10 (safety in installations and electrical systems) 

� NR-13 (pressure vessels) 

� NR-30 (Regulation Standard of Health and Safety at Waterway Work 

(specially Annex 2 – specific for Offshore Units) 

 

ANPの主な規制は Resolution 43であり、安全運用管理システム(Sistema de Gerenciamento 

de Segurança Operacional - SGSO)の実装と運用のための要件とガイドラインを確立すること

を要求している。SGSOに組み込むべき項目として、下記 17項目を挙げている。 

 

PG-1. Safety Culture, Commitment and Management Responsibility 

PG-2. Involvement of Personnel 

PG-3. Qualification, Training and Personnel Performance 

PG-4. Work Environment and Human Factors 

PG-5. Selection, Control and 3rd Part Management  

PG-6. Performance Monitoring and Continuous Improvement 

PG-7. Audits 

PG-8. Information and Documentation Management 

PG-9. Investigation of Incidents  

PG-10. Design, Construction, Installation and Deactivation 

PG-11. Critical Elements of Operational Safety 

PG-12. Identification and Risk Analysis 

PG-13. Mechanical Integrity 

PG-14. Planning and Management of Major Emergencies 

PG-15. Operational Procedures 

PG-16. Management of Change 

PG-17. Safe work practices and procedures of control in special activities  
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ブラジルの法体制の成り立ちブラジルの法体制の成り立ちブラジルの法体制の成り立ちブラジルの法体制の成り立ち 

 

ブラジルの法体制の成り立ちについて、Luiz 氏から説明があった。成り立ちについて

は、別途記載する。 

 

 

1970年代：ペトロブラス社による独占、自主規制 

1981年：Law 6938/81 発令、CONAMA が組成される 

1989年：IBAMA が組成される 

1997年：石油産業規制機関の ANPが発足、ペトロブラス社による独占体制の解消 

2007年：ANP Resolution 43（マネジメントシステムに関する規制）発令 

 

ブラジルにおいて、リスク評価は Resolution 43 Practice 14にて要求されている。但し

ブラジルの法規制において、リスクとは定性的に捉えられており、唯一原子力産業におい

て定量評価がなされている。 

  

 

1.3.2.11 Shell 

 

日時 

2014年 11月 19日 10時 

 

場所 

Shell Brazil Rio事務所 

 

参加者 

Ronaldo Cavalheiro (HSSE/SD - Technical Safety Manager)  

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

IOC から見たブラジルの規制体制の課題から見たブラジルの規制体制の課題から見たブラジルの規制体制の課題から見たブラジルの規制体制の課題 

11月 18日、規制機関 ANPが規制の更新に関してセミナーを開催した。 

� 坑井健全性マネジメントシステムの規制追加 

Julio 氏は、規制間の矛盾を指摘している。ブラジルでは同一の対象に複数の規則が適用

されることが多い。そして ANP の SGSOはパフォーマンスベース規制だが、労働省の NR

規制は主にプリスクリプティブ規制である。これらが同時に要求されるため、より具体的
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な要求であるプリスクリプティブ規制に準じることになるが、それでもパフォーマンスベ

ースで課題が生じることもある。また、時にそれらの規則の要求に矛盾が生じている。例

えば SGSOと SISO（情報報告規則）において、ヘリコプターの事故の要求がある。SGSO

では死者を出したヘリコプター事故は報告しなければならない、となっているが、SISOで

はヘリコプター事故は貨物輸送の場合は（操縦者が死亡したとしても）報告しなくて良い、

としている。 

また、用語の定義についても指摘している。Operational Safetyという単語はオペレーシ

ョン上の安全という意味だが、労働安全上の安全（Occupational Safety）と機器プロセス安

全（Process Safety）、そして技術的な安全（Technical Safety）など類似の単語が存在する。

これらの単語の定義を明確化することにより、規制内容も明確化される。 

 

ANP の課題の一つに、石油開発の経済性と安全性の規制の双方を有している点が挙げら

れる。これは利益相反を内部で起こし得る課題である。 

 

マネジメントシステムに関する言及マネジメントシステムに関する言及マネジメントシステムに関する言及マネジメントシステムに関する言及 

マネジメントシステムは保安体制の基盤となるものであり、ブラジルにおける ANPのマ

ネジメントシステムを根本とする規制体制は理にかなっているとのこと。 

 

腐食腐食腐食腐食に関する言及に関する言及に関する言及に関する言及 

まず、腐食を根絶することは現実的に不可能である。腐食は状況を監視し、状況に応じ

て適切な対処をしていくことが重要である。しかし、ブラジルの法規制では「常に塗装さ

れている状態にすること」となっている。これは厳密には非常に困難な要求である上に、

塗装をすること自体で腐食による状態劣化に対応することにはなっていない。 

 

ANPと労働省の違いと労働省の違いと労働省の違いと労働省の違い 

ANP の規則はパフォーマンスベースだが、労働省の規則はプリスクリプティブである。

プリスクリプティブ規制は要求項目が明確であるが、他国で要求する項目と足並みを揃え

ないと石油開発企業はその国において特別な対応をすることを強いられることになる。 

具体的には、ボタンやゴミ箱の色について各国で個別にプリスクリプティブな要求を行

う必要はなく、国際標準に合わせるべきと述べている。 
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1.3.2.12 ANP 

 

日時 

2014年 11月 19日 13時 

 

場所 

ANP Rio事務所 

 

参加者 

Caroline Pinheiro Marques de Morais (Technical Advisor at Superintendency of Operational Safety 

and Environment) 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

ブラジルブラジルブラジルブラジル ANPの規制体制の変化の規制体制の変化の規制体制の変化の規制体制の変化 

ブラジルは 2000年代前半に大事故を機に規制体制の改革を行った。その際に主要国（米

国、カナダ、英国、ノルウェー、オーストラリア）の調査を実施し、ベンチマークを行っ

た。その際にパフォーマンスベースの規制体制を築き上げた。 

 

監査内容監査内容監査内容監査内容 

米国ではプリスクリプティブ規制が敷かれており、監査内容はチェックリスト化されて

いる。しかしブラジルではパフォーマンスベース規制であり、監査内容にチェックリスト

はない。そのため、監査は各プラットフォームにおける作業員へのインタビュー、書類審

査を通じて実践的な内容の監査を行う。また、マネジメントシステムを元にした規制であ

るため、掘削段階でも生産段階でも適用される規則は同一である。 

 

ANP内部の人材育成内部の人材育成内部の人材育成内部の人材育成 

ANPは官僚機関であり、人材は日本と同様に国家試験を通じて採用される。そのため監

査員は海外の民間技術系企業や石油ガス開発関連人材育成企業に派遣され研修を受ける。

特に今後坑井健全性の規則が導入されることになり、坑井や海底機器は強化項目である。 

 

ANPによる新たな規則による新たな規則による新たな規則による新たな規則 

ANPは来年にも 2点の規則を導入すると、ANP主催のセミナーで発表した。 

• 坑井健全性マネジメントシステムに関する規則 

• 海底パイプライン、フローライン等の海中パイプに関する規則 

 

これらの規則はプリスクリプティブに定義される点が多い。背景には、ANPの人材が経
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験実績を蓄積する途上であり、パフォーマンス規制を行うことが困難であると判断された

ためとのことである。 

 

監査内容と監査内容と監査内容と監査内容と Non-Conformity report 

監査において、規制が不十分であると判断された項目に対し、ANPは Non Conformity 

Reportを発行する。 

本レポートには、監査日時および不十分な項目、対象となる規則が明記される。これら

は ANPにて管理されており、ANPに来訪すれば誰でも閲覧可能である。 

Non Conformity Reportでは不十分項目の重大性に応じて 5段階の評価が行われる。最も

重大と判断された場合には即時操業停止、それ以外の場合では改善猶予日数を与えられ、

後日の評価までに改善されていなければ罰金が課せられる。 

Non Conformity Reportの内容に関しては後述の Statoil社にて詳細の説明を受けたので参

照されたい。 

 

監査頻度監査頻度監査頻度監査頻度 

監査頻度は過去の監査結果に応じて、危険性の高いプラットフォームを優先して行う。

また、ブラジル海軍と ANPは協定を結んでおり、海軍の毎年 1度の監査に ANP監査員も

同行する。なお、ブラジルにいいて複数省庁が同時に監査を行うことは一般的で、「Black 

gold Audit」と呼ばれている。 

 

1.3.2.13 Petrobras 

 

日時 

2014年 11月 19日 15時 

 

場所 

Petrobras Rio事務所 

 

参加者 

Leonardo Dos Santos Canto (Technical Regulations Compliance Coordination E&P) 

Gilsa Monteiro (Corporate HSE) 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

掘削責任の所在掘削責任の所在掘削責任の所在掘削責任の所在 
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ブラジルにおいて、最終的な自己責任はオペレータが有する。しかし掘削段階では一つ

の掘削リグが短期で復数の坑井に移動し、オペレータもその都度変わり得る。それでも掘

削段階の責任は掘削リグ所有者ではなくオペレータになるとのこと。移動の際に掘削リグ

所有者とオペレータの間で前掘削オペレーションの内容を引き継ぐ旨の同意がなされる。 

 

 

1.3.2.14 Statoil 

 

日時 

2014年 11月 19日 16時 30分 

 

場所 

Statoil Rio事務所 

 

参加者 

Cristiano Salgado (HSE Manager – Peregrino Production) 

Cristiano Lima (Health & Working Environment Leader) 

 

聴取内容聴取内容聴取内容聴取内容 

ANPとととと Statoil社社社社 

Statoil社のマネジメントシステムはパフォーマンスベース規制であるノルウェーの法規

制遵守を主眼に作られたものであり、異なる項目では課題が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.4 海外現地調査海外現地調査海外現地調査海外現地調査結果整理結果整理結果整理結果整理 

第一回現地調査（ノルウェー、英国）では 49の質問を用意し、回答を得た。第二回現地調査（オーストラリア、シンガポール）では質問の回答をより正確に得るため、質問数を 12に絞り回答を得た。第三回現地

調査（米国、ブラジル）では各機関・企業特有の回答を得るため、各者に関連する議題を元に聴取を行った。詳細は上記の各社現地調査まとめに記述される。 
 

 

  番号番号番号番号 質問質問質問質問 PSA Total Shell Oceaneering Cameron UK HSE Tullow oil 

機器・技

術関連 

1 
大水深特有の課題は

存在するか。 
否。 回答なし 

シェルはリスクベースの社内

基準を保有している。 大水

深特有の課題はない。社内

基準(DeP)の水準は非常に

高く、利害関係者に共有され

る 

坑井環境に依存。温度・圧力

など。 

否。Cameronは大水深に長

い実績を持つ 

UK では大水深海域は多くな

いが、パフォーマンスベース

ド規則では水深は規則レベ

ルでは無関係 

セメンチングでは、水圧、温

度勾配、海底温度、浅地 層

のガス、ハイドレート生成、不

安定な砂層 

2 

海底機器の基準化の

動きが見られるが、

その中で貴社製品の

差別化要因は何か。 

非該当 非該当 非該当 品質重視。 

実証済技術と販売後のサー

ビスキャパシティ。 サブシー

機器の長年の実績は差別化

要因 

非該当 非該当 

3 

 
海底機器を扱う作業

員の教育・能力向上

の方針は有るか。 

Competency paragraph. オペ

レータおよび PSA職員向け

のトレーニングコースを 用

意。PSA職員を留めるため

に、斬新なプロジェクトを 用

意している。(e.g. RNNP, 
arctic safety etc.) 

本社に集約される。 知識と

実践の２面を重視 
社内プログラムに基づく 

Training:  見習い期間: 2-4 
years 新卒: OJT 
海洋現場: OJT ISO 13628に
従う 

サブシー人材はヒューストン

で訓練を受け、技術を修得 

する 

UK HSEの課題。業界から
人材を HSE内に留めるの
は難しい 

回答なし 

4 
大水深開発において

鍵となる技術は何

か。 

大水深特有の要求はない。 

しかし、ライザーマージンは

監査の際の頻出確認事項。 

流体の確保 

浸透 

ライザー、アンビリカル 

回答なし 回答なし 

信頼出来る実証済の技術、
double sealing ram, and 
SPRAなど。 
SPRA (Sea Pressure 
Reduction Assembly): 油圧装

置内で圧力勾配を作ることで

BOP内のピストンの作動要

求油圧を低減。 

回答なし 
セメンチングでは、低密度の

高速硬化セメント、Rever se 
Circulation Placement 

5 
新技術をどのように

試験するか。 
DNV RP A203 ISO 13628に沿う 

DNV RP A203を元に、シェ

ル社内手順を作成 
認証プロセス、API スペック

の試験認証 

ヒューストンの cameronにて

試験。API 16A(soon to be 

updated), S53 等に沿う。 

Safety case 回答なし 

6 

複数の国で作業する

上で、安全水準の遵

守に課題はあるか。 
非該当 

社内基準が基本。加えて、

地域慣例、フォーラム等に

適応している。 
Oil and Gas Association: ノル
ウェーにおけるオペレータ

組合。100にのぼるプラク
ティス、ガイドラインを発

行。 

社内基準が非常に高いた

め、どこでも水準は変わらな

い。但し、時には規制機関と

対話する必要がある 

毎年新技術をキャッチアップ

している 

API がどこでも最低限の基

準。 加えて、アフターサービ

スでフォローする。 
非該当 回答なし 

7 

冗長性の観点で、新

技術をどのように維

持・管理している

か。 

DNV RP A203 を指標として 回答なし 回答なし 回答なし API セーフティケース 回答なし 

8 異なる国で作業する

にあたり、技術開発

に課題はあるか。 
非該当 複数基準を混合しないこと 回答なし 回答なし API 回答なし 回答なし 
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安全水準 

9 

オペレータとして、

プロセス安全に関す

る教育プログラム、

フォローアップを行

っているか。 

非該当 回答なし DeP 非該当 非該当 

UK HSE, Oil and Gas UK,そ
してオペレータの３者で成

り立っている 
回答なし 

10 

海底機器技術の導入

と HSE水準の関係を
どのように捉えてい

るか。 

回答なし 
バリア管理と故障率管理は

重要。 
回答なし 回答なし 回答なし 回答なし 回答なし 

11 

海底機器のオペレー

ションに関する人材

をどのように訓練し

ているか。 

非該当 
２バリア、作業員の能力およ

びトレーニング 
回答なし 回答なし 回答なし 回答なし 回答なし 

12 

新技術の導入にあた

り、安全性と経済性

をどのように評価す

るか。 

回答なし 
リスクが十分低いことを、試

験を通じて確認した上で導入 
回答なし 回答なし   回答なし 回答なし 

13 
HSE水準向上に関す
るトレンドはある

か。 
回答なし 回答なし 自動化技術 回答なし 自動化技術 回答なし 回答なし 

14 

労働安全水準は業界

で改善傾向にある一

方、プロセス安全は

依然改善されていな

い。プロセス安全水

準向上には何が必要

か。 

回答なし 回答なし 回答なし 回答なし 回答なし 回答なし 回答なし 

15 

 
安全水準とローカル

コンテント要求の関

係をどう捉えている

か。 

回答なし オペレーション上非常に重要 回答なし 回答なし 

サービス業務には無関係。

サブシー機器においては、高 

度な人材や機器のある場所

でしか現状製造不可。今後

は 変わってくるかもしれな

い。いずれにせよ、サブシー

機 器は製造者により試験さ

れるべき。 

回答なし 回答なし 
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1.4.1 オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア現地調査現地調査現地調査現地調査結果整理結果整理結果整理結果整理 
    質問 NOPSEMA Woodside INPEX APPEA 

法規制 

1 
規則・社内規則・スタンダードの関係

をどのように捉えるか。 

セーフティケース規制(Objective based)のため、スタンダ

ードは参照しない。 社内基準要求およびマネジメントシ

ステムは監査対象。 

セーフティケースはオペレータ責任 
オーストラリア基準、国際基準、INPEX 基準、プロジェク

ト基準の順で優 先順位が存在 

パフォーマンスベースド規制。APPEA はオペレータ に対

し、NOPSEMA の解釈の理解を支援。 

2 国際・業界基準を活用しているか。 
ベストプラクティスとして参照する。結局は API, NORSOK

等の国際基準が最低限の水準を満たすものと考え ら

れるが、直接要求することはない。 

OGP 基準が基本である。Pipeline は、DNV RP F101 を適

用 
オペレーションの場所と建設の場所に依存。 

OGP 等. 

APPEA 自体もガイドライン等の出版物を発行する

が、法的拘束力はない。 

機器・技術 

3 
大水深特有の技術として鍵になるもの

は何か。 

セーフティケース規制のため、問題にならない。 新技術

や新プロセスは手順および安全性の証明が要求され

る。 

長距離タイバック、MPD,石油漏洩準備体制、坑井制

御、HPHT,ロジスティクス、高速船、リードタイム等。浮体

式リグでは定点位置保持技術 

サブシー貯蔵、水中ポンプ、多層流ポンプ、自動施設、

係留システムと監視等。 

N+1:常に安全冗長に設計：大水深開発では修理が高コ

ストになる 

浮体式リグ、ライザー技術、サブシー処理。主な課題は

施設と制御部の隔離 

4 新技術をどのように扱っているか。 
技術の信頼性によるが、リスクが十分低いことを証明す 

ることを要求する。 
DNV RP A203 、 API 17N. 実験施設で試験する。INPEX は実証済の技術を好む セーフティケース 

5 

下記下記下記下記 5点に関し、注目している点はあるか。点に関し、注目している点はあるか。点に関し、注目している点はあるか。点に関し、注目している点はあるか。 

サブシーBOP 

オペレータは設計段階に加え、生産段階後のメインテナ

ンス計画も提出を要求される。その中でサブシー機器

の再認証（API   53 等の要求項目）は基本的に組み込

まれる。 

否 
ラムの新素材、BOP からのデータ収集、流体制御モジュ

ール等 
MoU が緊急事態対応のために交わされている 

セメンチング 
掘削計画に含まれる。信頼性を証明するためにセメント 

試験を要求することはあるが、NOPSEMA が試験するこ

と はない。 

重要。 セメントの種類は実験施設で試験 NOPSEMA    は故障シナリオ整理に取り組んでいる 

海底仕上げ BOP と同等。 重要。 海洋生物と信頼性が課題 

subsea first tool kit が APPEA から供給されている。 

ニュージーランドは新規産油ガス国のため、機器キ 

ャパシティが限られ苦戦している 

キャッピングシステム 
来年には導入される予定。Contingency  plan   の一部

か。 
重要。 

オーストラリアでは、産業プロジェクトチームが組成。

INPEX は Wild  well control と契約、経験豊富な専門家

のサポート享受。 

Australia oil spill camaign が存在 

ワーククラス ROV 
直接は要求しないが、Contingency plan, emergency 

preparedness 等で ROV 関連の手順やリスクも証明され

る。 

重要。 
オーストラリアは大水深ではないのでそこまで困難では

ない。 

OSRL から国際的な知見とサポートを得る。Australia 

local facility regulation でも規定される。 

訓練・能力 6 
オペレーションに従事する作業員の訓

練・認証はどのように行っているか。 

NOPSEMA 内では、業界で長年の経験を積んだ者を採

用する(例えば２０年以上)。オペレータに対しては、社

内の人材マネジメントシステムの説明を要求する。 

APPEA プログラム:オペレータ共同監査プログラム 能力

フレームワークをコントラクタから受け取り、Woodside

が承認。 

は、技術水準の証明を求められる（論文など）。オースト

ラリアでは、能力プログラムが適用される。このプログラ

ムは北海で用いられているものを引用している。このプ

ログラムを通じ、安全に係る作業員が最低限の技術を

保持していることを確認する。 

企業の能力マネジメントシステム。 

INPEX は日本の文化を取り入れたマネジメントシステム

を導入し評価されている。 

トレンド 

7 国際的に活動する上で課題はあるか。 
セーフティケース規制に適応出来るかが鍵。

Prescriptive に慣れすぎていると Objective based が課

題となる可能性がある。 

規制機関の安定性、医療施設等の所在 

否。INPEX の基準は最低限の基準として適用される。基

本的に 規制機関の要求より高度。詳細基準は INPEX

オーストラリアから。 

否、サービス企業は国際企業 

8 プロセス安全にどう対処しているか。 
機器マネジメントシステムおよび緊急時対応手順の信

頼性の証明。 
Tier    4   マトリクス.ニアミス、小事故、事故、大事故 

INPEX 基準は他社１２社とベンチマークし、高水準のも

のを適用してきた。水準を維持するために、定期的に監

査を行っている。 

Montara/Macondo 事故後に更新。NOPSEMA の組成な

ど州と連邦の境界が困難。 

9 
ローカルコンテントによる安全性の課

題はあるか。 
なし。国際基準などで最低限は担保される。 否 

オーストラリアでは大問題ではないが、インドネシアで

は課題。人材の能力水準が不十分であれば、トレーニ

ングプログラムを提供。 

州がローカルコンテンツ要求。ローカルコンテンツは、技

能、組合、地場産業との関係の３点が焦点 

10 
自動化技術をどのように捉えている

か。 

自動化に際して、まだ基準化されていないものは規制

が困難といえる。例えばソフトウェアなど。なお、

NOPSEMA は諸問題の解決等には直接関与しない。 

将来的には自動化は信頼性とトレーサビリティの観点

で作業の質を向上させる 

制御とトラブルシューティング。自動化は未来像として

描いており、実際にイクシスでも CPF から FPSO を遠

隔操作できる 

自動化は未来の有るべき姿。Chevron はドローン技術

を石油開発への導入を研究開発中 

11 
規制機関・オペレータ・請負業者の連

携はあるか。 

セーフティケース評価に関して、ベストプラクティスやガ

イダンスをオペレータに積極的に伝えている。また、

HSE に関する統計や事故情報も関係者に共有してい

る。新規の課題、技術、プロセス等が生じた際に、

NOPSEMA の意向およびガイダンスを提供して いる。 

NOPSEMA とは困難だが重要。 

NOPSEMA は独立した立場をとるが、HSE 関連情報は

関係者に共 有している。オペレータ、コントラクタ間で

JIP は非常にアクティブ。 

NOPSEMA は独立 

12 
What would be the key role of industry 
consortium? SPE. IMCA,APPEA, IADC 等。 

APPEA, SPE, ITP 等。大きな組織は意思決定が遅くな

る短所もある。そのため、W oodside は小規模の

JV/JIP に積極的。 

HSE において、情報共有が鍵となる。JIP の 2/3 は HSE

関連。 

業界との対話。漁業組合も含め。APPEA は産業を擁 護

する機関である。 
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1.5 6 点の海洋石油ガス開発の安全水準向上要素点の海洋石油ガス開発の安全水準向上要素点の海洋石油ガス開発の安全水準向上要素点の海洋石油ガス開発の安全水準向上要素 

 

DNV GL社はマコンド事故を受け、ノルウェー石油業界組合や米国内務省と共にマコンド事

故の原因調査を行い、HSEの在るべき姿を検討・発信してきた。2013年、DNV GL 社は

“Enhancing offshore safety and environmental performance”と題するこの報告書を発表し、安全な

作業環境を構築するための指針を提供している。 

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、とくに需要の多い海域

におけるオフショア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･天

然ガス開発における計画･実施の基盤とすべき 6つの項目が存在すると結論づけている（図 1.5-

1 参照）。トップサイド、サブシー、およ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によるバリアリスク管理等、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

全およ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、とくに規

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11。 

 

1. プリスクリプティブ 規制とパフォーマンスベース規制の融合 

オフショアにおける石油･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。したがって、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プリスクリプティブな規

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 

オフショア業務には、所有者、オペレータ、請負業者、独立した第三者機関等、さまざまな

機関が係わる。したがって、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、全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. 総体的リスクアプローチ 

オフショア石油･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、および時間に依存する。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

                                                        
11 http://www.dnv.com/industry/oil_gas/offshore_safety.asp 
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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、活動に関与する全ての当事者が、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 

オフショア操業の計画および実施には、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。 

 

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、および自然環境の被害を提言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。したがって業務関連のリスクを管理するには、

人、技術、およ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。 
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図 1.5-1 海洋石油ガス開発における 6 点の安全水準向上要素 
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2 各国法規各国法規各国法規各国法規 

2.1 米国米国米国米国 

Appendix 2-1-1 国連海洋法条約第国連海洋法条約第国連海洋法条約第国連海洋法条約第 76 条による大陸棚の定義条による大陸棚の定義条による大陸棚の定義条による大陸棚の定義 

1. 沿岸国の大陸棚とは、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底およびその下であっ

てその領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまでのもの又は、大陸縁辺部

の外縁が領海の幅を測定するための基線から 200海里の距離まで延びていない場合には、

当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底およびその下であって当該基線から 200海

里の距離までのものをいう。 

2. 沿岸国の大陸棚は、4から 6までに定める限界を越えないものとする。 

3. 大陸縁辺部は、沿岸国の陸塊の海面下まで延びている部分から成るものとし、棚、斜面お

よびコンチネンタル・ライズの海底およびその下で構成される。ただし、大洋底およびそ

の海洋海嶺又はその下を含まない。 

4. (a) この条約の適用上、沿岸国は、大陸縁辺部が領海の幅を測定するための基線から 200海

里を超えて延びている場合には、次のいずれかの線により大陸縁辺部の外縁を設定する。 

(i) ある点における堆積岩の厚さが当該点から大陸斜面の脚部までの最短距離の １パーセ

ント以上であるとの要件を満たすときにこのような点のうち最も外側のものを用いて

７の規定に従って引いた線 

(ii) 大陸斜面の脚部から 60海里を超えない点を用いて 7の規定に従って引いた線 

 (b) 大陸斜面の脚部は、反証のない限り、当該大陸斜面の基部における勾配が最も変化す

る点とする。 

5. 4(a)の(i)又は(ii)の規定に従って引いた海底における大陸棚の外側の限界線は、これを構成

する各点において、領海の幅を測定するための基線から 350海里を超え又は 2,500メートル

等深線（2,500メートルの水深を結ぶ線をいう。）から 100海里を超えてはならない。 

6. 5の規定にかかわらず、大陸棚の外側の限界は、海底海嶺の上においては領海の幅を測定す

るための基線から350海里を超えてはならない。この6の規定は、海台、海膨、キャップ、

堆および海脚のような大陸縁辺部の自然の構成要素である海底の高まりについては、適用

しない。 

7. 沿岸国は、自国の大陸棚が領海の幅を測定するための基線から 200海里を超えて延びてい

る場合には、その大陸棚の外側の限界線を経緯度によって定める点を結ぶ 60海里を超えな

い長さの直線によって引く。 

8. 沿岸国は、領海の幅を測定するための基線から 200海里を超える大陸棚の限界に関する情

報を、衡平な地理的代表の原則に基づき附属書 II に定めるところにより設置される大陸棚

の限界に関する委員会に提出する。この委員会は、当該大陸棚の外側の限界の設定に関す

る事項について当該沿岸国に対し勧告を行う。沿岸国がその勧告に基づいて設定した大陸

棚の限界は、最終的なものとし、かつ、拘束力を有する。 
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9. 沿岸国は、自国の大陸棚の外側の限界が恒常的に表示された海図および関連する情報（測

地原子を含む。）を国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、これらを適当に公表する。 

10. この条の規定は、向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸

棚の境界画定の問題に影響を及ぼすものではない。 
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Appendix 2-1-2 米国米国米国米国    OUTER CONTINENTAL SHELF LANDS ACT についてについてについてについて 

 

１．OUTER CONTINENTAL SHELF LANDS ACTとは何か 

米国における州の管轄は、Submerged Lands Act of 1953（SLA）によって、一般的に、公式に

認められた海岸（またはベースライン）から 3 mile（約 4.8 km）に渡って広がる地域に対して

適用される。但し、テキサス州やフロリダ州などは海岸から 9mileまで管轄が及ぶという例外

がある。 

それに対して連邦政府の管轄は、同じ SLA によれば、大陸棚（OCS: Outer Continental Shelf）、

すなわち「当該地域（州の管轄地）の外側で海の方へ広がる全ての水中の土地であって、その

海底および下層土が米国に帰属しその管轄および支配の対象となるもの」が連邦政府の管轄に

入ると述べている。200 mileの排他的経済水域（EEZ: Exclusive Economic Zone）も考慮すれば、

連邦政府の管轄は州の海岸から 3 mileから始まり EEZ が及ぶ 200 mileまでということになる。 

連邦オフショアにおける石油・天然ガス開発を規制する主な法律は Outer Continental Shelf 

Lands Act(OCSLA)である。OCSLA は州のオフショア境界線から海洋方向に広がる地下部分が

連邦政府に帰属することを宣言し、OCS が連邦政府の管理下に入ることを成文化している。

OCSLA の目的は、米国の競争力の維持やその他の国家的必要性を満たす仕方で、しかも、環

境面にも配慮した形で OCS における資源の迅速で秩序立った開発を進めることにある。この

中でも OCSLA の重要な点は、包括的なリースプロセスと、これら連邦政府に帰属する資源か

ら得られるロイヤルティ等の収集と配分に関する仕組みを規定していることである。 

米国内務省（DOI: Department of Interior）長官は、オフショアリースを規定する 5ヵ年リー

ス計画（five-year leasing plan）を策定することが求められている。この 5 ヵ年リース計画は、

リースセールのスケジュールや、リース計画の規模や立地を規定するものである。この計画の

策定に当たっては、5 年間における国家のエネルギーの必要性や開発に伴う潜在的な経済的、

社会的、環境面での影響の程度といった事項に関する長官の判断を含む複数の事項が考慮され

る。5 ヵ年計画案の策定の間、DOI 長官は、公衆からのパブリックコメントの他、影響を受け

る州の知事からのコメントを求めそれらを検討しなければならない。また、同計画案が連邦官

報に発表される少なくとも 60 日前までには同計画案を影響を受ける州の州知事に提出してさ

らなるコメントを求めなければならない。連邦官報での発表の後、司法長官もまた競争性に対

する潜在的影響に関してコメントを提出することが認められている。その後、策定された 5 ヵ

年計画案の承認の少なくとも 60日前に、同計画案は受け取ったコメントやコメントを拒否し

た説明とともに連邦議会および大統領に提出される。同計画案は議会や大統領から何事もなけ

れば承認され、そこに含まれた地域はリースの対象として利用可能となる。 

5 ヵ年計画の策定を行うことは環境に対して著しい影響を与える連邦政府の行為と見做され

るため、政府は National Environmental Policy Act (NEPA)に規定されるところに従い、環境影響

報告書（EIS：Environmental Impact Statement）を作成し、当該行為による環境への影響分析、
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緩和策の検討を含む環境への影響の評価を行わなければならない。この NEPA に基づく審査は

5ヵ年計画の準備のための情報収集や分析に関する補完的な手続きとなる。 

 

２．Outer Continental Shelf Lands Act(OCSLA)の概要 

SEC. 2. DEFINITIONS. 

    （定義） 

SEC. 3. NATIONAL POLICY FOR THE OUTER CONTINENTAL SHELF. 

    （大陸棚の国際的なポリシー） 

SEC. 4. LAWS APPLICABLE TO OUTER CONTINENTAL SHELF 

    （大陸棚へ適用される法令） 

SEC. 5. ADMINISTRATION OF LEASING OF THE OUTER CONTINENTAL SHELF 

        （大陸棚のリースに関する管理） 

SEC. 6. MAINTENANCE OF LEASES ON OUTER CONTINENTAL SHELF 

    （大陸棚におけるリースの維持管理） 

SEC. 7. CONTROVERSY OVER JURISDICTION 

    （管轄権論争） 

SEC. 8. LEASING OF OUTER CONTINENTAL SHELF 

    （大陸棚のリース） 

SEC. 9. DISPOSITION OF REVENUES 

    （歳入処分） 

SEC. 10. Repealed by section 

    （削除） 

SEC. 11. GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL EXPLORATIONS 

    （地質調査および物理探査） 

SEC. 12. RESERVATIONS 

    （権利の確保） 

SEC. 13. NAVAL PETROLEUM RESERVE EXECUTIVE ORDER REPEALED 

    （海軍石油保有地として使用する執行命令の撤廃） 

SEC. 14. PRIOR CLAIMS NOT AFFECTED 

    （適用されない優先権） 

SEC.15. Repealed 

    （削除） 

SEC. 16. APPROPRIATIONS. 

    （妥当） 

SEC. 17. SEPARABILITY. 

    （分離） 
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SEC. 18. OUTER CONTINENTAL SHELF LEASING PROGRAM. 

    （大陸棚リース･プログラム） 

SEC. 19. COORDINATION AND CONSULTATION WITH AFFECTED STATES AND LOCAL 

GOVERNMENTS. 

    （州および地方行政との調整、諮問） 

SEC. 20. ENVIRONMENTAL STUDIES. 

    （環境調査） 

SEC. 21. SAFETY REGULATIONS. 

    （安全規則） 

SEC. 22. ENFORCEMENT. 

    （施行） 

SEC. 23. CITIZEN SUITS, COURT JURISDICTION, AND JUDICIAL REVIEW. 

    （訴訟、裁判所権限、および司法審査） 

SEC. 24. REMEDIES AND PENALTIES. 

    （法的救済および刑罰） 

SEC. 25. OIL AND GAS DEVELOPMENT AND PRODUCTION. 

    （石油･天然ガスの開発および生産） 

SEC. 26. OUTER CONTINENTAL SHELF OIL AND GAS INFORMATION PROGRAM. 

  （大陸棚の石油･天然ガスに関する情報提供） 

SEC. 27. FEDERAL PURCHASE AND DISPOSITION OF OIL AND GAS. 

    （石油･天然ガスに関する連邦による購買と処分） 

SEC. 28. LIMITATION ON EXPORT 

    （輸出に関する制限） 

SEC. 29. RESTRICTIONS ON EMPLOYMENT. 

    （雇用制限） 

SEC. 30. DOCUMENTATION, REGISTRY, AND MANNING REQUIREMENTS. 

    （書類、登記および人的要件） 

SEC. 31. COASTAL IMPACT ASSISTANCE. 

    （沿岸への影響についての助成） 
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Appendix 2-1-3 米国米国米国米国 CFR についてについてについてについて 

 

（1）CFRとは何か 

Code of Federal Regulationsの略称であり、アメリカ合衆国の連邦政府により連邦官報の中で

公布される規則・規定を集成した連邦規則集である。アメリカ合衆国の行政法として位置づけ

られることもある。アメリカ国立公文書記録管理局の部局である連邦官報事務局によって発行

される。 

連邦規則はまず官報によって交付され、その後に主題や内容によって 50巻に整理されて、

連邦規則集としてまとめられている。各々の巻は 1暦年に 1回更新され、4半期毎、1/1（1～

16巻）、4/1（17～27巻）、7/1（28～41巻）、10/1（42～50巻）に更新される。 

  

（2）各巻の規則概要 

 

Title 1（第 1巻）: General Provisions（一般条項）  

Title 2（第 2巻）: Grants and Agreements（権限と協定） 

Title 3（第 3巻）: The President（大統領） 

Title 4（第 4巻）: Accounts（会計） 

Title 5（第 5巻）: Administrative Personnel（行政人事） 

Title 6（第 6巻）: Homeland Security（国土安全保障） 

Title 7（第 7巻）: Agriculture（農業） 

Title 8（第 8巻）: Aliens and Nationality（外国人と国籍） 

Title 9（第 9巻）: Animals and Animal Products（動物と牧畜） 

Title 10（第 10巻）: Energy（エネルギー） 

Title 11（第 11巻）: Federal Elections（連邦選挙） 

Title 12（第 12巻）: Banks and Banking（銀行および銀行業務） 

Title 13（第 13巻）: Business Credit and Assistance（業務上の信用と支援） 

Title 14（第 14 巻）: Aeronautics and Space（航空と宇宙。連邦航空規定 (Federal Aviation 

Regulations) ともいい、連邦航空局が管理） 

Title 15（第 15巻）: Commerce and Foreign Trade（商業と貿易） 

Title 16（第 16巻）: Commercial Practices（商慣習） 

Title 17（第 17巻）: Commodity and Securities Exchangess（商品および証券取引） 

Title 18（第 18巻）: Conservation of Power and Water Resources（電力および資源の保全） 

Title 19（第 19巻）: Customs Duties（関税） 

Title 20（第 20巻）: Employees' Benefits（労働者の給付金） 

Title 21（第 21巻）: Food and Drugs（食物と薬物、アメリカ食品医薬品局および麻薬取締局
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が管理） 

Title 22（第 22巻）: Foreign Relations（外交関係） 

Title 23（第 23巻）: Highways（幹線道路） 

Title 24（第 24巻）: Housing and Urban Development（住宅および都市開発） 

Title 25（第 25巻）: Indians（インディアン） 

Title 26（第 26巻）: Internal Revenue（内国税収入） 

Title 27（第 27巻）: Alcohol, Tobacco Products and Firearms（アルコール、煙草および重火器） 

Title 28（第 28巻）: Judicial Administration（司法行政） 

Title 29（第 29巻）: Labor（労働） 

Title 30（第 30巻）: Mineral Resources（鉱物資源） 

Title 31（第 31巻）: Money and Finance: Treasury（金融：財務省） 

Title 32（第 32巻）: National Guard（州兵） 

Title 33（第 33巻）: Navigation and Navigable Waters（治水） 

Title 34（第 34巻）: Education（教育） 

Title 35（第 35巻）: Reserved （留保 以前はパナマ運河） 

Title 36（第 36巻）: Parks, Forests, and Public Property（公園、森林、公有不動産） 

Title 37（第 37巻）: Patents, Trademarks, and Copyrights（特許、商標および著作権） 

Title 38（第 38巻）: Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief（年金、賞与および退役軍人保護） 

Title 39（第 39巻）: Postal Service（郵便事業） 

Title 40（第 40巻）: Protection of Environment（環境保護、アメリカ合衆国環境保護庁が管理） 

Title 41（第 41巻）: Public Contracts and Property Management（公的契約および不動産管理） 

Title 42（第 42巻）: Public health（公衆衛生） 

Title 43（第 43巻）: Public Lands: Interior（公有地：内部） 

Title 44（第 44巻）: Emergency Management and Assistance（危機管理および補足事項） 

Title 45（第 45巻）: Public Welfare（公益） 

Title 46（第 46巻）: Shipping（船舶） 

Title 47（第 47巻）: Telecommunication（電気通信） 

Title 48（第 48巻）: Federal Acquisition Regulations System（連邦購入取締制度） 

Title 49（第 49巻）: Transportation（運輸） 

Title 50（第 50巻）: War and National Defense（戦争および国防） 
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（3）Title 30（第 30巻）：Mineral Resources（鉱物資源）の構成について 

CFR 50巻のうち、石油･天然ガス開発に関する内容が含まれるのは、Title 30（第 30巻）の

Mineral Resources（鉱物資源）である。同巻（2014.July.01更新）の内容は以下の構成となって

いる。 

 

【Volume 1：Parts 1 to 199】 

Part 1 to 199 

Chapter I—Mine Safety and Health Administration, Department of Labor 

 （鉱山安全衛生管理局、労働省） 

       

【Volume 2：Parts 200 to 699】 

Part 200 to 299 

Chapter II—Bureau of Safety and Environmental Enforcement,  

Department of the Interior 

   （安全･環境執行局：BSEE、内務省）   

Part 300 to 399（記載無し） 

Part 400 to 499 

Chapter Ⅳ—Geological Survey, Department of the Interior 

         （地質調査所、内務省） 

Part 500 to 599 

Chapter V —Bureau of Ocean Energy Management, Department of the Interior 

         （海洋エネルギー管理局：BOEM、内務省） 

Part 600 to 699（記載無し） 

       

【Volume 3：Parts to 1299】 

Part 700 to 999 

Chapter Ⅶ—Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement, Department of the Interior 

         （地表鉱山局、内務省） 

Part 1000 to 1199（記載無し） 

Part 1200 to 1299 

Chapter XⅡ—Office of Natural Resources Revenue, Department of the Interior 

   （天然資源収入管理局、内務省） 
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（4）BSEEが管理する Part 200～299の構成について 

   

 SUBCHAPTER A—MINERALS REVENUE MANAGEMENT 

（鉱物収益管理） 

Part 200–202：[Reserved] 

    

Part 203：Relief or reduction in royalty rates 

        （印税の免除および軽減） 

Subpart A—General Provisions：203.0 to 203.5 

Subpart B—OCS Oil, Gas, and Sulfur General：203.30 to 203.91 

Subpart C—Federal and Indian Oil [Reserved] 

Subpart D—Federal and Indian Gas [Reserved] 

Subpart E—Solid Minerals, General [Reserved] 

Subpart F：[Reserved] 

Subpart G—Other Solid Minerals [Reserved] 

Subpart H—Geothermal Resources [Reserved] 

Subpart I—OCS Sulfur [Reserved] 

Part 204 to 218（記載なし） 

Part 219：[Reserved] 

 

Part 220 to 249（記載無し） 

    

SUBCHAPTER B—OFFSHORE（海洋） 

Part 250：Oil and gas and sulphur operations in the Outer Continental Shelf 

  （大陸棚における石油･ガス･硫黄鉱床開発） 

Part 251：Geological and geophysical (G&G) explorations of the Outer Continental Shelf 

 （大陸棚における地質･物理探鉱） 

Part 252：Outer Continental Shelf (OCS) Oil and Gas Information Program 

      （大陸棚の石油･ガス情報プログラム） 

Part 253：[Reserved] 

Part 254：Oil-spill response requirements for facilities located seaward of the coast line 

  （沿岸に位置する設備への油漏洩対策） 

Part 255（記載無し） 

Part 256：Leasing of sulphur or oil and gas in the Outer Continental Shelf 

  （大陸棚における硫黄もしくは石油･ガス開発のリース） 

Part 259–260：[Reserved] 
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Part 261 to 269（記載無し） 

Part 270：Nondiscrimination in the Outer Continental Shelf 

        （大陸棚における差別禁止） 

Part 271 to 279（記載無し） 

Part 280：Prospecting for minerals other than oil, gas, and sulphur on the Outer Continental Shelf 

 （大陸棚における石油･ガス･硫黄鉱床以外の鉱物の見込み） 

Part 281：[Reserved] 

Part 282：Operations in the Outer Continental Shelf for minerals other than oil, gas, and sulphur 

 （石油･ガス･硫黄以外の鉱物の大陸棚における操業） 

Part 283 to 284（記載無し） 

Part 285：[Reserved] 

Part 286 to 289（記載無し） 

SUBCHAPTER C—APPEALS 

 （抗告） 

Part 290：Appeal procedures 

 （抗告手続き） 

Part 291：Open and nondiscriminatory access to oil and gas pipelines under the Outer Continental Shelf 

Lands Act 

 （大陸棚石油･ガスパイプラインにおける公開･無差別のアクセス） 

Part 292 to 299：[Reserved] 

 

 

（5）Part 250：Oil and gas and sulphur operations in the Outer Continental Shelf 

（大陸棚における石油･ガス･硫黄の各鉱床の操業） 

Subpart A—General  

Authority and definition of terms 

（用例および定義） 

Part 250.101：Authority and applicability. 

（適用事例） 

Part 250.102：What does this part do? 

（本章の内容） 

Part 250.103：Where can I find more information about the requirements in this part? 

（必要な情報の検索方法） 

Part 250.104：How may I appeal a decision made under BSEE regulations? 

          （BSEE規則への抗告回数） 

Part 250.105：Definitions 
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（定義） 

 

Performance standards 

 （性能基準） 

Part 250.106：What standards will the Director use to regulate lease operations? 

         （リースを規制するための基準） 

Part 250.107：What must I do to protect health, safety, property, and the environment? 

 （健康･安全･財産･環境保護方法） 

Part 250.108：What requirements must I follow for cranes and other material-handling equipment? 

 （クレーン等の設備のための要求事故） 

Part 250.109：What documents must I prepare and maintain related to welding? 

         （溶接に関する作業に必要な文書） 

Part 250.110：What must I include in my welding plan? 

         （溶接計画に含める内容） 

Part 250.111：Who oversees operations under my welding plan? 

         （溶接計画の監督者） 

Part 250.112：What standards must my welding equipment meet? 

         （溶接器具に合致した基準） 

Part 250.113：What procedures must I follow when welding? 

         （溶接方法） 

Part 250.114：How must I install and operate electrical equipment? 

         （電気設備の設置と操作） 

Part 250.115 to 117：[Reserved] 

Part 250.118：Will BSEE approve gas injection? 

         （ガス圧入の認可について） 

Part 250.119：[Reserved] 

Part 250.120：How does injecting, storing, or treating gas affect my royalty payments? 

 （ガス圧入･貯留･処理時の印税支払い） 

Part 250.121：What happens when the reservoir contains both original gas in place and injected gas? 

 （貯留層に賦存ガスと圧入ガスが混在している場合の措置） 

Part 250.122：What effect does subsurface storage have on the lease term? 

          （地下貯蔵がリースに及ぼす効果） 

Part 250.123：[Reserved] 

Part 250.124：Will BSEE approve gas injection into the cap rock containing a sulphur deposit? 

 （硫黄分を含む帽岩にガス圧入する場合の認可） 
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Fees 

（納付金） 

Part 250.125：Service fees 

（手数料） 

Part 250.126：Electronic payment instructions 

（電子決済方法） 

 

Inspection of operations 

（操業時の検査） 

Part 250.130：Why does BSEE conduct inspections? 

（BSEEによる検査の理由） 

Part 250.131：Will BSEE notify me before conducting an inspection? 

 （BSEEからの検査実施前の通知） 

Part 250.132：What must I do when BSEE conducts an inspection? 

          （BSEEが検査の際にするべき項目） 

Part 250.133：Will BSEE reimburse me for my expenses related to inspections? 

          （BSEEが検査時の支出に関する弁済） 

 

Disqualification 

（不適格） 

Part 250.135：What will BSEE do if my operating performance is unacceptable? 

          （操業が認められない場合、BSEEが実施する措置） 

Part 250.136：How will BSEE determine if my operating performance is unacceptable? 

（操業が認められない場合の BSEEの判断） 

 

Special types of approvals 

（認可の特例） 

Part 250.140：When will I receive an oral approval? 

          （口頭による認可） 

Part 250.141：May I ever use alternate procedures or equipment? 

          （別の方法および設備を使う場合） 

Part 250.142：How do I receive approval for departures? 

          （逸脱に対する認可） 

Part 250.143 to 144：[Reserved] 

Part 250.145：How do I designate an agent or a local agent? 

          （エージェントの指名方法） 
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Part 250.146：Who is responsible for fulfilling leasehold obligations? 

          （賃借権の責任者） 

 

Naming and identifying facilities and wells (does not include modus) 

          （設備および坑井の命名） 

Part 250.150：How do I name facilities and wells in the Gulf of Mexico Region? 

          （メキシコ湾における設備および坑井の命名方法） 

Part 250.151：How do I name facilities in the Pacific Region? 

          （太平洋領域における設備の命名方法） 

Part 250.152：How do I name facilities in the Alaska Region? 

          （アラスカにおける設備の命名方法） 

Part 250.153：Do I have to rename an existing facility or well? 

          （既存設備もしくは坑井の名称変更） 

Part 250.154：What identification signs must I display? 

          （表示すべき項目） 

Part 250.160 to 167：[Reserved] 

 

Suspensions 

（中止） 

Part 250.168：May operations or production be suspended? 

          （操業もしくは生産の中止） 

Part 250.169：What effect does suspension have on my lease? 

          （操業中止が賃借に及ぼす影響） 

Part 250.170：How long does a suspension last? 

          （中止の期間） 

Part 250.171：How do I request a suspension? 

          （中止の要請方法） 

Part 250.172：When may the Regional Supervisor grant or direct an SOO(suspension of operation) or 

SOP(suspension of production)? 

          （地区管理者が操業および生産の許可もしくは中止を指示する時期） 

Part 250.173：When may the Regional Supervisor direct an SOO or SOP? 

          （地区管理者が操業および生産中止を指示する時期） 

Part 250.174：When may the Regional Supervisor grant or direct an SOP? 

          （地区管理者が生産の許可もしくは中止を指示する時期） 

Part 250.175：When may the Regional Supervisor grant an SOO? 

          （地区管理者が操業を許可する時期） 
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Part 250.176：Does a suspension affect my royalty payment? 

          （中止による賃借料への影響） 

Part 250.177：What additional requirements may the Regional Supervisor order for a suspension? 

          （地区管理者による中止命令の追加必要事項） 

 

Primary lease requirements, lease term extensions, and lease cancellations 

          （賃借に際し、最初に必要な手続き、延長および取り消しの手続き） 

Part 250.180：What am I required to do to keep my lease term in effect? 

          （賃借を保持するための手続き） 

Part 250.181 to 185：[Reserved] 

 

Information and reporting requirements 

（報告事項） 

Part 250.186：What reporting information and report forms must I submit? 

          （提出するべき報告の様式） 

Part 250.187：What are BSEE’s incident reporting requirements? 

          （事故報告に必要な事項） 

Part 250.188：What incidents must I report to BSEE and when must I report them? 

          （報告すべき事故の内容と報告時期） 

Part 250.189：Reporting requirements for incidents requiring immediate notification 

          （事故の際に速やかに報告すべき事項） 

Part 250.190：Reporting requirements for incidents requiring written notification 

          （事故の際に書類で提出すべき事項） 

Part 250.191：How does BSEE conduct incident investigations? 

          （BSEEによる事故調査方法） 

Part 250.192：What reports and statistics must I submit relating to a hurricane, earthquake, or other 

natural occurrence? 

          （ハリケーン、地震等の自然災害時に報告すべき事項） 

Part 250.193：Reports and investigations of possible violations 

          （違反行為の報告と調査） 

Part 250.194：How must I protect archaeological resources? 

          （考古学遺産の保護方法） 

Part 250.195：What notification does BSEE require on the production status of wells? 

          （BSEEが必要とする坑井生産状況の通知） 

Part 250.196：Reimbursements for reproduction and processing costs 

          （再生産および精製コストの弁済） 



67 
 

Part 250.197：Data and information to be made available to the public or for limited inspection 

          （縦覧検査もしくは限定検査における情報） 

 

References 

（参考） 

Part 250.198：Documents incorporated by reference 

（参考文書） 

・CFR.250で取り入れた以下の各種機関の規格 No.，名称等 

・American Concrete Institute (ACI) 

・American Institute of Steel Construction, Inc. (AISC) 

・American National Standards Institute (ANSI) 

・American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

・American Petroleum Institute (API) 

・American Society for Testing and Materials (ASTM) 

・American Welding Society (AWS) 

・National Association of Corrosion Engineers (NACE) 

・American Gas Association (AGA Reports) 

・International Organization for Standardization (ISO) 

・Center for Offshore Safety (COS) 

 

Part 250.199：Paperwork Reduction Act statements—information collection. 

          （文書業務削減法条文） 

 

Subpart B—Plans and Information 

       （計画と情報） 

    General information 

   （総論） 

Part 250.200：Definitions 

          （定義） 

Part 250.201：What plans and information must I submit before I conduct any activities on my lease 

or unit? 

          （賃借地において操業前に提出すべき計画と情報） 

Part 250.202 to 203：[Reserved] 

Part 250.204：How must I protect the rights of the Federal government? 

          （連邦政府の権利の保護方法） 

Part 250.205：Are there special requirements if my well affects an adjacent property? 
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          （坑井が隣接地に影響を及ぼす場合の必要事項） 

 

Post-approval requirements for the ep(exploration plan),dpp(development and production plan), and 

docd(development operations cordnation document) 

（探鉱、開発、操業のための認可後に必要な事項） 

Part 250.282：Do I have to conduct post-approval monitoring? 

          （認可後に必要なモニタリング事項） 

 

Deepwater operations plans (DWOP)：【掘削、生産、廃坑】 

（大水深作業計画） 

Part 250.286：What is a DWOP? 

          （大水深作業計画の定義） 

Part 250.287：For what development projects must I submit a DWOP? 

          （大水深作業計画として届出が必要なプロジェクト） 

Part 250.288：When and how must I submit the Conceptual Plan? 

          （概念計画の届出時期と方法） 

Part 250.289：What must the Conceptual Plan contain? 

          （概念計画に含める事項） 

Part 250.290：What operations require approval of the Conceptual Plan? 

          （概念計画の認可が必要な作業） 

Part 250.291：When and how must I submit the DWOP? 

          （大水深作業計画の提出時期と方法） 

Part 250.292：What must the DWOP contain? 

          （大水深作業計画に含める事項） 

Part 250.293：What operations require approval of the DWOP? 

          （大水深作業計画の認可が必要な作業） 

Part 250.294：May I combine the Conceptual Plan and the DWOP? 

          （概念計画と大水深作業計画の連結） 

Part 250.295：When must I revise my DWOP? 

          （大水深作業計画の改訂時期） 

Part 250.296 to 299（記載無し） 

 

Subpart C—Pollution Prevention and Control：【掘削、生産、廃坑】 

      （鉱害防止と管理） 

Part 250.300：Pollution prevention 

         （鉱害防止） 
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Part 250.301：Inspection of facilities 

         （設備の検査） 

 

Subpart D—Oil and Gas Drilling Operations：【掘削】 

      （石油･ガスの掘削作業） 

Part 250.400 to 409：General requirements 

（一般的な必要事項） 

Part 250.410 to 418：Applying for a permit to drill 

           （掘削認可申請） 

Part 250.419（記載無し） 

Part 250.420 to 428：Casing and Cementing requirements 

（ケーシングおよびセメンチングの必要条件） 

Part 250.428 to 429（記載無し） 

Part 250.430 to 434：Diverter system requirements 

（ダイバーターシステムの必要条件） 

Part 250.434 to 439（記載無し） 

Part 250.440 to 451：Blowout preventer (bop) system requirements 

           （暴噴防止装置システムの必要条件） 

Part 250.452 to 454（記載無し） 

Part 250.455 to 463：Drilling fluid requirements 

（掘削流体の必要条件） 

Part 250.464（記載無し） 

Part 250.465 to 469：Applying for a permit to modify and well records 

       （変更および坑井記録の認可申請） 

Part 250.470 to 489（記載無し） 

Part 250.490：Hydrogen Sulfide 

   （硫化水素） 

 

Subpart E—Oil and Gas Well-Completion Operations：【掘削、生産】 

      （石油･ガスの仕上げ作業） 

Part 250.500：General requirements 

          （一般的な必要条件） 

Part 250.501：Definition 

          （定義） 

Part 250.502：Equipment movement 

          （機器の搬送） 
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Part 250.503：Emergency shutdown system 

          （緊急遮断システム） 

Part 250.504：Hydrogen sulfide 

          （硫化水素） 

Part 250.505：Subsea completions 

          （海底仕上げ） 

Part 250.506：Crew instructions 

          （クルーの教育） 

Part 250.507 to 508：[Reserved] 

Part 250.509：Well-completion structures on fixed platforms 

          （固定式プラットフォームの坑井仕上げ） 

Part 250.510：Diesel engine air intakes 

          （ディーゼルエンジンの吸気口） 

Part 250.511：Traveling-block safety device 

          （トラベリングブロックの安全装置） 

Part 250.512：Field well-completion rules 

          （操業現場における坑井仕上げ規則） 

Part 250.513：Approval and reporting of well-completion operations 

          （坑井仕上げの認可と報告） 

Part 250.514：Well-control fluids, equipment, and operations 

          （坑井仕上げの流体、機器および作業） 

Part 250.515：What BOP information must I submit? 

          （提出が必要な暴噴防止装置の情報） 

Part 250.516：Blowout prevention equipment 

          （暴噴防止機器） 

Part 250.517：Blowout preventer system tests, inspections, and maintenance 

          （暴噴防止装置のテスト、検査、維持管理） 

Part 250.518：Tubing and wellhead equipment 

          （チュービングと坑口装置） 

 

Casing pressure management 

（ケーシング圧力の管理） 

Part 250.519：What are the requirements for casing pressure management? 

          （ケーシング圧力管理の必要条件） 

Part 250.520：How often do I have to monitor for casing pressure? 

          （ケーシング圧力のモニタリング頻度） 
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Part 250.521：When do I have to perform a casing diagnostic test? 

          （ケーシング健全性テストの実施時期） 

Part 250.522：How do I manage the thermal effects caused by initial production on a newly completed 

or recompleted well? 

          （新規仕上げもしくは再仕上げの温度効果の管理方法） 

Part 250.523：When do I have to repeat casing diagnostic testing? 

          （ケーシング健全性テストを繰り返して実施する時期） 

Part 250.524：How long do I keep records of casing pressure and diagnostic tests? 

          （ケーシング圧力と健全性テストの記録の保管期間） 

Part 250.525：When am I required to take action from my casing diagnostic  test? 

          （ケーシング健全性テストから措置をすべき時期） 

Part 250.526：What do I submit if my casing diagnostic test requires action? 

          （ケーシング健全性テストが措置を必要とする場合の申請内容） 

Part 250.527：What must I include in my notification of corrective action? 

          （是正措置の通知に含めるべき事項） 

Part 250.528：What must I include in my casing pressure request? 

          （ケーシング加圧が必要な場合に含めるべき事項） 

Part 250.529：What are the terms of my casing pressure request? 

          （ケーシング加圧が必要な場合の条件） 

Part 250.530：What if my casing pressure request is denied? 

          （ケーシング加圧が不必要な場合の措置） 

Part 250.531：When does my casing pressure request approval become invalid? 

          （ケーシング加圧認可の効力が無くなる時期） 

 

Subpart F—Oil and Gas Well-Workover Operations：【生産】 

      （石油･ガス井の改修作業） 

Part 250.600：General requirements 

          （一般的な必要事項） 

Part 250.601：Definitions 

          （定義） 

Part 250.602：Equipment movement 

          （機器の搬送） 

Part 250.603：Emergency shutdown system 

          （緊急遮断システム） 

Part 250.604：Hydrogen sulfide 

          （硫化水素） 



72 
 

Part 250.605：Subsea workovers 

          （海底仕上げの改修作業） 

Part 250.606：Crew instructions 

          （クルーの教育） 

Part 250.607 to 608 [Reserved] 

Part 250.609：Well-workover structures on fixed platforms 

          （固定式プラットフォームの改修作業） 

Part 250.610：Diesel engine air intakes 

          （ディーゼルエンジンの吸気口） 

Part 250.611：Traveling-block safety device 

          （トラベリングブロックの安全装置） 

Part 250.612：Field well-workover rules 

          （現場改修作業時の規則） 

Part 250.613：Approval and reporting for wellworkover operations 

          （改修作業の認可と報告） 

Part 250.614：Well-control fluids, equipment, and operations 

          （ウェルコントロール流体、機器および作業） 

Part 250.615：What BOP information must I submit? 

          （提出すべき暴噴防止装置の情報） 

Part 250.616：Blowout prevention equipment 

          （暴噴防止装置機器） 

Part 250.617：Blowout preventer system testing, records, and drills 

          （暴噴防止システムのテスト、記録、および訓練） 

Part 250.618：What are my BOP inspection and maintenance requirements? 

