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1 はじめに 

1.1 調査目的 

これまで、国内の石油鉱山においては、需要のピーク、オフピークのガスの過不足を調

整すること、また、生産施設やパイプライン等の供給システムでの不測の事態及び施設定

検時等のバックアップを目的として、当該及び周辺のガス田で生産された天然ガスを、初

期圧力（石油及び天然ガスの採取開始前の貯留層内の圧力）を超過しない範囲で圧入して

いる。 

その中、総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会は、今後の総合的な資源・燃料政

策の方向性について取りまとめた報告書（平成 27 年 7 月）で「枯渇ガス田を活用した地下

貯蔵施設については、将来的には、季節間の LNG スポット価格差を利用して LNG 調達コ

ストの低減に活用できる可能性もある」と記載しており、これらの国内の石油鉱山におけ

るガス田を利用した天然ガス地下貯蔵（以下、「UGS」という。）の利用拡大により、天然

ガス需要増加に対応した安定供給の確保に貢献することが見込まれる。 

さらには、平成 28 年 5 月 2 日に経済産業省が発表した LNG 市場戦略において、「第三者

が利用可能な十分な容量の地下貯蔵設備等の必要なインフラを迅速かつ確実に確保してい

く必要があり、そのための制度的措置や公的支援のあり方を早急に検討する」との記載が

ある。また、海外から購入した LNG を気化した天然ガスをパイプラインにより国内石油鉱

山に輸送し、地下圧入し、圧入後は必要な時に排出することで、天然ガスの更なる安定供

給を図ることが可能になるとして、平成 27 年度に、新潟県、天然ガス関連企業・団体等で

構成する「海外産天然ガスの枯渇ガス田貯蔵等に関する研究会」も設立され、地下貯蔵の

さらなる活用方策等の検討が行われた。 

一方、利用拡大のために天然ガスを地下へ圧入する圧力が、初期圧力を大きく上回ると、

貯留層から貯蔵ガスの上部地層への「漏えい」や周辺地層への「こぼれだし」が発生する

おそれがあることから、「国外の規制」、「保安対策」等の調査を実施し、初期圧力を超える

圧入について議論（平成 21 年 10 月の中央鉱山保安協議会石油鉱山保安部会の中間報告書

（以下、「中間報告書」）という。）されている。 

本調査においては、今後国内において LNG を含めた天然ガスの利用が進み、UGS が利

用拡大した場合に、保安上の課題を整理しておく必要があるため、「中間報告書」の内容の

更新を含め天然ガスの地下圧入等に関する「国外の規制」、「保安対策・技術」等に関する

最新動向について、所要の調査を実施する。 

 

1.2 調査内容 

世界において、天然ガスの地下貯蔵は、米国、カナダ、ドイツ等の国々で既に行われて

おり、一部の国では、初期圧力を超えた圧力により行われている国もあり、また、天然ガ

ス以外の物質を地下圧入している事例もある。ついては、現在、天然ガス等の地下貯蔵（天

然ガス以外の物質を地下貯蔵している事例を含む）が行われている米国、カナダ、ドイツ

等の最新の保安対策、承認の際の審査基準等について以下に関する調査を実施した。なお、

調査国（米国及びドイツ）の政府機関等を訪問し、インタビュー等を行った。 
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具体的には、以下の(1)から(3)の項目について調査を実施した。 

 

(1) 天然ガス等の地下貯蔵に係る最大許容圧入圧力等を制限している「国外の規制」等

に関する動向の調査 

(2) 天然ガス等の地下貯蔵に係る貯留層からの貯蔵ガスの漏えい事例を調査するととも

に、最近までに発生した貯蔵ガスの漏えい事例の傾向、原因、その後の対策等（事

業者の対策の他、国の対応を含む）の調査・分析 

(3) 天然ガスの地下貯蔵に係る地下圧入技術の最新動向及びその他天然ガス以外の地下

貯留技術等についての調査 

 

本調査及び取りまとめに当たっては、各調査分野の学識経験者及び関係団体の者の専門

家による委員会を設置、運営し、当該調査項目等については、委員会による審議等を踏ま

えて決定した。 

図 1.1 及び図 1.2 に本調査の対象及び本調査の内容をそれぞれ示す。 
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図 1.1 本調査の対象 
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※公開情報1,2,3,4,5を基にみずほ情報総研が作成。 

図 1.2 本調査の内容 

                                                   
1 International Gas Union: 2009-2012 Triennium Work Report WORKING COMMITTEE 2: UNDERGROUND GAS STORAGE（2012.6） 
2 http://www.scientificamerican.com/media/inline/DF70132A-BE4C-22CF-EB36B17E9531756C_7.jpg（2016.6.28 閲覧） 
3 石油技術者協会： http://www.spe.org/jpt/article/6452-harnessing-carbon-dioxide-in-the-middle-east/ （2016.6.2 閲覧） 
4 http://www.kansas.com/latest-news/43ctg/picture863836/ALTERNATES/FREE_640/kansas1991（2016.11.28 閲覧） 
5 http://www.keck.usc.edu/wp-content/uploads/2016/02/porter-ranch-gas-leak.jpg（2016.6.29 閲覧） 
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1.3 実施体制 

本調査及び取りまとめに当たっては、資源開発、岩盤工学、地震学等の分野の学識経験

者及び関係団体の者の専門家による「天然ガス等地下圧入保安調査委員会」を設置し（委

員 7 名）、当該調査等については、委員会による審議等を踏まえて実施した。また、委員会

は、計 3 回開催した。 

本業務における実施体制を図 1.3 に示す。委員等名簿を表 1.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 本調査の実施体制 
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表 1.1 「天然ガス等地下圧入保安調査委員会」委員等名簿（順不同、敬称略） 

委員長 

 栗原 正典 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 

 佐々木 直人 天然ガス鉱業会 技術部長 

 高橋 悟 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構  

石油開発技術本部 技術部 EOR 課長 

 徳永 朋祥 東京大学大学院 新領域創成科学研究科  

環境システム学専攻 教授 

 古井 健二 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部  

環境資源工学科 准教授 

 松岡 俊文 公益財団法人深田地質研究所 理事長 

 モリ  ジェー

ムズ ジロウ 

京都大学 防災研究所 地震防災研究部門 教授 

オブザーバー 

 安楽 敏行 石油資源開発株式会社 技術本部 貯留層技術部長 

 飯尾 輝延 千代田化工建設株式会社 執行役員 

石油・化学・資源事業本部 事業本部長代行 

 小原 進 東洋エンジニアリング株式会社 資源技術本部  

本部長代行 

 川村 晋 JFE エンジニアリング株式会社 エネルギー本部 

電力・資源事業部 部長 

 岸本 幸雄 日本エヌ・ユー・エス株式会社 代表取締役社長 

 久保 智司 一般財団法人エンジニアリング協会  

石油開発環境安全センター 技術調査部 研究主幹 

 新粥 岳彦 JX 石油開発株式会社 第 2 事業本部 技術 2 部長 

 杉山 広巳 国際石油開発帝石株式会社 国内事業本部 

探鉱開発ユニットシニアコーディネーター 

 柳本 速雄 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社 

技術総括部 ゼネラル・マネジャー 

経済産業省 

 福島 伸一郎 経済産業省 商務流通保安グループ 鉱山・火薬類監理官 

 九二 則和 経済産業省 商務流通保安グループ 鉱山・火薬類監理官付  

課長補佐（石油・国際担当） 

 橋本 晃誓 経済産業省 商務流通保安グループ 鉱山・火薬類監理官付  

課長補佐（指導・監督担当） 
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2 天然ガス地下貯蔵の実施動向 

2.1 世界の実施動向 

世界の UGS の実施状況（ワーキングガス総量）を図 2.1 に示す。世界で 692 サイトが

稼働し、ワーキングガス総量は 3,588 億 m3（2012 年）である。 

世界の総量のうち約 98%を北米、欧州、旧ソ連が占め、欧州ではドイツ、旧ソ連ではロ

シアが多く占める。 

貯蔵方式別では、図 2.2 に示すように、枯渇油・ガス田方式が 81%（枯渇油田：5%、枯

渇ガス田：76%）、帯水層方式が 13%、岩塩層方式が 6%となっている（2012 年）6。 

図 2.3 及び図 2.4 に、世界各国のサイトでの枯渇油・ガス田、帯水層における初期圧力

に対する最大貯留圧力の比率を示す。国外では、枯渇油・ガス田において、初期圧力を超

過して貯蔵しているサイトが多数ある一方、イタリア、オランダ、スペイン、ハンガリー、

ルーマニアといった国は初期圧力以下で貯蔵を行っている。帯水層では、ほとんどのサイ

トで初期圧力を超過して貯蔵を行っている（2003 年、2013 年）。 

 

  

                                                   
6 その他の方式に岩盤方式があり、チェコとスウェーデンの 2 サイトで運用されている。 
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※公開情報 1を基にみずほ情報総研が作成。 

 

図 2.1 世界の天然ガス地下貯蔵の実施状況（2012 年）1 
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※公開情報 1を基にみずほ情報総研が作成。 

図 2.2 世界の天然ガス地下貯蔵方式の内訳（2012 年） 
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※一部、みずほ情報総研が加筆。なお、出典の図においてグラフと項目の数が異なっている。 

図 2.3 初期圧力に対する最大貯蔵圧力の比率（2003 年）7 

                                                   
7 International Gas Union: 22nd world gas conference Report of working committee 2 － Underground Storage (2003.6)  

枯渇・油ガス田－北米・南米－ 枯渇・油ガス田－北米・南米以外－ 帯水層 

サイト名 
サイト名 サイト名 
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チェコ ルーマニア 欧州諸国 

   

   

  

ロシア ドイツ  

※一部、みずほ情報総研が加筆。なお、一部出典の図においてグラフと項目の数が異なっている。また、図中、値が「0.00」となっているものは岩塩層方式あるいは岩盤方式の UGS サイト。 

図 2.4 初期圧力に対する最大貯留圧力の比率（2013 年）8 

 

                                                   
8 UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE: Study on Underground Gas Storage in Europe and Central Asia（2013） 
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サイト名 
サイト名 
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表 2.1 に 2012 年の統計 1を用いた 1 サイトあたりのワーキングガス量（世界、北米、欧

州、旧ソ連）を示す。 

世界の 1 サイトあたりの平均ワーキングガス量は、枯渇油・ガス田が最も多く 5.7 億 m3

程度であり、帯水層では 5.3 億 m3、岩塩層で 2.4 億 m3程度である。 

地域ごとに見た場合、貯蔵方式ごとの 1 サイトあたりの平均ワーキングガス量の大小関

係は世界と同じ傾向であるが、欧州は岩塩層、旧ソ連は枯渇油・ガス田及び帯水層の 1 サ

イトあたりの平均ワーキングガス量が他地域に比べ多く、北米は総ワーキングガス量は他

地域に比べ多いが 1 サイトあたりの平均ワーキングガス量では小規模な UGS が多い。以上

より、地域の地質・資源量等によりサイト数、ワーキングガス量が異なってくることが分

かる。 
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表 2.1 1 サイトあたりの平均ワーキングガス量（2012 年）1 

① 世界 

 サイト数 
ワーキングガス総量

（億 m3） 

1 サイトあたりの 

平均ワーキングガス量 

（億 m3/サイト） 

枯渇油・ガス田 512 2,909 5.7 

帯水層 87 457 5.3 

岩塩層 91 222 2.4 

岩盤 2 1 0.5 

合計 692 3,589 5.2 

 

② 北米 

 サイト数 
ワーキングガス総量

（億 m3） 

1 サイトあたりの 

平均ワーキングガス量 

（億 m3/サイト） 

枯渇油・ガス田 373 1,197 3.2 

帯水層 50 100 2.0 

岩塩層 52 84 0.6 

岩盤 0 0 － 

合計 475 1,381 2.9 

 

③ 欧州 

 サイト数 
ワーキングガス総量

（億 m3） 

1 サイトあたりの 

平均ワーキングガス量 

（億 m3/サイト） 

枯渇油・ガス田 86 691 8.0 

帯水層 24 169 7.0 

岩塩層 35 127 3.6 

岩盤 2 1 0.5 

合計 148 988 6.7 

 

④ 旧ソ連 

 サイト数 
ワーキングガス総量

（億 m3） 

1 サイトあたりの 

平均ワーキングガス量 

（億 m3/サイト） 

枯渇油・ガス田 35 947 27.1 

帯水層 12 186 15.5 

岩塩層 2 3 1.5 

岩盤 0 0 － 

合計 49 1,136 23.2 

※1 サイトあたりの平均ワーキングガス量は、サイト数及びワーキングガス総量からみずほ情報総研が算出。 
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2.2 日本の実施動向 

国内の UGS の実施状況（ワーキングガス総量）及び実施サイトを表 2.2 及び図 2.5 に

それぞれ示す。国内で 5 サイトが稼働し、ワーキングガス量は 11 億 m3（2012 年）である。 

貯蔵方式は枯渇油・ガス田方式または生産中のガス田である。需要のピーク、オフピー

クのガスの過不足を調整すること、また、生産施設やパイプライン等の供給システムでの

不測の事態及び施設定検時等のバックアップを目的として、当該及び周辺のガス田で生産

された天然ガスを、初期圧力を超過しない範囲で圧入している。 

 

表 2.2 国内の天然ガス地下貯蔵の実施状況 

ガス田名 ワーキングガス 

（億 m3）＊1 

クッションガス 

（億 m3）＊1 

開始年月＊2 鉱区所有者 

関原 0.57 1.50 1969 年 4 月 国際石油開発帝石株式会社 

片貝＊2 6.00 0.00 1979 年 5 月 石油資源開発株式会社 

紫雲寺 2.06 0.12 1989 年 1 月 

雲出＊2 1.98 0.29 1989 年 1 月 

中条＊3 0.80 1.20 1985 年 1 月 JX 石油開発株式会社 

※公開情報9,10を基にみずほ情報総研が作成。 

＊1：ワーキングガス量及びクッションガス量の値は、資源エネルギー庁資料 9に基づく。 

＊2：片貝ガス田及び雲出ガス田の圧入は、それぞれ 1993 年 3 月及び 1995 年 8 月に停止。 

＊3：中条ガス田は現在（2017 年 3 月）生産中のガス田である。 

  

                                                   
9 資源エネルギー庁：総合資源エネルギー調査会総合部会 天然ガスシフト基盤整備専門委

員会（第 1 回）資料 我が国の天然ガス及びその供給基盤の現状と課題（2008.1.17） 
10 新潟県：海外産天然ガスの枯渇ガス田貯蔵等に関する研究会 報告書（2016.3） 
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図 2.5 国内の天然ガス地下貯蔵実施箇所11  

                                                   
11 天然ガス鉱業会：中央鉱山保安協議会石油鉱山保安部会（第 1 回）資料 石油鉱山にお

ける天然ガス地下貯蔵の概要～国内の実施動向について～（2008.12.4） 
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表 2.3 に国内の油・ガス田一覧表及び表 2.4 に新潟県の将来 UGS の見込みがある油・

ガス田を示す。表 2.3 に示すように、国内においては休廃止となった油・ガス田も含め、

100 以上の油・ガス田が存在する。その中で、表 2.4 に示す油・ガス田は、将来 UGS への

転用の可能性がある（地下貯蔵実績のある事業者に照会した結果より）。現在国内で実施さ

れている UGS におけるワーキングガス量は 11 億 m3であるのに対し、これら全てを UGS

に転換した場合 200 億 m3規模の地下貯蔵量の受け入れ能力が想定される。 

 

表 2.3 国内の油・ガス田一覧表 

 

※公開情報12を基にみずほ情報総研が作成。  

                                                   
12  天然ガス鉱業会：天然ガス資料年報（平成 27 年度版） 

所在 サイト名 種類 所在 サイト名 種類 所在 サイト名 種類

北海道 稚内 油田 新潟 越後黒川 油田 山形県 吹浦 油田

声問 油田 新胎内 ガス田 鳥海山 油田
勇知 油田 中条 ガス田 楢橋 油田
増幌 油田 平木田 ガス田 石名坂 油田
目梨 油田 紫雲寺 ガス田 新堀 ガス田
豊富 ガス田 聖籠 ガス田 余目 油田
厚田 油田 新発田 油田 東余目 ガス田
石狩 油田 加治川 油田 最上 油田
茨戸 油田 加治 油田 福島 磐城沖 ガス田
振老 油田 東新潟 ガス田 静岡 相良 油田
軽舞 油田 松崎 ガス田 焼津 ガス田
平取 油田 南阿賀 油田 千葉 成東 ガス田
長万部 ガス田 南水原 ガス田
峰延 ガス田 桑山 ガス田
南金沢 ガス田 南桑山 油田
勇払 油・ガス田 新津 油田

秋田県 八森 油田 東三条 ガス田
南能代 油田 吉田 油田
榊 油田 長岡 ガス田
響 油田 関原 ガス田
申川 油田 大面 油田
橋本 油田 見附 油田
福米沢 油田 大口 ガス田
潟西 ガス田 東山 油田
福川 油田 藤川 ガス田
西大潟 油田 鳥越 油田
浦山 油田 雲出 ガス田
豊川 油田 片貝 ガス田
黒川 油田 片貝 ガス田（深）
道川・濁川 油田 尼瀬 油田
旭川 油田 西山 油田
八橋 油田 宮川 油田
新秋田 油田 吉井 ガス田
土崎沖 油田 東柏崎 ガス田
金照寺 油田 妙法寺 ガス田
仁井田 油田 田麦山 油田
豊岩 油田 頸城 油・ガス田
桂根 油田 明治 ガス田
羽川 油田 郷津 油田
下浜 ガス田 牧 油田
勝手 油田 別所 ガス田
院内 油田 長沢 ガス田
西小国 ガス田 馬屋 ガス田
桂坂 油田 阿賀沖 油・ガス田
小滝 油田 南長岡 ガス田
上浜 油田 阿賀沖北 油田
美野 ガス田 岩船沖 油・ガス田
由利原 油・ガス田
鮎川 油・ガス田
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表 2.4 新潟県の将来天然ガス地下貯蔵の見込みがある油田・ガス田 

 

※公開情報 10を基にみずほ情報総研が作成。 

 

油・ガス田名 所在地
ネイティブガスの

累計生産量（億m3）
貯蔵量見込み 運用状況

東新潟ガス田 新潟市 100 70億m3規模を期待 生産中

岩船沖油ガス田 胎内市沖 34 20億m3規模を期待 生産中

吉井ガス田 柏崎市 118 80億m3規模を期待 生産中

阿賀沖油ガス田 新潟市沖 41 30億m3規模を期待 生産停止

新胎内ガス田 胎内市 26 20億m3規模を期待 生産停止
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3 天然ガス地下貯蔵に係る国外の規制の動向について 

3.1 概要 

本章では、天然ガス等の地下貯蔵に係る最大許容圧入圧力等を制限している「国外の規

制」等に関する動向の調査結果を示す。 

 

3.2 北米における動向 

 

(1) 米国の調査対象の州の選定 

米国では、418 サイトが稼働し、ワーキングガス総量は 1,354 億 m3（2014 年）である13。

州別のワーキングガス量は多い順に、ミシガン、テキサス、ルイジアナ、ペンシルバニア、

カリフォルニア、イリノイとなっており、これら 6 州で米国のワーキングガス総量の約 60%

を占める。 

本調査では、中間報告書の調査対象であったカンザス、アラバマ、ミシシッピ、ペンシ

ルバニア州の 4 州に、2016 年度に州法の改正があったカリフォルニア州及びイリノイ州、

岩塩層方式のUGSを米国で最も多く実施しているテキサス州の合計 7州を調査対象とした。 

 

(2) 最大許容圧入圧力の規制の動向 

北米の最大許容圧入圧力の現行規制あるいは規格の概要を表 3.1 に示す。 

表 3.1 に示した米国の連邦規制、米石油協会（American Petroleum Institute（以下、「API」

という。））規格、州規制及びカナダ規格協会（Canada Standards Association（以下、「CSA」

という。））規格は、油・ガス田を利用したものと帯水層を利用したものを一括して規定し

ている。 

 

表 3.1 天然ガス地下貯蔵に係る最大許容圧入圧力の北米の規制あるいは規格 

規制/規格 規制の概要 

米 

連邦規制 

（Interim Final 

Rule（IFR）） 

※2016 年 12 月 19 日発行 

 2017 年 1 月 18 日発効 

・2017年 7月 18日後に建設されたUGS施設は、米API規格のAPI RP1171

（帯水層方式と枯渇油・ガス田方式）及び API RP1170（岩塩層方式）

に準拠すること 

・全ての UGS 施設は、米 API 規格の API RP1171 及び API RP1170 に示

された一部項目（運用、保守、健全性試験及び確認、モニタリング、脅

威及びハザードの特定・評価・除去・サイト安全・緊急対応・準備及び

記録保持の要求と推奨）に準拠すること 

API 規格14 

※2015 年 9 月発行 

・ガスの圧入圧力は、貯留層、坑井、ウェルヘッド、配管あるいは関連施

設の設計限界＊を超過してはならない 

                                                   
13 U.S.Energy Information Administration 
14 API Recommended Practice 1171 Functional Integrity of Natural Gas Storage in 

Depleted Hydrocarbon Reservoirs and Aquifer Reservoirs FIRST EDITION （2015.9） 
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規制/規格 規制の概要 

・事業者は、フラクチャー勾配、静水圧勾配、初期圧力、キャップロック

浸透率、キャップロック等の解析により最大貯留層圧力の設計基準を設

定し、文書化すること 

カンザス 

州規則 

・貯留層のフラクチャー勾配で算出されるフラクチャー圧力の 75％を越え

ないものであること 

・算出方法は、ステップレートテストまたは当局が認める方法により有資

格者が算出 

・貯留層は、短時間でも算出されたフラクチャー圧力を越える操業圧力の

状態にならないこと 

・当局が、これよりも高い圧力を許可する場合あり（条件付与） 

※地盤の初期圧力： 1psi/ft≒22.6kPa/m 

ミシシッピ 

州規則 

・貯留層のフラクチャー勾配で算出されるフラクチャー圧力の 75％を越え

ないものであること 

・算出方法は、ステップレートテストまたは当局が認める方法により有資

格者が算出 

・貯留層は、短時間でも算出されたフラクチャー圧力を越える操業圧力の

状態にならないこと 

アラバマ 

州規則 

・貯留層のフラクチャー勾配で算出されるフラクチャー圧力の 75％を越え

ないものであること 

・算出方法は、ステップレートテストまたは当局が認める方法により有資

格者が算出 

・貯留層圧力は、短時間でもフラクチャー圧力の 90％を越えないものであ

ること 

ペンシル 

バニア州規則 

・最大密閉坑口圧力は貯留層の生産履歴における最大密閉坑口圧力以下で

あること（これより高い圧力がキャップロック及び貯留層の試験により

確かめられた場合を除く。このより高い圧力の決定方法は、当局との協

議により決定） 

・最大貯留層圧力は静水圧力勾配以下に制限（初期密閉坑口圧力、最大生

産密閉坑口圧力、または当局との協議による圧力が確かめられない場合） 

テキサス 

州規則 

・キャップロック層のフラクチャー圧力を超えない圧力15 

・最大許容圧入圧力は、地表から貯留層16の上部深度まで 1 フィートあた

り 1/2psi を超えない圧力 

                                                   
15 原文では「to provide adequate assurance that injection will not initiate fractures in 

the confining zones」とある。本調査では、フラクチャー圧力を超えない圧力と同義とした。 
16 同法は UGS を含めた流体の地下圧入に係るいくつかの事業を対象としており、原文では

「the authorized injection or disposal interval」とある。本調査では UGS に対象を限定し、

貯留層と同義とした。 
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規制/規格 規制の概要 

・最大許容圧入圧力以上に貯留層圧力を上げる場合は、許認可変更の申請

を出さなければならない 

カリフォルニア 

州規則 

※2016 年 4 月発効 

・最大許容圧入圧力はステップレートテストにより決定される 

－最大許容圧入圧力は、以下の圧力のうち小さい圧力とすること 

(a) 貯留層のフラクチャー圧力17 

(b) 計画圧入圧力 

－ただし、(b)で明らかに運用できると判断できる場合は、ステップレー

トテストを省略することができる18 

イリノイ 

州規則 

※2016 年 9 月 1 日に下線

部が追加 

・最大許容圧入圧力は以下の式により算出 

MIP = (.80 – (.433×SG))×D – 14.7 

MIP：最大許容圧入圧力 (PSI)（maximum allowable injection 

pressure） 

SG：圧入物質の比重（specific gravity of the injection fluid） 

D：最大厚さを有する貯留層19の上部深度(ft.)（depth of the top of the 

upper most injection interval） 

・上式で算出される最大許容圧入圧力を超える圧入を行う場合、圧入が貯

留層あるいは貯留層上部の層（キャップロック）のき裂を誘発/進展させ

ず、かつ圧入物質の貯留層への隔離が維持されていることを示す最新情

報を提出しなければならない 

・提出する情報は以下を含むが、情報は以下に限定されるものではない 

A) 圧入井の貯留層、あるいは圧入井の 1 マイル以内に位置する圧入井

の同じ層または層位的に高い位置にある層の作業伝票及び圧力チャ

ート（の写し）がシャットイン圧（Instantaneous Shut-In Pressure

                                                   
17 原文では「the pressure required to fracture the injection zone」とあり、貯留層のフラ

クチャー圧力と同義とした。なお、「injection zone」は原文で、「portion of the receiving 

formation that has received, is receiving,or is expected to receive, over the lifetime of the 

well, waste fluid from the injection well」（圧入井のライフタイムにわたって、圧入井から

の圧入流体を受けてきた、受けている、あるいは将来受けると考えられる地層の部分）と

定義されている。 
18原文では、「The appropriate district office shall be notified prior to conducting the test 

so that it may be witnessed by a Division inspector. The district deputy may waive or 

modify the requirement for a step-rate test if he or she determines that surface injection 

pressure for a particular well will be maintained considerably below the estimated 

pressure required to fracture the zone of injection」（テストに先立ち、DOGGR 調査官の

監視を受けることができるよう、適切な所管事務局を通知しなければならない。所管の代

理人は、ある坑井での圧入圧力が、圧入領域を破砕するのに必要な圧力以下で明らかに維

持できると判断した場合、ステップレートテストへの要求を破棄あるいは変更可能）と記

載されている。 
19同法は UGS を含めた流体の地下圧入に係るいくつかの事業を対象としており、原文では

「the injection interval」とある。本調査では UGS に対象を限定し、貯留層と同義とした。 
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規制/規格 規制の概要 

（以下、「ISIP」という。））であることを示すこと。圧入物質の比重

が実際の圧入物質より重い場合、最大許容圧入圧力は地表における

ISIP より 10%少なくなければならない。その場合は、貯留層におけ

る ISIP も測定しなければならない 

B) 圧入井の貯留層、あるいは圧入井の 1 マイル以内に位置する圧入井

の同じ層または層位的に高い位置にある層のステップレートテスト

の結果（作業伝票及びチャート両方）。試験中にフラクチャー圧を超

過あるいはき裂が開いた場合は、最大許容圧入圧力は地表における

ISIP より 10%少なくなければならない。フラクチャー圧を超過せず

あるいはき裂も開いていない場合は、最大許容圧入圧力は試験中に記

録された最も高いステップ圧力でなければならない 

・当局が前項にて提出された情報が受領不可と判断した場合は、不備通知

書を発行する。対応が適時に実施されない場合あるいは対応が不十分で

ある場合は、最大許容圧入圧力は前述の式で算出されたものとすること 

CSA 規格20 ・次のいずれか。 

(a)貯留層の初期圧力 

(b)キャップロックのコアサンプルテストで示された貯留層の健全性を

損なわない圧力。キャップロック層のフラクチャー圧力の 80％以下で

あること。地域のフラクチャー圧力データがない場合、最大許容圧入

圧力は、当該貯留層の最上部までの深さ 1ｍにつき 18.1 kPa を越え

ないものであること 

※文字色は、最大許容圧入圧力を決定の基準の種類を分類したものである。 

赤：フラクチャー勾配・フラクチャー圧力 

橙：計画圧入圧力 

緑：施設・構造物の健全性 

紫：初期圧力等の過去の圧力履歴 

青：貯留層の深度 

＊貯留層の設計：貯留層の機能が健全である状態 

 

(3) 米国の規制の動向 

本調査で現地調査対象となっている北米 2 か国のうち、現在法規制の改正を行っている

米国を対象に、公開情報を対象とした調査及び米国連邦及び現在州規則の改正を行ってい

る米カリフォルニア州の規制機関に対し 2017 年 1 月に現地調査を実施した。 

米国の国内規制について以下に示す。米国は、連邦法及び州規制により UGS に係る規制

を行っており、民間規格による自主活動も実施している。 

                                                   
20 Storage of hydrocarbons in underground formations Z341 Series-14 （2014.4） 
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(a) 現行規制の概要 

(i) UIC 規制（Underground Injection Control Regulations） 

連邦規制（Code of Federal Regulations（以下、「CFR」という。））のタイトル 40「環

境保護（Protection of Environment）」（以下、「40CFR」という。）の§144～148 の UIC

規制は、米国の UGS を含めた流体の地下圧入に係る事業を対象とした規制21であり、飲料

水となる地下水源の汚染防止を目的としている。UGS 事業で用いる坑井は、液体の地下廃

棄、石油・ガス回収増進等と同様、Class II のカテゴリに属し、§146.8 に全 Class の坑井

健全性、§146.21～24 に Class II 坑井に係る規定項目が示されている。1974 年発効、§

146.21～24 は 1980 年 6 月 24 日発効。 

規制機関は米環境保護局（US Environmental Protection Agency（以下、「EPA」という。））

である。 

 

(ii) 暫定最終規制（IFR：Interim Final Rule） 

米国の UGS を対象とした規制22であり、坑井地下施設、チュービング及びケーシングの

安全性確保を目的としている。2016 年 6 月 22 日に発効された The Pipes Act 2016 に対応

する形で策定され、内容は API が発行している API RP 1170（岩塩層方式）及び 1171（枯

渇油・ガス田方式及び帯水層方式）を全て引用する形となっており、IFR 独自の内容は含

んでいない。2016 年 12 月 16 日に公開、2017 年 1 月 18 日に発効。 

今後 2018 年 1 月 19 日までの 1 年間で事業者は IFR への対応を行う。2017 年 7 月 18 日

後に建設された UGS 施設は全面的な準拠、2017 年 7 月 18 日以前に建設された UGS 施設

は、一部項目（運用、保守、健全性の試験・確認、モニタリング、脅威及びハザードの特

定・評価・除去・サイト安全・緊急対応・準備、及び記録保持の要求と推奨）の準拠が求

められている。 

また、IFR は定量的な規制の設定はなく最低基準である。例えば、最大許容圧入圧力の

設定等を監督官に提出する等を規定している。その上で、各州が最低基準に追加する形で

より厳格な規制を設定する。これは例えば、圧入圧力について貯留層の圧力等が坑井によ

って異なる等、各サイトのガスネットワークに対し最適な規制を設定することを可能とす

ることを目的としている。 

規制機関は米運輸省パイプライン・有害物質安全庁（US Department of Transportation, 

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration（以下、「PHMSA」という。））

である。米国には 400 程度の UGS サイトがあり、州をまたいでガスを供給する場合は連邦

政府の規制下に置かれ、約半分の UGS サイトが該当する。全ての UGS サイトは連邦規制

に準拠しなければならないが、州政府の規制下に置かれている UGS サイトは各州の規制に

準拠する必要がある。連邦政府管理の UGS サイトは連邦が監督し、州政府管理のものは州

                                                   
21 Underground Injection Control Regulations 

https://www.epa.gov/uic/underground-injection-control-regulations （2017.2.25 閲覧） 
22 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Pipeline and Hazardous Materials Safety 

Administration：49 CFR Parts 191 and 192 （2017.1.18） 



 

23 

 

が監督する。ただし、州に監督官が少ない場合は連邦運輸省が監督する。 

 

(iii) API RP 1171 

API が定めた既設及び新設の UGS（枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式）施設に係る規

格 14である。2015 年 9 月発行。坑井、貯留層及び流動物管理等の各機能の健全性について

規定している。 

 

(iv) 州規則 

UIC 規制及び IFR の下に位置付けられ、米国各州の UGS を対象とした法規である。 

最大許容圧入圧力は州規則で規制値が設定されている。また、カンザス州及びペンシル

バニア州では州規則により、事業者に対し UGS 施設の定期的な検査を義務付けしている。 

カリフォルニア州規則23は 2016 年 4 月発効。同州の規制機関は、カリフォルニア州環境

保全省 石油・ガス・地熱局（California Department of Conservation, Division of Oil, Gas 

& Geothermal Resources（以下、「DOGGR」という。））である。カリフォルニア州の UGS

サイトを全て所管している。 

カリフォルニア州には以前から UIC プログラムがあり、UGS あるいは増進回収（以下、

「EOR/EGR」という。）等に対応していた。しかし、2015 年 10 月に Aliso Canyon で発生

した大規模な漏えい事故（以下、「Aliso Canyon 漏えい事故」という。詳細は 4.4 節に示す）

を契機に、UIC プログラムの内容では、UGS の安全性確保、特に事業者の管理・テストに

係る規制・リスクマネジメント計画の部分で不十分であることを認識し、UIC プログラム

とは別に UGS に係る規制を策定しているところである。州規制を策定する上では、API 

RP1171、他の州の規制あるいは DOGGR の過去の知見を参考としており、今後、新設及び

既設の UGS 施設両方に対し適用される。 

州規制の改正案は、2017 年 2 月に行政法務局（The Office of Administrative Law）へ提

出し、公聴会でのヒアリングを経て、2018 年 1 月 1 日の発効を目標としている。 

 

(v) その他 UGSを対象とした規制 

PHMSA が所管しているのは UGS の安全性であるが、PHMSA が所管していない環境面

等（例えば坑井周辺の大気、廃棄物等）の規制もあるため事業者はそれらの規制に準拠し

なければならない。 

 

(b) 米国の規制体系 

公開情報を対象とした調査結果及び今回実施した現地調査結果を整理し、カリフォルニ

ア州を例とした米国の規制体系を表 3.2 及び図 3.1 に示す。 

米国の規制は、連邦と州による二元的な規制構造となっており、UGS を含めた流体の地

                                                   
23 California Statutes and Regulations for Conservation of Oil, Gas, & Geothermal 

Resources （2016.4） 
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下圧入に係る事業を対象とした UIC 規制（Underground Injection Control Regulations）