          （暴噴防止装置の検査と維持管理の必要事項） 

Part 250.619：Tubing and wellhead equipment 

          （チュービングと坑口装置） 

Part 250.620：Wireline operations 

          （ワイヤーライン作業） 

 

Subpart G：[Reserved] 

 

Subpart H—Oil and Gas Production Safety Systems：【生産】 

      （石油･ガス生産の安全システム） 

Part 250.800：General requirements 

          （一般的な必要事項） 
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Part 250.801：Subsurface safety devices 

          （坑内の安全装置） 

Part 250.802：Design, installation, and operation of surface production-safety systems 

          （地上の生産安全システムのデザイン、設置および作業） 

Part 250.803：Additional production system requirements 

          （追加が必要な生産システム） 

Part 250.804：Production safety-system testing and records 

          （生産安全システムのテストと記録） 

Part 250.805：Safety device training 

          （安全装置の訓練） 

Part 250.806：Safety and pollution prevention equipment quality assurance requirements 

          （安全と汚染防止機器の品質保証必要事項） 

Part 250.807：Additional requirements for subsurface safety valves and related equipment installed in 

high pressure high temperature(HPHT) environments 

         （高温高圧下において設置する坑内の安全バルブと機器に関する追加

必要事項） 

Part 250.808：Hydrogen sulfide 

          （硫化水素） 

 

Subpart I—Platforms and Structures：【生産】 

      （プラットフォームと構造） 

  General requirements for platforms 

 （プラットフォームにおける一般的な必要事項） 

Part 250.900：What general requirements apply to all platforms? 

          （すべてのプラットフォームに適用される一般的な必要事項） 

Part 250.901：What industry standards must your platform meet? 

          （プラットフォームに適用される規格） 

Part 250.902：What are the requirements for platform removal and location clearance? 

          （プラットフォームの撤去および原状復帰の必要事項） 

Part 250.903：What records must I keep? 

          （記録の保存） 

 

Platform approval program 

（プラットフォームの認可プログラム） 

Part 250.904：What is the Platform Approval Program? 

          （プラットフォーム認可プログラムの内容） 
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Part 250.905：How do I get approval for the installation, modification, or repair of my platform? 

          （プラットフォームの設置、改造、補修に必要な認可申請方法） 

Part 250.906：What must I do to obtain approval for the proposed site of my platform? 

          （プラットフォームの設置場所認可に必要な事項） 

Part 250.907：Where must I locate foundation boreholes? 

          （基礎坑の設置場所） 

Part 250.908：What are the minimum structural fatigue design requirements? 

          （構造最小疲労設計の必要事項） 

 

Platform verification program 

（プラットフォームの検証プログラム） 

Part 250.909：What is the Platform Verification Program? 

          （プラットフォームの検証プログラムの内容） 

Part 250.910：Which of my facilities are subject to the Platform Verification Program? 

          （プラットフォームの検証プログラムが必要となる施設） 

Part 250.911：If my platform is subject to the Platform Verification Program, what must I do? 

          （プラットフォームの検証プログラムが必要となる場合の手続き） 

Part 250.912：What plans must I submit under the Platform Verification Program? 

          （プラットフォームの検証プログラムのために提出すべき計画） 

Part 250.913：When must I resubmit Platform Verification Program plans? 

          （プラットフォームの検証プログラム計画を再提出する時期） 

Part 250.914：How do I nominate a CVA(Certified Verification Agent)? 

          （認定検証代理人の指名方法） 

Part 250.915：What are the CVA’s primary responsibilities? 

          （認定検証代理人の主要な責任） 

Part 250.916：What are the CVA’s primary duties during the design phase? 

          （デザイン段階での認定検証代理人の責務） 

Part 250.917：What are the CVA’s primary duties during the fabrication phase? 

          （製作段階での認定検証代理人の責務） 

Part 250.918：What are the CVA’s primary duties during the installation phase? 

          （設置段階での認定検証代理人の責務） 

 

Inspection, maintenance, and assessment of platforms 

（プラットフォームの検査、維持管理および査定） 

Part 250.919：What in-service inspection requirements must I meet? 

          （検査中に必要な事項） 
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Part 250.920：What are the BSEE requirements for assessment of fixed platforms? 

          （固定式プラットフォームの査定のための BSEEの必要事項） 

Part 250.921：How do I analyze my platform for cumulative fatigue? 

          （プラットフォームの蓄積疲労の判定方法） 

  

Subpart J—Pipelines and Pipeline Rights-of-Way：【生産】 

      （パイプラインおよびパイプラインの通行権） 

    Part 250.1000：General requirements 

           （一般的な必要事項） 

Part 250.1001：Definitions 

           （定義） 

Part 250.1002：Design requirements for DOI(Department of Interior) pipelines 

           （パイプラインデザインの必要事項） 

Part 250.1003：Installation, testing, and repair requirements for DOI pipelines 

           （パイプラインの設置、テストおよび補修に関する必要事項） 

Part 250.1004：Safety equipment requirements for DOI pipelines 

           （パイプラインの安全装置の必要事項 

Part 250.1005：Inspection requirements for DOI pipelines 

           （パイプラインの検査の必要事項） 

Part 250.1006：How must I decommission and take out of service a DOI pipeline? 

           （パイプラインの撤去に関する必要事項） 

Part 250.1007：What to include in applications 

           （出願に含める事項） 

Part 250.1008：Reports 

          （報告） 

Part 250.1009：Requirements to obtain pipeline right-of-way grants 

          （パイプライン通行権を得るための必要事項） 

Part 250.1010：General requirements for pipeline right-of-way holders 

          （パイプライン通行権保有者の一般的な必要事項） 

Part 250.1011：[Reserved] 

Part 250.1012：Required payments for pipeline right-of-way holders 

           （パイプライン通行権保有者が必要とする支払い） 

Part 250.1013：Grounds for forfeiture of pipeline right-of-way grants 

           （パイプライン通行権における罰金の理由） 

Part 250.1014：When pipeline right-of-way grants expire 

           （パイプライン通行権の失効時期） 
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Part 250.1015：Applications for pipeline right-ofway grants 

           （パイプライン通行権の申請） 

Part 250.1016：Granting pipeline rights-of-way 

           （パイプライン通行権の保証） 

Part 250.1017：Requirements for construction under pipeline right-of-way grants 

           （パイプライン通行権下における建設に関する必要事項） 

Part 250.1018：Assignment of pipeline right-of-way grants 

           （パイプライン通行権の付与） 

Part 250.1019：Relinquishment of pipeline right-ofway grants 

           （パイプライン通行権の放棄） 

 

Subpart K—Oil and Gas Production Requirements：【生産】 

      （石油･ガス生産における必要事項） 

    General 

   （総則） 

Part 250.1150：What are the general reservoir production requirements? 

           （一般的な貯留層生産における必要事項） 

 

Well tests and surveys 

（坑井テストおよび計測） 

Part 250.1151：How often must I conduct well production tests? 

           （坑井生産テストの頻度） 

Part 250.1152：How do I conduct well tests? 

           （坑井生産テストの方法） 

Part 250.1153：[Reserved] 

 

Classifying reservoirs 

（貯留層の分類） 

Part 250.1154 to 1155 [Reserved] 

 

Approvals prior to production 

（生産のための認可） 

Part 250.1156：What steps must I take to receive approval to produce within  500 feet of a unit or lease 

line? 

          （賃借地境界 500フィート以内からの生産認可のステップ） 

Part 250.1157：How do I receive approval to produce gas-cap gas from an oil reservoir with an 
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associated gas cap? 

          （貯油層頂部のガス生産認可の方法） 

Part 250.1158：How do I receive approval to downhole commingle  hydrocarbons? 

          （混合炭化水素を生産するための認可方法） 

 

Production rates 

（生産レート） 

Part 250.1159：May the Regional Supervisor limit my well or reservoir production rates? 

          （地区管理者による坑井生産レートの制限） 

 

Flaring, venting, and burning hydrocarbons 

    （炭化水素の燃焼、放散） 

Part 250.1160：When may I flare or vent gas? 

          （燃焼もしくは放散の時期） 

Part 250.1161：When may I flare or vent gas for extended periods of time? 

          （燃焼もしくは放散を延長したい場合） 

Part 250.1162：When may I burn produced liquid hydrocarbons? 

          （生産した液体炭化水素を燃焼させたい場合） 

Part 250.1163：How must I measure gas flaring or venting volumes and liquid hydrocarbon burning 

volumes, and what records must I maintain? 

          （燃焼や放散の量の測定および記録の保存） 

Part 250.1164：What are the requirements for flaring or venting gas containing H2S? 

          （燃焼や放散に際して硫化水素が含まれている場合の必要事項） 

 

Other requirements 

（その他の必要事項） 

Part 250.1165：What must I do for enhanced recovery operations? 

          （採収率増進作業に必要な事項） 

Part 250.1166：What additional reporting is required for developments in the Alaska OCS Region? 

          （アラスカ大陸棚開発時の追加必要事項） 

Part 250.1167：What information must I submit with forms and for approvals? 

          （認可を受けるために必要な様式） 

 

Subpart L—Oil and Gas Production Measurement, Surface Commingling, and 

Security：【生産】 

（石油･ガスの生産計測、地表での混合生産、治安） 
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Part 250.1200：Question index table 

           （質問事項） 

Part 250.1201：Definitions 

           （定義） 

Part 250.1202：Liquid hydrocarbon measurement 

          （液体炭化水素の計測） 

Part 250.1203：Gas measurement 

          （ガスの計測） 

Part 250.1204：Surface commingling 

          （地表での混合生産） 

Part 250.1205：Site security 

          （現場の治安） 

 

Subpart M—Unitization：【生産】 

      （統合） 

Part 250.1300：What is the purpose of this subpart? 

           （本章の目的） 

Part 250.1301：What are the requirements for unitization? 

          （統合のための必要事項） 

Part 250.1302：What if I have a competitive reservoir on a lease? 

          （賃借上で競合する貯留層がある場合の措置） 

Part 250.1303：How do I apply for voluntary unitization? 

          （自主的な統合の方法） 

Part 250.1304：How will BSEE require unitization? 

          （BSEEにおける統合の必要性） 

 

Subpart N—Outer Continental Shelf Civil Penalties 

       （大陸棚課徴金） 

   Outer continental shelf lands act civil penalties 

   （大陸棚法における課徴金） 

Part 250.1400：How does BSEE begin the civil penalty process? 

          （BSEEによる課徴金プロセス） 

Part 250.1401：Index table 

          （事例表） 

Part 250.1402：Definitions 

          （定義） 
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Part 250.1403：What is the maximum civil penalty? 

          （最大課徴金） 

Part 250.1404：Which violations will BSEE review for potential civil penalties? 

          （BSEEが課徴金を科す違反） 

Part 250.1405：When is a case file developed? 

          （課徴金案件になる時期） 

Part 250.1406：When will BSEE notify me and provide penalty information? 

          （BSEEからの通知と課徴金の準備） 

Part 250.1407：How do I respond to the letter of notification? 

          （通知の連絡への対応） 

Part 250.1408：When will I be notified of the Reviewing Officer’s decision? 

          （審査官からの通知の時期） 

Part 250.1409：What are my appeal rights? 

          （嘆願権） 

  

Federal oil and gas royalty management act civil penalties definitions 

（連邦石油･ガス課税法における課徴金の定義） 

Part 250.1450：What definitions apply to this subpart? 

          （本章における定義） 

 

Penalties after a period to correct 

（修正期間後の罰金） 

Part 250.1451：What may BSEE do if I violate a statute, regulation, order, or lease term relating to a 

Federal oil and gas lease? 

          （連邦石油･ガス賃借上の法令、規則、命令違反がある場合の BSEE

の措置） 

Part 250.1452：What if I correct the violation? 

          （違反が間違いない場合の措置） 

Part 250.1453：What if I do not correct the violation? 

          （違反が間違いである場合の措置） 

Part 250.1454：How may I request a hearing on the record on a Notice of Noncompliance? 

          （不承諾の通知上の記録についてのヒアリング要望の方法） 

Part 250.1455：Does my request for a hearing on the record affect the penalties? 

          （記録についてのヒアリング要望による課徴金への影響 

Part 250.1456：May I request a hearing on the record regarding the amount of   a civil penalty if I did 

not request a hearing on the Notice of Noncompliance? 
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         （不承諾の通知に関するヒアリングを要望しなかった場合の課徴金額に

関する記録のヒアリング要望の可能性） 

 

Penalties without a period to correct 

（修正期間なしの課徴金） 

Part 250.1460：May I be subject to penalties without prior notice and an opportunity to correct? 

          （事前通知や修正の機会なしの課徴金） 

Part 250.1461：How will BSEE inform me of violations without a period to correct? 

          （修正期間なしの違反に関する BSEEの通知方法） 

Part 250.1462：How may I request a hearing on the record on a Notice of Noncompliance regarding 

violations without a period to correct? 

（修正期間なしの違反に関する不承諾通知の記録についてのヒアリ

ング要望の方法） 

Part 250.1463：Does my request for a hearing on the record affect the penalties? 

          （記録上のヒアリング要望による課徴金への影響） 

Part 250.1464：May I request a hearing on the record regarding the amount of   a civil penalty if I did 

not request a hearing on the Notice of Noncompliance? 

          （不承諾通知についてヒアリングを要望しなかった場合の課徴金額に

関する記録のヒアリング要望） 

   

General provisions 

（総則） 

Part 250.1470：How does BSEE decide what the amount of the penalty should be? 

          （BSEEの課徴金額決定方法） 

Part 250.1471：Does the penalty affect whether I owe interest? 

          （課徴金が金利の支払いに及ぼす影響） 

Part 250.1472：How will the Office of Hearings and Appeals conduct the hearing on the record? 

          （ヒアリングや請願を取り扱う事務所の記録上の取扱い） 

Part 250.1473：How may I appeal the Administrative Law Judge’s decision? 

          （審判官へ懇願できる回数） 

Part 250.1474：May I seek judicial review of the decision of the Interior Board of Land Appeals? 

          （賃借懇願の司法審査請求） 

Part 250.1475：When must I pay the penalty? 

          （課徴金の支払時期） 

Part 250.1476：Can BSEE reduce my penalty once it is assessed? 

          （課せられた課徴金の BSEEによる軽減） 
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Part 250.1477：How may BSEE collect the penalty? 

          （BSEEによる課徴金の請求回数） 

 

Criminal penalties 

（刑事罰） 

Part 250.1480：May the United States criminally prosecute me for violations under Federal oil and gas 

leases? 

          （連邦石油･ガス賃借に関する違反への刑事罰） 

 

Bonding requirements 

（禁固に関する必要事項） 

Part 250.1490：What standards must my BOEM(Bureau of Ocean Energy Management) specified 

surety instrument meet? 

          （補償支払いする BOEMの使用する基準） 

 Part 250.1491：How will BOEM determine the amount of my bond or other surety instrument? 

          （禁固もしくは補償支払額についての BOEMの決定方法） 

 

Financial solvency requirements 

（支払能力に関する必要事項） 

Part 250.1495：How do I demonstrate financial solvency? 

          （支払能力の表示方法） 

Part 250.1496：How will BOEM determine if I am financially solvent? 

          （BOEMによる支払い能力の決定方法） 

Part 250.1497：When will BOEM monitor my financial solvency? 

          （BOEMによる支払い能力のモニタリング方法） 

 

Subpart O—Well Control and Production Safety Training：【掘削、生産】 

                       （ウェルコントロールおよび生産安全訓練） 

Part 250.1500：Definitions 

           （定義） 

Part 250.1501：What is the goal of my training program? 

           （訓練プログラムの目的） 

Part 250.1503：What are my general responsibilities for training? 

           （訓練に必要な一般的な責任） 

Part 250.1504：May I use alternative training methods? 

           （別な訓練方法） 
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Part 250.1505：Where may I get training for my employees? 

           （従業員のための訓練場所） 

Part 250.1506：How often must I train my employees? 

           （従業員に必要な訓練頻度） 

Part 250.1507：How will BSEE measure training results? 

           （BSEEによる訓練記録の判定方法） 

Part 250.1508：What must I do when BSEE administers written or oral tests? 

           （BSEEの筆記試験もしくは口頭試問の際の必要事項） 

Part 250.1509：What must I do when BSEE administers or requires hands-on, simulator, or other types 

of testing? 

          （BSEEによる実地、シミュレータ他のテストの際の必要事項） 

Part 250.1510：What will BSEE do if my training program does not comply with this subpart? 

          （訓練プログラムが本章に準拠していない場合の BSEEの措置） 

 

Subpart P—Sulphur Operations：【生産】 

      （硫化水素対策） 

Part 250.1600：Performance standard. 

           （標準的な基準） 

Part 250.1601：Definitions 

           （定義） 

Part 250.1602：Applicability 

           （適用事例） 

Part 250.1603：Determination of sulphur deposit 

          （硫黄鉱床の決定） 

Part 250.1604：General requirements 

          （一般的な必要事項） 

Part 250.1605：Drilling requirements 

          （掘削における必要事項） 

Part 250.1606：Control of wells 

          （坑井の管理） 

Part 250.1607：Field rules 

          （現場の規則） 

Part 250.1608：Well casing and cementing 

          （ケーシングおよびセメンチング） 

Part 250.1609：Pressure testing of casing 

          （ケーシングの加圧テスト） 
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Part 250.1610：Blowout preventer systems and system components 

          （暴噴防止装置システムと構成機器） 

Part 250.1611：Blowout preventer systems tests, actuations, inspections, and maintenance 

          （暴噴防止装置のテスト、作動、検査および維持管理） 

Part 250.1612：Well-control drills 

          （掘削時の坑井管理） 

Part 250.1613：Diverter systems 

          （ダイバーターシステム） 

Part 250.1614：Mud program 

          （掘削泥水プログラム） 

Part 250.1615：Securing of wells 

          （坑井の安全性） 

Part 250.1616：Supervision, surveillance, and training 

          （監督、調査、訓練） 

Part 250.1617：Application for permit to drill 

          （掘削認可申請） 

Part 250.1618：Application for permit to modify 

          （変更認可申請） 

Part 250.1619：Well records 

          （坑井記録） 

Part 250.1620：Well-completion and well-workover requirements 

          （坑井仕上げおよび改修に関する必要事項） 

Part 250.1621：Crew instructions 

          （クルーの教育） 

Part 250.1622：Approvals and reporting of wellcompletion and well-workover operations 

          （坑井仕上げおよび改修の認可申請と報告） 

Part 250.1623：Well-control fluids, equipment, and operations 

          （坑井流体、機器および作業） 

Part 250.1624：Blowout prevention equipment 

          （暴噴防止装置） 

Part 250.1625：Blowout preventer system testing, records, and drills 

          （暴噴防止装置システムのテスト、記録および訓練） 

Part 250.1626：Tubing and wellhead equipment 

          （チュービングおよび坑口装置） 

Part 250.1627：Production requirements 

          （生産時の必要事項） 
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Part 250.1628：Design, installation, and operation of production systems 

          （デザイン、設置、および生産システムの作業） 

Part 250.1629：Additional production and fuel gas system requirements 

          （追加生産および燃料ガスシステムの必要事項） 

Part 250.1630：Safety-system testing and records 

          （安全システムのテストおよび記録） 

Part 250.1631： Safety device training 

          （安全装置の訓練） 

Part 250.1632：Production rates 

          （生産レート） 

Part 250.1633：Production measurement 

          （生産量の測定） 

Part 250.1634：Site security 

                     （現場の治安） 

 

Subpart Q—Decommissioning Activities：【廃坑】 

      （撤去） 

    General 

   （総則） 

Part 250.1700：What do the terms "decommissioning", "obstructions", and "facility" mean? 

        （撤去、障害物および設備の定義） 

Part 250.1701：Who must meet the decommissioning obligations in this subpart? 

          （本章における撤去の義務者） 

Part 250.1702：When do I accrue decommissioning obligations? 

          （撤去義務が生じる時期） 

Part 250.1703：What are the general requirements for decommissioning? 

          （撤去に関する一般的な必要事項） 

Part 250.1704：When must I submit decommissioning applications and reports? 

          （撤去申請と報告の提出時期） 

Part 250.1705：What BOP information must I submit? 

          （提出すべき暴噴防止装置の情報） 

Part 250.1706：What are the requirements for blowout prevention equipment? 

          （暴噴防止装置についての必要事項） 

Part 250.1707：What are the requirements for blowout preventer system testing, records, and drills? 

     （暴噴防止装置のテスト、記録および訓練に関する必要事項） 

Part 250.1708：What are my BOP inspection and maintenance requirements? 
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          （暴噴防止装置の検査および維持管理に関する必要事項） 

 

Part 250.1709：What are my well-control fluid requirements? 

          （坑井抑圧流体に関する必要事項） 

 

Permanently plugging wells 

（本廃坑） 

Part 250.1710：When must I permanently plug all wells on a lease? 

          （賃借地におけるすべて坑井を廃坑すべき時期） 

Part 250.1711：When will BSEE order me to permanently plug a well? 

          （BSEEが廃坑指示す時期） 

Part 250.1712：What information must I submit before I permanently plug a well or zone? 

          （坑井の廃坑（もしくは一部の層）前に提出すべき情報） 

Part 250.1713：Must I notify BSEE before I begin well plugging operations? 

          （廃坑作業前における BSEEへの通知） 

Part 250.1714：What must I accomplish with well plugs? 

          （坑井を密閉する場合の措置） 

Part 250.1715：How must I permanently plug a well? 

          （坑井の密閉方法） 

Part 250.1716：To what depth must I remove wellheads and casings? 

          （坑口装置およびケーシングの除去深度） 

Part 250.1717：After I permanently plug a well, what information must I submit? 

          （廃坑後に提出すべき情報） 

   

Temporary abandoned wells 

（仮廃坑） 

Part 250.1721：If I temporarily abandon a well that I plan to re-enter, what must I do? 

          （再作業のために仮廃坑する際の必要事項） 

Part 250.1722：If I install a subsea protective device, what requirements must I meet? 

          （海底下に保護装置を設置する際の必要事項） 

Part 250.1723：What must I do when it is no longer necessary to maintain a  well in temporary 

abandoned status? 

          （仮廃坑の坑井を維持する必要がなくなった場合の実施事項） 

 

Removing platforms and other facilities 

（プラットフォームおよび設備撤去） 
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Part 250.1725：When do I have to remove platforms and other facilities? 

           （プラットフォームおよび設備の撤去時期） 

Part 250.1726：When must I submit an initial platform removal application and what must it include? 

          （プラットフォーム撤去申請時期および初期申請に含める事項） 

Part 250.1727：What information must I include in my final application to remove a platform or other 

facility? 

          （プラットフォーム撤去の最終申請に含める事項） 

Part 250.1728：To what depth must I remove a platform or other facility? 

          （プラットフォーム及もしくは設備の撤去深度） 

Part 250.1729：After I remove a platform or other facility, what information must I submit? 

          （プラットフォームもしくは設備撤去後に、提出すべき事項） 

Part 250.1730：When might BSEE approve partial structure removal or  toppling in place? 

          （BSEEが一部の撤去もしくは設置を認める時期） 

Part 250.1731：Who is responsible for decommissioning an OCS facility subject to an Alternate Use 

RUE(Renewable energy and alternate uses of existing facilities)? 

          （大陸棚施設を再生エネルギーで再利用する際の撤去義務者） 

 

Site clearance for wells, platforms, and other facilities 

（坑井、プラットフォームおよびその他の施設の原状復帰） 

Part 250.1740：How must I verify that the site of a permanently plugged well, removed platform, or 

other removed facility is clear of obstructions? 

          （坑井廃坑、プラットフォーム撤去、その他施設撤去の立証方法） 

Part 250.1741：If I drag a trawl across a site, what requirements must I meet? 

          （撤去後の現場に底引網操業がある場合の必要事項） 

Part 250.1742：What other methods can I use to verify that a site is clear? 

          （原状復帰の別な立証方法） 

Part 250.1743：How do I certify that a site is clear of obstructions? 

          （障害物がないことを立証する方法） 

 

Pipeline decommissioning 

（パイプラインの廃止） 

Part 250.1750：When may I decommission a pipeline in place? 

           （パイプライン廃止の時期） 

Part 250.1751：How do I decommission a pipeline in place? 

           （パイプラインの廃止方法） 

Part 250.1752：How do I remove a pipeline? 
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           （パイプラインの撤去方法） 

Part 250.1753：After I decommission a pipeline, what information must I submit? 

           （パイプライン廃止後に提出すべき情報） 

Part 250.1754：When must I remove a pipeline decommissioned in place? 

           （廃止後のパイプラインの撤去時期） 

 

Subpart R：[Reserved] 

 

Subpart S—Safety and Environmental Management Systems：【(掘削、生産、廃坑】 

      （安全･環境マネジメントシステム） 

Part 250.1900：Must I have a SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムを持つべき理由） 

Part 250.1901：What is the goal of my SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムの目的） 

Part 250.1902：What must I include in my SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムに含めるべき事項） 

Part 250.1903：Acronyms and definitions. 

          （略語および定義） 

Part 250.1904：Special instructions 

          （特別教育） 

Part 250.1905 to 1908 [Reserved] 

 

Part 250.1909：What are management’s general responsibilities for the SEMS program? 

           （安全･環境マネジメントシステムにおける一般的な必要事項） 

Part 250.1910：What safety and environmental information is required? 

          （安全と環境に関する必要事項） 

Part 250.1911：What hazards analysis criteria must my SEMS program meet? 

          （安全･環境マネジメントシステムにおけるハザード分析） 

Part 250.1912：What criteria for management of change must my SEMS program meet? 

          （安全･環境マネジメントシステムの変更の判断） 

Part 250.1913：What criteria for operating procedures must my SEMS program meet? 

          （安全･環境マネジメントシステムと作業手順の合致） 

Part 250.1914：What criteria must be documented in my SEMS program for  safe work practices and 

contractor selection? 

          （安全作業やコントラクタ選択のため、安全･環境マネジメントシス

テムに記載すべき事項） 
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Part 250.1915：What training criteria must be in my SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムにおける訓練事項） 

Part 250.1916：What criteria for mechanical integrity must my SEMS program meet? 

          （安全･環境マネジメントシステムにおける機械の健全性） 

Part 250.1917：What criteria for pre-startup review must be in my SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムにおける始動前点検） 

Part 250.1918：What criteria for emergency response and control must be in my SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムにおける緊急対応措置） 

Part 250.1919：What criteria for investigation of incidents must be in my SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムにおける事故調査） 

Part 250.1920：What are the auditing requirements for my SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムにおける監査必要事項） 

Part 250.1921：What qualifications must the ASP(Adoption Service Provider) meet? 

          （安全･環境マネジメントシステムサービスプロバイダーの能力） 

Part 250.1922：What qualifications must an AB(Accredited Body) meet? 

          （安全･環境マネジメントシステムサービス組織の能力） 

Part 250.1923：[Reserved] 

 

Part 250.1924：How will BSEE determine if my SEMS program is effective? 

          （安全･環境マネジメントシステムが効果的であることの BSEEの判

断方法 

Part 250.1925：May BSEE direct me to conduct additional audits? 

          （BSEEによる追加監査の実施） 

Part 250.1926：[Reserved] 

 

Part 250.1927： What happens if BSEE finds shortcomings in my SEMS program? 

          （安全･環境マネジメントシステムの欠点を BSEEが見つけた場合の

措置） 

Part 250.1928：What are my recordkeeping and documentation requirements? 

           （記録と文書の保管） 

Part 250.1929：What are my responsibilities for submitting OCS performance measure data? 

          （大陸棚での操業データを提出するための責務） 

Part 250.1930：What must be included in my SEMS program for SWA(Stop Work Authority)? 

          （SWAのために、安全･環境マネジメントシステムに含める事項） 

Part 250.1931：What must be included in my SEMS program for UWA(Ultimate Work Authority)? 

          （UWAのために、安全･環境マネジメントシステムに含める事項） 
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Part 250.1932：What are my EPP(Environmentally Preferable Purchasing ) requirements? 

          （EPPにおける必要事項） 

Part 250.1933 ：What procedures must be included for reporting unsafe working conditions? 

          （不安全行動を記録するための方法） 

  

（6）Part 254：Oil-spill response requirements for facilities located seaward of   the coastline 

（沿岸沖合施設における油漏洩対策の必要事項） 

  Subpart A—General 

         （通則） 

Part 254.1：Who must submit a spill-response plan? 

         （油漏洩対策の提出者） 

Part 254.2：When must I submit a response plan? 

         （油漏洩対策の提出時期） 

Part 254.3：May I cover more than one facility in my response plan? 

         （油漏洩対策に記載する 1つ以上の設備） 

Part 254.4：May I reference other documents in my response plan? 

         （油漏洩対策における参照文書） 

Part 254.5：General response plan requirements 

         （油漏洩対策に含めるべき事項） 

Part 254.6：Definitions 

         （定義） 

Part 254.7：How do I submit my response plan to the BSEE? 

         （BSEEへの油漏洩対策提出方法） 

Part 254.8：May I appeal decisions under this part? 

         （本章における決定への抗告） 

Part 254.9：Authority for information collection. 

         （規制機関としての情報収集） 

 

Subpart B—Oil-Spill Response Plans for Outer Continental Shelf Facilities 

      （大陸棚における油漏洩対策） 

Part 254.20：Purpose 

         （目的） 

Part 254.21：How must I format my response plan? 

         （油漏洩対策の様式化） 

Part 254.22：What information must I include in the "Introduction and plan contents" section? 

         （序章と計画項目に含めるべき事項） 
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Part 254.23：What information must I include in the "Emergency response action plan" section? 

         （緊急対応計画に含めるべき事項） 

Part 254.24：What information must I include in the "Equipment inventory" appendix? 

        （資機材リストに含めるべき情報） 

Part 254.25：What information must I include in the "Contractual agreements" appendix? 

         （契約内容に含めるべき情報） 

Part 254.26：What information must I include in the "Worst case discharge scenario" appendix? 

        （最悪の油漏洩ケースに含めるべき情報） 

Part 254.27：What information must I include in the "Dispersant use plan" appendix? 

        （油分散剤に関して記載すべき情報） 

Part 254.28：What information must I include in the "In situ burning plan" appendix? 

        （現場における油燃焼計画に含めるべき情報） 

Part 254.29：What information must I include in the "Training and drills" appendix? 

        （訓練に含めるべき情報） 

Part 254.30：When must I revise my response plan? 

        （油漏洩対策の改訂時期） 

 

Subpart C—Related Requirements for Outer Continental Shelf Facilities 

      （大陸棚の施設に関する必要事項） 

Part 254.40：Records 

         （記録） 

Part 254.41：Training your response personnel 

         （対応人員の訓練） 

Part 254.42：Exercises for your response personnel and equipment 

         （対応人員と機器のための訓練） 

Part 254.43：Maintenance and periodic inspection of response equipment 

         （対応機器の維持管理と検査） 

Part 254.44：Calculating response equipment effective daily recovery capacities 

         （対応機器の一日の有効回収能力計算） 

Part 254.45：Verifying the capabilities of your response equipment 

         （対応機器の能力の検証） 

Part 254.46：Whom do I notify if an oil spill occurs? 

         （油漏洩が生じた場合の報告先） 

Part 254.47：Determining the volume of oil of your worst case discharge  scenario 

         （最悪の油漏洩ケースの量の計算方法） 
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Subpart D—Oil-spill response requirements for facilities located in State waters seaward of the coast 

line 

（沿岸沖合施設における油漏洩対策の必要事項） 

 

Part 254.50：Spill response plans for facilities located in State waters seaward of the coast line 

         （沿岸沖合施設の漏洩対策） 

Part 254.51：Modifying an existing OCS response plan 

         （現在の大陸棚対応計画の改訂） 

Part 254.52：Following the format for an OCS response plan 

         （大陸棚対応計画の様式） 

Part 254.53：Submitting a response plan developed under State requirements 

         （連邦政府の必要事項を踏まえた対応計画の提出） 

Part 254.54：Spill prevention for facilities located in State waters seaward of the coast line     

         （沿岸沖合施設の漏洩防止） 
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Appendix 2-1-4 CFR におけるにおけるにおけるにおける BOP についてについてについてについてのののの要求内容要求内容要求内容要求内容 

 

CFR 250.440 – 250.451 ：Blowout Preventer (BOP) System Requirements 
§250.440 概論 
§250.441 サーフェス BOP 
§250.442 サブシーBOP 
§250.443 全ての BOPシステムが備えるべき補助システムと関連機器 
§250.444 チョークマニホールド 
§250.445 ケリーバルブとドリルストリング安全バルブ 
§250.446 保守と点検 
§250.447 圧力試験の実施時期 
§250.448 圧力試験 
§250.449 その他試験 
§250.450 記録の保管 
§250.451 その他の対処 
 
【サーフェス BOP】 
・遠隔操作できる４つのラム 
・１つのアニュラーBOP 
・２つのパイプラム 
・坑井中のドリルパイプを切断可能な１つのブラインドシアラム  

・アキュムレータ 
・BOPで封鎖するために必要な流体量の１．５倍の容量 
・加圧システムの補助なしに最低 200PSIで作動 
・リグの空気がなくても作動するマニュアルの制御装置 

 
【サブシーBOP】 
a)遠隔操作できる４つのラム 
・１つのアニュラーBOP 
・２つのパイプラム 
・坑井中のドリルパイプを切断可能な１つのブラインドシアラム  

b)デュアルポッド制御システム 
c)アキュムレータ 
・速やかな BOPの封鎖を可能とし、海上の動力との接続が失われても全ての重要な機能

を実行可能であること 
・API RP53 Section 13.3 に適合、またはそれ以上 

d)ROVによる以下の操作が可能であること 
・最低一つのパイプラムを閉鎖すること 
・ブラインドシアラムを閉鎖すること 
・LMRPを離脱させること 

e)ROVの保守と ROV操作員の訓練 
f)ダイナミックポジションドリグに対してオートシア、デッドマンシステムを備える 
・オートシアシステムとは、LMRPが離脱した際に自動的に坑井を遮断する安全システム

のことで、LMRPとの接続が失われた場合に最低一つのブラインドシアラムを閉鎖する
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もの 
・デッドマンシステムとは、油圧の供給と二つの制御ポッドの信号の途絶が同時に発生し

た場合に、最低一つのブラインドシアラムを閉鎖するもの 
・予備システムとしてアコースティックなシステムを用いることも可能で、その場合は

BSEEに実証してみせなければならない 
g)閉鎖機能の誤作動を防止するための操作上または物理的な障壁 
・全ての重要な操作について、２箇所のボタンの同時操作 

h)わかり易い表示 
・他の油圧操作等と違う表示 

i) BOPシステムの操作について事故や計画外の遮断を防ぐための管理システムを作成し実践す

る。管理システムは、 
・誤操作による遮断を防ぐ正しい技術を含む BOPスタックと LMRPの文書にされた操作
方法 

・BOP部材の保守と取り扱いを行う操作員に対し最低限要求される知識 
を含まなければならない 

j)重要な BOP装置の操作員についての確立された最低限の要求事項。操作員は、 
・大水深坑井制御の理論と実践について、30 CFR Subpart Oに則った訓練 
・BOPのハードウェアと制御についての包括的知識 
を持たなければならない。 

k)マリンライザーを撤去する前に、流体を海水で置き換える 
・十分な液体の圧力を保持またはその他の適切な措置を講ずる。 

 
【その他の対処】 
j)BOPスタックを移動する前に、少なくとも２つのバリアを設ける 
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2.2 ノルウェーノルウェーノルウェーノルウェー 

Appendix 2-2-1 ノルウェー法規ノルウェー法規ノルウェー法規ノルウェー法規 PSA 組織図組織図組織図組織図12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 http://www.psa.no/getfile.php/PDF/PTIL%20ORG%20KART_%20Engelsk.pdf 
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Appendix 2-2-2 PSA 管轄概要図管轄概要図管轄概要図管轄概要図13 

 

                                                        
13 http://www.psa.no/getfile.php/PDF/map_eng.pdf 

 



Appendix 2-2-3 Petroleum Activities Act 目次目次目次目次 

 

Chapter 1：Introductory provisions 

    （序） 

•Section 1-1：The right to subsea petroleum deposits and resource management 

      （海底下の石油資源管理の権利） 

•Section 1-2：Resource management 

      （資源管理） 

•Section 1-3：Requirements relating to licence etc 

      （認可に関する必要事項） 

•Section 1-4：Scope of application 

      （適用範囲） 

•Section 1-5：Other Norwegian law 

      （その他の法令） 

•Section 1-6：Definitions. 

      （定義） 

Chapter 2：Exploration licence 

      （探鉱の認可） 

•Section 2-1：Granting of exploration licence etc. 

      （探鉱認可の付与） 

•Section 2-2：The area covered by the exploration licence 

      （探鉱認可の鉱区） 

Chapter 3：Production licence etc. 

      （生産の認可） 

•Section 3-1：Opening of new areas 

      （新規鉱区の開放） 

•Section 3-2：Division of the continental shelf 

      （大陸棚の区分） 

•Section 3-3：Production licence 

      （生産の認可） 

•Section 3-4：Agreements with a view to applying for a production licence. 

      （生産認可申請による合意） 

•Section 3-5：Announcement and granting of a licence 

      （認可の公表と承諾） 

•Section 3-6：State participation 

      （参加表明） 
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•Section 3-7：Operator 

      （オペレータ） 

•Section 3-8：Work obligation 

      （命令への従事義務） 

•Section 3-9：The duration of a production licence etc. 

      （生産の認可の期間） 

•Section 3-10：Dividing the area of a production licence. 

      （生産の認可における地域の区分） 

•Section 3-11：Right for others to exploration 

      （探鉱に付随する権利） 

•Section 3-12：Right for others to place facilities etc. 

      （施設設置に付随する権利） 

•Section 3-13：Natural resources other than petroleum resources etc.  

      （石油資源以外の天然資源） 

•Section 3-14：Relinquishment of areas.  

      （鉱区の放棄、譲渡） 

•Section 3-15：Surrender of a production licence.  

      （生産の認可の引渡し） 

Chapter 4：Production etc. of petroleum. 

      （石油の生産等） 

•Section 4-1：Prudent production.  

      （効率的な生産） 

•Section 4-2：Plan for development and operation of petroleum deposits.  

      （石油資源の開発計画） 

•Section 4-3：Specific licence to install and to operate facilities for transport and utilisation of 

petroleum 

      （石油を輸送，利用する施設の設置と操業の特別認可） 

•Section 4-4：Stipulation of production schedule etc.  

      （生産計画の規定） 

•Section 4-5：Postponement of exploration drilling and development 

      （探鉱と開発の延期） 

•Section 4-6：Preparation, commencement and continuation of production.  

      （生産の準備、開始および継続） 

•Section 4-7：Joint petroleum activities.  

      （石油事業の合弁） 

•Section 4-8：Use of facilities by others.  
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      （他者による施設の使用） 

•Section 4-9：Extended operator responsibility for the overall operation of upstream pipeline 

network etc.  

      （上流パイプラインネットワークの全体操業のためのオペレータ責務の拡

張） 

•Section 4-10：Area fee, production fee etc.  

      （鉱区使用料、生産課徴金） 

•Section 4-11：Landing of petroleum.  

      （石油の荷揚げ場所） 

•Section 4-12：Supplies to cover national requirements.  

      （国の要求事項への配慮） 

•Section 4-13：Supplies in the event of war, threat of war etc.  

      （戦争および戦争リスクにおける配慮） 

Chapter 5：Cessation of petroleum activities. 

      （石油事業の中止） 

•Section 5-1：Decommissioning plan.  

      （廃止の計画） 

•Section 5-2：Notification of termination of use.  

      （使用停止の通知） 

•Section 5-3：Decision relating to disposal  

      （処分に関する決定） 

•Section 5-4：Liability.  

      （義務） 

•Section 5-5：Encumbrances.  

      （債務） 

•Section 5-6：Takeover by the State.  

      （国による継承） 

Chapter 6：Registration and mortgaging. 

      （登録と担保） 

•Section 6-1：Registration of licences.  

      （認可の登録） 

•Section 6-2：Mortgaging of licences.  

      （認可の担保） 

•Section 6-3：Scope of the mortgage.  

      （担保の適用範囲） 

•Section 6-4：The rights of the mortgagee etc. 
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      （担保の権利） 

Chapter 7：Liability for pollution damage. 

      （汚染損害の義務） 

•Section 7-1：Definition.  

      （定義） 

•Section 7-2：Scope and applicable law.  

      （法令の適用範囲） 

•Section 7-3：The liable party and the extent of liability.  

      （責任者と義務の範囲） 

•Section 7-4：Channelling of liability.  

      （賠償責任の集中） 

•Section 7-5：Recourse.  

      （遡及） 

•Section 7-6：Petroleum activities without a licence.  

      （認可のない石油事業） 

•Section 7-7：Public announcement. Preclusive notice.  

      （公示、予防通知） 

•Section 7-8：Legal venue.  

      （法令の適用） 

Chapter 8：Special rules relating to compensation to Norwegian fishermen 

      （ノルウェー漁業関係者への補償に関する特別規則） 

•Section 8-1：Scope of application and definitions.  

      （適用範囲と定義） 

•Section 8-2：Occupation of a fishing area.  

      （漁業区域の業務） 

•Section 8-3：Pollution and waste.  

      （汚染と廃棄物） 

•Section 8-4：Joint and several liability.  

      （共同責任と個別責任） 

•Section 8-5：Facility etc. causing damage.  

      （損害を受けた施設） 

•Section 8-6：Commissions etc. 

      （委任） 

Chapter 9：Special requirements to safety. 

      （安全のための特別要求事項） 

•Section 9-1：Safety. 
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      （安全） 

•Section 9-2：Emergency preparedness.  

      （緊急対応への備え） 

•Section 9-3：Emergency preparedness against deliberate attacks.  

      （テロ対策への備え） 

•Section 9-4：Safety zones etc.  

      （安全区域） 

•Section 9-5：Suspension of the petroleum activities etc.  

      （石油事業の中止） 

•Section 9-6：Requirements to safety documentation.  

      （安全対策における要求事項） 

•Section 9-7：Qualifications.  

      （資格） 

Chapter 10：General provisions.  

      （総則） 

•Section 10-1：Requirements to prudent petroleum activities.  

      （効率的石油事業の要求事項） 

•Section 10-2：Management of the petroleum activities, bases etc.  

      （石油事業の管理） 

•Section 10-3：Regulatory supervision of the petroleum activities. 

      （石油事業のための管理規定） 

･Section 10-4：Material and information concerning the petroleum activities.  

      （石油事業における用例と情報） 

•Section 10-5：Agreements between affiliated companies.  

      （関連会社間の協定） 

•Section 10-6：Obligation to comply with the Act and to see to it that provisions are complied with.  

      （法律に基づく義務） 

•Section 10-7：Security.  

      （保安） 

•Section 10-8：Responsibility for commitments.  

      （債務責任） 

•Section 10-9：Liability for damage caused.  

      （引き起こされた損害についての責任） 

•Section 10-10：Commission of inquiry. 

      （審議会）  

•Section 10-11：Training.  
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      （訓練） 

•Section 10-12：Transfer etc.  

      （継承） 

•Section 10-13：Revocation.  

      （取り消し） 

•Section 10-14：Consequences of revocation, surrender of rights or lapse for other reasons.  

      （取り消し、権利の引渡し、もしくは喪失の結果） 

•Section 10-15：Immunity etc. for civil servants of other states.  

      （免除） 

•Section 10-16：Enforcement measures.  

      （強制措置） 

•Section 10-17：Penal provisions.  

      （罰則） 

•Section 10-18：Authority to issue regulations and stipulate conditions. 

      （規則、規定を発行する権威） 

Chapter 11：Management of the state direct financial interest. 

      （国の利害の管理） 

•Section 11-1：The State’s participation in petroleum activities.  

      （石油事業への国の参画） 

•Section 11-2：Management company.  

      （資産運用会社） 

•Section 11-3：The State’s responsibility for the company.  

      （資産運用会社への国の責務） 

•Section 11-4：Raising of loans etc.  

      （募債） 

•Section 11-5：The relationship to company law. 

      （会社法との関係） 

•Section 11-6：Duties of the Board of Directors. 

      （役員の義務） 

•Section 11-7：Duty of submission of the Board of Directors.  

      （役員の服務） 

•Section 11-8：Annual report and annual accounts.  

      （年次報告書および財務諸表） 

•Section 11-9：The relationship to provisions of the Public Administration Act etc.  

      （行政法の規定との関係） 

•Section 11-10：Instructions. Supplementary provisions.  
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       （用例、補填） 

Chapter 12：Entry into force and amendment of laws. 

      （発効および修正） 

•Section 12-1：Entry into force etc.  

      （発効など） 

•Section 12-2：Repeal and amendment of acts.  

      （廃止と改正） 
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Appendix 2-2-4 Framework Regulations 目次目次目次目次 

石油活動および特定の陸上施設における健康、安全、環境に関する規則（フレームワー

ク規則） 

 

第一章 導入 

1節 目的  

2節 適用範囲  

3節 海洋石油活動における海上規制の適用 

4節 労働環境法 3章 1-3節に準じた、海洋石油活動における労働環境法の適用 

5節 海洋石油活動における特定の健康法の適用  

6節 定義  

7節 これらの規制に基づく責任  

8節 自社以外の従業員に向けた雇用者の義務 

第二章 健康、安全、環境のための基本的な要件 

9節 第二章における原則の適用  

10節 慎重な活動  

11節 リスク低減の原則  

12節 組織と能力  

13節 従業員の参加促進  

14節 ノルウェーの言語の使用  

15節 健全な健康、安全、環境文化  

16節 健康関連事項 

第三章 石油活動の管理 

17節 管理システムを開発、確立、維持する義務 

18節 資格や他の参加者の追跡  

19節 検証 

第四章 緊急時への備え 

20節 海洋緊急事態への準備のコーディネーション  

21節 海洋防災協力  

22節 陸上施設での緊急事態への準備 

第五章 資料および情報 

23節 資料や情報のための一般的な要件  

24節 認められた基準の使用  

      →NORSOK , API and others 

25節 特定の海洋モバイル施設のコンプライアンス承認申請  

26節 初期段階でのドキュメント  



105 
 

27節 PDOおよび PIOにおいて健康、安全および環境に関する事項  

28節 新しいオンショア活動を展開するための許可申請  

29節 同意申請  

30節 停止計画  

31節 陸上施設での業務の停止  

32節 公的に入手可能な安全情報 

第六章 海洋特別労働条項 

33節 同一の職場と主任管理者の下での複数の従業者  

34節 合同作業環境委員会  

35節 危険な作業を停止する責任安全デリゲートの権利  

36節 最低年齢  

37節 通常の労働時間  

38節 労働時間スキームおよび海洋の期間のための計画  

39節 非番の期間  

40節 休憩  

41節 残業  

42節 海洋の期間  

43節 夜間勤務  

44節 日曜日の勤務 

第七章 海洋石油活動における施設の設計と艤装と活動 

45節 開発コンセプト  

46節 海洋学、気象学や地震データ  

47節 ルートの施設の配置、選択肢  

48節 外部環境から監視する義務および記録データ  

49節 施設の利用  

50節 労働争議が発生した場合の安全作業 

第八章 海洋安全地帯 

51節 国際法との関係  

52節 安全地帯の設立  

53節 海中施設の安全地帯の設立  

54節 一時的な排除および危険エリア  

55節 影響評価などのための要件  

56節 安全地帯のキャンセル  

57節 安全地帯の監視  

58節 安全地帯へのエントリーに関連して、警告および通知  

59節 船舶またはオブジェクトを侵入に関する措置  
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60節 安全地帯のマーキング  

61節 安全地帯のお知らせ 

第九章 結びの条項 

62節 行政手続と機密性  

63節 施設や船舶への当局のアクセス  

64節 オブザーバー  

65節 公務員の研修  

66節 手数料およびセクター手数料徴収許可  

67節 監督官庁  

68節 規制  

69節 管理上の決定  

70節 免除  

71節 アピール  

72節 制裁 

73節 発効  

 

Regulations relating to health, safety and the environment in the petroleum activities and at certain 

onshore facilities (the framework regulations) 

CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 

Section 1 Purpose  

Section 2 Scope of application  

Section 3 Application of maritime regulations in the offshore petroleum activities  

Section 4 Application of the Working Environment Act in offshore petroleum activities in 

accordance with Section 1-3, third subsection of the Working Environment Act 

Section 5 Application of certain health laws in the offshore petroleum activities  

Section 6 Definitions  

Section 7 Responsibilities pursuant to these regulations  

Section 8 Employer's duties toward employees other than its own 

CHAPTER II BASIC REQUIREMENTS FOR HEALTH, SAFETY AND THE ENVIRONMENT 

Section 9 Application of the principles in Chapter II  

Section 10 Prudent activities 

Section 11 Risk reduction principles  

Section 12 Organisation and competence  

Section 13 Facilitating employee participation  

Section 14 Use of the Norwegian language  

Section 15 Sound health, safety and environment culture  
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Section 16 Health-related matters  

CHAPTER III MANAGEMENT OF THE PETROLEUM ACTIVITIES 

Section 17 Duty to establish, follow up and further develop a management system  

Section 18 Qualification and follow-up of other participants  

Section 19 Verifications 

CHAPTER IV EMERGENCY PREPAREDNESS  

Section 20 Coordination of offshore emergency preparedness  

Section 21 Offshore emergency preparedness cooperation  

Section 22 Emergency preparedness at onshore facilities  

CHAPTER V MATERIAL AND INFORMATION 

Section 23 General requirements for material and information  

Section 24 Use of recognised standards 

Section 25 Application for Acknowledgement of Compliance for certain offshore mobile facilities 

Section 26 Documentation in the early phase  

Section 27 Matters relating to health, safety and the environment in the Plan for Development and 

Operation (PDO) of petroleum deposits and the Plan for Installation and Operation (PIO) 

of facilities for transport and utilisation of petroleum  

Section 28 Application for permission to develop new onshore activity 

Section 29 Application for consent  

Section 30 Cessation plan  

Section 31 Cessation of operations at onshore facilities 

Section 32 Publicly available safety information  

CHAPTER VI SPECIAL OFFSHORE PROVISIONS PURSUANT TO THE WORKING 

ENVIRONMENT ACT  

Section 33 Multiple employers at the same workplace, principal undertaking 

Section 34 Joint working environment committees 

Section 35 Right of the responsible safety delegate to stop dangerous work 

Section 36 Minimum age  

Section 37 Ordinary working hours 

Section 38 Plans for working hours schemes and offshore periods  

Section 39 Off-duty periods  

Section 40 Breaks  

Section 41 Overtime  

Section 42 Offshore periods 

Section 43 Night work  

Section 44 Work on Sundays  
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CHAPTER VII DESIGN AND OUTFITTING OF FACILITIES AND CONDUCTING 

ACTIVITIES IN THE OFFSHORE PETROLEUM ACTIVITIES 

Section 45 Development concepts 

Section 46 Oceanography, meteorology and earthquake data 

Section 47 Placement of facilities, choice of routes  

Section 48 Duty to monitor and record data from the external environment  

Section 49 Use of facilities  

Section 50 Safety work in the event of industrial disputes  

CHAPTER VIII OFFSHORE SAFETY ZONES 

Section 51 Relationship to international law 

Section 52 Establishment of safety zones  

Section 53 Establishment of safety zones for subsea facilities  

Section 54 Temporary exclusion and hazard area  

Section 55 Requirement for impact assessments, etc  

Section 56 Cancellation of safety zones  

Section 57 Monitoring of safety zones  

Section 58 Warning and notification in connection with entry into safety zones  

Section 59 Measures relating to intruding vessels or objects 

Section 60 Marking of safety zones 

Section 61 Announcement of safety zones  

CHAPTER IX CLOSING PROVISIONS 

Section 62 Administrative proceedings and confidentiality 

Section 63 The authorities' access to facilities and vessels 

Section 64 Observers  

Section 65 Training of public employees  

Section 66 Permission to charge fees and sector fees 

Section 67 Supervisory authority  

Section 68 Regulations  

Section 69 Administrative decisions  

Section 70 Exemptions  

Section 71 Appeal  

Section 72 Sanctions 

Section 73 Entry into force  
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GUIDELINES REGARDING THE FRAMEWORK REGULATIONS 

(Last updated 23 December 2013) 

 

Guidelines regarding the framework regulations 

 

RE CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 

Re Section 1 Purpose 

Re Section 2 Scope 

Re Section 3 Application of maritime regulations in the offshore petroleum activities 

Re Section 4 Application of the Working Environment Act in offshore petroleum activities in 

accordance with Section 1-3, third subsection of the Working Environment Act 

Re Section 5 Application of certain health laws in the offshore petroleum activities 

Re Section 6 Definitions 

Re Section 7 Responsibilities pursuant to these regulations 

Re Section 8 Employer's duties as regards employees other than its own 

RE CHAPTER II BASIC REQUIREMENTS FOR HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT 

Re Section 9 Application of the principles in Chapter II 

Re Section 10 Prudent operations 

Re Section 11 Risk reduction principles 

Re Section 12 Organisation and competence 

Re Section 13 Facilitating employee participation 

Re Section 14 Use of the Norwegian language 

Re Section 15 Sound health, safety and environment culture 

Re Section 16 Health-related matters 

RE CHAPTER III MANAGEMENT OF THE PETROLEUM ACTIVITIES 

Re Section 17 Duty to to establish, follow up and further develop a management system 

Re Section 18 Qualification and follow-up of other participants 

Re Section 19 Verifications 

RE CHAPTER IV EMERGENCY PREPAREDNESS 

Re Section 20 Coordination of offshore emergency preparedness 

Re Section 21 Offshore emergency preparedness cooperation 

Re Section 22 Emergency preparedness at onshore facilities 

RE CHAPTER V MATERIALS AND INFORMATION 

Re Section 23 General requirements for material and information 

Re Section 24 Use of recognised standards 

→NORSOK , API and others. 
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Re Section 25 Application for Acknowledgement of Compliance for certain offshore mobile 

facilities 

Re Section 26 Documentation in the early phase 

Re Section 27 Matters relating to health, safety and the environment in the Plan for Development 

and Operation (PDO) of petroleum deposits and the Plan for Installation and 

Operation (PIO) of facilities for transport and utilisation of petroleum 

Re Section 28 Application for permission to develop new onshore activity 

Re Section 29 Application for consent 

Re Section 30 Cessation plan 

Re Section 31 Cessation of operations at onshore facilities 

Re Section 32 Publicly available safety information 

RE CHAPTER VI SPECIAL OFFSHORE PROVISIONS ACCORDING TO THE WORKING 

ENVIRONMENT ACT 

Re Section 33 Multiple employers at the same workplace, principal undertaking 

Re Section 34 Joint working environment committees 

Re Section 35 Right of the responsible safety delegate to stop dangerous work 

Re Section 36 Minimum age 

Re Section 37 Ordinary working hours 

Re Section 38 Plans for working hours schemes and offshore periods 

Re Section 39 Off-duty periods 

Re Section 40 Breaks 

Re Section 41 Overtime 

Re Section 42 Offshore periods 

Re Section 43 Night work 

Re Section 44 Work on Sundays 

RE CHAPTER VII DESIGN AND OUTFITTING OF FACILITIES AND CONDUCTING 

ACTIVITIES IN THE OFFSHORE PETROLEUM ACTIVITIES 

Re Section 45 Development concepts 

Re Section 46 Oceanography, meteorology and earthquake data 

Re Section 47 Placement of facilities, choice of routes 

Re Section 48 Duty to monitor and record data from the external environment 

Re Section 49 Use of facilities 

Re Section 50 Safety work in the event of industrial disputes 

RE CHAPTER VIII OFFSHORE SAFETY ZONES 

Re Section 51 Relationship to international law 

Re Section 52 Establishment of safety zones 
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Re Section 53 Establishment of safety zones for subsea facilities 

Re Section 54 Temporary exclusion and hazard area 

Re Section 55 Requirement for impact assessments, etc. 

Re Section 56 Cancellation of safety zones 

Re Section 57 Monitoring of safety zones 

Re Section 58 Warning and notification in connection with entry into safety zones 

Re Section 59 Measures relating to intruding vessels or objects 

Re Section 60 Marking of safety zones 

Re Section 61 Announcement of safety zones 

RE CHAPTER IX CONCLUDING PROVISIONS 

Re Section 62 Administrative proceedings and confidentiality 

Re Section 63 The authorities' access to facilities and vessels 

Re Section 64 Observers 

Re Section 65 Training of public employees 

Re Section 66 Permission to charge fees and sector fees 

Re Section 67 Supervisory authority 

Re Section 68 Regulations 

Re Section 69 Administrative decisions 

Re Section 70 Exemptions 

Re Section 71 Appeal 

Re Section 72 Sanctions 

Re Section 73 Entry into force 
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Appendix 2-2-5 Management Regulations 目次目次目次目次 

石油活動および特定の陸上施設で情報を提供する管理および義務に関する規則（管理規

則） 

 

第一章 導入 

1節 適用範囲  

2節 責任  

3節 定義  

第二章 リスク管理  

4節 リスク削減  

5節 障壁  

6節 健康、安全、環境の管理 

第三章 目標、内部要件および基礎の作成 

7節 目標と戦略  

8節 内部要件  

9節 主要な事故リスクや環境リスクに対する許容基準  

    →NORSOK Z-013 

10節 測定パラメータと指標  

11節 決定や判断基準を作るための基礎 

第四章 リソースとプロセス 

12節 計画 

13節 作業プロセス 

14節 配員と能力 

15節 情報 

第五章 分析 

16節 分析のための一般要求事項 

17節 リスク分析と防災アセスメント 

    →NORSOK Z-013 and S-002 

18節 作業環境分析 

第六章 フォローアップと改善 

19節 収集、処理およびデータの使用 

20節 登録、レビュー、危険や事故の状況の調査 

21節 追跡調査 

22節 不適合の取り扱い 

23節 継続的改善 

第七章 資料および情報 
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24節 資料と情報の構成 

    →NORSOK Z-001 and Z-003 

25節 特定の活動のための同意要件 

26節 同意のための出願の内容 

    →NORSOK D-010 and N-006 

27節 労働時間の報告 

28節 陸上施設の安全対策に関する一般市民への情報 

第八章 通知およびレポーティング 

29節 監督当局への危険や事故状況の通知と報告 

30節 危険や事故の状況のフォローアップに関する情報 

31節 死亡または傷害を伴う事故報告 

32節 可能性の有る作業関連疾病の通知 

33節 陸上の施設に関連する潜水作業の通知 

第九章 海洋石油に関連する報告および情報 

34節 観測、排出量、流出、汚染の危険性についての情報 

35節 有人水中事業からのレポート 

36節 耐荷重構造物とパイプラインシステムへの損傷の報告 

37節 掘削および坑井作業のためのプログラムと情報 

    →NORSOK D-010 

38節 掘削および坑井作業の報告 

39節 労働争議が発生した場合に坑井プログラム 

40節 資料や情報の他の機関への送信 

41節 海洋学、気象学、地震や本格的な公的に入手可能な情報 

42節 資料と情報の保持 

第十章 結びの条項 

43節 監督、意思決定、執行など 

44節 発効 

  

 

Regulations relating to management and the duty to provide information in the petroleum activities 

and at certain onshore facilities (the management regulations) 

 

CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS                                                                                       

Section 1 Scope                                                                                                                                              

Section 2 Responsibilities                                                                                                                               

Section 3 Definitions                                                                                                                                 
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CHAPTER II RISK MANAGEMENT                                                                                                       

Section 4 Risk reduction                                                                                                                                 

Section 5 Barriers                                                                                                                                           

Section 6 Management of health, safety and the environment                                                                         

CHAPTER III OBJECTIVES, INTERNAL REQUIREMENTS AND THE BASIS FOR MAKING 

DECISIONS                                                                                                                                  

Section 7 Objectives and strategies                                                                                                                 

Section 8 Internal requirements                                                                                                                    

Section 9 Acceptance criteria for major accident risk and environmental risk                                                  

Section 10 Measurement parameters and indicators                                                                                        

Section 11 Basis for making decisions and decision criteria                                                                            

CHAPTER IV RESOURCES AND PROCESSES                                                                                     

Section 12 Planning                                                                                                                                       

Section 13 Work processes                                                                                                                             

Section 14 Manning and competence                                                                                                              

Section 15 Information                                                                                                                                 

CHAPTER V ANALYSES                                                                                                                        

Section 16 General requirements for analyses                                                                                                 

Section 17 Risk analyses and emergency preparedness assessments                                                                

Section 18 Working environment analysis                                                                                                      

CHAPTER VI FOLLOW-UP AND IMPROVEMENT                                                                              

Section 19 Collection, processing and use of data                                                                                           

Section 20 Registration, review and investigation of hazard and accident situations                                        

Section 21 Follow-up                                                                                                                              

Section 22 Handling of nonconformities                                                                                                         

Section 23 Continuous improvement                                                                                                              

CHAPTER VII MATERIAL AND INFORMATION                                                                                

Section 24 Organisation of material and information                                                                                      

Section 25 Consent requirements for certain activities                                                                                    

Section 26 Contents of applications for consent                                                                                              

Section 27 Reporting working hours                                                                                                             

Section 28 Information to the general public relating to safety measures for onshore facilities                      

CHAPTER VIII NOTIFICATION AND REPORTING                                                                          

Section 29 Notification and reporting of hazard and accident situations to the supervisory authorities           

Section 30 Information on follow-up of hazard and accident situations                                                         

Section 31 Reporting accidents involving death or injury                                                                              
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Section 32 Notification of possible work-related illness                                                                                

Section 33 Notification of diving operations in connection with onshore facilities                                        

CHAPTER IX REPORTING AND INFORMATION RELATING TO OFFSHORE PETROLEUM 

ACTIVITIES                                                                                                                               

Section 34 Information on monitoring, emissions, discharges and risk of pollution                                       

Section 35 Reporting from manned underwater operations                                                                           

Section 36 Reporting damage to load-bearing structures and pipeline systems                                              

Section 37 Programme for and information on drilling and well activities                                                     

Section 38 Reporting drilling and well activities                                                                                           

Section 39 Well programme in the event of labour disputes                                                                          

Section 40 Material and information to be sent to other institutions                                                              

Section 41 Publicly available information on oceanography, meteorology, earthquakes and full-

scale measurements                                                                                                                                

Section 42 Retention of material and information                                                                                         

CHAPTER X CONCLUDING PROVISIONS                                                                                         

Section 43 Supervision, decisions, enforcement etc                                                                                      

Section 44 Entry into force                                                                                                                           

 

Guidelines regarding the management regulations 

  

CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 

Re Section 1 Scope 

Re Section 2 Responsibilities 

Re Section 3 Definitions 

CHAPTER II RISK MANAGEMENT 

Re Section 4 Risk reduction 

Re Section 5 Barriers 

Re Section 6 Management of health, safety and the environment 

CHAPTER III OBJECTIVES, INTERNAL REQUIREMENTS AND THE BASIS FOR MAKING 

DECISIONS 

Re Section 7 Objectives and strategies 

Re Section 8 Internal requirements 

Re Section 9 Acceptance criteria for major accident risk and environmental risk 

→NORSOK Z-013 

Re Section 10 Measurement parameters and indicators 

Re Section 11 Basis for making decisions and decision criteria 



116 
 

CHAPTER IV RESOURCES AND PROCESSES 

 

Re Section 12 Planning 

Re Section 13 Work processes 

Re Section 14 Manning and competence 

Re Section 15 Information 

CHAPTER V ANALYSES 

Re Section 16 General requirements for analyses 

Re Section 17 Risk analyses and emergency preparedness assessments 

→NORSOK Z-013 and S-002 

Re Section 18 Working environment analysis 

CHAPTER VI FOLLOW-UP AND IMPROVEMENT 

Re Section 19 Collection, processing and use of data 

Re Section 20 Registration, review and investigation of hazard and accident situations 

Re Section 21 Follow-up 

Re Section 22 Handling of nonconformities 

Re Section 23 Continuous improvement 

CHAPTER VII MATERIAL AND INFORMATION 

Re Section 24 Organisation of material and information 

→NORSOK Z-001 and Z-003 

Re Section 25 Consent requirements for certain activities 

Re Section 26 Contents of applications for consent 

→NORSOK D-010 and N-006 

Re Section 27 Reporting working hours 

Re Section 28 Information to the general public relating to safety measures for onshore facilities 

CHAPTER VIII NOTIFICATION AND REPORTING 

Re Section 29 Notification and reporting of hazard and accident situations to the supervisory 

authorities 

Re Section 30 Information on follow-up of hazard and accident situations 

Re Section 31 Reporting accidents involving death or injury 

Re Section 32 Notification of possible work-related illness 

Re Section 33 Notification of diving operations in connection with onshore facilities 

CHAPTER IX REPORTING AND INFORMATION RELATING TO OFFSHORE PETROLEUM 

ACTIVITIES 

Re Section 34 Information on monitoring, emissions, discharges and risk of pollution 

Re Section 35 Reporting from manned underwater operations 



117 
 

Re Section 36 Reporting damage to load-bearing structures and pipeline systems 

Re Section 37 Programme for and information on drilling and well activities 

→NORSOK D-010 

Re Section 38 Reporting drilling and well activities 

Re Section 39 Well programme in the event of labour disputes 

Re Section 40 Material and information to be sent to other institutions 

Re Section 41 Publicly available information on oceanography, meteorology, earthquakes and full-

scale measurements 

Re Section 42 Retention of material and information 

CHAPTER X CONCLUDING PROVISIONS 

Re Section 43 Supervision, decisions, enforcement, etc. 

Re Section 44 Entry into force 

LIST OF REFERENCES 
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Appendix 2-2-6 Activities Regulations 目次目次目次目次 

 

石油活動に関する規則（活動の規則） 

 

第一章 導入 

1節 適用範囲 

2節 責任 

3節 定義 

第二章 作業環境法に基づく取決め 

4節 モバイル施設 における作業環境委員会、およびジョイント、ローカルの作業環境の

コーディネート 

5節 労働衛生サービス  

6節 従業員のための健康診断  

7節 労働時間の登録 

第三章 健康関連事項 

8節 公共医療サービス  

    →NORSOK U-100N 

9節 保健サービスのタスク  

10節 医師オンコール  

11節 医薬品や医療機器  

12節 伝染病  

13節 食品や飲料水  

14節 クリーニング 

第四章 事前調査とインストール 

15節 事前調査 

    →NORSOK N-001, N-002, G-001, and D-010  

16節 インストールと試運転 

    →NORSOK Z-006, Z-007, R-003, and D-001 

第五章 輸送および滞在 

17節 輸送 

18節 施設への滞在 

19節 宿泊施設やキャビンの共有 

第六章 作業開始および使用のためのオペレーション要件 

20節 設備の操作の開始 

    →NORSOK Z-001, and D-001 

21節 コンピテンス 
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    →NORSOK U-100N, D-010, and R-003 

22節 労働環境法に基づく安全性や作業環境のトレーニング 

23節 トレーニングとドリル 

    →NORSOK U-100N, and D-010 

24節 手続き 

    →NORSOK U-100N 

25節 施設の利用 

    →NORSOK Z-015N 

26節 安全システム 

27節 重要な活動 

    →NORSOK D-010 

28節 同時に行う活動 

    →NORSOK D-010 

第七章 計画と実行 

29節 計画 

29節 a         貯蔵、取り扱いや爆発物の使用 

30節 活動の安全性クリアランス 

    →NORSOK S-002N, and D-010 

31節 監視および制御 

    →NORSOK U-100N 

32節 シフトおよび乗組員の変更での情報の転送 

第八章 作業環境の要因 

33節 仕事の組織 

34節 人間工学的な側面 

    →NORSOK S-002N 

35節 心理社会的な側面 

36節 化学健康被害 

    →NORSOK U-100N 

37節 放射線 

38節 ノイズ 

39節 振動 

40節 屋外での作業 

    →NORSOK S-002N 

41節 （2012月に規則 20節により廃止） 

42節 （2012月に規則 20節により廃止） 

43節 （2012月に規則 20節により廃止） 
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44節 作業の実行中のリスク情報 

第九章 メインテナンス 

45節 メインテナンス 

46節 分類 

    →NORSOK Z-008 

47節 メインテナンスプログラム 

    →NORSOK N-005, Z-006, R-003, and D-010 

48節 計画および優先順位付け 

49節 メインテナンスの有効性 

50節 構造、海事システムとの技術的な状態監視のための特別な要件 

    →NORSOK N-005 

51節 暴噴防止装置と他の圧力制御装置のテストのための特定の要件 

    →NORSOK D-010 

第十章 外部環境の監視 

52節 環境監視の協力と計画  

53節 ベースライン調査  

54節 海底生息地の環境モニタリング  

55節 水柱の環境モニタリング  

56節 モニタリング結果を報告  

57節 重大汚染の遠隔測定  

58節 重大汚染が発生した場合の環境調査  

59節 石油とコンデンセートの特徴づけ 

第十一章 外部環境への排出と放出  

60節 油水の排出  

61節 大気への排出量  

62節 化学物質の生態毒性試験  

63節 化学物質の分類  

64節 環境アセスメント  

65節 化学薬品の選択  

66節 化学物質の使用と補充  

67節 防災薬品  

68節 カッティングス、砂分と固体粒子の排出  

69節 地層試験と井戸の清掃中の排出  

70節 油、他の物質と水排出量測定 

71節 固形物と共に排出される流体の計測 

第十二章 廃棄物 



121 
 

72節 廃棄物 

第十三章 緊急時への備え 

73節 緊急時への備えの確立 

    →NORSOK U-100N 

74節 防災のリソース共有 

75節 防災組織 

76節 防災計画 

    →NORSOK U-100N 

77節 危険や事故の状況を扱う 

    →NORSOK U-100N 

78節 重大汚染のための地域準備 

79節 重大汚染に対する対応 

第十四章 コミュニケーション 

80節 コミュニケーション 

第十五章 掘削および坑井活動 

81節 坑井プログラム 

    →NORSOK D-010 

82節 坑井場所と坑口装置 

    →NORSOK D-010 

83節 シャローガスおよび浅い深度の地層流体 

    →NORSOK D-010 

84節 坑井パラメータの監視 

    →NORSOK D-010 

85節 坑井バリア 

    →NORSOK D-010 

86節 ウェルコントロール 

    →NORSOK D-010 

87節 流体制御 

    →NORSOK D-010 

88節 坑井の安全確保 

    →NORSOK D-010 

89節 配管作業ストリングの遠隔操作 

第十六章 海上作業 

90節 測位 

第十七章 電気設備 

91節 電気設備の運転 
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第十八章 リフティング·オペレーション 

92節 リフティング·オペレーション 

    →NORSOK R-003 

第十九章 有人水中作業 

93節 有人水中作業 

    →NORSOK U-100N 

94節 時間制限条項 

第二十章 結びの条項 

95節 監督、意思決定、執行など 

96節 発効 

 

Regulations relating to conducting petroleum activities (the activities regulations) 

 

CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS                                                                                       

Section 1 Scope                                                                                                                                              

Section 2 Responsibilities                                                                                                                               

Section 3 Definitions                                                                                                                                 

CHAPTER II ARRANGEMENTS PURSUANT TO THE WORKING ENVIRONMENT ACT            

Section 4 Coordinating working environment committees for fields, and joint, local working 

environment 

committees for mobile facilities                                                                                                       

Section 5 Occupational health service                                                                                                             

Section 6 Medical examinations for employees                                                                                              

Section 7 Registration of working hours                                                                                                         

CHAPTER III HEALTH RELATED MATTERS                                                                                     

Section 8 The health service                                                                                                                           

Section 9 The health service's tasks                                                                                                                

Section 10 Physician on-call                                                                                                                           

Section 11 Medicines and medical equipment                                                                                                 

Section 12 Communicable diseases                                                                                                                

Section 13 Food and drinking water                                                                                                               

Section 14 Cleaning                                                                                                                                       

CHAPTER IV PRELIMINARY SURVEYS AND INSTALLATION                                                       

Section 15 Preliminary surveys                                                                                                                      

Section 16 Installation and commissioning                                                                                                     
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CHAPTER V TRANSPORT AND STAY                                                                                                   

Section 17 Transport                                                                                                                                      

Section 18 Stay on facilities                                                                                                                      

Section 19 Accommodation and cabin sharing                                                                                                

CHAPTER VI OPERATIONAL PREREQUISITES FOR START-UP AND USE                                  

Section 20 Start-up and operation of facilities                                                                                                 

Section 21 Competence                                                                                                                                 

Section 22 Safety and working environment training pursuant to the Working Environment Act                   

Section 23 Training and drills                                                                                                                       

Section 24 Procedures                                                                                                                                  

Section 25 Use of facilities                                                                                                                           

Section 26 Safety systems                                                                                                                         

Section 27 Critical activities                                                                                                                         

Section 28 Simultaneous activities                                                                                                                

CHAPTER VII PLANNING AND EXECUTION                                                                                    

Section 29 Planning                                                                                                                                     

Section 29a Storage, handling and use of explosives                                                                                     

Section 30 Safety-clearance of activities                                                                                                       

Section 31 Monitoring and control                                                                                                               

Section 32 Transfer of information at shift and crew changes                                                                        

CHAPTER VIII WORKING ENVIRONMENT FACTORS                                                                   

Section 33 Organisation of work                                                                                                                  

Section 34 Ergonomic aspects                                                                                                                      

Section 35 Psychosocial aspects                                                                                                                   

Section 36 Chemical health hazard                                                                                                               

Section 37 Radiation                                                                                                                                    

Section 38 Noise                                                                                                                                          

Section 39 Vibrations                                                                                                                                 

Section 40 Outdoor work                                                                                                                            

Section 41 (Repealed by Regulations 20 December 2012)                                                                            

Section 42 (Repealed by Regulations 20 December 2012)                                                                            

Section 43 (Repealed by Regulations 20 December 2012)                                                                            

Section 44 Risk information during execution of work                                                                                 

CHAPTER IX MAINTENANCE                                                                                                              

Section 45 Maintenance                                                                                                                               

Section 46 Classification                                                                                                                              
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Section 47 Maintenance programme                                                                                                             

Section 48 Planning and prioritisation                                                                                                          

Section 49 Maintenance effectiveness                                                                                                          

Section 50 Special requirements for technical condition monitoring of structures, maritime systems 

and pipeline systems                                                                                                                         

Section 51 Specific requirements for testing of blowout preventer and other pressure control 

equipment      

CHAPTER X MONITORING THE EXTERNAL ENVIRONMENT                                                     

Section 52 Cooperation on and planning of environmental monitoring                                                          

Section 53 Baseline surveys                                                                                                                         

Section 54 Environmental monitoring of seabed habitats                                                                              

Section 55 Environmental monitoring of the water column                                                                           

Section 56 Reporting monitoring results                                                                                                       

Section 57 Remote measuring of acute pollution                                                                                          

Section 58 Environmental surveys in the event of acute pollution                                                                 

Section 59 Characterisation of oil and condensate                                                                                        

CHAPTER XI EMISSIONS AND DISCHARGES TO THE EXTERNAL ENVIRONMENT              

Section 60 Discharge of oily water                                                                                                               

Section 61 Emissions to air                                                                                                                          

Section 62 Ecotoxicological testing of chemicals                                                                                          

Section 63 Categorisation of chemicals                                                                                                        

Section 64 Environmental assessments                                                                                                         

Section 65 Choice of chemicals                                                                                                                    

Section 66 Use and discharge of chemicals                                                                                                   

Section 67 Emergency preparedness chemicals                                                                                             

Section 68 Discharge of cuttings, sand and solid particles                                                                             

Section 69 Discharge from formation testing and clean-up of wells                                                              

Section 70 Measuring the discharged quantity of oil, other substances and water                                          

Section 71 Measuring associated fluids discharged with solids                                                                     

CHAPTER XII WASTE                                                                                                                           

Section 72 Waste                                                                                                                                         

CHAPTER XIII EMERGENCY PREPAREDNESS                                                                                

Section 73 Establishment of emergency preparedness                                                                                   

Section 74 Shared use of emergency preparedness resources                                                                        

Section 75 Emergency preparedness organisation                                                                                         

Section 76 Emergency preparedness plans                                                                                                    
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Section 77 Handling hazard and accident situations                                                                                      

Section 78 Regional preparedness for acute pollution                                                                                   

Section 79 Action against acute pollution                                                                                                     

CHAPTER XIV COMMUNICATION                                                                                                     

Section 80 Communication                                                                                                                          

CHAPTER XV DRILLING AND WELL ACTIVITIES                                                                          

Section 81 Well programme                                                                                                                       

Section 82 Well location and wellbore                                                                                                          

Section 83 Shallow gas and shallow formation fluids                                                                                    

Section 84 Monitoring well parameters                                                                                                        

Section 85 Well barriers                                                                                                                               

Section 86 Well control                                                                                                                                

Section 87 Controlled well stream                                                                                                                

Section 88 Securing wells                                                                                                                             

Section 89 Remote operation of pipes and work strings                                                                                

CHAPTER XVI MARITIME OPERATIONS                                                                                         

Section 90 Positioning                                                                                                                                 

CHAPTER XVII ELECTRICAL INSTALLATIONS                                                                             

Section 91 Work on and operation of electrical installations                                                                         

CHAPTER XVIII LIFTING OPERATIONS                                                                                           

Section 92 Lifting Operations                                                                                                                       

CHAPTER XIX MANNED UNDERWATER OPERATIONS                                                                

Section 93 Manned underwater operations                                                                                                    

Section 94 Time limit provisions                                                                                                                  

CHAPTER XX CONCLUDING PROVISIONS                                                                                       

Section 95 Supervision, decisions, enforcement etc                                                                                      

Section 96 Entry into force         

 

Guidelines regarding the activities regulations 

 

CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 

Re Section 1 Scope 

Re Section 2 Responsibilities 

Re Section 3 Definitions 

CHAPTER II ARRANGEMENTS PURSUANT TO THE WORKING ENVIRONMENT ACT 

Re Section 4 Coordinating working environment committees for fields, and joint, local working 
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environment committees for mobile facilities 

Re Section 5 Occupational health service 

Re Section 6 Medical examinations for employees 

Re Section 7 Registration of working hours 

CHAPTER III HEALTH RELATED MATTERS 

Re Section 8 The health service 

→NORSOK U-100N 

Re Section 9 The health service's tasks 

Re Section 10 Physician on-call 

Re Section 11 Medicines and medical equipment 

Re Section 12 Communicable diseases 

Re Section 13 Food and drinking water 

Re Section 14 Cleaning 

CHAPTER IV PRELIMINARY SURVEYS AND INSTALLATION 

Re Section 15 Preliminary surveys 

→NORSOK N-001, N-002, G-001, and D-010 

Re Section 16 Installation and commissioning 

→NORSOK Z-006, Z-007, R-003, and D-001 

CHAPTER V TRANSPORT AND STAY 

Re Section 17 Transport 

Re Section 18 Stay on facilities 

Re Section 19 Accommodation and cabin sharing 

CHAPTER VI OPERATIONAL PREREQUISITES FOR START-UP AND USE 

Re Section 20 Start-up and operation of facilities 

→NORSOK Z-001, and D-001 

Re Section 21 Competence 

→NORSOK U-100N, D-010, and R-003 

Re Section 22 Safety and working environment training pursuant to the Working Environment Act 

Re Section 23 Training and drills 

→NORSOK U-100N, and D-010 

Re Section 24 Procedures 

→NORSOK U-100N 

Re Section 25 Use of facilities 

→NORSOK Z-015N 

Re Section 26 Safety systems 

Re Section 27 Critical activities 
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→NORSOK D-010 

Re Section 28 Simultaneous activities 

→NORSOK D-010 

CHAPTER VII PLANNING AND EXECUTION 

Re Section 29 Planning 

Re Section 29a Storage, handling and use of explosives 

Re Section 30 Safety clearance of activities 

→NORSOK S-002N, and D-010 

Re Section 31 Monitoring and control 

→NORSOK U-100N 

Re Section 32 Transfer of information at shift and crew changes 

CHAPTER VIII WORKING ENVIRONMENT FACTORS 

Re Section 33 Organisation of work 

Re Section 34 Ergonomic aspects 

→NORSOK S-002N 

Re Section 35 Psychosocial aspects 

Re Section 36 Chemical health hazard 

→NORSOK U-100N 

Re Section 37 Radiation 

Re Section 38 Noise 

Re Section 39 Vibrations 

Re Section 40 Outdoor work 

→NORSOK S-002N 

Re Section 41 Safety signs and signalling in the workplace 

Re Section 42 Personal protective equipment 

Re Section 43 Use of work equipment 

Re Section 44 Risk information during execution of work 

CHAPTER IX MAINTENANCE 

Re Section 45 Maintenance 

Re Section 46 Classification 

→NORSOK Z-008 

Re Section 47 Maintenance programme 

→NORSOK N-005, Z-006, R-003, and D-010 

Re Section 48 Planning and priorities 

Re Section 49 Maintenance effectiveness 

Re Section 50 Special requirements for technical condition monitoring of structures, maritime 
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systems and pipeline systems 

→NORSOK N-005 

Re Section 51 Specific requirements for testing of blow out preventer and other pressure control 

equipment 

→NORSOK D-010 

CHAPTER X MONITORING THE EXTERNAL ENVIRONMENT 

Re Section 52 Cooperation on and planning of environmental monitoring 

Re Section 53 Baseline surveys 

Re Section 54 Environmental monitoring of benthic habitats 

Re Section 55 Environmental monitoring of the water column 

Re Section 56 Reporting of monitoring results 

Re Section 57 Remote measurement of acute pollution 

Re Section 58 Environmental surveys in the event of acute pollution 

Re Section 59 Characterisation of oil and chemicals 

CHAPTER XI EMISSIONS AND DISCHARGES TO THE EXTERNAL ENVIRONMENT 

Re Section 60 Discharge of oily water 

Re Section 61 Emissions to air 

Re Section 62 Ecotoxicological testing of chemicals 

Re Section 63 Categorisation of chemicals 

Re Section 64 Environmental assessments 

Re Section 65 Choice of chemicals 

Re Section 66 Use and discharge of chemicals 

Re Section 67 Chemicals for emergency preparedness 

Re Section 68 Discharge of cuttings, sand and solid particles 

Re Section 69 Discharge from formation testing and clean-up of wells 

Re Section 70 Measuring the quantity of discharged oil, other substances and water 

Re Section 71 Measuring associated fluids discharged with solids 

CHAPTER XII WASTE 

Re Section 72 Waste 

CHAPTER XIII EMERGENCY PREPAREDNESS 

Re Section 73 Establishment of emergency preparedness 

→NORSOK U-100N 

Re Section 74 Shared use of emergency preparedness resources 

Re Section 75 Emergency preparedness organisation 

Re Section 76 Emergency preparedness plans 

→NORSOK U-100N 
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Re Section 77 Handling of hazard and accident situations 

→NORSOK U-100N 

Re Section 78 Regional preparedness for acute pollution 

Re Section 79 Action against acute pollution 

CHAPTER XIV COMMUNICATION 

Re Section 80 Communication 

CHAPTER XV DRILLING AND WELL ACTIVITIES 

Re Section 81 Well programme 

→NORSOK D-010 

Re Section 82 Well location and wellbore 

→NORSOK D-010 

Re Section 83 Shallow gas and shallow formation fluids 

→NORSOK D-010 

Re Section 84 Monitoring well parameters 

→NORSOK D-010 

Re Section 85 Well barriers 

→NORSOK D-010 

Re Section 86 Well control 

→NORSOK D-010 

Re Section 87 Controlled well stream 

→NORSOK D-010 

Re Section 88 Securing wells 

→NORSOK D-010 

Re Section 89 Remote operation of pipes and work strings 

CHAPTER XVI MARITIME OPERATIONS 

Re Section 90 Positioning 

CHAPTER XVII ELECTRICAL INSTALLATIONS 

Re Section 91 Work on and operation of electrical installations 

CHAPTER XVIII LIFTING OPERATIONS 

Re Section 92 Lifting operations 

→NORSOK R-003 

CHAPTER XIX MANNED UNDERWATER OPERATIONS 

Re Section 93 Manned underwater operations 

→NORSOK U-100N 

Re Section 94 Time limit provisions 

CHAPTER XX CONCLUDING PROVISIONS 
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Re Section 95 Supervision, decisions, enforcement, etc. 

Re Section 96 Entry into force 

REFERENCE LIST 
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Appendix 2-2-7 Facilities Regulations 目次目次目次目次 

石油活動における設計および設備の艤装等に関する規則（施設に関する規則） 

 

第一章 導入 

1節 適用範囲 

2節 責任 

3節 定義 

第二章 一般規定 

4節 開発コンセプトの選択  

5節 施設の設計  

    →NORSOK S-001, S-002, R-002 and U-100N 

6節 宿泊施設なしのシンプルな施設の設計  

7節 主な安全機能  

8節 安全機能 

    →NORSOK S-001, I-002 

第三章 全体要件 

9節 資格と新しい技術と新しい方法の使用  

10節 インストール、システムおよび機器 

    →NORSOK D-001, D-002, L-002, L-004, P-001, P-100, R-001,  

R-002, S-005, Z-015, U-001, U-100, and U-101 

11節 負荷/アクション、ロード/アクション効果と抵抗  

    →NORSOK N-001, N-003, N-004, S-001, D-oo1, L-002 

12節 マテリアル 

    →NORSOK M-001, M-101, M-501, M-503, M-601, N-001,  

and R-004 

13節 マテリアルハンドリングや輸送ルート、アクセスや避難経路 

    →NORSOK R-002, S-001, S-002, C-001, and C-002 

14節 換気および屋内気候  

    →NORSOK H-003, S-001, S-002, and U-100 

15節 化学物質や化学物質の暴露  

    →NORSOK S-002 and P-100 

16節 （2013月規則 23で廃止）  

17節 モニタリングと録音のための計装  

    →NORSOK N-002 

18節 内部および外部通信のためのシステム  

    →NORSOK S-001 
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19節 通信機器 

    →NOSOK U-100 

第四章 作業と公共エリアの設計 

20節 人間工学に基づくデザイン 

    →NORSOK S-002 

21節 ヒューマンマシンインタフェースと情報提示 

    →NORSOK S-002 

22節 屋外の作業領域 

23節 ノイズや音響学 

    →NORSOK S-002 

24節 振動 

    →NORSOK S-002 

25節 ライティング 

    →NORSOK S-002 

26節 放射線 

    →NORSOK S-002 

27節 人員輸送のための機器 

    →NORSOK R-002 

28節 安全標識 

    →NORSOK C-002 

第五章 物理的バリア  

29節 受動的な防火 

    →NORSOK S-001 

30節 消防部門 

31節 居住区の火災部門 

    →NORSOK S-001 

32節 火災やガス検知システム 

    →NORSOK S-001 

33節 緊急停止装置 

    →NORSOK S-001 

34節 プロセス安全システム 

    →NORSOK P-001 and P-100 

34節ａ  制御および監視システム 

35節 ガス放出システム 

    →NORSOK S-001    

36節 避難路確保 
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    →NORSOK S-001 

37節 固定消火システム 

    →NORSOK S-001 

38節 非常用電源や非常用照明 

    →NORSOK S-001 and R-002 

39節 バラストシステム 

40節 オープン·排水システム 

    →NORSOK S-001 and P-100 

第六章 緊急時への備え 

41節 人員の救助のための機器 

41節ａ  有人水中作業のための避難と救助手段 

           →NORSOK U-100N 

42節 重大汚染に対する対策のための材料 

43節 防災船 

44節 避難の手段 

    →NORSOK S-001 and N-001 

45節 サバイバルスーツやライフジャケットなど 

46節 マニュアル消防と消防士の機器 

     →NORSOK S-001 

第七章 電気設備 

47節 電気設備 

第八章 掘削および坑井システム 

48節 坑井バリア 

    →NORSOK D-010 

49節 坑井制御機器 

    →NORSOK D-010, D-001 and D-002 

50節 補償装置と切断システム 

    →NORSOK D-001 

51節 掘削流体システム 

    →NORSOK D-001 

52節 セメンチングユニット 

    →NORSOK D-001 

53節 仕上げとウェルフロー機器 

    →NORSOK D-010 

54節 クリスマスツリーと坑口装置 

    →NORSOK D-010 and U-001 
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第九章 生産プラント 

55節 生産プラント 

    →NORSOK P-100, L-001, L-002, and U-001 

第十章 耐荷重構造とパイプラインシステム 

56節 耐荷重構造や海洋システム 

    →NORSOK N-001  

57節 パイプラインシステム 

第十一章  居住区 

58節 居住区 

    →NORSOK C-001, C-002, S-001 and S-002 

59節 保健室 

    →NORSOK C-001 

60節 急病 

    →NORSOK C-001  

61節 食品や飲料水の供給 

    →NORSOK P-100 

第十二章  海上施設 

62節 安定性  

    →NORSOK N-001 

63節 アンカー、係留および位置決め  

    →NORSOK N-001 

64節 タレット 

    →NORSOK S-001 

第十三章  ダイビング施設 

65節 有人水中操作のための設備および機器 

第十四章  追加条項 

66節 荷揚げと荷下ろしシステム  

    →NORSOK N-001 

67節 廃棄物  

68節 排気ダクト  

    →NORSOK S-001 

69節 吊り上げ、荷役設備  

    →NORSOK R-002 and D-001 

70節 ヘリコプターデッキ  

    →NORSOK C-004 and S-001 

71節 施設のマーキング  
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72節 機器や貨物のマーキング  

73節 エレベーター 

    →NORSOK R-002 

第十五章  EEAの規制の実施 

74節 単純な圧力容器  

75節 保護具  

    →NORSOK R-002 

76節 エアゾール容器  

77節 EMC  

78節 ATEX  

79節 設備規則でカバーされていない圧力容器 

80節 設備規則でカバーされていない製品 

第十六章  結びの条項 

81節 監督、決定、執行、等  

82節 発効 

 

 

Regulations relating to design and outfitting of facilities, etc  in the petroleum activities (the 

facilities regulations) 

 

CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS                                                                                       

Section 1 Scope                                                                                                                                 

Section 2 Responsibilities                                                                                                                               

Section 3 Definitions                                                                                                                                 

CHAPTER II GENERAL PROVISIONS                                                                                                   

Section 4 Choice of development concept                                                                                                       

Section 5 Design of facilities                                                                                                                          

Section 6 Design of simpler facilities without accommodation                                                                       

Section 7 Main safety functions                                                                                                                      

Section 8 Safety functions                                                                                                                       

CHAPTER III OVERALL JOINT REQUIREMENTS                                                                             

Section 9 Qualification and use of new technology and new methods                                                             

Section 10 Installations, systems and equipment                                                                                           

Section 11 Loads/actions, load/action effects and resistance                                                                         

Section 12 Materials                                                                                                                                 

Section 13 Materials handling and transport routes, access and evacuation routes                                         



136 
 

Section 14 Ventilation and indoor climate                                                                                                    

Section 15 Chemicals and chemical exposure                                                                                               

Section 16 (Repealed by Regulations 23 December 2013)                                                                            

Section 17 Instrumentation for monitoring and recording                                                                             

Section 18 Systems for internal and external communication                                                                        

Section 19 Communications equipment                                                                                                        

CHAPTER IV DESIGN OF WORK AND COMMON AREAS                                                              

Section 20 Ergonomic design                                                                                                                       

Section 21 Human-machine interface and information presentation                                                              

Section 22 Outdoor work areas                                                                                                                     

Section 23 Noise and acoustics                                                                                                                     

Section 24 Vibrations                                                                                                                                 

Section 25 Lighting                                                                                                                                 

Section 26 Radiation                                                                                                                       

Section 27 Equipment for personnel transport                                                                                              

Section 28 Safety signs                                                                                                                                 

CHAPTER V PHYSICAL BARRIERS                                                                                                    

Section 29 Passive fire protection                                                                                                                 

Section 30 Fire divisions                                                                                                                       

Section 31 Fire divisions in living quarters                                                                                                   

Section 32 Fire and gas detection system                                                                                                      

Section 33 Emergency shutdown system                                                                                                      

Section 34 Process safety system                                                                                                                  

Section 34a Control and monitoring system                                                                                                  

Section 35 Gas release system                                                                                                                      

Section 36 Firewater supply                                                                                                                         

Section 37 Fixed fire-fighting systems                                                                                                          

Section 38 Emergency power and emergency lighting                                                                                  

Section 39 Ballast system                                                                                                                             

Section 40 Open drainage systems                                                                                                                

CHAPTER VI EMERGENCY PREPAREDNESS                                                                                   

Section 41 Equipment for rescue of personnel                                                                                              

Section 41a Evacuation and rescue means for manned underwater operations                                               

Section 42 Materials for action against acute pollution                                                                                 

Section 43 Emergency preparedness vessels                                                                                                 

Section 44 Means of evacuation                                                                                                                   
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Section 45 Survival suits and life jackets, etc                                                                                                

Section 46 Manual fire-fighting and firefighters’ equipment                                                                         

CHAPTER VII ELECTRICAL INSTALLATIONS                                                                                

Section 47 Electrical installations                                                                                                                 

CHAPTER VIII DRILLING AND WELL SYSTEMS                                                                             

Section 48 Well barriers                                                                                                                               

Section 49 Well control equipment                                                                                                               

Section 50 Compensator and disconnection systems                                                                                     

Section 51 Drilling fluid system                                                                                                                   

Section 52 Cementing unit                                                                                                                            

Section 53 Equipment for completion and well flow                                                                                     

Section 54 Christmas tree and wellhead                                                                                                        

CHAPTER IX PRODUCTION PLANTS                                                                                                 

Section 55 Production plants                                                                                                                        

CHAPTER X LOAD-BEARING STRUCTURES AND PIPELINE SYSTEMS                                     

Section 56 Load-bearing structures and maritime systems                                                                             

Section 57 Pipeline systems                                                                                                                          

CHAPTER XI LIVING QUARTERS                                                                                                       

Section 58 Living quarters                                                                                                                            

Section 59 Health department                                                                                                                       

Section 60 Emergency sickbay                                                                                                                     

Section 61 Supply of food and drinking water                                                                                              

CHAPTER XII MARITIME FACILITIES                                                                                              

Section 62 Stability                                                                                                                                      

Section 63 Anchoring, mooring and positioning                                                                                           

Section 64 Turret                                                                                                                                          

CHAPTER XIII DIVING FACILITIES                                                                                                   

Section 65 Installations and equipment for manned underwater operations                                                   

CHAPTER XIV ADDITIONAL PROVISIONS                                                                                       

Section 66 Loading and offloading systems                                                                                                  

Section 67 Waste                                                                                                                                         

Section 68 Exhaust ducts                                                                                                                              

Section 69 Lifting appliances and lifting gear                                                                                               

Section 70 Helicopter deck                                                                                                                           

Section 71 Marking of facilities                                                                                                                    

Section 72 Marking of equipment and cargo                                                                                                 
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Section 73 Lifts                                                                                                                                            

CHAPTER XV IMPLEMENTATION OF EEA REGULATIONS                                                         

Section 74 Simple pressure vessels                                                                                                               

Section 75 Personal protective equipment                                                                                                     

Section 76 Aerosol containers                                                                                                                      

Section 77 EMC                                                                                                                                           

Section 78 ATEX                                                                                                                                         

Section 79 Pressure equipment not covered by the Facilities Regulations                                                      

Section 80 Products not covered by the Facilities Regulations                                                                      

CHAPTER XVI CONCLUDING PROVISIONS                                                                                     

Section 81 Supervision, decisions, enforcement, etc                                                                                     

Section 82 Entry into force  

 

 

Guidelines regarding the facilities regulations 

 

 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 

Re Section 1 Scope 

Re Section 2 Responsibilities 

Re Section 3 Definitions 

CHAPTER II GENERAL PROVISIONS 

Re Section 4 Choice of development concept 

Re Section 5 Design of facilities 

      →NORSOK S-001, S-002, R-002 and U-100N 

Re Section 6 Design of simpler facilities without accommodation 

Re Section 7 Main safety functions 

Re Section 8 Safety functions 

            →NORSOK S-001, I-002 

CHAPTER III OVERALL JOINT REQUIREMENTS 

Re Section 9 Qualification and use of new technology and new methods 

Re Section 10 Installations, systems and equipment 

      →NORSOK D-001, D-002, L-002, L-004, P-001, P-100, R-001, R-002, S-005,  

                        Z-015, U-001, U-100, and U-101 

Re Section 11 Loads/actions, load/action effects and resistance 

            →NORSOK N-001, N-003, N-004, S-001, D-oo1, L-002 

Re Section 12 Materials 
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      →NORSOK M-001, M-101, M-501, M-503, M-601, N-001, and R-004 

Re Section 13 Materials handling and transport routes, access and evacuation routes 

            →NORSOK R-002, S-001, S-002, C-001, and C-002 

Re Section 14 Ventilation and indoor climate 

      →NORSOK H-003, S-001, S-002, and U-100 

Re Section 15 Chemicals and chemical exposure 

      →NORSOK S-002 and P-100 

Re Section 16 (This section has been repealed) 

Re Section 17 Instrumentation for monitoring and registration 

      →NORSOK N-002 

Re Section 18 Systems for internal and external communication 

            →NORSOK S-001 

Re Section 19 Communication equipment 

            →NOSOK U-100 

 

CHAPTER IV DESIGN OF WORK AND COMMON AREAS 

Re Section 20 Ergonomic design 

            →NORSOK S-002 

Re Section 21 Human-machine interface and information presentation 

      →NORSOK S-002 

Re Section 22 Outdoor work areas 

Re Section 23 Noise and acoustics 

      →NORSOK S-002 

Re Section 24 Vibrations 

      →NORSOK S-002 

Re Section 25 Lighting 

      →NORSOK S-002 

Re Section 26 Radiation 

      →NORSOK S-002 

Re Section 27 Personnel transport equipment 

      →NORSOK R-002 

Re Section 28 Safety signs 

      →NORSOK C-002 

CHAPTER V PHYSICAL BARRIERS 

Re Section 29 Passive fire protection 

      →NORSOK S-001 
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Re Section 30 Fire divisions 

Re Section 31 Fire divisions in living quarters 

      →NORSOK S-001 

Re Section 32 Fire and gas detection systems 

      →NORSOK S-001 

Re Section 33 Emergency shutdown system 

      →NORSOK S-001 

Re Section 34 Process safety system 

      →NORSOK P-001 and P-100 

Re Section 34a Control and monitoring system 

Re Section 35 Gas release system 

      →NORSOK S-001 

Re Section 36 Firewater supply 

      →NORSOK S-001 

Re Section 37 Fixed fire-fighting systems 

      →NORSOK S-001 

Re Section 38 Emergency power and emergency lighting 

      →NORSOK S-001 and R-002 

Re Section 39 Ballast system 

Re Section 40 Open drainage systems 

      →NORSOK S-001 and P-100 

CHAPTER VI EMERGENCY PREPAREDNESS 

Re Section 41 Equipment for rescue of personnel 

Re Section 41a Evacuation and rescue means for manned underwater operations 

      →NORSOK U-100N 

Re Section 42 Materials for action against acute pollution 

Re Section 43 Emergency preparedness vessels 

Re Section 44 Means of evacuation 

      →NORSOK S-001 and N-001 

Re Section 45 Rescue suits and life jackets, etc. 

Re Section 46 Manual fire-fighting and firefighters’ equipment 

      →NORSOK S-001 

CHAPTER VII ELECTRICAL INSTALLATIONS 

Re Section 47 Electrical installations 

CHAPTER VIII DRILLING AND WELL SYSTEMS 

Re Section 48 Well barriers 
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      →NORSOK D-010 

Re Section 49 Well control equipment 

      →NORSOK D-010, D-001 and D-002 

Re Section 50 Compensator and disconnection systems 

      →NORSOK D-001 

Re Section 51 Drilling fluid system 

      →NORSOK D-001 

Re Section 52 Cementing unit 

      →NORSOK D-001 

Re Section 53 Equipment for completion and well flow 

      →NORSOK D-010 

Re Section 54 Christmas tree and wellhead 

      →NORSOK D-010 and U-001 

CHAPTER IX PRODUCTION PLANTS 

Re Section 55 Production facility 

      →NORSOK P-100, L-001, L-002, and U-001 

CHAPTER X LOAD-BEARING STRUCTURES AND PIPELINE SYSTEMS 

Re Section 56 Load-bearing structures and maritime systems 

      →NORSOK N-001 

Re Section 57 Pipeline systems 

CHAPTER XI LIVING QUARTERS 

Re Section 58 Living quarters 

      →NORSOK C-001, C-002, S-001 and S-002 

Re Section 59 Health department 

→NORSOK C-001 

Re Section 60 Emergency sickbay 

            →NORSOK C-001 

Re Section 61 Supply of food and drinking water 

            →NORSOK P-100 

CHAPTER XII MARITIME FACILITIES 

Re Section 62 Stability 

→NORSOK N-001 

Re Section 63 Anchoring, mooring and positioning 

→NORSOK N-001 

Re Section 64 Turrets 

            →NORSOK S-001 
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CHAPTER XIII DIVING FACILITIES 

Re Section 65 Facilities and equipment for manned underwater operations 

CHAPTER XIV ADDITIONAL PROVISIONS 

Re Section 66 Loading and offloading systems 

→NORSOK N-001 

Re Section 67 Waste 

Re Section 68 Exhaust ducts 

→NORSOK S-001 

Re Section 69 Lifting appliances and lifting gear 

→NORSOK R-002 and D-001 

Re Section 70 Helicopter deck 

→NORSOK C-004 and S-001 

Re Section 71 Marking of facilities 

Re Section 72 Marking of equipment and cargo 

Re Section 73 Lifts 

→NORSOK R-002 

CHAPTER XV IMPLEMENTATION OF EEA REGULATIONS 

Re Section 74 Simple pressure vessels 

Re Section 75 Personal protective equipment 

→NORSOK R-002 

Re Section 76 Aerosol containers 

Re Section 77 EMC 

Re Section 78 ATEX 

Re Section 79 Pressure equipment that is not covered by the Facilities Regulations 

Re Section 80 Products that are not covered by the Facilities Regulations 

CHAPTER XVI CONCLUDING PROVISIONS 

Re Section 81 Supervision, decisions, enforcement, etc. 

Re Section 82 Entry into force 

LIST OF REFERENCES 
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Appendix 2-2-8. 鉱害の責任およびリスク管理についての規定（抜粋）鉱害の責任およびリスク管理についての規定（抜粋）鉱害の責任およびリスク管理についての規定（抜粋）鉱害の責任およびリスク管理についての規定（抜粋） 

 

１．用語の定義 

１）法律： 

第１章 導入（Introductory Provis2-ions）、Section 1-6 定義（Definitions） 

・石油：地下にある液体、気体のすべての炭化水素。 

・石油事業：船での輸送を除き、海底石油資源に関係する全ての活動。 

・Licensee：単数または複数の個人、企業で、この法律によるライセンスを受けたもの、

または以前の法律で探鉱、生産、輸送、利用する許可を得たもの。 

・オペレータ：Licenseeの代わりに日々の石油事業を管理しているもの。 

・大陸棚：ノルウェー領海を越えて広がる海域の海底と地下で、大陸縁辺部の外縁に至

るノルウェー領土の自然な広がり。領海の幅を測定する基線から 200 海里を下回らな

いが、他国との中間点を越えない。ただし、基線より 200 海里を越える大陸棚に関す

る国際法の規定または関係国との合意にもとづくものをのぞく。 

 

２）規則：フレームワーク規則 

第１章 導入（Introductory Provisions）、Section 6 定義（Definitions） 

・責任当事者（responsible party）：オペレータとその他事業への参加者で、Licenseeまた

は陸上施設の所有者ではないもの。 

・オペレータ：この法律の対象となる活動については、Licenseeの代わりに日々の石油

事業を管理しているもの。対象とならない場合は、所有者の代わりに日々の活動を管

理しているもの。 

・石油事業：船での輸送を除き、海底石油資源に関係する全ての活動。 

・Licensee：単数または複数の個人、企業で、この法律によるライセンスを受けたもの、

または以前の法律で探鉱、生産、輸送、利用する許可を得たもの。 

 

３）フレームワーク規則のガイドライン： 

・責任当事者：Section 7に詳しく記載されている。 

・オペレータ：この法律での定義は他の法律とは異なる。この法律対象外の陸上施設の

管理運用者にも広げられている。 

・Licensee：この法律での定義は他の法律とは異なる。 

 

２．鉱害の責任について 

１）法律： 

第 7章 汚染損害についての責任（Liability for pollution damage） 

・Section 7-1定義（Definition） 
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汚染損害とは、石油の流出・放出に伴う汚染によるもので、汚染対策、回復費用、漁

業被害を含む。 

・Section 7-2 法令の適用範囲（Scope and applicable law） 

ノルウェーと大陸棚で発生した損害、ノルディック環境保護会議（1974）に加盟した

国の領土と領海内で発生した損害に適用される。 

・Section 7-3 責任当事者と責任範囲（The liable party and the extent of liability） 

・過失の有無によらず Licenseeが汚染損害について責任を負う。 

・国がオペレータの実態に即して判断した場合には、licenseeでないオペレータも責

任を負う。 

・複数の Licenseeがあり、そのうちの一者がオペレータの場合には、補償請求はオ

ペレータにまず行われる。 

・大陸棚の外での汚染損害については、当局より操業の許可を受けたものを

Licenseeとみなす。 

・Section 7-4 賠償責任の集中（Channeling of liability） 

  ・Licenseeの責任はこの法律のルールによってのみ請求される。 

  ・汚染損害は以下に対して請求できない 

a) Licenseeまたはその請負者との合意の下に業務を実施または働いたもの 

b) 石油事業に用いられた機器を製造または運搬したもの 

c) 汚染損害を回避または低減するために対処したもの、または人命救助または石

油事業に関連する財産を救おうとしたもの 

d) Licenseeまたは上記 a,b,cに関連したものに雇用されたもの 

・Licenseeが支払えない場合は、損害を受けたものは、Licenseeが損害を引き起こし

たものに対して請求できるのと同様な範囲において（Section 7-5参照）、損害を引

き起こしたものに補償を求めることができる。 

・Section 7-5 遡求（Recourse） 

・Licenseeは、故意または重過失を除き、Section 7-4で免責されたものに対して賠償

請求できない。 

・Maritime Act（1994）で賠償責任が限定されているものは同法の規定による。 

・Section 7-6 無許可の石油事業（Petroleum activities without a license） 

・汚染損害が Licenseeのない石油事業による場合は、過失の有無によらずその石油

事業の実施者が責任を負う。 

・その石油事業に参加したもの、その石油事業が Licenseeのないことを知っていた

もの、知っていて然るべきものは、同様の責任を負う。 

・Section 7-7 公示、予防通知（Public announcement. Preclusive notice） 

 汚染の公表についての規定。 

・Section 7-8 裁判地（Legal venue） 
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 裁判を行う地域についての規定。 

 

第 8 章 ノルウェー漁業関係者への補償に関する特別規則（Special rules relating to 

compensation to Norwegian fisherman） 

・Section 8-1 適用範囲と定義（Scope of application and definitions） 

・本章は、石油事業が漁場を占有する結果、汚染および廃棄物の結果、または施設

や活動により引き起こされた損害の結果、漁業関係者が受けた経済的損失につい

ての補償に関する。 

・Section 7で述べた汚染損害については適用しない。 

・本章における汚染および廃棄物との用語は、Act of 13 March 1981 No.6 relating 

protection against pollution and relating to waste による。 

・本章における漁業関係者とは、漁業関係者リストに登録されたものおよび漁船ラ

イセンス対象として登録された漁船の持ち主である。 

・Section 8-2 漁業区域の占有（Occupation of a fishing area） 

・石油事業が漁場の全部または一部を占有する場合、国は不可能となったまたは妨

げられた漁業について、経済的に補償する義務がある。 

・補償は、石油事業が漁場を占有してから７年間経ってからは通常要求することは

できない。 

・国は、Licenseeが損害を回避すべきであった場合には、回復を求める。 

・Section 8-3 汚染と廃棄物（Pollution and waste） 

・Licenseeは、過失の有無によらず、石油事業による汚染と廃棄物によりもたらさ

れた経済的損失、損害や経済的損失を回避または低減するための合理的費用につ

いて責任がある。 

・Licenseeの責任には、補給船や支援船の航行の結果による汚染や廃棄物によって

もたらされる被害や不便、施設の移動によるものも含む。Licenseeは、実際に損

失を招いた実施者または船の所有者に対して、責任が明らかになるなどの条件が

満たされれば賠償を請求する権利を有する。 

 

第 9章 安全のための特別要求事項（Special requirements to safety） 

・Section 9-1 安全（Safety） 

 石油事業は、高いレベルの安全が維持され技術開発にともなってより安全となること

が可能であるように、実施されなければならない。 

・Section 9-2 緊急対応への備え（Emergency preparedness） 

・Licenseeとその他石油事業の関係者は、人命の損失または怪我、汚染や資産への

重大な損害につながる事故および緊急事態へ対処するため、常に有効な緊急事態

への備えを維持管理しなければならない。 
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・Licenseeは、危険を防止または低減、可能であれば環境を事故前の状態に戻すた

めに必要な対策が実施されるように注意（see to it）しなければならない。 

・国（Ministry）は、緊急対応への備えと対策についてのルールを定め、複数の

Licensee間の協力を命ずることがある。 

・国（Ministry）は、Licenseeの費用負担で第三者の非常時の資機材その他を利用す

ることを決めることがある。国（Ministry）は、Licenseeの費用負担で必要な追加

手段をとることがある。 

・Section 9-5 石油事業の中断（Suspension of the petroleum activities etc.） 

・事故または緊急事態には、Licenseeまたは施設の操業と利用に関して責任のある

誰でも、慎重な操業に必要とする間、事業を中断しなければならない。 

 

第 10章 総則（General provisions） 

・Section 10-8 債務責任（Responsibility for commitments） 

共同でライセンスを持つ Licenseeは、共同でまたは個別に、国に対してライセンスに

伴う経済的義務を負う。 

・Section 10-9 引き起こされた損害への責任（Liability for damage caused） 

・Licenseeの業務の実施者により第三者が被った損害は、実施者とともにLicenseeも

責任がある。 

・汚染については第 7章による。 

 

２）規則： 

①フレームワーク規則 

第 1章 導入（Introductory Provisions） 

・Section 7 本規定に基づく責任（Responsibilities pursuant to these regulations） 

・オペレータとその他事業への参加者は本規定について責任があり、健康、安全、

環境規制における規定を守らねばならない。 

・オペレータは、個人または請負企業や下請け企業に、健康、安全、環境規制にお

ける規定を守らせねばならない。 

・Licenseeと施設の所有者は、本規定に基づき自らに課される義務について、オペ

レータに健康、安全、環境規制における規定を守らせる責任がある。 

・Working Environment Act Section 2-3従業員の協力義務（Employees’ duty to cooperate）

および Fire and Explosion Protection Act Section25 従業員の安全義務（Employees' 

obligation to promote safety）により、従業員は貢献する義務がある。 

・Section 8 自社以外の従業員に向けた雇用主の義務（Employer’s duties toward employees 

other than its own） 

・一つの作業場所で同時に作業するそれぞれの雇用主は、Working Environment Act 
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Section 2-2雇用主の義務（Duties of the employer towards persons other than own 

employees）にのっとり協力しなければならない。 

・雇用主は、お互いとそれぞれの従業員に対して、作業場の危険要因について周知

しなければならない。 

・雇用主は、他者の従業員が業務に関連した安全および健康リスク管理について必

要な教育を受けられることを確実にしなければならない。 

・主任管理者（Principal undertaking） は企業の安全と労働環境への取り組みを調和

させる責任を持ち、特に以下のことを確実にする責任がある。 

a) 作業場所における様々な従業員グループの間の情報交換手順が確立されて

いること 

b) 作業場所における全ての従業員を代表する指名された安全委員を有し、労

働環境委員会に協議を求める事案を提出する機会が与えられていること 

c) 安全委員と安全および健康担当者が作業場所における業務に十分慣れてい

ること 

d) Working Environment Actおよび関連規則についての違反は、指摘され是正さ

れること 

 

第 3章 石油事業の管理（Management of the petroleum activities） 

・Section 17 マネジメントシステムを確立、維持、開発する義務（Duty to establish, follow 

up and further develop a management system） 

・責任当事者（responsible party）は、健康、安全、環境規制における要求を遵守す

ることを確実にするように設計されたマネジメントシステムを確立、維持、開発

しなければならない。 

・Licenseeと陸上施設の保有者は、自分たちに向けられた健康、安全、環境規制に

おける要求を遵守することを確実にするように設計されたマネジメントシステム

を確立、維持、開発しなければならない。 

・従業員は、マネジメントシステムの確立、維持、開発に貢献しなければならない。 

 

第 4章 緊急時への備え（Emergency preparedness） 

・Section 20 海洋緊急事態への準備の調整（Coordination of offshore emergency preparedness） 

・オペレータは、一つ以上の施設または船舶が同時に使用される場合には、緊急時

への備えを確実にしなければならない。 

・オペレータの緊急時への備えにおける手段は、公的な緊急事態への備えに対する

資機材と調和するよう設計されていなければならない。 

・オペレータは、公的機関が引き継ぐまで、災害が事故において緊急事態への準備

資機材の利用を指揮調整しなければならない。 
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・Petroleum Safety Authorityおよび Climate and Pollution Agencyは、予備の船舶や航空

機を石油事業に参加している施設や船舶に駐留するように要求することができる。

要求は、予備の船舶が果たさなければならない機能として規定することが可能で

ある。 

・Section 21 海洋防災協力（Offshore emergency preparedness cooperation） 

・オペレータは、他の生産ライセンスによるオペレータ達と、健康、安全、環境の

分野で必要な緊急事態への備えについて協力しなければならない。 

・Petroleum Safety Authorityおよび Climate and Pollution Agencyは、必要な特別な状況

において、オペレータ間の共同での資金準備が必要な場合も含めて、協力条件を

指示することができる。 

・地域では、緊急事態への備えについて共同した計画と資機材が確立されていなけ

ればならない。Climate and Pollution Agencyは、地域的な要求を規定することがで

きる。 

 

３）ガイドライン 

①フレームワーク規則についてのガイドライン： 

第 1章 導入（Introductory Provisions） 

・Re Section 7 本規定に基づく責任（Responsibilities pursuant to these regulations） 

・本条項は事業における参画者の階層を調整するもので、既存の法律で規定されて

いる責任を変更するものではない。 

・本規則および補完する規則では、義務のある当事者について中立的な用語が用い

られている。これは、一つの条項について、複数の関係者に責任がありうるから

である。例えば、中立的な表現は、“責任当事者は・・しなければならない（The 

responsible party shall…）”。誰が責任当事者であるかは、最初の段落による。責任

当事者はオペレータであり得るし、Licenseeでない事業への参画者、または陸上

施設の所有者でもありえる。オペレータではない Licenseeは本規則では責任当事

者との用語には含まれない。 

・オペレータ、Licensee、および陸上施設の所有者に対する注意義務（see-to-it duty）

はこの規則および補完する規則を通じたものであるので、他の条文には記載され

ていない。 

・Licenseeと陸上施設所有者については、以下のように解説されている。 

・オペレータの業務遂行を容易にする責任、オペレータがその業務を遂行している

か注意する責任、オペレータがその義務を果たしているか注意する義務がある。 

・オペレータから報告を受けるだけでなく、独自に事業についての十分な情報を取

得しなければならない。 

・行動する義務は、Licenseeと陸上施設所有者ではなく主としてオペレータにある。 
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・Licenseeと陸上施設所有者の責任は、包括的な注意する責任（overall see-to-it 

responsibility）を通して果たされる。 

・オペレータについては、以下のように解説されている。 

・一般的な概念として全ての活動をカバーするものとして“オペレータ”との用語は

用いられている。 

・オペレータの注意義務内容については、Section 18（Qualification and follow-up other 

participants）にも記載がある 

・健康関係について適用される４つの法律、Health Personnel Act、Patient's Rights Act、

Contagious Illness Protection Act、Health and Social Preparedness Act、との関係につい

て解説されている。 

 

３．罰則 

１）法律： 

第 10章 総則（General provisions. ）、Section 10-17 罰則（Penal provisions.） 

・故意または過失により違反した場合には罰金または禁固 3 ヶ月以下、悪質な場合には

禁固 2年以下の罰則が課される。 

・他の法令の罰則の方が厳しい場合にはそちらによる。 

２）規則：フレームワーク規則 

第 9章 結びの条項（Closing Provisions）、Section72 制裁（Sanctions） 

・健康、安全、環境規制における罰則その他の制裁がそれぞれ適用される。 

３）ガイドライン：フレームワーク規則のガイドライン： 

第 9章 結びの条項（Closing Provisions）、Section72 制裁（Sanctions） 

・最初に、『この条文は、罰則その他の制裁は、健康、安全、環境規制で述べられてい

ることを明確にするためにある』と記載。 

・適用される法は、Petroleum Act、Sections 10-13（取り消し）、10-16（強制措置）、10-17

（罰則）の他に、 

・Working Environment Act、Chapter 19 （罰則） 

・Pollution Control Act、 Section 73（罰金）、78（刑事責任）、79（非合法な廃棄物取

り扱いの刑事責任） 

・Health Personnel Act 、Section 67（罰則） 

・Contagious Illness Protection Act、Section 8-1（罰則） 

・Health and Social Preparedness Act、Section 6-5（罰則） 

 

４．リスク管理 

１）法律： 

第 3章 生産の認可（Production license etc.） 
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・Section 3-1 新規鉱区の開放（Opening of new areas） 

・生産ライセンスを認め新規鉱区を開放する前に、当該区域について種々の観点か

ら評価（evaluation）が行われなければならない。 

・この評価（evaluation）の中では、石油事業の貿易、産業、環境に与える影響、起

きうる汚染のリスク、石油事業の結果として考えられる経済的、社会的な影響に

ついてアセスメントがなされなければならない。 

・どの区域が石油事業のために開放されるか、自然、事業の範囲は公報を通じ周知

されなければならない。 

・関心のあるものは、意見を述べるために少なくとも３ヶ月の期間を与えられる。 

 

第 4章 石油の生産等（Production etc. of petroleum） 

・Section 4-2 石油資源の開発計画（Plan for development and operation of petroleum deposits） 

・Licenseeは、石油資源を開発することを決定したら、国（Ministry）に対して承認

のために石油資源の開発と操業の計画を提出しなければならない。 

・計画には、経済的側面、資源的側面、技術的、安全関連、商業的、環境的側面の

検討と、石油事業が終了した際の廃坑と設備廃棄についての情報を含まなければ

ならない。 

・国（Ministry）は、必要と認めた場合には、より広範囲にわたって、環境への影響、

起きうる汚染のリスク、その他影響を受ける活動について、Licenseeに詳細な検

討を作成するよう求めることがある。 

 