及び UGS 固有の規制 IFR が連邦により規定され、カリフォルニア州は双方に対応した規

制を策定している。表 3.1 に示した、カリフォルニア州の最大許容圧入圧力に係る規定は、

連邦の UIC 規制に対応する州の UIC プログラムに含まれる。 

 

表 3.2 カリフォルニア州を例とした米国の規制体系 

規制当局 UIC 規制 UGS 固有の規制 

連邦 

・EPA が所管 

・UGS 事業で用いる坑井は、液体の

地下廃棄、石油・ガス回収増進等と

同様、Class II のカテゴリに属する。 

・PHMSA が所管 

・IFR で UGS 施設の設計、保守、モニ

タリング等を規制。 

カリフォ

ルニア州 

・UIC 規制に対応する UIC プログラ

ムにより最大圧入圧力等を規定。 

・具体的な内容は、州規制の Article3

の§1724.10 に記載。 

・Aliso Canyon 漏えい事故を受け、API 

RP 等を参考に州独自に策定。 

・現在、ドラフトが公開されており、

2018 年 1 月 1 日の発効を目標として

いる。 

・ドラフトでは、州規制に Article4 が

新たに追加され、UGS プロジェクト

の承認、リスクマネジメント計画、デ

ータ要求、モニタリング要求、ウェル

ヘッドとバルブの検査・試験・保守及

び緊急対応計画等が規定。 
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図 3.1 米国の規制体系の概略図24 

(c) その他 

(i) IFR の規制内容の考え方 

IFR の規制内容は以下の考え方に基づいている25（図 3.2）。 

 

 作業員、周辺住民の安全が最優先事項となる。 

 そのために、坑井自体の安全性として、設計、ケーシング、チュービング等の強度

及びそれらの文書化、設計流量、バリアの多重性、及び安全弁の地表以下の設置等

が重要となる。 

 次に重要なのが、貯留層、キャップロック及び坑井外のバリア等の坑井以外の安全

となる。 

 最後に、坑井健全性管理の活動（例えば、モニタリング、保守等）が重要となる。 

 すなわち、安全性が確保された設計を第一に行い、それに対し健全性管理活動を行

うことが重要である。 

 

                                                   
24作画の都合上、各連邦法（UIC と IFR）あるいは各州規則（テキサス州等 7 州）が上下

に配置されているが、上下関係があるのは連邦法と州規則の間のみで、各連邦法あるいは

各州規則の位置付けは並列であり、上下関係はない。 
25 PHMSA 現地調査結果（2017.1.13） 

連邦法

環境保護局（EPA）：
UIC規制

運輸省パイプライン・有害物質安全庁
（PHMSA）：暫定最終規制（IFR）

米石油協会（API）
API RP 1170,1171

州規則

カンザス州：GENERAL RULES AND REGULATIONS For the Conservation of Crude Oil and Natural Gas

ミシシッピ州：Statutes Rules of Procedure Statewide Rules and Regulations

アラバマ州：STATE OIL AND GAS BOARD OF ALABAMA STATE OIL AND GAS BOARD OF ALABAMA ADMINISTRATIVE CODE

ペンシルバニア州：The Pennsylvania  Code

テキサス州：Texas Administrative Code

カリフォルニア州：California Statutes and Regulations for Conservation of Oil, Gas, & Geothermal Resources

イリノイ州：Illinois Oil and Gas Act, 62 Ill. Adm. Code 240 (Oil and Gas Rules and Regulations)

その他、各州の州規則

民間規格

適 用
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図 3.2 UGS の安全の考え方 25 

 

(ii) カリフォルニア州規則の最大許容圧入圧力の考え方 

カリフォルニア州規則の最大許容圧入圧力（キャップロックではなく、貯留層のフラク

チャー圧力を基準）は以下の考え方に基づいている26。 

 

 州に存在する枯渇油・ガス田方式の UGS は、過去に元々油・ガスを貯留していた層

を活用している。UIC プログラムで規定しているステップレートテストでは、貯留

層は破砕してもキャップロックは破砕しない。 

 実際には、それらの確認は、テストのデータを分析することにより行う。 

 なお、州の UGS は全て初期圧力以下の最大許容圧入圧力で運用している。 

 

3.3 欧州における動向 

 

(1) 最大許容圧入圧力の規制の動向 

欧州の最大許容圧入圧力の現行規制あるいは規格の概要を表 3.3 に示す。欧州標準化委

員会（European Committee for Standardization（以下「CEN」という。））の EN 規格は、

帯水層または油・ガス田を使用するものについて、それぞれ別々の規格を制定している。

また、EN 規格はドイツ、スペイン、英国、フランス、チェコ、オーストリア、スウェーデ

ン及びフィンランドといった欧州各国で適用されている。 

本調査で現地調査の対象となっているドイツは州ごとに規制を行っており、ドイツで最

                                                   
26 DOGGR 現地調査結果（2017.1.17） 

作業員、周辺住民
の安全

坑井の安全
・ 強度等の設計及び文書化

・設計流量、バリアの多重性
及び安全弁の設置 等

貯留層及びキャップ
ロックの安全

・貯留層、キャップロック及び坑
井外のバリア 等

坑井健全性管理の
活動

・運用、保守、モニタリング

・リスクマネジメント、緊急対応
計画 等

UGSの安全
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も多くの UGS サイトを所管する州鉱山・エネルギー・地質局（Landesamt für Bergbau, 

Energie und Geologie（以下「LBEG」という。））では、事業者から提出されたデータを基

に最大許容圧入圧力を決定している。 

 

表 3.3 天然ガス地下貯蔵に係る最大許容圧入圧力の欧州の規制あるいは規格 

規制/規格 規制の概要 

ドイツ 

LBEG 規格

（Merkblatt für die 

Bewertung von 

Untertage - 

Gasspeichern

（Porenspoicher）） 

・事業者は最大許容圧入圧力を算出根拠とともに申請し、LBEG はヒ

アリングやシミュレーション等を活用して審査を行う。最大許容圧入

圧力は、安全性確保の観点で以下の要素で総合的に決定する。事業者

の申請値は初期圧力以上であることが多いが、審査の結果、初期圧力

に近づく場合が多い。 

－経験的なアプローチあるいは類似サイトからの準用 

－キャップロックの毛細管スレショールド圧力 

－貯留層のフラクチャー勾配 

－原位置ストレス試験結果/地層構造 

－坑井・設備の設計限界 等 

欧州 

EN 規格 

EN1918-2:2016 

（油・ガス田） 

・次の内の最も低い圧力値により制限 

－キャップロックのフラクチャー圧力 

－坑井の健全性に影響を与える圧力 

－キャップロック深度の静水圧にキャップロックの毛細管スレショール

ド圧力を加えて計算される圧力（該当する場合） 

欧州 

EN 規格 

EN1918-1:2016 

（帯水層） 

・Pmax,1 または Pmax,2 の低い値 

－Pmax,1＝X×Hmin 

Pmax,1： 最大許容圧入圧力（MPa） 

X：圧力勾配の最大値（MPa/m） 

Hmin：キャップロックの底部から計ったオーバーバーデンの最少

厚さ（m） 

－Pmax,2=Pw+CTP 

Pmax,2： 最大許容圧入圧力（MPa） 

Pw：貯留層のドームエリアのキャップロック底部における初期水

圧（MPa） 

CTP：キャップロックの毛細管スレショールド圧力（MPa） 

・キャップロックのある地点が中央部分よりも脆弱な場合には、モデリン

グを用いて、運転条件と最大運転圧力を考慮すべきゾーンを検討するこ

とが可能 

※文字色は、最大許容圧入圧力を決定の基準の種類を分類したものである。 

赤：フラクチャー勾配・フラクチャー圧力 
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緑：施設・構造物の健全性 

紫：初期圧力等の過去の圧力履歴 

青：貯留層の深度 

 

(2) ドイツの規制の動向 

本調査で現地調査対象となっているドイツを対象に、公開情報を対象とした調査及びド

イツ北部（ニーダーザクセン州、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州、ブレーメン州、ハ

ンブルク市）の規制機関である LBEG 及びドイツの石油・天然ガス・地熱の業界団体であ

る社団法人天然ガス・石油・地熱連邦協会（Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie 

e.V.（以下「BVEG」という。））に対し 2017 年 2 月に現地調査を実施した。 

ドイツの国内規制について以下に示す。ドイツは、連邦法及び州規制により UGS に係る

規制を行っており、民間規格による自主活動も実施している。 

 

(a) 現行規制の概要 

(i) 連邦鉱山法（BBergG：Federal Mining Act） 

ドイツの鉱業全般に係る基本法規27であり、2 年に 1 度の事業計画の申請と申請内容につ

いて示している。1980 年 8 月 13 日発効。 

規制機関は鉱業を所管する機関であり、連邦機関では独経済エネルギー省

（Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie（以下、「BMWi」という。））及び BMWi

に助言を行う地球科学・天然資源連邦研究所（Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe（以下、「BGR」という。））が該当する。ただし、監督は連邦機関ではなく各州

が行っている。 

 

(ii) 鉱山掘削規則（BVOT：Bergverordnung für Tiefbohrungen） 

連邦法の下に位置付けられ、天然ガスの漏えい防止、施設のモニタリング実施や現場監

督者・作業員の資格等について定めた州の法規である。ニーダーザクセン州の BVOT28は、

2006 年 9 月 20 日発効。 

ニーダーザクセン州を含むドイツ北部のUGSを含む鉱業の所管は、LBEGが行っている。 

 

                                                   
27 Bundesberggesetz（BBergG） 

https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbergg/gesamt.pdf （2017.2.17 閲覧） 
28 Bergverordnung für Tiefbohrungen, Untergrundspeicher und für die Gewinnung von 

Boden- schätzen durch Bohrungen im Land Niedersachsen. （Tiefbohrverordnung - 

BVOT - ）（2006.9.20）

http://www.lbeg.niedersachsen.de/download/57493/Bergverordnung_fuer_Tiefbohrunge

n_Untergrundspeicher_und_fuer_die_Gewinnung_von_Bodenschaetzen_durch_Bohrun

gen_im_Land_Niedersachsen_BVOT_.pdf （2017.2.17 閲覧） 
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(iii) UGS（空隙貯留）のファクトシート（Merkblatt für die Bewertung von Untertage 

- Gasspeichern（Porenspoicher）） 

LBEG が定めた、空隙貯留（枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式）の UGS の事業申請を

行う際に事業者が提出するべきデータを規定したもの29である。2007 年 5 月発行。同規定

を含め、LBEG はいくつかの規格（以下、「LBEG 規格」という。）を策定し、事業者に準

拠を求めている。法的な拘束はないが、LBEG 規格に準拠していない申請を LBEG は承認

することはない。 

 

(iv) Bohrlochkontrolle. Bohren, Workover, Well Intervention 

BVEG が定めた坑井コントロールに係るガイドライン30である。2015 年 9 月発行。BVEG

に加盟している事業者は準拠しなければならない。 

図 3.3 に同ガイドラインに示されている、生産井の例を示す31。漏えい防止を目的とした

二重バリア（青い部分が一次バリア、赤い部分が二次バリア）及びチュービングには安全

弁（図 3.3 中の「DHSV」）の設置が必須である。安全弁は地下あるいは地表近くに 1 個設

置する。古いものは地下に設置され、2006 年以降では地表近くに設置することになってい

る。 

 

(v) 欧州規格（DIN-EN1918:2016） 

CEN に参加している欧州の UGS 専門家によって構成されたグループが作成した。同グ

ループにはドイツを含む各国の代表メンバーが含まれており、彼らが自国のミラーグルー

プに同内容を報告、ミラーグループがこれらの内容をフォローしている。 

ただし、EN 規格はドイツ国内では産業界での規格と位置付けられ、法的な準拠は求めら

れていない。 

 

(vi) その他 UGSを対象とした規制 

事業者による 2 年に 1 度の申請項目の中で、環境保全、汚染防止及び産業安全衛生等に

ついては連邦鉱山法とは別の規制が存在する。 

  

                                                   
29 Merkblatt für die Bewertung von Untertage - Gasspeichern（Porenspoicher）（2007.5） 
30 Bohrlochkontrolle. Bohren, Workover, Well Intervention（2015.9） 
31 図は生産井の例であるが、BVEGへの現地調査ではUGS坑井の例として説明を受けた。 



 

30 

 

 

※公開情報 30を一部みずほ情報総研が和訳。 

図 3.3 BVEG のガイドラインに示されている生産井の例 

 

(b) ドイツの規制体系 

公開情報を対象とした調査結果及び今回実施した現地調査結果を整理し、ニーダーザク

セン州を例としたドイツの規制体系を表 3.4 及び図 3.4 に示す。図 3.4 中、規制機関によ

る規格及び民間規格は法的な義務付けはないが、いずれも準拠が求められており、事実上

規制と同様の位置付けとなっている。 

ドイツの規制は、連邦と州による一元的な規制構造となっており、それら規制の下、州

や業界団体による独自の規格・自主活動が行われている。 

バリア No 坑井バリアの要素

第1バリア 1 原位置の地層構造

2 ケーシングセメント

3 ケーシング

4 プロダクションパッカー

5 仕上げのストリング

6 DHSV

第2バリア A 原位置の地層構造

B ケーシングセメント

C プロダクションケーシング

D ウェルヘッド

E チュービングハンガー

F クリスマスツリー

※Beispiel：例

略語

PSV ：プロダクションスワブバルブ

KV ：キルバルブ

PWV ：プロダクションウィングバルブ

PUMV ：プロダクション上部マスターバルブ

PLMV ：プロダクション下部マスターバルブ

BPV ：バックプレッシャーバルブ

DHSV ：ダウンホール安全弁

LN ：ランディングニップル

LH ：ライナーハンガー

RS ：ケーシングシュー（Rohrschh）
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表 3.4 ニーダーザクセン州を例としたドイツの規制体系 

規制当局 UGS の規制 

連邦 

・機関 

－BMWi（経済エネルギー省）が所管。ただし、監督は行っていない。 

－BGR（地球科学・天然資源連邦研究所）は BMWi に助言を行う。 

・法令 

－BBergG（連邦鉱山法）は UGS を含む鉱業全般に係る基本法規であり、

§52 に 2 年に 1 度の事業申請、§55 に承認条件が定められている。ただ

し、承認条件の内容は抽象的で、定量的な内容は各州において定められる。 

ニーダー

ザクセン

州 

・機関 

－LBEG（州鉱山・エネルギー・地質局）が所管。 

－事業者が提出した申請書の審査及び事業の承認を行っている。 

・法令 

－Tiefbohrverordnung - BVOT -（鉱山掘削規則）は、UGS を含む鉱業全

般に係る州の法規であり、天然ガスの漏えい防止、施設のモニタリング実

施や現場監督者・作業員の資格等について定めている。ただし、内容は抽

象的であり、定量的な規制内容は州の監督機関（ニーダーザクセン州の場

合は LBEG）が定める。 

・規格 

－UGS（空隙貯留）のファクトシート（Merkblatt für die Bewertung von 

Untertage - Gasspeichern（Porenspoicher））は、LBEG が定めた枯渇油・

ガス田方式及び帯水層方式のUGS事業申請を行う際に事業者が提出する

べきデータ項目を規定したものである。 

－各データ項目に対する定量的な規制値は示されておらず、提出されたデー

タを用いて安全性確保の観点で総合的に運用に係る規制値を決定する。 

－また、地上設備については、モニタリングの実施状況や設備・技術に係る

規格の準拠等の検査を第三者認証機関が行い 1 年に 1 回結果を報告する。

地下設備については、海域施設の坑井健全性の検査を行う第三者認証機関

はあるが、陸域施設にはなく、陸域施設の坑井健全性の検査は事業者と

LBEG が共同で行う。 

－監督機関からの要請ではない場合でも、事業者は保安面から自主的に検査

をすることがある（例えば、重大事故の原因となり得るチュービングの腐

食や侵食等）。 

－リスクマネジメントの責任者、緊急対応計画及び想定したガス漏えいシナ

リオ等を示した安全レポートの提出を 1 年に 1 回事業者に求めており、

LBEG は現場検証を 1 年に 1 回実施している。また、自治体によっては
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避難計画を策定し、その場合事業者は必要な情報を提供しなければならな

い。火災発生時には、事業者も消火活動を行う義務があり、事業者間で設

備の整備・共有・定期的な訓練を行っている。 

業界団体 

・機関 

－BVEG（社団法人天然ガス・石油・地熱連邦協会） 

・規格 

－坑井コントロールに係るガイドライン（Bohrlochkontrolle. Bohren, 

Workover, Well Intervention）等のガイドラインを定めており、BVEG

に加盟している事業者はガイドラインの準拠が求められている。 

－坑井健全性評価はドイツ国内でも盛んに議論されており、BVEG でも

ISO、CEN 及び API 規格を基に作成を進めている。今までにドイツで統

一された規制はなく、国際規格である ISO 16530 を用いている。 

 

 

図 3.4 ドイツの規制体系の概略図 

 

(c) その他 

(i) UGS の目的及び位置付け 

ドイツの UGS の目的及び位置付けは以下のとおりである32,33。 

 

 ドイツは約 1 千億 m3/年の天然ガスを消費している。10%をドイツ国内、それ以外を

ロシア、ノルウェー、オランダ、デンマーク及びイギリスからパイプラインで輸入

しており、輸入した天然ガスを地下貯蔵している。特に、約 6 年前に建設されたロ

                                                   
32 LBEG 現地調査結果（2017.2.16） 
33 BVEG 現地調査結果（2017.2.16） 

連邦法

州規則

経済技術省（BMWi）：
連邦鉱山法（BBergG）

ニーダーザクセン州：鉱山掘削規制法
（Bergverordnung für Tiefbohrungen, 
Untergrundspeicher und für die Gewinnung von 
Boden- schätzen durch Bohrungen im Land 
Niedersachsen. （Tiefbohrverordnung - BVOT - ））

その他、各州の州規則

州鉱山・エネルギー・地質局（LBEG ）（ニーダーザクセン州、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州、ブ
レーメン州、ハンブルク市）：Merkblatt für die Bewertung von Untertage - Gasspeichern
（Porenspoicher） ほか

規制機関による規格

その他、各州の規制機関による規格

民間規格
社団法人天然ガス・石油・地熱連邦協会（BVEG）：Bohrlochkontrolle. Bohren, Workover, Well Intervention ほか

欧州標準化委員会（CEN）
DIN-EN1918:2016

EN規格

指 針
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シアからのパイプラインは、約 600 億 m3/年を供給している。これらパイプライン整

備の推進によりガスの需給調整が容易となり、貯蔵と同様の役割を果たしつつある。 

 そのため、UGS は採算等の面から優位性が低下しつつある。一部の UGS サイトで

は現在ガス圧入を停止し、全てのガス排出終了後に廃止する予定となっている。 

 なお、気化した LNG の貯蔵は行っていない。 

 また、UGS の目的は、以前は夏期に天然ガスを圧入、冬期に排出する需給調整であ

った。現在はガス市場が自由化されており、パイプライン網所有、技術サービス及

びガス売買はそれぞれ別の会社が行っている。よって、ガス供給会社がパイプライ

ンや UGS 施設へアクセスしガスを販売することが可能である。 

 

(ii) UGS の運用状況 

ドイツの UGS の運用状況は以下のとおりである 32,33。 

 

 現在ドイツでは 59 の UGS サイトがあり、そのうち枯渇油・ガス田方式及び帯水層

方式は 22 サイト34がある。また、22 サイトのうち 18 サイトで初期圧力を超過した

最大許容圧入圧力で運用している。 

 UGS 坑井は、枯渇油・ガス田の生産時に利用していた坑井とは別に新設することが

多い。これは、既設の坑井の健全性の証明が困難であるためである。既設の坑井は

観測等に用いる場合が多い。浅い観測井（80～300m）も設営し、地質・水質データ

を収集している。 

 モニタリング・保守活動として次のようなものがある。 

 坑井の地表近くの圧力、地下の圧力、ガスの検出、温度のモニタリング、ヒス

トリカルデータとシミュレーション結果との比較、セメンチングの定期検査、

ケーシング外側領域の可視化、ケーシング肉厚の測定（腐食や侵食の発生の有

無）。 

 なお、ケーシング外側領域の可視化は、セメンチング後 1 回のみ弾性波を用い

て実施する場合が多い。漏えいの監視は常時圧力モニタリングによって行って

おり、異常が検出された場合は LBEG への報告が義務付けられている。 

 モニタリングあるいは保安の技術的な指針は「ガスが漏えいしてはならない」こと

であるが、それらの自主活動の具体的な内容は現場によって異なる。自主的なモニ

タリング活動の一つに地表面の隆起/沈降の測定があり、法的規制はないものの地域

によっては監督機関により要請されている。一般的にガスの貯留層は広範囲に及ぶ

ため地表面の建築物が傾斜するほどの危険性はないが、社会あるいは住民の受容性

の観点から説明活動も以前と比べて積極的に行っている。 

 

                                                   
34 表 3.5 は、22 サイトのうち現在運用を停止している 2 サイトは除いている。 
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(iii) LBEGが所管する地域 

LBEG が所管する地域（ニーダーザクセン州、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州、ブ

レーメン州及びハンブルク市）及びドイツの UGS サイトの位置を図 3.5、ドイツの UGS

サイト一覧を表 3.5 に示す。LBEG はドイツ最大級のワーキングガス量を持つ Etzel 及び

Rehden を含め、所管する UGS サイトの総ワーキングガス量は国内の総量の半分以上を占

める。 

 

 

※公開情報35を一部みずほ情報総研が和訳、加筆。赤太線より北部が LBEG 所管の地域。 

図 3.5 LBEG が所管する地域及び UGS サイトの位置 

                                                   
35 Untertage-Gasspeicherung in Deutschland, ERDÖL ERDGAS KOHLE,132, 11（2016） 

原油/石油生産、LNG天然ガス
枯渇油・ガス田または帯水層 岩塩層

運用中：ワーキングガス量[百万m3]

計画中/建設中：ワーキングガス量
[百万m3]

運用中

計画中/建設中

岩塩層

運用中

貯蔵施設数
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表 3.5 ドイツの UGS サイト一覧 

  

※公開情報36を基にみずほ情報総研が作成。 

 

                                                   
36 Gas Infrastructure Europe（GIE） Storage Map 2015 

http://www.gie.eu/download/maps/2015/20150507%20-%20GSE%20map%20database%

20-%20EXTERNAL%20final.xlsx （2017.1.22 閲覧） 

サイト名 開始年 貯蔵方式
ワーキングガス量

（百万m3）

Hähnlein 1960 帯水層 80

Stockstadt 1969 枯渇油・ガス田 135

Kiel-Rönne 1971 岩塩層 25

Kiel-Rönne 1971 岩塩層 71
Bierwang 1975 枯渇油・ガス田 1,000
Krummhörn 1977 岩塩層 220
Breitbrunn 1996 枯渇油・ガス田 992
Kraak 2000 岩塩層 288
Epe E.ON H-Gas 1976 岩塩層 1,452
Epe E.ON L-Gas 1976 岩塩層 423
Epe RWE H-Gas 1990 岩塩層 516
Epe RWE L-Gas 2012 岩塩層 90
Epe RWE NL 不明 岩塩層 308
Epe Trianel 2008 岩塩層 204
Epe KGE 2012 岩塩層 85
Epe Eneco 2012 岩塩層 100
Epe Nuon 2007 岩塩層 283
Etzel EGL 1993 岩塩層 960
Etzel EGL 1993 岩塩層 197
Etzel EGL 1993 岩塩層 5
Etzel ESE 2012 岩塩層 1,203
Etzel ESE 2012 岩塩層 455
Etzel ESE 2012 岩塩層 156
Etzel ESE 2012 岩塩層 153
Etzel Crystal 2012 岩塩層 398
Etzel EKB 2012 岩塩層 700
Eschenfelden 1976 帯水層 39
Eschenfelden 1976 帯水層 24
Kalle 1978 帯水層 215
Xanten 1985 岩塩層 179
Stassfurt 1996 岩塩層 550
Kirchheiligen 1973 枯渇油・ガス田 190
Bernburg 1974 岩塩層 973
Buchholz 1975 帯水層 140
Bad Lauchstädt 1975 岩塩層
Bad Lauchstädt 1975 枯渇油・ガス田
Jemgum 2013 岩塩層 172
Huntorf L 1972 岩塩層 311
Nüttermoor L 1979 岩塩層 775
Nüttermoor H 1979 岩塩層 544
Rüdersdorf H 2007 岩塩層 130
Reckrod 2001 岩塩層 110
Schmidhausen 1983 枯渇油・ガス田 150
Harsefeld 1992 岩塩層 112
Fronhofen 1997 枯渇油・ガス田 12
Uelsen 1997 枯渇油・ガス田 840
Peckensen 2002 岩塩層 400
Bremen-Lesum 2000 岩塩層 155
Bremen-Lesum 2000 岩塩層 75
Wolfersberg 1973 枯渇油・ガス田 365
Frankenthal 1979 帯水層 86
Empelde 1982 岩塩層 270
Inzenham-West 1982 枯渇油・ガス田 500
Sandhausen 1991 帯水層 30
Berlin 1992 帯水層 1,085
Rehden 1993 枯渇油・ガス田 4,400
Allmenhausen 1996 枯渇油・ガス田 62
Katharina 2012 岩塩層 106

LBEG所管

1,067

所管
ワーキングガス量

（百万m3）

LBEG所管 13,404

LBEG所管外 11,162

合計 24,566
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ドイツ北部はUGSに適した地質に恵まれており、全ての方式のUGSが運用されている。

枯渇油・ガス田方式の貯留層のほとんどは岩塩層がキャップロックであり、100～1000m の

厚さがあり健全性が高い上、き裂が生じても自己修復する特徴がある 32,33。 

 

(3) スペインの規制の動向 

今回、2013～2015 年にかけて、UGS に係る法規制の改正があったスペインを対象に公

開情報を基に規制の動向を調査した。 

スペインにおける国内規制について以下に示す。スペインは、EN 規格と国独自の Royal 

decree（以下、「国王令」という。）により UGS に係る規制を行っている。 

 

(a) 現行規制の概要 

 

(i) 欧州規格（UNE-EN1918:2016） 

CEN に参加している欧州の UGS 専門家によって構成されたグループが作成した。同グ

ループにはスペインを含む各国の代表メンバーが含まれており、彼らが自国のミラーグル

ープに同内容を報告、ミラーグループがこれらの内容をフォローしている。 

 

(ii) 国王令 34/1998 

スペインのガス事業者の基本法規37であり、一般的な関連活動（探鉱、分配、輸送及び貯

蔵等）を扱っている。1998 年 10 月 7 日発効。 

 

(iii) 国王令 21/2013 

環境に影響を及ぼす可能性のある天然ガス開発及び貯蔵施設運用プログラム・プロジェ

クトの実施手続きを定めた法規38である。2013 年 12 月 9 日発効。 

同令は、UGS 事業者が実施する従来の環境影響評価を拡張する形となっており、海域の

UGS 施設や岩盤構造の水圧破砕について特記している。 

また事業者は、プロジェクトの主な活動内容と目的、施設の利用・開発・閉鎖の各フェ

ーズでの周辺環境・資産・住民への影響を評価した文書の提出が要求されている。同文書

は、公的機関によって審査され、最終的な評価が行われた後にプロジェクトの実施が許可

される。審査結果に応じて、事業者は公的機関に対して説明する機会が与えられる可能性

がある。 

 

                                                   
37 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-23284-consolidado.pdf （2016.12.8 閲

覧） 
38 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambie

ntal/Ley__21_2013_de_Evaluacion_Ambiental_tcm7-309722.pdf （2016.12.9 閲覧） 
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(iv) 国王令 31/2014 

最低限のリスクコントロール及びマネジメント方針を定めた法規39である。2014 年 10 月

3 日発効。 

同令に示されているリスクコントロール及びマネジメント方針は推奨であり、法的な拘

束力はない。 

 

(v) 国王令 984/2015 

ガス市場及び天然ガスシステムの第三者アクセスを定めた法規40である。2015 年 10 月 3

日発効。国王令 34/1998 の炭化水素に係る規定を一部改正した内容も含んでいる。 

 

(b) スペインの規制法体系 

これまでの公開情報を対象とした調査結果を整理したスペインの規制体系を 

スペインの規制は、政府による一元的な規制構造となっており、最大許容圧入圧力に関

しては EN 規格を適用している。 

 

表 3.6 スペインの規制体系 

規制当局 UGS の規制 

政府 

・機関 

－エネルギー・観光・デジタル化省（Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital（以下、「MINETAD」という。））が所管。 

・法令 

－国王令 34/1998 は UGS を含むガス事業者に係る基本法規であり、一般的

な関連活動（探鉱、分配、輸送及び貯蔵等）を扱っている。また、別の国

王令では、環境影響評価やリスクコントロール及びマネジメントの推奨を

定めている。 

－定量的な内容は EN 規格において定められる。 

 

                                                   
39 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 

Capital para la mejora del gobierno corporativo     

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf （2016.12.12 閲覧） 
40 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado 

de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11725&p=20151031&tn=1  

（2016.12.9 閲覧） 
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図 3.6 スペインの規制体系の概略図 

 

3.4 規制内容の整理 

(1) 北米及び欧州の UGS に係る規制及び規格内容の整理 

北米及び欧州の枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式の UGS に係る規制及び規格の内容を

調査し、整理した結果を表 3.7 に示す。 

国王令

エネルギー・観光・デジタル化省（MINETAD）：
国王令（Royal decree） 34/1998
国王令（Royal decree） 21/2013
国王令（Royal decree） 31/2014
国王令（Royal decree） 984/2015

欧州標準化委員会（CEN）
UNE-EN1918:2016

EN規格

適 用
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表 3.7 国外の枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式の UGS に係る規制等動向調査結果の整理表 

国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

米国連邦 UIC 規制（40CFR） ・飲料用地下水源に隣接するキ

ャップロック等の制限領域

のき裂を発生あるいは既存

のき裂を進展させないこと

を保証する圧力 

・圧入流体あるいは地層内流体

の飲料用地下水源への移動

を起こさない圧力 

・項目 

－圧入圧力 

－流量 

－累積の圧入量 

・頻度 

－日次 

－記録は30日を超過しない

適切な間隔 

・モニタリング結果を取りま

とめ、最低 1 年に 1 回報告

書を提出 

・取りまとめには、圧入され

た流体とその性質や地下水

源の変化の月次記録を含む 

・坑井破損への対処として、飲

料用地下水源への汚染流体

の移流を回避するためのコ

ンティンジェンシープラン 

・以下の情報の申請 

－坑井の検層データ及び試

験データ 

－構造健全性の試験結果 

－事業者が運用する最大圧

入圧力及び流量の見積値 

－地層試験の結果 

－現在の圧入手順 

－欠陥坑井への適切な対処 

・承認の際の審査基準とは別

に監督官は以下の運用デー

タの把握が求められる 

－圧入流体の日次平均及び

最大流量及び圧力 

－平均及び最大圧入圧力 

－圧入流体の物理的及び化

学的性質の地下水源及び

適切な解析 

－リソグラフィー、地質名、

厚さ、深度を含む圧入領

域及び制限領域の適切な

地質データ 

－圧入により影響を受ける

可能性のある飲料用地下

水源の地質名と底部深度 

暫定最終規制（Interim 

Final Rule） 

・API RP 1171 に則る ・API RP 1171 に則る ・API RP 1171 に則る ・API RP 1171 に則る ・API RP 1171 に則っている

こと 

・2017 年 7 月 18 日後に建設

された UGS 施設は API RP 

1171 に全面的に則ること 

・2017 年 7 月 18 日以前に建

設された UGS 施設は、API 

RP 1171 の一部項目（運用、

保守、健全性の試験・確認、

モニタリング、脅威及びハ

ザードの特定・評価・除去・

サイト安全・緊急対応・準

備、及び記録保持の要求と

推奨）に則ること 

・今後 2018 年 1 月 19 日まで

の 1 年間で事業者は IFR へ

の対応を行う 
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

米民間規

格 

API Recommended 

Practice 1171 （API 

RP 1171）Functional 

Integrity of Natural 

Gas Storage in 

Depleted 

Hydrocarbon 

Reservoirs and 

Aquifer Reservoirs 

FIRST EDITION 

・フラクチャー勾配、静水圧勾

配、初期圧力、キャップロッ

ク浸透率、キャップロック等

の解析により算出 

・貯留層、坑井、ウェルヘッド、

配管あるいは関連施設の設

計限界を超過してはならな

い 

・貯留層の健全性 

－貯留層の平均圧力 

－坑井の流体圧力 

－圧入ガスの貯留層内の位

置を把握するためにガン

マ線や中性子検層を利用

することが勧められる 

・構造健全性 

－ウェルヘッド、坑井安全

システム、坑井配管及び

サイトの運用状況、漏え

い、構造及びその他故障

の検査 

－ウェルヘッドの圧入圧

力、圧入流量 

－坑井圧力 

－アニュラー圧力 

－プラグされた坑井の漏え

い 

－必要に応じ、地下の圧力

あるいは温度、セメント

ボンド検層やケーシング

の検査のための検層とい

った地下の構造健全性検

査の実施 

－必要に応じ、貯留層上部

あるいは下部への圧入ガ

スの位置を把握するため

にガンマ線や中性子検層

を利用することが勧めら

れる 

 

 

 

 

・安全保証のため現場の検査

を行うこと 

・適切な検査の手続、頻度等

を策定すること 

・データ収集、潜在的な脅威及

び危険の特定、それら脅威に

係る事象発生の可能性の見

積を含むリスク分析、各事象

の結果の発生可能性と潜在

的な影響度、そのような事象

の発生可能性と潜在的な影

響を低減する予防・緩和・モ

ニタリングプロセス、及びそ

れらプロセスの定期的なレ

ビューと再評価を含むリス

クマネジメントプログラム

を策定、実施及び文書化する

こと 

・ブローアウトのコンティンジ

ェンシープランを策定する

こと 

・項目なし  
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

米 カンザ

ス州 

GENERAL RULES 

AND REGULATIONS 

For the Conservation 

of Crude Oil and 

Natural Gas 

THE STATE 

CORPORATION 

COMMISSION OF 

THE STATE OF 

KANSAS 

・貯留層のフラクチャー勾配で

算出されるフラクチャー圧

力の 75％を越えないもので

あること 

・算出方法は、ステップレート

テストまたは当局が認める

方法により有資格者が算出 

・貯留層は、短時間でも算出さ

れたフラクチャー圧力を越

える操業圧力の状態になら

ないこと 

・当局が、これよりも高い圧力

を許可する場合あり（条件付

与） 

・ウェルヘッド圧  

・漏えい  

・圧入流量 

・ガス量  

・事業者は 12 ヶ月に 1 度施設

の安全検査を行う 

・ウェルヘッド圧は常時記録、

各ガス貯蔵井のウェルヘッ

ド圧の情報を委員会に報告 

・圧力変化あるいは漏えい発

生や消失を示すモニタリン

グデータの報告 

・圧入・排出の総量の報告 

・ガス量の情報を報告 

・その他検査項目には、緊急

遮断弁の動作、警報の動作、

ウェルヘッドの接続と機

能、バルブ・アニュラス・

ブローダウンの適切な開

閉、制御室と遠隔制御セン

ターの正常動作、腐食制御

システムの機能、安全柵・

バリア・安全装置・警報ラ

ンプの設置・維持等が含ま

れる 

・安全計画 

－安全計画は緊急対応の手

続と規定を含むこと 

－計画は施設の安全上の特

徴の変化または当局の要

求に応じて更新 

・安全システム 

－漏えい検知器：居住地域、

商業施設等の 300ft 以内

の範囲にある全てのガス

貯蔵井に取り付け、かつ

自動警報システムに統合 

－カンザス州規定に適合す

るように定期的に検査・

テストを実施 

・事業者は、州法に基づき規

制機関に申請を行う。各規

制項目の準拠を審査し認可

を行う。規制機関による事

業の認可の期間は 2 年を超

過してはならない 

・地盤の初期圧力： 1psi/ft≒

22.6kPa/m 

米 ミシシ

ッピ州 

Statutes Rules of 

Procedure Statewide 

Rules and 

Regulations 

State Oil And Gas 

Board 

・貯留層のフラクチャー勾配で

算出されるフラクチャー圧

力の 75％を越えないもので

あること 

・算出方法は、ステップレート

テストまたは当局が認める

方法により有資格者が算出 

・貯留層は、短時間でも算出さ

れたフラクチャー圧力を越

える操業圧力の状態になら

ないこと 

・圧入圧力 

・圧入流量 

・累積の圧入量 

・モニタリング記録は 3 年保

持 

・毎月の最大圧入圧力の報告 

・ガスまたは空気の圧入量・

排出量を報告 

・毎月末のガスまたは空気の

総量を報告 

・推定の貯蔵可能容量を報告 

・適切な予備警報の掲示によ

り、一般人が立ち退けるよう

にすること 

・圧入または排出を行う際は、

運用の経験・訓練のある運転

員が施設または他の監視施

設に在席すること 

・火災、漏えい及びブローアウ

トが発生した場合は、事業者

は州監督官に電話で直ちに

通知し、詳細を書面で通知す

ること 

 

 

・UIC 規制及び州法に準拠し

ていること 
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

米 アラバ

マ州 

STATE OIL AND 

GAS BOARD OF 

ALABAMA STATE 

OIL AND GAS 

BOARD OF 

ALABAMA 

ADMINISTRATIVE 

CODE 

OIL AND GAS 

REPORT 

 

 

 

 

 

・貯留層のフラクチャー勾配で

算出されるフラクチャー圧

力の 75％を越えないもので

あること 

・算出方法は、ステップレート

テストまたは当局が認める

方法により有資格者が算出 

・貯留層圧力は、短時間でもフ

ラクチャー圧力の 90％を越

えないものであること 

・火災及びガス検知システム

が常時稼働していること 

・ガス検知システムは、ガス

を取り扱う施設または装置

を含むすべてのエリアに設

置すること 

・その他圧入圧力等 

・モニタリング記録は 3 年保

持 

・火災、漏えい及びブローア

ウトが発生した場合は、事

業者は州監督官に電話で直

ちに通知 

・ガス貯蔵の前に、坑井健全

性の試験を行う。健全性の

確認は少なくとも 5 年に 1

度行う 

・圧入または排出を行う際は、

運用の経験・訓練のある運転

員が施設または他の監視施

設に在席すること 

・UIC 規制及び州法に準拠し

ていること 

・圧入が行われない場合、承

認は 6 ヶ月後に無効となる 

 

米 ペンシ

ル バニア

州 

The Pennsylvania  

Code （Chapter 78- 

Oil and Gas Wells,  

Subchapter H - 

Underground Gas 

Storage） 

・最大密閉坑口圧力は貯留層の

生産履歴における最大密閉

坑口圧力以下であること（こ

れより高い圧力がキャップ

ロック及び貯留層の試験に

より確かめられた場合を除

く。このより高い圧力の決定

方法は、当局との協議により

決定） 

・最大貯留層圧力は静水圧力勾

配以下に制限（初期密閉坑口

圧力、最大生産密閉坑口圧

力、または当局との協議によ

る圧力が確かめられない場

合） 

 

 

 

 

 

・ウェルヘッド圧または水位 

・生産ケーシングのアニュラ

ス流れまたはアニュラー圧 

・坑井からガス流出があった

場合、その証跡 

・著しい腐食、さび、その他

装置劣化の兆候があった場

合、その証跡 

・ほか坑井の健全性試験に係

るモニタリング 

・最低月 1 回、全ての貯蔵井

及び監視井を検査し、結果

を記録すること。 

・1 日あたり 5000ft3を超過す

るガス漏えいの証跡があっ

た場合、24 時間以内に当局

に報告すること。10 日以内

に、実施または予定の対応、

問題の詳細を書面で報告す

ること。当局は、対応やデ

ータに係る追加の報告を要

求することができる 

・安全システムに設営等に係る

項目はない 

・UIC 規制及び州法に準拠し

ていること 
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

米 テキサ

ス州 

Texas Administrative 

Code  

TITLE 16 

ECONOMIC 

REGULATION  

PART 1 RAILROAD 

COMMISSION OF 

TEXAS  

CHAPTER 3 OIL 

AND GAS DIVISION 

RULE §3.96 

Underground Storage 

of Gas in Productive 

or Depleted 

Reservoirs 

及び 

Railroad Commission 

of Texas 

Injection/Disposal 

Well Permitting, 

Testing, and 

Monitoring Manual 

Chapter III - 

Standards and 

Procedures for Class 

II Wells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・キャップロック層のフラクチ

ャー圧力を超えない圧力（原

文では「圧入による貯留層で

き裂の発生が回避できると

十分に保証できる圧力」）と

する 

・地表から貯留層の上部深度ま

で 1 フィートあたり 1/2psi

を超えない圧力 

・最大許容圧入圧力以上に貯留

層圧力を上げる場合は、許認

可変更の申請を出さなけれ

ばならない 

・ウェルヘッド圧 

・圧入流量 

・漏えい 

・ガス量 

・ウェルヘッド圧を常時記録、

連続した電気的モニタリン

グ、各ガス貯蔵井のウェル

ヘッド圧の情報を委員会に

報告 

・圧入・排出の総量の計測結

果を報告 

・漏えいが発見された場合は

即時口頭報告、5 営業日以内

に文書報告 

・ガス量の情報を委員会に報

告 

・漏えい検出器：居住地域等人

間が活動する地域から 100

ヤード以内の範囲にあるガ

ス貯蔵井及び圧縮機を含む

場所に取り付け及び定期的

な検査（7 ヶ月半を超過しな

い間隔で 1 年に 2 回） 

・警報システム：漏えい検出器

は制御室及び全ての遠隔制

御センターで聴覚・視覚的に

認知が可能な警報システム

に組込まれること 

・緊急対応計画：委員会への安

全計画の提出 

・安全訓練：事業者は、安全と

緊急対応の訓練及び試験の

計画を策定・実施しなければ

ならない。計画は、運輸省及

び労働安全衛生局の要求事

項を満たすこと 

・ガス採取井の除外：天然ガス

採取のみに用いられる坑井

では、漏えい検出器及び警報

システムの設置についての

条項は除外される 

・州法に準拠していること 

・以下の場合、勧告とヒアリ

ングの後に許認可の変更、

停止、取下げが発生する可

能性がある 

－地下水汚染の発生の可能

性がある場合 

－圧入物質の散逸あるいは

散逸の可能性がある場合 

等 

・前項と関係なく、生命ある

いは財産への危険、あるい

は炭化水素の廃棄、制御で

きない炭化水素の散逸、地

下水汚染の発生が見られる

状況では、委員会あるいは

代理人が許認可の即時停止

を行うことができる 
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

米 カリフ

ォ ルニア

州 

California Statutes 

and Regulations for 

Conservation of Oil, 

Gas, & Geothermal 

Resources 

Chapter 4. 

Development, 

Regulation, and 

Conservation of Oil 

and Gas Resources 

Subchapter 1. 

Onshore Well 

Regulations 

Article 3. 

Requirements 

§1724.6. Approval of 

Underground 

Injection and 

Disposal Projects 

§1724.9. 

Underground Gas 

Storage Projects 

§1724.10. Filing, 

Notification, 

Operating and 

Testing Requirements 

for Underground 

Injection Projects 

 

 

 

 

 

 

 

・最大許容圧入圧力はステップ

レートテストにより決定さ

れる 

－最大許容圧入圧力は、以下

の圧力のうち小さい圧力

とすること 

(a) 貯留層のフラクチャ

ー圧力 

(b) 計画圧入圧力 

・ただし、(b)で明らかに運用

できると判断できる場合は、

ステップレートテストを省

略することができる 

・アニュラー圧 

・アニュラー流量 

・累積の圧入量 

・毎月の圧入圧力の最大値を

報告 

・ガスまたは空気の圧入量・

排出量を報告 

・毎月末のガスまたは空気の

総量を報告 

・推定の貯蔵可能容量を報告 

・事業者は UGS プロジェクト

ごとにリスクマネジメント

計画を DOGGR に提出し審

査及び承認を受ける必要が

ある 

・リスクマネジメント計画は、

坑井と貯留層に潜在する脅

威と危険を特定すること。具

体的には、各脅威の潜在する

影響度及び発生可能性の見

込みに基づくリスク評価、リ

スクを緩和するための回避

手順及びモニタリング手順

の特定、リスク評価と回避手

順の定期検査と再評価の明

確化を行うこと 

・UIC 規制及び州法に準拠し

ていること 

・ 
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

DISCUSSION 

DRAFT 

CALIFORNIA CODE 

OF REGULATIONS, 

TITLE 14 CHAPTER 

4.  DEVELOPMENT, 

REGULATION, AND 

CONSERVATION OF 

OIL AND GAS 

RESOURCES 

Subchapter 1. 

Onshore Well 

Regulations 

NEW ARTICLE 

ADDED: Article 4.  

Requirements for 

Underground Gas 

Storage Projects 

・貯留層、キャップロック、坑

井、ウェルヘッド、配管及び

関連施設の設計圧力限界を

超過しない値 

・貯留層圧力 

・こぼれ出し点周辺、帯水層

内及びキャップロック上部

に観測井を設営し、ガスの

出現や移動を監視 

・炭化水素の生産や廃棄のオ

フセットとして発生した妥

当でない流れや圧力変化の

監視 

・事業者は、DOGGR 承認済

みの漏えい検査と発見の実

施要項を着実に遂行しなけ

ればならない。実施要項は、

ウェルヘッド、パイプライ

ン及び各坑井のウェルヘッ

ドを中心とした 100 フィー

ト円内を対象 

・事業者は UGS プロジェクト

ごとに、貯蔵ガスが承認し

た圧入領域に留まることや

UGS プロジェクトが生命・

健康・財産・天然資源の破

壊を引き起こさないことを

示したデータ、分析結果及

び説明を提出すること 

・提出データに、圧入方法、

最大及び最少の貯留層圧力

及び最大圧入圧力の計算結

果が含まれる 

・最少貯留層圧力は、運用圧

力の履歴の最小値かつ貯留

層の地盤力学的な可能性を

考慮に入れた圧力 

・リスクマネジメント計画は、

坑井と貯留層のみならず生

命・健康・財産・天然資源に

潜在する脅威と危険を特定

する必要がある 

・UGS プロジェクトの一環と

して圧入を実施する前に、

DOGGR からのプロジェク

ト承認通知を得なければな

らない 

・DOGGR はプロジェクト承

認通知の条項の準拠状況を

確認するために、UGS プロ

ジェクトを審査し、また

DOGGR は、条項遵守によ

り生命・健康・財産・天然

資源への脅威となることを

回避できているか定期的に

審査を行う 

・DOGGR が UGS プロジェク

トの運用が準拠事項に適合

しておらず、生命・健康・

財産あるいは天然資源への

脅威となる可能性があると

認めた場合は、安全な範囲

で可能な限り速やかに運用

を停止する旨を書面通知す

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2018 年 1 月発効の見込み 



 

46 

 

国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

米 イリノ

イ州 

Illinois Oil and Gas 

Act (225 ILCS 

725/19.1) 

及び 

62 Ill. Adm. Code 240 

(Oil and Gas Rules 

and Regulations) 

SUBPART C: 

PERMIT 

APPLICATION 

PROCEDURES FOR 

CLASS II UIC 

WELLS 

・以下の式により算出 

MIP = (.80 – (.433×SG))×

D – 14.7 

MIP：最大許容圧入圧力 

(PSI)（maximum 

allowable injection 

pressure） 

SG：圧入物質の比重

（specific gravity of 

the injection fluid） 

D：最大厚さを有する貯留

層の上部深度(ft.)

（depth of the top of 

the upper most 

injection interval） 

・上式で算出される最大許容圧

入圧力を超える圧入を行う

場合、貯留層あるいは上部層

のき裂を誘発/進展せず、圧

入物質の貯留層への隔離の

維持を示す直近の情報を提

出すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アニュラスでのモニタリン

グを可能とすること 

・圧入圧力 

・圧入流量 

・累積の圧入量 

・モニタリング結果を取りま

とめ、月次報告 

・報告は月平均及び最大の圧

入流量及び圧力を含む 

・DNR が UGS のための掘削・

圧入等を行う坑井から地

表・淡水層への有毒物質混入

の発生を発見した場合は、

DNR は適切なプラグ、再プ

ラグ、浄化のための改善を命

令することができる 

・DNR が公衆衛生・安全、著

しい環境破壊や財産破損を

引き起こす危険がある状態、

活動あるいは法令違反を認

めた場合、DNR が認めた従

業員あるいは代理人が運用

の中止を命令することがで

きる 

・UIC 規制及び州法に準拠す

ること 
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

カナダ CSA Z341 Series-14 

（Storage of 

hydrocarbons in 

underground 

formations） 

・次のいずれか。 

(a)貯留層の初期圧力 

(b)キャップロックのコアサ

ンプルテストで示された

貯留層の健全性を損なわ

ないような初期圧力より

も高い圧力。キャップロ

ック層のフラクチャー圧

力の 80％以下であるこ

と。地域のフラクチャー

圧力データがない場合、

最大圧力は、当該貯留層

の最上部までの深さ 1ｍ

につき 18.1 kPa を越え

ないものであること 

・事業者は、貯留層の炭化水

素の量を特定する手順を開

発及び実施すること。手順

は以下を含む 

(a)貯留層に圧入あるいは貯

留層から排出されたガ

ス・液体の全ての炭化水

素を計測 

(b)以下の方法のいずれかに

より、2 年に 1 回貯留層

の物質インベントリバ

ランスを整備 

(i)シャットイン圧力の

値 

(ii)貯留層の平均圧力 

(c)インベントリの齟齬の調

査 

炭化水素の喪失あるいは増

加による齟齬の疑いがある

場合は、事業者は UGS 全体

のシステムの健全性と炭化

水素の喪失あるいは移流の

影響を調査すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業者は全ての設備の検査

を 1 年に 1 度実施すること 

・安全弁の機能テストは 1 年

に 2 度実施すること 

・地表ケーシング孔、全ウェ

ルヘッドのガス漏えい・腐

食・破損・非安全な状態の

検査を 3 ヶ月に 1 度実施す

ること 

・坑井の検査を運用 5 年以内

に実施すること 

・腐食の検査を半年に 1 度行

うこと 

・配管厚のモニタリング等に

よりウェルヘッド及び地表

配管の侵食が発見された場

合は、1 年に 1 回ウェルヘッ

ドと配管の侵食の検査を行

うこと 

・事業者は炭化水素の漏えい事

故、設備故障、自然災害及び

第三者への緊急事態のため

の緊急対応計画を策定する

こと 

・計画は以下を含む 

(a)カナダ協会規格

(CSA-Z731)に則る 

(b)UGS 施設の安全制御と

停止の手順 

(c)1 年に 1 度の試験と更新

を行い、文書化の結果と

記録は 5 年間保持 

(d)事業者が緊急対応計画に

精通していることを示

すプログラム 

・項目なし  
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

欧州 EN 1918-2: 2016 

（Gas supply systems 

- Underground gas 

storage - Part 2: 

Functional 

recommendations for 

storage in oil and gas 

fields） 

・次の内の最も低い圧力値によ

り制限 

－キャップロックのフラク

チャー圧力 

－坑井の健全性に影響を与

える圧力 

－キャップロックが受ける

圧力にキャップロックの

毛細管スレショールド圧

力を加えて計算される圧

力（該当する場合） 

・環境影響を制限するため、

適切なモニタリングシステ

ムを手順が適用及び実施さ

れること 

・モニタリングシステムは、

運用時にガス成分、貯留層

の健全性を確認する機能を

持つこと。機能として、貯

留層圧力・アニュラー圧

力・圧入/排出ガス量・ガス

成分・（可能な場合）飽和度

のデータを収集できるこ

と。必要ならば、観測井の

設置及びモデリングを実施

すること。貯留層のふるま

い、ガス成分の様子及び喪

失が特定できること 

・全ての坑井は、異常検知及

び必要な計測のため定期的

に検査を行うこと。アニュ

ラス流体の維持の確認検査

を適切な間隔で実施するこ

と 

・坑井健全性の維持 

－坑井健全性維持計画の策

定が推奨される。坑井の

ライフタイムにわたっ

て、流体の制御不能な漏

えいリスクを低減する技

術・運用・組織的な解決

策となり得る 

－ウェルヘッド、バルブ、

プラグ、特に地下安全

弁・地上マスターバル

ブ・圧力制御装置といっ

た安全装置は、定期的に

原位置あるいは適宜試験

室の試験を実施すること 

－チュービング、生産パッ

カー、セメントケーシン

グ、セメンチングといっ

た他の坑井バリアの健全

性も定期的に評価するこ

と。仕上げが撤去されて

いる場合は、最後のセメ

ントケーシングの厚さ計

測の実施で良い 

 

 

 

 

 

・UGS 施設は考えられるリス

クを運転員、公衆、環境及び

施設の安全を最低確保でき

るレベルに設計・建設・運

用・保守・廃止されること 

・通常の安全規則や推奨に加

え、ブローアウト及び漏えい

のリスク・発生を低減するた

めの計測を行うこと。これら

計測は、少なくとも地上安全

弁及び地下安全弁で実施さ

れること 

・項目なし  
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

EN 1918-1: 2016 

（Gas supply systems 

- Underground gas 

storage - Part 1: 

Functional 

recommendations for 

aquifers） 

・最大許容圧入圧力は、Pmax,1 

または Pmax,2 の低い値 

－Pmax,1＝XHmin 

ここで Pmax,1 最大圧力

制限値（MPa）、X 最大圧

力勾配（MPa/m）、Hmin：

キャップロックの底部か

ら計ったオーバーバーデ

ンの最少厚さ（m） 

－Pmax,2=Pw+CTP 

ここで Pmax,2 最大圧力

制限値（MPa）、Pw：貯

留層のドームエリアのキ

ャップロック底部におけ

る初期水圧（ MPa ）、

CTP：キャップロックの

毛細管スレショールド圧

力（MPa） 

・キャップロックのある地点が

中央部分よりも脆弱な場合

には、モデリングを用いて、

運転条件と最大運転圧力を

考慮すべきゾーンを検討す

ることが可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境影響を制限するため、

適切なモニタリングシステ

ムを手順が適用及び実施さ

れること 

・モニタリングシステムは、

運用時にガス成分、貯留層

の健全性を確認する機能を

持つこと。機能として、貯

留層圧力・アニュラー圧

力・圧入/排出ガス量・ガス

成分・（可能な場合）飽和度

のデータを収集できること 

・EN 1918-2 と同じ ・EN 1918-2 と同じ ・項目なし  
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

ドイツ 連邦鉱山法

（Bundesberggesetz 

（BBergG）） 

・項目なし ・項目なし ・項目なし ・生命・健康・財産や作業員と

外部委託者の生命や健康保

護を脅かす危険に対する必

要な予防策が講じられ、事業

の遂行に係る労働安全・衛生

の規制に適合していること 

・公衆の利益が保護され、鉱物

資源の損失が発生しないこ

と 

・個人の安全及び公共の交通手

段の安全のための地表面の

保護が確保されていること 

・事業者は、以下の項目につ

いて 2 年以内を超過しない

間に、事業計画を規制機関

へに提出すること 

・事業計画が承認される要件

は以下のとおり 

－事業計画に示された鉱物

の探査あるいは精製に必

要な全ての認証が行われ

た場合 

－廃棄物が適切に使用ある

いは処分されること 

－地表面の可用性を復元す

るための必要な準備手段

が求められた範囲で講じ

られていること 

－既に認可を受けた事業の

安全を損なわないことを

保証する十分な対策が講

じられていること 

－探査あるいは回収が有害

な影響を及ぼさないこと 

※さらに大陸棚あるいは沿

岸域の領域での運用の場

合に追加の条項あり 
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

鉱山掘削規則

（Bergverordnung für 

Tiefbohrungen, 

Untergrundspeicher 

und für die 

Gewinnung von 

Boden-schätzen durch 

Bohrungen im Land 

Niedersachsen 

（Tiefbohrverordnung 

- BVOT - ）） 

・項目なし ・事業者は、リスクの特定・

対策を確実に行うこと 

・運用中、明確な安全上の干

渉を必要とした逸脱や他の

安全上重要な計測は最低 2

年間記録を保持すること 

・運用中、異常時の監視要員

を常に配置すること 

・遠隔モニタリング装置を設

置して、安全のために常時

観測すること。データは可

視化して、常時危険の可能

性を検知すること 

・異常時には、監視員が遠隔

制御装置でモニタリング坑

井を閉塞できること。異常

時に、遠隔モニタリング坑

井を自動閉塞するための安

全回路があること 

・事業者は以下の事象を速や

かに規制機関に報告するこ

と 

－作業員の死亡あるいは重

症になる、あるいはその

可能性がある場合 

－作業員、第三者あるいは

事業者の生命及び健康が

脅かされるおそれのある

重大な事態 

➤爆発、出火、油・ガス

の暴発、窃盗、危険物

質あるいは水質危害物

質の大規模な漏えいや

設備の損壊 

➤プラントからの異常な

な排出、水あるいは土

壌の汚染 等 

・事業者は、規制機関の確実

な監督のための必要な作業

員や装備を提供し、所要費

用を負担すること 

・事業者は、本規制で求めら

れている検査を、規制機関

が認証した専門家によって

実施することができる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事故あるいは施設損壊発生時

に環境への脅威を抑止する

ことのできる施設の設置 

・施設が設置された運用サイト

は、柵・壁あるいは他の同様

のバリアで第三者によって

立ち入りが許可されていな

い者の侵入から護られ、無人

の守衛のいない入口は常時

施錠されること 

・運用サイト内であっても、周

辺住民あるいは公共交通機

関の安全確保に必要な領域

に施設を設置してはならな

い 等 

・連邦鉱山法及び鉱山掘削規

則に準拠すること 

・その他、他国語作業員、ア

ルコール類の禁止、監督

者・検査官の立ち入り時の

安全装備、廃止、ウェルヘ

ッド、遮断装置、坑井孔、

掘削等に係る規定あり 
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国/州 規制法/規格等 
規制事項 

保安対策 承認の際の審査基準 その他 
最大許容圧入圧力 モニタリング 監督・報告・検査 

LBEG 規格 

（Merkblatt für die 

Bewertung von 

Untertage - 

Gasspeichern

（Porenspoicher）等） 

・主に、以下の項目の審査によ

り決定 

－経験的なアプローチある

いは類似サイトからの準

用 

－キャップロックの毛細管

スレショールド圧力 

－貯留層のフラクチャー勾

配 

－原位置ストレス試験結果/

地層構造 

－坑井・設備の設計限界 等 

・坑井の地表近くの圧力 

・地下の圧力 

・ガスの検出 

・温度のモニタリング 

・ヒストリカルデータとシミ

ュレーション結果との比較 

・セメンチング 

・ケーシング外側領域の可視

化 

・ケーシングの肉厚測定（腐

食や侵食の発生の有無） 

・地表面の隆起/沈降 

・モニタリングの実施状況や

設備・技術に係る規格の準

拠等の検査を第三者認証機

関に行わせ、1 年に 1 回結果

を報告 

・陸域施設の坑井健全性の検

査は事業者と LBEG が共同

で行う 

・また、事業者は自主的に別

途保安のための検査をする

ことがある 

・リスクマネジメントの責任

者、緊急時対応計画及びガス

漏えいシナリオ等を示した

安全レポートをの 1 年に 1

回提出。LBEG は現地検査

現場検証を 1 年に 1 回実施 

・火災発生時には、事業者は消

火活動を行う義務があり、事

業者間で設備の整備・共有・

定期的な訓練を実施 

・連邦鉱山法、鉱山掘削規則

及び LBEG 規格に準拠する

こと 

 

BVEG ガイドライン 

（Bohrlochkontrolle. 

Bohren, Workover, 

Well Intervention） 

・項目なし ・項目なし ・項目なし ・UGS 坑井は、漏えい防止を

目的とした二重バリア及び

チュービングには安全弁の

設置が必須 

・安全弁は地下あるいは地表近

くに 1 個設置 

・ガイドラインに準拠してい

ること 

・坑井コントロールに係るガ

イドライン 

・BVEG に加盟している事業

者は準拠が求められる 
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(2) 米国とドイツの規制体系及び内容の比較分析 

(a) 規制体系 

表 3.8 に米国とドイツの規制体系の比較を示す。米国とドイツは連邦制であり、UGS は

連邦政府と州政府による規制が行われており、規制法体系も連邦法と州法で構成されている。

ただし、米国は EPA が所管する UIC 規制（40CFR）と PHMSA が所管する暫定最終規制

（IFR）の二元的な規制体系となっているのに対して、ドイツは BMWi が所管する連邦鉱

山法（BBergG）の一元的な規制体系となっている。なお、米国の IFR の規制内容は全て

API RP1170（岩塩層方式）及び API RP1171（枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式）に則

っている。ドイツの UGS 規制に係る州法は、一般的に鉱山掘削規則（BVOT）という。ま

た、いずれも法的な拘束力はないが、ドイツの各州の規制機関はいくつかの規格を策定し、

事業者に準拠を求めており、ドイツの業界団体である BVEG はいくつかのガイドラインを

策定し、BVEG に加盟している事業者に準拠を求めている。 

また、米国は政府あるいは州の所管の UGS サイトがそれぞれ存在し、ドイツは政府所管

の UGS サイトは存在せず、全て州の所管となっている。 

 

表 3.8 米国とドイツの規制体系の比較 

 米国 ドイツ 

規制機関 連邦 ・環境保護局（EPA） 

・パイプライン・有害物質安全庁

（PHMSA） 

・経済エネルギー省（BWMi） 

州 ・各州の規制機関（カリフォルニ

ア州の場合は州環境保全省 

石油・ガス・地熱局（DOGGR）） 

・各州の規制機関（ニーダーザク

セン州の場合は州鉱山・エネル

ギー・地質局（LBEG）） 

規制法 連邦 ・UIC 規制（40CFR） 

・暫定最終規制（IFR）※ 

・連邦鉱山法（BBergG） 

州 ・各州法 ・各州の鉱山掘削規則（BVOT） 

UGS の所管 連邦 ・州をまたいでガスを供給する

UGS サイト 

・なし 

州 ・州内にのみガスを供給する

UGS サイト 

・州内の全ての UGS サイト 

民間 団体 ・米石油協会（API） ・社団法人天然ガス・石油・地熱

連邦協会（BVEG） 

規格 ・API RP1170（岩塩層方式） 

・API RP1171（枯渇油・ガス田

方式及び帯水層方式） 

・坑井コントロールに係るガイド

ライン（Bohrlochkontrolle. 