２）規則： 

①フレームワーク規則 

第 2章 健康、安全、環境のための基本的な要件（Basic requirements for health, safety, and 

the environment） 

・Section 11 リスク低減の原則（Risk reduction principles） 

・人、環境、物質的資産への危害、危険は、健康、安全、環境規制、および規制を

満たすために重要な内規、基準にのっとり防止または限定されなければならない。

また、リスクは可能な限り低減されなければならない。 

・リスクを低減するために、責任当事者は、得られるリスク低減と比較してコスト

が極端に不釣合いでなければ、潜在的危険と現在および将来の利用について個別

および包括的な評価に従い、最善の結果を得られる技術的、操業上または組織的

な解決策を選ばなければならない。 

・本 Sectionにおけるアセスメントは、石油事業のすべての段階を通じて実施されな

ければならない。 

・Section 47 施設配置、ルート選択（Placement of facilities, choice of routes） 
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・坑井を含む施設は、他の施設、活動、外部環境が受容できない危険をもたらさな

いように、灯台、ビーコン、ケーブル、パイプライン、特に環境に敏感な資源な

ど他の施設や構造物などから安全は距離に設置されなければならない。 

 

②管理規則 

第 2章 リスクマネジメント（Risk management） 

・Section 4 リスク低減（Risk reduction） 

・責任当事者は、危害、間違い、危険、事故が発生しないように、技術的、操業上

または組織的な解決策を選ばなければならない。 

・さらに、Section 5で述べる障壁を確立しなければならない。 

 

第 3章 目標、内部要件および基礎の作成（Objectives, internal requirements and the  basis 

for making decisions） 

・Section 9 主要な事故リスクや環境リスクに対する許容基準（ Acceptance criteria for 

major accident risk and environmental risk） 

・オペレータは、主要な事故リスクや環境リスクに対する許容基準を設定しなけれ

ばならない。 

・許容基準は以下に設定されなければならない。 

・洋上、陸上施設すべての人員、特別なリスクにさらされる集団に対し、 

・洋上施設について Facility regulation Section 7で述べられる主たる安全機能の喪失 

・洋上、陸上施設からの重大汚染 

・第三者への損害 

・許容基準は、Framework regulation Section17, 11におけるリスク検討で用いられな

ければならない。 

・Section 10 測定パラメータと指標（Measurement parameters and indicators） 

・オペレータは、健康、安全、環境に重要な要因を監視するための測定パラメータ

を決定しなければならない。 

・オペレータ、または洋上および陸上施設の操業に対する責任当事者は、主要な事

故リスクや環境リスクの変化や動向を監視する指標を決定しなければならない。 

 

・第 5章 分析（Analyses） 

・Section 17 リスク分析と防災アセスメント（Risk analyses and emergency preparedness 

assessments） 

・責任当事者は、活動に伴うリスクの偏りなく包括的な姿を示すリスク分析を実施

しなければならない。 

・分析は、なされるべき処理、操業、局面に関連した意思決定を支援する資料を提
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供するものとして適切でなければならない。 

・リスク分析は、主要な事故および環境リスクに対する対策を具体化、評価するた

め、および様々な処理や操業や変更が主要な事故および環境リスクに対して与え

る影響を確認するために実施されなければならない。 

・感受性と不確実性について必要な分析が行われなければならない。 

・リスク分析は、 

a) 危険と事故の状況を見極め、 

b) 発端となったできごとを見極めてその原因を確認し、 

c) 事故の経緯と潜在的結果について分析、 

d) リスク低減手段を見極めて分析 

   しなければならない。 

・リスク分析は、 

a) 障壁の必要性と機能を見極める際 

b) 施設、システムや装置の設計と操業の基礎として、事故時の負荷には何が用

いられるべきかを含み、障壁機能と障壁要素への詳細な要求性能を見極める

際 

c) 施設の設計と位置決めの際（Facilities Regulations Section 5 (施設の設計)参照） 

d) システムと装置を分類する際（Activities Regulations Section 46(分類)参照） 

e) 主たる安全機能が保護されていることを実証する際 

f) 操業条件と制限事項を規定する際 

g) 定義された危険と事故の状況を選択する際 

   に実施され意思決定の基礎の一部とならなければならない。 

・緊急時への備えについての分析は、 

a) 危険と事故の状況を定義する際 

b) 緊急時の備えとしての要求性能を規定する際 

c) 緊急時の備えの手段を選択し大きさを決定する際 

   に実施され意思決定の基礎の一部とならなければならない。 

 

第 7章 資料および情報（Material and Information） 

・Section 26 同意のための出願の内容（Contents of applications for consent） 

・出願は、環境リスクおよび緊急時への備えについての分析結果の概要と、計画さ

れた重大汚染に対する緊急時への備えが、汚染の結果が健康、安全、労働環境に

対しても影響大である場所においてどのように保護されているかの説明を含まな

ければならない。 

 （その他の出願内容は省略） 
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第 8章 通知および報告（Notification and reporting） 

・Section 29 危険や事故状況についての監督当局への通知および報告（Notification and 

reporting of hazard and accident situations to the supervisory authorities） 

・オペレータは、 

a) 死亡 

b) 重大で急性の怪我 

c) 急性で生命を脅かす疾病 

d) 洋上または陸上施設の保全を脅かす重大な機能障害、安全関連機能または障

壁の機能中断 

e) 重大汚染 

を引き起こした、または少し異なる状況では引き起こしたかもしれない場合には、危

険や事故の情報について、Petroleum Safety Authority Norwayへの電話による速やかな通

知を確実に行わなければならない。 

・Section 30 危険や事故状況のフォローアップに関する情報（Information on follow-up of 

hazard and accident situations） 

・Section 29で述べた状況が通常に復帰するまで、オペレータは改善状況と実行を計

画している対策についての最新状況を常に監督当局に連絡しなければならない。 

・オペレータは、施設および船舶からの重大汚染への対策を講じる場合には、

Activities Regulation Section 79に述べられた実行計画が Norwegian Coastal 

Administrationに対して確実に提出しなければならない。 

 

第 9 章 海洋石油事業に関する報告と情報（Reporting and information relating to offshore 

petroleum activities） 

・Section 34 観測、排出、流出、および汚染リスクについての情報（Information on 

monitoring, emissions, discharges and risk of pollution） 

・オペレータは、以下を Norwegian Environment Agencyに提出しなければならない。 

a) Activities Regulation第 10章で述べられた環境観測結果。 

b) 汚染リスクの変化についての方法。変化の理由と実施中の現状復帰対策を含

む。 

c) 毎年の排出量と流出量についてのNorwegian Environment Agencyの洋上石油事

業からの報告に関するガイドラインに従った報告。報告と裏づけとなるデー

タは、翌年 3月 1日に”EnvironmentWeb” (EW)に載せなければならない。 

d) リスクおよび緊急時への備えについての分析結果。計画された重大汚染に対

する緊急時への備えがどのように保護されているかについての分析結果に基

づく説明を含まなければならない。 
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③活動の規則 

第 11章：外部環境への排出（Emissions and discharges to the external environment） 

・Section 64 環境アセスメント（Environmental assessment） 

・オペレータは、化学物質の本来有する特性、量、放出の時間と位置、その他重要

な要因に基づいて、化学物質の環境被害をもたらすポテンシャルを包括的に評価

しなければならない。アセスメントは、 

・新規の化学物質が使われる前、 

・化学品の契約を行う際、 

・緑分類と黄分類の化学物質については少なくとも 3年ごとに 

・赤分類と黒分類の化学物質について少なくとも毎年 

   に実施されなければならない。 

・環境アセスメントは、文書化されなければならない。 

・オペレータは、赤分類および黒分類の化学物質については、代替する計画を持た

なければならない。計画には、代替する優先順位を化学物質つけて、いつ実行さ

れるか示されなければならない。計画は、毎年 Norwegian Environment Agencyの要

求により報告されなければならない。この要求は、環境に有害な分解物を生じる

黄分類の化学物質についても同様に適用される。 

 

３）ガイドライン 

①フレームワーク規則のガイドライン： 

第 2章 健康、安全、環境のための基本的な要件（Basic requirements for health, safety, and 

the environment） 

・Re Section 11 リスク低減の原則（Risk reduction principles） 

・この条文は、他の法律の配慮義務を補完するために適用される。 

・リスクとは、可能性と結果の組み合わせである。 

・汚染のリスクとは、固体、液体、気体の大気中、水中、地面への放出と、環境に

対し有害または有害になり得る温度衝撃についての可能性と結果の組合せである。 

・Management regulationの Sction 9にしたがって規定した健康、安全、環境に関する

許容基準は、コストのいかんにかかわらず守らなければならず、責任当事者

（responsible party）は健康、安全、環境規制についてのリスク評価を避けること

はできない。 

 

第 7章 海洋石油事業における施設の設計と艤装と活動（Design and outfitting of facilities 

and conducting activities in the offshore petroleum activities） 

・Re Section 47 施設配置、ルート選択（Placement of facilities, choice of routes） 

・計画される井戸の位置と坑井は、近隣または外国の鉱区に対して限界線より近づ



155 
 

いてはならない。 

・当該区域にある施設の所有者の意見は強調されなければならない。 

 

②規則のガイドライン： 

第 2章 リスクマネジメント（Risk management） 

・Re Section 4 リスク低減（Risk reduction） 

・責任当事者は、技術的、操業上または組織的な解決策を選択する際、良好で、本

来的に健康な、安全、環境面の品質を提供するとの原則を適用しなければならな

い。 

・危険と事故の状態とは、未然の事故および発生した事故の両方を含み、同様に怪

我や損害へつながるその他の望ましくない状態を含む。 

 

第 3章 目標、内部要件および基準の作成（Objectives, internal requirements and the  basis 

for making decisions） 

・Re Section 9 主要な事故リスクや環境リスクに対する許容基準（ Acceptance criteria for 

major accident risk and environmental risk） 

・許容基準は上限である。リスク分析またはリスク評価の結果が許容基準の範囲内

であっても、追加のリスク低減手段を検討しなければならない。 

・重大事故とは、複数の人員の怪我や人命損失、環境や主要な資産に対する被害を

即座にまたは結果として伴う、大規模な流出、火事、または爆発を意味する。 

・環境リスクとは重大汚染のリスクを意味する。 

・様々な許容基準については、NORSOK Z-013 規格の Annex A、Bを参照すること。 

・環境リスクについての許容基準は、オペレータが緊急時への備え地域における自

らの活動を全ての側面から検討するように規定されなければならない。環境リス

クについての許容基準はリスクを伴う操業と、当該地域における施設に関連して

いる。オペレータは、共同で緊急時への備え（Pollution Control Actの Section 42 お

よびフレームワーク規則のSection 21参照）を構築するための適切な基盤とできる

ように、オペレータ間で相互に通用する許容基準を決定するとの原則にのっとり

協力すべきである。 

・環境リスクに対する許容基準を設定または改善する際には、オペレータは Storting 

White Papersおよび当該地域に対する衝撃評価を考慮にいれるべきである。 

 

第 5章 分析（Analyses） 

・Section 17 リスク分析と防災アセスメント（Risk analyses and emergency preparedness 

assessments） 

・リスク分析と防災分析に対する要求を満たすには、NORSOK Z-013が用いられる
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べきである。 

・洋上施設の環境リスクと備えについての分析では、以下が保護されているべきで

ある。 

a) オペレータは自己の施設からの重大汚染についてのリスクと備えについての分

析をすべきである。種々の施設からの汚染に対する寄与も含まれなければなら

ない。無人施設は、その属する有人施設と一連のものと見做されなければなら

ない。種々の施設からの環境リスクへの寄与が明確に比較できなければならな

い。 

b) オペレータは、脆弱な資源について優先順位をつけた保護目標を設定するべき

である。分析が行われる前に、種々の代替装備と入手可能性が検討されなけれ

ばならない。分析は、海面、水中、沿岸、海岸を含み、地形上の様々に異なる

脆弱性が保護されていることを確実にしなければならない。 

c) 油、化学品の特性評価、および緊急事態へ対応する物質の実際の影響値が分析

の 基 礎 に 含 ま れ て い る べ き で あ る （Activities Regulations Section 59, 

Characterisation of oil and condensate、Facilities Regulations Section 42, Materials for 

action against acute pollution参照） 

d)～f)略 

・環境リスク分析を実施するための重要な情報は、以下を含む。 

a) リザーバからの漏出ポテンシャルと、洋上または陸上施設からの漏出ポテンシ

ャル 

b) 種々の施設と異なるリスクを伴う操業による流出の可能性 

c) 汚染の物理的、化学的、生体毒性特性 

d) 風、温度、流れに関する気象および海洋のデータ 

e) 汚染の漂流、拡散 

f) 汚染の風化、劣化 

g) 生態系の脆弱性 

h) 脆弱で優先順位のつけられた資源の時間的空間的広がりについての環境データ

ベースおよび環境優先順位付けシステム 

・特に脆弱な環境資源の保護は環境への備えの分析において強調されなければなら

ない。備えの分析では、フィールド／エリアにおける備え、地域における備えに

ついても考慮しなければならない。 

 

③活動の規則のガイドライン 

第 11章：外部環境への排出（Emissions and discharges to the external environment） 

・Re Section 64 環境アセスメント（Environmental assessment） 

・オペレータは、健康および環境に有害なおそれのある化学物質について、有害性
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の少ない他物質で代替することが求められる。Product Control Actの代替要求関係

条項参照。 

・化学物質の評価は、廃棄物／有害な廃棄物の取り扱いと輸送について含むべきで

ある。化学物質の環境における最終状態（fate）の評価も含まれることがある。 

 

５．排出規制値 

１）法律 記載なし 

２）規則：活動の規則 

第 11章：外部環境への排出（Emissions and discharges to the external environment） 

・油混じりの水（Section 60, Discharge of oily water）： 

・油 30mg／リットル（月平均） 

・その他は Pollution Control Act 第 3 章 Permits for any activity that may cause pollution. 

Environmental impact assessmentによる許可を受ける。 

・排気（Section 61, Emissions to air） 

・Pollution Control Act 第 3章による許可を受ける。 

・生物（Ecotoxicological testing of chemicals） 

・生物分解性、生体間蓄積、急性毒性について、試験方法も指定（OECD 

306 ”Biodegradability in Seawater”など） 

・掘削土など（Section 68, Discharge of cuttings, sand, and solid particles ） 

・油類が 10g／kg（乾燥重量）を超える場合は海中に排出してはならない。 

・排出には Pollution Control Act 第 3章による許可を受ける。 

 

３）ガイドライン：活動の規則のガイドライン 

第 11章：外部環境への排出（Emissions and discharges to the external environment） 

・油混じりの水（Section 60, Discharge of oily water）： 

・油 30mg／リットル（月平均） 

・その他は Pollution Control Act 第 3 章 Permits for any activity that may cause pollution. 

Environmental impact assessmentによる許可を受ける。 

・排気（Section 61, Emissions to air） 

・Pollution Control Act 第 3章による許可を受ける。 

・生物（Ecotoxicological testing of chemicals） 

・生物分解性、生体間蓄積、急性毒性について、試験方法も指定（OECD 

306 ”Biodegradability in Seawater”など） 

・掘削土など（Section 68, Discharge of cuttings, sand, and solid particles ） 

・油類が 10g／kg（乾燥重量）を超える場合は海中に排出してはならない。 

・排出には Pollution Control Act 第 3章による許可を受ける。 
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６．許認可関係 

１）法律： 

第 1章 序（Introduction provisions） 

・Section 1-3 認可に関する必要事項（Requirements relating to licence etc.） 

・国（State）以外の誰もこの法律によるライセンス、承認、同意なしに石油事業を

行ってはならない。 

 

第 2章 探鉱の認可（Exploration licence） 

・Section 2-1 探鉱認可の付与（Granting of exploration licence etc.） 

・新規鉱区の開放の後、国（Ministry）は限定された区域での石油を探索するライセ

ンスを企業体に付与する。探鉱ライセンスは、EEA 内在住の個人にも与えられる。 

・ライセンスは、指定のない場合は３年間。 

・国王は、ライセンスの適用される内容、範囲その他の条件、および料金に関する

規則を制定する。 

・Section 2-2 探鉱認可の鉱区（The area covered by the exploration licence） 

・探鉱ライセンスは、対象の鉱区を示さなければならない。国（Ministry）が

Section 3-11により決定しない限り生産ライセンスの対象鉱区では探鉱することは

できない。 

 

第 3章 生産の認可（Production license etc.） 

・Section 3-1 新規鉱区の開放（Opening of new areas） 

・新規鉱区の開放は、地方公共団体、中央の通商産業機関、その他関心を持つであ

ろう機関に提示されるべき内容である。生産ライセンスを付与し新規鉱区を開放

する前に、当該区域について種々の観点から評価（evaluation）が行われなければ

ならない。 

・どの区域が石油事業のために開放されるか、自然、事業の範囲は公報を通じ周知

されなければならない。関心のあるものは、意見を述べるために少なくとも３ヶ

月の期間を与えられる。 

・Section 3-3 生産の認可（Production licence） 

・国王は議会において、規定された状況のもとで、生産ライセンスを付与する。 

・生産ライセンスは、ノルウェー企業で登録された企業体に付与される。生産ライ

センスは、EEA内在住の個人にも与えられる。 

・生産ライセンスは、対象鉱区における独占的探鉱、試掘、石油を生産する権利を

伴う。 

・国王は、生産ライセンスを付与する条件として、複数の Licenseeが合意しなけれ
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ばならない内容を規定することがある。 

・Section 3-4 生産認可申請による合意（Agreements with a view to applying for a production 

licence） 

・生産ライセンス申請にあたっての協力合意は、国（Ministry）に提出されなければ

ならない。 

・Section 3-5 認可の付与と公表（Announcement and granting of a licence） 

・生産ライセンスの付与に先立ち、国（Ministry）は、規則として、生産ライセンス

が適用される鉱区を公表しなければならない。 

・生産ライセンスの付与は、事実と客観的基準、および通知に述べられた条件によ

って行われなければならない。国王は、受領した申請により必ずしも生産ライセ

ンスを付与する義務を負わない。 

・Section 3-7 オペレータ（Operator） 

・生産ライセンスを付与する際、国（Ministry）はオペレータを指名または承認しな

ければならない。 

・オペレータの変更は、国（Ministry）により承認を受ける必要がある。特別な理由

がある場合、国（Ministry）はオペレータを変更することがある。 

 

第 4章 石油の生産等（Production etc. of petroleum） 

・Section 4-2 石油資源の開発計画（Plan for development and operation of petroleum deposits） 

・Licenseeは、石油資源を開発することを決定したら、国（Ministry）に対して承認

のために石油資源の開発と操業の計画を提出しなければならない。 

・Section 4-3 石油の輸送利用施設の設置と操業に対する特別認可（Specific licence to 

install and to operate facilities for transport and utilisation of petroleum） 

・国（Ministry）は、特定の状況において Section 4-2 で承認された開発操業計画に含

まれない施設の設置と操業のライセンスを付与することがある。 

・Section 4-4 生産計画の規定等（Stipulation of production schedule etc.） 

・国（Ministry）は、Section 4-2による承認または Section 4-3によるライセンス付与

に先立ち、生産計画を承認しなければならない。 

・国（Ministry）の承認なしに、通常の操業の安全のために必要な量以上の余剰な石

油を燃やしてはならない。 

 

第 5章 石油の事業の中止（Cessation of petroleum activities） 

・Section 5-1 廃止の計画（Decommissioning plan） 

・Licenseeは、ライセンスが期限切れまたは取り消され、または施設の利用が永久

に廃止される前に、国（Ministry）に対して廃止の計画を提出しなければならない。 

・Section 5-2 使用停止通知（Notification of termination of use） 
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・Licenseeは、ライセンスが期限切れになる前に施設の使用を永久に停止すること

が予想される場合には、停止する時期を国（Ministry）に対して通知しなければな

らない。 

 

２）規則： 

①フレームワーク規則 

第 5章 資料および情報（Material and information） 

・Section 25 特定海洋移動施設のコンプライアンス承認申請（Application for 

Acknowledgement of Compliance for certain offshore mobile facilities） 

・PSA は、船舶登録に登録された以下の移動式施設、掘削施設、居住区画施設、生

産貯蔵積出施設、掘削生産貯蔵積出施設、坑井回収施設について、コンプライア

ンス承認（AoC；Acknowledgement of  Compliance）を発行する。AoC は、オペレ

ータではない、これらの施設を操業する責任当事者からの申請により発行される。 

・Section 26 初期段階におけるドキュメント（Documentation in the early phase） 

・試掘計画の開始が決定された場合には、PSA はいつ計画が始まるか通知されなけ

ればならない。 

・Section 4-2および 4-3における承認または同意に向けた計画を準備することが決定され

た場合には、PSAはいつ計画が始まるか通知されなければならない。 

・これらの計画についての文書は、PSA の必要に応じて発行されなければならない。 

・Section 28 新しい陸上事業を行う許可申請（Application for permission to develop new 

onshore activity） 

・新しい陸上施設を建造したい場合には、PSAに許可を申請しなければならない。 

・Section 29 同意申請（Application for consent） 

・PSA は、規則または行政上の決定を通じて、オペレータが特定の行動を開始する

前に PSAの同意を得なければならないと決定することができる。 

・洋上の石油事業の安全を確保するために、PSA は規則または行政上の決定を通じ

て、オペレータが船舶を使用または移動する前に同意を申請しなければならない

かを検討することができる。 

・Section 31 同意申請（Application for consent） 

・PSA は、規則または行政上の決定を通じて、オペレータが特定の行動を開始する

前に PSAの同意を得なければならないと決定することができる。 
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Appendix 2-2-9. SINTEF 報告書報告書報告書報告書    勧告概要勧告概要勧告概要勧告概要 

 

産業界への提言 

 

1. Update NORSOK D-010 ”Well integrity in drilling and well operations” with respect to the 

cement as a primary barrier, and the use of new technology. 

（坑井の主要バリアであるセメントに関する坑井健全性に関し、NORSOK D-010

の改訂） 

2. Improve the understanding of a comprehensive strategy for barrier control, including the 

application of the principle of two independent and tested well barriers, and the monitoring of 

these. 

（坑井においては独立した 2つのバリアを設けてモニタリングを実施） 

3. By considering drilling operations on an individual basis, evaluate whether the present blowout 

preventers (BOP) design with single blind shear ram (BSR), is acceptable. 

（暴噴防止装置が 1個のブラインド・ラムで十分かどうかの検討） 

4. Consider the need for new requirements and guidelines on design and operation of         the 

diverter system in order to minimise the likelihood of mal-operation. 

（誤操作の可能性を最小限にするため、ダイバーターに関する要求事項やガイド

ラインの検討） 

5. Review safety instructions to ensure water tightening, as well as instructions for testing of 

doors and other passages through deck and bulkheads that are assumed to be watertight 

（ドアや通路の防水に関する安全規則の見直し） 

6. Follow-up on a regular basis the drilling contractors’ progression in managing the maintenance 

backlog. 

（メインテナンス不備を管理するため、ドリリング･コントラクタの向上をフォロ

ーアップ） 

7. Consider developing improved methods for managing different types of blowouts. 

（噴出のタイプにより、防止方法について改善を検討） 

8. Improve organisational and individual awareness and abilities to detect early warnings     on 

lack of control. 

（制御不能に至る初期兆候を検知する組織および人員個々の能力の改善） 

9. Facilitate improved competency and a better working situation for personnel who make safety 

critical decisions in drilling and well operations. 

（掘削および坑井作業において人が安全に作業出来るような施設の改善） 

10. Improve the flow of information and the collaboration between different actors; secure support 

from onshore experts in safety critical decisions and operational tasks. 
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（陸上からの専門家からのサポートに関する部門間の情報の流れの改善） 

11. Develop new methods and tools for risk evaluation, which, in a better manner than today, can 

support operational personnel in everyday decisions. 

（リスク評価のための新たな方法およびツールの開発） 

12. Develop safety management strategies that both ensure compliance to requirements, as well as 

resilient abilities to adapt to changes, to both handle anticipated and unanticipated situations. 

（予知可能および予知不可能な変化に対応できるような安全対策の開発） 

13. Facilitate the systematic exchange of experience and learning from incidents in various 

industries (globally). 

（各産業界の事故経験から体系的学習を促進） 

 

規制機関への提言 

1. For critical operations, consider to require increased redundancy of BOPs, as for example 

double blind shear ram (BSR) or single BSR that works in all conceivable scenarios. 

（重要な作業時における予備の暴噴防止装置の検討、すべての想定作業において

シアラムの数量の検討） 

2. Ensure and follow-up that the companies have implemented performance requirements 

(including reliability requirements) for critical safety functions related to drilling and well 

operations, and verify that these requirements are followed-up during operation. 

（掘削および坑井作業時における重大な安全機能の確保およびフォローアップ） 

3. Revise the Stability Code, to ensure integrity of water tight compartments. 

（防水機能の完全性を確保する安定性コードの改訂） 

4. Maintain continuous focus on maintenance management through audits and dialogue with the 

industry. 

（監査および対話によるメインテナンスの継続的監視） 

5. Provide for necessary competence regarding well control methods, to enable the authorities to 

follow-up the decision processes in the companies on well control accidents of national 

significance. 

（規制機関が重大なウェルコントロール事故に関して意思決定をフォローアップ

することが出来るように、ウェルコントロール方法に関する必要な適性能

力の準備） 
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Appendix 2-2-10 NORSOK スタンダード概要スタンダード概要スタンダード概要スタンダード概要 

 

  NORSOK規格の作成は、ノルウェー規格協会のエキスパートグループにより作成さ

れている。エキスパートグループは、規格協会、Statoil/Shell/Conoco-Phillips等の石油･天然

ガス開発事業者、DNV GL 等で構成されている。 

 

C-001：Living quarters area 

   （居住区） 

C-002：Architectual components and equipment 

   （構造部分および設備）  

C-004：Helicopter deck on offshore installations 

   （海洋におけるヘリコプターデッキ） 

D-001：Drilling facilities 

   （掘削施設） 

D-002：Well intervention equipment  

   （坑井改修設備） 

D-007：Well testing system   

   （坑井テストシステム） 

D-010：Well integrity in drilling and well operations 

   （掘削および坑井作業における健全性）  

E-001：Electrical systems 

   （電気システム） 

G-001：Marine soil investigations 

   （海洋土質調査）   

H-003：Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) and sanitary systems   

   （暖房、通気、空調および衛生システム） 

I-001：Field instrumentation 

   （現場における計器）  

I-002：Safety and automation systems (SAS) 

   （安全および自動システム） 

I-005：System control diagram 

   （システム･コントロール･ダイアグラム） 

I-104：Fiscal measurement systems for hydrocarbon gas 

   （炭化水素ガス計量機器） 

I-105：Fiscal measurement systems for hydrocarbon liquid 

   （炭化水素液体計量機器） 
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L-001：Piping and valves 

   （パイプおよびバルブ）  

L-002：Piping system layout, design and structural analysis 

   （パイプシステムレイアウト、デザインおよび構造解析）  

L-CR-003：Piping details 

     （パイプ細目） 

L-004：Piping fabrication, installation, flushing and testing 

   （パイプ製作、設置、導通およびテスト）  

L-005：Compact flanged connections 

   （フランジ接続）     

M-101：Structural steel fabrication 

   （構造鉄鋼製作）  

M-120：Material data sheets for structural steel 

   （構造鉄鋼のマテリアル･データ･シート）  

M-121：Aluminium structural material 

   （アルミニウム構造部材）  

M-122：Cast structural steel 

   （構造用鋳鋼）  

M-123：Forged structural steel 

   （構造用鍛鋼）  

M-501：Surface preparation and protective coating 

   （表面保護塗料）  

M-503：Cathodic protection 

   （電気防食）  

M-506：CO2 corrosion rate calculation model 

   （CO2腐食レート計算モデル）  

M-601：Welding and inspection of piping 

   （パイプ溶接およびパイプ検査）  

M-622：Fabrication and installation of GRP（Glass-fiber Reinforced Plastics）piping systems 

   （ GRPパイプの製作および設置） 

M-630：Material data sheets and element data sheets for piping 

   （パイプのマテリアル･データ･シートおよび材質データシート）  

M-650：Qualification of manufacturers of special materials 

   （特別部材の製造者保証） 

M-710：Qualification of non-metallic materials and manufacturers 

   （非金属部材の製造者保証） 
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N-001：Integrity of offshore structures 

   （海洋構造物の健全性）  

N-002：Collection of metocean data 

   （海洋気象データの収集）  

N-003：Actions and action effects 

   （構造部位における変位）  

N-004：Design of steel structures 

   （鉄鋼構造のデザイン）  

N-005：Condition monitoring of loadbearing structures 

   （耐荷重性構造のモニタリング）  

N-006：Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures 

   （海洋耐荷重性構造物の健全性アセスメント） 

P-001：Process design 

   （プロセス･デザイン） 

P-100：Process systems 

   （プロセス･システム） 

R-001：Mechanical equipment 

   （機械設備） 

R-002：Lifting equipment 

   （巻上げ設備） 

R-003：Safe use of lifting equipment 

   （巻上げ設備の安全な使用） 

R-004：Piping and equipment insulation 

   （パイプ配管と絶縁設備） 

R-005：Safe use of lifting and transport equipment in onshore petroleum plants 

   （陸上石油関連施設における巻上げおよび搬送設備の安全な使用） 

S-001：Technical safety 

   （保安技術）  

S-002：Working environment 

   （労働環境）  

S-003：Environmental care 

   （環境への配慮）  

S-005：Machinery- working environment analyses and documentation 

   （機械設備における労働環境分析と記録）  

S-006：HSE evaluation of contractors 

   （請負者の HSE評価）  
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S-011：Safety Equipment Data Sheets 

   （安全機器データシート） 

S-012：Health, Safety and Environment (HSE) in construction-related activities 

   （建設時の HSE）   

T-001：Telecom systems 

   （通信システム）  

T-003：Telecommunication and IT systems for drilling units 

   （掘削設備における通信システム）  

T-100：Telecom subsystems 

   （通信補助システム）   

U-001：Subsea Production Systems 

   （海底生産システム）  

U-009：Life extension for subsea systems 

   （海底生産システムの寿命） 

U-100：Manned underwater operation 

   （人間による水中作業）  

U-101：Diving respiratory equipment 

   （水中呼吸装置）  

U-102：Remotely operated vehicle (ROV) services 

   （ROVサービス）  

U-103：Petroleum related manned underwater operations inshore 

   （石油関連における沿岸水中作業）  

Y-002：Life extension for transportation systems 

   （搬送システムの寿命） 

Z-001：Documentation for operation DFO 

   （作業における文書）  

Z-CR-002：Component identification system 

   （構成要素識別システム）  

Z-DP-002：Coding system 

   （分類システム）  

Z-003：Technical Information Flow Requirements 

   （技術情報フローの必要事項）  

Z-004：CAD（Computer aided design）symbol libraries 

   （CADで使用するシンボルマーク）  

Z-005：2D-CAD drawing standard 

   （2D-CADの描画スタンダード） 
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Z-006：Preservation 

   （維持管理） 

Z-007：Mechanical Completion and Commissioning 

   （施工工事完了と試運転） 

Z-008：Risk based maintenance and consequence classification 

   （リスク管理保全と結果分類） 

Z-013：Risk and emergency preparedness assessment 

   （リスクおよび緊急準備資材）   

Z-014：Standard cost coding system (SCCS) 

   （一般的なコスト分類システム） 

Z-015：Temporary equipment 

   （一時的な設備）       

Z-018：Supplier`s documentation of equipment 

   （設備供給者の文書）  
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 出典：NORSOKホームページ http://www.standard.no/Global/PDF/Petroleum/NORSOK%20standards%20plansje%20A2%20-%20desember%202014%20utskrift.pdf 
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【参考：ISO】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：OGPホームページ http://www.iogp.org/Portals/0/Standards/standardsposter.pdf 
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2.3 英国英国英国英国 

Appendix 2-3-1. UK Health and Safety at Work Act    1974 

               （英国労働安全衛生法） 

 

Part I  Health, Safety and Welfare in connection with Work, and Control of Dangerous Substances 

and Certain Emissions into the Atmosphere 

 （危険物および大気放散管理に関する労働安全衛生） 

Preliminary 

 （序） 

1. Preliminary. 

General duties 

 （一般的義務） 

2. General duties of employers to their employees. 

3. General duties of employers and self-employed to persons other than their employees. 

4. General duties of persons concerned with premises to persons other than their employees. 

5. General duty of persons in control of certain premises in relation to harmful emissions into 

atmosphere. 

6. General duties of manufacturers etc. as regards articles and substances for use at work. 

7. General duties of employees at work. 

8. Duty not to interfere with or misuse things provided pursuant to certain provisions. 

9. Duty not to charge employees for things done or provided pursuant to certain specific 

requirements. 

 

The Health and Safety Commission and the Health and Safety Executive 

 （安全衛生委員会および労働安全衛生庁） 

10. Establishment of the Executive. 

11. Functions of the Executive. 

12. Control of the Executive by the Secretary of State. 

13. Powers of the Executive. 

14. Power of the Commission to direct investigations and inquiries. 

 

Health and safety regulations and approved codes of practice 

 （安全衛生規則および認可コード） 

15. Health and safety regulations. 

16. Approval of codes of practice by the Executive. 
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17. Use of approved codes of practice in criminal proceedings. 

 

Enforcement 

 （執行） 

18. Authorities responsible for enforcement of the relevant statutory provisions. 

19. Appointment of inspectors. 

20. Powers of inspectors. 

21. Improvement notices. 

22. Prohibition notices. 

23. Provisions supplementary to ss. 21 and 22. 

24. Appeal against improvement or prohibition notice. 

25. Power to deal with cause of imminent danger. 

25A. Power of customs officer to detain articles and substances. 

26. Power of enforcing authorities to indemnify their inspectors. 

 

Obtaining and disclosure of information 

 （情報収集および公表） 

27. Obtaining of information by the Commission, the Executive, enforcing authorities etc. 

27A.Information communicated by Commissioners for Revenue and Customs. 

28. Restrictions on disclosure of information. 

 

Special provisions relating to agriculture 

 （農業に関する条項） 

29.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30. Agricultural health and safety regulations. 

31, 32.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Provisions as to offences 

 （違反条項） 

33. Offences. 

34. Extension of time for bringing summary proceedings. 

35. Venue. 

36. Offences due to fault of other person. 

37. Offences by bodies corporate. 

38. Restrictions on institution of proceedings in England and Wales. 

39. Prosecutions by inspectors. 
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40. Onus of proving limits of what is practicable etc. 

41. Evidence. 

42. Power of court to order cause of offence to be remedied or, in certain cases, forfeiture. 

 

Financial provisions 

 （金融関連条項） 

43. Financial provisions. 

43A.Railway safety levy 

 

Miscellaneous and supplementary 

 （その他） 

44. Appeals in connection with licensing provisions in the relevant statutory provisions. 

45. Default powers. 

46. Service of notices. 

47. Civil liability. 

48. Application to Crown. 

49. Adaptation of enactments to metric units or appropriate metric units. 

50. Regulations under the relevant statutory provisions. 

51. Exclusion of application to domestic employment. 

51A. Application of Part to police. 

52. Meaning of work and at work. 

53. General interpretation of Part I. 

54. Application of Part I to Isles of Scilly. 

 

Part II  The Employment Medical Advisory Service 

       （産業医サービス） 

55. Functions of, and responsibility for maintaining, employment medical advisory service. 

56. Functions of authority responsible for maintaining the service. 

57. Fees. 

58. Other financial provisions. 

59. Duty of responsible authority to keep accounts and to report. 

60. Supplementary. 

61, 62.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63. Miscellaneous provisions as to the approval of plans. 

64—69.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70. Power to make building regulations for Inner London. 
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71—74.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75. Amendment of Building (Scotland) Act 1959. 

76.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77. Amendment of Radiological Protection Act 1970. 

78. Amendment of Fire Precautions Act 1971. 

79.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80. General power to repeal or modify Acts and instruments. 

81. Expenses and receipts. 

82. General provisions as to interpretation and regulations. 

83. Minor and consequential amendments, and repeals. 

84. Extent, and application of Act. 

85. Short title and commencement. 
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Appendix 2-3-2 Offshore Installations (Safety Case) Regulations 

2005 (SCR05) 

（海洋設備（セーフティーケース）規則） 

 

1. Citation and commencement 

    （引用および開始） 

2. Interpretation 

    （解釈） 

3. Communication and storage of information by electronic means 

    （コミュニケーションおよび電子媒体による情報の保管） 

4. Application 

    （適用） 

5. Duties of licensee 

    （鉱業権者の義務） 

6. Design and relocation notifications for production installation 

    （生産設備の設計および移転通知） 

7. Safety case for production installation 

    （生産設備のセーフティケース） 

8. Safety case for non-production installation 

    （生産以外の設備のセーフティケース） 

9. Design notification and safety case for non-production installation to be converted 

    （変換しようとする生産以外の設備の設計通知およびセーフティケース） 

10. Notification of combined operations 

    （共同作業時の通知） 

11. Safety case for dismantling fixed installation 

    （固定設備を分解する際のセーフティケース） 

12. Management of health and safety and control of major accident hazards 

    （労働安全衛生管理および重大事故ハザードの抑制） 

13. Review of safety case 

    （セーフティケースの見直し） 

14. Revision of safety case 

    （セーフティケースの改訂） 

15. Power of Executive in relation to safety cases and related documents 

    （セーフティケースおよび関係文書の労働安全衛生庁の権限） 

16. Duty to conform with safety case 

    （セーフティケースに伴う義務） 
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17. Notification of well operations 

    （坑井作業時の通知） 

18. Keeping of documents 

    （文書の保存） 

19. Verification schemes 

    （検証計画） 

20. Review and revision of verification schemes 

    （検証計画の見直しおよび改訂） 

21. Continuing effect of verification schemes 

    （検証計画の継続的効果） 

22. Defence 

    （防御） 

23. Exemptions 

    （免除） 

24. Appeals 

    （抗告） 

25. Amendments 

    （修正） 

26. Revocation 

    （廃止、取り消し） 

27. Transitional provisions 

    （暫定措置） 
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Appendix 2-3-3 Offshore Installations and Pipeline Works 

(Management and             Administration) Regulations 1995 (MAR)  

       （海洋設備およびパイプライン工事（管理および運営）規則） 

 

1. Citation and commencement 

    （引用および開始） 

2. Interpretation 

    （解釈） 

3. Meaning of “offshore installation” 

    （海洋設備の定義） 

4. Application 

    （適用） 

5. Notification concerning offshore installations 

    （海洋設備に関する通知） 

6. Managers 

    （管理者） 

7. Restraint and putting ashore 

    （抑制および接岸） 

8. Co-operation 

    （共同作業） 

9. Records 

    （記録） 

10. Permits to work 

    （作業許可） 

11. Instructions 

    （作業指示） 

12. Communication 

    （コミュニケーション） 

13. Helicopters 

    （ヘリコプター） 

14. Operational information 

    （作業情報） 

15. Information to persons 

    （作業人員への情報） 

16. Health surveillance 

    （健康調査） 
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17. Drinking water 

    （飲料水） 

18. Provisions 

    （保存） 

19. Identification of the offshore installation 

    （海洋設備の鑑定） 

20. Certificates of exemption 

    （免除の証明） 

21. Application of the Employers' Liability (Compulsory Insurance) Act 1969 

    （雇用者責任の適用） 

22. Repeals and modifications of the 1971 Act 

    （1971法の廃止および変更） 

23. Revocation and modification of instruments 

    （機器の廃止および変更） 
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Appendix 2-3-4 Offshore Installations and Wells (Design and 

Construction, etc) Regulations 1996 (DCR) 

 （海洋設備および坑井（設計および建設）規則） 

 

PART I ：INTERPRETATION AND GENERAL 

       （解釈および一般事項） 

1. Citation and commencement 

  （引用および開始） 

2. Interpretation 

  （解釈） 

3. Application 

  （適用） 

 

PART II： INTEGRITY OF INSTALLATIONS 

       （設備の適合性） 

4. General duty 

 （一般的義務） 

5. Design of an installation 

    （設備の設計） 

6. Work to an installation 

    （設備における労働） 

7. Operation of an installation 

    （設備おける作業） 

8. Maintenance of integrity 

    （健全性のメインテナンス） 

9. Reporting of danger to an installation 

    （設備の危険性に関する報告） 

10. Decommissioning and dismantlement 

    （廃止および解体） 

 

PART III：FURTHER REQUIREMENTS RELATING TO INSTALLATIONS 

       （設備に関する追加要求事項） 

11. Helicopter landing area 

    （ヘリコプター発着場所） 

12. Additional requirements 

    （追加要求事項） 
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PART IV：WELLS 

       （坑井） 

13. General duty 

   （一般的義務） 

14. Assessment of conditions below ground 

    （地下状況のアセスメント） 

15. Design with a view to suspension and abandonment 

    （中止および廃止の設計） 

16. Materials 

    （材料） 

17. Well control 

    （ウェルコントロール） 

18. Arrangements for examination 

    （試験の準備） 

19. Provision of drilling etc. information 

    （掘削他の情報準備） 

20. Co-operation 

    （共同作業） 

21. Information, instruction, training and supervision 

    （情報、指示、訓練、並びに監督） 

 

PART V： MISCELLANEOUS 

       （その他） 

22. Defence 

    （防御） 

23. Certificates of exemption 

    （免除証明） 

24. Transitional provision 

    （暫定措置） 

25. Repeal of section 3 of the Mineral Workings (Offshore Installations) Act 1971 

    （Mineral Work(海洋設備)法の secion-3の廃止） 

26. Modification of the Offshore Installations (Safety Case) Regulations 1992 

    （海洋設備（セーフティーケース）規則の改定） 

27. Revocation 

    （廃止、取り消し） 
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Appendix 2-3-5 Offshore Installations (Prevention of Fire and 

Explosion, and Emergency Response) Regulations 1995 (PFEER) 

  （海洋設備（火災および爆発防止、緊急対応）規則） 

 

1. Citation and commencement 

    （引用および開始） 

2. Interpretation 

    （解釈） 

3. Application 

    （適用） 

4. General duty 

    （一般的義務） 

5. Assessment 

    （査定） 

6. Preparation for emergencies 

    （緊急事態の準備） 

7. Equipment for helicopter emergencies 

    （緊急ヘリコプター機器） 

8. Emergency response plan 

    （緊急対応計画） 

9. Prevention of fire and explosion 

    （火災および爆発の防止） 

10. Detection of incidents 

    （事故の検知） 

11. Communication 

    （コミュニケーション） 

12. Control of emergencies 

    （緊急時の管理） 

13. Mitigation of fire and explosion 

    （火災および爆発の軽減、緩和） 

14. Muster areas etc. 

    （召集場所） 

15. Arrangements for evacuation 

    （退避準備） 

16. Means of escape 

    （退避方法） 
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17. Arrangements for recovery and rescue 

    （回収および救助の準備） 

18. Suitability of personal protective equipment for use in an emergency 

    （緊急時に使用する保護具の適合性） 

19. Suitability and condition of plant 

    （プラントの適合性およびコンディション） 

20. Life–saving appliances 

    （救命器具） 

21. Information regarding plant 

    （プラントに関する情報） 

22. Certificates of exemption 

    （免除の証明） 

23. Amendment of the Offshore Installations (Safety Representatives and Safety Committees) 

Regulations 1989 

    （海洋設備（安全管理者および安全委員会）規則の改訂） 

24. Amendment of the Offshore Installations (Safety Case) Regulations 1992 

    （海洋設備（セーフティケース）規則の改訂） 

25. Revocation 

    （廃止および取り消し） 
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Appendix 2-3-6 Management of Health and Safety at Work 

Regulations 1999 

     （労働安全衛生規則） 

 

1. Citation, commencement and interpretation 

    （引用、開始、並びに解釈） 

2. Disapplication of these Regulations 

    （本規則の不適用） 

3. Risk assessment 

    （リスクアセスメント） 

4. Principles of prevention to be applied 

    （適用すべき防御方針） 

5. Health and safety arrangements 

    （労働安全衛生管理） 

6. Health surveillance 

    （健康調査） 

7. Health and safety assistance 

    （労働安全衛生助成） 

8. Procedures for serious and imminent danger and for danger areas 

    （重大かつ切迫した危険および危険区域のための手続き） 

9. Contacts with external services 

    （外部サービスとの連絡） 

10. Information for employees 

    （雇用者のための情報） 

11. Co-operation and co-ordination 

    （共同作業） 

12. Persons working in host employers' or self-employed persons' undertakings 

    （事業者の下で働く人員） 

13. Capabilities and training 

    （能力および訓練） 

14. Employees’ duties 

    （従業員の義務） 

15. Temporary workers 

    （不定期労働者） 

16. Risk assessment in respect of new or expectant mothers 

    （新人もしくは妊婦のためのリスクアセスメント） 
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17. Certificate from registered medical practitioner in respect of new or expectant mothers 

    （新人もしくは妊婦のための医師からの証明） 

18. Notification by new or expectant mothers 

    （新人もしくは妊婦による通知） 

19. Protection of young persons 

    （若年層の保護） 

20. Exemption certificates 

    （免除証明） 

21. Provisions as to liability 

    （責任条項） 

22. Exclusion of civil liability 

    （損害賠償責任の除外） 

23. Extension outside Great Britain 

    （英国外における適用） 

24. Amendment of the Health and Safety (First-Aid) Regulations 1981 

    （労働安全衛生（応急措置）規則の改定） 

25. Amendment of the Offshore Installations and Pipeline Works (First-Aid) Regulations 1989 

    （海洋設備およびパイプライン（応急措置）規則の改定） 

26. Amendment of the Mines Miscellaneous Health and Safety Provisions Regulations 1995 

    （鉱山関連労働安全衛生規則の改定） 

27. Amendment of the Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 1996 

    （建設関連（労働安全衛生）規則の改定） 

28. Regulations to have effect as health and safety regulations 

    （労働安全衛生規則を効果的にする規則） 

29. Revocations and consequential amendments 

    （廃止および重大な改定） 

30. Transitional provision 

    （暫定措置） 



Appendix 2-3-7 UK HSE 組織図組織図組織図組織図14 

 

  

                                                        
14 http://www.hse.gov.uk/aboutus/hseboard/organisationchart.pdf 
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Appendix 2-3-8 DECC 組織図組織図組織図組織図15 

                                                        
15 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/369944/decc-organogram-external.pdf 



Appendix 2-3-9. UK Petroleum Act 1998 

（石油法 1998） 

 

 

Part I Petroleum 

1 Meaning of “Petroleum”. 

2 Rights to petroleum vested in Her Majesty. 

3 Licenses to search and bore for and get petroleum. 

4 Licenses: further provisions. 

5 Existing licenses. 

6 Repayments for development. 

7 Ancillary rights. 

8 Power to inspect plans of mines. 

9 Supplementary. 

 

Part II Offshore Activities 

10 Application of criminal law etc. 

11 Application of civil law. 

12 Prosecutions. 

13 Interpretation of Part II 

 

Part III 

Submarine Pipelines 

14 Construction and use of pipelines. 

15 Authorisations. 

16 Compulsory modifications of pipelines. 

17 Acquisition of rights to use pipelines. 

17A Application of section 17B to certain downstream gas pipelines. 

17B. Additional provisions relating to certain downstream gas pipelines. 

17C. Application of section 17D to certain offshore gas storage facilities. 

17D. Provisions relating to certain offshore gas storage facilities. 

17E. Section 17D: supplemental. 

17F. Acquisition of rights to use controlled petroleum pipelines. 

17G. Section 17F: supplemental. 

17H. Enforcement of certain duties in sections 17B, 17D and 17E. 

18. Termination of authorisations. 
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19. Vesting of pipelines on termination or subsequent issue of authorisations. 

20. Inspectors etc. 

21. Enforcement. 

22. Criminal proceedings. 

23. Civil liability for breach of statutory duty. 

24. Application of Part III. 

25. Orders and regulations. 

26. Meaning of “pipeline”. 

27. Meaning of “owner”. 

28. Interpretation of Part III. 

 

Part IV Abandonment of offshore installations 

29. Preparation of programmes. 

30. Persons who may be required to submit programmes. 

31. Section 29 notices: supplementary provisions. 

32. Approval of programmes. 

33. Failure to submit programmes. 

34. Revision of programmes. 

35. Withdrawal of approval. 

36. Duty to carry out programmes. 

37. Default in carrying out programmes. 

38. Financial resources. 

39. Regulations. 

40. Offences: penalties. 

41. Offences: general. 

42. Validity of Secretary of State’s acts. 

43. Notices. 

44. Meaning of “offshore installation”. 

45. Interpretation of Part IV. 

 

Part V Miscellaneous and General 

46. Northern Ireland and Isle of Man shares of petroleum revenue. 

47. Loans for development. 

48. Interpretation. 

49. Transitional provisions and savings. 

50. Consequential amendments. 
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51. Repeals and revocations. 

52. Commencement. 

53. Short title and extent. 

 

SCHEDULES 

SCHEDULE 1 

 Model clauses incorporated in licences when granted 

 

SCHEDULE 2 

 Authorisations under section 14 

 

SCHEDULE 3 

 Transitional provisions and savings 

 

SCHEDULE 4 

 Consequential amendments 

 

SCHEDULE 5 

Repeals and revocations 

 

Table of Derivations 
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Appendix 2-3-10. Petroleum Act 1998 の概要（抜粋）の概要（抜粋）の概要（抜粋）の概要（抜粋） 

 

Part I 石油（Petroleum） 

1 Meaning of “Petroleum”. 

・石油とは、自然な状態で地層中にある鉱物油または炭化水素と天然ガスを含み、石

炭またはれき青質けつ岩（bituminous shales）または油を破壊的蒸留により抽出でき

る層状の資源は含まない。 

2 Rights to petroleum vested in Her Majesty. 

・国王が石油を探し掘る独占的権利を持つ。 

3 Licenses to search and bore for and get petroleum. 

・国務大臣（The Secretary of State）が国王の代わりに石油を探し掘る権利を適切な者

に付与する。 

・ライセンスは、料金その他の条件について財務省の同意と、国務大臣が適切と考え

るその他の条件のもとに付与されなければならない。 

4 Licenses: further provisions. 

・国務大臣は、ライセンス申請の方法、申請者、申請に含まれるべき内容、料金、ラ

イセンスが付与される区画の面積と形状、組み込まなければならないmodel clausesを

規定する規則を制定しなければならない。 

・ライセンスの種類ごとに規則が作られる。 

・国務大臣は、ライセンス付与後すみやかに官報で Licenseeの名前とライセンスが付

与された区画の状況を公表しなければならない。 

8 Power to inspect plans of mines. 

・国務大臣によって指名された職員は Health and Safety at Work etc. Actの検査に関する

規定と同様の検査権限を持つ。 

 

Part IV 廃坑（Abandonment of offshore installations） 

29. Preparation of programmes. 

・国務大臣は、文書による通知により、海洋施設または海底パイプラインの廃坑に関

して予定する方法について示す計画（廃坑計画）の提出を要求できる。 

・廃坑計画には、予定する方法の予想される費用を含まなければならない。また、予

定する方法に必要な期間を明示するか、または必要な期間の検討方法に関して記載

しなければならない。仮に、施設またはパイプラインを残置または完全に撤去しな

い場合には、必要な継続的保全について含まなければならない。 
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30. Persons who may be required to submit programmes. 

・廃坑計画の要求通知は、施設またはその主たる構造の管理者、共同操業の合意者、

探鉱の権利を持つ者などに対して通知される。 

39. Regulations. 

・国務大臣は海洋施設および海底パイプラインの廃棄に関して規則を作成する。 

・規則では、 

・施設およびパイプラインの分解、撤去、廃棄の基準についての記述 

・施設またはパイプラインが完全に撤去されない場合の海中に残される全てのも

のについての基準と安全要求事項についての記述 

・汚染の防止についての条項の作成 

・検査に係る費用の支払いを含む検査についての条項の作成 

・支払われるべき費用の額の検討についての条項の作成 

を行う。 

・規則では違反者に対して罰則が規定されなければならないが、罰金または禁固は法

定の上限を超えてはならず、禁固は２年を超えてはならない。 

・規則の作成にあたり、国務大臣は規則の影響をうける英国内の組織と相談しなけれ

ばならない。また、国務大臣は、財務省の同意なしにいかなる課徴金についての規

則も作成してはならない。 

40. Offences: penalties. 

・違反者は、法定の上限を超えない罰金、または２年以下の禁固、またはその両方を

課される。 

44. Meaning of “Offshore installation” 

・海洋施設とは「鉱物資源の開発または開発目的の探査に関連した活動等（中略）を

実施するために洋上に製作または保守されている施設で、いかなる目的でも陸地と

の往来を可能とする恒久的な構造物で接続されていないものすべて」と定義されて

いる。 
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Appendix 2-3-11. The Petroleum Licensing (Production) (Seaward 

Areas) Regulations 2008 

 （石油ライセンス（生産）（海洋）規則 2008） 

 

 

Introductory Text. 

1. Citation, commencement and interpretation. 

2. Model clauses. 

Signature. 