Bohren, Workover, Well 

Intervention） 等 

※米国 IFR の規制内容は、API RP1170（岩塩層方式）及び API RP1171（枯渇油・ガス田方式

及び帯水層方式）に則る。 
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(b) 規制内容 

表 3.9 に米国とドイツの規制内容の比較を示す。なお、州規制内容については、米国は

現在審議中の追加改正案を含めたカリフォルニア州、ドイツはニーダーザクセン州を例とし

ている。また、ドイツは業界団体の BVEG がガイドラインを発行しており、法的な拘束は

ないが、BVEG に加盟している事業者は準拠が求められている。 

米国、ドイツともに、連邦規制及び州規制は性能規制となっている。公衆及び作業員の衛

生・安全確保を目的として、州の規制機関による厳格な審査・検査が行われている。 

またドイツは、法的な拘束はないものの、規制機関の行政指導で事業者に対して、毎年 1

回の安全レポートの提出や訓練等を求めているほか、業界団体のガイドラインによる自主規

制がある一方、米国カリフォルニア州は、現在審議中の改正法で保安対策が規制内容に盛り

込まれる等、規制機関や事業者による運用面での相違が認められる。 

最大許容圧入圧力については、米国の連邦法及び州法では圧力についての性能規定が示さ

れているが、ドイツは規制機関が実施するフラクチャー勾配等を加味した総合的な審査で決

定される。 
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表 3.9 米国とドイツの規制内容の比較 

 米国 ドイツ 

最大許容圧入圧力 ・UIC 規制（40CFR） 

－飲料用地下水源に隣接するキ

ャップロック等の制限領域の

き裂を発生あるいは既存のき

裂を進展させない圧力 

－圧入流体あるいは地層内流体

の飲料用地下水源への移動を

起こさない圧力 

・IFR 

－フラクチャー勾配、静水圧勾

配、初期圧力、キャップロッ

ク浸透率等の解析により算出 

－貯留層、坑井、ウェルヘッド、

配管あるいは関連施設の設計

限界を超過してはならない 

・カリフォルニア州法 

－最大許容圧入圧力はステップ

レートテストにより決定 

－最大許容圧入圧力は、以下の

圧力のうち小さい圧力とする

こと 

(a) 貯留層のフラクチャー圧

力 

(b) 計画圧入圧力 

－ただし、(b)で明らかに運用で

きると判断できる場合は、ス

テップレートテストを省略す

ることができる 

・連邦鉱山法（BBergG） 

－規定なし 

・鉱山掘削規則（BVOT） 

－規定なし 

・LBEG 規格 

－主に、以下の項目の審査によ

り決定 

➤経験的なアプローチあるい

は類似サイトからの準用 

➤キャップロックの毛細管ス

レショールド圧力 

➤貯留層のフラクチャー勾配 

➤原位置ストレス試験結果 /

地層構造 

➤坑井・設備の設計限界 等 
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 米国 ドイツ 

モニタリング ・UIC 規制（40CFR） 

－圧入圧力 

－流量 

－累積の圧入量 

・IFR 

－貯留層の健全性 

➤貯留層の平均圧力 

➤坑井の流体圧力 

－構造健全性 

➤ウェルヘッド、坑井安全シ

ステム、坑井配管及びサイ

トの運用状況、漏えい、構

造及びその他故障の検査 

➤ウェルヘッドの圧入圧力、

圧入流量 

➤坑井圧力 

➤アニュラー圧力 

➤プラグされた坑井の漏えい 

・カリフォルニア州法 

－圧入圧力 

－流量 

－累積の圧入量 

－貯留層圧力 

－こぼれ出し点周辺、帯水層内

及びキャップロック上部に観

測井を設営し、ガスの出現や

移動を監視 

－炭化水素の生産や廃棄のオフ

セットとして発生した妥当で

ない流れや圧力変化の監視 

－監視は、ウェルヘッド、パイ

プライン及び各坑井のウェル

ヘッドを中心とした 100 フィ

ート円内を対象 

・連邦鉱山法（BBergG） 

－規定なし 

・鉱山掘削規則（BVOT） 

－事業者は、リスクの特定・対

策を確実に行うこと。 

－運用中、明確な安全上の干渉

を必要とした逸脱や他の安全

上重要な計測は最低 2 年間記

録を保持すること。 

－運用中、異常時の監視要員を

常に配置すること。 

－遠隔モニタリング装置を設置

して、安全のために常時観測

すること。データは可視化し

て、常時危険の可能性を検知

すること。 

－異常時には、監視員が遠隔制

御装置でモニタリング坑井を

閉塞できること。異常時に、

遠隔モニタリング坑井を自動

閉塞するための安全回路があ

ること。 

・LBEG 規格 

－坑井の地表近くの圧力 

－地下の圧力 

－ガスの検出 

－温度のモニタリング 

－ヒストリカルデータとシミュ

レーション結果との比較 

－セメンチング 

－ケーシング外側領域の可視化 

－ケーシングの肉厚測定（腐食

や侵食の発生の有無） 

－地表面の隆起/沈降 
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 米国 ドイツ 

監督・報告・検査 ・UIC 規制（40CFR） 

－モニタリング結果を取りまと

め、最低 1 年に 1 回報告書を

提出 

－取りまとめには、圧入された

流体とその性質やソースの変

化の月次記録を含む 

・IFR 

－安全保証のため現場の検査を

行うこと 

－適切な検査の手続、頻度等を

策定すること 

・カリフォルニア州法 

－毎月の圧入圧力の最大値を報

告 

－ガスまたは空気の圧入量・排

出量を報告 

－毎月末のガスまたは空気の総

量を報告 

－推定の貯蔵可能容量を報告 

－事業者は UGS プロジェクト

ごとに、圧入方法、最大及び

最少の貯留層圧力及び最大圧

入圧力の計算結果が含まれ

る。最大圧入圧力は、貯留層、

キャップロック、坑井、ウェ

ルヘッド、配管及び関連施設

の設計圧力限界を超過しない

値であり、最少貯留層圧力は、

運用圧力の履歴の最小値及び

貯留層の地盤力学的な可能性

を考慮に入れる 

・連邦鉱山法（BBergG） 

－規定なし 

・鉱山掘削規則（BVOT） 

－事業者は以下の事象を速やか

に規制機関に報告すること 

➤作業員の死亡あるいは重症

になる、あるいはその可能

性がある場合 

➤作業員、第三者あるいは事

業者の生命及び健康が脅か

されるおそれのある重大な

事態 

●爆発、出火、油・ガスの

暴発、窃盗、危険物質あ

るいは水質危害物質の大

規模な漏えいや設備の損

壊 

●プラントからの異常な排

出、水質あるいは土壌の

汚染 等 

－事業者は、規制機関の確実な

監督のための必要な作業員や

装備を提供し、所要費用を負

担すること 

－事業者は、本規制で求められ

ている検査を、規制機関が認

証した専門家によって実施す

ることができる 

・LBEG 規格 

－モニタリングの実施状況や設

備・技術に係る規格の準拠等

の検査を第三者認証機関に行

わせ、1 年に 1 回結果を報告 

－また、事業者は自主的に別途

保安のための検査をすること

がある 
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 米国 ドイツ 

保安対策 ・UIC 規制（40CFR） 

－坑井破損への対処として、飲

料用地下水源への汚染流体の

移流を回避するためのコンテ

ィンジェンシープラン 

・IFR 

－データ収集、潜在的な脅威及

び危険の特定、それら脅威に

係る事象発生の可能性の見積

を含むリスク分析、各事象の

結果の発生可能性と潜在的な

影響度、そのような事象の発

生可能性と潜在的な影響を低

減する予防・緩和・モニタリ

ングプロセス、及びそれらプ

ロセスの定期的なレビューと

再評価を含むリスクマネジメ

ントプログラムを策定、実施

及び文書化 

－ブローアウトのコンティンジ

ェンシープランの策定 

・カリフォルニア州法 

－リスクマネジメント計画の提

出及び承認 

－坑井と貯留層のみならず生

命・健康・財産・天然資源に

潜在する脅威と危険の特定。

具体的には、各脅威の潜在す

る影響度及び発生可能性の見

込みに基づくリスク評価、リ

スクを緩和するための回避手

順及びモニタリング手順の特

定、リスク評価と回避手順の

定期検査と再評価の明確化を

行うこと 

・連邦鉱山法（BBergG） 

－生命・健康・財産や作業員と

外部委託者の生命や健康保護

を脅かす危険に対する必要な

予防策が講じられ、事業の遂

行に係る労働安全・衛生の規

制に適合していること 

－公衆の利益が保護され、鉱物

資源の損失が発生しないこと 

等 

・鉱山掘削規則（BVOT） 

－事故あるいは施設損壊発生時

に環境への脅威を抑止するこ

とのできる施設の設置 

－施設が設置された運用サイト

は、柵・壁あるいは他の同様

のバリアで第三者によって立

ち入りが許可されていない者

の侵入から護られ、無人の守

衛のいない入口は常時施錠さ

れること 等 

・LBEG 規格 

－リスクマネジメントの責任

者、緊急時対応計画及びガス

漏えいシナリオ等を示した安

全レポートをの 1 年に 1 回提

出。LBEG は現地検査現場検

証を 1 年に 1 回実施 

－火災発生時には、事業者は消

火活動を行う義務があり、事

業者間で設備の整備・共有・

定期的な訓練を実施 

・BVEG ガイドライン 

－UGS 坑井は、漏えい防止のた

め二重バリア及びチュービン

グ内には安全弁の設置が必須 
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 米国 ドイツ 

承認の際の審査基準 ・UIC 規制 

－以下の情報の申請 

➤坑井の検層データ及び試験

データ 

➤構造健全性の試験結果 

➤事業者が運用する最大圧入

圧力及び流量の見積値 

➤地層試験の結果 

➤現在の圧入手順 

➤欠陥坑井への適切な対処 

・IFR 

－各規制内容に準拠しているこ

と 

・カリフォルニア州法 

－UIC 規制及び州法に準拠して

いること 

－DOGGR はプロジェクト承認

通知の条項の準拠状況を確認

するために、UGS プロジェク

トを審査し、またDOGGRは、

条項遵守により生命・健康・

財産・天然資源への脅威とな

ることを回避できているか定

期的に審査を行う 

－DOGGR が UGS プロジェク

トの運用が準拠事項に適合し

ておらず、生命・健康・財産

あるいは天然資源への脅威と

なる可能性があると認めた場

合は、安全な範囲で可能な限

り速やかに運用を停止する旨

を書面通知する 

・連邦鉱山法（BBergG） 

－事業者は、以下の項目につい

て 2 年以内を超過しない間

に、事業計画を規制機関へに

提出すること 

－事業計画が承認される要件は

以下のとおり 

➤事業計画に示された鉱物の

探査あるいは精製に必要な

全ての認証が行われた場合 

➤廃棄物が適切に使用あるい

は処分されること 

➤地表面の可用性を復元する

ための必要な準備手段が求

められた範囲で講じられて

いること 

➤既に認可を受けた事業の安

全を損なわないことを保証

する十分な対策が講じられ

ていること 

➤探査あるいは回収が有害な

影響を及ぼさないこと 

・鉱山掘削規則（BVOT） 

－連邦鉱山法及び鉱山掘削規則

に準拠すること 

・LBEG 規格 

－連邦鉱山法、鉱山掘削規則及

びLBEG規格に準拠すること 

・BVEG ガイドライン 

－法的な拘束はないが BVEG

加盟の事業者はガイドライン

への準拠が求められる 
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3.5 国外の規制の動向のまとめ 

 

(1) 米国における動向 

米国ではこれまで、飲料水となる地下水源の汚染防止を目的とした連邦規制である UIC

規制に基づき、UGS を含めた流体の地下圧入に係る事業を対象とした規制が行われてきた。

UGS の最大許容圧入圧力は各州において、UIC 規制に基づき規制値が設定されており、

UGS を多く行っている州では貯留層のフラクチャー勾配から算出されるフラクチャー圧力

の約 75%、あるいはキャップロックのフラクチャー圧力や深度（静水圧）、事業者の計画値

に基づいた規制値が設定されていた。また、カンザス州等では事業者に対し UGS 施設の定

期的な検査を義務付けしていた。しかし、Aliso Canyon 漏えい事故を契機に、UGS の健全

性に係る API RP1171（帯水層方式と枯渇油・ガス田方式）及び API RP1170（岩塩層方式）

を全面導入する形で策定した UGS に係る連邦規制の IFR が 2017 年 1 月 18 日に発効され

ており、全ての UGS 施設を対象に運用、保守、健全性の試験と確認、モニタリング及び脅

威とハザードの特定等が義務付けされ、UIC 規制と併用されることとなった。Aliso Canyon

漏えい事故が発生したカリフォルニア州においても、州法に新しい条項を追記する形で

UGS プロジェクトの承認、リスクマネジメント計画、データ要求、モニタリング要求、ウ

ェルヘッドとバルブの検査・試験・保守及び緊急対応計画等の規制が策定され、2018 年 1

月より発効される見込みである。 

 

(2) 欧州における動向 

欧州では、CEN が策定した EN 規格がドイツ、スペイン、英国等で適用されており、ス

ペインでは同規格による規制が行われている。その中ドイツでは、公衆及び作業員の衛生・

安全確保を目的とした連邦鉱山法及び州法により UGS の性能規制が実施されており、州の

規制機関は州法による性能規制に基づき厳格な自主規格を定めている。最大許容圧入圧力は、

キャップロックの毛細管スレショールド圧力や貯留層のフラクチャー勾配等により、州の規

制機関が総合的に審査・決定している。監督・検査等については、2 年に 1 回の事業申請及

び審査、1 年に 1 回の検査及び安全レポートの提出を義務付けている。また、ドイツの業界

団体では加盟事業者向けのガイドラインを作成しており、坑井内の二重バリア設置及びチュ

ービング内の安全弁の取り付けを義務付ける等、安全性確保を目的とした自主活動を実施し

ている。なお、ドイツでは EN 規格は任意の規格に位置付けられている。 
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4 貯蔵ガスの漏えい事例と分析について 

4.1 概要 

本章では、天然ガス等の地下貯蔵に係る貯留層からの貯蔵ガスの漏えい事例を調査する

とともに、最近までに発生した貯蔵ガスの漏えい事例の傾向、原因、その後の対策等（事

業者の対策の他、国の対応を含む）の調査・分析結果を示す。 

なお本調査では、岩塩層方式の UGS サイトは、国内において岩塩層が存在しないため、

特に断りのない限り調査の対象外としている。 

 

4.2 天然ガス地下貯蔵における漏えい事例及び破損事例件数 

 

(1) 調査対象文献 

UGS における漏えい事例としては、2008 年に英国労働安全衛生省（Health and Safety 

Executive（以下、「HSE」という。））がまとめた報告書41等に整理されている。また、同報

告書の執筆者である D.J.Evans（英地質研究所（British Geological Survey（以下、「BGS」

という。）））による天然ガス漏えい事故事例についての論文4243（以下、「Evans 文献」とい

う。）、Evans 文献 42を参考に、Dr.Bruno（米 GeoMechanics Technologies 社）が作成した

キャップロックの保全とリスクアセスメントに関する報告書44（以下、「Bruno 文献」とい

う。）の情報について整理する。 

ここで、参照した資料の概要について表 4.1 に示す。 

Evans 文献 42は、報告された欧米の天然ガス地下貯留サイトにおけるガス漏えい事象・

事故事例（2009 年まで）について、初めて包括的にかつ詳細に分析・整理された文献であ

る考えられる。当該文献では、ガス漏えい事象・事故の原因の一つとして、「キャップロッ

クの健全性の喪失」を挙げており、これを、①キャップロックのガス封入能力が不完全、

②キャップロックの破砕や破断によりガス封入能力を喪失、の 2 つに分類して、該当する

ガス漏えい事象・事故事例を整理している。 

一方、Bruno 文献 44は、二酸化炭素地中貯留（CO2 Capture and Storage（以下、「CCS」

という。））での CO2 圧入におけるキャップロックの健全性喪失に係わるリスク評価技術研

究プロジェクトの最終成果報告書（スポンサー：米エネルギー省（US Department of 

Energy（以下、「DOE」という。）））であるが、当該研究の一環として、Evans 文献 42に記

載された、欧米の UGS サイトにおけるガス漏えい事象・事故事例（2009 年まで）をレビ

                                                   
41 Health and Safety Executive: Failure rates for underground gas storage（2008） 
42 Health and Safety Executive: An appraisal of Underground Gas Storage technologies 

and incidents, for the development of risk assessment methodology（2008） 
43 D. J. Evans, “A review of underground fuel storage events and putting risk into 

perspective with other areas of the energy supply chain,” The Geological Society of 

London（2009） 
44 Dr. Michael Bruno, “Development of Improved Caprock Integrity and Risk 

Assessment Techniques: Final Report for Period Oct.1 2012 to Sept. 30, 2014,” 

DE-FE0009168（2014.12.15） 
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ューし、事例に関して若干の見直しを行っている。 
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表 4.1 本検討にて参照した文献の概要 

文献名 作成機関（著者名） 発行年 概要 

Failure rates for underground 

gas storage 

HSE 

（Deborah Keeley） 

2008 年 本文献は、2008 年当時、英国政府が天然ガスを各種地下貯蔵施設に貯蔵する可能性を検討して

いたことを踏まえて、HSE（英国安全衛生省）が、BGS（英国地質研究所）に対して、世界で運

用中の主な種類の UGS 施設（枯渇油・ガス田方式、帯水層方式等を含む）を識別し、また、ガ

ス漏えいに至った事故及び異常事象について文書化あるいは報告されたものを明らかにするこ

とを目的として委託した報告書である。HSE は、Health and Safety Laboratory（英国安全衛生

研究所）に対して、地質学的原因による岩塩層貯留層の損傷が、土地利用計画立案作成のために

検討する必要性があるほど十分に顕著になるか否かを検証するために、UGS 施設の評価を委託

した。 

本文献では、BGS 等からの調査結果を基に、UGS 施設からのガス放出シナリオ（急激移流、粘

性放出、拡散放出、地表付近での離溶等）別の事故・漏えい率を推定評価している。 

An appraisal of Underground 

Gas Storage technologies and 

incidents, for the development of 

risk assessment methodology 

British Geological 

Survey  

（D J Evans） 

2008 年 本文献は、UGS に関連する安全性の問題を評価することを支援するために、HSE（英国安全衛

生省）が、BGS（英国地質研究所）に調査を委託した報告書である。本文献では、文書化あるい

は報告された、世界の UGS 施設で起きた問題や異常事象について調査・分析し、2000 年初期ま

での UGS サイト（枯渇ガス坑井貯留サイト、帯水層ガス貯留サイト等を含む）における、ガス

漏えい事象・事故事例について整理している。 

A review of underground fuel 

storage events and putting risk 

into perspective with other areas 

of the energy supply chain 

British Geological 

Survey 

（D. J. Evans） 

2009 年 本文献は、「Underground Gas Storage Worldwide Experience and Future Deveropment in the 

UK and Europe」の 一部である。本文献は、上記文献を含めて報告された欧米の天然ガス地下

貯留サイト（枯渇ガス坑井貯留サイト、帯水層ガス貯留サイト等を含む）におけるガス漏えい事

象・事故事例（2009 年まで）について、初めて包括的にかつ詳細に分析・整理された文献であ

ると考えられる。当該文献では、ガス漏えい事象・事故の原因の一つとして、「キャップロック

の健全性の喪失」を挙げており、これを、①キャップロックのガス封入能力が不完全、②キャッ

プロックの破砕や破断によりガス封入能力を喪失、の 2 つに分類して、該当するガス漏えい事象・

事故事例を整理している。 

Development of Improved 

Caprock Integrity and Risk 

Assessment Techniques 

GeoMechnics 

Technologies 

（Dr. Michael Bruno） 

2014 年 CCS での CO2 圧入におけるキャップロックの健全性喪失に係わるリスク評価技術研究プロジェ

クトの最終成果報告書（スポンサーは DOE）である。当該研究の一環として、上記文献「A review 

of underground fuel storage events and putting risk into perspective with other areas of the 

energy supply chain」（D. J. Evans）に記載された、欧米の UGS サイトにおけるガス漏えい事

象・事故事例（2009 年まで）をレビューし、事例に関して若干の見直しを行っている。 
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(2) 天然ガス地下貯蔵における漏えい事例及び破損事例件数 

表 4.2 に HSE が整理した UGS における漏えい事例及び破損事例件数に Bruno 文献 44

での追加情報を加えて再整理した UGS における事故事例件数を示す。 

表 4.2 に示す事故原因の中で、地上設備の破損、人的要因、圧入時の移流、坑井等につ

いては、UGS に限られた事象ではなく、石油・天然ガス生産現場においても生じる問題で

ある。そのため、UGS に固有の事故として挙げられる事故原因としては、キャップロック

が挙げられる。Evans 文献 42の事故原因の分類では「キャップロックのガス封入能力が不

完全（cap rock – not gas tight）」及び「キャップロック破損（cap rock – faulted）」が該

当する45。 

一方、2015 年 10 月に米国カリフォルニア州の UGS 施設にて坑井破損が直接の原因とさ

れる大規模漏えい事故が生じていることから、本検討においては「坑井の破損」46を加え、

分析を行うこととする。 

また、Evans 文献 42では「地震活動」が「坑井の破損」とは異なる事故原因に分類され

ていたが、1 件の事象としては地震活動の結果、坑井の破損が発生していることから、「坑

井の破損」に算入した。 

表 4.2 に示すように、坑井の破損による事故事例は枯渇ガス・油田方式で 7 事例、帯水

層方式で 4 事例、キャップロックの破損事例数は枯渇ガス・油田方式で 7 事例、帯水層方

式で 17 事例であることが分かる。 

なお、表 4.2 の枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式の圧入物質はいずれも全て天然ガス

である。 

  

                                                   
45 以下、特に断りのない限り、「キャップロック不完全性」はキャップロックの特性上ガス

封入能力が不完全である状態、「キャップロック破損」は、ガスの圧入等の人的原因により

キャップロックのき裂が発生・進展することを意味する。 
46 原文では「well/casing problems/failure」となっているが、一般的にケーシングは坑井

に含まれるため、本調査では「坑井の破損」とした。 
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表 4.2 天然ガス地下貯蔵における事故事例数（事故原因別） 

 枯渇油・ 

ガス田 
帯水層 岩塩層 廃止 合計 

坑井の破損 7 4 11 － 22 

バルブ、圧縮機等の地上設備の破損 3 1 7 － 11 

テストの失敗 － － 1 － 1 

設計/建設段階での問題 － － 3 － 3 

不注意による問題（人的原因） 1 1 － － 2 

修理、補修時における事故 2 2 1 － 5 

過圧帯水層/空洞への過充てん － 1 2 － 3 

圧入時の移流 11 13 － － 24 

キャップロックのガス封入能力が不完全 3 12 － 2 17 

キャップロック破損 4 5 － － 9 

岩塩のクリープ － － 3 － 3 

他の空洞との接続 － － 1 － 1 

マインシャフト － － － 1 1 

湿潤岩体/シンクホール － － 1 1 2 

浅い貯留層の放置施設＊１ － 1 － － 1 

ウェルヘッド圧力の低下＊２ － － 1 － 1 

不明 1 － 2 － 3 

合計 32 40 33 4 109 

※Evans 文献 39を基に、Bruno 文献 41での情報、さらに Bruno 文献 41以降の最近の事例を追加し、み

ずほ情報総研が作成。また、黄色の網掛けは分析の対象。 

＊１ 深度が非常に浅い貯留層（405m 及び 740m）の UGS 施設が放置され、圧力が回復した際にガ

スが漏えい 

＊２ ウェルヘッド圧力が低下し、貯留層の圧力が地上に開放されガスが漏えい 

 

(3) 貯蔵ガス漏えいの特徴 

Bruno 文献 44 では、貯留層からの貯蔵ガスの漏えいメカニズムとして、キャップロック

層の特性（低い毛細管スレショールド圧力47及び高い浸透率等）、構造上の特性（断層面に

沿ったガスの流出及び天然フラクチャーからのガスの流出等）及び地盤力学上の特性（キ

ャップロックの破砕及び地震によるガスの流出等）を挙げている。 

地層の特性により発生したこぼれだしの多くは、帯水層方式で生じている。いくつかの

ケースでは、キャップロックの損傷は、事前に認識されていなかった UGS サイトの背斜構

                                                   
47 Bruno 文献 44では、「capillary entry pressure」とあり、「毛管排除圧」と訳されること

があるが、毛細管スレショールド圧力と同義である。 
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造による破砕や破断に起因している。 

枯渇油・ガス田方式では、最初のガスの密封は比較的安全であるが、キャップロックが

比較的薄く、脆い場合には、繰り返し圧力やストレスをかけることで、時間の経過ともに、

ガスの密封度が劣化する場合がある。 

ガスの漏えいの最大の要因は、坑井に欠陥があること（仕上げが雑、廃止された坑井が

十分に閉鎖されていなかった等）であり、地層の変形により坑井が損傷することもある。 

 

(4) 天然ガス漏えい事象があった枯渇ガス貯留サイト及び帯水層ガス貯留サイト 

表 4.3 及び表 4.4 に、天然ガス漏えい事象があった枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式

の UGS サイトをそれぞれ示す。ここで、岩塩層方式の UGS サイトは国内において岩塩層

が存在しないため調査の対象外とした。 

本表の構成と内容は、Evans 文献 42と Bruno 文献 44の関連する表の構成と内容をほぼ引

用したものである。Bruno 文献 44では、Evans 文献 42に記載された、枯渇ガス貯留サイト

及び帯水層ガス貯留サイトにおける「キャップロックの健全性の喪失」事例の見直しがあ

り、若干の追加・変更があった。また、表 4.3 中の番号 1-13 については Evans 文献 42発

行後の最近の大規模漏えい事故であり、詳細な情報については、4.4 節にて示す。 

Bruno 文献 44で「キャップロックの健全性の喪失」として追加・変更のあった事例は、

Evans 文献 42では、「坑井、ケーシングの故障・機能不良等（ブローアウトを含む）」、「地

上設備（バルブ・配管・坑井等状態監視、ガス漏えい検知等システム）故障」、「サイト選

定・設計・建設等失敗」、「圧入オペレーションに関する人的過誤」等であるが、それらが、

「キャップロックのガス封入能力が不完全」なのか「キャップロックの破砕や破断により

ガス封入能力を喪失」なのかという区分が記載されていない。 

しかし、「キャップロックの健全性の喪失」として追加・変更のあった事例については、

両文献ともに記載されている「漏えい事象」と「漏えいメカニズム等」（両文献における記

載内容は殆ど同じ）から、それらが、「キャップロックのガス封入能力が不完全」なのか「キ

ャップロックの破砕や破断によりガス封入能力を喪失」なのかを推測した。 

なお、表中の漏えい量であるが、漏えい量が「0」とあるのは、「漏えいガスが、地上に

到達する前に、目標とする貯留層よりも高い位置にある貯留層に取り込まれる場合」もし

くは「ガス圧入試験失敗後、ガスが圧入される前にサイトの運用が放棄される場合」を意

味する。また、表 4.3 及び表 4.4 の事故事例の一覧は、Evans 文献 42及び Bruno 文献 44

に事故概要が掲載されていたものを一覧にしており、表 4.2 の件数と一致しない。 

 

(5) 「坑井、ケーシングの破損による漏えい事例」の件数 

Evans 文献 42によると、枯渇油・ガス田方式の UGS サイトで 6 件、帯水層方式で 4 件

である。また、2015 年 10 月に米国カリフォルニア州で発生した大規模漏えい事故を加え

ると、枯渇油・ガス田方式で 7 件となる。 
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(6) 「キャップロックの健全性の喪失」の件数 

Bruno 文献 44によると、これまで、枯渇油・ガス田方式や帯水層方式の UGS サイトで

起きたガス漏えい事象は、必ずしもすべてが報告され、ドキュメントとして公開されてい

るわけではないようである。ガスの漏えいがあったとされる事例の中には、訴訟に至った

ものがあるが、最終的には和解している。このようなケースは、通常、秘密保持契約書の

下に、ガス漏えいに関する情報は公開されない。 

このため、実際に漏えいが起きた件数は、報告・公開されているものよりも、かなり多

いと推測 44されている。 

 

(7) その他の最近の事故事例 

2013年 9月に、スペイン東部バレンシア沖合でスペインEscal UGS社が所有するCastor

の枯渇油・ガス田方式の UGS サイトで、天然ガスの圧入開始後に最大 M4.2 の地震が発生

し、政府の指示により天然ガスの圧入が停止された48。現在では、その所有権はスペイン政

府に移り、事実上の廃止となっている49。 

当該事象について、地震発生のメカニズムに係る研究が行われている50が、UGS 施設の

運用状況等の情報収集が十分できなかったことから、本調査の対象外とした。 

 

                                                   
48 Reuters： http://uk.reuters.com/article/spain-gas-idUKL6N0HR29820131001 

（2016.10.24 閲覧） 
49 DUNDEE ENRGY LIMITED：REPORT TO SHAREHOLDERS – MAY 2016 

Underground Gas Storage Facility (“Castor Project”) （2016.5） 
50 例えば、Cesca et al.：The 2013 September-October seismic sequence offshore Spain: a 

case of seismicity triggerd by gasinjection? Geophys.J.Int. 198 p941-953(2014) 
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表 4.3 天然ガス漏えい事象があった枯渇油・ガス田方式貯蔵サイトの例 42,44 

番号 
漏えい原因

（注１） 
サイト名 国名（州等名） 事業者 

漏えい事象

発生時期 

漏えい量

（億 m3） 
（注２） 

漏えい事象 漏えいメカニズム等 

1-1 A El Seguncho 米国（カリフォル

ニア州） 

（情報なし） 1970 年代

初期 

不明 貯留層からのガスが移動

し、宅地造成に大きな影

響あり。 

ガスが、断層面に沿って地上に漏

えい。漏えい後施設を閉鎖したが、

新規宅地造成のため、安全性を考

慮して施設を廃止。 

1-2 A East whitter 米国（カリフォル

ニア州） 

So Cal Gas 1970 年代 不明 ガスが元の圧入場所から

移動。 

圧入ガスは他企業により生産。施

設は 2003 年に廃止。 

1-3 B Montebello 米国（カリフォル

ニア州） 

So Cal Gas 1950 年代 

～1980 年

代 

不明 貯蔵ガスが長期にわたり

喪失。 

キャップロックの破砕・損傷（圧

入圧が初期圧力よりも高かった）、

坑井の施工の問題等による。 

1-4 B Loudon 米国（イリノイ

州） 

Natural Gas 

Pipeline 

Company 

2000 年 不明 石油・ガス探査会社によ

り生産された貯蔵ガス

が、キャップロック層に

生じた破砕部分から漏え

い。 

石油・ガス探査会社がキャップロ

ック上の地層を掘削・破砕したこ

とにより、キャップロックの破砕

が発生、あるいは、キャップロッ

ク内の割目の封鎖部が開いたこと

により、キャップロック下の貯蔵

ガスが縦方向に移動・漏えいする

経路を形成。 

1-5 B Playa del Ray 米国（カリフォル

ニア州） 

So Cal Gas 1940 年代

～現在 

不明 多量の貯蔵ガスが移動。 運用の初期に、貯蔵ガスが、地層

構造体間の境界、断層や坑井の問

題等により、Playa del Ray 構造

体から Venice 構造体内に移動。 

1-6 A SW Kinsale gas 

field（海域） 

アイルランド Marathon 1971（推測）

～現在 

不明 元々地下貯留層内にあっ

たガスが海床に漏えい。

1971 年に枯渇ガス田が

発見された。 

地球化学的研究より、2001 年にガ

ス貯蔵の変換と運用を行う前に、

元々貯留層内にあったガスが、キ

ャップロックから漏えいしていた

ことが判明。 
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番号 
漏えい原因

（注１） 
サイト名 国名（州等名） 事業者 

漏えい事象

発生時期 

漏えい量

（億 m3） 
（注２） 

漏えい事象 漏えいメカニズム等 

1-7 A Castaic Hills & 

Honor Rancho 

米国（カリフォル

ニア州） 

So Cal Gas 1975 年～

（現状不

明） 

不明 当該サイトの貯留層から

隣接するサイトにガスが

移動し、地上に漏えい。 

貯蔵ガスが、断層に沿って、縦方

向により浅い Honor Rancho & 

Tapia 構造に移動し、地上に漏え

いして、カシの木を枯らせた。 

1-8 B Huntman, 

Cheynney County 

米国（ネブラスカ

州） 

Kinder 

Morgan  

不明 2.8 貯蔵ガスが、圧入場所か

ら周辺の地質構造体を抜

け縦方向に、隣接するサ

イト内へ移動。 

貯蔵ガスが、これまで密封されて

いたと考えられていた断層境界面

を横切って移動した。ガスの移動

は、数回定期的にあった。 

1-9 C Fort Morgan 米国（コロラド

州） 

Colorado 

Interstate Gas 

Co. 

2006 年 10

月 

不明 ガス漏えいに伴い 13 世

帯が避難した。 

坑井からのリーク。 

1-10 C Breitbrunn 

/Eggstatt 

ドイツ 不明 2003 年 不明 第１アニュラスの圧力上

昇。 

坑井破損。 

1-11 C 不明 米国（カリフォル

ニア州） 

不明 不明 不明 坑井ケーシングシューリ

ンクの漏えい。 

ケーシングシューリンクの漏え

い。 

1-12 C 不明 米国（カリフォル

ニア州） 

不明 不明 不明 坑井ケーシングの腐食。 腐食したケーシングの修理中の漏

えい。 

1-13 C Aliso Canyon 米国（カリフォル

ニア州） 

So Cal Gas 2015 年 10

年 

1.4 坑井ケーシングの破損。 坑井破損。 

1-14 C 不明 米国（カリフォル

ニア州） 

不明 不明 不明 地震活動中に坑井が破

損。 

坑井破損。 

（注 1）A：キャップロックのガス封入能力が不完全、B：キャップロックの破砕や破断によりガス封入能力を喪失、C：坑井破損。 

（注 2）出典では、Bcf 表記。1Bcf=28.3×106m3でみずほ情報総研が換算。 

※Evans 文献 42と Bruno 文献 44をみずほ情報総研が和訳、1-13 については情報源等を次節で詳細に示す。 
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表 4.4 天然ガス漏えい事象があった帯水層方式貯蔵サイトの例 42,44 

番号 

漏えい原因
（注１） サイト名 国名（州等名） 事業者 

漏えい事象

発生時期 

漏えい量

（億 m3） 
（注３） 

漏えい事象 漏えいメカニズム等 

2-1 A、B Kezin 

(Knoblauch) 

ドイツ（ベルリ

ン） 

UGS Mittenwalde 1960 年代～

2000 年 

不明 1960 年代に、帯水層か

ら地上にガスが漏えい。

Knoblauch タウンの住

民が避難した。1 名自宅

で死亡。 

キャップロックによるシールが

十分でなかった。ガスがキャップ

ロック内の断層に沿って移動。一

酸化炭素が古い坑井を移動して

住宅に流入し、1 名死亡。 

2-2 A Pleasant 

Creek 

米国（カリフォ

ルニア州） 

不明 1972～1976

年 

不明 土壌ガス検査を行った

際に、帯水層エリア上方

でガスを検知。 

帯水層からガスが上方に移動。 

2-3 A Sciota 米国（イリノイ

州） 

Central Illinois 

Public Service 

Company 

1971～1974

年 

0.0057 1971 ～1972 年にかけ

てガス貯留試験とガス

圧入を実施。 

キャップロックによるシールが

効果的ではなかった。施設は 1974

年に破棄された。 

2-4 A Pontiac 米国（イリノイ

州） 

Nothern Illinois 

Gas Company 

1963～1974

年 

0 1970 年にガス貯留試験

と不活性ガス圧入を実

施。 

キャップロックによるシールが

効果的ではなかった。施設は 1974

年に使用されなくなった。 

2-5 A、B Leaf River 米国（イリノイ

州） 

Nothern Illinois 

Gas Company 

1968～1971

年 

0 水ポンプとガス圧入試

験によりガス漏えいを

検知。 

断層運動とキャップロックから

の漏えいあり。施設は廃止され

た。 

2-6 A、B Chalk Creek 

& Coalville 

米国（ユタ州） Quester 1970 年代 不明 土壌ガス検査を行った

際に、帯水層エリア上方

でガスを検知。 

ガスが、帯水層から断層に沿って

上方に移動と推測（詳細は不明）。 

2-7 B Brookville  米国（ユタ州） Natural Gas 

Pipeline 

Company 

1963～1966

年 

0.25 水ポンプとガス圧入試

験から、帯水層からのガ

ス漏えいがあると判断。 

断層運動とキャップロックから

の漏えいあり。施設は廃止され

た。 

2-8 A Manlove 米国（イリノイ

州） 

Peoples Gas Light 

and Coke 

Company 

1961～1963

年 

0 上方の 2 つの帯水層か

ら氷成堆積物内にガス

が移動。 

キャップロックからの漏えいあ

り、帯水層は廃止。後により深い

帯水層を開発。 
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番号 

漏えい原因
（注１） サイト名 国名（州等名） 事業者 

漏えい事象

発生時期 

漏えい量

（億 m3） 
（注３） 

漏えい事象 漏えいメカニズム等 

2-9 A、B* 

 

Waverley 米国（イリノイ

州） 

Panhandle 

Eastern Pipeline 

Company 

1960 年代 0 ガスがより浅い地層に

移動。 

キャップロックからの漏えいあ

り。ガスは、帯水層にリサイクル

あるいは生産される。 

2-10 A Troy Grove 米国（イリノイ

州） 

Nothern Illinois 

Gas Company 

1957～1959

年 

0 開発初期の頃から、帯水

層からのガス移動が知

られていた。 

キャップロックからの漏えいあ

り。浅い地層からガスを抜き出

し、深い貯留層に再圧入。 

2-11 A Herscher 米国（イリノイ

州） 

Natural Gas 

Storage Company 

of Illinois 

1953 年 4 月

～6 月 

0.83 運用開始後 5 週間以内

に浅い水井戸にガスが

混じっていることが発

覚。 

キャップロックからの漏えいあ

り、圧入停止。静水圧を増加する

ため、減圧井戸が掘削され、周辺

の水を抜いて、重なり合っている

帯水層に圧入。 

2-12 A Nothern 

Indiana 

米国（インディ

アナ州） 

不明 不明 不明 ガスが漏えい・流出。 選定された帯水層が浅い地層に

あり、複数の水井戸がガスの浸透

の影響を受けた。 

2-13 B*、C Leroy 米国（ワイオミ

ング州） 

Mountain Fuel 

Supply Co. 