 

SCHEDULE 

MODEL CLAUSES FOR SEAWARD AREA PRODUCTION LICENCES 

1. Interpretation, etc.. 

2. Grant of Licence. 

3. Term of Licence. 

4. Initial Term. 

5. Surrender during Initial Term (“Frontier” licences). 

6. Option to continue licence into a Second Term. 

7. Extension of the Initial or Second Term. 

8. Option to continue the Licence into a Third Term. 

9. Power further to extend term of Licence. 

10. Right of Licensee to determine Licence or surrender part of Licensed Area. 

11. Areas surrendered. 

12. Payment of consideration for Licence. 

13. Provision of contact details to Minister. 

14. Measurement of Petroleum obtained from the Licensed Area. 

15. Keeping of accounts. 

16. Working obligations. 

17. Development and production programmes. 

18. Provisions supplementary to clause 17. 

19. Commencement and abandonment and plugging of Wells. 

20. Distance of Wells from boundaries of Licensed Area. 

21. Control of Development Wells. 

22. Provision of storage tanks, pipes, pipelines or other receptacles. 

23. Avoidance of harmful methods of working. 

24. Appointment of operators. 
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25. Fishing and navigation. 

26. Training. 

27. Unit development. 

28. Directions as to Oil Fields across boundaries. 

29. Licensee to keep records. 

30. Returns. 

31. Licensee to keep samples. 

32. Reports to be treated as confidential. 

33. Inspection of records etc.. 

34. Rights of access. 

35. Power to execute works. 

36. Right of distress. 

37. Diligence. 

38. Indemnity against third party claims. 

39. Advertisements, prospectuses etc.. 

40. Restrictions on assignment, etc.. 

41. Power of revocation. 

42. Power of partial revocation. 

43. Arbitration. 

44. Ministry of Defence. 

45. Relationship with fishing industry... 

 

Explanatory Note 
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Appendix 2-3-12. The Petroleum Licensing (Production) (Seaward 

Areas) Regulations 2008 の概要（抜粋）の概要（抜粋）の概要（抜粋）の概要（抜粋） 

 
MODEL CLAUSES FOR SEAWARD AREA PRODUCTION LICENCES 

8. Option to continue the Licence into a Third Term. 

・Licenseeは、第二期間の終了する少なくとも３ヶ月前までに、担当大臣に対し書面

によりライセンス区画の一部“生産部分（Producing Part）”についてライセンスを継

続する意思を伝えなければならない。 

17. Development and production programmes. 

・Licenseeは、担当大臣の書面による同意または担当大臣に承認された計画にのっと

ってでなければ、生産関連作業を行ってはならない 

・Licenseeは、 

・生産に関して計画する作業 

・作業の行われる位置と目的、開始時間と終了時間 

・暦年と、担当大臣が指定する暦年よりも長短の期間毎における、ガスおよびそ

の他の状態での石油の量の最大値および最小値 

を記載した計画を作成し担当大臣に対し提出しなければならない。 

19. Commencement and abandonment and plugging of Wells. 

・Licenseeは、担当大臣の書面による同意なしに坑井を掘削してはならない 

・Licenseeは、担当大臣の書面による同意なしに坑井を廃坑してはならない。 

・坑井の廃坑は、担当大臣により承認された仕様にのっとり、効果的かつ実務的にな

されなければならない 

・担当大臣は、いつでも坑井の廃坑の要求を Licenseeに通知することができる。ただ

し、ライセンス失効または Licenseeの権利の確定の１ヶ月前で、Licenseeが通知後１

ヶ月間石油を採取していない場合。 

45. Relationship with fishing industry 

・Licenseeは、地震探鉱および補給船の航路について地元漁業者と合意するため水産

関係担当を指名しなければならない。Licenseeは、合意の後、漁業への影響を最小化

するルートの使用について担当大臣と合意しなければならない。 

・Licenseeは、事業からのごみを除去する努力をしなければならない。Licenseeは漁業

組織と清掃方法について相談し、担当大臣に結果を報告しなければならない。 
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2.4 オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア 

Appendix 2-4-1 Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 

2006（（（（OPGGS 法）法）法）法） 

                                                    （海洋石油および温室効果ガス貯留法）（海洋石油および温室効果ガス貯留法）（海洋石油および温室効果ガス貯留法）（海洋石油および温室効果ガス貯留法） 

 

Chapter 1—Introduction 

                                （イントロダクション）（イントロダクション）（イントロダクション）（イントロダクション） 

Part 1.1—Legislative formalities and background 

         （法的手続きおよび背景） 

Part 1.2—Interpretation 

         （解釈） 

Part 1.3—Joint Authorities 

         （共同当局） 

Part 1.4—Application of State and Territory laws in offshore areas 

         （海洋における州および準州の法の適用） 

Chapter 2—Regulation of activities relating to petroleum 

               （石油に関する事業の規則）（石油に関する事業の規則）（石油に関する事業の規則）（石油に関する事業の規則） 

Part 2.1—Introduction 

         （イントロダクション） 

Part 2.2—Petroleum exploration permits 113 

         （石油探鉱認可） 

Part 2.3—Petroleum retention leases 163 

         （石油に関する保留リース権） 

Part 2.4—Petroleum production licences 193 

         （石油生産ライセンス） 

Part 2.5—Infrastructure licences 245 

         （インフラストラクチャ ライセンス） 

Part 2.6—Pipeline licences 263 

         （パイプライン ライセンス） 

Part 2.7—Petroleum special prospecting authorities 294 

         （石油試掘権） 

Part 2.8—Petroleum access authorities 299 

         （石油アクセス権） 

Part 2.9—Petroleum scientific investigation consents 311 

         （石油学術調査） 

Part 2.10—Standard procedures 313 
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         （一般的方法） 

Part 2.11—Variation, suspension and exemption 329 

           （変更、中断および免除） 

Part 2.12—Surrender of titles 336 

             （権利の移譲） 

Part 2.13—Cancellation of titles 342 

         （権利の解約） 

Part 2.14—Other provisions 349 

         （その他） 

Chapter 3—Regulation of activities relating to injection and storage of greenhouse gas 

Substances    （温室効果ガス物質の圧入および貯留作業に関する規則）（温室効果ガス物質の圧入および貯留作業に関する規則）（温室効果ガス物質の圧入および貯留作業に関する規則）（温室効果ガス物質の圧入および貯留作業に関する規則） 

Part 3.1—Introduction 

       （イントロダクション） 

Part 3.2—Greenhouse gas assessment permits 

         （温室効果ガスアセスメントパーミット） 

Part 3.3—Greenhouse gas holding leases 

       （温室効果ガス保持リース） 

Part 3.4—Greenhouse gas injection licences 

       （温室効果ガス圧入ライセンス） 

Part 3.5—Greenhouse gas search authorities 

       （温室効果ガス探査権） 

Part 3.6—Greenhouse gas special authorities 

       （温室効果ガス保有権） 

Part 3.7—Greenhouse gas research consents 

       （温室効果ガスリサーチ権） 

Part 3.8—Standard procedures 

       （一般的方法） 

Part 3.9—Variation, suspension and exemption 

       （変更、中断並びに除外） 

Part 3.10—Surrender of titles 

       （権利の移譲） 

Part 3.11—Cancellation of titles 

       （権利の解約） 

Part 3.12—Other provisions 

       （その他） 

Chapter 4—Registration of transfers of, and dealings in, petroleum titles 
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                                    （石油権の移管および取引）（石油権の移管および取引）（石油権の移管および取引）（石油権の移管および取引） 

Part 4.1—Introduction 

       （イントロダクション） 

Part 4.2—Register of titles and petroleum special prospecting authorities 

       （石油試掘権の手続き） 

Part 4.3—Transfer of titles 

       （権利の移管） 

Part 4.4—Devolution of title 

       （権利の権限委譲） 

Part 4.5—Change in name of company 

       （会社名の変更） 

Part 4.6—Dealings relating to existing titles 

       （現所有権の取引） 

Part 4.7—Dealings in future interests 

       （将来の取引） 

Part 4.8—Correction and rectification of Register 

       （手続きの修正および改正） 

Part 4.9—Information-gathering powers 

       （情報収集） 

Part 4.10—Other provisions 

       （その他） 

Chapter 5—Registration of transfers of, and dealings in, greenhouse gas titles 

                                    （温室効果ガス権の移管および取引）（温室効果ガス権の移管および取引）（温室効果ガス権の移管および取引）（温室効果ガス権の移管および取引） 

Part 5.1—Introduction 

       （イントロダクション） 

Part 5.2—Register of titles and greenhouse gas search authorities 

       （温室効果ガス権の手続き） 

Part 5.3—Transfer of titles 

       （権利の移管） 

Part 5.4—Devolution of title 

       （権利の権限委譲） 

Part 5.5—Change in name of company 

       （会社名の変更） 

Part 5.6—Dealings relating to existing titles 

       （現所有権の取引） 

Part 5.7—Dealings in future interests 
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       （将来の取引） 

Part 5.8—Correction and rectification of Register 

       （手続きの修正および改正） 

Part 5.9—Information-gathering powers 

       （情報収集） 

Part 5.10—Other provisions 

       （その他） 

Chapter 6—Administration 

                                    （（（（管理管理管理管理）））） 

Part 6.1—Operations 

       （作業） 

Part 6.1A—Polluter pays 

        （汚染者負担） 

Part 6.2—Directions relating to petroleum 

       （石油に関する管理） 

Part 6.3—Directions relating to greenhouse gas 

       （温室効果ガスに関する管理） 

Part 6.4—Restoration of the environment 

       （環境の修復） 

Part 6.5—Offences and enforcement 

       （違反と執行）  

Part 6.6—Safety zones and the area to be avoided 

       （安全地帯） 

Part 6.7—Collection of fees and royalties 

       （手数料およびロイヤリティの徴収） 

Part 6.8—Occupational health and safety 

       （労働安全衛生） 

Part 6.9—National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority  

       （NOPSEMA） 

Part 6.10—National Offshore Petroleum Titles Administrator 

       （NOPTA） 

Part 6.11—Using and sharing offshore information and things 

       （海洋情報の共有） 
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Chapter 7—Information relating to petroleum 

                                    （石油関連情報）（石油関連情報）（石油関連情報）（石油関連情報） 

Part 7.1—Data management and gathering of information 

       （情報の管理） 

Part 7.2—Release of regulatory information  

       （規制機関情報の公表） 

Part 7.3—Release of technical information 

       （技術情報の公表） 

Chapter 8—Information relating to greenhouse gas 

                                    （温室効果ガスに関する情報）（温室効果ガスに関する情報）（温室効果ガスに関する情報）（温室効果ガスに関する情報） 

Part 8.1—Data management and gathering of information 

       （情報の管理） 

Part 8.2—Release of regulatory information 

       （規制機関情報の公表） 

Part 8.3—Release of technical information 

       （技術情報の公表） 

Chapter 9—Miscellaneous 

                                    （その他）（その他）（その他）（その他） 

Part 9.1—Review of decisions 

       （決定の報告） 

Part 9.2—Expert advisory committees 

       （専門家委員会） 

Part 9.3—Information relevant to the making of designated agreements 

       （特定の同意書を作成する場合の情報） 

Part 9.4—Liability for acts and omissions 

       （行動および怠慢の責任） 

Part 9.5—Jurisdiction of courts 

       （司法権） 

Part 9.6A—Multiple titleholders 

       （共同権者） 

Part 9.7—Publication in Gazette 

       （官報の発行） 

Part 9.8—Delegation by responsible Commonwealth Minister 

       （連邦大臣による任命） 

Part 9.9—Public interest 

       （公益） 
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Part 9.10—Compensation for acquisition of property 

        （資産獲得の代償） 

Part 9.10A—Inquiries into significant offshore incidents 

         （海洋における重大な事故の照会） 

Part 9.10B—Personal property securities 

         （人員の的確な安全確保） 

Part 9.11—Regulations 

        （規則） 

Part 9.12—Transitional provisions 

        （暫定措置） 
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Appendix 2-4-2 Offshore Petroleum and Greenhouse Gas (Safety) 

Regulations 2009 (OPGGS)   （海洋石油および温室効果ガス貯留（セーフティ）規則）（海洋石油および温室効果ガス貯留（セーフティ）規則）（海洋石油および温室効果ガス貯留（セーフティ）規則）（海洋石油および温室効果ガス貯留（セーフティ）規則） 

                     

Chapter 1     Preliminary 

                                    （序）（序）（序）（序） 

Chapter 2     Offshore facilities 

                                    （海洋設備）（海洋設備）（海洋設備）（海洋設備） 

Part 1 Operators 

     （オペレータ） 

Part 2 Safety cases 

     （セーフティケース） 

Part 3 Validation 

     （批准） 

Part 4 Notifying and reporting accidents and dangerous occurrences 

     （事故および危険行為の通知と報告） 

Part 5 Penalty provisions 

     （罰則条項） 

Part 6 Miscellaneous 

     （その他） 

Chapter 3 Occupational health and safety 

                            （労働安全衛生）（労働安全衛生）（労働安全衛生）（労働安全衛生）         

Part 1 Health and safety 

     （労働安全衛生） 

Part 2 Election of health and safety representatives 

     （労働安全衛生代表者の選出） 

Part 3 Advice, investigations and inquiries 

     （勧告、調査、並びに照会） 

Part 4 Exemptions from the requirements in Part 3 of Schedule 3 to the Act 

     （法律 Schedule 3の Part 3からの免除） 

Part 5 State and Northern Territory laws that do not apply 

     （不適用の州および北部準州） 

Part 6 Miscellaneous 

     （その他） 
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Chapter 4    Diving 

                                （潜水）（潜水）（潜水）（潜水） 

Part 1 Preliminary 

     （序） 

Part 2 Diving safety management systems 

     （潜水安全管理システム） 

Part 3 Diving project plans 

     （潜水計画） 

Part 4 Involvement of divers and members of the workforce 

     （潜水夫と全従業員との関係） 

Part 5 Safety responsibilities 

     （安全責任） 

Part 6 Diving supervisors 

     （潜水時の管理者） 

Part 7 Start-up notices 

     （作業開始前の連絡） 

Part 8 Diving operations 

     （潜水作業） 

Part 9 Records 

     （記録） 

Chapter 5 Transitional 

                            （暫定措置）（暫定措置）（暫定措置）（暫定措置） 

Part 1 Preliminary 

     （序） 

Part 2 Operators 

     （オペレータ） 

Part 3 Safety cases 

     （セーフティケース） 

Part 4 Pipelines 

     （パイプライン） 

Part 5 Diving safety management systems and diving project plans 

     （潜水安全管理システムおよび潜水計画） 

Part 6 Administrative actions taken before 1 January 2010 

     （2010年 1月以前の行政措置） 

Part 7 Exemptions from requirements in Part 

     （本章の免除）  
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Appendix 2-4-3 Offshore Petroleum and Greenhouse     Gas Storage 

(Resource Management    and Administration) Regulations    2011 

                                    （海洋石油および温室効果ガス貯留（資源管理および運営）規則（海洋石油および温室効果ガス貯留（資源管理および運営）規則（海洋石油および温室効果ガス貯留（資源管理および運営）規則（海洋石油および温室効果ガス貯留（資源管理および運営）規則 

Part 1 Preliminary 

     （序） 

Part 2 Notification and reporting of discovery 

     （発見の通知と報告） 

Part 3 Title assessment reports 

     （権利の報告） 

Part 4 Field development plans and approvals of petroleum recovery Division 1 Preliminary 

     （開発計画および石油発見の予備認可） 

Part 5 Well operations management plans and approval of well activities Division 1 Preliminary 

     （坑井作業計画および坑井作業予備認可） 

Part 6 Authorisation of petroleum titleholders to conduct greenhouse gas exploration 

     （温室効果ガスに付随する石油権） 

Part 7 Data management — petroleum titleholders Division 1 Requirements for keeping 

information 

     （石油権利所持者のデータ管理） 

Part 8 Release of technical information about petroleum Division 1 Preliminary 

     （石油に関する技術情報の公表） 

Part 9 Data management — greenhouse gas titleholders Division 1 Requirements to keep 

information 

     （温室効果ガス権に関するデータ管理） 

Part 10 Release of technical information about greenhouse gas Division 1 Preliminary 

      （温室効果ガスに関する技術情報の公表） 

Part 11 Fees 

      （手数料） 

Part 12 Miscellaneous 

      （その他） 
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Appendix 2-4-4 Offshore Petroleum and Greenhouse Gas     Storage 

(Environment) Regulations 2009 

                        （海洋石油および温室効果ガス貯留（環境）規則（海洋石油および温室効果ガス貯留（環境）規則（海洋石油および温室効果ガス貯留（環境）規則（海洋石油および温室効果ガス貯留（環境）規則 

Part 1 Preliminary 

     （序） 

Part 2 Environment plans 

     （環境に関する計画） 

Part 3 Incidents, reports and records  

     （事故、報告、並びに記録） 

Part 4 Miscellaneous 

     （その他） 

Part 5 Transitional arrangements 

     （暫定措置） 
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Appendix 2-4-5 Environment Protection and Biodiversity 

Conservation Act 1999 

                                                    （（（（EPBC法，環境保護および生物多様性保護法）法，環境保護および生物多様性保護法）法，環境保護および生物多様性保護法）法，環境保護および生物多様性保護法） 

 

Chapter 1—Preliminary                                                                                          

Part 1—Preliminary      

Chapter 2—Protecting the environment                    

Part 2—Simplified outline of this Chapter                            

Part 3—Requirements for environmental approvals           

Division 1—Requirements relating to matters of national environmental significance   

Subdivision A—World Heritage                                    

Subdivision AA—National Heritage                            

Subdivision B—Wetlands of international importance        

Subdivision C—Listed threatened species and communities                       

Subdivision D—Listed migratory species                             

Subdivision E—Protection of the environment from nuclear actions         

Subdivision F—Marine environment                                                             

Subdivision FA—Great Barrier Reef Marine Park              

Subdivision FB—Protection of water resources from coal seam gas development and 

large coal mining development               

Subdivision G—Additional matters of national environmental significance  

Subdivision H—Actions that are taken to be covered by this Division        

Subdivision HA—Limitation on liability for actions of third parties         

Subdivision I—Evidentiary certificates                       

Division 2—Protection of the environment from proposals involving the Commonwealth  

Subdivision A—Protection of environment from actions involving Commonwealth land  

Subdivision AA—Protection of Commonwealth Heritage places outside the Australian 

jurisdiction     

Subdivision B—Protection of the environment from Commonwealth actions       

Subdivision C—Actions that are taken to be covered by this Division        

Subdivision D—Limitation on liability for actions of third parties             

Part 4—Cases in which environmental approvals are not needed         

Division 1—Actions covered by bilateral agreements                              

Division 2—Actions covered by Ministerial declarations and accredited management 

arrangements or accredited authorisation processes                                            

Division 3—Actions covered by Ministerial declarations and bioregional plans  
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Division 3A—Actions covered by conservation agreements                  

Division 4—Forestry operations in certain regions            

Division 5—Actions in the Great Barrier Reef Marine Park              

Division 6—Actions with prior authorisation            

Chapter 3—Bilateral agreements        

Part 5—Bilateral agreements                                                                                      

Division 1—Object of Part             

Division 2—Making bilateral agreements          

Division 3—Suspending and ending the effect of bilateral agreements   

Chapter 4—Environmental assessments and approvals   

Part 6—Simplified outline of this Chapter                              

Part 7—Deciding whether approval of actions is needed                

Division 1—Referral of proposals to take action              

Division 1A—Decision that action is clearly unacceptable                   

Division 2—Ministerial decision whether action needs approval      

Division 3—Reconsideration of decisions                       

Part 8—Assessing impacts of controlled actions       

Division 1—Simplified outline of this Part     

Division 2—Application of this Part                             

Division 3—Decision on assessment approach           

Division 3A—Assessment on referral information        

Division 4—Assessment on preliminary documentation                         

Division 5—Public environment reports                

Division 6—Environmental impact statements       

Division 7—Inquiries                                                                                                 

Part 9—Approval of actions                              

Division 1—Decisions on approval and conditions               

Division 2—Requirement to comply with conditions              

Division 3—Variation of conditions and suspension and revocation of approvals   

Division 4—Transfer of approvals                          

Division 5—Extension of period of effect of approval          

Part 10—Strategic assessments                                  

Division 1—Strategic assessments generally               

Division 2—Assessment of Commonwealth managed fisheries          

Part 11—Miscellaneous rules about assessments and approvals           

Division 1—Rules about timing                                 
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Division 1A—Variation of proposals to take actions                  

Division 1B—Change of person proposing to take action                     

Division 2—Actions in area offshore from a State or the Northern Territory  

Division 3—Exemptions                                        

Division 3A—Approval process decisions not affected by listing events that happen after 

section 75 decision made                                       

Division 4—Application of Chapter to actions that are not controlled actions  

Division 5—Publication of information relating to assessments         

Division 6—Withdrawal of referrals                                            

Division 7—Miscellaneous     

Chapter 5—Conservation of biodiversity and heritage     

Part 11A—Interpretation                                               

Part 12—Identifying and monitoring biodiversity and making bioregional plans   

Division 1—Identifying and monitoring biodiversity       

Division 2—Bioregional plans                           

Part 13—Species and communities                        

Division 1—Listed threatened species and ecological communities  

Division 2—Migratory species                                          

Division 3—Whales and other cetaceans      

Division 4—Listed marine species      
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2.5 ブラジルブラジルブラジルブラジル 

Appendix 2-5-1    石油法石油法石油法石油法 (Law 9478) 目次目次目次目次 

 

石油法によってブラジル国内の石油・ガス産業に関する規則が定められる。石油法（Law 

9478）第 5 章 5項第 43条、44条において、採掘権に関する探鉱計画・採掘権譲受人の義

務・責任が定義されており、後述する Resolution 43に関連する項目であると考えられる。

以下に石油法条文の第 5章 5項第 43条、44条の和訳を示す。 

 

石油法(Law 9478) 第 5章 5項 採掘権契約について 

 

石油法 第 43条－採掘権契約は本公開買付け議定書条件と落札価格を忠実に反映し、およ

び以下の基礎条項を含むものとする： 

 

1.  採掘権を承認された鉱区の定義 

2.  探鉱期間および延長条件 

3.  施工工程・推定投資額 

4.  シェアに関する採掘権譲受人（以下、譲受人とする）の義務 

5.  契約履行（各フェーズで合意された投資を含む）に関する譲受人による保証内容の明示 

6.  設備撤去・据付および資産回収を含む、鉱区放棄に関するルール仕様 

7.  探鉱・開発・生産および契約監査のフォローアップ・検査要領 

8.  譲受人からＡＮＰへ活動に関するレポート・データ・情報の提出義務 

9.  第 29条に準ずる契約譲渡に関する手続き 

10. 調停・国際仲裁を含む、契約・履行に関する争議規約ルール 

11. 契約解約・終結条件 

12. 採掘権譲受人による損害が生じた際に適用される制裁 

 

第 51条の sole paragraphに従いＡＮＰ判断の元、占有区画の価格上昇・所定割合の鉱区の

放棄を保証すべく、探鉱フェーズ拡張の契約条件（第 43条 項目 2参照）を記載すること。 

 

石油法 第 44条－契約人は採掘権譲受人の履行義務の明記 

 

1. 貯水池・その他の天然資源の保全、人・機器の安全、および環境保護のため、各オペレ

ーションで必要な処置を取ること。 

2. 石油・天然ガス・その他の炭化水素または鉱物を発見した場合、ＡＮＰへ速やかに連絡

すること。 

3. ＡＮＰへ提出した計画に準じ、発掘の評価、収益報告、鉱区開発権益の公表すること。 
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4. 予定表・推定投資を含む、商業鉱区の開発計画をＡＮＰへ提出すること。 

5. 請負事業者に対し民事責任を負うと共に、受託探鉱•開発•生産活動から生じる如何なる

損害を補償すること。また、法令主導により起こりうる請求に対して、責任を負うべき変

更点については、採掘権譲受人の責務としてＡＮＰまたは連合体へ弁償すること。 

6. 石油産業のベストプラクティスを採用し、ルールに準拠すること。また同様に適切な回

収技術・適用可能な技術的／科学的な手法に準拠し、生産合理化と埋蔵量の採取高制御を

努めること。 

 

 

  



210 
 

Appendix 2-5-2    石油法第石油法第石油法第石油法第 43 条、条、条、条、44 条の内容条の内容条の内容条の内容 

石油法 第 43 条－採掘権契約は本公開買付け議定書条件と落札価格を忠実に反映し、およ

び以下の基礎条項を有するものとする： 

 

1.  採掘権を承認されたブロックの定義。 

2.  探鉱期間および延長条件。 

3.  施工工程・推定投資量。 

4.  セクション６に準ずるシェアに関する採掘権譲受人（以下、譲受人とする）の義務。 

5.  契約履行（各フェーズで合意された投資を含む）に関する譲受人による保証内容の明

示。 

6.  設備撤去・据付および資産回収を含む、鉱区放棄に関するルール仕様。 

7.  探鉱・開発・生産および契約監査のフォローアップ・検査要領。 

8.  譲受人からＡＮＰへ活動に関するレポート・データ・情報の提出義務。 

9.  第 29条に準ずる契約譲渡に関する手続き。 

10. 調停・国際仲裁を含む、契約・履行に関する争議規約ルール。 

11. 契約解約・終結条件。 

12. 採掘権譲受人による障害が発生した場合、契約義務の遵守により適用される制裁。 

第 51 条の sole paragraph に従いＡＮＰ判断の元、占有区画の価格上昇・所定割合のブロ

ックの放棄を保証すべく、探鉱フェーズ拡張の契約条件（第 43 条 項目 2 参照）を記載す

ること。 

 

石油法 第 44条－契約人は採掘権譲受人の履行義務を記載すること。 

 

1. 貯水池・その他の天然資源の保全、人・機器の安全、および環境保護のため、各オペレ

ーションで必要な処置を取ること。 

 

2. 石油・天然ガス・その他の炭化水素または鉱物を発見した場合、ＡＮＰへ速やかに連絡

すること。 

 

3. ＡＮＰへ提出したプログラムに準じ、発掘の評価、収益報告、鉱区開発権益の公表する

こと。 

 

4. 予定表・推定投資を含む、商業鉱区の開発計画をＡＮＰへ提出すること。 

 

5. 請負事業者に対し民事責任を負うと共に、受託探鉱•開発•生産活動から生じる如何なる

損害を補償すること。また、法令主導により起こりうる請求に対して、責任を負うべき変
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更点については、採掘権譲受人の責務としてＡＮＰまたは連合体へ弁償すること。 

 

6. 石油産業のベストプラクティスを採用し、ルールに準拠すること。また同様に適切な回

収技術・適用可能な技術的／科学的な手法に準拠し、生産合理化と埋蔵量の採取高制御を

努めること。 

 

Appendix 2-5-3    ANP Resolution No. 43 目次目次目次目次 

 

TECHNICAL REGULATION OF OPERATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM FOR 

MARITIME DRILLING INSTALLATIONS AND OIL AND NATURAL  GAS PRODUCTION 

 

INDEX 

CHAPTER 1 

GENERAL CONSIDERATIONS 

 

1- GOALS 

 

2- DEFINITIONS 

2.1-Corrective action 

2.2-Preventive action 

2.3-Appropriate use 

2.4-Installation deactivation 

2.5-Critical elements of operational safety 

2.6-Labor force 

2.7-Installation manager 

2.8-Incident 

2.9-Installation 

2.10-Matrix of correlations 

2.11-Non-conformity 

2.12-Installation operator 

2.13-Emergency plan 

2.14-Operational safety 

2.15-Harmful or dangerous substance 

2.16-Visitor 

 

3-SCOPE 
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3.1-Installations 

3.2-Activities 

3.3-Installation life cycle 

3.4-Exclusions 

 

4-MANAGEMENT PRACTICES 

4.1- Management practices related to Leadership, Personnel and Management presented in Chapter 

2 

4.2-Management practices related to Installations and Technology presented 

in chapter 

4.3-Management practices related to operational procedures presented in chapter 

 

5-OPERATIONAL SAFETY DOCUMENTATION 

5.1-Operationa safety documentation presentation 

5.2-Update and review 

5.3-Matrix of correlation (MC) 

5.4-Maritime unit description (MUD) 

5.5-Concessionaire information report (CIR) 

 

CHAPTER 2 

LEADERSHIP, PERSONNEL AND MANAGEMENT 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 1: SAFETY CULTURE, COMMITMENT AND 

MANAGEMENT RESPONSIBILITY 

1.1-Goal 

1.2-Values and safety policy 

1.3-Organizational structure and management responsibility 

1.4-Communication system 

1.5-Resource availability and planning 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 2: INVOLVEMENT OF PERSONNEL 

2.1-Goal 

2.2-Personnel participation 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 3: QUALIFICATION, TRAINNING AND 

PERSONNEL PERFORMANCE 
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3.1-Goal 

3.2-Organizational structure 

3.3-Training 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 4: WORK ENVIRONMENT AND HUMAN 

FACTORS 

4.1-Goal 

4.2-Work environment and human factors 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 5: SELECTION, CONTROL AND THIRD PARTY 

MANAGEMENT 

5.1- Goal 

5.2- Third Party Selection and evaluation 

5.3- Installation operator responsibilities 

5.4- Third Party training 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 6: MONITORING AND CONTINUOUS 

IMPROVEMENT OF PERFORMANCE 

6.1-Goal 

6.2-Indicators and goals of safety performance 

6.3-Monitoring 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 7: AUDITS 

7.1-Goal 

7.2-Audit planning 

7.3-Audit execution 

7.4-Audit evaluation 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 8: INFORMATION AND DOCUMENTATION 

MANAGEMENT 

8.1-Goal 

8.2-Responsabilities in information management 

8.3-Access to information 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 9: INVESTIGATION OF INCIDENTS 

9.1-Goal 
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9.2-Procedures and organization of investigation 

9.3-Investigation execution 

9.4-Corrective actions 

9.5-Preventive actions 

 

CHAPTER 3 

INSTALLATIONS AND TECHNOLOGY 

 

MANAGEMET PRACTICE NUMBER 10: PROJECT, CONSTRUCTION, INSTALLATION 

AND DEACTIVATION 

10.1-Goal 

10.2-Management and organization 

10.3-Safety on project, construction, installation and deactivation phases 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 11: CRITICAL ELEMENTS OF OPERATIONAL 

SAFETY 

11.1-Goal 

11.2- Identify critical elements of operational safety 

11.3-Manage and control critical elements of operational safety 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 12: IDENTIFICATION AND RISK ANALYSIS 

12.1-Goal 

12.2-Types of risk analysis 

12.3-Methodology for risk analysis identification 

12.4-Risk analysis execution 

12.5-Elaboration of identification and risk analysis report 

12.6-Results 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 13: MECHANICAL INTEGRITY 

13.1-Goal 

13.2-Planing of inspection, test maintenance and material supply 

13.3- Activities Control 

13.4-Monitoring and evaluation of results 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 14: PLANING AND MANAGEMENT OF BIG 

EMERGENCIES 
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14.1-Goal 

14.2-Planing of emergency situations 

14.3-Response to big emergencies 

14.4-Management of response resources 

14.5-Communication system 

14.6-Drills 

14.7-Review of emergency plan 

 

CHAPTER 4 

OPERATIONAL PRACTICES 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 15: OPERATIONAL PROCEDURES 

15.1-Goal 

15.2-Elaboration and control of operational procedures 

15.3-Procedures for starting and deactivation 

15.4-Simultaneous operations 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 16: MANAGEMENT OF CHANGES 

16.1-Goal 

16.2-Types of changes 

16.3- Procedures of control 

 

MANAGEMENT PRACTICE NUMBER 17: WORK SAFETY PRACTICES AND 

PROCEDURES OF CONTROL FOR SPECIAL ACTIVITIES 

17.1- Goal 

17.2- Permit to work 

17.3-Monitoring 

 

 

  



216 
 

Appendix 2-5-4     ANP Resolution 27/2011 の定義する鉱区契約の詳細過程の定義する鉱区契約の詳細過程の定義する鉱区契約の詳細過程の定義する鉱区契約の詳細過程 
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Appendix 2-5-5    監査監査監査監査 

 

監査は“Black gold audit”と呼ばれる各省庁の検査員が同時にプラットフォームを訪問し

連携して監査を行うが、この Black gold auditを行う背景は、各省庁の管轄の重複が明確に

定義されていないためと考えられている。16 

労働省の法規制はプリスクリプティブ規制で、ブラジルの基準機関 Brazilian Association 

of Technical Standards (ABNT)の基準を参照している。一方、主となる ANPの法規制はパフ

ォーマンスベースであり、プラットフォーム上で実践的な規制を行うことで知られる。具

体的には下記のようなプロセスを踏む。 

• 監査 7日前までに ANPがオペレータに監査の通知を行う 

• 監査 3日前までの間に ANPとオペレータ担当者で監査内容の打ち合わせを行う 

• 監査 3 日前までに ANP がオペレータに監査内容の打ち合わせを踏まえた監査計画

を送付する 

• 監査を行う 

• 監査後、ANPからオペレータに NC（規則不適合）報告書を送付 

• NCの重大度に応じ定められた猶予期間内に NC解決を求められる 

• 定められた猶予期間内に NCが解決されていない場合、罰金が科せられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Shell, Petrobras, Statoil 各社リオ事務所ヒアリングより 
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2.6 モザンビークモザンビークモザンビークモザンビーク 

Appendix 2-6-1    石油法石油法石油法石油法 (Law No.3/2001) 目次目次目次目次 

（Certified English translation of the Petroleum Law No. 3 /2001, of 21 February） 
 
CHAPTER I 概要(GENERAL PROVISIONS) 

Article 1定義(DEFINITIONS) 
Article 2適用(SCOPE OF APPLICATION) 
Article 3目的(PURPOSE) 
Article 4国家の役割(ROLE OF THE STATE) 
Article 5事業への要求事項(REQUIREMENTS FOR THE EXERCISE OF ACTIVITY) 

 
CHAPTER II 石油資源の所有権と管理(OWNERSHIP AND CONTROL OF PETROLEUM RESOURCES) 

Article 6石油資源の所有権(OWNERSHIP OF PETROLEUM RESOURCES) 
Article 7石油事業の管理(ADMINISTRATION OF PETROLEUM OPERATIONS) 
Article 8国家の関与(PARTICIPATION OF THE STATE) 

 
CHAPTER III 石油事業(PETROLEUM OPERATIONS) 

Article 9対象(SUBJECTS) 
Article 10権限(AUTHORITIES) 
Article 11契約の種類(TYPES OF CONTRACTS) 
Article 12事前調査契約(RECONNAISSANCE CONTRACTS) 
Article 13探鉱および生産契約(EXPLORATION AND PRODUCTION CONTRACT) 
Article 14石油パイプラインまたはガスパイプライン契約(OIL PIPELINE OR GAS PIPELINE 

CONTRACT) 
Article 15共同開発(UNITISATION) 
Article 16天然ガスのフレアリング(FLARING OF NATURAL GAS) 
Article 17権利者の義務(OBLIGATIONS OF A HOLDER OF A RECONNAISSANCE, EXPLORATION 

AND PRODUCTION OR OIL PIPELINE OR GAS PIPELINE RIGHT) 
Article 18第三者アクセス(THIRD PARTY ACCESS TO OIL PIPELINES OR GAS PIPELINES) 
Article 19データ所有権(OWNERSHIP OF DATA) 

 
CHAPTER IV 土地と環境(LAND AND THE ENVIRONMENT) 

Article 20土地利用と通行権(USE AND BENEFIT OF LAND AND RIGHTS OF WAY) 
Article 21海洋法適用区域へのアクセス(ACCESS TO ZONES SUBJECT TO MARITIME JURISDICTION) 
Article 22検査(INSPECTION) 
Article 23環境保護および安全(ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETY) 

 
CHAPTER V 財政規定(FISCAL REGIME) 

Article 24一般原則(GENERAL PRINCIPLES) 
Article 25ロイヤリティ(ROYALTY)  

 
CHAPTER VI 移行措置と結びの条項(TRANSITORY AND FINAL PROVISIONS) 

Article 26既存契約(EXISTING CONTRACTS) 
Article 27紛争解決(RESOLUTION OF DISPUTES) 
Article 28石油操業規則(REGULATIONS FOR PETROLEUM OPERATIONS) 
Article 29規制権限(AUTHORITY TO REGULATE) 
Article 30廃止(REVOCATION) 
Article 31発効(ENTRY IN FORCE) 
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Appendix 2-6-2    石油石油石油石油操業規則操業規則操業規則操業規則 目次目次目次目次 

Decree No. 24/2004, of 20 August（Non certified English Translation） 
 
PETROLEUM OPERATIONS REGULATIONS 
 
CHAPTER I 一般規定（General Provisions） 

Article 1 定義（Definitions） 
Article 2 対象範囲（Scope and Objectives） 

 
CHAPTER II 鉱区権利契約（Concession Contract） 
SECTION I 権利付与（Award of Rights） 

Article 3 一般条件（General Conditions） 
Article 4 公開入札（Public Tender） 
Article 5 秘密保持（Confidentiality） 

 
SECTION II 適用（Applications） 

Article 6 調査権（Award of Survey Right） 
Article 7 調査権契約（Terms of Survey Concession Contract） 
Article 8 探鉱および生産権（Award of Exploration and Production Right） 
Article 9 探鉱および生産権契約（Terms of Exploration and Production Concession Contract） 
Article 10 石油またはガスパイプライン建設および操業権（Award of Oil or Gas Pipeline 

Construction and Operation Rights） 
Article 11 石油またはガスパイプライン権契約（Terms of Oil or Gas Pipeline Concession 

Contract） 
 
SECTION III 期間（Duration） 

Article 12 期間（Duration） 
Article 13 期間延長（Extension） 
Article 14 契約終了条件（Causes of Termination of Concession Contracts） 
Article 15 契約鉱区の返上（Total Relinquishment of the Contract Area） 
Article 16 契約破棄（Rescission） 
Article 17 廃坑（Abandonment） 
Article 18 復帰（Reversion） 

 
SECTION V 契約鉱区（Concession Areas） 

Article 19 鉱区の構成と拡張（Areas Configuration and Extent） 
Article 20 同意（Concurrence of Rights） 
Article 21 パイプラインへの第三者アクセス（Third Party Access to Pipeline Systems） 

 
SECTION VI オペレータ（Operator） 

Article 22 オペレータについての必要事項（Operator Requirements） 
Article 23 オペレータ義務（Operator Duties） 
Article 24 権限（Powers） 

 
CHAPTER III 計画および評価（Plans and Evaluations） 

Article 25 計画の種類（Types of Plans） 
Article 26 探鉱計画（Exploration Activities Plan） 
Article 27 石油資源の評価（Evaluation of a Petroleum Deposit） 
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Article 28 経済性宣言（Declaration of Commerciality） 
Article 29 共同開発（Unitisation） 
Article 30 開発計画（Development Plan） 
Article 31 石油またはガスパイプライン開発計画（Oil or Gas Pipeline Development Plan） 
Article 32 廃坑計画（Decommissioning Plan） 
Article 33 報告、協議、計画（Reports, Meetings and Plans） 

 
CHAPTER IV 石油操業管理（Management of Petroleum Operatons） 

Article 34 一般義務（General Duties） 
Article 35 マネージメントシステム（Management System） 
Article 36 従業員の資格認証とトレーニング（Qualifications and Training of Personnel） 
Article 37 文書化と試料（Documentation and Samples） 
Article 38 調達（Procurement） 
Article 39 保険（Insurance） 

 
CHAPTER V 設計および建設についての必要事項（Design and Construction Requirements） 
SECTION I 生産施設（Production Facilities） 

Article 40 設計および建設（Design and Construction） 
Article 41 施設設計（Design of Facilities） 
Article 42 リスク分析（Risk Analysis） 
Article 43 設計の監督（Design Supervision） 
Article 44 データ登録（Registration of Data） 
Article 45 基礎構造（Foundation Structures） 
Article 46 防食措置（Corrosion and Erosion Protection） 
Article 47 電気系統（Electrical Systems and Instruments） 
Article 48 通信（Telecommunications） 
Article 49 荷揚装置（Lifting Equipment） 
Article 50 労働環境（Work Environment） 
Article 51 建設中の安全措置（Safety Measures during Construction） 

 
SECTION II パイプラインシステム（Pipeline Systems） 

Article 52 パイプラインシステムの設計（Design of Pipeline Systems） 
Article 53 石油またはガスパイプラインシステムの安全（Safety of Oil or Gas Pipeline 

Systems） 
Article 54 パイプラインシステムのルート選定（Selection of the route for Pipeline Systems） 
Article 55 石油またはガスパイプラインシステムの導入と操業（Installation and Operation 

of Oil or Gas Pipeline Systems） 
Article 56 掘削と坑井施設（Drilling and Well Facilities） 
Article 57 海洋施設と船舶（Offshore Facilities and Vessels） 

 
SECTION III プロセッシングおよび付属施設（Processing and Auxiliary Facilities） 

Article 58 プロセッシングおよび付属施設条件（Processing and Auxiliary Facilities 
Requirements） 

Article 59 プロセッシングおよび付属施設の安全（Safety of Processing and Auxiliary 
Facilities） 

Article 60 プロセッシング施設の設計（Design of Processing Facilities） 
Article 61 付属施設の設計（Design of Auxiliary Facilities） 
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SECTION IV 施設のシステム（Systems within Facilities） 
Article 62 安全システム（Safety Systems） 
Article 63 火災およびガス検知システム（Fire and Gas Detection Systems） 
Article 64 緊急停止システム（Emergency Shutdown Systems） 
Article 65 プロセッシング安全システム（Processing Safety Systems） 
Article 66 プロセッシング制御システム（Processing Control Systems） 
Article 67 ガス排出システム（Gas Exhaust Systems） 
Article 68 火災および避難警報（Fire and Evacuation Alarm） 
Article 69 緊急時動力源（Emergency Power System） 
Article 70 緊急時照明（Emergency Lighting） 

 
CHAPTER VI 操業についての必要事項（Operational Requirements） 
SECTION I 安全および環境（Safety and Environment） 

Article 71 一般的必要事項（General Requirements） 
Article 72 労働環境（Work Environment） 
Article 73 安全（Safety） 
Article 74 探鉱（Exploration） 

 
SECTION II 掘削およびその他の坑井操業（Drilling and Other Well Operations） 

Article 75 一般的必要事項（General Requirements） 
Article 76 文書化、報告、試料（Documentation, Reports and Samples） 
Article 77 操業についての必要事項（Operation Requirements） 
Article 78 生産（Production） 
Article 79 試験、検査、報告（Testing, Inspection and Reporting） 
Article 80 事故および損害の登録、フォローアップと報告（Registration, Follow-up and 

Reporting of Incidents and Damage） 
Article 81 計画変更、修正、損害の修理（Changes, Modifications and Repair of Damage） 
Article 82 有害物質（Hazardous Material） 
Article 83 石油の測定（Petroleum Measuring） 
Article 84 生産石油の情報（Information on Petroleum Produced） 
Article 85 天然ガスのフレアリング（Flaring of Natural Gas） 

 
CHAPTER VII 非常事態についての必要事項（Emergency and Contingency Requirements） 

Article 86 一般（General） 
Article 87 非常事態計画（Contingency Plans） 
Article 88 緊急事態装置（Emergency Equipment） 

 
CHAPTER VIII 結びおよび経過措置条項（Final and Transitory Provisions） 

Article 89 健康、労働環境、安全（Health, Work Environment and Safety） 
Article 90 環境（Environment） 
Article 91 権利の譲渡（Assignment of rights） 
Article 92 規制、指示、行政命令（Regulations, Instructions, Administrative Directives） 
Article 93 検査（Inspections） 
Article 94 保証（Guarantee） 
Article 95 手数料（Fees） 
Article 96 罰金（Fines） 
Article 97 検査費用（Expenses for Inspection） 
Article 98 モザンビーク人技術者のトレーニング（Training of National Technicians） 
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Article 99 安全地帯（Safety Zone） 
Article 100 事故調査（Accident Investigation） 
Article 101 技術的規格の適用（Applicable Technical Standards） 
Article 102 規則（Regulation） 

 
ANNEX "A"  定義（Definitions） 
ANNEX B 手数料表（Identification of the Procedure） 
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3．設備．設備．設備．設備 Specification 
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3 設備設備設備設備 Specification 

3.1 BOP （（（（Blow-Out Preventer ）））） 暴暴暴暴噴防止装置噴防止装置噴防止装置噴防止装置 

BOP は、坑内から地層流体が浸入する事態が発生したとき、坑内を遮蔽する暴噴防止装

置である。坑内を通るパイプ周りを完全に遮断する必要があるため、パイプ仕様・寸法、

またパイプ切断機能の有無などの条件より、異なった形式の BOP が必要となる。Cameron

は BOP 製造における代表的企業である。BOP の代表的な種類であるラム BOP およびアニ

ュラーBOPの仕様を以下に示す。 

 【ラム型 BOPの特徴】 

ラム（図中：Ram Block/ Ram Packer / Top Seal）をパイプ外側から締め付け、坑井を

密閉する機構を有する暴噴防止装置である。 
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＜アニュラー型 BOP＞ 

BOPの一種であり，一般的には BOP上段に設置する。強化ゴム製のリング状パッキング

ユニットをパイプ外側から挟み込み、坑井を密閉する機構を有する暴噴防止装置である。

坑井内にパイプがない場合も坑井を密閉することができる。 

【アニュラーBOP（T-84）の特徴】 

 ・13-5/8”から 7-1/16”のサイズ、3,000～5,000psiに対応可能 

 ・パッキングは合成化合物（Synthetic compounds） 
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【アニュラーBOP（T-90）の特徴】 

 ・13-5/8"～7-1/16"のサイズ、3,000～10,000psiに対応 

 ・パッキングはスタンダード形状の合成化合物（Synthetic compaounds） 

 ・API 16A（BOP品質方針）に基づき製造 

 ・13-5/8”×5,000psiタイプは 3,000psiタイプと接続可能 
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3.2 ROV（（（（Remotely Operated Vehicl ）遠隔操作無人探査機）遠隔操作無人探査機）遠隔操作無人探査機）遠隔操作無人探査機 

母船から電力と指令をケーブルで送り、水中での作業を実施する遠隔操作探査機である。

探査機は、海底の映像や情報をリアルタイムで船上に伝送する。またマジックハンドを備

える探査機もあり、海底で機器設置や物品回収などの作業が行える。 

Oceaneering社は ROVにおける代表企業であり、Macondo事故時の対応でも ROVを派遣

するなどの実績を有する。以下に、作業を行う機能を有するワーククラス ROV を含む、

Oceaneering社 ROVの仕様を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【eMagnum Plus  特徴】 

・環境配慮型（Environmentally friendly） 

        ・オール電化（Major step towards ‘all electric’） 

     ・既設機器との両立性（Compatible with existing equipment）       
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【Omni Maxx 特徴】 

・パワフルな独立型（Powerful stand-alone system） 

  ・超高解像テレビジョン（Stunning High Resolution High-Definition Ttelevision） 

    ・水深仕様：3,000m 
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【Sea Maxx – Satellite ROV System 特徴】 

 ・WROV（Work class ROV）と同様の LARS（Launch and Recovery System） 

 ・高解像イメージ（HDTV：High-Definition Ttelevision） 

 ・水深仕様：3,000m 
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3.3 キャッピングキャッピングキャッピングキャッピングシステムシステムシステムシステム 

暴噴時に海底の暴噴防止装置が作動不良に陥った際の備えとして、坑井を封じ込めるキ

ャッピングスタックを始め、流出による環境影響を最小化するための分散材注入設備、坑

内流体を海上の船舶へ送るバイパスコネクション等を有するシステムである。 

 

Trendsetter社は Cappingの開発/設計における代表的企業であり、MWCC、OSRL、HWCG

や Shell社へのキャッピングスタック供給実績を有している。また、暴噴が起こる事前にキ

ャッピング設備を設置する PCD（Pre-positioned Capping Device）等の先進的な製品も提供

している。以下にキャッピングスタックの仕様・実績、PCDの概要を示す。 
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 【革新的なキャッピングスタックの製造と納入】 

  TRENDSETTER は、MWCC（Marine Well Containment Company）や HWCG（Helix 

Well Ciontainment Group）等へ、BSEE の要求事項に合致したキャッピングスタック

を約 6週間で納入した実績がある。 



236 
 

 

【TRENDSETTER社製造キャッピングスタックの提供先】 

（左上から時計回り） 

MWCC（Marine Well Containment Company）、Helix Well Containment Group、 Shell、 

OSRL（Oil Spill Responsed Limited）、OSRL、MWCC  
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【TRENDSETTER社のサービス（ウェルコントロール･パッケージ）の内容】 

キャッピングスタック、サブシー･蓄圧モジュール、ダイバーター内装のライザー、

フローベース、デッキ･スキッド、ツールボックス、音響通信機器 
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【キャッピングスタックの事前組込方式（Pre-positioned Capping Device：PCD）】 

アラスカ等の氷海地域等のジャッキアップリグで使用され、キャッピングスタックは、

海底面に設置するタイプがある。 
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【Shell社向け極地仕様キャッピングスタック】 

 2012 年、TRENDSETTER 社は Shell 向けに、緊急時蓄圧設備を備えた極地寒冷仕様

（Arctic Capping Stack）を製造した実績がある。事前の作動テストでは、BSEEの厳し

い要求を満足する結果であった。 
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【OSRL（Oil Spill Response Limete）向けキャッピングスタック】 

 米国 Houstonの製造工場から、世界 4地点（北欧、南米、アフリカ、アジア）に 

配備されている。 
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【文献要旨（危害･鉱害防止）：No. 1】 

発行元 JDC（日本海洋掘削） 発行年月

日 
2013.June.27 

タイト

ル 
Macondo事故が与えた API 改正のインパクト 
石油技術協会 H25春季講演会講演 

サブシー 
BOP 

ROV 
CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

○      

１．まえがき 
2010年 4 月 20 日に米国メキシコ湾で発生した掘削リグの暴噴沈没事故により、大規模な

油流出が起こり、深刻な海洋汚染が米国沿岸部に広がった。API（American Petroleum 
Institute）は再発防止に向けて API規格･規則の見直しを実施した。 
 
２．API 
(1)組織 

American Petroleum Institute（アメリカ石油協会）の略称で、1919年に設立されたワシント

ンに本部を置く団体であり、アメリカの石油・天然ガス業界から 500以上の法人会社で組織

されている。90年近く、石油、石油化学製品の設備および作業基準等の指標を策定してお

り、API が発表する指標はアメリカのエネルギー政策に強い影響を与えることから、世界的

にも国際規格として広く影響力を持っている。 
最初の API規格は 1924年に掘管のネジに関する規格で発行された。現在、50ヶ国以上の

6,000人のボランティアで成り立っている。 
 
(2)規格と規則 
・API SPEC：Specification 

主に設計・製造に関わる規格 
機器に要求される仕様や製造時の検査基準、記録方法 

・API STD：Standard 
掘削機器の設置、検査、整備、修理に関わる規格 

・API RP：Recommended Practice 
オペレーション、整備、修理に関わる規格 

・API BULL：Bulletin / TR：Technical Report 
API規格、各機器仕様・整備の動向、技術情報・報告 

 
(3)APIの位置付け 

Drilling Contractorが守るべき規格･規則として、Drilling Rig の構造あるいは機器の性能、

工程/計画･手順/方法等が一定の基準にあることを証明するものである。 
一方、Operator（探鉱開発を行う石油会社）としては、API は、IMO･NACE･ANSI･IADC･

ABS･DNV･IPAA･NOIA 他、数々ある規格･規則のうちの一つであり、Drilling Contractorが
APIに準拠するのは当然と位置付けている。 
 
(4)今回の改正に見る APIの動き 
主要石油団体（IADC、IPAA、NOIA 他）を交えてメンバーを選出し、掘削機器、作業手

順、坑井制御･抑制、原油流出に関する委員会を task-force的に立ち上げて改正に取り掛かっ

た。 
 
(5)API規格の主な改正ポイント 

各委員会により、以下の事故原因の分析が行われた。 
①BOPが生産流体を密閉できなかった。 
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②BOPとライザーパイプ下部の緊急時切り離しシステム（Human Error, Software） 
が機能しなかった。 

③BOPは、バッテリーの容量不足、駆動流体系のリーク、パイプを切断する Shear Ramの
力不足で作動しなかった。 

 
この分析結果により、改正のポイントは Macondo事故の要因を踏まえ BOPの機能拡張、

増強、予備等の冗長性を重視して、BOPに関係する以下の規格・規定の見直しに重点が置か

れた。 
【掘削機器：Offshore Equipment】 

BOPの強化と冗長性/ ROVの能力/ 操作性の向上 
【作業手順：Offshore Procedures】 
検知方法の多重化/セメントインティグリティ/圧力テスト/圧力バリアの確保 

【坑井制御と抑制：Subsea Well Control & Containment】 
ウェルコントロール方法の改善& Subsea BOP Control教育の強化 

【原油流出：Oil Spill Preparedness & Response】 
海洋汚染防止･対応 

 
(6)改正された主な API規格･規定（2012年末に改正･更新完了） 

RP 96 – Deepwater Well Design Considerations 
Bull 97 –Well Control Interface Document Guidelines 
Spec 16A - Specification for Drill‐through Equipment 
Spec 16C – Choke and Kill Systems 
Spec 16D – Control Systems for Drilling Well Control Equipment 
Spec 17D – Subsea Wellhead and Christmas Tree Equipment 
RP 14C – Safety Systems for Offshore Facilities 
RP 17H – Remotely Operated Vehicles 
RP 53 – Blowout Equipment Systems for Drilling Wells 
RP 65‐1 – Cementing Shallow Water Flow Zones in Deep Water Wells 
Std 65‐2 – Isolating Potential Flow Zones During Well Construction 
RP 90 – Annular Casing Pressure Management for Offshore Wells 

 
３．APIが改正した BOP関連の規格、規則 
(1)対象：API RP(STANDARD) 53, 4th. Edition, November 2012 
(2)API RP 53の構成は以下のとおりで、改正対象は項目 7 

1. Scope 
2. Normative References 
3. Terms, Definitions, and Abbreviations 
4. BOP Pressure Sealing Components 
5. Blowout Preventers for Hydrogen Sulfide Service 
6. Surface BOP Systems 
7. Subsea BOP Systems 

7.1 Subsea BOP Stack Arrangements 
7.2 Choke Manifolds, Choke Lines, and Kill Lines‐Subsea BOP Installations 
7.3 Electro‐hydraulic and Multiplex Control Systems for Subsea BOP Stacks 
7.4 Auxiliary Equipment for Subsea BOP Stacks 
7.5 Maintenance and Testing‐Subsea BOP Systems 

(3) 7.1 Subsea BOP Stack Arrangements 
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(4) 7.4 Auxiliary Equipment for Subsea BOP Stacks 
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(5)改正された APIに準じて BOPの仕様を変更した場合のインパクト 

 
(6)Drilling Contractorにとってのインパクト 

 
(7)Macondo事故が与えた API改正の最大のインパクト 
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以上 
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【文献要旨（危害･鉱害防止）： No. 2】 

発行元 JOGMEC 発行年月

日 
2009.May.18 

タイト

ル 
海底生産システムの現状： Subsea Production System (SPS) 
－どこまで信頼性を保ち、機器を海底に設置できるか－ 

サブシー 
BOP 

ROV 
CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

   ○   

〔概要〕 
海底生産システム（Subsea Production System：SPS）は、海底仕上げ井、パイプライン、マ

ニホールドほかの海底機器で構成され、小規模油ガス田や大水深油ガス田の開発に適用されて

いる。技術進歩に伴い、生産・処理設備、貯油設備および積出設備なども海底に設置され、海

底で完結した生産システムも実用化されつつある。 
本稿では、まず、海洋石油開発の傾向、大水深開発の進展、SPSの概略・歴史・適用基準、

他の海洋生産システムに対する SPSの利点を整理する。次に SPSの設置、操作、信頼性、設計

基準、廃鉱について、説明したい。SPSの効果を読者に知ってもらうために、実フィールドに

おけるケーススタディを 3例（アンゴラ Greater Plutonio、メキシコ湾 Thunder Horse、ノルウェ

ーTordis）紹介する。最後に、今後の技術進歩への期待も込めて、SPSの位置付けをまとめて

いる。 
SPSを構成する要素技術（クリスマスツリー/坑口装置、マニホールド/テンプレート、昇圧

ポンプ、セパレーター、圧入システム、多相流量計、パイプライン、アンビリカル、ライザ

ー、フローアシュアランス、動力とコントロール機器、ROVと AUVについては、ページ 29か
ら＜参考技術情報＞として解説を加えている。 
なお、本稿の図・写真と見解の一部は、JOGMEC 技術調査部が 200９年 3月 12日に主催した

「海底生産システムの最新動向調査」報告会の成果に基づいている。 
 
〔目次〕 
１．海洋石油開発技術の動向：P1-11 

1.1 海洋石油開発の傾向 
1.2 大水深開発の進展 
1.3 SPSの概略・歴史・適用基準 
1.4 他の海洋生産システムに対する SPSの利点 

２．SPSのオペレーション：P11-19 
2.1 設置 
2.2 操作 
2.3 信頼性 
2.4 設計基準（ISO, API, NORSOK (standard norge) 
2.5 廃坑 

３．SPSのケーススタディ：P19-26 
3.1 アンゴラ Greater Plutonio 
3.2 メキシコ湾 Thunder Horse 
3.3 ノルウェーTordis 

 
４．まとめ（SPSの位置づけ）：P27-28 

○ 今後、大水深における石油・ガス開発が継続される限り、これに係る標準化技術を進

展させることは、信頼性、安全性、経済性の向上の観点からも避けては通れない課題。

自動車、電気等の他産業の例を見ても歴史的に証明されている。エネルギーの分野でも

原子力産業や省エネルギー産業も着実に標準化が進んでいる。 
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○ しかしながら、石油・天然ガス産業、とりわけ、海底生産システムにおける標準化と

なると、オペレータ、サプライヤー双方の協力・歩み寄り（一定の妥協）が必要である

と考えられるが、標準化の今後を議論する会議では、総論賛成、各論反対という雰囲気

が少なからずあり、それぞれが自社技術を標準化に適用させたいという意向が見え隠れ

しており、標準化までの道のりはそう平坦ではないだろう。 
 
○ 大水深開発は、既に北海、メキシコ湾、ブラジル沖、西アフリカ等と世界中で開発さ

れており、いわばグローバル化している。しかしながら、海底生産システムにおける標

準化の議論となると、オペレータと機器ベンダーの両サイドがお互いに協力をして双方

がメリットのある標準化環境を設定する必要は再認識しつつも、実現への足取りが重い

のは、標準化の直接の利害関係にない第 3 者（ISOなどの標準化機関、API（American 
Petroleum Institute）などの石油ガス産業界、そして各国政府）の介入、圧力が少ないこ

とであろう。一方で、石油ガス産業の上流分野においては、サービスが我々消費者に直

結している自動車産業や通信機器産業とは異なり、そのエンドユーザーがオペレータと

サプライヤーという利害関係であるため、一定の安全性、信頼性を確保するための政府

規制等も他産業に比べて少ないという背景もあるであろう。産業界からの第 3者機関へ

の積極的な働きかけが必要不可欠である。 
 
○ 今後、大水深における石油ガス開発は着実に進むであろうし、大水深域に少なからず

依存せざるを得ないのは否定できない。その意味では、大水深開発に必要な技術革新、

コスト低減、安全性・信頼性の向上等の観点からも、海底生産システムの標準化は必要

不可欠である。 
 
○ 技術の適用と開発のトレンド（関係者へのインタビューまとめ）： 今後 5年で 3,800基
の海底仕上げ井が計画（800億ドルの投資）、海底での産出流体処理、海底機器のオール

電化（コストや HSEの観点から油圧の機器やケーブルを使わない、2008年 Total 社設
置）、設計基準の充実、ワイヤーロープに比べて軽く同等な強度を持つファイバーロー

プの大水深への適用、リアルタイム・モニタリング、洋上のホスト設備をなくす（海底

機器から陸上までの長距離の多相流移送/フローアシュアランス技術の向上）、パイプラ

インの形状変化（伸び、収縮、捩れ）の吸収。 
 
○ 要素技術やケーススタディを眺めてみても、海底生産システムにおける課題は流体系

と情報系に係るものが多そうだ。この流体系と情報系に関する技術への知見の蓄積は、

人体の血液や神経の動きを理解することにも通じている。その意味で、特に大水深に係

る要素技術の内、「海底昇圧ポンプ」、「海底セパレーター」、「フローアシュアランス」、

「動力とコントロール機器」とその設計基準や標準化の動向を注視していくことは重要

である。 
 
○ 海底生産システムの構築には、オペレータは（待ちの姿勢ではなく）自らシステムの

アイデアを出し、機器やソフト技術を提供する業者との意思疎通や連携が重要である。

それが大水深開発という難しい石油開発のコストを適正化し、可採埋蔵量を最大化し、

経済的な開発プロジェクトへとつながると考える。 
 
○ 本邦企業が大水深開発を通じた石油・天然ガス生産を行う場合、オペレータではな

く、パートナーとしての参画が多いと考えられるが、大水深開発システムを進める先人

たちの戦略や事業の進め方を理解・分析することは、その際重要となろう。 
 
５．参考技術情報：P29-48 

以上 
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【文献要旨：危害･鉱害防止 No. 3】 

発行元 内閣府 発行年月

日 
2014.Mar.20 

タイト

ル 
SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）次世代海洋資源調査技術（海のジ

パング計画）研究開発計画 
サブシー 

BOP 
ROV 

CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

 ○     

1. 意義・目標等 
(1) 背景・国内外の状況 

これまでの独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「JOGMEC」とい
う。）、独立行政法人産業技術総合研究所（以下、「産総研」という。）、独立行政法人海洋研

究開発機構（以下、「JAMSTEC」という。）および大学等の調査により、我が国の管轄海域

には海底熱水鉱床やコバルトリッチクラスト等数多くの鉱物資源が存在することが確認され

ている。 
しかしながら、深海底は太陽光も電波も届かない過酷な世界である。当初の発見は、潜水

艇等を利用し、例えて言えば「夜中に落し物を懐中電灯で」探したり、海水濁度センサーを

使用して「鼻でかぎ回って」探したりしてなされたものが多かった。最近になり、無人探査

機などが導入され始め、より効率的な調査手法の可能性が見いだされつつあるものの、国土

面積の 12 倍を超える管轄海域の海洋資源の開発・利用を目指すためには、海洋資源の成因

解明研究を通じて開発海域を短期間にできる限り絞り込んで特定し、また開発前後の環境へ

の影響を正確かつ迅速に把握する必要がある。 
それらを達成するためには、広大な有望海域を限られた船舶・探査機器で対応可能な範囲

まで絞り込むための海洋資源の成因解明研究、従来よりも飛躍的な効率で調査するための遠

隔感知・直接採取など調査機器・手法の開発、さらに、開発に伴う海洋環境悪化を可能な限

り防止するための海洋環境を長期に監視する技術の開発が必要である。我が国は海洋調査技

術、探査センサー技術、生態系調査技術および長期監視技術などの点で世界のトップランナ

ーであることから、これらの技術を基盤とした開発を発展させることで、世界に先駆けて上

記開発を実施することが可能である。 
 
(2) 意義・政策的な重要性 
海洋資源調査技術開発の意義・政策的な重要性に関しては、平成 25 年度に閣議決定され

た様々な文書において次のように明記されている。 
 

○科学技術イノベーション総合戦略（平成 25 年 6 月 7 日閣議決定） 
海底資源の探査・生産技術の研究開発に取り組む。 

○日本再興戦略（同 6 月 14 日閣議決定） 
レアメタル・レアアース等を含む海底熱水鉱床等の海洋資源について官民連携の下、

探査・生産技術開発等を推進する。 
○海洋基本計画（同 4 月 26 日閣議決定） 

政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策として「広域科学調査により、エネルギー・

鉱物資源の鉱床候補地推定の基礎となるデータ等を収集するため、海底を広域調査する

研究船、有人潜水調査船、無人探査機等のプラットフォームおよび最先端センサー技術

を用いた広域探査システムの開発・整備を行うとともに、新しい探査手法の研究開発を

加速するなど、海洋資源の調査研究能力を強化する」。 
○この新たな海洋基本計画を具現化するために我が国が取り組むべき国家基幹技術を議論

するため、文部科学省、経済産業省、国土交通省の共同事務局による「海洋分野におけ

る国家基幹技術検討委員会」において「海洋国家基幹技術の推進」（同 5 月 17 日）が提
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言され、海洋資源開発において必要不可欠である技術として、広大な海域から迅速かつ

効率的に有用資源の存在を確認する探査技術、資源を経済的に生産する生産技術、開発

と環境の保全を両立していくための環境影響評価・管理技術の三つが挙げられている。 
 

本施策は、これらにおいて指摘されている海洋資源調査技術および環境監視技術の研究開

発を実施するためのものである。我が国が高効率の海洋資源調査技術を世界に先駆けて確立

して調査を推進することは、海洋資源開発・利用、海洋環境保全、資源安全保障などの社会

的観点から不可欠である。しかし、深海底は未知の部分が多く、民間企業等が自主的に調査

技術の開発を進めるためには巨額の費用がかかりリスクも高い。そのため、国が主導して技

術開発等を行いつつ民間企業にその技術等を移転していく形式を取ることにより、海洋資源

調査産業を創出することが可能となる。石油探査用の調査技術や調査機器については市場が

既に確立しているものの、本研究開発で対象とする海洋鉱物資源については、石油・天然ガ

スとは存在状態や地質環境が全く異なることや現時点では陸上資源に比べて経済優位性がな

いことなどから、世界でもいまだ商業的に開発されておらず、探査や環境影響評価をビジネ

スとして行う民間産業が未成立である。そこで海洋鉱物資源の科学調査やセンサー等要素技

術開発で技術的優位にある我が国の官学の力を産に活かすことが求められる。 
 
(3) 目標・狙い 

これまで各省庁が推進してきた要素技術の研究開発を統合し、民間企業と協力して 2018 
年度までに以下の目標を達成する。 

① 技術的目標 
・海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、レアアースを含む堆積物等の海洋鉱物資源を

低コストかつ高効率（従来の数倍以上のスピード）で調査する技術を、世界に先駆けて

実現する。 
（例）海洋資源の成因モデルを確立し、新たな有望海域の抽出に資する各種地球科学的指

標を特定。自律型無人探査機（以下、「AUV」という。）による 1 日当たり調査可能

な面積を約 5 倍以上に拡大。遠隔操作型無人探査機（以下、「ROV」という。）によ
る 1 潜航当たりのコアリング数を 1 本から 5 本に増大。 

・資源が眠る深海域において使用可能な未踏海域調査技術を確立する。 
（例）海岸付近の数十m 程度の浅い海域でしか使用できなかった視界不良時の可視化技術

を水深 2,000m の深海底でも使用可能にする。従来のような大型生物が生息しない

海域も含めたどのような海域でも適用できる生態系変動予測手法を開発。 
 
（参考）：我が国の技術レベル 
 海洋調査技術 

周囲を海に囲まれた我が国では、様々な環境下での海洋調査の必要に迫られ、気象観

測、   
  水産資源調査、科学調査等を進めてきた。それらの調査・観測では、研究船や探査機を観

測点にピンポイントでアクセスさせる技術、長期間船舶を定点保持させレーダー等を最適

方向に向ける繊細な操船技術、新たに開発された様々な機器を臨機応変に運用する技術等

が培われており、あらゆる海洋調査に対応可能となっている。さらに地球深部探査船「ち

きゅう」においても、石油・天然ガス業界で培われた運用技術に加え、強潮流環境、大水

深、複雑な地層という特殊条件下での掘削技術が蓄積されてきた。これらの調査技術を活

用し、水深約 7,000m の海底での東北地方太平洋沖地震調査掘削（J-FAST）およびその約 1 
年後の ROV での温度計回収、沖縄熱水海底下生命圏掘削およびその後の掘削孔を使用し

た継続調査といった、様々な調査機器を複合的に使用した難易度の高い調査を成功させて

きた。このような高度な調査事例は他の海外機関では極めて少なく、このような調査技術

を資源調査に応用させ、民間技術移転も実施できれば、調査産業においても世界トップク
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ラスの技術力を保持できると見込まれる。 
 
 センサー技術 

文部科学省が推進してきたセンサー開発「基盤ツール技術開発」施策では、センサーの

目標仕様が、『鉱床モデルとして「深さ 3,000 メートルまでの海底において、海底下 100 メ
ートル以浅にある 500 メートル四方、厚さ 10 メートル以上の鉱体」という厳しい条件で

も検知できること』であり、これらの先端的なセンサー技術は世界に先駆けている。さら

に、海中の pH と CO2 濃度を同時に計測する化学センサー（pH-CO2 ハイブリッドセンサ

ー）を世界で初めて開発、高精度海底地形データを取得するための合成開口ソナーの実用

化試験に世界で初めて成功する等、深海でも使用可能な世界最先端のセンサー開発技術を

保有している。 
 
 潜水調査機器 

AUV：軍事・国防目的の開発が主流であったため、我が国よりも欧米での技術開発の方

が進んでいる。しかし、そのほとんどは 200m 以浅の浅海用であり、海洋調査目的の深海

用 AUV の運用技術は我が国でも蓄積されつつある状況である。一方、深海用 AUV の複数

機同時運用技術については、世界でも試験がされ始めているものの実運用に耐えられる成

功例はまだ無く、深海用 AUV の運用実績を有する我が国が成功すれば、AUV 運用技術が

世界標準になる可能性も十分あり得る。AUV 複数機運用には、音響多重通信（複数の

AUV が同時に通信するシステム）や高精度測位技術等の通信・測位技術が必要となる

が、我が国では国産小型慣性航法装置の開発や音響通信技術開発の要素技術開発の実績が

あり、その実現可能性は非常に高い。 
ROV：海外メーカー・技術が圧倒的シェアを持つ。石油メジャー等により海中構造物の

調査やメインテナンス等に数多く利用されているとともに、運用実績も豊富である。ま

た、ROV 機体部分の建造・開発についても世界に後れを取っており、我が国で運用され

ている ROV は海外製品が多いのも事実である。しかし、我が国周辺の海底は他国と比較

して多様な地形や環境が存在するため、その運用方法は多岐にわたり、運用技術は高度化

した。例えば JAMSTECでは様々な分野での研究者の要望に応じ、ROV にアタッチメント

を取り付けて深海に潜航し、生物の採取、ケーブルの展張、採泥、カッターでの岩石の切

取り等を実施してきている。我が国の繊細な技術力を活かし、このような多彩な運用方法

による ROV の挙動や操作性の知見に基づいた開発がなされれば、世界の民間企業が使い

やすい ROV アタッチメントは十分採用されることが見込まれる。 
 
 生態系調査および変動予測 

我が国では海洋における低次生態系調査、深海における特異な生態系調査を継続し、実

績を積んできた。それらを発展させ、現在は JOGMEC における大型生物を中心とした生

態系変動調査、沖縄熱水海底下生命圏掘削の掘削後継続科学調査が進行しており、資源開

発に類似した海域での生態系変動に関する知見が蓄積されつつある。さらにゲノム解析に

おいては、深海微生物のゲノム解析の豊富な経験を持つとともに、大量メタゲノムデータ

を高精度に解析する手法の基礎研究で成果を出している。このように我が国では深海生物

に関する知見、継続的な生態系調査の経験、メタゲノム基礎研究といった新たな生態系変

動予測手法を開発できる下地は既に作られていることから、資源開発を想定した体系的な

研究が進めば、いち早く国際的に活用される新たな生態系変動予測手法の提案が可能であ

ると考えられる。 
 
 長期監視技術（ケーブルシステム） 

我が国周辺で頻発する巨大地震や津波をいち早く検知し、被害を防ぐための観測網とし

て 10 システム以上が敷設されている。従来はケーブルの中にセンサーを組み込んだイン
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ライン式ケーブル観測システムが主流であったが、複雑な地球物理学的な活動を広範囲に

把握可能で、観測機器の追加が可能な拡張性を有するシステムが新たに開発された。その

システムを採用した「地震津波・観測監視システム（DONET）」が東南海・南海地震想定

震源域に敷設され、一部は世界で初めて実運用されている。DONET は運用開始以降セン

サー等のトラブルは発生しておらず、日本式システムの高い信頼性が実証された。その実

績を基に台湾でも同様のシステムが敷設されており、その他の地震・津波の被害を受けや

すい国々からの注目も高まっている。さらに、海洋資源分野においては、高い信頼性に加

えて必要な場所に必要なセンサーを持ち込める拡張性が評価され、石油・天然ガス業界へ

の活用の提案が活発化しつつある。DONET と同様、海洋資源を目的とした観測の実証が

できれば、海洋資源分野での DONET 式システムの採用は大幅に伸びることが見込まれ

る。 
 

② 産業面の目標 
・SIP により得られた新たな調査技術・ノウハウを、探査サービス会社、探査機器製造会

社、海洋エンジニアリング会社など、幅広く民間企業に移転することにより、2018 年
度までに、世界に打って出ることのできる海洋資源調査産業を創出する。 

 
（参考） 
［海洋資源］ 
鉱物資源埋蔵量 
 マンガン団塊 調査中（公海域） 
 海底熱水鉱床 日本周辺 伊是名海穴（予測鉱物資源量） 340 万トン 
パプアニューギニア周辺 Solowara1（予測鉱物資源量） 154 万トン 
（概測鉱物資源量） 103 万トン※2 

 コバルトリッチクラスト 調査中（公海域） 
 
［海洋資源開発関連市場］ 
鉱物資源調査市場の規模： 無し 
（鉱物資源ごとの調査国） 
 マンガン団塊 

日本、フランス、中国、インド、韓国、ロシア、旧共産圏諸国連合、ドイツ 
 海底熱水鉱床 

日本、韓国、ベンチャー企業（Nautilus Minerals 社、Neptune Minerals 社） 
 コバルトリッチクラスト 

日本、ロシア、韓国、中国 
中国、韓国、ロシアを中心に、インド洋や太平洋における海底熱水鉱床、コバルトリ

ッチクラスト、マンガン岩塊等の探査権を相次いで取得。ある程度の海洋調査能力を保

持する国からの鉱区申請および承認が増大する見込み。 
 

ROV 関係の市場規模（2010 年）：8.5 億 US＄※1 
 内訳：石油・天然ガス（約 50%）、軍事・国防（約 25%）、科学調査（約 25%） 
 ROV 主要海外メーカー 

Fugro【オランダ】、Forum Energy Technologies【アメリカ】、 
International Submarine Engineering Ltd(ISE)【カナダ】、Oceaneering International Inc【ア

メリカ】 
 

AUV 関係の市場規模（2010 年）：2.0 億 US＄※ 
 内訳：軍事・国防（約 50%）、科学調査（約 30%）、石油・天然ガス（約 20%） 
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� 成長率は二桁％であり、2019 年までに 23 億 US＄に成長する見込み 
 AUV 主要海外メーカー 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH【ドイツ】、Bluefin Robotics【アメリカ】、 
International Submarine Engineering Ltd(ISE)【カナダ】、Kongsberg【ノルウェー】 
欧米以外の国々でも AUV が運用され始めているほか、オイルパイプ漏れのチェック

用に活用すること等も検討されており、用途は多様化すると見込まれる。 
 
［本プログラムでターゲットとする産業分野］ 
創出・振興する産業分野 
 海洋調査サービス会社、機器メーカー（ROV/AUV、センサー）：下図の黄色箇所 
想定される事業顧客 

 国内：まずは国主導によるプロジェクトを進め、徐々に民需へ移管 
 海外：深海底の資源を管理する国際海底機構への鉱区申請が 5 年で 8→26 に急増。これ

らの国（例 韓国、中国、インド、フランス、ロシア、ドイツ）・民間企業、陸上

資源に乏しい太平洋島嶼国（例 パプアニューギニア、トンガ、ナウル等）で発

足している海洋資源開発ベンチャー 
 その他：海底下の石油・天然ガスなどエネルギー資源分野への波及 

     
 
  （参考）世界の海洋産業育成状況 

国、国営資源開発会社、コントラクタが一体となった資源開発を行う中で、エンジ

ニアリング会社、機器メーカー等自国コントラクタを育成 
 ノルウェー／Statoil 社： 

ノルウェー石油・ガス会社：北海油田をターゲットに政府 100%出資の国営石油会

社として 1972年に設立。国策として海外資本・技術を吸収しながら実績を重ね、

2001 年に民営化。 
 イタリア／Saipem 社： 

イタリア国有資源開発会社：イタリアの半国有石油・ガス会社（ENI）の掘削・建

設会社として 1957 年に設立。その後 1960 年台後半に海洋施工に進出。積極的な設備

投資により世界展開。 
 フランス／Technip 社： 

フランスのエンジニアリング会社：1958 年に設立。フランス石油協会（IFP）によ
りフレキシブルパイプを開発し Coflexip 社を設立。後に Technip 社が吸収。 

 中国／COOEC 社： 
中国国有石油開発会社（第 3 位）CNOOC の子会社：海洋開発の設計・海洋施工を

対応する会社として 2000 年に設立。積極的な設備投資により世界展開。 
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③ 社会的な目標 
・国が主導してリスクや難度の高い研究開発を行い（低コスト化、システムの小型化、高

効率化を含む）、民間に技術移転することで日本の海洋資源調査を飛躍的に加速する。 
・グローバルスタンダードの確立により、日本の調査システムの輸出および海外での調査

案件の受注を目指す。 
以上 
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【文献要旨：危害･鉱害防止 No. 4】 

発行元 Anadarko 発行年月

日 
2013.Sep 

タイト

ル 
Deepwater Taranaki Basin Single Exploration Well Environmental Impact Assessment 

サブシー 
BOP 

ROV 
CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

     ○ 

１．概要 
本文献は、世界有数の石油探鉱開発会社である米国 Anadarko社が、ニュージーランド北

部の Taranaki Basinで実施した水深 1,000m～1,500mにおける試掘を実施する際に実施した環

境影響評価書（EIA：Environmental Impact Assessment） である。本書は国際的な環境コンサ

ルタントである ERM（Environmental Resources Management）により、以下のスコープで実施

された。 
・プロジェクト地域において、掘削作業の影響を受けやすい周辺状況の把握 
・掘削作業が周辺環境に及ぼす環境影響の評価 
・周辺環境に与える影響を回避もしくは最小化するために実施すべき手段 
 
Anadarko社の掘削時期は 2013年 11月から 2014年 2月にかけての 65-75日間の最初の試掘

キャンペーンであり、今後の掘削は試掘結果により計画される。 
今 後 の探鉱 ･開 発作 業 は、別 途 、Exclusive Economic Zone and Continental Shelf

（Environmental Effects）Act 2012（EEZ Act）に基づき、EPA（Environmental Protection 
Authority）へ提出される環境影響評価により計画されるであろう。そこには、坑井位置、油

漏洩モデリング、リグ情報、Environmental Management Plan（EPA）が含まれる。 
 
２．目次内容 
1.0 序（背景、目的および概要他） 
2.0  ポリシー、法規制他 
3.0 プロジェクト概要 
  3.1  試掘方法  
  3.2  試掘関連項目 
   3.2.1 掘削船オプション 
   3.2.2 貯蔵容量仕様 
   3.2.3 掘削前後の環境モニタリング 
   3.2.4 動員 
   3.2.5 典型的な掘削技術 
   3.2.6 坑井計画 
   3.2.7 地層評価 
   3.2.8 復員 
   3.2.9 掘削作業のサポート 
  3.3  安全上の注意 
   3.3.1 掘削船の安全性 
   3.3.2 緊急事態対応と油漏洩防止 
4.0  環境 
  4.1 気象、海象 
  4.2 生物環境 

4.2.1 プランクトン 
4.2.2 魚類 
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4.2.3 海生哺乳類 
4.2.4 海生爬虫類 
4.2.5 鳥類 
4.2.6 環境保護地域 
4.2.7 環境影響を受けやすい地域（珊瑚礁他） 

  4.3 注目すべき状況 
    4.3.1 統計 
    4.3.2 海上交通、港湾 
    4.3.3 漁業 
    4.3.4 石油･天然ガス探鉱活動 
    4.3.5 その他の活用 
    4.3.6 文化的環境 
 5.0 環境影響評価 
  5.1 評価方法 
    5.1.1 潜在的な環境影響 
    5.1.2 軽減措置 
    5.1.3 残存環境影響評価 
    5.1.4 重要な残存環境影響の再評価 
    5.1.5 偶発および計画外の評価基準 
    5.1.6 重要な残存環境影響の再評価 
    5.1.7 環境影響の不確実性     
 6.0 試掘によるインパクトの要因 
  6.1 序 
  6.2 環境影響評価 
  6.3 定常作業による環境影響 
    6.3.1 掘削船およびサポート船 
    6.3.2 試掘作業 
    6.3.3 掘削船上で生じる固体および液体廃棄物 
    6.3.4 デコミッショニング作業 
    6.3.5 大気汚染 
  6.4 定常作業による環境影響評価 
  6.5 偶発事象による環境影響 
    6.5.1 外来海生種による偶発的侵略 
    6.5.2 ごみ等の偶発的廃棄 
    6.5.3 船舶の衝突と沈没 
    6.5.4 船からの計画外の廃棄 
    6.5.5 坑井抑圧の喪失 
    6.5.6 自然災害     
  7.0 環境影響のとりまとめ 
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 8.0 環境マネジメント計画 
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 9.0 結語 
 10.0  参考資料 
 添付資料 
  A：ステークホルダー・エンゲージメント 
  B：ディスチャージ・マネジメント･プラン 
   （カッティングス、オイルスピル、ウェルコントロール、環境モニタリング等） 
    ※以下のウェブサイトよりダウンロード可能 

http://www.maritimenz.govt.nz/Environmental/Environmental-requirements/ 
Requirements-for-installations/Disharge-management-plans.asp#anadarko 

    
  C：掘削関連情報 

以上 
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【文献要旨：危害･鉱害防止 No. 5】 

発行元 ENAA-SEC 発行年月

日 
1999.Mar 

タイト

ル 
海底仕上げ坑井保安技術指針 

サブシー 
BOP 

ROV 
CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

   ○   

１．概要 
  ENAA-SECが平成 7年度から 10年度にかけて通商産業省（現、経済産業省）より受託した

｢海底仕上げ坑井保全技術調査｣に基づいて作成した自主的な指針である。 

  当時、世界的にみれば、技術開発の中心は水深が数百メートルを超えるような海域にあっ

たが、日本周辺海域に有用であると考えられるダイバー･アシストでガイドラインを用いる

システムを対象とした。 

  本指針の作成に当たっては、以下の 14種類の基準、規格等を比較検討した。 

  ANSI    ：American National Standards Institute 

    API     ：American Petroleum Institute 

    ASME   ：American Society of Mechanical Engineers 

    BS     ：British Standards 

    CRINE  ：Cost Reduction Initiative for new Era 

    DNV    ：Det Norske Veritas 

    EEMUA ：Engineering Equipment and Materials Users Association 

    ICEA    ：Insulated Cable Engineers Association 

    ISO    ：International Standards Organization 

    MIL-STD：U.S. Military Standard 

    NACE   ：National Association of Corrosion Engineers 

    NAS     ：National Aerospace Standard 

    NORSOK：The Competitive Standing of the Norwegian Offshore Sector） 

   SAE     ：Society of Automotive Engineers 

 

２．目的 

  本指針は、海底仕上げ坑井を伴う生産あるいは圧入設備（海底生産システム）を用いて石

油または天然ガスを採収しようとする際に、それら設備を使用期間全般にわたって安全に使

用するために、設計の開始から設備の廃棄に至るあらゆる段階で考慮あるいは順守すべき事

項や方法を提示するものである。これらの設備は、海底という容易にはアクセスし難い特殊

な環境におかれることから、陸上あるいは洋上に設置される設備に比べてより確実な保安対

策が求められる。本指針は、これらの設備に係わるすべての関係者に、こうした保安対策を

講じる上での有用な示唆を与えることを目的とした。 

 

３．適用範囲 

  本指針は、海底生産システムの設計、製作、設置、運転、保守、並びに廃棄に関するガイ

ドラインである。海底生産システムの構成要素は以下を対象とした。 

 （１）坑井仕上げ機器 

 （２）フローライン接続システム 

 （３）制御システム 

 （４）テンプレートおよびマニフホールド･システム 

 （５）プロダクション・ライザー 

 （６）保護構造物 
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  海底機器の設置方式については、日本周辺海域ではまだ大水深における開発計画が無いこ

とから、このような海域向けのシステムであるガイドラインレス方式については触れていな

い。坑井仕上げ機器については、比較的適用例の少ないマッドライン･サスペンション･シス

テムと TFLシステムは、本指針では取り扱っていない。ホリゾンタル･ツリーに関しては特

別に言及していないが、従来型ツリーに対する指針の多くが当てはまるものと考えられる。

接続部を除くパイプライン本体に関しては、海底生産システムとしての特殊性が認められな

いことから本指針の対象外としている。 

 

４．主要目次 

 第 1 章：目的、適用範囲、責任他 

 第 2 章：品質保証 

 第 3 章：坑井仕上げ機器 

 第 4 章：フローライン接続システム 

 第 5 章：制御システム 

 第 6 章：テンプレートおよびマニホールド･システム 

 第 7 章：プロダクション・ライザー 

 第 8 章：保護構造物 

 第 9 章：配色および標示 

 第 10 章：設置工事 

第 11 章：操業･維持管理 

第 12 章：廃棄工事 

以上 
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【文献要旨：危害･鉱害防止 No. 6】 

発行元 JOGMEC 発行年月

日 
2012.Mar 

タイト

ル 
第 1回メタンハイドレート海洋産出試験に係る事前掘削作業の環境影響検討書 

サブシー 
BOP 

ROV 
CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

     ○ 

（環境影響検討が実施された経緯） 
本資料は、2012年～2013年に渥美半島から志摩半島にかけての沖合にある第二渥美海丘

付近で実施される「メタンハイドレート第１回海洋産出試験」の作業のうち、2012年 2～3
月に実施予定の事前掘削作業が周辺の海洋・大気・海底の環境に与える影響について検討

し、整理した資料である。 
2013年に予定している「第１回海洋産出試験」の目的は、海底面下のメタンハイドレート

からガスを生産する技術を確立することであり、そのうち 2012年に実施する「事前掘削作

業」では、生産試験本番に向けて、石油・天然ガスの試掘作業と同様に掘削リグを使用して

海底に坑井を掘削する。 
メタンハイドレート層の掘削自体は比較的小規模な作業であり、石油坑井掘削の浅い部分

の掘削作業や科学研究目的の掘削作業と大きく変わるものではなく、今回の作業について

は、法令を遵守し国際的な基準に基づいて環境保護に最大限の注意を払って実施する予定で

ある。また、石油開発は「環境影響評価法」に基づく環境アセスメントが必要な事業ではな

い。しかし、今回の海洋産出試験は今後のメタンハイドレート開発の一つの事例となるケー

スであることから、発生する可能性のある環境影響について正確な理解を得ておくことが必

要であり、また地域社会に対する説明責任を果たすためにも、自主的な努力として、環境影

響の検討を行うこととした。 
 
＜目次と主な内容＞ 
 １．はじめに 
 ２．事業の概要 
 ３．対象海域の現況 

   地形、気象･海象、流況、水質、低質（表層堆積物の性状）、生物相（プランクトン類、

底生生物、魚類相、海生哺乳類等、特殊な生態系、社会活動（海域利用） 
 ４．保全措置 
   海洋汚染の防止に関する処置、大気汚染防止に関する処置、その他の処置 
 ５．環境影響の検討方法 
   環境影響検討の考え方、手順、予測および評価の方法、判断基準 
 ６．事業による環境影響の検討結果 
   評価項目、評価結果（次ページ参照） 
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 ７．モニタリング 
   調査海域および調査時期、調査項目 
 ８．今後の計画  
 資料：影響要因別評価結果一覧 

以上 
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【文献要旨：危害･鉱害防止 No. 7】 

発行元 JOGMEC 発行年月

日 
2014.June.19 

タイト

ル 
大水深石油開発のトレンド概説 

サブシー 
BOP 

ROV 
CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

   ○   

 
 JOGMECによる月例の石油天然ガスブリーフィング（6月 19日開催）で入手したプレゼン

テーション資料の要旨である。 
 
１．海洋における石油･天然ガス生産システムの適用最大水深 

  基本的に 300m 以浅では固定式生産システムが採用され、それ以深では浮遊式生産システ

ムが採用されている。 
  水深、離岸距離、高温･高圧の貯留層、海底の低温環境といった要因からの様々な技術課

題やそれに伴う開発コストの増加などが予想され、それらに対応すべく、最も効率的な開発

システムが要素技術と共に日々開発が進められている。 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ． 海底生産シス

テ ム （Subsea 

Production 

Systems：

SPS） の概略･歴史 
  海 洋石油開発方

式 の 一つの選択肢

で あ る SPS は、海

底仕上げ井とフローラインやマニホールドほかの海底機器で構成されている。最初の海底仕

上げ井は 1960年シェルがメキシコ湾に設置。1,000基目は 1997年、2,000基目は 2002年に実

現、3,000基目は 2010年に設置されている。坑井、油田、ガス田の大水深化が見られ、北海

ではサブシータイバック距離が長く、メキシコ湾では水深が深くなる傾向がある。 
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３．SPSの操作 
  生産流体が流れるパイプラインやライザーは長距離・長期間低温下/4℃以下にさらされる

ため流体挙動が変化する場合ある。また、海底機器へのアクセス： モニタリング、動力伝

達とそのコントロールや海洋環境への配慮が必要なため、他の生産方式とは違う操作が必要

である。 
                       
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．SPSの信頼性 
  地表環境と比べ厳しい環境にあり、修理や回収のためのアクセスが簡単にできない。機

器の作動トラブルは、フィールドからの生産の初期に起こることが多く、トラブルの要因は大

水深・高圧力・腐食・物理的摩耗・海水の侵入によることが多い。機器ごとに設計年数あり。 
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５．SPSの設計基準 
  ISO、API、NORSOK が海底生産システムの設計基準を設定しているが、各企業レベルの 

標準化にとどまっており、産業全体での標準化に発展するまでには至っていない。オペレー

タと機器ベンダーの双方が共に、海底機器の標準化に関する現在の問題点や将来の可能性を

確認することが重要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．他 の海洋

生産 システ

ムに 対する

の利点 SPS

 （１）海上坑口装置（ドライツリー）が使えないケース 
   ・超大水深（1,500m以深） 

・弱い排油機構（貯留層圧力が低く、海底面まで上がってきた産出流体を長距離パイプ

ライン移送できるように、海底昇圧ポンプにて坑口圧力を上げる必要がある場合） 
・貯留層の広がり（大偏距掘削/Extended Reach Drilling における偏距の限界は 7～15 

km） 
・高ウォーターカット（産出液体中の水分率が高い。移送する産出水量が多い場合、海

底で水を分離する海底セパレーターも検討対象） 
・重質油（高粘性油も含む） 

 （２）場合によって海底昇圧ポンプ/多相流ポンプやセパレーターを採用すれば、石油・天
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然ガス回収量の増大や操業費/OPEXの低減につながる（洋上施設が小さくて済む）。 
 （３）可採埋蔵量が原油換算で 5,000万バレル未満の小規模フィールドの開発 

サブシータイバック方式にて当該フィールドをサテライトとみなし、他の生産システ

ムへつなぎこむことで開発可能となる。 
 （４）フィールドの段階開発が可能 

CAPEXの分散（初期投資を抑える）。本格生産の前に試験生産が可能（貯留層特性お

よび経済性に対応した開発計画の検討が可能）。タイバック方式の設計や現地敷設は 2
年程で済み、他の生産方式の適用（通常 5年以上）に比べ、生産に至るリードタイムが

短い。 
 

以上 
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【文献要旨：危害･鉱害防止 No. 8】 

発行元 JOGMEC 発行年月

日 
2009.July 

タイト

ル 
石油開発の腐食･防食における最近の課題 

サブシー 
BOP 

ROV 
CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

     ○ 

緒言 
この 21 世紀、特にその前半においては、世界のエネルギー供給の主力は石油・天然ガスで

あり、とりわけ、天然ガスに対する依存度が高まるものと予想されている。しかし、開発対象

となる最近の天然ガス貯留層は高深度化しており、そういった生産施設の腐食に影響を与える

因子としては、従来から知られている二酸化炭素（CO2）、硫化水素（H2S）のほか、各種有機

酸類が挙げられる。 
 本報告では、主として天然ガス生産における腐食とその対策に関する最近の課題について

報告されている。なお、対象は生産井から集ガスラインまでで、プラント以降における腐食と

対策は含まれていない。 
 
１．CO2環境および H2S環境における局部腐食 

NACE International によると、湿潤ガス中に H2S が 345Pa（0.0 5 psi）以上含有されるとサ

ワー（ガス）と定義され、1950年代初頭から事故例があるが、高強度鋼に硫化物応力割れ

（Sulfide Stress Cracking：SSC）と呼ばれる脆性破壊がもたらされる。 
一方、夾雑する酸性ガスが CO2 のみの場合にはスイート（ガス）と呼ばれる CO2 による

鋼の典型的腐食形態は、虫食い状の重量減タイプの損傷で、1940年代前半のガス･コンデン

セート井の腐食事例により初めて認知された。 
 
（１）油･ガス井における CO2腐食の認識と現象論的調査 

  CO2 による激しい腐食、その結果としての経済的操業に対する多大な影響が認識されたた

め、1944年に後の NGAA Corrosion Research Project Committee として知られる、高圧ガス･コ

ンデンセート井の腐食に関する小委員会がアメリカ天然ガソリン協会（NGAA）に設立さ

れ、CO2 腐食に関する共同研究が推進された。この頃 NACE（米国腐食技術者協会）が設立

され、この共同研究の一翼を担うこととなった。1946年の NGAA 年会で明確になった事柄

は以下のとおり。 
  a） 深さ 1,524m（5,000 ft）以上、坑底温度 71 ℃（160°F）以上、坑底圧力 10.6 MPa

（1,500 psi）以上、CO2濃度 0.2mol％以上のガス･コンデンセート井において、腐食問題

が発生する。 
b） 低級脂肪酸も腐食に関与する。H2Sも腐食に関与する可能性がある。 
c） 坑井の圧力と温度の上昇は、腐食速度を高める。 
d） 腐食生成物が腐食を抑制する場合がある。 
e） インヒビターやアルカリ注入により防食可能な坑井がある。 
f） 腐食によるケーシングの破坑は坑井の破壊を招くため、ケーシングを生産のために使

用してはならない。 
g） 炭素鋼と合金を同時に使用する場合には、異種金属の接触により発生するガルバニッ

ク腐食に対する注意が必要である。 
 

1970年代初頭以降、深部ガス田の開発が促進され、CO2 腐食問題が再度注目された。こ

の頃から 1980年代を通じて行われた腐食メカニズムを中心とした系統的な研究により、

湿潤 CO2 による腐食現象の理解が前進した。 
これらの研究成果の一つの現れが 13％Cr 鋼をはじめとする各種耐食性油井管材料の開
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発で、「耐食性の限界を探りながら」実用に供されるようになった。これら耐食性材料の

使用は、坑井温度と圧力の上昇により、競合する防食技術であるインヒビターや有機コー

テイングの、性能限界を超えるようになったことと無関係ではないと考えられる。 
 
（２）CO2 腐食に影響を与える主要因子 

1983年に CO2 腐食に関する国際会議が開催され、CO2 腐食に関する認識に大いなる前進が

見られた。主要な点は次のとおりである。 
 
  ＜平均腐食速度＞ 

CO2による腐食速度を正確に予測することは、装置材料の設計、保全などエンジニアリ

ング的に非常に重要である。常温から約 60℃にかけての低温領域においては、研究者間に

大きな相違は認められない。 
   

＜スイート環境における炭素鋼の局部腐食（温度と腐食生成物の影響） 
約 60℃以上の高温下での腐食生成物の形成と腐食速度の低下が CO2 腐食の一つの特徴

で、その腐食生成物の主成分が炭酸鉄（FeCO3）であることが確認された。炭酸鉄の溶解

度が高温ほど低いことが一因である。この分野に関しては、日本の鉄鋼会社が主導的な研

究を行っている。 
約 60～120℃にかけての遷移領域では、炭酸鉄の保護性が十分ではなく、流れの壁面剪

断応力により炭酸鉄が部分的に破壊され、虫食い状の局部腐食に至る。しかし、炭酸鉄に

は電気伝導性がないため、炭酸鉄と裸の鋼表面との間でガルバニック効果は作用しないも

のと考えられる。 
 
  ＜合金添加元素の効果＞ 

炭素鋼の CO2 腐食抑制に対する Cr添加の有効性が認められている。9％ Cr 鋼が 100℃以
下で優れた耐食性を示すこと、13％ Cr鋼は 150℃以上で孔食を受けるとともに、CO2 分圧

が 6.5MPa以上でその耐食性が低化することが報告されている。また、2 2Cr、2 5Cr二相ス
テンレス鋼や高 Ni オーステナイト系ステンレス鋼は、250℃以上の塩化物イオン濃度の高

い環境においても優れた耐食性を有することが明らかにされている。 
 
（３）サワー環境における炭素鋼の局部腐食 

CO2 腐食環境に H2Sが共存すると、一般的に硫化鉄の生成により減肉タイプの腐食が抑制

される。サワー環境では高強度鋼の SSCが問題とされるが、炭素鋼の局部腐食も最近注目さ

れている。 
前項（２）で述べたように、CO2 環境の場合には高流速下で局部腐食が発生しやすいが、

サワー環境では高流速および滞留した環境の双方において局部腐食が発生すると報告されて

いる。その両環境における局部腐食発生のメカニズムが同一か否か、現時点では不明であ

り、早期に解明が求められている。 
さらに、サワー環境に酸素（O2）が混入すると、H2S が酸化を受け元素硫黄が析出するこ

とにより、局部腐食が加速されることが知られている。 
以上のように、CO2 腐食環境と比べサワー腐食環境は複雑であるとともに、いったん局部

腐食が発生すると、その進行速度は速く、流体の毒性が非常に高いことからも、局部腐食の

効果的抑制法が強く求められている。 
 
（４）スイート環境およびサワー環境における局部腐食に関する最近の研究動向 

当該環境における炭素鋼の局部腐食に対して、流動挙動が大きな影響を与えるため、規模

の大きなループテスターを使用しての Joint Industry Project（JIP）が推進されている。そのな

かで、Prof. P. Jepsonが開始し、Prof. S. Nesicが継承しているオハイオ大学の JIPと Dr. R. 
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Nyborgが率いる IFE（Institute For Energy、ノルウェー）の JIPが著名であり、双方ともメジ

ャー系石油会社、大手インヒビター会社など 20前後の会社が加入している。 
  IFEは 20年程の CO2 腐食研究、また 5年程の H2S腐食研究の歴史を有し、最近の主要研究

課題はサワー環境における炭素鋼の局部腐食としている。また、オハイオ大学も CO2 環境中

の炭素鋼の全面（平均）腐食速度に関する Prediction Modelを完成し、現在では CO2 環境中

の炭素鋼の局部腐食速度、それに対する微量 H2Sおよび有機酸の影響が主要研究課題となっ

ている。 
 
２．坑井水中の有機酸濃度 
蟻酸や酢酸をはじめとする有機酸は弱酸であるが、有機酸が腐食環境中に存在すると pH

低下による局部腐食の促進、SSC（Sulfide Stress Cracking）や SCC（Stress Corrosion 
Cracking）発生の原因となる。これらの有機酸は、日本をはじめインドネシア、オーストラ

リアの坑井から産出される原油、天然ガスに随伴する。有機酸が他の地域と比較して東南ア

ジア地域の地層より高濃度で随伴される理由として、一説には地層が若いためとも言われて

いる。 
有機酸は有機化合物の酸の総称であり、ほとんどの有機酸はカルボキシル基 （-COOH）

を有する。また、スルホン酸は比較的強い有機酸で、スルホン基 （-SO3H）を有する。強酸

性の無機酸（鉱酸）が水中で高い割合で解離するのに対し、一般に有機酸は弱酸であり水中

ではごく一部しか解離しない。蟻酸や酢酸のような分子量の小さい有機酸の水溶性は高い

が、エナント酸のような分子量の大きい分子の溶解度は低い。一方、ほとんどの有機酸は有

機溶媒に対して高い溶解性を示す。 酢酸は凝縮水や生産水中で以下のように解離する。 
    

CH2COOH ＝H++CH3COO－ 
 

CO2 分圧が高い場合には、酢酸によりpHが3 を下回る環境になることもあり得る。また、

酢酸には浸透性があるため金属表面の保護皮膜を破壊する効果を有するとの報告もある。こ

のように、酢酸が含まれる環境では耐食合金の表面皮膜が不安定となり、局部腐食発生の原

因となるとともに、H2Sの存在する環境では鋼中への水素の浸入を促進し、SSCの発生を助

長するものと考えられる。 
EFC（European Federation of Corrosion）の報告書（EFC17）においては、各有機酸の含有量

をモル濃度で酢酸に換算して実験を行うように規定されている。しかし、各有機酸の化学的

性質の相違による腐食への影響に関してはまだ不明な点も多く、今後の研究課題となってい

る。 
 
３．高温、湿潤 CO2腐食環境に対する各種耐食合金鋼（CRAs）の耐食性評価 

近年、大深度、大水深という厳しい環境のなかで油･ガス田開発が盛んに行われており、

多くの場合、その坑井機器には高価な耐食性合金材料（Corrosion Resistant Alloys：CRAs）が
必要とされる。一方、中国やインドの台頭や発展途上国による鉱物資源に対する旺盛な需要

から、原油をはじめ、坑井機器、パイプラインなどの原材料である鉄鉱石およびニッケルや

クロムなど合金元素となる鉱物資源の価格高騰が続くと考えられる。それら材料価格の上昇

は油･ガス田開発にとって大きな負担となる。 
これを受け、油井管材料として 22Cr 二相ステンレス鋼と 13% Cr 鋼の間を埋める中間鋼種

（15Cr、スーパー13Cr 系等）が、国内の鉄鋼会社により 90年代より開発、商品化されてい

る。 
 
（１）坑井開発における腐食検討 
腐食検討における重要因子として、予想（予定）される坑井寿命と腐食環境の 2 点が挙げ

られる。その坑井がどのくらいの期間生産に供されるのか、たとえば 30年か 40年かで大き
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く異なる。また、坑井の温度、圧力、酸性ガス成分、その他の腐食因子も当然のことながら

大きな要素となる。現在では鉄鋼会社からさまざまな特徴を持つ CRA が開発されている。
そのなかから耐食性とコストの観点から最適な材料を選定することが、安全かつ経済的な操

業の上から重要なファクターとなる。 
腐食検討においてCRAの選定には2 種類の坑井腐食環境を考慮する必要がある。一つは、

坑井開発初期の凝縮水環境、もう一つは生産後期の地層水が産出される環境である。 
坑井開発初期には地層水が産出されないため、生産される天然ガスの温度の低下により生

成する凝縮水中の Cl-濃度は低いものの、pH緩衝性を有する HCO3（- 重炭酸イオン）が含有

されないため、CO2 と有機酸の溶解度が高くなる温度の低い部分で、pH低下（約 3 程度）に

よる腐食の発生が懸念される。 
これに対し、生産後期には一般に海水と同程度の塩化物イオン濃度の地層水が産出され

る。地層水には種々のイオンが溶け込んでいること、特に HCO3-により pH 低下が抑制され

るものの、高温･高 Cl-環境下の局部腐食、応力腐食割れ（SCC）の発生が懸念される。 
また、H2S 含有環境では低温環境における水素誘起割れ（Hydrogen induced crack：HIC）

および硫化水素割れ（Sulfide stress cracking：SSC）についての検討が必要となる。 
 
（２）各種耐食性材料の化学組成からの考察 

13% Cr 鋼と S13Cr 系の鋼種はマルテンサイト構造（体心立方）の金属組織である。一方、

22Cr 二相ステンレス鋼は、オーステナイトとフェライトの 2 相組織から成る、高強度で耐食

性の優れたステンレス鋼種である。 
しかし、耐応力腐食割れ性、耐孔食性、耐粒界腐食性に優れるものの、冷間加工（冷却後

の高強度化工程）を必要とするため、一般的にコストが高く納期まで時間がかかる。 
13% Cr鋼と S13Cr鋼では Cr含有濃度は変わらないものの、Niおよび Mo濃度に有意差が

存在する。Crはその酸化物が薄く緻密な皮膜（不動態）を作り、内部までの酸化の進行を抑

制する性質を有しており、CO2 腐食に対する耐性を高める。 
これに対し Ni は、H2S含有環境中で保護性の硫化物を生成する。また、Mo は保護性の硫

化物を生成するのみならず、保護皮膜の破壊の阻止と自己補修に大きく寄与する。 
 
４．Top of Line Corrosion（TLC）；トップ･オブ･ラインコロージョン 

有機酸がパイプラインの内面腐食に大きな影響を与え、最近関心を集めている問題に TLC 
がある。 
 
（１）Top of Line Corrosion（ TLC）とは？ 
湿潤ガスをパイプラインで輸送する際に、流れのパターンが層流であれば緩衝性の低い凝

縮水がパイプの上面（11 時～13 時の部分）に水滴を形成し、その中に酸性ガスが溶解して

激しい全面腐食および局部腐食がもたらされる。インヒビターを注入してもパイプの上面を

保護することができない。この腐食損傷は Top of Line Corrosion（TLC）と呼ばれる。最近、

海洋ガス田（特に東南アジア）において、TLC が多く発生し問題となっている。 
 
（２）TLCに及ぼす環境因子の影響 
  ＜流動パターンの影響＞ 

TLCはパイプライン中の流体の流動パターンに依存する。流れのパターンが層流であ

れば、注入されたインヒビターはパイプの上面に防食皮膜を形成することができず、

TOCの発生、進行は抑制されない。 
   

＜凝縮水の影響＞ 
流れのパターンが層流、あるいは Wavyであると、河川水、海水または冷たい空気に

よる外部冷却のため、パイプライン内面の 11 時～13 時の位置にガス中の水分が凝縮
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し、その水滴中に酸性ガスが溶解することによって pH が低下し、腐食性が高まる。生

産流体中に有機酸が存在すると、pH をさらに低下させ、腐食環境を悪化させる。pH が
4 以下になると、最高 10mm/年の非常に高い局部浸食速度が引き起こされる。TLCの腐
食速度は水の凝縮速度（water condensation rate）に依存する。凝縮速度が高ければ TLC
はより深刻な問題となる。 

 
  ＜鉄イオン濃度による影響＞ 

保護性を有する腐食生成物膜が形成されるためには鉄イオンの存在が必要である。鉄

イオンが一定の濃度以下になると、保護性の腐食生成物膜が形成されにくく、腐食は抑

制されなくなる。この鉄イオン濃度が低く、腐食性の高い水は“Hungry water”と呼ば
れる。例えば、海洋において集ガスラインに炭素鋼と耐食性合金（CRA）の双方を使用

する場合（高温部：CRA、低温部：炭素鋼）CRA の部分での鉄の溶出が抑制され、

CRAの下流の炭素鋼パイプの部分の鉄イオン濃度が低くなる。その結果、炭素鋼パイプ

に保護性の腐食生成物膜が形成されず、腐食の進行が抑制されない。 
 

  ＜酸性ガスの影響＞ 
酸性ガスとしては CO2 と H2Sが代表的である。CO2 の場合には保護性の炭酸鉄が生成

し、H2Sの場合にも保護性の硫化鉄が生成する。CO2 の場合、TLCが問題となる臨界凝

縮速度（Critical Water Condensation Rate：CWCR）は 0.15～0.25ml/（m2.s）と推測され

る。一方、H2Sの場合にはより小さな凝縮速度でも要注意との見解が示されている。 
 

  ＜有機酸の影響＞ 
ガス中に存在する酢酸または他の気化性有機酸は水とともに凝縮し、凝縮水の pH を

低下させる。その結果、凝縮水中の鉄の溶解量を増大し、腐食を促進する。提案された

モデルを用いた計算では、生産水中に 400mg/lの酢酸が存在すると、鉄の溶解度は酢酸

がない場合に比べ約 2倍になる。これまでの研究によると、生産流体中の有機酸は以下

のようなメカニズムで TLCに影響を与えるものと推測される。 
・ pHの低下 
・ 不動態皮膜の局部的破壊 
・ 保護性の腐食生成物皮膜に対する悪影響 

仏 Total 社はフィールド試験を行い、TLC の腐食速度は有機酸の濃度に強く依存する

ことを示した。1 例として、生産水中に 3,000ppmの酢酸が存在すれば、約 3 mm/yの高

い TLCの腐食速度に至ることを挙げている。 
 
（３）TLC シミュレーションモデル 

1990年以降、TLC問題に関する報告は年々増加している。今までに多くのシミュレーショ

ンモデルが提案されている。最近開発されたモデルでは環境因子の影響を含め、その信頼性

が高まっている。そのうち、最近よく使用されているのが IFE モデルである。そのモデルに

より TLC 速度を推定する式が、最近の NACE Internationalにより紹介されている。 
    

CR = 0.0 0 4*Rcond*CFe*（1 2.5-0.0 9*T） 
CR；Top of Line Corrosion速度（mm/y） 
Rcond；水の凝縮速度（g/m2s） 
CFe；鉄の溶解度（ppm wt） 
T；温度（℃） 

 
（４）TLC対策 

TLCは、主として高温の海底パイプラインで経験されている。海底や河川横断部の高温パ
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イプラインに対しては、断熱効果に優れる塗覆装の採用、あるいは埋設が水の凝縮速度の低

下に有効である。 
操業上の対策としてはインヒビターの連続注入に加え、間欠処理の併用が有効である。し

かしその際には、インヒビター溶液をビグとピグの間に保持する方法や、インヒビター溶液

を後方に噴射する特殊なピグの採用などの検討が必要となる。また、定期的にクリーニング

ピグ処理を行い、ライン内面の 11 時～13 時の位置に凝縮した水を除去することも効果的で

ある。 
TLC の発生が予想される場合には（例えば予測された水凝縮速度が臨界凝縮速度より大き

い場合）、パイプラインの材料として CRAを使うこと、または CRAを炭素鋼内面にクラッ

ドした材料も有効な対策と考えられる。 
 
 
結語 
本報告では油・ガス井環境において最近注目されている腐食問題について概説した。すなわ

ち、スイート環境およびサワー環境における局部腐食、13% Cr鋼の CO2 腐食に対する酢酸の

影響、高温 CO2 腐食用 CRAsの耐食性評価、トップオブライン腐食などである。オハイオ大学

で大規模なループテスターを使用して CO2 腐食の研究を推進した Prof. P. Jepsonは、「CO2 腐食

には 100万の因子があるので、自分の研究は終わらない」という趣旨の発言をしていたが、現

在、本邦石油開発会社が海外で遭遇する腐食環境には H2Sが含有される例が多くなっており、

硫化鉄が複雑多岐にわたっていることから、腐食に影響を与える因子は、CO2 腐食よりはるか 
に多いものと考えられる。 
 現在、サワー環境の腐食と対策の研究を実施できる研究機関は、メジャー系石油会社、大

手鉄鋼会社および特殊な腐食エンジニアリング会社に限られている。当該分野に関する有力な

JIP（Joint Industry Project）に加入し、最新の知見を収集することは重要である。さらに、日本

国内においても鉄鋼会社のみならず、鋼管およびインヒビターのユーザーの視点から、サワー

環境における腐食と対策の研究を実施できる研究機関の必要性を痛感している。 
 

以上 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



278 
 

【文献要旨：危害･鉱害防止 No. 9】 

発行元 Peritus 
Deep and Ultra deep-water Pipelines Conference 

発行年月日 2011.Sep 

タイト

ル 
Inspection Maintenance and Repair of Deepwater Pipelines 

サブシー 
BOP 

ROV 
CAPPING- 
SYSTEM 

海底 
仕上げ 

セメンチング 
鉱害防止 
（環境） 

   ○  ○ 

 
１．パイプラインにおけるインスペクションの要求項目 
 
（１）大水深におけるパイプラインの典型的な特徴 
・ダイバー作業を超えた水深であり、すべての作業が遠隔地になること 
・パイプの厚みが厚いこと：材質、溶接、挫屈 
・作業圧力が著しく高圧もしくは著しく低圧であること 
・パイプ外圧が、通常、内圧と同様に著しく高圧であること：塗装と絶縁劣化 
・すべてのインスペクション、維持管理および修理が遠隔地になること。 
・高レベルの絶縁が必要になること：絶縁劣化 
・水温が通常 4-6℃であること：電気防食（CP：cathodic protection）、流量保証と材質 
・パイプラインは、通常、コンクリートで保護されていないこと：損傷 
・地質的なハザード：スパンニング、挫屈、損傷、湾曲、乱泥流、土石流 
・生産流体に伴う沈殿物：閉塞、疲労 
・耐久力：不正確な測定、設置精度 
・良好な海洋環境状況：安定性が必要 
 ・海底の流動があまり無いこと：洗掘、閉塞 
 ・高品質の腐食対策塗料：腐食、損傷 
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（２）インスペクションの方法 
  

  
 

 
ピグによるインスペクションの特徴 

   ・パイプライン内部のインスペクションに使用 
   ・ultrasonic or magnetic flux 
   ・パイプライン内部で抑留の危険性有り。 
 
  ROVによるインスペクションの特徴 
   ・パイプライン外部のインスペクションに使用 
   ・サポートする船舶が必要で、費用が高価 
   ・長い umbilicalが必要になり、インスペクション速度は遅く、天候待機の虞れあり 
 
  AUVによるインスペクションの特徴 
   ・サポートする船舶が小型であり、umbilicalが不要で操作範囲が広い 
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２．パイプラインの日常のインスペクションと維持管理 
（１）日常のインスペクションの最適化 
 

      
  Phase 1：材質上の問題、不適格な設置や作業、予期せぬ環境影響（洗掘）等による初期の

失敗および損失 
  Phase 2：地震、落下物、漁業、アンカー等による偶発的な問題 
  Phase 3：腐食、疲労、内部浸食、電極消耗、塗装破損等による損傷 

 
 
（２）パイプラインの維持管理 
・予防保全：操業途中における介入は高コストを伴うため、デザイン段階において Phase-

1の問題を極力排除しておくべきである。 
・日常の維持管理：特別な介入が経済的でない場合もしくは技術的に問題があるような箇

所にて必要になる。通常、修理期間中もしくは計画的にキャンペーンを組んで実施す

る。 
・補修保全：損傷や消耗に関する介入は修理に該当する。通常、海底仕上げ設備に関して

は、操業期間を通して十分信頼性があるものを使用しなければならない。故障しやすい

海底仕上げ機器については、故障部位の交換に際して、必要な作業やコストを最小限に

するようなデザインにするべきである。 
 
（３）DNV-RP116：Integrity management of submarine pipeline system(2009.Oct) 

 
３．大水深におけるパイプラインの設置および作業中のパイプライン損傷、原因および影響 

 
（１）損傷の種類とシナリオ  
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（２）DNV-RP-F113：Subsea pipeline repair(2007.Oct) 
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４．事例（アラビア海）：水深 3,500mにおける現実のリスクと修理の必要性 
（１）MEIDPにおける QRA（Qualitative Risk Analysis） 

• Ship sinking (40.24%) 
• Objects dropped from ships (19.91%) 
• Ship grounding (14.07%) 
• Material and construction defects (11.17%) 
• External corrosion (10.62%) 
• Anchoring (3.23%) 
• Internal corrosion (0.63%) 
• Trawling (0.12%) 

（２）修理のタイプとシナリオ 
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５．修理に関するシステム、ツールおよび技術 
 

 
 

 
 

以上 
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1 Abbreviations 
 

ALARP As Low As Reasonably Practical 

AMOSC Australian Marine Oil Spill Centre 

AMSA   Australian Maritime Safety Authority 

ANP    National Petroleum Agency 

API    American Petroleum Institute 

APPEA Australian Petroleum Production & Exploration Association 

BOEM Bureau of Ocean Energy Management 

BOEMRE Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement 

BOP Blowout Preventer 

BSEE Bureau of Safety and Environmental Enforcement 

COS Center for Offshore Safety 

DECC Department of Energy and Climate Change 

DHSV Down Hole Safety Valve 

DoI US Department of Interior 

E&P Exploration and Production 

ED Energy Division 

EIA Environmental Impact Assessment 

ENAA Engineering Advanced Association of Japan 

EP Exploration Permit 

EPA Environmental Protection Agency 

FPSO Floating Production, Storage and Offloading 

GIRG Global Industry Response Group 

GoM Gulf of Mexico 

HPHT High Pressure and High Temprature 

HSE Health, Safety and Environment 

HWCG Helix Well Containment Group 

ID Inside diameter 

IEC International Electrochemical Commission 

INP National Petroleum Institute (Mozambique) 

ISO International Standards Organisation 

LMRP Lower Marine Riser Package 

LMV Lower Master Valve 

LWD Logging While Drilling 

METI Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan 

Minpet Ministry of Petroleum (Angola) 

MIREM Ministry of Mineral Resources (Mozambique) 

MWCC Marine Well Containment Company 

MWCS Marine Well Containment System 

MWD Measurement While Drilling 

NMA Norwegian Maritime Authority 
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NMD Norwegian Maritime Directorate 

NOPSEMA 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management 

Authority 

NOPTA National Offshore Petroleum Titles Administrator 

NORSOK Norsk Sokkels Konkurranseposisjon (Norway) 

NPD Norwegian Petroleum Directorate 

NTL Notices to Lessees 

OCS Outer Continental Shelf 

OD Outside diameter 

OESI Ocean Energy Safety Institute 

OGP International Association of Oil & Gas Producers (UK) 

OGUK Oil and Gas UK 

OSPRAG Oil Spill Prevention and Response Advisory Group 

OSRL Oil Spill Response Limited 

PSA Petroleum Safety Authority Norway 

ROV Remotely Operated Vehicle 

RP Recommended Practice 

SCM Subsea Control Module 

SCSSV Surface Controlled Subsea Safety Valve 

SEMP Safety and Environmental Program 

SEMS Safety and Environmental Management System 

SGSO Operation safety management system 

SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (Norway) 

SRFT Subsea First Response Toolkit’ 

SWRP Subsea Well Response Project 

UK HSE UK Health and Safety Executive 

UK HSWA UK Health and Safety at Work Act 

UK PA UK Petroleum Act   

UKCS UK Continental Shelf 

UMV Upper Master Valve 

VIV Vortex Induced Vibration 

WOC Wait On Cement 

WWC Wild Well Control 

XMT Christmas Tree 

XOV Crossover Valve 
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2 Introduction 

2.1 Objective 
Generally as oil & gas operations move towards deepwater, the technological operations become more and more 
challenging. The main objective of this study report is to provide a high-level overview of selected technologies 
for deep water oil & gas development in the following countries – US, UK, Brazil, Australia, Norway, 
Mozambique and Angola.  

 
Figure 2-1   Selected seven countries on the world map 

The selected technologies are Capping Stack, Subsea Well Completion using Wellhead and Christmas Tree 
(XMT), and Well Cementing. This report discusses the main challenges faced by these technologies when used in 
challenging deepwater conditions and efforts undergoing to make the technological improvements.  
This report intends to assist ENAA to provide recommendations to METI for the development of a safety regime 
in Japan for future deepwater oil & gas development. This report will also provide an opportunity to ENAA to 
learn from the experience of countries considered advanced in deepwater development.  

2.2 Definition and terminologies 
There is no universally accepted definition of deepwater operations in oil & gas industry. When drilling in the 
North Sea was started over 40 years ago, depths of 30-60 meters would have been regarded as deepwater, but as 
technologies have advanced, the definition of what is “deep” has moved with it. Most of the operators consider 
any depth more than 250-300 meters as deepwater. Interestingly, in some areas, shallow waters are considered 
those depths where jack-up rigs can be used, which is up to 100-120 meters. 
Now the term ‘ultra-deepwater’ has also come into use. People roughly use this term to represent depths of 
operation greater than 1,500-2,000 meters. The ‘Deepwater’ term can still represent these depths, but since most 
of the commonly available equipments are pressure rated for water depths of 2,000-2,500 meters, any depth 
deeper than this may require extra certification, hence some prefer to use the term ‘ultra-deepwater’ for these. 
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3 Capping Stack 
Capping stack is a key part of the Marine Well Containment System (MWCS). MWCS focuses on the post 
blowout remediation including but not limited to debris removal, capping operation,delivery of dispersants and 
hydrate inhibitor, hydrocarbon capturing, transportation, process, storage and offloading, and well intervention.  

 
Figure 3-1   Typical Marine Well Containment System17 

MWCS, as shown in figure above, is specifically designed to cap a blowout well and capture hydrocarbons from 
the damaged well without significantly increasing wellhead pressure to avoid further damage to well integrity. A 
typical well containment system usually comprises of 4 major sub- systems: 

1. Subsea system including capping stack, subsea tool box such as debris cut and removal, subsea dispersant 

and hydrate inhibitor delivery system, subsea hydraulic power unit (HPU) and subsea deployment/running 

tools 

2. Flowline, riser, umbilical and manifolds 

3. Modular capture vessels 

4. Modular topsides 

Currently there are only two companies in the world which are operating complete MWCSs, one is Marine Well 
Containment Company (MWCC), and the second is Helix Well Containment Group (HWCG). Both are based in 
Houston with special focus on the Gulf of Mexico operations. 
The capping stack is capable of shutting-in a well, venting or diverting wellbore fluids to sea with oil dispersant 
chemical, re-directing wellbore fluids to be captured via surface vessels, and providing means for wellbore 

                                                        
17 Source: Marine Well Containment Company http://www.marinewellcontainment.com/ 
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intervention18. Structurally, a capping stack is very similar to a Blowout Preventer (BOP) as it generally has rams 
to close on the riser and choke/kill valves to divert the flow, if needed.   

3.1 Capping stack components 
The components of a capping stack may vary with projects. The major components include, but are not limited to, 
wellhead connector, gate valve, choke, ram, re-entry connector, ROV panel and associted piping, as shown in the 
figure blow. 

 
Figure 3-2   Capping stack overview19 

There are two primary containment approaches: “cap only” and “cap and flow”. “Cap only” refers to when the 
capping stack is attached to the well and the ram and outlets are closed to shut off the flow of fluids from the 
well. “Cap and flow” is used when it is necessary to flow a well. In this situation, the system redirects the flow of 
fluids through flexible pipes and risers to surface vessels for processing. The well-bore fluids are then transferred 
and offloaded to a shuttle tanker. 
The chokes on the stack are used to ‘soft shut in’ the well, which means that chokes will slowly constrict flow 
from the well by gradually restricting the outlet bore size to near zero. This soft shut in is important to prevent 
pressure hammering effect, which might happen due to sudden restriction of high flow rates from the well. This 
hammering effect could potentially damage the internals of the stack. Since chokes are prone to wear and tear, 
gate valves are provided in line with choke valves. These gate valves are located upstream of the chokes and are 
closed after closing the choke valves, thus providing a reliable sealing barrier on each outlet. 
Capping stacks are also provided with several chemical injection ports through which chemicals can be injected 
into the well. For example, dispersant could be injected into any or all of the ports to minimize the environmental 
impact of the oil flowing out of the blownout well. Methanol or glycol could also be injected to mitigate the 
formation of hydrates in deepwater capping scenarios. 
In addition to the ports, sensors are also placed on the diverter spool of the capping stack to monitor pressure and 
temperature during all shut-in operations. To transmit this information to the surface, an acoustic system is fitted 
on the stack that transmits pressure and temperature readings through acoustic signals. The acoustic system is 
powered by a local replaceable battery on the capping stack, eliminating the need to run a cable or subsea 
umbilical during capping stack installation operations. 
It is an industry recommended practice that two barriers (e.g., rams or gate valves) exist between hydrocarbons 
and the environment. To achieve this once the stack is shut in, the running tool (which is used to position and 

                                                        
18 J. Chen, et al., Capping stack: An Industry in the making, Engineering Sciences, Vol. 11 No. 4, August 2013. 
19 Source: Subsea Well Response 
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install the capping stack on the blownout well) is removed and a secondary cap is installed to seal the bore with a 
metal VX-type seal on the upper mandrel instead of relying on the rams’ (or gate valves’) rubber seal. Also, the 
subsea connectors with chokes are removed and replaced by connectors with blind rams to provide the secondary 
barrier on all the outlets. 

3.2 Difference between BOP and capping stack 
A Blowout Preventer (BOP) is a safety device meant to prevent a blowout from occurring that is, to prevent an 
uncontrolled flow of liquids and gases from reaching the surface. Since the chances of blowout are higher in 
drilling phase than other phases of well life cycle, BOP is always present while drilling. Any time the drilling 
team suspects fluids and/or gases could be released from the wellbore in an uncontrolled manner, they can 
activate the BOP to prevent such an outcome. 
A capping stack is not normally needed when drilling. It is the centerpiece of a containment system kept at an 
onshore location ready for deployment as required. It is only deployed after the BOP has failed to serve its 
purpose and a blowout has occurred. A capping stack is a piece of equipment that is placed over the blown-out 
well as a cap. Its purpose is to stop or redirect the flow of hydrocarbons and to buy time for engineers to 
permanently seal the well. Therefore, from the viewpoint of functions, capping stacks may be viewed as a 
combination or hybrid of the subsea Christmas tree and BOP. It is massive and can weigh as much as 50 to 100 
tons, presenting logistical challenges in quickly transporting it to the emergency occurring at the blownout 
offshore well. The stack’s valves can be closed to cap the well (cap only mode) or, if necessary, the flow can be 
redirected to surface vessels through flexible pipes and risers (cap and flow mode). 