1973～1982

年 

0.17 ガス漏えい事象が数多

く発生。小川や池にてガ

スの泡が湧き立つ。 

坑井のケーシングが腐食。帯水層

が過圧。 

2-14 A Kalle ドイツ（ニーダ

ーザクセン州） 

RWE 1999 年 0.76 貯蔵ガス（製品）の喪失。

圧力の相違あり。 

2 つの坑井を通して、長期にわた

り、毎日 60,000m3の割合で、帯

水層から漏えい。 

2-15 C Stenlille デンマーク Danish Oil and 

Gas Company 

1995 年 不明 浅い帯水層からの漏え

い。 

ケーシング破損。 

（注 1）A：キャップロックのガス封入能力が不完全、B：キャップロックの破砕や破断によりガス封入能力を喪失、C：坑井破損。 

（注 2）赤文字*はみずほ情報総研の推測による。 

（注 3）出典では、Bcf 表記。1Bcf=28.3×106m3でみずほ情報総研が換算。 

※Evans 文献 42と Bruno 文献 44をみずほ情報総研が和訳。 
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4.3 天然ガス漏えい事故の発生確率の分析 

前節においては、天然ガス漏えい事故についてその発生件数の調査を行った。得られた

結果を基に、坑井／ケーシング破損及びキャップロックの不完全性／破損の発生確率を試

算した。 

 

(1) 算出手順 

算出手順を以下に示す。 

 

① 公開情報を対象に、世界の UGS サイトの運用年数及び坑井数から坑井累計運転時間

（坑井年）を算出する。 

② 表 4.2 に示した事故事例数を分子、①の坑井累計運転時間を分母とし、坑井あたり

の天然ガス漏えい発生確率（回/年/坑井）を算出する。 

 

(2) 坑井の累計運転時間 

HSE は報告書 41で、坑井の累計運転時間（坑井年）について 3 つの算出方法を示してい

る。 

 

① 2002 年の統計に基づく算出 

2002 年の文献51では、欧州にある 42 の UGS サイトの坑井累計運転時間を 100,155 坑

井年としている。HSE は報告書 41では、この値から、貯蔵方式に応じて 2008 年時点の

サイト数で案分し、欧州の坑井累計運転時間を約 153,000 坑井年（枯渇油・ガス田方式

64 サイト）と算出している。 

2002年の文献 51に示されている値は欧州のUGSサイトのみを対象としている。表 2.1

に示したとおり、地域によって UGS サイトの規模が大きく異なることを踏まえ、本調査

における試算には用いないこととする。 

 

② 2006 年の統計に基づく算出 

2006 年の文献52では、世界の UGS サイトの累計運転時間を 20,271 サイト年及び UGS

サイトの坑井累計運転時間を 791,547 坑井年と算定している。HSE は報告書 41では、こ

れらの値から、貯蔵方式に応じて 2008 年時点のサイト数 627 で案分し、世界の坑井累計

運転時間を約 603,000 坑井年（枯渇油・ガス田方式 478 サイト）と算出している。 

ここで本調査では、表 2.1 に示した 2012 年の統計 1に基づき、世界の坑井累計運転時

間を約 646,000 坑井年（枯渇油・ガス田方式 512 サイト）と算出した。 

                                                   
51 Joffre, G-H. and LePrince, A.： Database for major accidents on underground gas 

storage facilities Marcogaz Report DES.ST-GHJ/TLA-2000.00023（2002） 
52 Papanikolau, N. et al.： Safe storage of CO2: experience from the natural gas storage 

industry The 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies

（2006.6） 
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なお、2006 年の文献 52では、世界の UGS サイトの累計運転時間を 20,271 サイト年及

び UGS サイトの坑井累計運転時間を 791,547 坑井年と算定している。これらの値から、

1 サイトあたりの平均坑井数は約 40 と算出することができる。表 4.5 に、2012 年の統

計 1に示されていた世界の UGS サイト数及び坑井数から、本調査で独自に算出した 1 サ

イトあたりの平均坑井数を示す。2012 年の統計 1による 1 サイトあたりの平均坑井数は

約 33 であり、2006 年の文献 52の値の信頼性は低くはないと考えられる。 

 

表 4.5 世界の UGS1 サイトあたりの平均坑井数 1 

 サイト数 坑井数 
1 サイトあたりの 

平均坑井数 

枯渇油・ガス田 512 19,301 38 

帯水層 87 3,110 36 

岩塩層 91 589 6 

岩盤 2 6 3 

合計 692 23,006 33 

※1 サイトあたりの平均坑井数は、サイト数及び坑井数からみずほ情報総研が算出。 

 

③ 1 サイトあたりの平均坑井数と 1 坑井あたりの平均運転時間に基づく算出 

前項に示したとおり、2006 年の文献 52から算出される 1 サイトあたりの平均坑井数は

約 40 である。ここで、HSE は報告書 41では、枯渇油・ガス田方式 1 坑井あたりの平均

運用年数を 90 年、全世界の運用中の UGS 施設が 90 年前から順次建設されたと仮定し、

1 サイトあたりの平均坑井累計運転時間は 90（年）×40（坑井/1 サイト）÷2=1,800（坑

井年/1 サイト）と算出することができる。この値から、世界の坑井累計運転時間を約

860,000 坑井年（枯渇油・ガス田方式 478 サイト）と算出している。 

ここで本調査では、枯渇油・ガス田方式の 1 坑井あたりの平均運用年数は HSE の仮定

と同様に 90 年、表 4.5 に示すとおり 1 サイトあたりの平均坑井数を 38 とし、1 サイト

あたりの平均坑井累計運転時間は 90（年）×38（坑井/1 サイト）÷2=1,710（坑井年/1

サイト）と算出した。この値と表 2.1 に示した 2012 年の統計 1から、世界の坑井累計運

転時間を約 876,000 坑井年（枯渇油・ガス田方式 512 サイト）と算出した。 

 

②及び③から、枯渇油・ガス田の坑井累計運転時間の Upper 値を 876,000 坑井年、Lower

値を 646,000 坑井年とする。 

 

(3) 算出結果 

算出結果を表 4.6 に示す。 
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表 4.6 枯渇油・ガス田方式における天然ガス漏えい発生確率 

 

枯渇油・ガス田 

坑井／ケーシング破損

による漏えい事例 

キャップロックの 

不完全性／破損による 

漏えい事例 

全漏えい事例 

事故件数 7 7 32 

運転時間 

（坑井年） 

Upper41 876,000 876,000 876,000 

Lower41 646,000 646,000 646,000 

破損確率 

（回/年/坑井） 

Lower 8.0×10-6回/年/坑井 8.0×10-6回/年/坑井 3.7×10-5回/年/坑井 

Upper 1.1×10-5回/年/坑井 1.1×10-5回/年/坑井 5.0×10-5回/年/坑井 

破損確率 

（回/年/サイト） 

Lower 3.0×10-4回/年/サイト 3.0×10-4回/年/サイト 1.4×10-3回/年/サイト 

Upper 4.1×10-4回/年/坑井 4.1×10-4回/年/坑井 1.9×10-3回/年/坑井 

※・運転時間の Upper/Lower は、2012 年の統計 1を用いて HSE による 2 つの手法により

算出した数値のうち、最も高い/低い坑井累計運転時間である。 

・上記の算出では、枯渇油・ガス田方式の 1 坑井あたりの運用年数を 90 年と仮定してお

り、上記の発生確率はこの運転年数に反比例する。なお、次節に示す Aliso Canyon 漏

えい事故では、石油生産開始から約 60 年経過した後に漏えい事例が発生している。 

 

前節に示すように、枯渇油・ガス田の坑井／ケーシング破損またはキャップロックの不

完全性／破損による漏えい事故発生確率は、1 坑井あたり 1×10-5回/年程度の値となる。 

なお、同様の手法で北米の枯渇油・ガス田における天然ガス漏えい発生確率を算出した

場合、②の方法では北米の坑井累計運転時間が約 471,000 坑井年（枯渇油・ガス田方式 373

サイト）、及び③の方法では北米の坑井累計運転時間が約 638,000 坑井年（枯渇油・ガス田

方式 373 サイト）と算出された。北米の枯渇油・ガス田の坑井／ケーシング破損またはキ

ャップロックの不完全性／破損による漏えい事故発生事例の件数は表 4.3から12件のため、

漏えい事故発生確率は、Lower1.9×10-5 回/年/坑井、Upper2.5×10-5 回/年/坑井となり、表 

4.6 の値とほぼ同等のとなる。すなわち、漏えい事例の大部分は北米特に米国に集中してい

ると言える。 

また、帯水層については 1 坑井あたりの運転時間の正確なデータが得られていないため、

算定は困難であるが、枯渇油・ガス田と同様と仮定した場合、サイト数が少ないこと、事

故件数がキャップロックの不完全性／破損のよる事故件数が 17 件と枯渇油・ガス田に比べ

多いことから、10 倍程度は漏えいリスクが高いものと思われる。これは帯水層方式には、

キャップロックが不完全な貯留層が多いことに起因するものと推察される。 
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4.4 米国カリフォルニア州で発生した大規模漏えい事例について 

米国カリフォルニア州における Aliso Canyon の UGS 施設において、2015 年 10 月 23

日に大規模漏えい事故が発生したことから、ここではこの情報について詳細情報を整理し

た。 

 

(1) Aliso Canyon 貯蔵施設概要 

(a) 基本情報 

所有：米 Southern California Gas（SoCalGas）社 

位置：米カリフォルニア州ロサンゼルス中心街から北西に約 48km 離れた Porter Ranch

（図 4.1） 

貯蔵方式：枯渇油田 

ワーキングガス量：862 億 ft3（約 24.41 億 m3） 

深度：約 8500ft（約 2600m） 

 

同貯蔵施設は、米 Southern California Gas（SoCalGas）社が管理、115 本の坑井で構成

され、同社所有のワーキングガス量の 2/3 を貯蔵していた。同施設は 1973 年に放棄された

油田を利用しており、テキサス、アメリカ中西部、ロッキー山脈等からパイプラインによ

ってガスを輸送し貯蔵しているものである。 

漏えいが発生した箇所である圧入・排出坑井 SS25（Standard Sesnon 25）は、1953 年

10 月 1 月に開坑、1954 年 2 月 25 日に石油生産が開始、1973 年 6 月 6 日に UGS 施設に転

換された。SS25 は、チュービングから圧入、チュービング及びケーシング双方から排出を

行っており、長いケーシング・ストリングが周囲環境への単一バリアとして機能していた。 
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※公開情報53に、一部みずほ情報総研が加筆。 

図 4.1 Aliso Canyon 天然ガス貯蔵施設及び坑井 SS25 の位置 

                                                   
53 DOGGR-Well Search（https://secure.conservation.ca.gov/WellSearch/）での検索結果

（2016.11.8 閲覧） 

約 48km 
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(b) 貯蔵ガスの漏えい 

2015 年 10 月 23 日に、坑井 SS25 付近から大規模な天然ガスが漏えいする事故が発生し

た。 

当時の州法では、緊急遮断弁の取り付けが要求されるのは居住区域 300ft（約 91.4m）以

内あるいは自然保護・レクレーション・水源・道路を含む地域から 100ft（約 30.5m）以内

の坑井であり、SS25 を含む区域の坑井は対象外であったため緊急遮断弁が取り付けられて

おらず54、運転員はガス漏えいが発生してから数回にわたり漏えいを止めようと試みたが失

敗に終わっていた55。ただし、緊急遮断弁が設置されていたとしても今回の漏えいを停止で

きたかは不明とされている 54。 

また、2015 年 10 月 24 日から 12 月 22 日までの間 8 回にわたりトップキルにより漏えい

の遮断を試みたが全て失敗に終わった56。度重なるトップキルの実施により、ガス漏えいで

発生した噴出口が侵食・拡大されクレーターが生成、ウェルヘッドも侵食した（図 4.2）。 

同時に SoCalGas は、2015 年 11 月初めからボトムキルを行うための坑井（リリーフ井）

の掘削計画の策定を開始した。2015 年 12 月 4 日にリリーフ井 P39A（Porter39A）の掘削

を開始し、漏えい発覚から 112 日が経過した 2016年 2月 12日にP39A による制御を開始、

同月 18 日に SS25 を廃止した（図 4.3）。 

2016 年 1 月 26 日までに累計約 1.42 億 m3（約 5Bcf）の天然ガスが漏えい、大規模な被

害をもたらした（図 4.4）。貯蔵施設の井戸は住宅地域から 1 マイル（約 1.6km）以上離れ

ているが、健康被害を訴える周辺住民や、6600 世帯を超える住民が他地域に避難したこと

が報道された57。 

表 4.7 に Aliso Canyon 漏えい事故前後の経緯についてまとめたものを示す。 

  

                                                   
54 California Governor’s Office of Emergency Services: 

http://www.caloes.ca.gov/ICESite/Pages/Aliso-Canyon-FAQ.aspx（2016.11.8 閲覧） 
55 DOGGR & CPUC: Key State Investigations into Southern California Gas Company 

Natural Gas Leak at Aliso Canyon (2015.12.15)  
56 DOE & PHMSA: Ensuring Safe and Reliable Underground Natural Gas Storage 

(2016.10) 
57 Reuters: http://www.reuters.com/article/us-usa-gas-taskforce-idUSKCN0WY5JU 

（2016.11.17 閲覧） 
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表 4.7 Aliso Canyon 天然ガス貯蔵施設の事故前後の経緯 

時期 内容 

1953 年 10 月 1 日 坑井 SS25 開坑 

1954 年 2 月 25 日 SS25 で石油生産開始 

1973 年 6 月 6 日 UGS 施設に転換 

2015 年 10 月 23 日 SS25 付近で天然ガス漏えいが発覚 

2015 年 10 月 24 日 

～12 月 22 日 

8 回にわたりトップキルを実施（全て失敗） 

2015 年 12 月 4 日 ボトムキルを行うための坑井（リリーフ井）P39A の掘削開始 

2016 年 2 月 12 日 P39A から SS25 を制御（漏えい発覚から 112 日経過） 

2016 年 2 月 18 日 SS25 廃止（漏えい発覚から 118 日経過） 

※公開情報 56,58をみずほ情報総研が和訳。 

 

 

図 4.2 トップキルによりガスの噴出孔が拡大し生成されたクレーター56  

                                                   
58 DOGGR Response to Aliso Canyon Gas Leak, PHMSA Public Underground Natural 

Gas Storage Safety Workshop (2016.6) 
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図 4.3 リリーフ井のイメージ 5,58,59, 

 

 

                                                   
59 SoCalGas: Aliso Canyon Natural Gas Storage Facility (2015.12) 
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図 4.4 Aliso Canyon の天然ガスの地表面漏えい量60 

 

(2) 漏えいの原因調査 

(a) 漏えいのシミュレーション 

米ローレンスバークレー国立研究所（LBNL）は、SoCalGas からの情報を基にトップキ

ルのシミュレーションを行い、以下のように高い流量及び坑井下部の構造によりトップキ

ルが機能しなかったとしている（図 4.5）。 

 

 トップキルの最中、チュービングに圧入された抑圧流体はプラグ上の穴を出て、坑

井のガス生産領域に流入させるために8,451ft地点のスライドスリーブバルブ（SSV）

を通過してチュービングに再流入しなければならなかった。しかし、坑井を上昇す

るガスは、チュービングに存在する抑圧流体を運搬し、再流入を妨げた。 

 ウェルヘッド構造体の状況（図 4.2 参照）を考慮してトップキルの実施を制限した

ことにより事態が悪化。 

 図 4.5 に示すとおり、抑圧流体（図 4.5 の茶色線）はケーシング内で閉塞し、SSV

スロットから流出したガス（図 4.5 の青線）を抑え込まなければならないが、ケー

シング空間の下部ではガスと抑圧流体が混合され、ガスは十分な上昇速度があった

ため、抑圧流体を押し退け漏えいに至った。 

 

漏えい原因について、SS25 の地表面を基準にした深さ 500ft（約 152m）付近のケーシ

                                                   
60 http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=24772 （2016.6.29 閲覧） 
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ング破損箇所から坑井周辺の地表面に漏えいしたことが直接的な原因と見られているが、

トップキルの失敗も含めた漏えい事故の全容は現在調査中である 54,56。 

 

 

※公開情報 56に、一部みずほ情報総研が加筆 

図 4.5 トップキル失敗のシナリオ 

 

(b) 現在までの調査状況 

DOGGR 及び州公共事業委員会（California Public Utilities Commission（CPUC））は

2015 年 12 月 15 日に調査を開始 55、現在、坑井の記録、圧入の承認等のデータの収集・分

析、セメント固定及びリグ設置まで終了し 26、SS25 周辺の現場検証を実施している61。現

在まで、漏えいの原因は判明していないが、DOGGR は公開情報等を基に以下のことを把

握している。 

 

 SS25 は Aliso Canyon の建設時の手順や周囲の環境等について、他の坑井と違いは

なかった 56。 

 SS25 は、圧入時はチュービング、排出時はスライド型スリーブバルブ（図 4.5 の

「SSSV」）を開けてチュービング及びケーシングを利用していた 26。 

 SS25 は、ガス排出時にケーシング（特にセメンチングされていない上部箇所）とチ

ュービング両方に排出圧力が作用していた。これは、Aliso Canyon での一般的な貯

蔵の運用である 56。 

                                                   
61 CPUC: Aliso Canyon SS25 Well Leak Investigation Overview (2016.10.25) 

プラグ上の穴 

再流入想定箇所 

：漏えいガス 

：トップキルのための抑圧流体 

：ケーシングの破損 

・トップキルを制限し、

ガスを抑え込めず 

・ガスに十分な上昇速

度があり、抑圧流体

を押し退け漏えい 
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 カリフォルニア州の UGS は、初期圧力以下で運用していると考えられ、Aliso 

Canyon についても同様と考えられる 26。 

 SS25 のガス漏えいのモニタリングは他の坑井と同様に実施していた 56,62。 

 坑井システムのリスク評価に利用可能な記録（例：ケーシングの侵食）は取られて

いなかった 56。 

 地表面下の複雑な流路が、ガス排出を抑制するためのトップキルの抑圧流体の到達

を妨げた可能性がある 56。 

 ケーシングに破損63が発生し、貯蔵ガスのブローアウトにより周辺の地表面土壌の損

壊が発生した 26。 

 

また、Aliso Canyon では現在運用再開に向けた試験が行われており、34 本の坑井が

DOGGR の試験を通過、1 本の坑井が現在試験中である。残りの坑井は 1 年以内に試験を通

過するか廃止となる予定である。2016 年 11 月 1 日に SoCalGas は Aliso Canyon での運用

再開の審査を請求した。将来的には、2017 年 2 月から開催されるパブリックミーティング

を通して、安全な運用の見極めを行うこととなっている64。 

 

(c) 今後の調査予定 

今後、DOGGR 及び CPUC は、チュービング及びケーシングの回収、米 Blade Energy 

Partners 社の協力の下、非破壊試験等を実施する予定である 25。 

Aliso Canyon 漏えい事故の調査の今後の予定について、PHMSA 及び DOGGR からの回

答を表 4.8 に示す。 

 

表 4.8 Aliso Canyon 漏えい事故の調査の今後の予定について米国機関の回答 25,26 

機関 回答 

PHMSA 2016 年末までに全容解明が行われる予定であったが、坑井周辺の損壊等によ

り調査が滞っており、当初の計画より遅延している。 

正確ではないが、2017 年中に原因究明がなされるのではないか。 

DOGGR 今後ケーシングやチュービングの引き上げ等を行い、調査を進める予定であ

る。 

 

  

                                                   
62 UIC 規制及びカリフォルニア州法で規定しているモニタリング項目は、アニュラー圧、

アニュラー流量、累積の圧入量である。 
63 原文では「single-point-failure」とあり、一箇所のみの破損であったことが指摘されて

いる。 
64 DOGGR: PUBLIC INVITED TO COMMENT ON SAFETY FINDINGS AND 

PROPOSED RESTRICTIONS AT ALISO CANYON NR#2017-01 (2017.1.17) 
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4.5 貯蔵ガスの漏えい事例と分析のまとめ 

HSE 等が発行している公開文献を基に、枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式の UGS サ

イトで発生した漏えい事例の主な原因を調査した。その結果、UGS 固有の原因としてはキ

ャップロックの不完全性/破損及び圧入時のこぼれだしが挙げられ、UGS 固有とは言えない

漏えい事例の原因も含めると、坑井の破損が挙げられた。 

また、近年発生した漏えい事例として 2015 年 10 月に発生した Aliso Canyon 漏えい事故

の調査を行い、石油生産開始から 60 年以上経過した坑井を排出時にケーシングのみの単一

バリアで運用していた中で、ケーシングの破損が直接的な原因で大規模な漏えい事故に発

展したことが分かった。 

得られた統計情報を基に、坑井の破損あるいはキャップロックの不完全性/破損により漏

えいが発生する確率を算出した結果、その確率が十分小さい値であることを確認した。し

かし、算出値は坑井の運転年数の仮定で大きく変化すること、漏えいが発生した場合に前

述のAliso Canyon 漏えい事故のような深刻な影響を及ぼす事故に発展する可能性があるこ

とが分かった。 
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5 天然ガス地下圧入技術等の最新動向について 

5.1 概要 

本章では、天然ガスの地下貯蔵に係る地下圧入技術の最新動向及びその他天然ガス以外

の地下貯留技術等についての現状について調査結果を示す。ここで、適用されている技術

は既存の確立した技術であっても、UGS への適用が最新の動向である場合も調査の対象と

した。 

 

5.2 天然ガス地下圧入・貯蔵技術に関する動向調査 

 

(1) 鋼製ライニング式岩盤貯蔵 

一般社団法人日本ガス協会が、天然ガスの利用拡大に資する供給インフラ整備を目的と

して、岐阜県神岡鉱山内に建設した小規模の鋼製ライニング式岩盤貯蔵施設を用いた実証

試験を中心とした実用化への技術開発を行っている。同開発は、経済産業省の補助事業「次

世代天然ガス高圧貯蔵技術開発事業」を受け、2004～2007 年度に実施された65。 

鋼製ライニング式岩盤貯蔵設備は、人口掘削した岩盤空洞の内面に気密性を確保するた

め鋼製ライニングの気密材を施行し、耐圧強度は岩盤により、気密性は鋼製ライニングに

より確保する。また、気密材には地下水圧が作用しないよう配管等の排水システムが設け

られている。 

実証試験の結果から、以下のような成果が得られている。 

 

 20MPa までの耐圧性・気密性を有する設計技術の確立 

 気密材（鋼製ライニング）に座屈が生じないことの確認 

 裏込めコンクリートのひび割れ分散効果の確認（ひび割れ間隔等の確認） 

 アーチ構造タイプのプラグ機能と健全性の確認 

 構造不連続部の構造形式の機能と健全性の確認 

 排水システムによる外水圧低減効果の確認 

 熱伝導・熱収支解析による貯槽内温度の確認 

 

図 5.1 及び図 5.2 に、鋼製ライニング式岩盤貯蔵施設の全体イメージ及び地上施設の概

要をそれぞれ示す。 

                                                   
65 産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会：次世代天然ガス高圧貯蔵技術開発プロジ

ェクト評価（事後）報告書（2009.4） 
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図 5.1 鋼製ライニング式岩盤貯蔵施設の全体イメージ66 

 

 

①圧入時 

 

②排出時 

図 5.2 鋼製ライニング式岩盤貯蔵施設の地上設備の概要 65 

                                                   
66 新美ら：天然ガス高圧貯蔵技術開発における実証試験施設の岩盤特性と設計 第 37 回岩

盤力学に関するシンポジウム講演集 土木学会（2008.1） 
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(2) 岩盤を用いた LNG 地下貯蔵 

LNG の需要が急増している韓国において、季節間変動や調達環境変化に対応するべく、

LNG をより安全・低コストで貯蔵する方式として、ライニング式岩盤を用いた LNG 地下

貯蔵を提唱し、2004 年にパイロットプラントを用いた試験を行っている。 

図 5.3 にライニング式岩盤を用いた LNG 地下貯蔵の概要を示す。本地下貯蔵方式は、岩

盤式の UGS 及びメンブレン地下式 LNG タンクという実績があり信頼性が高い 2 つの貯蔵

方式に、LNG の漏えい時の二次バリアとしてアイスリング構造（formation of ice ring）を

導入したものである。 

 

 

図 5.3 ライニング式岩盤を用いた LNG 地下貯蔵の概要67 

 

アイスリング構造の導入過程を図 5.4 に示す。アイスリング構造は、貯槽周辺の地下水

を一時的に排水し、岩盤掘削及び貯槽の建設を行った後に LNG を貯蔵し、周辺岩盤が凍結

された後に地下水を戻し、凍結された岩盤を覆うように地下水を氷結させたものである。 

 

                                                   
67 Park E-S. et al.: Innovative Method of LNG Storage in Underground Lined Rock 

Caverns INTECH（2012） 
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図 5.4 アイスリング構造 67 

 

パイロットプラントは、ソウルの南方 200km に位置するデジョンに建設され、大きさ

3.5m×3.5m×10m、深度（GL）約 20m、貯槽容積 110m3であった（図 5.5～図 5.7）。 

 

 

図 5.5 LNG パイロットプラント鳥瞰図 67 
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図 5.6 LNG パイロットプラント貯槽 67 

 

 

図 5.7 LNG パイロットプラントの構成図 67 

 

パイロットプラントを用いた貯蔵試験では、LNG の代替として液体窒素（LN2）が用い

られた。12 ヶ月の試験期間中、試験ではガスが漏えいすることなく貯蔵を維持する等の良

好な結果が得られ、文献 67では実機レベルでの適用可能性を示している。 

 

(3) チェコ Háje における岩盤式天然ガス地下貯蔵 

UGS の方式として地下深くの岩盤空洞に貯蔵している事例がある。岩盤貯蔵空洞へ貯蔵
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した天然ガスの漏えいを防止するためには、強い地下水圧による締め付けが要求されるた

め、条件を満たすサイトは多くない。 

現状では、独 RWE AG 社により 1998 年から運営されるチェコの Háje 及び独 E.ON 社

により 2003 年から運営されるスウェーデンの Skallen の 2 事例のみで、チェコの Rožná

で 2018 年からの運用開始が計画されている。 

Háje の UGS サイトの基本情報を以下に示す。 

 

所有：独 RWE AG 社 

貯蔵方式：岩盤 

ワーキングガス量68：約 5,900 万 m3 

一日あたりの最大ガス排出量 68：600 万 m3 

深度69：955-961m 

最大許容圧入圧力70：12.5MPa 

 

貯蔵では、ウラン採掘用71の既存のマインシャフトを活用し、地下水圧によりガスをシー

ルしている。これは、周辺の岩盤の透水係数が非常に小さい（10-10m/s 程度）ため可能と

なっている。地下水面は地下 850m に位置し、静水圧にして 8.3MPa に相当する。 

 

 

図 5.8 Háje における天然ガス地下貯蔵の概念図72 

                                                   

68 IEA: OIL & GAS SECURITY Emergency Response of IEA Countries 2010 Czech 

Republic （2010） 

69 Lu M.: Rock engineering problems related to underground hydrocarbon storage  

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering.2 (4) pp289–297（2010） 
70 Ruml J.: Czech Gas Industry and Czech Gas Association in 2014（2014.5.6） 
71 Vlček T. and Černoch F.: The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic 
（2013） 
72 Kruck et al.: Overview on all Known Underground Storage Technologies for 

Hydrogen  Hyunder （2013.8.14） 
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最大許容圧入圧力の決定ではリスク分析が実施されており、フィールド試験と数値シミ

ュレーションによる分析の結果、徐々にガス圧力を上昇させることとモニタリングの強化

を推奨する結果が得ている 69。 

 

(4) 豪州 Silver Springs-Renlim における天然ガス地下貯蔵 

豪州 AGL Energy 社（以下、「AGL」という。）は、豪州 Queensland 州において実施さ

れている Queensland Curtis Island Liquefied Natural Gas Project（コールベッドメタ

ンを利用した LNG 事業）において本格的な操業前段階で生じるガス（ramp gas）を貯蔵

する施設として、枯渇ガス田である豪州 Silver Springs-RenlimにUGS施設を開発した73。

豪州 Silver Springs-Renlim のサイトの位置を図 5.9、新たに導入した圧縮機の諸元を表 

5.1 に示す。このプロジェクトは Silver Spring Storage Facility（SSSF）とされており、3

年間（2011 年―2014）かけてガス圧入を行い、その後 3 年間（2014-2017）かけてガスの

排出を行うとしている。 

 

 

図 5.9 豪州 Silver Springs-Renlim のサイト 73 

 

表 5.1 新たに導入した圧縮機の諸元 73 

パラメータ 値 

設計圧力 19,550kPa 

設計最大温度 65℃ 

設計最小温度 -45℃ 

設計ガス流量レート 40MMscf/d 

最小圧力（ウェルヘッド） 17,250kPa 

最大圧力（ウェルヘッド） 19,250kPa 

 

                                                   
73 Silver Springs Gas Storage Facility Environmental Management Plan AGL （2010.12） 

Queensland 州 

Silver Springs-Renlim 
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圧入可能な量は、貯留層シミュレーション（dynamic reservoir simulation）を AGL が

行うことで検討している。 

一般的に、貯留層シミュレーションは油層やガス層をモデル化して、その生産挙動や生

産時・圧入時の層内の圧力変化の様子を解析するものであり、石油・ガス業界において事

業者の開発計画策定や意思決定の場で利用されている。 

一般的な貯留層シミュレーションの流れは、生産量等のデータの整理、3 次元地層モデル

の作成、貯留層シミュレーションモデルの作成、作成したモデルと実際の生産履歴の照合

（ヒストリーマッチング）及び将来予測という流れを取る（図 5.10）。近年では効率化を実

現すべく、さまざまな最適化アルゴリズムが商用ソフトをはじめとして導入されるように

なっている。 

 

 

図 5.10 一般的な貯留層シミュレーション（reservoir simulation）の流れ74 

 

豪州 Silver Springs-Reinlim のシミュレーションではガス田における過去時点での圧力

を良く記述できることを確認した上で、圧入後の圧力をシミュレーションしている。シミ

ュレーションの結果、圧入圧力として本来の油層圧を超えないで圧入可能な最大ガス量は

20 億 m3（70Bscf）程度と分かった。これは 3 年間で圧入予定の量である 12 億 m3（44Bscf）

                                                   
74 倉本：油･ガス層シミュレーションにおける 不確実性評価とヒストリーマッチング 石

油・天然ガスレビュー 44 2（2010.3） 
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よりも十分大きく、したがって同社はガス圧入に十分なマージンが確保されているとして

いる。 

また、AGL は貯留層の安全性試験を行った上で、モニタリングとして貯留層の健全性や

圧入・排出圧力、ガス・水の比率の監視を行っている（図 5.11 及び図 5.12）。モニタリン

グの具体的な実施内容を以下に示す。 

 

 坑井の健全性 

 圧入井の流動坑低圧力 

 全ての圧入井へのメータの設置によるガス温度と流量 

 定期的な坑井の検層によるガス―水界面の位置 

 ウェルヘッドの圧力 

 リークテストの定期実施 
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図 5.11 圧力の時系列変化に関する実測値（点）とシミュレーション（実線）の比較 73 

 

 

図 5.12 圧入ガス体積と流動坑底圧力の関係のシミュレーション 73 

 

(5) ガスリサイクル 

油・ガス開発事業で、事業の採算面あるいはエネルギー効率の改善を目的に、余ったガ

スをリサイクルし、地下への圧入により増進回収を行うガスリサイクルが行われている。 

例えば、豪州北部ダーウィン市の沖合 500km に位置するガス田を対象としたダーウィン

LNG プロジェクトでは、LPG/コンデンセートを対象として、ウェットガスを LPG/コンデ

ンセートとドライガスに分離し、ドライガスを元の地中へ圧入するガスリサイクルを行っ
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ている75。 

こういったガスリサイクルは技術的には通常の増進回収と変わることはないが、より効

率的な回収を行うために圧入流量や圧力等をパラメータとして、数値シミュレーションと

最適化76あるいは実験計画法77を組合せたパラメータ設定手法が研究されている。 

 

 

図 5.13 貯留層及び坑井配置のモデル 76 

 

5.3 天然ガス以外の地下貯蔵・貯留・備蓄に係る地下圧入技術に関する動向調査 

 

(1) 水封式地下岩盤タンク78 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が経済産業省からの委託を受け建設した

国家 LPG 国家備蓄基地の中で、岡山県倉敷（40 万 t）および愛媛県波方（45 万 t）の 2 基

地に、高圧ガス貯蔵としては国内初の水封式地下岩盤貯槽方式を採用、2012 年貯槽の気密

                                                   
75 今：新規案件目白押しの豪州の LNG～現状と見通し～ 石油・天然ガスレビュー

（2004.9.20） 
76 Kerunwa A. and Uchebakor C.: OPTIMIZATION OF CONDENSATE RECOVERY 

USING GAS RECYCLING TECHNIQUE Petroleum & Coal 57(5) pp.565-572 

（2015.7.13） 
77 Izuwa N. and Ogbunude B.C.: Parametric Study of Enhanced Condensate Recovery 

of Gas Condensate Reservoirs using Design of Experiment J Pet Environ Biotechnol , 

57(5) （2015） 
78 大規模地下空洞の建設・施工管理事例集 土木学会（2014） 波方ターミナル株式会社

ホームページ http://www.namikataterminal.co.jp/business/lpg.html ほか 

http://www.namikataterminal.co.jp/business/lpg.html
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試験に合格し操業を開始している。 

水封式地下岩盤貯槽方式は地下深部に貯槽を設置することから、以下の特徴がある。 

 

 地震や台風等の災害の影響を受ける可能性が低い 

 大気と遮断されるため火災・爆発の恐れが少ない 

 地上に広範囲の敷地を必要とせずに大容量の貯蔵が可能、等 

 

2011 年の東日本大震災時で、同じ水封式地下岩盤貯槽方式である岩手県の久慈石油地下

備蓄基地において、地上設備は被害を受けたものの、地下貯槽は何ら損傷を受けず、対災

害性の高さが実証されている。 

倉敷及び波方の同方式は、コンクリートやスチール等の覆工を行わず、貯槽周辺の地下

水圧により常温高圧で液化した LPG（プロパンの場合、温度 22℃、0.8MPa で液化）を貯

蔵するものであり、貯槽周辺の地下水圧を貯蔵圧力より高く保持し、貯槽に向かう地下水

流により貯蔵物を封じ込める方式である。 

 

 

図 5.14 水封式地下岩盤貯槽概念図 78 

 

また、倉敷基地では、操業時の貯槽周辺岩盤の安定性監視を目的として、光ファイバ式

AE（Acoustic Emission）センサによる岩盤モニタリングシステム（図 5.15）を適用し、

作業トンネルの重水に伴う貯槽プラグ部の岩盤の健全性評価を行っている（図 5.16）。 

AE は岩石等の材料内部の応力変化や微小な破壊が生じた際に放出される弾性波であり、

大規模岩盤地下空洞の安定性や周辺岩盤の緩み領域の評価に用いられる。当該基地では、

LPG 貯槽の用途から、防爆性に優れ、長距離伝送性に有利な光ファイバ式 AE センサが採



 

96 

 

用され、適用対象サイトは高水圧条件下であるため、新たに防水耐水性を有する岩盤埋設

型のセンサを開発している。計測例として、同計測システムを用いた作業トンネルの充水

時の AE 計測結果が公開されている79。 

 