3.3 Main challenges associated with capping stacks 
Each phase of operation, starting from bring capping stack from its storage place to the blownout wellhead has its 
own inherent challenges. The main challenges associated with capping stacks are as follows: 

3.3.1 Logistic challenges 
The enormous size of these capping stacks present a big logistic chalenge to transport this giant structure in 
shortest possible time to the offshore blownout well. Capping stack vendors are now supplying their stacks in 
small modules which can be easily air transported and then assembled on the offshore vessel or nearest onshore 
facility. Stack managers claim that Boeing 747 cargo planes can be used to transport the components of stack, but 
they require long runways and heavy lift equipment found in a limited number of airports. Still, a 6-7 days time 
period is a reasonable time frame to get the capping stack air lifted from the storage facility to the offshore vessel 
or the nearest onshore facility. 
The figure below shows the components of capping stack packed in shipping container boxes ready to be 
transported. 
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Figure 3-3   Capping stack components ready for transport20 

3.3.2 Installation and commissioning challenges 
Capping stack is enormous equipment and its installation on offshore vessel presents considerable challenge. 
Lack of space and availabiity of trained personnel are the two main challenges. For the blownout wells which are 
near to the shore, its preferred to assemble the stack onshore and then bring it in one piece to the well location. 
Whereas for wells which are far off from shore, assmebling the stack on an offshore vessel is preferred but 
necessary consideration should be made regarding the space and manpower availability. 

3.3.3 Deployment challenges 
The biggest challenge which comes straight after installation of the capping stack is identification of the vessels 
capable of deploying the stack on to the desired location in the water. Capping stack can weigh from 50-100 tons 
and the primary method is to use wireline to deploy it, so the requied vessel must have big enough subsea crane 
to lower this stack. 
The next deployment challenge comes while attaching and sealing the capping stack on a subsea well during an 
active blowout and then shutting in safely. To achieve this, first a mandrel or hub profile must be exposed (either 
at the wellhead or on top of the LMRP or BOP). In some circumstances, a crossover transition spool can be 
installed for interface to the capping stack, similar to what was done to install the Macondo capping stack. 
Locating this mandrel subsea can be a challenge as well. Therefore, some operators are using gamma ray imaging 
of the BOP stack to get reliable position indication of the BOP and LMRP. 
Out of the three landing options discused above– BOP, LMRP, and wellhead – the primary landing option is the 
top of BOP as this has the best pressure integrity. After getting the desired hub profile, positioning of capping 
stack on BOP would not be very challenging. As the stack is positioned over the plume of hydrocarbons from the 
blownout well, the fluid flow creates a force-centering effect on the stack which aids in the make-up of the stack 
to the wellhead mandrel by allowing stability and centralization of the stack in relation to the wellhead.  

                                                        
20 Source: Rassenfoss, S., Well Capping Becomes an Industry of Its Own. Journal of Petroleum Technology, July 2013. 
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Generally these stacks are suggested to be deployed with their outlets open so that sudden build up of pressure 
can be prevented. Then using subsea ROVs, these outlets are gradually closed with continuous monitoring of the 
pressure changes. This ensures gradual capping of the well which effectively reduces the release rate to zero. The 
use of ROV to commission the stack is challenging on the top of a blownout well as visibility will be low and 
atmosphere will be tense.  
In conclusion, though all these challenges increase the response time of a capping solution, the actual response 
time will vary on case to case basis. As OGP of UK has concluded in its report21 on capping and containment that 
“It is impossible to estimate absolute response times to cap a well, as the actual time is dependent upon the type 
of uncontrolled hydrocarbon release, the actual damage to the well/BOP, storage location of the equipment, 
regional infrastructure and available installation/support vessel spread, and a host of other environmental and 
human factors.”  
 

3.4 Case Study – Macondo blowout 
A capping stack had never been developed or used before the Macondo blowout of 2010 in GoM. So this is the 
only case which details the need and development process of this capping stack. This case study will explain why 
this stack was developed, why this has now become so important to have for each offshore well, and why it is 
designed the way it is now. 
The industry response for Macondo blowout was very comprehensive and is one of the best example of the well 
industry coming together to deal with a situation which this industry never encountered before at such a scale and 
at such a water depth. Many solutions were tried and tested and many lessons were captured on how to deal with 
such a catastrophic event. 

3.4.1 Introduction 
The Deepwater Horizon was a 9-year-old semi-submersible, mobile, floating, dynamically positioned drilling rig 
that could operate in waters up to 3,000 meters deep. Built by South Korean company Hyundai Heavy Industries 
and owned by Transocean, the rig was chartered to British Petroleum (BP) from March 2008 for five years. It was 
drilling a 10,680 meters deep exploratory well in approximately 1,600 meters of water. The well is situated in the 
Macondo Prospect of the Gulf of Mexico in US. The Macondo well is located roughly 66 km off the Louisiana 
coast. BP was the operator and principal developer of the Macondo Prospect. 

3.4.2 Incident 
On 20th April 2010, high-pressure methane gas from the well expanded into the drilling riser and rose into the 
drilling rig, where it ignited and exploded, engulfing the platform. At the time, 126 crew members were on board: 
seven BP employees, 79 of Transocean and employees of various other companies. Eleven workers were never 
found despite the search operations and are believed to have died in the explosion. 

3.4.3 Blowout response 
After the failure of activation of BOP using ROVs, BP decided to go ahead with the concept of putting a 
containment dome on top of the leaking riser to contain the flow and bring it back to a drillship with attached 
flowlines. Finally separating the fluid and transferring the crude to oil tankers for transfer to onshre facilities. 
This containment dome was huge in size with weihgt of about 98 tons. However, BP’s effort to capture oil from 
the Macondo well with the containment dome did not succeed. The main reason was the formation of hydrates 
which clogged the opening through which oil was to be funnelled to the flowlines for transfer to the ship. 
Hydrates are basically ice-like methane hydrate compounds which were formed due to the mixing of ingressed 
seawater with the natural gas at high pressures and cold temperatures. BP was aware of this potential possibility 
of hydrate problem and it had a plan to deal with hydrates once the containment dome was in place by circulating 
the warm water in the dome. However BP was not aware of that hydrates can form during the installation process 

                                                        
21 GIRG recommendation report on ‘Capping and Containment’, Report No. 464, May 2011 
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itself. When crews started to manoeuver the containment dome over the leak at the end of the riser, hydrates 
formed before the dome could be put in place. Because hydrates are lighter than water, they also rendered the 
containment dome buoyant as it was still being lowered, but luckily BP managed to control the buoyant dome and 
prevented it from shooting to the surface. One part of the reason for the quicker-than-expected formation of 
hydrates in the containment dome was the large flow rate of the release. No one anticipated the flow rate of 
release to be as high as 50,000 bopd22.  
After failure of this method to contain the release, BP decided to kill the well using the traditional Top Kill 
method. In industry this is also known as Dynamic kill 23 of the well. A top kill involves pumping heavy drilling 
mud into the top of a well through the BOP’s choke and kill lines, at rates and pressures significant enough to 
force escaping hydrocarbons back down the well and into the reservoir. A junk shot often complements a top kill. 
It involves pumping bridging materials—including pieces of tire rubber, knotted rope and golf balls—into the 
bottom of a BOP through the choke and kill lines. Those bridging materials can get caught on obstructions in the 
flow path for hydrocarbons, such as pieces of drill pipe and partially deployed BOP rams, and further impede the 
flow. By slowing or stopping the flow of hydrocarbons, a successful junk shot makes it easier to execute a top 
kill, but there is an associated concern with using the junk shot that it could make the spill worse by further 
damaging the BOP.  
BP tried a junk shot in conjunction with the top kill, but neither procedure managed to stop the flow of 
hydrocarbons. The main reason for the failure of this method was the high flow rate of hydrocarbon release at 
more than 50,000 bopd. This means the injected heavy mud had to overcome this much high pressure to prevent 
the hydrocarbons from being further released. This method of top kill was never used before for such high 
pressure and water depth of more than 1,600 metres . 
The next method used by BP to stop this release was the installation of LMRP Top Hat24 on the damaged riser. 
This Top Hat weighed 1.6 tons, 4 metres long and 1.2 metres in diameter. This containment structure was much 
small than the containment dome used by BP before. BP brought all the learnings from the failure of containment 
dome in the design and installation of this hat. BP designed this hat to be very compact in size to minimize 
ingress of seawater inside the structure and thus minimizing the chances of hydrate formation. Methanol was also 
circulated inside the hat dome to prevent the blockage of pipe with hydrates. This hat was successfully placed on 
the top of the leaking riser and started funnelling a part of the release to a containment ship on the surface. In 
spite of this initial relief, the portion of release collected by the hat was too small in comparison to the total 
release flow rate of 50,000 bopd25. 
After analysing that LMRP Top Hat is too inadequate to contain this large release, BP came out with another 
innovative solution of using Capping Stack to stop the release. The capping stack was similar to a smaller version 
of a BOP. Designed to connect to the top of the Deepwater Horizon’s BOP stack, it contained three rams capable 
of shutting off the flow of hydrocarbons as well as its own choke and kill lines. So, after removing the top hat 
from the top of the riser, ROVs unbolted and removed the stub of riser connected to the top of the BOP stack, 
positioned the capping stack into place, and then bolted it to the top of the BOP stack.  

                                                        
22 bopd – Barrels of oil per day 
23 This is termed as Dynamic kill because the well is still flowing when it is tried to be killed by pumping heavy drilling mud inside it. 
24 LMRP – Lower Marine Riser Package, a terminology used to represent spools and connections between the subsea BOP and the riser. 
25 http://www.scientificamerican.com/article/how-science-stopped-bp-gulf-of-mexico-oil-spill/  
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Figure 3-4   Capping stack used on Macondo well26 

This capping stack had its own associated risks. The main risk was initiating a kind of subsurface blowout that 
would end up draining all the estimated 110 million barrels of oil in the entire formation. But the calculations 
showed that the flow would have to be 100,000 barrels per day, or nearly twice as much as it actually was 
(roughly 50,000 barrels per day), for that risk to be realized. Hence after installation, BP gradually shut the 
capping stack while monitoring the pressure to make sure that the well had not been compromised and oil could 
not flow sideways into the formation. Finally on 15th July, capping stack was closed and oil spill stopped for the 
first time since the blowout which happened on 20th April. 
While the capping stack remained in place, the pressure inside it continued to build gradually. Then BP decided to 
kill the well before the relief wells were completed through a procedure called a Static Kill (or Bullhead kill). 
Like the top kill, the static kill involved pumping heavy drilling mud into the well in an effort to push 
hydrocarbons back into the reservoir. Because the hydrocarbons were already static, however, the necessary 
pumping rates for the static kill to succeed were far lower than for the top kill. 
After performing successful static kill, BP finally performed the Bottom Kill on the Macondo well using relief 
wells. Relief well is generally considered the ultimate kill of the leaking well. Relief wells generaly have a 95 
percent chance of working. The fact that BP was drilling two relief wells gave the effort a 98 percent chance of 

                                                        
26 Source: http://www.spe.org/twa/print/archives/2014/2014v10n1/13_Tech101_v10n1.pdf  
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success27. Relief wells are generally drilled as deep as possible so that the leaking well is sealed as close to the 
reservoi as possibler. As a well is drilled, casings are cemented in place at different depths to reinforce the 
borehole. If a well is sealed too high, any leaks between well casings beneath the seal could still leak oil out into 
the surrounding rock and up to the seafloor28.  
Drilling a deep relief well has both advantages and disadvantages. The advantage is that the pipe casing closest to 
the reservoir is narrower in diameter than it is near the top of the well, so it takes less heavy fluid to close the 
opening. This also means, however, that in addition to taking longer to reach the desired spot, the relief well 
drillers are trying to hit a much smaller target the deeper they drill. 
 

3.5 Major stakeholders in the value chain 
The three major stakeholders which are present in the complete value chain of capping stack from development to 
the final installation are as follows:  

3.5.1 System manufacturers 
The two main capping stack manufacturers are Trendsetter Engineering29 and Cameron. Nearly all the capping 
stacks which are available today are manufactured by these two companies. 

3.5.2 System managers 
The role of capping stack managers is to house and maintain the stack. They are also responsible to provide the 
logistics to transfer the stack to the desired location when needed. Stack managers can be the stack owners as 
well, but sometimes these are independent companies, who are commissioned by the stack owners to maintain 
their stack in a particular location for geographical reasons. For example, Oil Spill Response Limited (OSRL) is 
managing the four capping stacks for Subsea Well Response Project (SWRP). 
A brief on the major capping stack managers is as follows: 

3.5.2.1 Marine Well Containment Company (MWCC) 
MWCC was created as non-for-profit company after the Macondo blowout, by ExxonMobil, Chevron, 
ConocoPhillips and Shell, with the aim of providing a new containment response capability to the operating 
companies in case of a blowout. Now, MWCC has 10 member companies and MWCC covers their GoM 
operations.  
MWCC owns three capping stacks, all managed by it and stationed in Houston. Two of them are 15 kpsi pressure 
rated and one is 10 kpsi rated. Both of them can be used in water depths of 10,000 feet. The servising area of 
MWCC is GoM. MWCC has also developed an Expanded Containment System which includes a 15 kpsi subsea 
capping stack, dedicated capture vessels and a dispersant injection system. See Figure 2-1 for more details. 

                                                        
27 http://www.scientificamerican.com/article/bp-relief-well-drilling/  
28 Stopping the spill: the five-month effort to kill the Macondo well http://www.eoearth.org/view/article/161246/ 
29 This is Houston based engineering company, specializing in capping stack and containment solutions. http://www.trendsetterengineering.com/  
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Figure 3-5   MWCC 15 kpsi capping stack30 

 

3.5.2.2 Helix Well Containment Group (HWCG) 
HWCG was created by oil & gas companies in the aftermath of Macondo blowout to respond to the industry need 
of better blowout response solutions. Today, HWCG has 16 member companies – Bennu Oil & Gas, Cobalt 
International Energy, Deep Gulf Energy, ENI (USA), EnVen Energy, Energy Resource Technology GOM Inc., 
Freeport-McMoRan Oil & Gas, LLOG Exploration Company, Marathon Oil Company, Marubeni Oil & Gas 
(USA) Inc., Murphy Oil Corporation, Noble Energy Inc., Repsol E&P (USA) Inc., Stone Energy Corporation, 
Walter Oil & Gas Corporation, and W&T Offshore Inc. 
HWCG owns two capping stacks, both managed by it and stationed in Houston with the intention of serving the 
operators operating in the GoM region. One stack is rated 10 kpsi and other is 15 kpsi. Both stacks have dual 
rams and can operate in water depths of 10,000 feet.  

                                                        
30 Source : http://www.marinewellcontainment.com/index.php  
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Figure 3-6   HWCG 15 kpsi capping stack31 

 

3.5.2.3 Subsea Well Response Project (SWRP) 
SWRP was established in 2011 on the recommendation of the Global Industry Response Group (GIRG).  GIRG, 
created by International Association of Oil & Gas Producers (OGP) in light of recent serious oil spill incident of 
Macondo in the Gulf of Mexico, examined how the oil industry could possibly further improve the prevention of, 
and response to, subsea well-control incidents. SWRP is one part of a wider industry effort that is taking forward 
these recommendations. Shell is the operator of the Project, overseen by an Operating Committee, comprising of 
one representative from each participating company. The Project operates out of Shell Headquarters in Stavanger, 
Norway. Other member companies are BP, Chevron, ConocoPhillips,  ExxonMobil,  Petrobras, Statoil and Total. 
SWRP owns four capping stacks, two are rated for 10 kpsi and the other two for 15 kpsi. These four stacks are 
placed in four different geographical locations to cover roughly the whole globe. The two 18 3/4” bore capping 
stacks developed to handle pressure up to 15 kpsi are placed in Brazil and Norwary. The two 7 1/16” bore 
capping stacks designed for pressure up to 10 kpsi are placed in Singapore and South Africa. All of these stacks 
are manufactured by Trendsetter Engineering which gives greater flexibility by utilizing interchangeable gate 
valves and rams.  

                                                        
31 Source: http://www.hwcg.org/  
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Figure 3-7   SWRP 10 kpsi capping stack32 

 
 

                                                        
32 Source: http://subseawellresponse.com/  
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Figure 3-8   SWRP 15 kpsi capping stack33 

It can be noted from the figures above that 10 kpsi stack has only two gate valves to cap the flow, whereas 15 
kpsi stack has two blind rams to cap the flow. Gate valves reduce the weight of the unit, which is very positive 
from the response time perspective. Also, this 10 kpsi stack can be upgraded to 15 kpsi by substituting a higher 
capacity blowout preventer in the standard design. 
SWRP only owns these four stacks. These stacks are managed by an organization called Oil Spill Response 
Limited (OSRL). OSRL is a not-for-profit organization, headquartered in London, and global provider of oil spill 
response and preparedness services. OSRL has 160 members worldwide which is representative of the majority 
of global oil production. Due to its vast network and knowledge in oil spill response, SWRP has got OSRL to 
manage its four stacks. These four stacks are now placed in four different parts of the world – Norway, Brazil, 
Singapore and South Africa – under the management of OSRL. 

3.5.2.4 Oil Spill Prevention and Response Advisory Group (OSPRAG) 
In November 2010, Oil & Gas UK established the Oil Spill Prevention and Response Advisory Group 
(OSPRAG) to provide a focal point for the sector’s review of the industry's practices in the UK, in advance of the 
conclusion of investigations into the Gulf of Mexico incident. OSPRAG funded the development of a well 
capping device which could close off a well in an event of a major well control incident, enhancing the UK’s 
capability to respond to a major release of oil.  
This stack is built by Cameron, and managed by Oil Spill Response Limited (OSRL) in its facility at Aberdeen, 
UK34. It is rated to 15 kpsi and can be deployed in water depths of 10,000 ft. The cap works by shutting in and 
holding pressure on an uncontrolled well and uses a choke and a series of valves which close down and stop the 
flow of hydrocarbons into the marine environment.  

                                                        
33 Source: http://subseawellresponse.com/  
34 http://www.oilspillresponse.com/services-landing/subsea-well-intervention-service/osprag   
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Figure 3-9   OSPRAG Capping stack35 

 

3.5.2.5 Wild Well Control (WWC) 
Wild Well Control (WWC) is a Houston-based private company with 38 years of experience in well control and 
emergency response. It has two 15 kpsi capping stacks available for industry’s use. The first one is stationed at 
Aberdeen and the second one is recently unveiled in Singapore36. WWC calls its capping stack solution as 
WellCONTAINED. According to Wild Well, the full intervention system at each location includes a capping 
stack, debris removal shears, hardware kits for the subsea application of dispersant and inhibition fluids at a 
wellhead and ancillary equipment. 
According to WWC, its 18-3/4in., 15 kpsi capping stack is available for a variety of offshore conditions and 
designed for subsea use up to 10,000 ft. The company keeps the system in a state of readiness to be quickly 
transported by sea or air. The stack can be deployed on a wireline or drillpipe. 

3.5.2.6 International companies (BP, Shell) 
Some international oil companies, such as BP and Shell, are responding to these new safety awareness by having 
their own personal capping stacks in adition to being part of industrial groups, such as MWCC, SWRP and 
OSPRAG. They intend to project this extra spending on maintaining a capping stack as an insurance against any 
potential blowout scenario.  
Shell owns three stacks, all stationed at different locations. One 10 kpsi stack is dedicated for arctic region having 
shallow waters with ice hazards. Other 10 kpsi stack is stationed at Aberdeen, and the third 15 kpsi stack is 
stationed at Singapore. The stack in Singapore is built and managed by Cameron in its facility in Singapore. 
BP has two 15 kpsi stacks available, one stationed in Houston and other in Angola. Both are built by Cameron. 

                                                        
35 Source : http://www.oilandgasuk.co.uk/knowledgecentre/OSPRAG_Capping_Device.cfm  
36 http://www.aogdigital.com/component/k2/item/4214-wild-well-unveils-singapore-capping-stack  
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BP has declared that as it is drilling ever deeper and farther out, it will need even bigger and tougher capping 
stacks. BP has announced that in future it will be routine to operate with presures of 20 kpsi37. 
 

3.5.3 System operators 
This third major stakeholder in the life cycle of capping stack is the well operator. This will be the company 
requiring the capping of its blownout well using the capping stack. If this operator does not own one stack, or its 
stack is located in another part of the world, then there is a possibility that it can get one stack from an industrial 
group or another private company. Now due to the attention which these stacks are receiving worldwide, all 
major operators are becoming members of one of the industrial group which owns a stack or they are trying in 
one or another way to get associated with some company which owns a stack. In some countries, such as US, it is 
now required by the regulator to show that operator is having a back up plan, such as capping stack, in case of a 
blowout scenario.  
 

3.6 Future developments in capping stack 
Continuous research is ongoing to refine the capping stack designs and cover more subsea operations under its 
umbrella. Capping solutions are under-development for tension-let platforms38 that have a large number of risers 
underneath them. Some of the risers are no further apart than 15 feet, requiring a very compact stack that can be 
maneuvered and installed in close proximity to other wells39.  
Shell is currently developing a capping stack solution for shallow water Arctic drilling operations. For these 
operations, capping stack needs to be deployed in glory holes (also known as well cellars) which are excavated to 
protect well equipments from ice ridge scouring.  
 

3.7 Regulatory requirements for capping stack 
This section provides an up-to-date status of the legislative requirements in the seven selected countries – UK, 
Australia, Norway, Brazil, US, Angola and Mozambique. These countries were selected based on the kick off 
meeting with ENAA. The aim of this section is to provide Japanese regulators an overview of where these 
countries are with respect to capping stack requirements after the Macondo blowout in 2010. 

3.7.1 Regulatory requirement in US 
Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) is the major Health Safety amd Environment (HSE) 
regulatory body in US which enforces the safety and environmental regulations. The major functions include: All 
field operations including Permitting and Research, Inspections, Offshore Regulatory Programs, Oil Spill 
Response, and Training and Environmental Compliance functions. BSEE also routinely inspects offshore 
facilities to ensure that permit requirements are being met. 
BSEE issues Notices to Lessees (NTL) to provide interim requirements until it can establish laws through normal 
rulemaking channels. BSEE has issued NTL40 No. 2010-N10 (Statement of Compliance with Applicable 
Regulations and Evaluation of Information Demonstrating Adequate Spill Response an Well Containment 
Resources) in November 2010 which requires all lessees and operators operating in the Outer Continental Shelf 
(OCS) of US to submit adequate information demonstrating that it has access to and can deploy containment 
resources that would be adequate to promptly respond to a blowout or other loss of well control. Among other 
things, according to this NTL, BSEE asked operators to provide information regarding: Subsea containment and 

                                                        
37 http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2012/05/08/bp-deepwater-well-cap/  
38 A tension leg platform is permanently moored by means of tethers or tendons grouped at each of the structure's corners. A group of tethers is 

called a tension leg. These tethers are so designed that they eliminate any vertical motion of the platform. This allows the platform to have 
the production wellheads on deck instead of on the seabed. These wellheads are connected directly to the subsea wells by rigid risers, thus 
having a scenario of several individual risers coming straight to the platform. 

39 Madrid, M., Matson, A. “How Offshore Capping Stacks Work”. Tech 101, Vol. 10, No. 1, 2014. 
40 NTL - National Notice to Lessees and Operators 



 
 

18 
 

capture equipment, including containment domes and capping stacks. 
Therefore, there is legislative requirement for operators in US (as per NTL No. 2010-N10) to demonstrate that 
they have adequate capping stacks ready to be used in case of a blowout scenario. 
BSEE recommends following API standards for oil & gas operations in US. In July 2014, API published a new 
Recommended Practice for Subsea Capping Stacks, known as RP 17W41. It applies to the installation of new 
subsea capping stacks and can serve as a guide to improving existing equipment. It can aid during the design and 
manufacturing process and in developing instructions for preservation, transportation, maintenance, testing and 
operations. The document also provides guidelines for the deployment, well shut-in and recovery of a subsea 
capping stack. 

3.7.2 Regulatory requirement in UK 
The UK’s Health and Safety Executive (UK HSE) is overall responsible for enforcing health and safety 
legislation in the UK. The Energy Division (ED) of the UK HSE is the regulatory body for regulating the risk to 
health and safety arising from offshore work activity on the UK Continental Shelf (UKCS). 
UK HSE follows the performance based regulatory approach, which puts the onus of proving safe operations on 
the operators. The International Association of Oil & Gas Producers (OGP) is the association of oil & gas 
companies operating in UK and it sets the benchmark of safe industry practices. Thus it assists the UK HSE in 
doing its regulatory work effectively. 
OGP formed the Global Industry Response Group (GIRG) in July 2010 after the tragic accident on Macondo 
prospect in the GoM. The main aim of the GIRG was to collect all the lessons learnt from Macondo and Montara 
accidents by analysing the official investigations into these accidents, and educate the world about them. GIRG 
came out with many reports on various aspects, one of which was on Capping and Containment42. The report 
discussed various issues, such as response time for containment solution, capping and subsea dispersant systems, 
containment systems, and organizational models for project execution and deployment phases. The main 
conclusions by GIRG in this report were: 

� It is reasonable and desirable to have both 10 kpsi and 15 kpsi caps available so that the responding operator 

can select the most appropriate one for coping with the specific blowout characteristics. There are operational 

advantages to using the lightest cap suitable for the pressure of flow to be contained. 

� Capping components are to be designed to be transportable by air 

� It is impossible to estimate absolute response times to cap a well, as the actual time is dependent upon the 

type of uncontrolled hydrocarbon release, the actual damage to the well/BOP, storage location of the 

equipment, regional infrastructure and available installation/support vessel spread, and a host of other 

environmental and human factors.  

In nutshell, this report by OGP clearly recommended the use of capping stack in case of blowout and advised its 
members to keep this option ready for their offshore operations.  
So even if there is no explicit legislative requirement in UK on capping stacks, it is recommended by OGP as 
industry best practice. 

3.7.3 Regulatory requirement in Norway 
The Petroleum Safety Authority (PSA), subordinate to the Ministry of Labour, is the main government regulator 
in Norway responsible for technical and operational safety, emergency preparedness and working environment in 
the Norwegian petroleum industry. 
The NORSOK standards are developed by the Norwegian petroleum industry and are intended to replace oil 
company specifications in addition to serve as references in the PSA’s regulations. However, it is not legally 

                                                        
41 http://www.api.org/news-and-media/news/newsitems/2014/july-2014/api-publishes-new-industry-standard-for-subsea-capping-stacks  
42 GIRG recommendation report on Capping and Containment, Report No. 464, May 2011 
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binding to follow these standards, and a company may thus choose to follow other standards, such as API 
standards, given that these correspond to the same overall requirements. But as an industry best practice, 
operators tend to follow NORSOK standards while operating in Norwegian waters. 
NORSOK D-010 (Well Integrity in Drilling and Well Operations) is the main standard applicable to any drilling 
and well related activity in Norwegian waters. Standards Norway – the publishing body for NORSOK – came out 
with revision 4 of NORSOK D-010 in 2013, with around 450 changes incorporated from the previous revision. 
Most of these changes were coming from the SINTEF43 report44 on Macondo blowout. 
The sub-section 4.8.3  - Plan for capping and containment of a blowing subsea well – of the NORSOK D-010 
Rev. 4 states:  
“An outline plan for capping and containment in a blowing subsea well should be in place to demonstrate 
mobilization and installation of capping equipment within a reasonable timeframe. The plan should: 

1. evaluate the feasibility of capping a blowout scenario at the given water depth; 
2. identify all connections and possible interfaces from wellhead to flexible joint; 
3. identify all connections and possible interfaces from XMT to interface to workover equipment; 
4. include an overview of equipment requirements and availability to allow installation of a capping stack, 

including an adapter to enable connection of the capping stack; 
5. consider additional well load cases resulting from a capping operation.” 

In conclusion, since NORSOK standard explicitly requires a plan to demonstrate mobilization and installation of 
capping stack in case of a well control event, all operators need to abide to it as industry best practice and to get 
speedy approval by PSA. 

3.7.4 Regulatory requirement in Australia 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) is the regulator of 
occupational health and safety, integrity of facilities, wells and well related equipment, environmental 
management and day-to-day petroleum operations in Commonwealth offshore areas. It is the regulator for all 
offshore petroleum and greenhouse activities beyond three nautical miles from the territorial sea baseline.  
NOPSEMA follows a performance based HSE regime. Thus, it becomes the duty of the oprator to ensure that 
reasonably practicable steps are taken to ensure the safety of the facility and its activities without adding further 
operational risks. Safety case approach is used by operators to get approval of NOPSEMA. 
Australian oil & gas industry is also not behind on the adoption of capping stack solutions. On the initiation of 
the Australian Petroleum Production & Exploration Association (APPEA)45, Australia has put in place ‘Subsea 
First Response Toolkit’ (SRFT) which will be needed to make the surface area of the sea around a subsea 
wellhead safe, and prepare the well for an intervention (by using capping stack) if appropriate. It has greatly 
enhanced the intervention and response capacity for offshore subsea operations and will help protect the offshore 
marine environment. It is designed to fit on any work class ROV and would also enable the application of subsea 
dispersant where there is a need to make surface safe for work. 
The SFRT is owned by Australian Marine Oil Spill Centre (AMOSC)46 on behalf of the industry and is placed at 
Oceaneering yard near Perth. Oceaneering Australia will store and maintain the equipment and provide expertise 
for mobilization and deployment of the toolkit. 
Since Australia follows performance based regulatory approach and Australian oil & gas industry has got its own 

                                                        
43 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. 
44 Deepwater Horizon-ulykken: Årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel, SINTEF, May 2011  
45 APPEA is the peak national body representing Australia’s oil and gas exploration and production industry. It has more than 80 full member 

companies. These are oil and gas explorers and producers active in Australia. APPEA members account for an estimated 98 per cent of the 

nation’s petroleum production. APPEA works with Australian governments to help promote the development of the nation’s oil and gas 

resources in a manner that maximises the return to the Australian industry and community. APPEA aims to secure regulatory and commercial 

conditions that enable member companies to operate safely, sustainably, and profitabl.y www.appea.com.au  
46 AMOSC was established in 1991 by nine major oil companies operating in Australia. www.amosc.com.au  
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capping stack housed in Perth, it is expected of the oil & gas operators operating in Australian waters to showcase 
to NOPSEMA that they are considering capping stack as a contingency measure in case of blowout scenario.  

3.7.5 Regulatory requirement in Brazil 
Brazil follows the performance-based regulatory regime for offshore oil & gas activities. National Petroleum 
Agency (ANP)47 is the main regulatory agency which covers oil, natural gas and biofuels activities. Resolution 
ANP Nº 43 (Technical Regulation of Operational Safety Management System for Maritime Drilling Installations 
and Oil and Natural Gas Production) is the main health and safety regulation in Brazil which establishes an 
operation safety management system (SGSO). 
There is no specific regulatory requirement from ANP regarding the use of capping stack in case of blowout 
scenario in subsea well. But Petrobras, the national oil company of Brazil, is founding member of the SWRP 
which has also placed one of its four capping stacks in Brazil. This shows the positive attitude in Brazil oil & gas 
industry towards acceptance of capping stack and containment solutions.  
In conclusion, it would be expected from the oil & gas operators operating in the Brazilian waters to show 
emergency preparedness involving the use of capping stack. 

3.7.6 Regulatory requirement in Angola 
The Ministry of Petroleum (Minpet) regulates the oil and gas exploration and production activities in Angola in 
collaboration with Sonangol – the national oil company. But there is no specific offshore safety regime in Angola 
for oil & gas activities as the role of Minpet is focussed on oil & gas block licensing. This leaves the 
responsibility of doing the operations safely on the operators. Therefore, it is up to the operators to implement 
their own safety systems and follow the industry best practices. 
Thus, it is expected that in Angola, operators will only consider readiness of capping stack solutions if it is 
required by their corporate HSE policy.  

3.7.7 Regulatory requirement in Mozambique 
The National Petroleum Institute (INP – Instituto Nacional De Petroleo) is the main institute established to 
regulate the offshore oil/gas operations in Mozambique. INP does its job with the assistance of Ministry of 
Mineral Resources (MIREM). The main aim of INP is to manage the petroleum resources of Mozambique and 
administer the related operations for the benefit of the society, and in compliance with the existing laws, 
government policies and contractual commitments. On safety aspect of offshore operations, there are no specific 
local regulations and therefore it’s up to the operators to implement their own systems and best practices. 
Thus, it is expected that in Mozambique as well, operators will only consider readiness of capping stack solutions 
if it is required by their corporate HSE policy.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
47 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
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4 Subsea completion system 
There are two types of subsea completion systems: Dry Tree Completion and Wet Tree Completion. For shallow 
water wells, both dry tree and wet tree completions can be used based on the number of wells and distance of 
wells from each other. For deepwater wells, only wet tree completions are recommended. For each completion 
system, two main components are wellhead and Christmas tree. 
This section includes discussion on these two completion systems and explicitly highlights the challenges 
associated with wet tree completions. The figure below graphically compares the two completion systems.  

 
Figure 4-1   Dry Tree and Wet Tree Completion Systems48 

4.1 Dry Tree Completion 
Dry tree completions have both wellhead and Christmas tree installed above seawater on some platform, fixed or 
floating. These completions are technically the same as conventional platform completions which have been used 
over many years in the drilling industry. The dry tree platforms are built with a central well bay using the surface 
trees. This provides direct access to the wells for workover and recovery. The well count and spacing of the wells 
will determine the size of the well bay. Topside equipment is arranged around the well bay on the platform. A 
large production manifold is required on deck along with a large skid-able rig for well intervention operations. 
Topside space on a floating platform is limited. Thus it becomes imperative to have extremely efficient deck 
layouts which sufficiently accommodate production and drilling equipment while accounting for safety and 
operability limitations. This is a very challenging limitation that needs to be considered by designers of dry tree 
completion. The benefits of dry tree completions include the reduced CAPEX required and direct vertical well 
access for drilling and intervention operations.  

4.2 Wet Tree Completion 
Wet tree completions have both wellhead and Christmas tree installed on the seabed. In deepwater fields the use 
of remote installation tools and ROVs are required for installation, maintenance and intervention activities. 
Shallow water wet tree systems can rely on diver assistance instead. Wet tree platforms have a central moonpool 
for running marine risers, BOPs and trees. These BOPs, risers and trees are typically very heavy and large in size, 
and thus handling and storage of such equipments require large deck space on the platforms. Wet Tree 

                                                        
48 Source: Subsea Engineering Handbook 1St Edition, Young Bai & Qiang Bai 
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completions use subsea manifolds and connection systems as building blocks for subsea infrastructure, 
connecting wells to export pipelines and risers and onward to receiving floating vessels. Subsea manifolds 
combine hydrocarbon flow from multiple subsea wells into production flow lines for transfer to production. 
These subsea manifolds can also be used to manage water, gas and chemicals needed for injection into the wells. 
With production equipment located on the seafloor rather than on a fixed or floating platform, subsea processing 
provides a less expensive solution for offshore environments.  
Originally wet tree completions were conceived as a way to overcome the challenges of extremely deepwater 
situations, but now subsea processing has become a preferred solution for fields located in harsh conditions where 
processing equipment on the water's surface becomes very risky. Additionally, subsea processing is an emergent 
application to increase production from mature or marginal fields. Subsea processing can cover a multitude of 
processes which can help reduce the cost and complexity of offshore field developments. The main types of 
subsea processing include subsea water removal, and re-injection or disposal, single phase or multi-phase 
boosting of well fluids, sand and soil separation, gas/liquid separation and boosting and gas treatment and 
compression. By performing these processes subsea, topside space is saved in offshore production facilities, 
thereby smoothening the processing capacities of these facilities. Performing subsea separation of unwanted 
components at the seafloor saves energy that would have otherwise been spent to send these components via 
flowlines and risers to the surface, only to be sent back down again for re-injection.  
Subsea field architecture and the adoption of subsea processing can help increase profits by boosting field 
recovery rates. Subsea processing also enhances the efficiency of flow lines which contributes to flow assurance 
and management. The development of challenging subsea fields is also possible as topside expenditures for 
equipment can be reduced with subsea processing thereby making marginal fields economically viable 
developments. In spite of all these benefits, there are associated challenges as well in adopting wet tree systems 
with subsea field architecture and subsea processing. The challenges include high CAPEX of installation of 
subsea modules, costly commissioning which is dependent on ROVs, and expensive 
maintenance/inspection/testing. These subsea modules are fully dependent on ROVs for intervention even though 
numbers of interventions required are relatively less. This technology is still under perfection and testing, and 
overall, industry is positive about this development.  

4.2.1 Statoil’s Subsea Factory 
An example of industry’s confidence into these wet completions and subsea processing is the introduction of 
‘Subsea Factory’ concept by Statoil in 2013. According to Statoil, some of the benefits of a Subsea Factory, apart 
from increasing hydrocarbon recovery and productivity, include health and safety benefits such as reduced fire 
and explosion risks, chemical consumption, manned offshore operations, environmental “footprint” as well as 
improved energy efficiency. Statoil has targeted to make this concept a reality by 2020. 
A Subsea Factory is a process plant on the seabed with its ultimate goal to make it possible to utilise remote-
controlled transport of hydrocarbons at any offshore facility. The goal of this 2020 Subsea Factory is to process 
the reservoir fluids to transport quality (not sales quality). Common for all such process plants is that they will 
have an increasing need for more and advanced new technology. Most of the components in the 2020 Subsea 
Factory are today developed and qualified. But even though most of the components are consider relatively 
mature, making the system of new components work together as an interacting system still remains. Components, 
both new and proven, will have to be merged in a way that has not been done before. As a general description of 
the “2020 Subsea Factory”, Statoil has given a high-level schematic as shown in figure below: 
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Figure 4-2   Illustration of the Statoil Subsea Factory49 

As shown in the figure above, a Subsea Factory is mainly consisting of a collection of process units at the sea 
bed. Oil and/or gas is produced from one or more wells at where the production units control the flow of 
hydrocarbons through the subsea production trees mounted on top of the well head. The multiphase flow (mainly 
oil, gas, water) from the production templates are directed through pipelines to the manifold which gather the 
fluid into one pipeline. From the manifold, the flow is directed to the separator. The low is then separated into 
three streams: oil, gas, and produced water. The oil is directed to the oil storage. An oil pump then lifts the oil to a 
shuttle tanker to transport to shore. The gas is directed to the compressor that increases pressure for gas export 
through a pipeline. The produced water is directed to the water injection pump that increase pressure and pumps 
it into the reservoir via the injection template for increased recovery. Water removal lowers the risk of hydrate 
formation in the pipeline and improves de-bottlenecking the process. In addition, sea water is injected from a 
separate unit to boost the reservoir pressure for increased recovery. For the operation, a separate unit provides the 
necessary power distribution and control of the various process units. Remotely operated vehicles (ROV) are 
used for installation, intervention and other jobs. 
At this moment, nothing can be said for sure about the success and adoption of such subsea processing facilities, 
but one thing is confirmed that industry will see more such concepts being implemented in near future. 

4.3 Wellheads 
Wellhead is an important part of any well completion system. Based on the dry or wet tree completion, there are 
two wellheads – Surface and Subsea wellhead. This section provides a discussion on these types of wellheads 
with their associated challenges. 

4.3.1 Surface Wellheads 
 

                                                        
49 Source: DNV GL Report titled “The Statoil Subsea Factory – A System Description”, No. 2013-1319, 6 February 2014. 
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Figure 4-3: Sketch of a typical oil well.50 

 
Figure 4-4: Surface Wellhead and Christmas tree sketch.51 

The wellhead is located below the Christmas tree and above the ground surface as shown in the sketch of a 
typical surface well shown in Figure 4-3. The wellhead is defined as the surface equipment set below the master 

                                                        
50 Source: PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING FUNDAMENTALS   ISBN: 0750682701 
51 Source : PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING FUNDAMENTALS   ISBN: 0750682701 
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valve. As we can see from the Figure 4-4 (This includes the Lower casing heads and a tubing head). The casing 
heads are used to hang casing strings and are mechanical assemblies that can be installed during well 
construction. The casing head is basically a bowl that supports the casing hanger which is attached to the top of 
the casing either by threaded connection or friction grips. The production casing is supported by the production 
casing hanger. Similarly, each intermediate casing is supported by its own casing hanger (and bowl) shown in 
Figure 4-5. These casing head arrangements ultimately sit on-top of and are supported by the surface casing 
which is cemented to the surface. A completed with three casing strings, will have two casing heads with the 
lowest casing head sitting on the surface casing and the upper most casing head supporting the production casing.  
In most cases, production wells employ a string of production tubing, which is run inside the production casing 
string. This production tubing is supported by the tubing head in the same way as the casing heads. A sketch of 
tubing hanger (with its head) and casing hanger (with its head) is given in Figure 4-5 for illustrative purposes. 
 

 
Figure 4-5: Sketch of Casing Hanger (Left) and Tubing Hanger (Right)52 

                                                        
52 Source : PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING FUNDAMENTALS   ISBN: 0750682701 
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4.3.2 Subsea Wellhead 

 
Figure 4-6: Cross-section of Subsea Wellhead system53 

A subsea wellhead provides the structural and pressure-containing interface for the drilling and production 
equipment. The wellhead is supported by the conductor housing, which is normally a 30” or 36” casing against 
the foundation cement and the soil. The wellhead also supports the pressure containing casings and also the 
production tubing when vertical trees are used. The standard size of the subsea wellhead being used all over the 
world is 18 ¾”. The exemption to this is Brazil where there is a tradition of using 16 ¾” wellheads. The interface 
profile used for locking the subsea tree or the drilling BOP to the wellhead is dominated by the standard H4 
wellhead profile. See Figure 4-6 for a cross section view of the subsea wellhead. 
Today a lot of effort is spent in order to verify and predict the subsea wellhead fatigue capacity. The fatigue 
capacity is the wellhead system’s capacity to withstand a dynamic load generated from the riser and BOP. The 
drilling marine riser is the most severe, but smaller and lighter work-over risers can also create fatigue loads. The 
industry-wide interest in this is driven by the fact that both drilling BOPs and drilling rigs are getting larger and 
heavier resulting in increased fatigue loads on the wellhead. Drilling deeper and more advanced wells is more 
time consuming and thus the wellhead is exposed to the drilling loads for a longer period of time than what the 
industry traditionally have experience with. Both the operators and the equipment manufacturers are working 
hard to address these issues. 
Today, wellhead systems are designed to standard pressure classes which for offshore / subsea applications are 
10,000 and 15,000 psi. New developments are ongoing to expand the wellhead capacities to 20,000 psi pressures 
and temperature up to 400°F (~200°C). 

                                                        
53 www.c-a-m.com 
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Subsea wellheads are located on the seabed and have to be remotely installed with the aid of specialized running 
tools and drill pipe. It is landed on the conductor housing and locked down to the conductor by means of 
interaction between the OD (outside diameter) of the wellhead and the ID (inside diameter) of the conductor.   
The standard subsea wellhead system is typically made up of the drilling guide base, low pressure housing, high 
pressure housing, casing hangers, metal-to-metal annulus sealing assemblies, bore protectors and wear bushings 
and running and test tools. 
The drilling guide base allows for aligning the BOP onto the wellhead. Typically, guide wires are attached to the 
guideposts of the base and provide alignment guidance as the BOP is run to the wellhead. The low pressure 
housing interfaces with the high pressure housing and also serves to provide a location point for the drilling guide 
base. The high pressure housing acts as an interface between the subsea BOP stack and the subsea well. The high 
pressure housing houses and supports each casing string by means of casing hangers. The bottom ID of the high 
pressure housing forms the primary landing shoulder, which is designed to be able to support the combined 
casing loads. The landing shoulder typically supports two or three casing hangers and a tubing hanger. The casing 
hanger’s OD forms metal-to-metal seals with the ID of the high pressure housing, thereby providing pressure 
isolation between casing strings.  

4.3.3 Subsea wellheads vs Surface Wellheads 
Subsea wellhead systems operate on a similar principal to surface wellheads in that they provide casing hang-off 
points, annular isolation and provide the interface for the production tree and production tubing string. The 
subsea environment presents challenges which require specialized engineering to overcome. In the subsea 
environment, the wellhead is exposed to the marine environment and has to be protected against elevated subsea 
pressures and lower temperatures. Being under water and in at great depths which limit human access, presents 
practical limitations to wellhead access. This means subsea well head installation and the subsequent assembly of 
casing strings and casing hangers in the wellhead require the design of these wellheads to incorporate engineering 
adaptations which allow remote assembly from the drilling or support platform. ROVs and casing running tools 
are often used to assist with wellhead installations.   
The internal and external structural differences are shown in the cross-sectional comparison between the surface 
and subsea wellheads in Figure 4-7. It becomes obvious from the comparison how structurally the surface and 
subsea wellheads differ. In Figure 4-7, each casing string is shown in a different colour. The surface wellhead 
shows a modular stackable arrangement and has sizable annular accesses which are isolated by annular access 
valves. The annular access can be easily monitored with manual or electronic gauges which can be easily 
changed out when they are faulty. The subsea wellhead also has each casing hanger stacked on-top of the next. 
The number of casing strings the subsea wellhead can support is limited by the internal diameter of the high 
pressure housing. Also annular access is not as straightforward as with the surface wellhead. For annulus 
monitoring and access, subsea wellhead manufacturers employ a variety of designs including penetrations of the 
wellhead housing and conduits either through the housing or external to a region above the casing hanger. These 
tie in to a production Christmas tree which has means of monitoring the annular pressures.     



 
 

28 
 

 
Figure 4-7: Cross section of Surface Wellhead54 and Subsea Wellhead55 

 

4.3.4 Subsea Wellhead Considerations for Deepwater wells 
Deepwater wells’ completions using subsea wellhead have additional challenges which should be taken into 
consideration while doing the completion. The two main challenges are as follows: 

4.3.4.1 Wellhead Fatigue 
In subsea drilling operations, drilling risers and subsea BOP stacks are deployed onto the wellheads from mobile 
offshore drilling units. The subsea wellhead, conductor and casing systems are subject to cyclic lateral loading 
from the drilling riser. The possible causes of motions are shown in Figure 4-8, which shows vessel motions, 
wave and current as sources of motion in the drilling stack up which in turn contribute to wellhead fatigue.  

                                                        
54 Source: Oil and gas surface Wellhead and Christmas Tree: Components Illustration Handbook by Okon Obo PhD. 
55 Source: www.c-a-m.com 
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Figure 4-8: Typical drilling stack up and possible sources of motions.56 

 
Waves on the sea surface cause the drilling vessel to undergo swell and sway motions which are then transferred 
to the top of the drilling riser. The riser also experiences direct hydrodynamic forces from the waves.57 In addition 
to this, Vortex-Induced vibrations contribute to riser motions. This occurs when the frequency of the vortices shed 
by current flow around the riser matches the natural frequency of the riser system. The resulting lateral motion of 
the riser can exceed riser’s diameter in amplitude.58 Vortex induced vibrations caused by current are shown in 
Figure 4-9. The combined loading on the riser can exert excessive loading on the wellhead. Excessive fatigue 
accumulation on the wellhead can result in failure of the wellhead system.   

                                                        
56 Source: Wellhead, Conductor and Casing Fatigue – Causes and Mitigation ,Tze King Lim, Elizabeth Tellier, Hugh Howells  2H 

Offshore    Engineering 
57 Source: Wellhead, Conductor and Casing Fatigue – Causes and Mitigation ,Tze King Lim, Elizabeth Tellier, Hugh Howells  2H 

Offshore    Engineering 
58 Source: Hopper, C. T., - “Vortex-Induced Oscillations of Long Marine Drilling Riser”, Deep Offshore Technology (DOT), Valleta, 

Malta, 17-19th October 1983. 
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Figure 4-9   VIV effect on riser59 

4.3.4.2 Deepwater Geological Conditions 
Depending on the geographical location, ocean floor conditions in deep water and ultra-deepwater can be 
extremely unconsolidated and soft. This can give rise to well foundation issues which require new well designs to 
overcome this challenge. In addition to this it has also been observed that underground aquifers have been more 
frequently encountered in deepwater than in shallow water. These aquifers present water-flow zones which need 
to be isolated from the well. Isolation of these water-flow zones while drilling is done by means of running 
additional casing.  Running additional casing also requires additional casing hanger positions in the well head. 
Thus to reach a specific targeted depths, more casing strings and hangers are required. When the conventional 
wellhead systems are unable to deal with these additional requirements, large-bore or high capacity wellhead 
systems are used (see Figure 4-10 for illustration). These wellhead systems allow for greater flexibility and 
customizability in casing program design. Large-bore subsea wellheads allow more casing strings to be run by 
increasing their internal/ bore diameter. This is often achieved by removing the load shoulder which is found in a 
conventional subsea wellhead. In a conventional 18-3/4 inch subsea wellhead there is a load shoulder which 
reduces the bore diameter to 17-9/16 inch. In Large-bore wellheads this bore restriction is reduced and often 
allows for an additional string of 18 inch casing to be set.  Figure 4-11 shows GE’s subsea wellhead offerings and 
how the large bore wellheads compare with other types. This table shows that the large bore allows for 18 inch 
casing and has better bending load tolerance.   
Large-Bore wellheads are also designed to be capable of handling high bending load and higher pressures. This is 
an especially beneficial feature as deepwater drilling, where excessive well head fatigue, resulting from heavier 
BOP stacks and riser loadings and unconsolidated seabed conditions and higher downhole pressures are 
prevalent. The only disadvantage of large bore wellhead is its high cost. 

                                                        
59 Source : http://www3.imperial.ac.uk/vortexflows/research/fluidstruct/vivofflexiblestructures  
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Figure 4-10: Deepwater subsea wellhead designed specifically to meet the requirements 

of higher-strength and pressurized shallow-zone water flows associated with ultra-

deepwater drilling in the Gulf of Mexico60 

 

 
Figure 4-11: GE VectoGray's subsea wellhead offerings. MS-700 refers to conventional 

wellheads, M-800 referes to Large-bore wellheads and  Slimbore refers to compact 

wellheads. 61 

                                                        
60 Source: http://petrowiki.org/File%3ADevol2_1102final_Page_366_Image_0001.png 
61 Source : http://site.ge-energy.com/businesses/ge_oilandgas/en/literature/en/downloads/subsea_wellhead_systems.pdf 
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4.3.5 Subsea Wellhead Manufacturers 
There are multiple surface wellhead manufacturers. However when we look at subsea wellhead systems, the 

major industry players dominate the market. The major OEMs which produce subsea wellheads include 

Cameron, Aker Solutions, Dril-Quip, GE VectoGray, and FMC Technologies. A summary of their product 

offerings are as follows: 
Manufacturer Brief introduction Product specification 

 

Cameron - a global provider of 

pressure control, processing, flow 

control and compression systems 

as well as project management 

and aftermarket services for the 

oil and gas and process industries. 

It is headquartered in Houston, 

US. 

� Deepwater High Capacity Subsea 

Wellhead system designed for wells Up 

to 10,000 ft, 15 kpsi and H2S service.  

� Deepwater Large Bore Subsea Wellhead 

system designed for wells Up to 10,000 

ft, 15,000 psi and capable of running up 

to 18’’ casing and  H2S Service. 

� Compact Subsea Wellhead system 

designed for moderate well depths & 

10,000Psi. 

 

VectoGray – a suppliers of 

products, systems and services for 

onshore and offshore drilling and 

production, project management, 

engineering, procurement and 

construction services, process 

systems and equipment, 

maintenance, modification and 

operations. It is headquartered in 

London, UK. 

� MS-700 series features high fatigue 

wellhead design, high bending capacity, 

high bending capacity and is pressure 

rated up to 15000 psi.  

� MS-800 series us rated for 15000psi and 

high temperature well. It is designed for 

deep wells and has greater flexibility 

with casing programs.  

� Slimbore series is designed for wells 

which can be reached with one or 2 

casing strings and allows the use of drill 

through trees.  

 Aker Solutions – a provider of 

oilfield products, systems and 

services for customers in the oil 

and gas industry worldwide. It is 

headquartered in Oslo, norway. 

� Aker has H2S rated wellheads capable of 

working pressures up to 15,000 psi with 

varying water depths. Aker has five 

different lines of subsea wellheads for 

customers to choose from depending on 

the well conditions expected.  

 
FMC Technologies  - designs, 

manufactures and services 

systems and products such as 

subsea production and processing 

systems, surface wellhead 

systems, high pressure pumps and 

� FMC’s subsea wellheads are designed for 

applications of up to 15,000 psi in water 

depths of 10000 feet of water and feature 
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fluid control equipment, 
measurement solutions and 
marine loading systems for the oil 
and gas industry. It is 
headquartered in Houston, US. 

weight set installation. They also have 

large bore wellhead options.  

 

Dril-Quip  - designs, 
manufactures and sells drilling 
and production hardware and a 
wide variety of capital rig 
equipment for use by oil and gas 
companies. It is headquartered in 
Houston, US. 

� SS-15 Wellhead system is rated for 

15,000 psi, H2S service and has weight 

set installation. It comes in RLD, ES, and 

Big Bore variants. RLD stands for rigid 

lock down. While the ES variant is 

designed for deepwater applications 

where higher bending stress is 

anticipated on the wellhead. The Big 

Bore Variant allows for 18’’ casing to be 

hung within the wellhead.  

� SS-20 Big Bore Wellhead systems are 

rated for 20000psi and are capable of 

accommodating 18’’ casing.  

� SS10/10C wellhead systems are rated for 

10,000 psi.  
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4.4 Christmas Trees 
Christmas tree (XMT) is another important part of any well completion system which is installed directly on the 
top of a wellhead. XMTs are used on both surface and subsea wells and are made up essentially of an assembly of 
valves and spools and fittings which are configured to control flow during the production. Their name comes 
from their rudimentary resemblance to a decorated Christmas tree.  
Production XMTs are used to control the flow of hydrocarbons from the respective wells by means of various 
control valves and choke to the production facility, such as storage depot, pipeline or processing facility.  
Injection XMTs are used to control the injection of gas or water in to a non-producing well in order to enhance 
production rates of hydrocarbons from other adjacent wells. Multiple other functions are provided by XMTs. 
These include, means for well intervention, chemical injection points, and monitoring points for key well 
parameters. 
Based on the dry or wet tree completion, there are two types of XMTs – Surface and Subsea XMT. Figure 4-12 
shows both of these schematically. The subsea tree is substantially larger than a surface tree and is built to 
withstand the harsh subsea marine environment, incorporates a greater degree of reliability and redundancy into 
its design. It also has remotely operated vehicle interface panels and subsea control modules. For deepwater 
wells, normally subsea XMTs are preferred. 

 
Figure 4-12: A: Dril-Quip Surface XMT62  B: Cameron 10 kpsi Horizontal Subsea XMT63 

This section provides a discussion on these two types of XMTs and their associated challenges. 

                                                        
62 Source : http://www.dril-quip.com/surface_production.html 
63 Source : http://www.rigzone.com/news/image_detail.asp?img_id=3692 
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4.4.1 Surface Christmas tree 

 
Figure 4-13: Rows of Surface Christmas Trees in a Jacket Production Platform.64 

Figure 4-13 shows a typical surface XMT with 4 valves in a crucifix arrangement. Dry tree completions use 
surface XMT. Such trees are found on both land wells and shallow water fields where production platforms are 
available. The XMT is connected above the tubing head by means of a tubing head adaptor. The Lower most 
valve (nearest to the tubing head adapter) is known as the master valve. In more sophisticated surface trees, two 
master valves are installed in series on top of each other and are called the upper and lower master valves 
respectively. The Master valves are typically fully open while the well is flowing during production. It is typically 
configured such that the upper master valve (UMV) is hydraulically actuated while lower master valve (LMV) is 
manually operated. The upper master valve being hydraulically operated allows for remote actuation during an 
emergency. There are two wing valves (WV) typically on either side of the XMT. The wing valve on the right is 
usually connected to a production flow line which connects the well to the rest of the production facility. It is 
commonly referred to as the Flow wing valve for this reason. The Flow Wing Valves are usually hydraulically 
operated and are fail-safe closed. This means that hydraulic pressure from the control system keeps the valve 
open.  
The Wing Valve on the left hand side is often called the Kill Wing Valve (This is also known as the non-active 
side arm). It mainly serves as a means to inject fluids into the well for well maintenance. 
The valve on the top of the XMT is referred to as the swab valve. This valve is left closed most of the time and is 
only opened for well interventions like wireline and coiled tubing operations. During these operations a lubricator 
and Workover BOP (as shown in Figure 4-14) is rigged up on top of the XMT and the wireline or coiled tubing is 
run through the lubricator and BOP and past the swab valve. In some cases, a secondary swab valve is present, to 
allow the well to flow while the intervention equipment is being rigged down. 

                                                        
64 Source : DNVGL file pictures 
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Figure 4-14: Workover BOP (In red) rigged-up on top of a Christmas tree.65 

 

4.4.2 Subsea Christmas Trees 
Wet tree completions employ subsea XMTs, which come in many varieties. These are typically rated for their 
application specific anticipated depth, temperature, pressure and flow rates. Subsea trees are used in a variety of 
applications covering shallow-water to deepwater wells. The subsea production trees are typically available in 
traditional vertical trees and horizontal trees. These are further classified according to their mode of operation 
(i.e. electric or hydraulic) and the number and types of penetrations through the tree to control subsurface 
equipment and hydrocarbon production. 
The design of subsea trees are divided in to two main types: Horizontal Christmas trees and Conventional Vertical 
Trees (Mono bore or Dual bore) as shown in the figures below. 

 
Figure 4-15: A: Cameron Vertical Mono bore Subsea Tree; B: Cameron Vertical Dual-Bore 

                                                        
65 Source : DNVGL file Pictures. 
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Subsea Tree; C: Cameron Horizontal Tree66 

 

 
Figure 4-16: Schematic of Vertical Mono bore, Dual bore and Horizontal Subsea trees.67 

 

4.4.2.1 Horizontal and Vertical Subsea Trees 
The most obvious differences between the vertical and horizontal trees are the position of the vales and the 
position of the tubing hanger. The advantage of the horizontal XMT is that it is possible to remove the tubing 
without removing the tree. Thus, horizontal Christmas trees are selected, where frequent replacement of the 
production tubing is expected when compared to the Christmas tree. Horizontal Christmas tree installation 
involves lower equipment cost and requires less time. It also allows easier access for well intervention activities. 
One disadvantage of the horizontal Christmas tree is the complexity involved in removing the Christmas tree. The 
upper completions have to retrieved, which is both a time consuming and costly operation.  In a horizontal XMT, 
interventions through the tubing are more difficult than in a vertical tree, as installing plugs is a more involved 
process than opening or closing the valves in the conventional X-mas tree. The main valves in a subsea tree are 
the Master Valve (MV), Wing Valve (WV), Choke Valve (CV) and Crossover Valve (XOV).  The Master valve is 
used to completely shut in the well production. The Production master valve is located between the wellhead and 
the production bore. The annulus master valve is used for shutting in any production or injection into the annulus. 
The Wing Valve controls production or injection or annulus flow. This valve is usually downstream of the master 
valve in the production bore and the annulus bore. The crossover valve provides communication between the 
production bore and the annulus which are normally isolated. The choke valve is located downstream of the wing 
valve and controls the flow of produced hydrocarbons. Typically it is hydraulically actuated by means of a 
stepping actuator. This valve is prone to erosion and as such is designed to be retrievable68.   
The XMT valves are typically designed to be fail-safe closed valves. This means the valves will close in the event 
that the signal to the valve or hydraulic control pressure is lost. The sequences in which these valves are closed is 
important and normally are designed to close in a preprogramed closing sequence. 