 

図 5.15 光ファイバ式 AE センサによる計測システム 79 

 

 

図 5.16 光ファイバ式 AE センサ配置図 79 

 

(2) 豪州 Gorgon project における二酸化炭素地下貯留 

豪州 Gorgon では米 Chevron 社等からなる合弁会社が世界最大規模の天然ガスプロジェ

クトを実施すると共に、帯水層への CO2貯留を 2017 年から予定している80。天然ガス層か

らの採掘過程で発生した CO2 について、バロー島のプラントで分離し、島の下の帯水層に

圧入するというプロジェクトであり、圧入量は 340～410 万トン/年となっている。 

Gorgon プロジェクトでは CO2の圧入に先駆けて、運用段階における CO2の挙動を把握

すべくシミュレーションを実施している。圧入から 1000 年後における CO2 の挙動を貯留

層シミュレーションにより確認している。 

 

                                                   
79 森ら：大深度高水圧下の岩盤地下空洞への光ファイバ式 AE モニタリングの適用－倉敷

国家石油ガス備蓄基地（貯槽工事その 5）－土木学会第 68 回年次学術講演会（2014） 
80 http://www.globalccsinstitute.com/projects/large-scale-ccs-projects （2016.11.9 閲覧） 
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図 5.17 Gorgon プロジェクトのサイト81 

 

 

図 5.18 貯留層シミュレーションによる CO2挙動の予測 81 

                                                   
81 The Gorgon Project in Western Australia-An overview from publically available 

sources CCS-M Training Course(T2) Bangkok （2013.8.20～23） 



 

98 

 

 

(3) 欧州における大規模な水素地下貯蔵事例 

欧州では、近年の再生可能エネルギー大量導入を背景に、余剰電力をガス、特に水素に

変換して貯蔵する、Power to Gas が注目を集めている。変換した水素は地下貯蔵も実施さ

れており、仏 Gaz de France 社は帯水層に約 20 年間にわたって水素を 50％～60％含むガ

スの貯蔵を実施しているという実績もある82。 

 

5.4 その他技術動向 

 

(1) 坑井健全性評価技術 

(a) DOE 及び PHMSA 発行の報告書 

米エネルギー省（DOE）及び米運輸省パイプライン・有害物質安全庁（DOT PHMSA）

は、Aliso Canyon のガス漏えい事故を受け、2016 年 4 月に天然ガス貯蔵安全の省庁間タス

クフォース（Interagency Task Force on Natural Gas Storage Safety）を設置し、事業者、

州、自治体首長及びその他ステークホルダーとのワークショップの開催を通じて、得られ

た知見を最終報告書 56として取りまとめた。 

その中で、3 つの基本領域（UGS 施設の坑井健全性、公衆衛生と環境影響、エネルギー

安定）で 44 の推奨項目を提示している。44 のうち、UGS 施設の坑井健全性は 13 項目と

なっている。UGS 施設の坑井健全性確保のための推奨事項を表 5.2 に示す。 

 

表 5.2 UGS 施設の坑井健全性確保のための推奨事項 56 

項目 内容 

坑井健全性の確保 ・UGS 坑井の一箇所のみの破損（single-point-failure）によって漏えい

や制御不能な流れが発生しないよう設計すること。事業者は、リスク

マネジメント計画を策定し、安全な運用圧力を維持すること。リスク

マネジメント計画には、厳格なモニタリングプログラム、坑井健全性

評価、漏えい調査、構造健全性試験、保守的な評価間隔の設定及び前

述のような設計ではない坑井を除外する計画を含むこと。新しい坑井

は予め二重バリアを有するよう設計すること。 

・全ての事業者は、坑井インベントリ（well in inventory）の現状の厳格

な評価に着手すること。これは、坑井の体系的な評価及び API RP 1170

及び API RP 1171 の適用を推奨した PHMSA の勧告 ADB-2016-02 と

整合する。評価は、次の項目を含むこと：(1) 構造的健全性に係る全て

の入手可能な坑井の記録の編集と標準化、(2) 漏えい調査、セメントボ

                                                   
82 Grobal CCS Institute : Underground hydrogen storage 

https://hub.globalccsinstitute.com/publications/operating-flexibility-power-plants-ccs/2-

underground-hydrogen-storage （2016.10.29 閲覧） 
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項目 内容 

ンド検層及び腐食の評価を含む健全性試験プログラム、(3) リスクマネ

ジメント計画の文書化、(4) 新規坑井のケーシングとチュービングの設

計標準の確立、(5) 既存のケーシングとチュービングの安全運用圧力の

確立 

・モニタリング、検層及び構造健全性試験は、坑井健全性を脅かすリス

クの低減のため最優先としなければならない。漏えいのモニタリング、

検層の対象として、ケーシング－チュービング間のアニュラー圧、音

波及び温度の検層、試験対象としてケーシング厚さの検査等を挙げて

いる。 

・坑井健全性試験は、貯蔵健全性や人身へのリスクを含めたトータルの

リスクを最小化することを目的に実施すること。 

・坑井健全性試験は、単一の診断方法に依存せず、複数の方法を採用す

ること。温度、音波の検層、ケーシング腐食の評価、セメントボンド

検層、ケーシングの時系列評価、圧力試験、等の方法を複数組込むこ

とを推奨している。 

・事業者は坑井及び危険ガスを扱うインフラのモニタリングを継続して

展開すること。アニュラー圧、チュービング圧、地表漏えい検知をモ

ニタリング対象として挙げている。モニタリングネットワークがリア

ルタイム制御システムに直結している場合は、リスク評価の一環とし

てサイバーセキュリティへのリスクの特定を推奨している。 

リスクマネジメント 

の推奨 

・リスクマネジメント計画は包括的な内容とし、かつ定期的に見直しを

行うこと。 

・事業者は、リスクマネジメント計画の中で、より完全かつ標準化され

た記録管理システムを設置すること。記録対象のデータとして、詳細

な坑井仕上げ図（ケーシング強度、チュービング強度、ケーシング厚

さ、カップリングタイプ表）、最大・最少許容運用圧力、安全弁の配置

及び試験結果、最大圧入・排出レート、貯留層深度、坑井メンテナン

ス記録、破損事故、坑井の使途（圧入、排出、観測）、流量あるいは容

量を挙げ、ワーキングガス量・クッションガス量の定期的な報告が指

示されている。 

・事業者は、連邦の最低安全基準発効後 1 年以内にリスクマネジメント

移行計画を策定・実施すること。 

・事業者及び規制当局は広範囲のリスク要因を考慮すること。考慮する

べきこととして、将来起きうる及び過去の事象（地質学的要因、ガス

貯蔵施設に係る高い人口密度地域の接近状況の変化、気象状況に応じ

た現場運用と緊急対応）、手順・訓練時の人的要因を挙げており、UGS
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項目 内容 

のリスク低減に資する人的要因の原則を検討するガイダンスの作成を

行うことが指示されている。 

調査及びデータ収集 

の推奨 

・DOE 及び DOT は坑内安全弁及びケーシング厚さ評価手法の共同研究

を実施すること。 

・DOE、産業及びその他のステークホルダーは、坑井の挙動を解析する

シミュレーションコードの検証を行うこと。 

・UGS 施設周辺のデータを収集すること。例として、貯蔵領域全域の地

質情報、現地踏査結果、人口密度の高い地域及び土地利用の情報等を

挙げており、規制当局と PHMSA による協力を推奨している。 

 

(b) アコースティック・セメントボンド検層 

EPA が開催したワークショップ83で、音波を用いてセメンチングの評価を行う手法「ア

コースティック・セメントボンド検層」が紹介されている。 

アコースティック・セメントボンド検層は、音波が物体を通過する際のエネルギーの喪

失から、セメンチングの状態を計測するものである84。より具体的には、坑内に降ろした機

器からケーシングへ向けて発生させた音波の伝搬の様子を調べることで、セメントが十分

充填されているかを把握するものである。 

セメントが十分充填されていれば音波は減衰し、観測する反射波の振幅は小さくなるが、

不十分であると音波が伝わりやすく、その差から充填具合が把握できる。 

同手法には複数の種類があり、使い分けることによりセメンチングの可視化あるいはセ

メンチングの状態を計測することができる。図 5.19 及び図 5.20 に、アコースティック・

セメントボンド検層の一つである超音波可視化ツール（USIT）を用いたセメンチングの可

視化の例、及びセグメント・ボンド・ツール（SBT）を用いたセメンチングの状態計測の

例をそれぞれ示す。 

 

                                                   
83 EPA Hydraulic Fracturing Workshop（2011.3.10-11） 
84 Syed T.（TSA, Inc.）：Pre & Post Well Integrity Methods for Hydraulically 

Fractured/Stimulated Wells EPA Hydraulic Fracturing Workshop（2011.3.10-11） 
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図 5.19 超音波可視化ツール（USIT）を用いたセメンチングの可視化の例 84 

 

 

図 5.20 セグメント・ボンド・ツール（SBT）を用いたセメンチングの状態計測の例 84 

 

(c) チュービング健全性評価のための技術 

チュービング健全性評価のための技術として、チュービング内側は圧力試験、チュービ

ング内側及び外側両方をマルチフィンガーキャリパー可視化ツール（MIT）と磁気による

厚さ計測（MTT）を用いて腐食や侵食を検出する方法があり用いられている 84。図 5.21

に MIT 及び MTT の例と MIT による計測の例を示す。 
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図 5.21 マルチフィンガーキャリパー（MIT）と磁気による厚さ計測（MTT）を用いた

計測の例 84 

 

(d) モニタリング技術 

スウェーデンの調査会社 Elforsk 社は、バルト海南部で CCS を実施見込みついての最終

報告書85を作成し、その中で、圧入井からの CO2 漏えいを回避することを目的とした坑井

健全性のモニタリング技術をいくつか挙げている。 

前述のアコースティック・セメントボンド、圧力試験のほか、温度分布センシング（DTS）

を、地表から深さ方向にオプティカルファイバーを用いて常時実施することにより、セメ

ントボンド健全性を確認し、CO2 のケーシング外への移流を検出することが可能としてい

る（いずれも発生した場合は温度が低下）。 

 

(2) 地震モニタリング技術 

CCS は、石油の増進回収技術や天然ガス随伴 CO2の帯水層/ガス田貯留を目的に、国内外

数か国で実用化されている。一方、貯留後の CO2 の挙動、あるいは貯留層への圧入を行う

際に発生する可能性のある地震動のモニタリングや観測された地震の分析に係る研究が行

われている86。 

例えば、CO2CRC Otway プロジェクトは、豪州ヴィクトリア州の実験スケールの CCS

プロジェクトであり（図 5.22 及び）、以下の 2 つのステージで実施されており87,88、モニタ

                                                   
85 Elforsk: Prospective CO2 Storage Sites, South Baltic Sea （2014.2） 
86 例えば、Huang L. et al.: Optimal distribution of borehole geophones for monitoring 

CO2-injection-induced seismicity  S51B-2772 AGU FALL MEETING（2016.12.16） 等 
87 http://www.globalccsinstitute.com/projects/co2crc-otway-project （2017.2.22 閲覧） 
88 IEAGHG: Induced Seismicity and its Implication for CO2 Storage Risk 2013/09 
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リング項目に CO2圧入による震動が含まれている。 

 

 第 1 ステージ 

 期間：2008 年 3 月 18 日～2009 年 8 月 29 日 

 圧入量：65,000t-CO2 

 平均圧入流量：145t-CO2/日 

 圧入位置：深度 2,050m 

 第 2 ステージ 

 期間：2011 年 5 月～2011 年 9 月 

 圧入量：150t-CO2 

 圧入位置：深度 1,400m 

 その他：圧入停止後にモニタリングを継続 

 

 

図 5.22 CO2CRC Otway プロジェクトのサイト89 

 

                                                                                                                                                     

（2013.6） 
89 http://www.co2crc.com.au/otway-research-facility/ （2017.2.22 閲覧） 
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図 5.23 CO2CRC Otway プロジェクトのサイトの鉛直断面図90 

 

地震動のモニタリングは 3 軸ジオフォンを用いている。ジオフォンは、反射法地震探査

の受振器として用いられ、スプリングで吊るされた振子に固定されているコイルと、地表

面と同じ振動をする受振器のケースに固定された永久磁石から構成される。地震波を精度

良く補足するため、1 個の受振器に 3 つの成分に対応した 3 つのジオフォンを 1 地点の受振

器とすることにより、xyz の 3 成分の波を捉えることが可能となる。 

 

(3) その他モニタリング技術 

(a) 4D サイスミックサーベイ 

(i) 概要 

4D サイスミックサーベイは、三次元反射法地震探査を油層内の流体や圧力の分布の時間

変化を追うために適用した探査手法である。具体的には、油層の挙動をモニターする三次

元反射法地震探査を繰り返し実施し、その差分から地下の変化を推定することを目的とし

た調査91のことである。 

三次元反射法地震探査の概要92は以下のとおりである。 

                                                   
90 http://www.co2crc.com.au/wp-content/uploads/2016/04/Storing_CO2.pdf （2017.2.22

閲覧） 
91 JOGMEC 石油・天然ガス資源情報 用語辞典

http://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl?sort=KANA&sortidx=1&target=KEYEQ&fre

eword=%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%9

7%E3%82%B9%E8%AA%BF%E6%9F%BB&tdummy=KEY&yougofield=%E3%81%9D%

E3%81%AE%E4%BB%96 （2017.1.24 閲覧） 
92 JOGMEC 石油・天然ガス資源情報 用語辞典

http://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl?sort=KANA&sortidx=1&target=KEYEQ&fre

eword=%EF%BC%93%E6%AC%A1%E5%85%83%E5%8F%8D%E5%B0%84%E6%B3%9

5%E5%9C%B0%E9%9C%87%E6%8E%A2%E6%9F%BB&tdummy=KEY&yougofield=%
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 受発震点を面的に配置させることにより、反射点分布をある領域内に均等に分布させ

て 3 次元的なボリュームのデータを得る 

 受振器近傍で A/D 変換を行い、デジタル伝送を行うデジタルテレメトリー型の探鉱機

の開発により探査方法が確立 

 これにより多チャンネル化が飛躍的に進み、陸上においては数千チャンネルものレコ

ーディングも普通に行われるようになってきている 

 陸上調査の場合、震源と受振点の配置が海上に比べて自由度が高いため、様々な配置

法が用いられている。陸上では海上に比べて発震に要する時間がかかるため、出来る

だけ多チャンネルでデータを取得するのが一般的である。 

 海上調査の場合、複数個の震源と複数本のストリーマー・ケーブルを用いて一度に長

方形のエリアのデータを取得し、調査地域を往復しながら調査域全域をカバーする。 

 データ処理においては、3 次元データに対応した種々の手法が開発されている。 

 

 

(ii) 北海油田におけるパイロットテストの事例 

1996 年に、ノルウェー領北部北海のスノーレ油田（図 5.24）で圧入井から水とガスを交

互に圧入する WAG（water alternating gas injection）でのガスの挙動をモニターするため

にこの 4D サイスミックサーベイのパイロットテストが開始された。1997 年には学会誌93で

ベースサーベイの概要について紹介されている。 

スノーレ油田では、生産性と回収率を向上させるために水圧入を行っており、さらに回

収増収の手段のひとつとして WAG の実施も考慮され、1994 年にはそのためのパイロット

テストが一部の断層ブロックで開始された（図 5.24）。1994 年から 3 年間の WAG で、圧

入したガスのうち、約 80%が油層中にとどまっており、再循環の比率（圧入ガスが生産井

から戻ってくる割合）は約 20%とほぼ一定で推移していたため圧入ガスは確実に油の回収

を増進させていると評価されていた。それらの経験を踏まえ、WAG の実施エリア拡張のた

めの検討材料として、圧入ガスの挙動をより詳細に把握するために 4D サイスミックサーベ

イのパイロットテストを実施している。 

 

                                                                                                                                                     

E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&refcount=100 （2017.1.24 閲覧） 
93 松原：北海油田における油層マネージメントの例（WAG および 4D サイスミックサーベ

イ） 石油技術協会誌 62 6（1997.11） 
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図 5.24 スノーレ油田と WAG パイロットエリアの概略図 93 

 

(iii) 苫小牧モデル地区の二酸化炭素地中貯留における事例 

財団法人地球環境産業技術研究機構が「二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業 二

酸化炭素地中貯留技術研究開発」で、苫小牧モデル地区で実施した二酸化炭素（CO2）圧入

実証試験において、圧入した CO2の状態を把握するために 4D サイスミックサーベイが導

入されている（図 5.25）。 

 

 

図 5.25 苫小牧モデル地区における 4D サイスミックサーベイ94 

                                                   
94 財団法人エンジニアリング振興協会：Engineering 石油開発環境安全センター設立 15

周年記念特集，112 (2006.11) 
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(b) クロスホールトモグラフィ 

(i) 概要 

クロスホールトモグラフィ（crosshole tomography)は、坑井間トモグラフィとも呼ばれ、

対象となる物体の外側での観測値から物体内部の特性（物性値）のイメージを得る技術の

総称であるトモグラフィの一つである。地盤を対象としたトモグラフィ（ジオトモグラフ

ィ）の概要95は以下のとおりである。 

 

 対象となる地盤の物性値としては、弾性的特性、電気的特性等がある。それぞれに対

応して、物体内部の多数の経路に沿って通過した弾性波を観測し内部の弾性波特性を

推定する弾性波トモグラフィ技術、電流（または電位）を観測して内部の比抵坑を推

定する比抵坑トモグラフィ技術が開発されている。他に、電磁波（レーダー）を用い

て、電磁波速度（誘電率）を推定するレーダートモグラフィ技術等がある。 

 トモグラフィ解析では、対象物体外部での観測値は、物体内部を通過する経路におけ

る物性値の影響の積分量であることを前提とする。 

 観測点が地表あるいは坑内に限られるため、推定された物性値の分解能や信頼性に偏

りが生じる。このため、その解析結果を評価する際には、この点を十分留意しなけれ

ばならない。 

 発震点と観測点が複数の坑内の場合、クロスホールトモグラフィあるいは坑井間トモ

グラフィと呼ばれる。 

 

(ii) 長岡岩野原基地の二酸化炭素地中貯留における事例 

国際石油開発帝石株式会社所有の長岡岩野原基地で実施された CO2 圧入実証試験におい

て、圧入した CO2の状態を把握するために坑井間弾性波トモグラフィが導入されている（図 

5.26）。結果として、CO2の圧入に伴う速度低下域を可視化することに成功している。 

  

                                                   
95 JOGMEC 石油・天然ガス資源情報 用語辞典

http://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl?sort=KANA&sortidx=1&target=KEYEQ&fre

eword=%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%88%E3%83%A2%E3%82%B0%E3%83%A9

%E3%83%95%E3%82%A3&tdummy=KEY&yougofield=%E6%B2%B9%E3%83%BB%E

3%82%AC%E3%82%B9%E7%94%B0&yougofield=%E8%A3%BD%E5%93%81&yougofie

ld=%E4%BC%81%E6%A5%AD&yougofield=%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%97%E

3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&yougofield=%E5%8D%98%E4%BD%8D&yougofi

eld=%E7%B5%84%E7%B9%94&yougofield=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96 
（2017.1.24 閲覧） 
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① 坑井間弾性波トモグラフィ実施のタイミング 

 

② 弾性波速度トモグラム（BLS 測定時） 

 

③ 弾性波速度の変化率トモグラム（MS1～MS6 の BLS に対する速度変化率） 

図 5.26 長岡岩野原基地における坑井間弾性波トモグラフィ結果96 

 

                                                   
96 応用地質株式会社：岩野原における坑井間弾性波トモグラフィによるモニタリング（二

酸化炭素地中貯留技術研究開発） 
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(c) クオーツ型圧力計と光学圧力計のハイブリッド型のケーブル 

イタリア Stoccaggi Gas Italia 社では、信頼性を向上させることを目的に、坑井の坑底圧

のモニタリングの新たな技術として従来のクオーツ型圧力計と光学圧力計のハイブリッド

型のシステムを開発した97。 

イタリアでは環境規制でガス地下貯蔵に対して定期的な坑底圧のモニタリングが要請さ

れているが、この新しい機器は、従来用いられていたクオーツ型圧力計と同程度の性能を

示す光学圧力計を採用すると共に、坑井の中でも耐久度が十分担保されるハイブリッドケ

ーブルを開発することで、機器の故障率を低下させることができたとしている。 

 

 

図 5.27 ハイブリッド型圧力計のケーブル 97 

 

(4) セメンチング技術 

(a) 補修セメンチング技術 

坑井において、劣化等によるケーシングからのガス漏えいを防ぐものとして、セメンチ

ングの技術は重要である。また、近年は枯渇した坑井の処分においても、ガス漏えいを防

ぐものとしてのセメンチングによる処理の重要性は高まっている。 

坑井のケーシングパイプを対象としたセメンチングには、大きくケーシングパイプ固定

のためのプライマリセメンチングと、その後に行われる補修セメンチングがあるが、上記

の観点からここでは補修セメンチングに関して述べるものとする 98。 

補修セメンチングには、大きく「スクイズセメンチング」と「埋め立てセメンチング」

の 2 種類がある（図 5.28 参照）。 

                                                   
97 Hybrid measurements improve reliability in gas storage application World Oil

（2011.5） 
98 長縄：最新の坑井掘削技術（その１１） 石油開発時報 158（2008.8） 
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図 5.28 補修セメンチングの概要と分類 98 

 

スクイズセメンチングは、セメントの経年劣化で生じたき裂の補修やケーシングや地層

からのはく離の補修、隣接する水層の遮蔽等を目的として、問題となる間隙にセメントを

充てんするものである。実際の作業は作業ストリングを通して、ポンプで加圧しながらセ

メントスラリーを必要な箇所に圧入することになる。 

加圧の手段にはパッカーを用いるものと用いないものが存在するが、パッカーを用いな

い方法は、機器や方法がより単純であることから用いられることが多い。 

また、廃坑井をはじめ、さまざまな目的で必要箇所にセメントスラリーをスポット的に

挿入して坑井を埋める作業を埋め立てセメンチングという。スラリーの挿入方法としては、

ドリルパイプをセメントプラグ設置予定場所まで降ろし、パイプ先端から管外のセメント

と管内のセメントが釣り合うようスラリーを挿入するバランストコラム法が一般的である。 

 

(b) CemCRETE 技術 

最近では、セメントスラリー自体にもさまざまな技術開発も行われている。特に、

Schlumberger 社が開発した CemCRETE では、スラリー中の固体粒子の粒度分布を調整す

ることで、従来のスラリーでは難しかった高い圧縮強度や低い孔隙率を実現することが可

能となっている。スクイズセメンチングに最適化されたスラリーも存在しており、

SqueezeCRETE と名付けられている。 

 

(c) 自己修復セメント 

最近では隙間を自己修復するようなセメント（Self-healing cement）に関しても研究が

なされている。このセメントは、油やガス等の炭化水素が隙間に侵入してきた場合に活性

化して能動的に隙間を埋めるものである。 

例えば、Schlumberger 社が開発した FUTUR 自己修復セメントシステム（図 5.29）は、
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独 Berliner Gaswerke AG 社の UGS 施設に適用され、アニュラスの健全性が低下した際の

漏えい対策に FUTUR を利用している99。 

 

  

※公開情報100を、一部みずほ情報総研が加工して作成。 

図 5.29 FUTUR 自己修復セメントシステム 

 

(5) 保安技術 

(a) 独 BVEG の地震観測・周知システム 

独 BVEG は、2016 年 4 月 7 日からインターネットにより地震の情報をいち早く周知し、

周辺住民が情報を取得することができるシステム「地震観測システム（Bürgerinfo 

Seismisches Messsystem）」を公開している101。現在、Ems 川、Elbe 川及び Weser 川に

挟まれたニーダーザクセン州の天然ガス利用地域を対象として地震データを公開している。 

図 5.30 に同システムの画面例を示す。表示したい位置（地名）を指定し、周辺の観測所

で計測された速度と坑井がある地点の観測値を表示させることができる。  

                                                   
99 http://www.slb.com/services/drilling/cementing/self_healing_cement.aspx 

（2016.11.17 閲覧） 
100 Schlumberger: FUTUR Self-healing cement system  
101 Online: Die Bürgerinfo Seismisches Messsystem der deutschen Erdgasproduzenten 

http://www.bveg.de/Themen/Klima-Umwelt/Seismische-Ueberwachung/Buergerinfo-Sei

smisches-Messsystem-ist-online （2016.4.7） 
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①スタート画面 

 

 

②表示例 

図 5.30 地震観測・周知システムの画面102 

                                                   
102 Bürgerinfo Seismisches Messsystem  http://www.seis-info.de/ （2017.2.22 閲覧） 
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(b) 米 MOTOROLA SOLUTIONS 社の石油・ガス事業の安全性及び生産性向上技術 

米国の大手通信会社の MOTOROLA SOLUTIONS 社は、2014 年に石油・ガス事業の安

全性及び生産性の改善白書103を発行している。 

同書の中で、近年石油・ガス事業が遠隔化及び大深度化し、作業員の作業環境が過酷化

していることを鑑み、通信会社として同社は、過酷環境においても石油・ガス事業者の安

全基準に合致し、信頼性が高くかつリアルタイムで現場と管理室で意思疎通が可能なコミ

ュニケーションツールが円滑な作業遂行において必要不可欠としている。 

一例として、生産性及び安全性の向上を目的とした高信頼性ネットワークを導入した石

油生産を示している（図 5.31）。 

 

 

図 5.31 高信頼性ネットワークを導入した石油生産 103 

 

                                                   
103 MOTOROLA SOLUTIONS: WHITE PAPER IMPROVING SAFETY AND 

PRODUCTIVITY IN OIL AND GAS OPERATIONS （2014） 
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5.5 天然ガス地下圧入技術等の最新動向のまとめ 

天然ガス地下圧入・貯蔵技術、天然ガス以外の地下貯蔵・貯留・備蓄に係る地下圧入技

術及び天然ガスの地下圧入等技術に関する最新動向の調査を行った。具体的には、岩盤を

用いた天然ガスあるいは LNG 貯蔵、EOR/EGR におけるガスリサイクル、水封式地下岩盤

LPG タンク及び大規模な水素地下貯蔵等の技術の概要、UGS あるいは CCS における数値

シミュレーション導入による事前評価とヒストリーマッチング、坑井健全性評価、モニタ

リング、セメンチング及び作業員等の保安の技術の概要を把握した。 

ドイツの業界団体 BVEG では、圧力や流量といった一般的なモニタリング以外に地震動

のモニタリングを実施し、周辺住民へ情報提供していることが分かった。また、豪州 CCS

プロジェクトでも、地震動のモニタリングを実施し、留意していることが分かった。 
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6 まとめ 

本調査において、今後国内において LNG を含めた天然ガスの利用が進み、UGS

（Underground Gas Storage（天然ガス地下貯蔵））が利用拡大した場合の保安上の課題整

理に資することを目的に、天然ガスの地下圧入等に関する「国外の規制」、「貯蔵ガスの漏

えい事例」及び「地下圧入技術」等に関する最新動向について調査し取りまとめた。具体

的には、調査結果として以下を把握することができた。 

 

① 国外の規制の動向 

米国ではこれまで、飲料水となる地下水源の汚染防止を目的とした連邦規制である

UIC 規制（Underground Injection Control Regulations）に基づき、UGS を含めた流体

の地下圧入に係る事業を対象とした規制が行われてきた。UGS の最大許容圧入圧力は各

州において、UIC 規制に基づき規制値が設定されており、UGS を多く行っている州では

貯留層のフラクチャー勾配から算出されるフラクチャー圧力の約 75%、あるいはキャッ

プロックのフラクチャー圧力や深度（静水圧）、事業者の計画値に基づいた規制値が設定

されていた。また、カンザス州等では事業者に対し UGS 施設の定期的な検査を義務付け

していた。しかし、Aliso Canyon 漏えい事故を契機に、UGS の健全性に係る米石油協会

の規格 API RP1171（帯水層方式と枯渇油・ガス田方式）及び API RP1170（岩塩層方式）

を全面導入する形で策定した UGS に係る連邦規制の IFR（Interim Final Rule（暫定最

終規制））が 2017 年 1 月 18 日に発効されており、全ての UGS 施設を対象に運用、保守、

健全性の試験と確認、モニタリング及び脅威とハザードの特定等が義務付けされ、UIC

規制と併用されることとなった。Aliso Canyon 漏えい事故が発生したカリフォルニア州

においても、州法に新しい条項を追記する形で UGS プロジェクトの承認、リスクマネジ

メント計画、データ要求、モニタリング要求、ウェルヘッドとバルブの検査・試験・保

守及び緊急対応計画等の規制が策定され、2018 年 1 月より発効される見込みである。 

欧州では、CEN（European Committee for Standardization（欧州標準化委員会））が

策定した EN 規格がドイツ、スペイン、英国等で適用されており、スペインでは同規格

による規制が行われている。その中ドイツでは、公衆及び作業員の衛生・安全確保を目

的とした連邦鉱山法及び州法により UGS の性能規制が実施されており、州の規制機関は

州法による性能規制に基づき厳格な自主規格を定めている。最大許容圧入圧力は、キャ

ップロックの毛細管スレショールド圧力や貯留層のフラクチャー勾配等により、州の規

制機関が総合的に審査・決定している。監督・検査等については、2 年に 1 回の事業申請

及び審査、1 年に 1 回の検査及び安全レポートの提出を義務付けている。また、ドイツの

業界団体では加盟事業者向けのガイドラインを作成しており、坑井内の二重バリア設置

及びチュービング内への安全弁取り付けを義務付ける等、安全性確保を目的とした自主

活動を実施している。なお、ドイツでは EN 規格は任意の規格に位置付けられている。 
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② 貯蔵ガスの漏えい事例と分析 

HSE 等が発行している公開文献を基に、枯渇油・ガス田方式及び帯水層方式の UGS

サイトで発生した漏えい事例の主な原因を調査した。その結果、UGS 固有の原因として

はキャップロックの不完全性/破損及び圧入時のこぼれだしが挙げられ、UGS 固有とは言

えない漏えい事例の原因も含めると、坑井の破損が挙げられた。 

また、近年発生した漏えい事例として 2015 年 10 月に発生した Aliso Canyon 漏えい事

故の調査を行い、石油生産開始から 60 年以上経過した坑井を排出時にケーシングのみの

単一バリアで運用していた中で、ケーシングの破損が直接的な原因で大規模な漏えい事

故に発展したことが分かった。 

得られた統計情報を基に、坑井の破損あるいはキャップロックの不完全性/破損により

漏えいが発生する確率を算出した結果、その確率が十分小さい値であることを確認した。

しかし、算出値は坑井の運転年数の仮定で大きく変化すること、漏えいが発生した場合

に前述のAliso Canyon 漏えい事故のような深刻な影響を及ぼす事故に発展する可能性が

あることが分かった。 

 

③ 天然ガス地下圧入技術等の最新動向 

天然ガス地下圧入・貯蔵技術、天然ガス以外の地下貯蔵・貯留・備蓄に係る地下圧入

技術及び天然ガスの地下圧入等技術に関する最新動向の調査を行った。具体的には、岩

盤を用いた天然ガスあるいは LNG 貯蔵、ガスリサイクル、水封式地下岩盤 LPG タンク

及び大規模な水素地下貯蔵等の技術の概要、UGS あるいは CCS における数値シミュレ

ーション導入による事前評価とヒストリーマッチング、坑井健全性評価、モニタリング、

セメンチング及び作業員等の保安の技術の概要を把握した。 

ドイツの業界団体 BVEG（Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V.（社団

法人天然ガス・石油・地熱連邦協会））では、圧力や流量といった一般的なモニタリング

以外に地震動のモニタリングを実施し、周辺住民へ情報提供していることが分かった。

また、豪州 CCS プロジェクトでも、地震動のモニタリングを実施し、留意していること

が分かった。 

 

また、調査の取りまとめに当たっては各調査分野の学識経験者及び関係団体の専門家に

よる委員会を設置、運営し（委員 7 名、開催回数 3 回）、調査項目や今後の課題等を審議し

た。 
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7 今後の課題 

本調査では、天然ガスの地下圧入等に係る「国外の規制」、「貯蔵ガスの漏えい事例」及

び「地下圧入技術」等に関する最新動向ついて調査を行った。調査の過程で以下の課題が

明らかになったことから、今後の国内における天然ガスの地下圧入等の保安のあり方の検

討に当たって、これらの課題を考慮することが望まれる。 

 

 米国では、2017 年 1 月より新しい連邦規制（IFR（Interim Final Rule（暫定最終規

制）））が発効されており、1 年以内に全ての UGS（Underground Gas Storage（天然

ガス地下貯蔵））施設への対応が求められている。ただし、同規制は性能規制となって

おり、最大許容圧入圧力等の具体的な数値を示したものではない。そのため、この規

制の見直しを受けて、今後具体的にどのような運用が行われるかの情報は十分ではな

い。米国での新しい規制の動向は、国内における保安のあり方の参考となり得ること

から、引き続き動向を調査・分析する必要がある。 

 ニーダーザクセン州を含むドイツ北部の 4 つの州では、事業開始前に、事前に州の規

制機関である LBEG（Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie（州鉱山・エネ

ルギー・地質局））が、数値シミュレーション等を活用して総合的に UGS サイトごと

の最大許容圧入圧力を評価し、運用に反映させている。この事前評価方法は、国内の

天然ガスの地下圧入等の評価のあり方について参考となり得ることから、より詳細な

内容を把握することが望まれる。 

 Aliso Canyon 漏えい事故は、米国での天然ガスの地下圧入等の規制を大きく転換させ

る事故であり、その原因の推定は行われているが、最終的な評価には至っていない。

今後は、Aliso Canyon 漏えい事故原因の最終的な評価結果等の動向を注視し、国内の

UGS 運用状況と比較・評価することが望まれる。 

 スペインの UGS サイトで、ガス漏えいは発生しなかったものの、天然ガスの地下圧入

後に地震が発生する事象があった。地震を含め、天然ガスの地下圧入等による周辺環

境への影響は、今後国内において UGS の運用を行う場合に考慮するべき事項である。

今後は、石油・天然ガス開発あるいは CCS 等を含めた天然ガスの地下圧入等の周辺環

境への影響評価及び評価基準、発生可能性あるいは運用開始後のモニタリング等につ

いて、発生事例や事前及び事後の分析評価事例も含め調査し、今後の保安のあり方の

参考とすることが望まれる。 

 上記も含め、国外での UGS の情報収集においては、UGS の実施動向のみならず天然

ガス消費量・人口密度・ガス貯蔵方式（周辺地質）等の周辺情報も勘案した上で調査

対象を選定すべきである。また、評価、検査、モニタリング、教育及びリスクマネジ

メント等の規制項目について、可能な限り運用実態を把握することが望まれる。今後

国内において UGS を利用拡大していく場合、総合的な保安のあり方についての検討が

必要となることが予想される。その場合、最大許容圧入圧力の考え方や、事前評価、
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運用時の漏えい防止等の措置、監視・観測及び漏えい時の対策等のあり方について、

検討することが望まれる。 
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8 用語 

本調査報告書で共通に使用される用語の定義を以下に示す。なお、本定義ではいくつか

の文献 1,56,104,105,106,107,108,109を参考とした。 

 

アニュラス ： 坑井内に降下した配管と坑壁、あるいはケーシング

とチュービングによって形成される環状の間隙。 

液化石油ガス、LPG ： 原油や天然ガスの採掘に伴って、または石油精製の

過程において得られるガスで、プロパン、ブタンを

主成分とした炭化水素の化合物を液化したもの。 

液化天然ガス、LNG ： メタンを主成分とする天然ガスを、水分、硫黄化合

物、二酸化炭素等の不純物を除去した後、超低温に

冷却、液化したもの。 

岩塩層方式 ： 天然ガス地下貯蔵の方式の一つで、稠密な岩塩層に

水を圧入することにより造った空間に天然ガスを

圧入して貯蔵するもの。 

岩盤方式 ： 天然ガス地下貯蔵の方式の一つで、稠密な岩盤を掘

削することにより造った空間に天然ガスを圧入し

て貯蔵するもの。 

キック ： 石油・天然ガス等の坑内への侵入。 

キャップロック ： 一般的な油・ガス田で、砂岩層等に油・ガスが移動・

集積し貯留する際、集積の必要条件として貯留層上

部に存在する不透水層。集積した油・ガスは、貯留

層の岩石の空隙中に保持され、掘削された坑井の方

へ圧力差によって押し出され地上まで産出する。 

クッションガス ： 地下からガスを排出する駆動力として利用する圧

力を保持するために貯留層に滞留させているガス。 

ケーシング、 

ケーシング・ストリング 

： 掘削の進行に伴って、掘られたままで地層が露出し

ている坑井に内枠をつけること。また、井戸の内に

                                                   
104 天然ガス鉱業会：中央鉱山保安協議会石油鉱山保安部会（第１回）資料 天然ガス地下

貯蔵に使用するガス層に係る技術的検討～１～（2008.12.4） 
105 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構：天然ガスの地下貯蔵について（1993.6） 
106 JOGMEC 石油・天然ガス資源情報 用語辞典

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl 
107 石油技術協会 作井技術委員会 作井マニュアル分科会 掘削用語集

https://www.japt.org/html/iinkai/drilling/yougo/index.html 
108 Schlumberger Oilfield Glossary http://www.glossary.oilfield.slb.com/ 
109 Wandke, L. and Cooper, K.： Step Rate Testing:Determining Fracture Pressure for 

Injection Wells The 21st Annual GWPC UIC Conference （2016.2.25） 
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入れられた一連の鋼管をケーシング・ストリングと

いう。 

坑口、ウェルヘッド ： 坑井の頂部。坑口に設置される全ての装置を総称し

ウェルヘッドという。 

枯渇油・ガス田方式 ： 天然ガス地下貯蔵の方式の一つで、経済的な油・ガ

スの生産が継続できなくなった油・ガス田に天然ガ

スを圧入して貯蔵するもの。貯蔵する場合、地上か

ら天然ガスを圧縮機で加圧し、圧入する。 

こぼれだし、スピルアウト ： 貯留層から貯蔵ガスが周辺地層へ移動する現象（図 

8.1）。 

初期圧力 ： 枯渇油・ガス田方式の場合は、石油及び天然ガスの

採取開始前の貯留層内の圧力。枯渇油・ガス田以外

の方式の場合は、天然ガス圧入開始時の貯留層の圧

力。 

侵食、エロージョン ： 流体の連続的な研磨作用により固体材料が摩耗す

る現象。 

ステップレートテスト ： フラクチャー圧力を決定する方法の一つ。一般的に

は、次のような手順となる。 

①圧入レートを時間に対し階段状に変化させなが

ら地層に流体を圧入、②地層内の圧力履歴を測定、

③地層内の圧力履歴を分析し、フラクチャー圧力を

算出。 

セメンチング ： 坑井内の様々な箇所、あるいはケーシングの内側あ

るいは外側のアニュラスの部分にセメント及びセ

メントスラリーを適用すること。 

セメントスラリー ： セメントと水の混合液。一種類、または複数種類の

添加剤が目的に応じて混入されることが多い。 

増進回収法、EOR/EGR ： 貯留層内の流体の性状や、水やガスによる油の置換

効率に変化を起こすし回収率を向上させる採収法

で、原油を対象とした回収法を EOR、天然ガスを

対象とした回収法を EGR という。 

帯水層方式 ： 天然ガス地下貯蔵の方式の一つで、帯水層に天然ガ

スを圧入して貯蔵するもの。帯水層には元々天然ガ

スが存在せず、地層に貯留していた水を置換して、

地上からガスを圧入する。帯水層では、貯留層に

油・ガスが存在していなかったため、貯蔵能力やガ
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スの拡散の可能性について検証を必要とする。 

チュービング ： 油・ガス層から油・ガスを地上まで導くために、プ

ロダクション・ケーシング内に設置される小口径の

配管。 

貯留層 ： 天然ガス地下貯蔵に用いる地下の地層に存在する

天然あるいは人工的に造った貯槽。 

天然ガス ： 天然に地下から産出され、地表条件では気状を成す

物質で、本調査ではメタンを主成分とする可燃性ガ

スを指す。 

天然ガス地下貯蔵、UGS ： 天然ガスを貯蔵、圧入あるいは排出するために必要

な、全ての地下及び地表面の施設・設備の全体。本

調査報告書では、天然ガスの貯蔵に地下の地層に存

在する天然あるいは人工的に造った貯槽を用いて

いるものを指す。 

トップキル ： キック発生後ブローアウトを停止させることを目

的に、流体を地表面から坑井内に圧入することによ

り、石油・天然ガス等の上昇を抑制すること。ただ

し、ブローアウト発生以前に実施する場合もある。 

ネイティブガス ： 枯渇油・ガス田のガス層に元々あった量の 20～40%

程度のガスで、ある圧力をもって未回収のまま残さ

れているもの。 

パッカー ： ケーシングとチュービングとの間のアニュラスを

閉塞する装置。 

腐食、コロージョン ： 周囲環境との化学的あるいは電気化学的反応によ

って固体材料が表面から消耗する現象。 

ブローアウト、暴噴 ： キック発生後、石油・天然ガス等が坑口から噴き上

げ、地表において制御不可能な状態になること。 

ブローダウン ： 坑井からガスを噴出させること。 

ボトムキル、リリーフ井 ： ブローアウトを停止させることを目的に、キックが

発生した坑井とは別に、地下で当該坑井に到達する

ように坑井を掘削・建設し、流体を坑底近くで圧入

することにより、石油・天然ガス等の上昇を抑制す

ること。このとき、流体を圧入するために掘削・建

設する坑井をリリーフ井という。 

マニフォールド ： 複数の配管及びバルブで構成される、流体を制御、

分配及びモニタリングするための設備。 



 

122 

 

密閉圧力、シャットイン圧力 ： キックが発生し、坑井を密閉した状態の時に坑内に

作用する圧力。 

毛細管スレショールド圧力 ： ガスがキャップロック中に侵入するために必要な

圧力。毛細管スレショールド圧力は、採取したコア

にガスを圧入し、「ガスが侵入しうる最小の圧力」

を測定することによって算定することができる。 

抑圧流体 ： トップキルあるいはボトムキル実施時に、地表面か

ら坑井内に圧入する流体。 

漏えい  貯留層から貯蔵ガスが上部地層を経由して地表面

へ到達する現象（図 8.1）。 

ワーキングガス ： ある一定量のクッションガスが確保された後、さら

に圧入され、通常の排出に利用されるガス。 

 

 

図 8.1 漏えい及びこぼれだしの模式図110 

 

 

                                                   
110 天然ガス鉱業会：中央鉱山保安協議会石油鉱山保安部会（第 4 回）資料 天然ガス地下

貯蔵に使用するガス層に係る技術的検討について（2009.3.24） 
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付録 A 国外の規制の概要 

米国、カナダ、欧州の国/州の主に最大許容圧入圧力に係る規制について、Aliso Canyon

の天然ガス漏えい事故前後で特に改正等の動向がないものを表 A.1、Aliso Canyon の天然

ガス漏えい事故前後に法規制の改正等の実施あるいは動向があるものを表 A.2 に示す。 
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表 A.1 米国、カナダ、欧州の国/州の主に最大許容貯留層圧力に係る規制（Aliso Canyonの天然ガス漏えい事故前後で特に改正等の動向がないもの） 

国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

米国 米環境保護局

（EPA（US 

Environmental 

Protection 

Agency）） 

Code of Federal 

Regulations  

Title 40 - Protection of 

Environment 

PART 

146—UNDERGROU

ND INJECTION 

CONTROL 

PROGRAM: 

CRITERIA AND 

STANDARDS 

Subpart C—Criteria 

and Standards 

Applicable to Class II 

Wells 

146.8 Mechanical 

integrity 

146.21 Applicability. 

146.22 Construction 

requirements. 

146.23 Operating, 

monitoring, and 

reporting 

requirements. 

146.24 Information to 

be considered by the 

Director 

1980 年 6 月 24 日 ・米国の UGS を含めた流体の地下圧入

に係る事業を対象とした規制 

・飲料水となる地下水源の汚染防止を目

的 

・Class II のカテゴリ（液体の地下廃棄、

石油・ガス回収増進、UGS 等）に属す

る坑井の建設、運用、モニタリング及

び報告の要件について規定 

・圧入井は以下の構造健全性を有すること 

－ケーシング、チュービングあるいはパッカーに明確な漏えいがない 

－坑井孔に隣接した鉛直方向の流路を通して飲料用地下水源への流体

の移動がない 

・Class II 坑井は、飲料用地下水源から分離され、オープンな断層やき裂

が存在しない制限領域内の地層への圧入が行われるよう、建設されるこ

と 

※制限領域（confining zone）：キャップロック等の圧入領域上部の流体

の移動を制限する地質構造、構造グループあるいは部分構造 

・Class II 坑井は、飲料用地下水源自体あるいは複数水源の中間位置への

流体の移動を回避するため、ケーシング及びセメンチングされること。 

・ケーシングとセメンチングは坑井のライフタイムにわたり設置されるこ

と 

・事業者はケーシング及びセメンチングについて以下の項目を把握してい

ること 

－圧入領域の深度 

－飲料用地下水源の底部の深度 

－最大及び平均の圧入圧力の見積値 

－地層内流体の性質 

－圧入領域及び制限領域のリソグラフィー 

－外圧、内圧、軸方向負荷 

－坑井の径 

－セメントのクラス 

※上記 4～8 項目については、坑井の建設が飲料用地下水源への流体の

移動が発生せず、市民の健康に明確なリスクが存在しない場合等は、

適用が免除される 

・リソグラフィーが把握されていない場所では飲料用地下水源保護のため

の地表面ケーシングに以下が必要 

－ケーシング建設の前の電磁検層及びキャリパー検層 

－ケーシング建設及びセメンチングの後のセメントボンド検層、温度検

層、密度検層 

・圧入流体のためのケーシングに以下が必要 

－ケーシング建設の前の空隙の電磁検層及びガンマ線検層 

－き裂探査検層 

－ケーシング建設及びセメンチングの後のセメントボンド検層、温度検
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層、密度検層 

・以下の情報を最低限決定及び算出すること 

－流体圧力 

－フラクチャー圧力の見積値 

－圧入領域の物理的・化学的特性 

・ウェルヘッドでの圧入圧力は、飲料用地下水源に隣接する制限領域のき

裂を発生あるいは既存のき裂を進展させないことを保証するよう算出

すること。圧入圧力はいかなる場合において、圧入流体あるいは地層内

流体の飲料用地下水源への移動を起こしてはならない 

・ケーシングと坑井孔の間に圧入を行わないこと 

・モニタリングの最低要件 

－性質を特定するに十分な時間間隔の頻度による圧入流体の性質のモ

ニタリング 

－最低限以下の頻度による圧入圧力、流量、累積量の観測 

➤液化炭化水素の圧入と貯蔵炭化水素の排出のための圧入の実施中

は日次 

➤液体地下廃棄は週次、増進回収は月次、蒸気圧入は日次 

さらに、30 日を超過しない適切な間隔で圧入圧力、流量、累積量の

観測値を記録すること 

－坑井のライフタイムで最低限 5 年に 1 回、坑井健全性試験の実施 

－炭化水素の貯蔵及び増進回収では、個別の坑井ではなくプロジェクト

あるいはフィールドベースのマニフォールドによるモニタリングを

行うことが許される。マニフォールドによるモニタリングは、複数の

圧入井から構成される施設で使用することが許される。事業者によっ

てマニフォールドによるモニタリングが個別の坑井のモニタリング

と同様であることが実証されれば、各坑井の個別モニタリングは必要

ない 

・前項のモニタリング結果を取りまとめ、監督官に最低 1 年に 1 回報告書

を提出すること。取りまとめには、圧入された流体とその性質やソース

の変化の月次記録を含むこと 

・炭化水素の貯蔵及び増進回収の事業者は、マニフォールドによるモニタ

リングが実施されている場合、個別の坑井ではなくプロジェクトあるい

はフィールドベースの報告が許される 

・監督官は以下の運用データを把握すること 

－圧入流体の日次平均及び最大流量及び圧力 

－平均及び最大圧入圧力 
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－圧入流体の物理的及び化学的性質のソース及び適切な解析 

－リソグラフィー、地質名、厚さ、深度を含む圧入領域及び制限領域の

適切な地質データ 

－圧入により影響を受ける可能性のある飲料用地下水源の地質名と底

部深度 

・監督官は以下を把握することが許される 

－流体圧力、フラクチャー圧力の見積値、圧入領域の物理的・化学的特

性の算出値 

－シミュレーションプログラム 

－圧入手順 

－飲料用地下水源への汚染流体の移流を回避するため、坑井破損に対処

のコンティンジェンシープラン 

－モニタリング計画 

・監督官は運用の承認に先立ち、以下の情報を把握すること 

－坑井の検層データ及び試験データ 

－構造健全性の試験結果 

－事業者が運用する最大圧入圧力及び流量の見積値 

－地層試験の結果 

－現在の圧入手順 

－欠陥坑井への適切な対処 

・監督官は坑井のプラグ及び廃坑井に先立ち、以下の情報を把握すること 

－プラグのタイプ及び数 

－上部及び下部の深度を含むプラグの位置 

－セメントのタイプ、グレード及び量 

－プラグの取り付け方法 

－手順が別途規定された要件に合致していること 

米国石油協会（API

（American 

Petroleum 

Institute）） 

API Recommended 

Practice 1171 

Functional Integrity 

of Natural Gas 

Storage in Depleted 

Hydrocarbon 

Reservoirs and 

Aquifer Reservoirs 

FIRST EDITION 

2015 年 9 月 ・既設及び新設の天然ガス地下貯蔵（方

式：枯渇油・ガス田及び帯水層）を対

象に、坑井、貯留層及び流動物管理の

各機能の健全性について規定 

・「5.4.3 Maximum and Minimum 

Pressure」で最大圧力について規定 

・以下を規定している 

－設計 

－建設 

－運用 

－モニタリング 

－維持 

－文書化 

・上記の各項目で、以下を規定している 

－リスクマネジメント 

－サイトのセキュリティ 
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－安全 

－防災 

－作業従事者と組織向けの訓練、等 

・パイプライン、ガスの状態維持、LNG の取り扱い、圧縮機及び補助施

設は対象外 

・ガス封じ込めを保証する貯留層設計 

－事業者は最大貯留層圧力の設計基準を文書化すること（設計基準は、

フラクチャー勾配、静水圧勾配、初期圧力、キャップロック浸透率、

キャップロック等の解析により得る） 

－ガス圧入に必要な圧力は、貯留層、坑井、ウェルヘッド、配管あるい

は関連施設の設計限界を超過してはならない 

・事故や喪失の回避を目的として、モニタリング中に検出された予期しな

い状況は評価及び是正されること。モニタリングの頻度は貯留層及び坑

井の流体の潜在的な喪失や潜在的な流出といった要素に基づくこと。 

・モニタリングの例 

－貯留層の健全性 

➤貯留層の平均圧力 

➤坑井の流体圧力 

➤圧入ガスの貯留層内の位置を把握するためにガンマ線や中性子検

層を利用することが勧められる 

－構造健全性 

➤ウェルヘッド、坑井安全システム、坑井配管及びサイトの運用状況、

漏えい、構造及びその他故障の検査 

➤ウェルヘッドの圧入圧力、圧入流量 

➤坑井圧力 

➤アニュラー圧力 

➤プラグされた坑井の漏えいの検査 

➤必要に応じ、地下の圧力あるいは温度、セメントボンド検層やケー

シングの検査のための検層といった地下の構造健全性検査の実施 

➤必要に応じ、貯留層上部あるいは下部への圧入ガスの位置を把握す

るためにガンマ線や中性子検層を利用することが勧められる 

・施設のライフタイムにわたって、貯留層の試験及びモニタリングを記録

すること 

・事業者はデータ収集、潜在的な脅威及び危険の特定、それら脅威に係る

事象発生の可能性の見積を含むリスク分析、各事象の結果の発生可能性

と潜在的な影響度、そのような事象の発生可能性と潜在的な影響を低減
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する予防・緩和・モニタリングプロセス、及びそれらプロセスの定期的

なレビューと再評価を含むリスクマネジメントプログラムを策定、実施

及び文書化すること 

・検査 

－安全保証のため現場の検査を行うこと 

－適切な検査の手続、頻度等を策定すること 

・ブローアウトのコンティンジェンシープランを策定すること 

カンザス州公益事

業委員会 

（The State 

Corporation 

Commission of the 

State of Kansas） 

GENERAL RULES 

AND REGULATIONS 

For the Conservation 

of Crude Oil and 

Natural Gas 

THE STATE 

CORPORATION 

COMMISSION OF 

THE STATE OF 

KANSAS 

2015 年 10 月 23 日 

※UGS に関する条

項（82-3-1003）に

ついては 2002 年

10 月 29 日に発効 

・カンザス州における原油・天然ガスの

保存のための規則と規制の内容を示し

た最新の文書 

・本規則・規制の中で、天然ガスの地下

孔隙圧入・貯蔵に関する要件（K.A.R. 

82-3-1000～1012）があり、その中で、

最大許容貯留層圧力を含む圧入に関す

る要件、坑井のケーシングに関する規

制等が記載されている 

・最大許容貯留層圧力 

－最大許容貯留層圧力は、貯留層のフラクチャー勾配で算出されるフラ

クチャー圧力の 75％を越えないものであること 

－算出方法は、ステップレートテストまたは当局が認める方法により有

資格者が算出 

－貯留層は、短時間でも算出されたフラクチャー圧力を越える操業圧力

の状態にならないこと 

－当局が、これよりも高い圧力を許可する場合あり（条件付与） 

・安全計画 

－安全計画は緊急対応の手続と規定を含むこと 

－計画は施設の安全上の特徴の変化または当局の要求に応じて更新 

・安全システム 

－漏えい検知器：居住地域、商業施設等の 300ft 以内の範囲にある全て

のガス貯蔵井に取り付け、かつ自動警報システムに統合 

－カンザス州規定に適合するように定期的に検査・テストを実施 

・モニタリングと報告 

－ウェルヘッド圧：常時記録、各ガス貯蔵井のウェルヘッド圧の情報を

委員会に報告 

－漏えい：圧力変化あるいは漏えい発生や消失を示すモニタリングデー

タの報告 

－ガスメータ：圧入・排出の総量の計測 

－ガス量：ガス量の情報を報告 

・検査 

－事業者は 12 ヶ月に 1 度施設の安全検査を行う 

－検査項目には、緊急遮断弁の動作、警報の動作、ウェルヘッドの接続

と機能、バルブ・アニュラス・ブローダウンの適切な開閉、制御室と

遠隔制御センターの正常動作、ウェルヘッド圧力のモニタリング、腐

食制御システムの機能、安全柵・バリア・安全装置・警報ランプの設

置・維持等が含まれる 

・地盤の初期圧力： 1psi/ft≒

22.6kPa/m 
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・承認 

－事業者は、州法に基づき規制機関に申請を行う。規制機関による事業

の認可の期間は 2 年を超過してはならない 

－申請項目は、事業者名、位置あるいはサイト名といった一般的な事項

のほか、貯留層と周辺地層の地質学的・水理学的評価結果、（キャッ

プロック等の）貯留層のガスの挙動を制限する層の評価が含まれる 

ミシシッピ州石

油・ガス諮問委員会 

（Mississippi 

State Oil and Gas 

Board） 

Statutes Rules of 

Procedure Statewide 

Rules and 

Regulations 

State Oil And Gas 

Board 

2014 年 8 月 1 日 ・ミシシッピ州の石油・ガス法における、

石油・ガスの管理に係る規則と規制を

示した最新の文書 

・この中で、天然ガスの地下貯留層圧入

と貯蔵に係る規則（Rule 63（地下圧

入全般）、Rule 64（岩塩層利用を対象）

及び Rule 67）があり、最大貯蔵圧力

の制限を含む圧入に関する要件、最

大・最小運用圧力等の要件等が規定さ

れている 

・最大許容静止貯留層圧力 

－貯留層のフラクチャー勾配で算出されるフラクチャー圧力の 75％を

越えないものであること 

－算出方法は、ステップレートテストまたは当局が認める方法により有

資格者が算出 

－貯留層は、短時間でも算出されたフラクチャー圧力を越える操業圧力

の状態にならないこと 

・安全の実践 

－適切な予備警報の掲示により、一般人が立ち退けるようにすること 

－圧入または排出を行う際は、運用の経験・訓練のある運転員が施設ま

たは他の監視施設に在席すること 

－火災、漏えい及びブローアウトが発生した場合は、事業者は州監督官

に電話で直ちに通知し、詳細を書面で通知すること 

・モニタリングと報告 

－圧入圧力、圧入流量、累積の圧入量をモニタリング 

－毎月の最大圧入圧力を報告 

－ガスまたは空気の圧入量・排出量を報告 

－毎月末のガスまたは空気の総量を報告 

－推定の貯蔵可能容量を報告 

－モニタリング記録は 3 年保持 

 

アラバマ州石油・ガ

ス諮問委員会 

（State Oil and 

Gas Board of 

Alabama） 

STATE OIL AND 

GAS BOARD OF 

ALABAMA STATE 

OIL AND GAS 

BOARD OF 

ALABAMA 

ADMINISTRATIVE 

CODE 

OIL AND GAS 

REPORT 

2014 年 1 月 

※UGS に関しては

2000 年に発効 

・アラバマ州の石油・ガス法における、

石油・ガスの管理に係る規則と規制を

示した最新の文書 

・この中で、天然ガスの地下貯留層圧入・

貯蔵に係る規則（400-5.）があり、最

大貯蔵圧力の制限を含む圧入に関する

要件、最大・最小運用圧力等の要件等

が規定されている 

・自動検知・警報システムは、生産シス

テムに係る規則（400-2-6-.10.）が適用

・最大許容静止貯留層圧力 

－貯留層のフラクチャー勾配で算出されるフラクチャー圧力の 75％を

越えないものであること 

－算出方法は、ステップレートテストまたは当局が認める方法により有

資格者が算出 

－貯留層圧力は、短時間でもフラクチャー圧力の 90％を越えないもので

あること 

・安全と環境 

－圧入または排出を行う際は、運用の経験・訓練のある運転員が施設ま

たは他の監視施設に在席すること 
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されている －火災、漏えい及びブローアウトが発生した場合は、事業者は州監督官

に電話で直ちに通知 

・自動検知・警報システム 

－火災及びガス検知システムが常時稼働していること 

－ガス検知システムは、ガスを取り扱う施設または装置を含むすべての

エリアに設置すること 

・坑井健全性試験 

－ガス貯蔵の前に、坑井健全性の試験を行うこと。健全性の確認は少な

くとも 5 年に 1 度行うこと 

－試験結果は 30 日以内に規制機関に報告すること 

・モニタリング記録は 3 年保持 

ペンシルバニア州

環境保護省 石

油・ガス管理局

（Pennsylvania 

Department of 

Environmental 

Protection, Office 

of Oil and Gas 

Management） 

The Pennsylvania  

Code （Chapter 78- 

Oil and Gas Wells,  

Subchapter H - 

Underground Gas 

Storage） 

1987 年 8 月 1 日 

（2016/11/7 閲覧） 

・Pennsylvania Code はペンシルバニア

州の規則・規制法典であり、その中で、

同州の石油・ガス法等の下に規定され

る石油・ガス坑井と天然ガスの地下貯

蔵に係る規則と規制が示されている 

・これらの規則・規制の一環として、天

然ガスの地下貯留層圧入等に係る規則

（Chapter 78, Subchapter H の

78.401～78.407）が存在し、最大貯蔵

圧力の制限を含む圧入に関する要件等

が規定されている 

・最大密閉坑口圧力は、貯留層の生産履歴における最大密閉坑口圧力以下

であること（これより高い圧力がキャップロック及び貯留層の試験によ

り確かめられた場合を除く。このより高い圧力の決定方法は、当局との

協議により決定） 

・最大貯留層圧力は、静水圧力勾配以下に制限（初期密閉坑口圧力、最大

生産密閉坑口圧力、または当局との協議による圧力が確かめられない場

合） 

・検査 

－事業者は、最低月 1 回、全ての貯蔵井及び監視井を検査し、結果を記

録すること。 

－検査は最低限、以下を含むこと 

➤ウェルヘッド圧または水位 

➤生産ケーシングのアニュラス流れまたはアニュラー圧 

➤坑井からガス流出があった場合、その証跡 

➤著しい腐食、さび、その他装置劣化の兆候があった場合、その証跡 

－1 日あたり 5000ft3を超過するガス漏えいの証跡があった場合、24 時

間以内に当局に報告すること。10 日以内に、実施または予定の対応、

問題の詳細を書面で報告すること。当局は、対応やデータに係る追加

の報告を要求することができる 

※・坑井の健全性試験に係るモニタリング項目はあるが、保安を目的とし

たモニタリング項目はない 

・安全システムに設営に係る項目はない 

 

テキサス州鉄道委

員会 石油・ガス局 

（Railroad 

Texas Administrative 

Code  

TITLE 16 

2012 年 7 月 2 日 生産貯留層または枯渇層への UGS に係

る規制 

・最大許容圧入圧力以上に貯留層圧力を上げる場合は、許認可変更の申請

を出さなければならない 

・以下の場合、勧告とヒアリングの後に許認可の変更、停止、取下げが発

・https://texreg.sos.state.tx.us/ 

public/readtac$ext.TacPage?sl

=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&



 

A-9 

 

国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

Commission of 

Texas, Oil and 

Gas Division) 

ECONOMIC 

REGULATION  

PART 1 RAILROAD 

COMMISSION OF 

TEXAS  

CHAPTER 3 OIL 

AND GAS DIVISION 

RULE §3.96 

Underground Storage 

of Gas in Productive 

or Depleted 

Reservoirs 

生する可能性がある 

－地下水汚染の発生の可能性がある場合 

－圧入物質の散逸あるいは散逸の可能性がある場合 等 

・前項と関係なく、生命あるいは財産への危険、あるいは炭化水素の廃棄、

制御できない炭化水素の散逸、地下水汚染の発生が見られる状況では、

委員会（Railroad Commission of Texas）あるいは代理人が許認可の即

時停止を行うことができる 

・UGS に求められる安全 

－漏えい検出器：居住地域等人間が活動する地域から 100 ヤード以内の

範囲にあるガス貯蔵井及び圧縮機を含む場所に取り付け及び定期的

な検査（7 ヶ月半を超過しない間隔で 1 年に 2 回） 

－警報システム：漏えい検出器は制御室及び全ての遠隔制御センターで

聴覚・視覚的に認知が可能な警報システムに組込まれること 

－緊急対応計画：委員会への安全計画の提出 

－安全訓練：事業者は、安全と緊急対応の訓練及び試験の計画を策定・

実施しなければならない。計画は、DOT（United States Department 

of Transportation）及び労働安全衛生局（Occupational Safety and 

Health Administration）の要求事項を満たすこと 

－ガス採取井の除外：天然ガス採取のみに用いられる坑井では、漏えい

検出器及び警報システムの設置についての条項は除外される 

・モニタリングと報告 

－ウェルヘッド圧：常時記録、連続した電気的モニタリング、各ガス貯

蔵井のウェルヘッド圧の情報を委員会に報告 

－ガスメータ：圧入・排出の総量の計測 

－漏えい：漏えいが発見された場合は即時口頭報告、5 営業日以内に文

書報告 

－ガス量：ガス量の情報を委員会に報告 

p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac

=&ti=16&pt=1&ch=3&rl=96 

（2016/10/06 閲覧） 

・Rule95 は岩塩層への液化炭化水

素の貯蔵に係る規制 

・Rule97 は岩塩層への天然ガス貯

蔵に係る規制 

Railroad Commission 

of Texas 

Injection/Disposal 

Well Permitting, 

Testing, and 

Monitoring Manual 

Chapter III - 

Standards and 

Procedures for Class 

2016 年 8 月 29 日 

（Web ページ更新

日） 

圧入または廃棄井の許認可、試験及びモ

ニタリングのマニュアルであり、クラス

Ⅱ坑井の標準と手続についての規定条項 

・キャップロック層のフラクチャー圧力を超えない圧力（原文では「圧入

による貯留層でき裂の発生が回避できると十分に保証できる圧力」）と

する 

・最大許容圧入圧力は、地表から貯留層の上部深度まで 1 フィートあたり

1/2psi を超えない圧力 

・http://www.rrc.state.tx.us/ 

oil-gas/publications-and-notice

s/manuals/injectiondisposal-w

ell-manual/chapter-iii/ 

（2016/10/06 閲覧） 

・1psi≒6896.6Pa≒

0.07033kgf/cm2 
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

II Wells 

カナダ カナダ規格協会 

（CSA（Canadian 

Standards 

Association）） 

CSA Z341 Series-14 

（Storage of 

hydrocarbons in 

underground 

formations） 

2014 年 8 月 ・カナダのいくつかの州政府は、メタン

ガスの地下貯蔵の設計、建設、運転、

保守管理等の基準は、CSA Z341

（Storage of Hydrocarbons in 

Underground Formations）に準拠し

ている 

・CSA Z341 Series-14 は 2014 年に更新

された、メタンガスの地下貯蔵の構成

に関する最新の規格で、貯留層貯蔵に

関するもの（CSA Z341.1.）と岩塩層

貯蔵に関するもの（CSA Z341.2）から

構成される。最大貯蔵圧力の制限、ガ

ス漏えい時の対応等について基準が示

されている 

・最大許容圧入圧力は次のいずれか。 

(a)貯留層の初期圧力 

(b)キャップロックのコアサンプルテストで示された貯留層の健全性を

損なわないような初期圧力よりも高い圧力。キャップロック層のフ

ラクチャー圧力の 80％以下であること。地域のフラクチャー圧力デ

ータがない場合、最大圧力は、当該貯留層の最上部までの深さ 1ｍに

つき 18.1 kPa を越えないものであること 

・インベントリのモニタリングと計測 

－事業者は、貯留層の炭化水素の量を特定する手順を開発及び実施する

こと。手順は以下を含む 

(a)貯留層に圧入あるいは貯留層から排出されたガス・液体の全ての炭

化水素を計測 

(b)以下の方法のいずれかにより、2 年に 1 回貯留層の物質インベント

リバランスを整備 

(i)シャットイン圧力の値 

(ii)貯留層の平均圧力 

(c)インベントリの齟齬の調査 

炭化水素の喪失あるいは増加による齟齬の疑いがある場合は、事業者

は UGS 全体のシステムの健全性と炭化水素の喪失あるいは移流の影

響を調査すること 

・緊急対応計画 

－事業者は炭化水素の漏えい事故、設備故障、自然災害及び第三者への

緊急事態のための緊急対応計画を策定すること 

－計画は以下を含む 

(a)カナダ協会規格(CSA-Z731)に則る 

(b)UGS 施設の安全制御と停止の手順 

(c)1 年に 1 度の試験と更新を行い、文書化の結果と記録は 5 年間保持 

(d)事業者が緊急対応計画に精通していることを示すプログラム 

・検査と試験 

－事業者は全ての設備の検査を 1 年に 1 度実施すること 

－安全弁の機能テストは 1 年に 2 度実施すること 

－地表ケーシング孔、全ウェルヘッドのガス漏えい・腐食・破損・非安

全な状態の検査を 3 ヶ月に 1 度実施すること 

－坑井の検査を運用 5 年以内に実施すること 

－腐食の検査を半年に 1 度行うこと 
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

－配管厚のモニタリング等によりウェルヘッド及び地表配管の侵食が

発見された場合は、1 年に 1 回ウェルヘッドと配管の侵食の検査を行

うこと  

欧州 欧州標準化委員会

（CEN（Comité 

Européen de 

Normalisation）） 

EN 1918-2: 2016 

（Gas supply systems 

- Underground gas 

storage - Part 2: 