4.4.2.2 Subsea Tree Control Systems 
In modern offshore technology, the subsea XMT is remotely operated through a multiplex system. Power and 
signal technology is employed to continuously monitor and control the production. Pressure, temperature, 
multiphase flow rates and valve status are monitored by the production control system. The control system also 
remotely controls the actuation of the XMT valves. The control system is multiplexed and had redundancy built 

                                                        
66 Source : http://www.onesubsea.com/products_and_services/production_systems/subsea_trees/.aspx 
67 Source : Subsea Facilities – Technology Developments, Incidents and Future Trends – DNVGL 
68 An Introduction to Well Integrity, Rev 0, NTNU, 4 December 2012 
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into the system allowing the system to continue normal operation should one control line be lost. The multiplexed 
control system architecture allows for seamless switchover from the compromised control line to the spare 
control line in the event of a communication failure.  
As can be seen in Figure 4-17, pressure and temperature sensors are installed in the production flow, upstream 
and downstream choke and on the annulus. There are also provisions to monitor pressure and temperature down 
in the production tubing. It is common in subsea XMTs that pressure and temperature sensors are duplicated and 
more than one is installed for redundancy. Modern subsea Christmas trees also have sand and erosion probes to 
monitor sand production and the erosion rates in systems. This gives operators a better idea of the degradation 
rates of the systems and can better anticipate any potential integrity issues. 
 

 
Figure 4-17: Subsea Christmas Tree Monitoring.69 

Production control systems which ultimately connect to the subsea XMT consists of topside controls, power 
equipment, subsea control module (SCM) and sensors as well as subsea electrical and hydraulic distribution 
equipment. The topside control system is made up of hydraulic power units, topside umbilical termination 
assemblies, subsea power and communication unit and control stations. These are usually located at the surface 
facility / platforms. 
In recent years, there has been development of all-electric actuated subsea systems which are intended to 
completely eliminate the need for hydraulics. The proponents of the all-electric actuated systems argue that these 
systems improve reliability, availability, functionality, performance and eliminate the environmental concerns of 
venting or leakage of control fluids to the sea. Additionally, by reducing the need for high cost control fluids, 
large complex umbilicals and intervention equipments, these all-electric systems are more cost-effective as 
compared to the conventional electro-hydraulic systems. The removal of hydraulics transmission from the 
equation eliminates the problems related to long-distance step outs and ultra-deepwater transmission.  The all-
electric system has a smaller footprint and consumes less energy, faster response times and is easier to maintain 
as compared to existing systems.  Cameron has developed one such all-electric subsea tree system under the 

                                                        
69Source: http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-71/issue-1/subsea/wireless-communication-enhances-subsea-

production-monitoring.html  
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“CameronDC” product line.  
Subsurface downhole safety valves (DHSV) are conventionally hydraulically actuated thus requiring hydraulic 

supply to be run to the subsea trees. This limits the full benefits of all electric trees from being realised. DHSV 

valve manufacturers such as Halliburton have been developing full electric DHSVs however this is fairly new 

technology and a proven track record of application has not been sufficiently established.      
 

4.4.3 Subsea Christmas tree Manufacturers 
The most dominant subsea XMT manufacturers are as follows: 

Table 4-1   Subsea XMT manufacturers70,71,72,73,74 

Manufacturer Horizontal 

Trees 
Features &  

Rating 
Vertical 

Trees 
Features &  Rating 

Enhanced 

Horizontal 

Subsea Tree 

(EHXT) 

• 10,000 Feet 

• 10,000 to 

15,000Psi 

• Large bore 

design available. 

• Configurable 

for gas lift 

operations and 

downhole ESP 

completions. 

Enhanced 

Vertical Subsea 

Tree (EHVT) 

• 10,000 Feet 

• 15,000 Psi (Current) 

• 350 ° F (Current) 

• 20,000Psi & 400 ° F 

(Will be available in the 

Future) 

• Available in slim-

bore and full-bore 

configurations 

 

 

Note: Cameron also 

has an all- electric Subsea 

tree 

Horizontal 

Subsea Tree 
• up to 15,000 

Psi (Current) 

• up to  350 ° F 

(Current) 

 

Vertical 

Monobore 

Subsea Tree 

 

• up to 15,000 Psi 

(Current) 

• up to  350 ° F 

(Current) 

 

Vertical 

Dual-Bore 

Subsea Tree 

• wide range of 

configurations, from 

conventional shallow-

water trees to deepwater 

mono-bore riser 

versions. 

                                                        
70 Source : http://www.fmctechnologies.com/SubseaSystems/Technologies/SubseaProductionSystems/SubseaTrees.aspx 
71 Source : http://www.onesubsea.com/products_and_services/production_systems/subsea_trees.aspx 
72 Source : http://www.ge-energy.com/products_and_services/products/subsea_trees_manifolds_and_connection_systems/ 
73 Source : http://www.akersolutions.com/en/Global-menu/Products-and-Services/Subsea-technologies-and-services/Subsea-

production-systems-and-technologies/Subsea-trees/ 
74 Source : http://www.dril-quip.com/systemsolutions.html 
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VetcoGray D-
Series DHXT 

• 10,000 Feet 

• 15,000 Psi  

• Low Weight 
( The DHXT 
Standard Package 
weighs 90,000 lbs) 

• Modular 
design 

• Small deck 
footprint   

VetcoGray S-
Series SVXT 

• For shallow water 
application suitable for 
jackup drilling rig 
operation. This also 
presents cost savings 
when it comes to 
installation 
considerations.  

• 6,500 Psi  

• 250° F 

• uses smart tool for 
installation which 
eliminates the need for 
diver or ROV assistance 
for installation. 

• Light weight 

Horizontal 
Standard 
Configurable 
Tree (HSCT) 
Shallow water 

• 1,640 Feet 

•10,000 Psi 

•250° F 

Vertical 
Standard 
Configurable 
Tree (VSCT) 
Shallow Water 

• 3,280 Feet 

•10,000 Psi 

•275° F 

 

Horizontal 
Standard 
Configurable 
Tree (HSCT)  
Deep water 

• 9,840 Feet 

•10,000 Psi 

•275° F 

Vertical 
Standard 
Configurable 
Tree (VSCT)  
Deep Water 

• 9,840 Feet 

• 10,000 Psi 

• 275° F 

 

Horizontal 
Standard 
Configurable 
Tree (HSCT) 
Large bore 

• 9,840 Feet 

•10,000 Psi 

•275° F 

•7” bore size 

Vertical 
Standard 
Configurable 
Tree (VSCT)  
Large Bore 

Still in development  

 

Horizontal 
Production 
System 

• 6,500 Feet 

• 15,000Psi 

 

SingleBore
™ Subsea 
Production 
System 

• allows hydraulic 
control of annulus access 
valve 

• The SingleBore Tree 
and Tree Cap Running 
and Retrieving Tool can 
incorporate a shearing 
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gate valve, providing 
Emergency Disconnect 
Package (EDP), Lower 
Riser Package (LRP)  
wireline services. 

   DualBore™ 
Production 
System 

• 15,000Psi 

• The DualBore 
System can be 
implemented as a 
package which includes 
a Completion Riser, 
Surface Test Tree, 
Emergency Disconnect 
Package (EDP), Lower 
Riser Package (LRP) and 
Installation and 
Workover Control 
System (IWOC). 
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5 Well cementing 
This section provides discussion on the operation of cementing of the subsea wells. It lists the conditions in 
deepwater environment which influences the cementing operation. It also details all the major challenges faced 
by cementing operation for deepwater wells. 

5.1 Introduction 
Cementing is often one of the most critical steps in well completion. Cement is used to fill the annular spaces 
between the casing string and the drilled bore hole. The main type of cement used in drilling is Portland cement.  
Various additives can be added to the cement slurry to control its density, setting time, and viscosity, to manage 
the lost circulation, filtration and to meet various other well specific conditions.  
Cementing serves three main functions, which are:  

� zone isolation,  

� corrosion control, and  

� formation stability and casing strength enhancement.  

With greater depths, well environments tend to vary a great deal and accordingly, cements have to be able to 
withstand a vast array of conditions. The cement should have sufficient strength to secure pipe in the hole, to 
maintain zonal isolation, withstand nominal shock loading from drilling activities during perforating and 
fracturing. The cement must cope with weak formations, formations which might cause lost circulation, corrosive 
formation fluids, high pressures and extreme variations in temperature. Therefore, various additives are added to 
cement formulations to provide solutions to the challenges these conditions present.  
There are a large number of types of cement additives available. They number in excess of 100 varieties but can 
generally be grouped in to eight main categories as follows75: 

1. Accelerators 

Accelerators are used to reduce the time required for cement to set. It quickens the speed in which the cement 
develops compressive strength. Accelerators are commonly used in shallow, low temperature wells and are also 
used to counteract the setting-delays caused by other cement additives. The most common type of accelerator 
used is calcium chloride.  

2. Retarders 

Retarders delay the setting time of cements by inhibiting cement hydration. This allows sufficient time for cement 
placement in deep wells with higher temperatures. The elevated temperatures can cause the cement to set even 
before it can be pumped to its desired location in the wellbore. 

3. Extenders 

Extenders, when added to cement, reduces its density and can also reduce the amount of cement required for a 
cement job. The low density cement which results is typically required for cementing weak formations which 
would otherwise breakdown and result in lost circulation.  

4. Weighting agents 

Weighting agents have the reverse effect of extenders when mixed with cement. They increase the density of 
cement.  When high pressure formations are being cemented they may become unstable if the cement slurry 
density is too low. Weighting agents help the cement slurry to maintain sufficient density such that high pressure 
formations remain stable during the cementing operation.   

5. Dispersants 

The efficacy of a cement job depends heavily on good mud removal. In order to enhance circulation and to ensure 

                                                        
75 Source: Cement Chemistry and Additives by Michel Michaux, Erik Nelson, Benoit Vidick, Saint-Etienne, France 
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good mud removal during cement placement, Dispersants are added to the cement slurry to reduce its viscosity 

6. Fluid-loss control agents 

When a permeable formation in encountered and a cement placement under pressure is required across this 
region, water tends to escape from the cement slurry into the formation by a process known as filtration. If this 
fluid loss is not controlled, the slurry’s density, thickening time and rheology could change and the entire cement 
job could fail.  It is for this reason that fluid-loss control agents are added. This type of additive controls water 
loss from the slurry.  

7. Lost-circulation control agents 

Circulation losses can occur when cavernous or fractured formations occur. If such losses occur during a primary 
cementing operation, expensive remedial cementing operations will be required. To prevent this from occurring, 
lost-circulation control agents are added to the slurry.  

8. Special additives 

Special additives, such as anti-foam agents and fibres are formulated for specific cementing tasks such as foam 
prevention which may lead to hydraulic pressure loss.   

5.2 The cementing operation 
The cementing operations are generally divided into two types – primary cementing and remedial cementing 
operations.  

5.2.1 Primary cementing 
The primary cementing is a critical procedure in the well cementing process. It is the process of placing a cement 
sheath in the annulus space between the casing and the formation. The cement sheath establishes zonal isolation 
by providing a hydraulic seal that stops fluid communication between producing zones in the bore hole and thus 
restricts fluids from escaping to the surface. The cement sheath also anchors and supports the casing string and 
protects the casing (which is often made from steel) against corrosion resulting from contact with the formation 
fluids.  The cement also helps in protecting the casing from sho;ck loads created due to deeper drilling. 
To understand the challenges associated with primary cementing process in deepwater wells, it would be 
worthwhile to have a detailed look at the primary cementing process for oil & gas wells.  
Typically once a desired drill depth is reached while drilling a well, the drill pipe is removed and the casing string 
is run to the bottom of the hole. A guide shoe or float shoe is usually attached to the bottom end of the casing 
string, which helps to guide the casing towards the centre of the hole and minimises contact with the rough edges 
of the well bore. Casing centralisers are also used to keep the casing in the centre of the borehole to help ensure 
even spacing between the casing and the borehole wall. This will in turn help to achieve uniform thickness of the 
cement sheath in the annulus space.  
Now before pumping cement slurry down in the casing string, it is required to prevent this slurry from mixing 
with the drilling mud already present in the casing string. Cement slurries and drilling fluids are usually 
chemically incompatible and often can result in formation of gelled masses when they are mixed. These gelled 
masses reduce the cement strength by preventing the formation of good cement bonds. Both chemical and 
physical means are used to maintain a fluid separation between cement slurry and drilling fluid. Typically a 
chemical wash is pumped down hole followed by a spacer fluid. This helps displace drilling fluid, maintains a 
fluid barrier between the cement slurry and the drilling fluid and also aids in cleaning the casing and formation 
surfaces (see Figure 5-1 below).  



 
 

44 
 

 
Figure 5-1: Primary cementing Process76 

A bottom plug is then inserted after spacer fluid to provide a mechanical barrier. The cement slurry is then 

pumped down the hole in pre-calculated quantity which would be sufficient to fill the annular space. A top plug is 

then inserted, which sits on top of the cement slurry in the casing string. Then, a displacement fluid is pumped 

down the hole on top of the top plug, which separates the displacement fluid from the cement slurry. Details of 

the bottom plug and top plug are shown in Figure 5-2. 

 
Figure 5-2 Bottom and Top Plugs77 

Continued pumping of the displacement fluid pushes the top plug downwards against the cement slurry which 

then pushes the bottom plug towards the bottom of the casing string. When the bottom plug reaches the bottom of 

the casing string, an internal membrane (or rupture disc) in the bottom plug ruptures allowing the cement to flow 

into the annulus. The top plug does not have a membrane and continues traveling down the casing string until it 

                                                        
76 Source:  Well cementing Fundamentals by Erik B. Nelson -- 

http://www.slb.com/resources/publications/oilfield_review/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors12/sum12/define_cement.ashx   
77 Source: http://www.slb.com/ 
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encounters the bottom plug which is sitting at the bottom of the casing string. At this point fluid communication 
between the annulus space and the inside of the casing string stops. The cement slurry is then left to set and 
harden.  
After the Primary cementing job has been carried out and the cement is set, the cement sheath integrity is tested 
by means of hydraulic testing and well logging.  

5.2.1.1 Hydraulic Testing 
Pressure testing is the most common hydraulic testing method. First a casing pressure test is carried out to verify 
that the casing string’s mechanical reliability.  The shoe is then drilled out and a pressure integrity test is carried 
out at pressures in excess of what is anticipated in the next drilling phase. The cement seal is considered good if 
there are no leaks. If a leak is detected, the primary cementing job will be considered defective and remedial 
cementing operations have to be undertaken. 

5.2.1.2 Well Logging 
Well logging operations are carried out by lowering a measurement device into the well. These measuring devices 
can measure parameters such as temperature, acoustic and ultrasonic profiles of the well in relation to depth. 
Temperature sensors help identify cement hydration while acoustic and ultrasonic profiles can provide 
information on the quality of the cement and how well the cement is bonding to the formation and the casing.   
Figure 5-3 shows how the various amplitudes recorded in an ultrasonic profile of a cement job are interpreted. 
High amplitudes show no cement while low amplitudes show an effective cement job. Amplitudes in between no-
cement and good-cement ranges indicate improper cement jobs. It is worth to note that the verification of a 
cement barrier by interpretation of an ultrasonic cement evaluation log is subjective and based on inferences from 
downhole measurements. API 10TR1 provides detailed guidance on cement evaluation practices. 

 
Figure 5-3: Sample simplified summary qualitative interpretation of a cement bond 

log.78 

When the hydraulic tests and well logs indicate signs of poor cement binding or communication between zones, 

                                                        
78 Source: http://petrowiki.org/Cement_bond_logs 
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the cement job is deemed defective and remedial cementing operations then need to be carried out to correct these 
defects.  

5.2.2 Remedial Cementing 
Remedial cementing operations help correct problems with the primary cementing operations. These types of 
cementing operations require just as much technical and operational competence as primary cementing. Squeeze 
cementing and plug cementing are the two main categories of remedial cementing methods available.  

5.2.2.1 Squeeze cementing 
In squeeze cementing, the defective interval or squeeze target is identified and perforations are made into the 
annulus at target depth. The area is isolated and pressure is applied from the surface to force the cement slurry 
into all voids. The composition of the cement slurry used for squeeze cementing is specifically designed to fill the 
type of void it is intended to fill in the well bore. These voids could include small cracks, micro-annuli, large 
vugs79, formation rocks or even casing leaks formed by corrosion and split casing. The squeeze cement slurry’s 
design and dehydration rate are critical factors.80  

5.2.2.2 Plug cementing 
Plug cementing is used to prevent fluid flow in a wellbore by using a plug made of cement. The cement plug will 
block flow in the well bore, between formations or between formations and the surface. The cement must provide 
both a hydraulic and mechanical seal. Cement plugs can be used in several applications. These are well 
abandonment, directional drilling/side-tracking, lost-circulation control, well control, zonal isolation, formation 
testing and restoring wellbore stability.81 Cement plugs are prone to leakage and failure, therefore adequate 
precautions should be taken to make sure that these plugs will ensure the necessary sealing. All wells which are to 
be plugged and abandoned may be filled with a mud fluid of sufficient weight to offset the hydrostatic pressure of 
any formation penetrated82. The four main reasons for the failure of cement plugs are as follows: 

� If mud used to offset the flowing hydrocarbons is of insufficient weight, cross flow of hydrocarbons can cut 

channels into the plug leading to leaks 

� If the cement is of higher density than the mud used, cement may fall through the mud. The resulting mud 

contamination of the cement may keep the cement from setting to form a plug 

� If the cement is of higher viscosity than the mud used, cement may fall through the mud. The resulting mud 

contamination of the cement may keep the cement from setting to form a plug 

Mechanical plugs can also be used for isolation and abandonment, but Portland cement plugs are the most 
commonly used plugs in the oil & gas industry as they have low permeability and are relatively inexpensive. 
Furthermore, cement plugs are easy to install and provide tight bonding to the formation and well casing surface. 
Normally a plug base material is used to avoid contamination of the cement plugs. A mechanical plug (or bridge 
plug), a viscous fluid or mud is used as the plug base material. When mud is used as plug base material, a spacer 
fluid is pumped ahead of the cement slurry to prevent contamination of cement with the mud used83. 
It would be interesting to have a small discussion on the mechanical plugs in this section as they are also 
commonly used along with cement plugs for well plugging or abandonment. Mechanical plugs are used in some 
wells to reduce the amount of cement required to plug a well or to provide additional protection from the 
formation pressure in the well. Setting the plug downhole can be accomplished in a number of ways depending 
on the specific manufacturer’s design. Typically the plug is lowered to the desired location in the well and then 
rotated to release the slips that will grab the casing to hold the plug. Then the plug is raised or lowered 

                                                        
79 Vugs are small to medium-sized cavities inside rock that may be formed through a variety of processes. 
80 Source:  Well cementing Fundamentals by Erik B. Nelson -- 

http://www.slb.com/resources/publications/oilfield_review/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors12/sum12/define_cement.ashx  
81  Source: http://petrowiki.org/Remedial_cementing  
82 http://www.state.tn.us/sos//rules/0400/0400-52/0400-52-09.20130618.pdf  
83 http://decarboni.se/publications/long-term-integrity-co2-storage-%E2%80%93-well-abandonment/2-well-plugging-and-abandonment  
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(depending on the specific manufacturer’s installation guidelines and design) to expand the sealing element 
against the casing. Further it is rotated to release a secondary set of slips that will keep the plug in expanded form 
and make a tight sealing with the casing surface.84 
The two types of mechanical plugs used to plug and abandon wells are bridge plug, and cement retainer. The 
choice of which plug type to use is based on whether cement needs to be pumped below the plug to seal the 
perforations or not. A brief description of them is provided below:  
Bridge plug 
Bridge plug is a mechanical plug that is used to provide a solid seal within a wellbore for plugging. Some bridge 
plugs are designed to be easily drillable in case the well is desired to be re-entered at a later date. Bridge plugs are 
typically made of cast iron with dual slips with a sealing element between the slips. The plug is designed to be set 
in a wellbore and then have cement set on top to provide a complete seal of the reservoir below. In cases where 
there is a potential for moderate or high pressure gas to be flowing from the area below the setting depth, a bridge 
plug can be set to seal the wellbore prior to cementing to reduce the chances of the pressurized water or gas to 
contaminate the cement. The figure below shows a typical cast iron bridge plug used to plug and abandon wells. 

 
Figure 5-4   Cast iron bridge plug85 

Cement retainer 
A cement retainer is a mechanical plug that can be set above a zone to be cemented. This type of plug is 
especially useful when plugging higher pressured zones that need to be squeeze-cemented prior to plugging. 
Cement retainers are usually built from drillable material so that later re-entry of the reservoir, if needed, will be 
easily done. The cement retainer is set in the well in a method similar to that used for a bridge plug. Once the 
plug is set in the well, cement can be pumped through the plug to squeeze cement through the perforations or 
open-hole area below the retainer. Pressure can be applied to the area below the retainer without a concern for 
cement traveling up hole past the cement retainer. Once the desired amount of cement is squeezed below the 
retainer, the tubing is pulled upward out of the retainer and a mechanical flap closes the hole to effectively seal 
the cement below the cement retainer. Cement is then typically placed on top of the cement retainer to provide a 
more complete seal of the reservoir86. The figure below shows a typical cement retainer. 

 
Figure 5-5   A cement retainer87 

5.3 Challenges associated with Deepwater Well Cemen ting 
The deepwater cementing environment introduces several factors influencing and impacting the thermal history 

                                                        
84 Paper #2-25 – Plugging and Abandonment of Oil and Gas Wells, Working Document of the National Petroleum Council North American resource 

Development Study, 15 September 2011. 
85 Source: Chuannan Energy Technology Co., Ltd. http://en.cnmpoil.com/   
86 Paper #2-25 – Plugging and Abandonment of Oil and Gas Wells, Working Document of the National Petroleum Council North American resource 

Development Study, 15 September 2011. 
87 Source: International Completion Solutions, LLC. http://www.internationalcompletion.com/  
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of the cement slurry. These include water depth, mud-line temperature, geothermal gradient, the presence or 
absence of a drilling riser, drilling fluid temperature, ocean current velocity, presence of thermoclines 
(temperature variation with depth in the layers of ocean water), ambient sea-surface temperature, cement mix-
water temperature, bulk cement temperature, cement mixing rate, cement heat of hydration, displacement rate, 
drill pipe size and mass, casing size and mass, and hole size.  
The cementing of deep deepwater wells requires log pumping times to get cement pumped to the bottom of the 
well and displaced upward. There is always risk of premature hardening of the cement due to these long pumping 
times. Therefore, special cement retarders are added to the cement slurry to allow for adequate pumping time to 
place the cement where desired. The distance between the location of these wells from the shore adds logistical 
complexity to deepwater cementing operation.88 
If a well is drilled through a natural salt zone, special precautions must be taken to prevent contamination of the 
cement by the salt. Salt mixed into cement functions as an accelerator for solidification. Generally additional 
additives are added to the cement slurry to avoid any premature hardening of the cement, in case salt comes into 
contact with the cement.  
The major challenges associated with deepwater well cementing are as follows:  

5.3.1 Shallow gas/water flows 
Shallow gas/water flows tend to occur in areas of rapid sedimentation, over pressured formations and weak 
formations. These are conditions that are typical of all the major deepwater environments which are of interest to 
exploration and production of hydrocarbons. Such shallow gas/water flows below the seabed can lead to well 
control problems and have cost the industry hundreds of millions of dollars in the past.89 Thus zonal isolation is a 
key concern in these regions. For example, in the Ursa field in the Gulf of Mexico several wells were lost as a 
result of shallow gas/water flows in the 1990’s which helped in triggering worldwide awareness of this hazard.  
Generally drilling location and well bore trajectories are planned to avoid such hazards in the place.  
Development well spacing is increased to prevent washouts from one well affecting others around it. Casing 
programs also have to take in to account these hazardous shallow flow zones. This often means extra casing runs 
have to be incorporated in to the well design. This inevitably results in higher well costs and smaller production 
casing diameters. 
These hazardous shallow gas/water flow zones often occur at relatively shallow depths below the seabed surface 
(typically between 100m to 700m) and in relatively unconsolidated formations with relatively low fracture 
pressures in relation to pore pressures. Thus the drilling margins in these regions are very narrow as compared to 
normal drilling conditions as shown in Figure 5-6. As we go deeper into the seabed, the drilling margin increases 
as formations become more consolidated due to hydrostatic pressure and the weight of mud layers over it. 

                                                        
88 Source: API RP 10B-3 
89 Source: “ high Expectations from Deepwater Wells”  Oilfield Review by Carré G, Pradié E, Christine A, Delabroy L, Greenson B, Watson 

G, Frett D, Piedras J , Jenkins R, Schmidt D, Kolstad E, Stimatz G and Taylor G 
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Figure 5-6 : Narrow Drilling margins in deepwater shallow flow regions.90 

Figure 5-6 shows given the same formation, the drilling margin (i.e. the gap between the formation fracture 
pressure and the pore pressure) becomes increasingly narrower as we move from shallow waters of (200 feet) to 
deeper water (7000 feet). This a common concern when drilling in deepwater. Exceeding the formation fracture 
pressure can cause the formation to fracture and lead to lost circulation while falling below the pore pressure can 
cause the formation fluids to flow into the well. 
Thus the cement slurry design must take account of this and have light density such that they are below the 
fracture pressure in these regions. Fluid loss control should also be designed into the slurry to avoid changes in 
the slurry density such that it does not drop below the formation pore pressure which can allow gas or water to 
invade the annulus. The slurry design should prevent fluid channels from forming in the cement by minimising 
the amount of free water and particle settling (this is commonly known as sedimentation) in the slurry. The 
critical hydration periods should also be kept brief to prevent water or gas flowing into the cement while it sets. 
Engineers have to balance these slurry design requirements while ensuring the set cement is of low permeability 
to ensure the long term strength of the cement to ensure zonal isolation is maintained throughout the life of the 
well.  
Thus to combat shallow gas/water flow the slurry has to have the following properties: 

1. Low Slurry density (To prevent slurry exceeding formation fracture pressures)  

2. Excellent fluid loss control (To prevent slurry from dropping below formation pore pressure) 

3. No sedimentation (To prevent fluid channels from forming) 

4. Brief critical hydration periods (To prevent fluid or gas migration into the cement)  

5. Low cement permeability ( To ensure zonal isolation) 

5.3.1.1 Available technologies 
Wellbore cementing technologies to overcome shallow gas/water flows have been developed and been used in 
deepwater projects by operators. Operators depend on cementing service providers who are the industry experts 
to offer solutions to these problems. Traditional solutions includes the use of foamed and plaster cements.  
Foamed cement 
Foamed cements are sometimes used to cement unconsolidated formations. These slurries are infused with an 
inert gas like nitrogen to lower the slurry densities and offer good fluid loss control and compressive strength 
development in low temperatures. However, there are a couple of drawbacks to the use of this type of cement. 

                                                        
90 Source: Journal of Petroleum Technology July 2014, www.spe.org/jpt  
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Foamed cement has increased permeability even after setting which is undesirable for long term isolation. 
Additional equipment and logistical requirements are also required for the foam cementing systems and thus 
incur additional expense and complexity in remote deepwater location.  
Fast setting Gypsum-cement (Plaster Cement) 
This type of cement is effective in setting casing strings in low temperature environments. The rapid setting 
quality of this type of cement prevents fluid migration however the cement quality tends to vary to a great extent 
and requires significant pre-job testing of the slurry. The slurry is also very sensitive to contamination.  
Each service provider91 like Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes and Halliburton has their own specific 
proprietary slurry technologies to overcome shallow flows. Service providers add various additives to the slurry 
to tailor the cement job to the requirements of each well.     

5.3.2 Gas Hydrates 
Another challenge in deepwater well cementing in the presence of gas hydrates, such as methane hydrates. It is 
known that methane hydrates are present throughout the world’s oceans, primarily on the continental margins. 
Figure 5-7 shows the prevalence of hydrates in the world’s oceans. They are normally found in ocean floor 
sediments in water depths exceeding 300m. 

 
Figure 5-7: Global Methane Hydrate distribution92 

Hydrates are ice-like crystalline solids where methane or other gas molecules are trapped within a cage of water 
molecules as shown in Figure 5-8.  

                                                        
91 Source : http://dusk.geo.orst.edu/oceans/deep_currents.html 
92 Source: http://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/methane-hydrates/  
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Figure 5-8: Hydrate Structure showing Gas trapped in ice93 

Gas hydrates are formed by bringing the gas into contact with liquid water in high pressure and low temperature 
conditions. When either of these two conditions is not met, they become unstable and gas is released. Sudden gas 
hydrate release can result in weakening of the seafloor, submarine landsides and even tsunamis.  
Drilling and cementing across these gas hydrate zones are particularly challenging. Heating of the hydrates 
during well construction and later, heat transfer from production operations can cause hydrates to destabilise. 
When hydrate zones are encountered while drilling, they should be isolated by cementing. However cement 
curing or setting is an exothermic process and the heat released by conventional cements can be significant 
enough to destabilise the hydrates. Thus special cements with lower hydration temperatures must be used.  
During production operations, as the higher temperature well fluids flow past the gas hydrate zones, heat can be 
transferred to the hydrate deposits which can destabilise the hydrates. Thus cements with low thermal 
conductivity are required to limit heat transfer during production.94  
Thus to combat the problems associated with hydrate zones, the required cement has to have the following 
properties: 

1. Minimal heat release during hydration 

2. Minimal thermal conductivity 

3. Anti-gas migration property  

Cement service providers like Schlumberger and Halliburton have gas hydrate specific slurries to overcome these 
challenges.  

5.3.3 Pressure and Temperature Conditions  
Ambient pressure has influence on the thickening and setting time of cement. Higher pressures tend to accelerate 
this process. However, the effects of temperature on cement are far more pronounced than that of pressure95. 
Cement setting times are accelerated by high temperatures and retarded by low temperatures.  
Downhole tempratures in excess of 150 deg C and pressures beyond 10,000 psi are considered High Pressure and 
High Temprature (HPHT) conditions. Such HPHT conditions are more common in deepwater enviroments than 
shallow water.This impacts virtualy every element of the production process. Cementing is no exception to this. 
Standard cementing designs and practices have been shown to be inadequate when dealing with these harsh 
conditions. Cementing has yet to achieve optimum design criteria for good performance in HPHT wells.  
As stated above, temperature has the greatest effect on cement slurry performance. The bottom hole temperature 
and the heat produced by large quantities of cement during hydration affect how the cement sets and the long 
term strength of cement.  
The low temperatures up to several thousand feet below the mud line also need to be considered carefully and 

                                                        
93 Source : http://apchemcyhs.wikispaces.com/Hydrates  
94 Source: http://www.halliburton.com/public/cem/contents/Data_Sheets/web/H/H05892.pdf 
95 Temperature and pressure are continuously monitored during the drilling by using MWD (Measurement While Drilling) tools 
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accounted for when planning a cement job. Water depth directly affects the temperature at the seabed. Deeper 
water presents cooler temperatures. Temperatures at the seabed can reach -1OC. The lower temperatures mean the 
time required for the cement to set and obtain sufficient compressive strength would be longer. Waiting on 
cement (WOC) time is very costly for deepwater drilling operations which employ rigs which have high day-
rates. Soft surface formations mean that conventional density cements cannot be used and must be replaced by 
low density cements. However, low density cements also have longer setting times. This combined effect of 
conventional low density cement and low temperatures can slow the setting time of cement to a point where the 
waiting on cement time becomes economically impractical. It is thus important to have light weight cements that 
can set quickly and develop sufficient high strength in a short time. 
The success of a cement job is dependent on accurate estimations of static and circulating cementing 
temperatures. API Tables96 which are typically used to provide cementing temperature schedules cannot be used 
for deepwater temperature predictions. Temperature information of the wellbore can be obtained from well 
logging and measurement while drilling (MWD) tools. Computer based thermal modelling can also be used to 
model and test the slurry designs. The planned cement blend is lab tested to determine additive concentration to 
give the appropriate cement properties, thickening time and compressive strengths. Displacement hydraulics is 
simulated by most major cement vendors. During the mixing, the cement weight is constantly checked, most 
often by hand but also by sensors. The displacement parameters are recorded for checking against forecasted 
pressures. 
The accuracy of these computer based models is dependent on the accuracy input data fed into the model. Thus 
these should be used with caution. API Recommended Practice 10B-3 / ISO 10426-3 provides a guide on how 
deepwater cement is to be tested. 

5.3.4 Challenging Well architecture 
Angled trajectory of deepwater wells adds additional challenges for well cementing. This makes maintaining 
casing centralisation within the wellbore challenging. Poor centralisation can also occur when too few centralisers 
are run. Running more centralizers has its own challenges. More centralizers expose sealing surfaces in the 
subsea wellhead to potential damage while running casing, increase surge pressures while running casing and can 
increase drag (resistance) on the casing string while running. 
Poor casing centralisation makes the process of drilling mud removal a challenge. Pockets of drilling mud or 
filter cake being left behind because of poor mud removal can prevent the cement from forming an effective bond 
around the casing. The conventional cement is not an effective displacement fluid, therefore additional 
displacement techniques, such as pre-flush or fluid spacers, need to be used. Figure 5-9 shows how poor 
centralisation of casing can affect the quality of a cement job.  

                                                        
96 API TR 10TR3 - Temperatures for API Cement Operating Thickening Time Tests - 1993 Report from the API Task Group on 

Cementing Temperature Schedules 
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Figure 5-9: Cross section showing a non-centralised casing (right) having poor cement 

job97 

In deepwater wells, tight drilling margins, hydrate zones, unconsolidated formations and HPHT zones make 
drilling very challenging. This requires drilling programmes to include significant zonal isolation into the design 
of well architecture. This essentially means longer and more casing runs have to be made. In Addition, the casing 
sizes that can be used in the portion of the well drilled with the riser installed are constrained by the inner 
diameter of the riser, BOP and wellhead system. This prevents operators from starting with bigger diameter 
surface casings. 
As a result of this, there are generally narrower annular spaces between casing strings. This narrow annular space 
makes removal of drilling mud from the annulus a challenge. Poor mud removal results into poor cementing job. 
It has also been found that even with good centralization, it may be problematic to place cement in annuli with 
tight clearances between the hole and the casing. Hole enlargement practices, using hole enlargement devices 
such as underreamers and bi-center bits, are typically employed to achieve improved cement placement. It is 
worth to note that these hole enlargement practices have their own associated challenges. The hole enlargement 
process adds mechanical and operational complexity to the drilling process and can reduce drilling efficiency98.  
Additional challenge exists for wells where operators have to drill deeper to reach the reservoirs. In such wells, 
the use of production liners instead of production casings is becoming a norm these days. Liners are needed 
because well design flexibility is further limited by high-pressure wellhead housings (HPWH) that typically 
provide only three casing hanger profiles. For deep drilling applications, or where the pore and fracture pressure 
margin is small, more than three casing strings are often required to reach the geologic objectives. For liners, 
lighter cement (of low density) is needed which can set fast. 

5.4 Deepwater Drilling Cementing Service Providers 
There are lot of drilling service companies which specialise in cementing and the major players like 
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes and Weatherford all have deepwater specific cementing solutions to 
overcome and deal with challenges discussed in the preceding chapters.  
Schlumberger and Baker Hughes tend to focus on combatting shallow water flow conditions while Halliburton 
focuses on the problem of hydrates. Halliburton also offers its suite of cement additives and tailors them to the 
requirements of each well.   All the Service providers have their own method of dealing with challenges specific 

                                                        
97 Source: http://www.drillingcontractor.org/improving-well-control-calls-for-continuous-evaluation-of-barriers-21463 
98 Effects of Water Depth on Offshore Equipment and Operations – Topic #3: Well Drilling & Completion Design and Barriers, Effects of 

Water Depth Workshop, Galveston, Texas, Nov 2-3, 2011 
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to deepwater drilling and cementing the following table summarises some of the deepwater cementing solutions 

these service providers have developed.  

Table 5-1   Deepwater drilling cement providers99,100,101 

Service Provider Deepwater Cementing 

Technologies 
Description 

 

•DeepCEM Low-Temperature 

Cement 
•DeepCRETE Deepwater 

Cement Slurries 
•FlexSTONE Advanced Flexible 

Cement Technology 
•LiteCRETE Lightweight 

Cement Slurries 

With DeepCEM additive, Schlumberger 

deepwater slurries have all the properties 

required to prevent shallow flow and to 

ensure successful cement jobs in 

unconsolidated, low-temperature, 

deepwater environments. Rheological 

properties are controlled, providing low 

viscosities and rapid gel strength 

development to control shallow flow. They 

develop compressive strength rapidly, even 

at the low temperatures found on the floor 

of deep oceans. This ability allows early 

commencement of operations, reducing 

costly waiting-on-cement time 
DeepCRETE deepwater cementing 

solution reduces waiting-on-cement time 

because the cement system isolates the 

formation and develops compressive 

strength faster than conventional portland 

cement systems. 
When combined with Schlumberger gas 
migration technology, the DeepCRETE 

solution works effectively for shallow flow 

control. And when coupled with the 

particle size distribution technology of the 

DeepCRETE system, the gas migration 
technology provides low fluid loss and low 

permeability, inhibiting fluid migration. 
FlexSTONE advanced flexible cement 

technology represents a fundamental 

change to oil- and gas-well cementing. 

This sealant system has mechanical 

properties that are matched to the 

downhole stress environment. By enabling 

the set cement to conform to the changes 

that occur during the drilling, production, 

and abandonment cycles of the well, 

FlexSTONE technology offers lifelong 

zonal isolation. 

                                                        
99 Source : http://www.slb.com/services/drilling/cementing/deepwater_cementing.aspx 
100 Source : http://www.halliburton.com/en-US/ps/cementing/deep-water-cementing/deep-water-cementing.page?node-

id=hsx1kzps?SRC=MP 
101 Source: http://www.bakerhughes.com/products-and-services/pressure-pumping/cementing-services/deepwater-cementing-services 



 
 

55 
 

Each FlexSTONE slurry is individually 
designed for a specific well application. 
First, the stresses that the cement sheath 
will experience over the well’s life are 
predicted by numerical analysis modeling. 
Then, the system’s mechanical properties 
are customized using the FlexSTONE 
trimodal particle-size distribution 
technology to accommodate the predicted 
stresses. 
Both the temperature and flexibility range 
have been increased with the FlexSTONE 
HT formulation. Deeper, hotter, more 
complex wells can be reliably sealed for 
life to achieve maximum production from 
the reservoir 
With its exceptional set-cement properties 
in compressive strength and permeability, 
LiteCRETE  slurry eliminates stage 
cementing in long intervals, while getting 
an exceptional perforation quality without 
reducing cement integrity. The slurry is 
also applicable for hydraulic fracturing 
treatments. Using lightweight, high-
strength LiteCRETE cement for kickoff 
plugs reduces cement contamination, 
which often causes kickoff plug failure. 
Coalbed methane cement 
Combining the technology of LiteCRETE 
slurry system with CemNET advanced 
fibers to cement the well without losses. 
LiteCRETE slurry has excellent strength 
and low permeability. The fibers bridge the 
naturally occurring fractures in coalbed 
methane wells, while the low-density 
LiteCRETE slurry reduces the hydrostatic 
pressure, avoiding the creation of new 
fractures. The system enhances isolation 
and improves stimulation success, which 
lowers well costs and increases recoverable 
reserves. 

 
 

• DeepAssurance™ Cementing 
Solution Suite 
Annular Pressures 

• iCem® Service 
• Latex 3000™ Cement 

Additive 
• WellLife® 734 

Halliburton offers a full suite of cement 
slurries and additives under their 
DeepAssurance™ Cementing Solution 
Suite aimed at addressing the various 
concerns and complexities associated with 
deepwater cementing operations. There is a 
tie in with their cement pumping systems 
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Additive 
• WellLife® Service 
• WellLock® Resin 
• ZoneSeal® Isolation 

Process 
Corrosive Enviroments 

• SaltShield™ Cement 
• ThermaLock™ Cement 

Narrow Pressure Margins 
• ChannelSeal® Process 
• Latex 2000™ Cement 

Additive 
• Latex 3000™ Cement 

Additive 
• LockCem™ and 

LockSeal™ Cement 

Systems 
• SentinelCem™ Cement 
• Tuned® Light Cement 
• WellLock® Resin 
• ZoneSeal® Isolation 

Process 

and cement delivery tools.  Their suite of 

solutions target corrosive environments, 

narrow pressure margins, abnormal annular 

pressures and mechanical stresses which 

are encountered in deepwater cementing.  
 

 

• Baker Hughes DeepSet™ 

slurry 
• Baker Hughes DeepLite™ 

cement system 

The Baker Hughes DeepSet™ slurry—

usually foamed with nitrogen—reduces the 

risk of shallow-water flow (SWF) that, 

ultimately, causes severe subsidence and 

erosion. Foamed cements—ideal for 

combating severe SWF—maintain internal 

pressure, counteracting volume loss as the 

slurry undergoes the transition between a 

liquid and set state. The foamed cement’s 

compressible nature offsets the hydrostatic 

pressure loss that initiates water or gas 

flow 
In non-SWF situations, the Baker Hughes 

DeepLite™ cement system is designed for 

riserless, deepwater applications with low 

potential for shallow water or gas flows. 

These premium lightweight slurries set 

quickly at low temperature of less than 50 

deg. F [10 deg. C]; they gain much higher 

compressive strength than conventionally 

extended, accelerated slurries 
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5.5 Casing Annulus Pressure Monitoring 
Casing annular pressure build-up associated with wellbore temperature changes during drilling and production is 
a special design consideration for deepwater wells. The elevated pressures corresponding with increased 
temperature in a closed annulus can impose collapse loads on the inner string and burst loads on the outer string. 
This makes the monitoring of casing annulus pressure very important and special provisions are made in the 
design, construction, and operation of deepwater wells to address this issue.  
API RP 90 and NORSOK D-010 are the applicable standards which details the requirements for casing annulus 
pressure monitoring. Norsok D-010 states that pressures in all accessible annuli shall be monitored and 
maintained within minimum and maximum operational pressure range limits to verify that the integrity status of 
well barriers is known at all times. Since all of the casing strings except for the production casing are sealed in 
the subsea wellhead, only the A-annulus is available for monitoring. Since the monitoring of well parameters is 
critical, it is important that the monitored values are recorded with appropriate frequency and that they are 
representative and correct.  
According to API RP 90, “Common methods of monitoring the pressure include the use of pressure transducers 
located downstream of the annulus master valve and/or providing an annulus monitoring line in the umbilical. 
Consideration should be given to providing a redundant method of monitoring, either continuously or 
intermittently, in case the primary method fails.” 
For subsea wells, all pressure and temperature transmitters are installed on the christmas tree. These transmiters 
have dual sensor elements and dual eletronics so the redundancy is there. These transmitters transmit the signal to 
the platform control rooms through umbilicals. 
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6 Regulatory requirements for subsea well completio n and 
abandonment 

This section provides an up-to-date status of the legislative requirements in the seven selected countries – UK, 
Australia, Norway, Brazil, US, Angola and Mozambique. These countries were selected based on the kick off 
meeting with ENAA. The aim of this section is to provide Japanese regulators an overview of what these 
countries are doing with respect to offshore well safety, especially after the Macondo blowout in 2010. 

6.1 Regulatory requirements in US 
Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) is the major Health Safety amd Environment (HSE) 
regulatory body in US which enforces the safety and environmental regulations. It works under the Department of 
Interior (DOI) of the Federal government. The major functions include: All field operations including Permitting 
and Research, Inspections, Offshore Regulatory Programs, Oil Spill Response, and Training and Environmental 
Compliance functions. BSEE also routinely inspects offshore facilities to ensure that permit requirements are 
being met. 
The regulatory controls for offshore operations are stated in the Code of Federal Regulations (CFR) under Title 
30, Parts 200-299. The primary part regulating operations in the Outer Continental Shelf (OCS) is 30CFR250 
(Code of Federal Regulations, 2011a).  
The most relevant HSE regulations for offshore operations were issued by DOI in 2009 which requires operators 
to develop and implement a Safety and Environmental Management System (SEMS) for their operation in the 
OCS. The purpose of SEMS is to enhance the safety of operations by reducing the frequency and severity of 
accidents. The SEMS is based on the well-established Safety and Environmental Program (SEMP) as described 
in API Recommended Practice 75, the first edition of which was published in 1991. 
After the Macondo blowout in April 2010, the DOI issued two new safety regulations known as the ‘Drilling 
Safety Rule’ and the ‘Workplace Safety Rule (SEMS Rule)’, to improve the safety of drilling operations and the 
workplace. According to the DOI: 
“The Drilling Safety Rule makes mandatory several requirements for the drilling process. The regulation 
prescribes proper cementing and casing practices and the appropriate use of drilling fluids in order to maintain 
well bore integrity, the first line of defence against a blowout. The regulation also strengthens oversight of 
mechanisms designed to shut off the flow of oil and gas, primarily the Blowout Preventer (BOP) and its 
components, including Remotely Operated Vehicles (ROVs), shear rams and pipe rams. Operators must also 
secure independent and expert reviews of their well design, construction and flow intervention mechanisms.” 
“The Workplace Safety Rule requires operators to have a Safety and Environmental Management System 
(SEMS), which is a comprehensive safety and environmental impact program designed to reduce human and 
organizational errors as the root cause of workrelated accidents and offshore oil spills. The Workplace Safety 
Rule makes mandatory American Petroleum Institute (API) Recommended Practice 75, which was previously a 
voluntary program to identify, address and manage safety hazards and environmental impacts in their operations.” 
From the descriptions above, it can be seen that the Workplace Safety Rule now makes it mandatory for operators 
to implement SEMS. These rules became effective from November 15th 2010. The rules include all phases of 
offshore operations on the Outer Continental Shelf (OCS) including drilling, production and covered pipelines. 
Hence in US OCS, API standards and recommended practices for well completion, cementing and abandonement 
will apply for the operators.  
API recently came out with its recommended practice on cement requirements for oil & gas wells - API RP 65-2. 
This standard contains practices for isolating potential flow zones, an integral element in maintaining well 
integrity. The focus of this standard is the prevention of flow through or past barriers that are installed during well 
construction. Barriers that seal wellbore and formation pressures or flows may include mechanical barriers such 
as seals, cement, or hydrostatic head, or operational barriers such as flow detection practices. 
Though BSEE generally lacked the knowledge and expertise to audit the operators and oversee offshore 
operations in Gulf of Mexico, recently it has become more strict. Earlier the leading role in ensuring the new 
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safety measures in the GoM was over taken by the Center for Offshore Safety (COS)102, a body created by the 
large operators in the Gulf in early 2011. COS was advising and assisting BSEE on operator audits. This had 
beome a sort of self-regulation by offshore industry in US which was its major criticism. So recently, BSEE has 
formed an Ocean Energy Safety Institute (OESI)103. Ocean Energy Safety Institute (OESI) is a collaborative 
initiative among the Texas A&M University, University of Texas and University of Houston. The primary mission 
of the OESI is to provide a forum for dialogue, shared learning, and cooperative research among academia, 
government, industry, and other non-governmental organizations, in offshore energy-related technologies and 
activities that ensure safe and environmentally responsible offshore operations. The OESI will coordinate and 
focus an effort to identify scientific and technological gaps and to recommend improvement of drilling and 
production equipment, practices, and regulation. OESI will gather, consider, and harmonize the proposals 
promoted by other research and development centers and other groups to inform BSEE on technological and 
other developments within the offshore industry. Additionally, the OESI would provide a forum for the 
continuous education and training of BSEE employees to ensure that the federal workforce maintains the same 
level of technological expertise as the engineers, scientists and technical experts in the oil and gas industry. 

6.2 Regulatory requirements in Norway 
The Petroleum Safety Authority (PSA), subordinate to the Ministry of Labour, is the main government regulator 
in Norway responsible for technical and operational safety, emergency preparedness and working environment in 
the Norwegian petroleum industry. The general approach of HSE regulations is that it is the operator’s 
responsibility to ensure compliance with the requirements of Norwegian acts and regulations. The operators must 
employ a management system that ensures compliance and the approach to achieving this is risk-based. 
The NORSOK standards are developed by the Norwegian petroleum industry and are intended to replace oil 
company specifications in addition to serve as references in the PSA’s regulations. However, it is not legally 
binding to follow these standards, and a company may thus choose to follow other standards, such as API 
standards, given that these correspond to the same overall requirements. But as an industry best practice, 
operators tend to follow NORSOK standards while operating in Norwegian waters.  
PSA also refers to NORSOK standards as recommended way of complying with the regulations as stated below: 

� For subsea completion systems, PSA Facility Regulation no. 53 states:  

“Equipment for Completion and Well Flow: 
Equipment in the well and at the surface should be designed to ensure the controlled flow during production, 
injection and well testing, cf. § 12.  
The flow pipe must be equipped with the necessary subsurface safety valve. For permanent installations, with the 
exception of subsea wells, the wells with a flow of hydrocarbons into the annulus are to be fitted with an annular 
safety valve.  
During well testing using work string should always be possible to regulate the well flow through the work string 
and the choke manifold.” 
Thereafter PSA suggests using specifications set in the NORSOK Standard D-010, Chapter 7, page 46 – Well 
Completion for further details and guidelines. 

� For well abandonment, PSA Activity Regulation no. 88 states: 

“Securing wells:  
All wells must be secured before abandonment so well integrity is safeguarded during the time they are 
abandoned, cf. Facilities Regulations § 48. For Subsea completed wells the well integrity shall be monitored if 
the wells are planned to be left for more than twelve months.  
Exploratory wells starting on or after 01.01.2014 shall not be temporarily vacated for more than two years. In the 
producing wells abandoned after 01.01.2014, the hydrocarbon bearing zones are to be permanently plugged and 

                                                        
102 http://www.centerforoffshoresafety.org/main.html  
103 http://oesi.tamu.edu/  
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abandoned within 3 years unless the well is continuously monitored.  
It shall be possible to control the well integrity by feedback on temporarily abandoned wells.  
Radioactive sources shall not be to be left in the wells. If the radioactive source cannot be removed, it shall be left 
behind in a safe manner.”  
Thereafter PSA suggests using specifications set in the NORSOK Standard D-010, Chapter 9, page 61 – Well 
Abandonment for further details and guidelines. 
NORSOK D-010 (Well Integrity in Drilling and Well Operations) is the main standard applicable to any drilling 
and well related activity in Norwegian waters. Standards Norway – the publishing body for NORSOK – came out 
with revision 4 of NORSOK D-010 in 2013, with around 450 changes incorporated from the previous revision. 
Most of these changes were coming from the SINTEF104 report105 on Macondo blowout. Rev. 4 of NORSOK D-
010 provides more information, particularly regarding plugging and abandonment. It includes managed pressure 
drilling, which was not included in Rev. 3. It has more detailed requirements on relief well plans and capping 
equipment. It identifies nine additional well barrier elements to provide a fuller complement of barrier 
management building blocks106. 

Thus, NORSOK D-010 is the to-go standard to follow for the subsea well completion, well cementing and well 
abandonement activities in Norwegian waters.     

6.3 Regulatory requirements in Australia 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) is the regulator of 
occupational health and safety, integrity of facilities, wells and well related equipment, environmental 
management and day-to-day petroleum operations in Commonwealth offshore areas. It is the regulator for all 
offshore petroleum and greenhouse activities beyond three nautical miles from the territorial sea baseline.  
NOPSEMA follows a performance based HSE regime. Thus, it becomes the duty of the oprator to ensure that 
reasonably practicable steps are taken to ensure the safety of the facility and its activities without adding further 
operational risks. Safety case approach is used by operators to get approval of NOPSEMA. The role of the 
regulator is to provide independent assurance that health and safety risks are adequately controlled by assessing 
the operator’s risk management arrangements during safety case assessment and verifying by planned inspectors 
that the risk management commitments documented in the safety case are being implemented by the operator. 
The Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 sets the legislative framework for occupational 
health and safety of persons engaged in offshore petroleum activities. The two main regulations made under this 
act relevant to drilling and wells are: 

• Offshore Petroleum and Greenhouse Gas (Safety) Regulations 2009 
These regulations set out requirements relating to the safety cases. It ensures that the facility operations are 
undertaken only in accordance with an accepted safety case and ensure that risks to health and safety of personnel 
or near petroleum facilities are reduced to a level that is as low as reasonably practicable. 

• Part 5 of the Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Resource Management and 
Administration) Regulations 2011 

The purpose of these regulations is to ensure that operations in an offshore area are carried out in accordance with 
good oilfield practice and are compatible with the optimum longterm recovery of petroleum 
Thus, there is no additional or specific regulatory requirement in Australia regarding the well completion and 
abandonment. The responsibility is on operators to ensure to the regulator that they are conducting their driling 
and wells activities according to the best industry practices and according to the international standards and 
recommended practices. 

                                                        
104 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. 
105 Deepwater Horizon-ulykken: Årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel, SINTEF, May 2011  
106 http://www.energyglobal.com/news/exploration/articles/The_story_of_the_worlds_well_integrity_standard.aspx#.VDucUpWKDIU  
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6.4 Regulatory requirements in UK 
The UK’s Health and Safety Executive (UK HSE) is overall responsible for enforcing health and safety 
legislation in the UK. The Energy Division (ED) of the UK HSE is the regulatory body for regulating the risk to 
health and safety arising from offshore work activity on the UK Continental Shelf (UKCS). 
UK HSE follows the performance based regulatory approach, which puts the onus of proving safety of the 
operations on the operators. The key regulation on the drilling and wells for operating in UKCS is Offshore 
Installations and Wells (Design and Construction, etc) Regulations 1996. The focus of these regulations is to 
ensure that offshore installations are designed, constructed, operated and decommissioned so that the level of 
integrity is as high as reasonably practicable and risks are as low as reasonably practicable. It includes some 
prescriptive aspects in relation to workplaces, work environment and welfare. It also covers the design, control 
and arrangements for examination of wells. 
In addition, there are guidelines developed by various advisory bodies in UK for offshore well abandonment and 
suspension, which are as follows107:  

� DECC108 Offshore Chemical Regulations Guidance (March 2011) 

� DECC Guidance on the OPPC Regulations (April 2014) 

� PON5109 - Application to Abandon or Temporarily Abandon a Well by DECC 

� JNCC110 guidelines for minimising the risk of disturbance and injury to marine mammals whilst using 

explosives 

� Guidelines on Well Control, Integrity and Abandonment (31st July 2012) by Oil & Gas UK111 

These guidelines have been developed to share current good industry practice and relate respectively to the 
operation of subsea blowout preventer (BOP) systems, well integrity throughout the well life cycle, well 
suspension and abandonment and the qualification of materials used for suspension and well abandonment. 

6.5 Regulatory requirements in Brazil 
National Petroleum Agency (ANP)112 is the main regulatory agency which covers oil, natural gas and biofuels 
activities. Resolution ANP Nº 43 (Technical Regulation of Operational Safety Management System for Maritime 
Drilling Installations and Oil and Natural Gas Production) is the main health and safety regulation in Brazil which 
establishes an operation safety management system (SGSO). 
Under ANP’s Resolution No. 43/2007, the oil & gas operators must: 

� Submit the required safety procedure documentation to ANP and are responsible for what is contained in that 

documentation; and 

� Assure that the facility operator has the required management system in place. 

Thus Brazil follows the performance-based regulatory regime for offshore oil & gas activities. To meet these 
requirements of ANP, many operators are opting to do a Safety case. A Safety case is not mandatory by ANP, but 
since the operator is responsible for the safety documentation and to prove that its facility is safe, a safety case 
approach is being used more frequently. 
So there is no additional or specific regulatory requirement from ANP regarding the well completion and 
abandonment. The whole responsibility is on the operator to make sure that its offshore oil & gas operations are 
safe and according to the international best practices. 

                                                        
107 http://www.ukooaenvironmentallegislation.co.uk/contents/topic_files/offshore/well_abandonment.htm  
108 Department of Energy and Climate Change 
109 Petroleum Operations Notice no. 5 
110 JNCC – Joint Nature Conservation Committee is a statutory advisor to UK Government 
111 Oil & Gas UK is the leading representative body for the UK offshore oil and gas industry. Its aim is to strengthen the long-term health of the 

offshore oil and gas industry in the United Kingdom by working closely with companies across the sector, governments and all other 
stakeholders to address the issues that affect their business. 

112 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
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6.6 Regulatory requirements in Angola 

In Angola, the two most important laws relating to the oil and gas sector are the 2004 Petroleum Activities Law 
and the 2004 Petroleum Taxation Law. The Petroleum Taxation Law specifies the various contracts and tax 
brackets for the operators to operate in Angola. The Petroleum Activities Law establishes that all oil mineral 
rights belong to the state and that the state oil company Sonangol is the sole concessionaire of rights to all 
exploration and production activities. Companies – both foreign and domestic – that want to operate in Angola 
must, by law, enter into association with Sonangol, which can also participate directly in the oil block, either as 
an operator (the company responsible for carrying out the specific exploration, development or production 
activity) or as a partner (one of the companies responsible for funding the operation and entitled to receive a share 
of the profits). 
Thus, indirectly Sonangol both administers and regulates the oil industry (Sonagas does the same for gas 
industry), which creates a clear conflict of interest. Though officially the responsibility of regulating the oil & gas 
industry rests with the Ministry of Petroleum (Minpet), Sonangol plays an active role in regulating oil and gas 
exploration and production activities.  
There is no specific offshore safety regime in Angola for oil & gas activities, which leaves the responsibility of 
doing the operations safely on the operators. Therefore, it is up to the operators to implement their own safety 
systems and follow the industry best practices. Thus, for well completion and abandonment as well, operators are 
expected to follow the industry best practices and conform to the international standards. 

6.7 Regulatory requirements in Mozambique 

The National Petroleum Institute (INP – Instituto Nacional De Petroleo) is the main institute established to 
regulate the offshore oil/gas operations in Mozambique. INP does its job with the assistance of Ministry of 
Mineral Resources (MIREM). The main aim of INP is to manage the petroleum resources of Mozambique and 
administer the related operations for the benefit of the society, and in compliance with the existing laws, 
government policies and contractual commitments.  
On safety aspect of offshore operations, there are no specific local regulations and therefore it’s up to the 
operators to implement their own systems and best practices. Thus, for well completion and abandonment, 
operators are expected to follow the industry best practices and conform to the international standards. 
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7 References 
All refernces used in preparation of this report have been added into the footnotes at the relevant pages of the 
report. Please refer to the footnotes for links to the refernces. 
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ABOUT DNV GL 

Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations to 
advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with 
software and independent expert advisory services to the maritime, oil and gas, and energy industries. We also 
provide certification services to customers across a wide range of industries. Operating in more than 100 countries, 
our 16,000 professionals are dedicated to helping our customers make the world safer, smarter and greener. 
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