Functional 

recommendations for 

storage in oil and gas 

fields） 

2016 年 3 月 

※内容は 1998年版

（EN1918-2:199

8）と同じ。 

・EN 1918 は、地下ガス貯留層の計画、

建設、管理等に関する機能上の推薦値

を示した EN 規格の英国版（英語版）

である。 EN1918-2 は、 EN 1918 の

中で、石油・ガス田について規定した

ものである 

・EU においては、EN 規格を使用する

ことが要求される 

＜EN1918-2：2016＞ 

・最大許容圧入圧力は、次の内の最も低い圧力値により制限 

－キャップロックのフラクチャー圧力 

－坑井の健全性に影響を与える圧力 

－キャップロックが受ける圧力にキャップロックの毛細管スレショー

ルド圧力を加えて計算される圧力（該当する場合） 

・安全 

－UGS 施設は考えられるリスクを運転員、公衆、環境及び施設の安全

を最低確保できるレベルに設計・建設・運用・保守・廃止されること 

－通常の安全規則や推奨に加え、ブローアウト及び漏えいのリスク・発

生を低減するための計測を行うこと。これら計測は、少なくとも地上

安全弁及び地下安全弁で実施されること 

・モニタリング 

－環境影響を制限するため、適切なモニタリングシステムを手順が適用

及び実施されること 

－モニタリングシステムは、運用時にガス成分、貯留層の健全性を確認

する機能を持つこと。機能として、貯留層圧力・アニュラー圧力・圧

入/排出ガス量・ガス成分・（可能な場合）飽和度のデータを収集でき

ること。必要ならば、観測井の設置及びモデリングを実施すること。

貯留層のふるまい、ガス成分の様子及び喪失が特定できること 

・検査 

－全ての坑井は、異常検知及び必要な計測のため定期的に検査を行うこ

と。アニュラス流体の維持の確認検査を適切な間隔で実施すること 

・坑井健全性の維持 

－坑井健全性維持計画の策定が推奨される。坑井のライフタイムにわた

って、流体の制御不能な漏えいリスクを低減する技術・運用・組織的

な解決策となり得る 

－ウェルヘッド、バルブ、プラグ、特に地下安全弁・地上マスターバル

ブ・圧力制御装置といった安全装置は、定期的に原位置あるいは適宜

試験室の試験を実施すること 

－チュービング、生産パッカー、セメントケーシング、セメンチングと

いった他の坑井バリアの健全性も定期的に評価すること。仕上げが撤

去されている場合は、最後のセメントケーシングの厚さ計測の実施で
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

良い 

EN 1918-1: 2016 

（Gas supply systems 

- Underground gas 

storage - Part 1: 

Functional 

recommendations for 

aquifers） 

2016 年 3 月 

※内容は 1998年版

（EN1918-1:199

8）と同じ。 

・EN 1918 は、地下ガス貯留層の計画、

建設、管理等に関する機能上の推薦値

を示した EN 規格の英国版（英語版）

である。 EN1918-1 は、 EN 1918 の

中で、帯水層について規定したもので

ある 

・EU においては、EN 規格を使用する

ことが要求される 

＜EN1918-1：2016＞ 

・最大許容圧入圧力は、Pmax,1 または Pmax,2 の低い値 

－Pmax,1＝XHmin 

ここで Pmax,1 最大圧力制限値（MPa） 

X 最大圧力勾配（MPa/m） 

Hmin：キャップロックの底部から計ったオーバーバーデン

の最少厚さ（m） 

－Pmax,2=Pw+CTP 

ここで Pmax,2 最大圧力制限値（MPa） 

Pw：貯留層のドームエリアのキャップロック底部におけ

る初期水圧（MPa） 

CTP：キャップロックの毛細管スレショールド圧力

（MPa） 

・キャップロックのある地点が中央部分よりも脆弱な場合には、モデリン

グを用いて、運転条件と最大運転圧力を考慮すべきゾーンを検討するこ

とが可能 

・モニタリング 

－環境影響を制限するため、適切なモニタリングシステムを手順が適用

及び実施されること 

－モニタリングシステムは、運用時にガス成分、貯留層の健全性を確認

する機能を持つこと。機能として、貯留層圧力・アニュラー圧力・圧

入/排出ガス量・ガス成分・（可能な場合）飽和度のデータを収集でき

ること。 

・検査 

－全ての坑井は、異常検知及び必要な計測のため定期的に検査を行うこ

と。アニュラス流体の維持の確認検査を適切な間隔で実施すること 

・坑井健全性の維持 

－坑井健全性維持計画の策定が推奨される。坑井のライフタイムにわた

って、流体の制御不能な漏えいリスクを低減する技術・運用・組織的

な解決策となり得る 

－ウェルヘッド、バルブ、プラグ、特に地下安全弁・地上マスターバル

ブ・圧力制御装置といった安全装置は、定期的に原位置あるいは適宜

試験室の試験を実施すること 

－チュービング、生産パッカー、セメントケーシング、セメンチングと

いった他の坑井バリアの健全性も定期的に評価すること。仕上げが撤
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

去されている場合は、最後のセメントケーシングの厚さ計測の実施で

良い 

ドイツ 独経済エネルギー

省（BMWi 

（Bundesminister

iums für 

Wirtschaft und 

Energie）） 

Bundesberggesetz 

（BBergG） 

1980 年 8 月 13 日 ・ドイツの UGS を含む鉱業全般に係る

基本法規 

・鉱物資源の探査、回収及び精製の実施

及び推進、事業者の事業及び作業員の

安全、第三者の生命・健康・財産への

危険の排除と不可抗力な損害への賠償

の促進を目的とする 

・事業者は 2 年を超過しない間に事業計画を規制機関に提出すること。事

業の継続が 2 年に達した時点で事業は中断され、規制機関が認めた場合

に中断の延期が認められる 

・承認の手続き 

－事業者は、事業の計画、延長、追加あるいは変更を事業開始前に提出

すること 

－規制機関の事業計画の承認の前に、他の公的機関や行政に影響を与え

るような運用が計画段階で予見される場合はそれらを考慮すること 

・事業計画が承認される要件は以下のとおり 

－事業計画に示された鉱物の探査あるいは精製に必要な全ての認証が

行われた場合 

－生命・健康・財産やと作業員と外部委託者の生命や健康保護を脅かす

危険に対する必要な予防策が講じられ、事業の遂行に係る労働安全・

衛生の規制に適合していること 

－公衆の利益が保護され、鉱物資源の損失が発生しないこと 

－個人の安全及び公共の交通手段の安全のための地表面の保護が確保

されていること 

－廃棄物が適切に使用あるいは処分されること 

－地表面の可用性を復元するための必要な準備手段が求められた範囲

で講じられていること 

－既に認可を受けた事業の安全を損なわないことを保証する十分な対

策が講じられていること 

－探査あるいは回収が有害な影響を及ぼさないこと 

※さらに大陸棚あるいは沿岸域の領域での運用の場合は、 

－船舶設備や信号の運用や機能が損なわれないこと 

－航路や空域の利用、海上輸送、漁業あるいは動植物に過度な害がない

こと 

－止むを得ない事態を除き、海洋学や他の科学調査及び海底ケーブルや

パイプラインの建設、維持あるいは運用が妨げられないこと 

－海洋への損害が可能な限り最小限に留められること 

 

ドイツ 州鉱山・エネルギ

ー・地質局（LBEG 

（Landesamt für 

Bergbau, Energie 

Bergverordnung für 

Tiefbohrungen, 

Untergrundspeicher 

und für die 

2006 年 9 月 20 日 ・連邦法の下に位置付けられ、天然ガス

の漏えい防止、施設のモニタリング実

施や現場監督者・作業員の資格等につ

いて定めた州の法規 

・事業者は以下の事象を速やかに規制機関に知らせること 

－作業員の死亡あるいは重症になる、あるいはその可能性がある場合 

－作業員、第三者あるいは事業者の生命及び健康が脅かされるおそれの

ある重大な事態 
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und Geologie） Gewinnung von 

Boden-schätzen durch 

Bohrungen im Land 

Niedersachsen 

（Tiefbohrverordnun

g - BVOT - ） 

※本調査ではニーダーザクセン州を

対象に調査を実施した 

・地表からの掘削を伴う、石油・天然ガ

ス・地熱・その他鉱物資源の探査及び

生産、水を除いた気体・液体・固体の

貯蔵、地層への廃棄のための施設の建

設及び運用に適用される 

➤爆発、出火、油・ガスの暴発、窃盗、危険物質あるいは水質危害物

質の大規模な漏えいや設備の損壊 

➤安全上重要な運用を妨害するもの 

➤プラントからの異常なな排出、水あるいは土壌の汚染 

➤爆発性物質あるいは放射性物質の取り扱いでの事故及び逸脱、及び

それら物質の喪失あるいは発見 

・試験 

－人員、試験期間及び試験対象の施設に係る最低要求事項を規制機関に

提示すること 

－事業者は、規制機関の確実な監督のための必要な作業員や装備を提供

し、所要費用を負担すること 

－適切あるいは専門性の高い人員による試験結果の書面証明が試験の

日程及び実施者とともに提示されること。記録は電子データの状態で

保存することも可。証明は第三者が追試を行うまで保持すること。こ

こで、証明はプラント廃止後であっても最低 3 年は保持すること。 

－事業者は、専門家あるいは責任者による試験の内容と範囲を特定する

こと。試験開始前に、試験を実施する専門家あるいは責任者へ、施設

の損壊あるいは欠陥を書面により報告する手続きを特定すること 

－試験中に発見された損壊あるいは欠陥は速やかに責任者に伝達する

こと 

－専門家による試験は責任者による試験に相互に代替される 

・専門家による認証 

－事業者は、本規制で求められている検査を、規制機関が認証した専門

家によって実施することができる 

－事業者が検査（文中で検査の種類が特定されている）を実施する場合、

検査官は以下のとおりであること 

➤適切な人格、専門性を有する 

➤検査を、独立して教唆なしに実施することができる 

➤検査について規制機関から認証を受けている 

－本規制の専門家は、他州の鉱山法に基づいて認証された専門家を含む

こと 

・安全施設 

－事故あるいは施設損壊発生時に環境への脅威を抑止することのでき

る施設の設置 

－施設は、落雷からの防護に必要な配置、設計及び使用が行われること 

－立ち入りを許可された者以外の施設の立ち入りは禁止。禁止事項は入
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

口でパネル掲示されること 

－施設が設置された運用サイトは、柵・壁あるいは他の同様のバリアで

第三者によって立ち入りが許可されていない者の侵入から護られ、無

人の守衛のいない入口は常時施錠されること。ただし、機械・装備あ

るいは物資の仮置きのための一時利用エリアについては対象外 

－運用サイト内であっても、周辺住民あるいは公共交通機関の安全確保

に必要な領域に施設を設置してはならない 

・運用時モニタリング 

－事業者は、リスクの特定・対策を確実に行うこと 

－運用中、明確な安全上の干渉を必要とした逸脱や他の安全上重要な計

測は最低 2年間記録を保持すること 

－運用中、異常時の監視要員を常に配置すること 

－遠隔モニタリング装置を設置して、安全のために常時観測すること。

データは可視化して、常時危険の可能性を検知すること 

－異常時には、監視員が遠隔制御装置でモニタリング坑井を閉塞できる

こと。異常時に、遠隔モニタリング坑井を自動閉塞するための安全回

路があること 

－他の補助運用あるいは関連施設が安全確保の勧告を受けた場合、前項

及び前々項が準用される 

・その他、他国語作業員、アルコール類の禁止、監督者・検査官の立ち入

り時の安全装備、廃止、ウェルヘッド、遮断装置、坑井孔、掘削等に係

る規定あり 

LBEG 規格 

（Merkblatt für die 

Bewertung von 

Untertage - 

Gasspeichern

（Porenspoicher）等） 

2007 年 5 月 ・LBEG が定めた、空隙貯留（枯渇油・

ガス田方式及び帯水層方式）の UGS

の事業申請を行う際に事業者が提出す

るべきデータ等を規定したもの 

・法的な拘束はないが、LBEG 規格に準

拠していない申請を LBEG は承認す

ることはない 

・事業者は最大許容圧入圧力を算出根拠とともに申請し、LBEG はヒアリ

ングやシミュレーション等を活用して審査を行う。最大許容圧入圧力

は、安全性確保の観点で総合的に決定する。事業者の申請値は初期圧力

以上であることが多いが、審査の結果、初期圧力に近づく場合が多い 

・主に、以下の項目の審査により決定 

－経験的なアプローチあるいは類似サイトからの準用 

－キャップロックの毛細管スレショールド圧力 

－貯留層のフラクチャー勾配 

－原位置ストレス試験結果/地層構造 

－坑井・設備の設計限界 等 

・モニタリング・保守活動 

－坑井の地表近くの圧力、地下の圧力、ガスの検出、温度のモニタリン

グ、ヒストリカルデータとシミュレーション結果との比較、セメンチ

ングの定期検査、ケーシング外側領域の可視化、ケーシングの肉厚測
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

定（腐食や侵食の発生の有無）。なお、ケーシング外側領域の可視化

は、設営後 1 回のみ弾性波を用いて実施する場合が多い。漏えいの監

視は常時圧力モニタリングによって行っており、異常が検出された場

合は LBEG への報告が義務付けられている 

－自主的なモニタリング活動の一つに地表面の隆起/沈降の測定があり、

法的規制はないが、地域によっては監督機関により要請されている 

・検査・報告 

－モニタリングの実施状況や設備・技術に係る規格の準拠等の検査を第

三者認証機関に行わせ、1 年に 1 回結果を報告 

－陸域施設の坑井健全性の検査は事業者と LBEG が共同で行う 

－また、事業者は自主的に別途保安のための検査をすることがある 

・保安対策 

－リスクマネジメントの責任者、緊急時対応計画及びガス漏えいシナリ

オ等を示した安全レポートをの 1 年に 1 回提出。LBEG は現地検査現

場検証を 1 年に 1 回実施 

－火災発生時には、事業者は消火活動を行う義務があり、事業者間で設

備の整備・共有・定期的な訓練を実施 

社団法人天然ガ

ス・石油・地熱連邦

協会（（BVEG）

Bundesverband 

Erdgas, Erdöl und 

Geoenergie e.V.） 

Bohrlochkontrolle. 

Bohren, Workover, 

Well Intervention 

2015 年 9 月 ・坑井コントロールに係るガイドライン 

・BVEG に加盟している事業者は準拠し

なければならない 

・UGS 坑井は漏えい防止を目的とした二重バリア及びチュービングには

安全弁の設置が必須 

・安全弁は地下あるいは地表近くに 1 個設置。古いものは地下に設置され、

2006 年以降では地表近くに設置することになっている 
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表 A.2 米国、カナダ、欧州の国/州の主に最大許容圧入圧力に係る規制（Aliso Canyon の天然ガス漏えい事故前後で法規制の改正等の実施あるいは動向があるもの） 

国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

米国 米運輸省パイプラ

イン・有害物質安全

庁（DOT PHMSA

（Pipeline and 

Hazardous 

Materials Safety 

Administration）） 

Pipeline Safety: Safe 

Operations of 

Underground Storage 

Facilities for Natural 

Gas 

（Advisory Bulletin : 

ADB-2016-02 

Document Citation: 

81 FR 6334 

Page: 6334-6336 

Docket No.: 

PHMSA-2016-0016） 

2016 年 2 月 5 日 ・UGS 施設を保有・運用している事業者

への、49 CFR part192 の規定に基づ

く、公衆・運転員の安全の確保と環境

保護のための貯蔵施設の健全性の確認

の勧告（Advisory Bulletin） 

・事業者は、運用を見直し、配管・チュービング・ケーシング・バルブ及

び関連施設の劣化、化学的・構造的破損あるいはその他材料欠損に起因

する施設からの漏えいや故障の可能性の特定、シャットオフ及び隔離シ

ステムの場所と運用の見直し、必要に応じ緊急時の避難計画の見直しと

修正を行うこと 

・安全プログラムを開発・履行・更新するに当たり、API RP 1170、API RP 

1171 及び IOGCC 標準を適用することを推奨 

※API RP 1170 及び IOGCC 標準は岩塩層方式が対象の民間規格 

・運転・保守（O&M）の手順及び手続は、最低 1 年に 1 回見直し及び更

新を行うこと。O&M 手順及び手続は、データ収集・集約、リスク評価、

モニタリング、運転の制限、影響緩和措置及び公衆安全等に影響を及ぼ

す可能性のある地下貯蔵施設の前兆の記録を含むこと 

・事業者の活動は、最低、次の事項を含むこと。 

－圧入圧力が、貯留層・坑井・ウェルヘッド・配管・ケーシング・チュ

ービング・その他施設の設計圧力限界値を超えないことを確認し文書

化すること 

－全ての坑井のアニュラー圧を測定・記録し、アニュラーガスあるいは

液の存在をモニタリングすること 

－運転中でも、地下貯蔵施設で使用される坑井・配管・装置の構造的健

全性を確認・実証し、評価を行うこと。健全性の確認・実証には少な

くとも、最大運用圧力（圧入、排出、最大運転圧力、最大撃圧）等を

含む 

－腐食モニタリングと健全性評価のプログラムを実施すること 

➤ケーシング及びチューブラーの評価と腐食や化学的・構造的破損に

よる欠陥の特定 

➤生産井の流体・固体による腐食の可能性（運転圧力の衝撃の影響も

含む） 等 

－地下貯蔵施設の運用に付随する潜在的な脅威及びハザードの特定 

➤リスク評価 

➤影響回避及び緩和措置の策定と実施のためのリスクの順位付け 

➤リスク評価と影響回避及び緩和措置の決定根拠の文書化 

➤データのフィードバックと妥当性を示すこと 

➤リスク評価の定期的・定例的な見直しを行い情報の更新を実施し、

リスクマネジメントの効果の妥当性を評価 

－貯留層あるいは岩塩層の健全性の運用中の確認と実証ために、事業者

 



 

A-18 

 

国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

は適切なモニタリング技術（圧力等）を使用すること 

－公衆への緊急対応通知を規定した緊急時手続 

－坑井のライフタイムにわたって、プロセス・手続・評価・影響緩和措

置の記録を保持すること 等 

米国政府 

（the Senate and 

House of 

Representatives 

of the United 

States of America 

in Congress） 

Protecting our 

Infrastructure of 

Pipelines and 

Enhancing Safety Act 

of 2016（the PIPES 

Act of 2016） 

SEC.12.UNDERGRO

UND GAS STORAGE 

FACILITIES 

2016 年 6 月 22 日 ・パイプラインインフラの保護と安全推

進について規定した連邦法 

・SEC.12 は、US CodeTitle49 

Transportation に UGS 施設に係る規

定を「§60141.Standards for 

underground natural gas storage 

facilities」として追記する内容 

・最低安全基準 

－PIPES Act of 2016 施行後 2 年以内に the Secretary of 

Transportation（運輸長官）は UGS 施設の最低安全基準を発行しな

ければならない 

・検討 

－安全基準の策定では、運輸長官は現実的な範囲内で以下を検討しなけ

ればならない 

➤運用、環境保護及び UGS 施設の管理維持のコンセンサス規格

（consensus standards） 

➤個人顧客への影響 

➤エンドユーザーへの顕著な経済的影響がないこと 

➤Aliso Canyon 天然ガス漏えい事故タスクフォースの設置 

・連邦・州の協力 

－運輸長官は、UGS 施設の管理が同じ方法で実施されるよう州の監督

機関に参加する権限を付与することができる 

・プリエンプション 

－州の監督機関は、追加あるいはより厳格な安全基準が最低安全基準に

適合する場合、当該基準を UGS 施設に適用することができる 

・その他、UGS 施設の利用料等について US Code Title49 への追記内容

（§60302.User fees for underground natural gas storage facilities）が

規定されている 

 

米エネルギー省

（DOE） 

米運輸省パイプラ

イン・有害物質安全

庁（DOT PHMSA） 

Ensuring Safe and 

Reliable Underground 

Natural Gas Storage 

2016 年 10 月 18 日 Aliso Canyon のガス漏えい事故を受け、

2016 年 4 月に設置した天然ガス貯蔵安

全の省庁間タスクフォース

（Interagency Task Force on Natural 

Gas Storage Safety）による事業者、州、

自治体首長及びその他ステークホルダー

とのワークショップの開催を通じて、得

られた知見を取りまとめた最終報告書 

・坑井健全性に係る推奨 

＜坑井健全性の確保＞ 

－UGS 坑井の一箇所のみの破損（single-point-failure）によって漏えい

や制御不能な流れが発生しないよう設計すること。事業者は、リスク

マネジメント計画を策定し、安全な運用圧力を維持すること。リスク

マネジメント計画には、厳格なモニタリングプログラム、坑井健全性

評価、漏えい調査、構造健全性試験、保守的な評価間隔の設定及び前

述のような設計ではない坑井を除外する計画を含むこと。新しい坑井

は予め二重バリアを有するよう設計すること 

－全ての事業者は、坑井インベントリ（well in inventory）の現状の厳

格な評価に着手すること。これは、坑井の体系的な評価及び API RP 
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

1170 及び API RP 1171 の適用を推奨した PHMSA の勧告

ADB-2016-02 と整合する。評価は、次の項目を含むこと：(1) 構造的

健全性に係る全ての入手可能な坑井の記録の編集と標準化、(2) 漏え

い調査、セメントボンド検層及び腐食の評価を含む健全性試験プログ

ラム、(3) リスクマネジメント計画の文書化、(4) 新規坑井のケーシ

ングとチュービングの設計標準の確立、(5) 既存のケーシングとチュ

ービングの安全運用圧力の確立 

－モニタリング、検層及び構造健全性試験は、坑井健全性を脅かすリス

クの低減のため最優先としなければならない。漏えいのモニタリン

グ、検層の対象として、ケーシング－チュービング間のアニュラー圧、

音波及び温度の検層、試験対象としてケーシング厚さの検査等を挙げ

ている 

－坑井健全性試験は、貯蔵健全性や人身へのリスクを含めたトータルの

リスクを最小化することを目的に実施すること 

－坑井健全性試験は、単一の診断方法に依存せず、複数の方法を採用す

ること。温度、音波の検層、ケーシング腐食の評価、セメントボンド

検層、ケーシングの時系列評価、圧力試験、等の方法を複数組込むこ

とを推奨している 

－事業者は坑井及び危険ガスを扱うインフラのモニタリングを継続し

て展開すること。アニュラー圧、チュービング圧、地表漏えい検知を

モニタリング対象として挙げている。モニタリングネットワークがリ

アルタイム制御システムに直結している場合は、リスク評価の一環と

してサイバーセキュリティへのリスクの特定を推奨している 

＜リスクマネジメントの推奨＞ 

－リスクマネジメント計画は包括的な内容とし、かつ定期的に見直しを

行うこと 

－事業者は、リスクマネジメント計画の中で、より完全かつ標準化され

た記録管理システムを設置すること。記録対象のデータとして、詳細

な坑井仕上げ図（ケーシング強度、チュービング強度、ケーシング厚

さ、カップリングタイプ表）、最大・最少許容運用圧力、安全弁の配

置及び試験結果、最大圧入・排出レート、貯留層深度、坑井メンテナ

ンス記録、破損事故、坑井の使途（圧入、排出、観測）、流量あるい

は容量を挙げ、ワーキングガス量・クッションガス量の定期的な報告

が指示されている 

－事業者は、連邦の最低安全基準発効後 1 年以内にリスクマネジメント

移行計画を策定・実施すること 
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

－事業者及び規制当局は広範囲のリスク要因を考慮すること。考慮する

べきこととして、将来起きうる及び過去の事象（地質学的要因、ガス

貯蔵施設に係る高い人口密度地域の接近状況の変化、気象状況に応じ

た現場運用と緊急対応）、手順・訓練時の人的要因を挙げており、UGS

のリスク低減に資する人的要因の原則を検討するガイダンスの作成

を行うことが指示されている 

＜調査及びデータ収集の推奨＞ 

－DOE及びDOTは坑内安全弁及びケーシング厚さ評価手法の共同研究

を実施すること 

－DOE、産業及びその他のステークホルダーは、坑井の挙動を解析する

シミュレーションコードの検証を行うこと 

－UGS 施設周辺のデータを収集すること。例として、貯蔵領域全域の

地質情報、現地踏査結果、人口密度の高い地域及び土地利用の情報等

を挙げており、規制当局と PHMSA による協力を推奨している 

＜規制の速やかな行動＞ 

－PHMSA は、API RP 1170 及び 1171 を 49 CFR Part192 の規定に反

映することを考慮すること。 

Interim Final Rule 2017 年 1 月 18 日 ・UGS を対象とした規制 

・坑井地下施設、チュービング及びケー

シングの安全性確保を目的 

・2016 年 6 月 22 日に発効された The 

Pipes Act 2016 に対応する形で策定 

・2017 年 7 月 18 日後に建設された UGS 施設は API RP 1171 に全面的に

則ること 

・2017 年 7 月 18 日以前に建設された UGS 施設は、API RP 1171 の一部

項目（運用、保守、健全性の試験・確認、モニタリング、脅威及びハザ

ードの特定・評価・除去・サイト安全・緊急対応・準備、及び記録保持

の要求と推奨）に則ること 

・今後 2018 年 1 月 19 日までの 1

年間で事業者は IFRへの対応を

行う 

・IFR は定量的な規制の設定はな

く最低基準である。その上で、

各州が最低基準に追加する形で

より厳格な規制を設定する。こ

れは、各サイトのガスネットワ

ークに対し最適な規制を設定す

ることを可能とすることを目的

としている 

カリフォルニア州

環境保全省 石

油・ガス・地熱局 

（DOGGR

（California 

Department of 

Conservation, 

Division of Oil, 

NOTICE OF 

PROPOSED 

EMERGENCY 

RULEMAKING 

ACTION 

REGARDING TITLE 

14. NATURAL 

RESOURCES 

2016 年 1 月 15 日 州規制修正案の公衆への通知 ・Aliso Canyon 天然ガス貯蔵施設でのガス漏えい事故を踏まえて、6 項目

の義務化を行うもの。 

－プロジェクトデータの要求 

－貯留層の最少最大圧力 

－ガスのモニタリング 

－バルブの試験 

－ウェルヘッド及びパイプラインの検査 

－リスクマネジメント計画 
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

Gas & 

Geothermal 

Resources）) 

DIVISION 2. 

DEPARTMENT OF 

CONSERVATION 

CHAPTER 4. 

DIVISION OF OIL, 

GAS AND 

GEOTHERMAL 

RESOURCES 

SUBCHAPTER 1. 

ONSHORE WELL 

REGULATIONS 

California Statutes 

and Regulations for 

Conservation of Oil, 

Gas, & Geothermal 

Resources 

Chapter 4. 

Development, 

Regulation, and 

Conservation of Oil 

and Gas Resources 

Subchapter 1. 

Onshore Well 

Regulations 

Article 3. 

Requirements 

§1724.6. Approval of 

Underground 

Injection and 

Disposal Projects 

§1724.9. 

Underground Gas 

Storage Projects 

§1724.10. Filing, 

Notification, 

Operating and 

2016 年 4 月 石油・ガス坑井に係る規制における地下

圧入プロジェクトへの要求事項を規定し

た現行州規制法典 

・最大許容圧入圧力はステップレートテストにより決定される 

－最大許容圧入圧力は、以下の圧力のうち小さい圧力とすること 

(a) 貯留層のフラクチャー圧力 

(b) 計画圧入圧力 

－ただし、(b)で明らかに運用できると判断できる場合は、ステップレー

トテストを省略することができる 

・モニタリング 

－アニュラー圧 

－アニュラー流量 

－累積の圧入量 

・報告 

－毎月の圧入圧力の最大値を報告 

－ガスまたは空気の圧入量・排出量を報告 

－毎月末のガスまたは空気の総量を報告 

－推定の貯蔵可能容量を報告 

・リスクマネジメント計画 

－事業者は UGS プロジェクトごとにリスクマネジメント計画を

DOGGR に提出し審査及び承認を受ける必要がある 

－リスクマネジメント計画は、坑井と貯留層に潜在する脅威と危険を特

定すること。具体的には、各脅威の潜在する影響度及び発生可能性の

見込みに基づくリスク評価、リスクを緩和するための回避手順及びモ

ニタリング手順の特定、リスク評価と回避手順の定期検査と再評価の

明確化を行うこと 

・(a)について、原文では「the 

pressure required to fracture 

the injection zone」とあり、貯

留層のフラクチャー圧力と同義

とした。なお、「injection zone」

は原文で、「portion of the 

receiving formation that has 

received, is receiving,or is 

expected to receive, over the 

lifetime of the well, waste fluid 

from the injection well」（圧入

井のライフタイムにわたって、

圧入井からの圧入流体を受けて

きた、受けている、あるいは将

来受けると考えられる地層の部

分）と定義されている。 

・ステップレートテストの省略に

ついて、原文では、「The 

appropriate district office shall 

be notified prior to conducting 

the test so that it may be 

witnessed by a Division 

inspector. The district deputy 

may waive or modify the 

requirement for a step-rate 
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

Testing Requirements 

for Underground 

Injection Projects 

test if he or she determines 

that surface injection pressure 

for a particular well will be 

maintained considerably 

below the estimated pressure 

required to fracture the zone 

of injection」（テストに先立ち、

DOGGR 調査官の監視を受ける

ことができるよう、適切な所管

事務局を通知しなければならな

い。所管の代理人は、ある坑井

での圧入圧力が、圧入領域を破

砕するのに必要な圧力以下で明

らかに維持できると判断した場

合、ステップレートテストへの

要求を破棄あるいは変更可能）

と記載されている 
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

DISCUSSION 

DRAFT 

CALIFORNIA CODE 

OF REGULATIONS, 

TITLE 14 CHAPTER 

4.  DEVELOPMENT, 

REGULATION, AND 

CONSERVATION OF 

OIL AND GAS 

RESOURCES 

Subchapter 1. 

Onshore Well 

Regulations 

NEW ARTICLE 

ADDED: Article 4.  

Requirements for 

Underground Gas 

Storage Projects 

2016 年 8 月 パブリックコメント募集用の UGS プロ

ジェクトへの要求事項を規定した州規制

修正案 

・UGS プロジェクトの承認 

－UGS プロジェクトの一環として圧入を実施する前に、DOGGR から

のプロジェクト承認通知を得なければならない 

－DOGGR はプロジェクト承認通知の条項の準拠状況を確認するため

に、UGS プロジェクトを審査し、また DOGGR は、条項遵守により

生命・健康・財産・天然資源への脅威となることを回避できているか

定期的に審査を行う 

－DOGGR が UGS プロジェクトの運用が準拠事項に適合しておらず、

生命・健康・財産あるいは天然資源への脅威となる可能性があると認

めた場合は、安全な範囲で可能な限り速やかに運用を停止する旨を書

面通知する 

・リスクマネジメント計画 

－坑井と貯留層のみならず生命・健康・財産・天然資源に潜在する脅威

と危険を特定する必要がある 

・データ要求 

－事業者は UGS プロジェクトごとに、貯蔵ガスが承認した圧入領域に

留まることや UGS プロジェクトが生命・健康・財産・天然資源の破

壊を引き起こさないことを示したデータ、分析結果及び説明を提出す

る必要がある 

－提出データに、圧入方法、最大及び最少の貯留層圧力及び最大許容圧

入圧力の計算結果が含まれる。最大許容圧入圧力は、貯留層、キャッ

プロック、坑井、ウェルヘッド、配管及び関連施設の設計圧力限界を

超過しない値であり、最少貯留層圧力は、運用圧力の履歴の最小値及

び貯留層の地盤力学的な可能性を考慮に入れる 

・モニタリング要求 

－貯留層圧力 

－こぼれ出し点周辺、帯水層内及びキャップロック上部に観測井を設営

し、ガスの出現や移動を監視 

－炭化水素の生産や廃棄のオフセットとして発生した妥当でない流れ

や圧力変化の監視 

－事業者は、DOGGR 承認済みの漏えい検査と発見の実施要項を着実に

遂行しなければならない。実施要項は、ウェルヘッド、パイプライン

及び各坑井のウェルヘッドを中心とした 100 フィート円内を対象と

する 

・2018 年 1 月発効の見込み 
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国 規制機関等 法令等 発効日/更新日 概要・体系等 規制内容 備考 

イリノイ州天然資

源省 石油・ガス資

源管理局 

（DNR（Illinois 

Department of 

Natural 

Resources, The 

Office of Oil and 

Gas Resource 

Management）） 

Illinois Oil and Gas 

Act (225 ILCS 

725/19.1) 

1995 年 8 月 4 日 UGS フィールドからガスの地上漏えい

があった場合の対処を定めたもの 

・DNR が UGS のための掘削・圧入等を行う坑井から地表・淡水層への有

毒物質混入の発生を発見した場合は、DNR は適切なプラグ、再プラグ、

浄化のための改善を命令することができる 

・DNR が公衆衛生・安全、著しい環境破壊や財産破損を引き起こす危険

がある状態、活動あるいは法令違反を認めた場合、DNR が認めた従業

員あるいは代理人が運用の中止を命令することができる 

http://www.ilga.gov/legislation/il

cs/ilcs3.asp?ActID=1391&ChapA

ct=225%ef%bf%bdILCS%ef%bf%

bd725/ 

（2016/10/05 閲覧） 

62 Ill. Adm. Code 240 

(Oil and Gas Rules 

and Regulations) 

SUBPART C: 

PERMIT 

APPLICATION 

PROCEDURES FOR 

CLASS II UIC 

WELLS 

2016 年 9 月 1 日 

（下線部分） 

2011 年 7 月 26 日 

（下線以外の部分） 

圧入、廃棄及び産業廃棄を行うクラスⅡ

地下圧入制御井についての規定条項 

・最大許容圧入圧力は以下の式により算出 

MIP = (.80 – (.433×SG))×D – 14.7 

MIP：最大許容圧入圧力 (PSI)（maximum allowable injection 

pressure） 

SG：圧入物質の比重（specific gravity of the injection fluid） 

D：最大厚さを有する貯留層の上部深度(ft.)（depth of the top of the 

upper most injection interval） 

・上式で算出される最大許容圧入圧力を超える圧入を行う場合、最大圧入

圧力が貯留層あるいは上部層のき裂を誘発/進展せず、圧入物質の貯留層

への隔離の維持を示す直近の情報を提出しなければならない 

・提出する情報は以下を含むが情報は以下に限定されるものではない 

A) 圧入井の貯留層、あるいは圧入井の 1 マイル以内に位置する圧入井

の同じ層または層位的に高い位置にある層の作業伝票及び圧力チャ

ート（の写し）がシャットイン圧（Instantaneous Shut-In Pressure

（ISIP））であることを示すこと。圧入物質の比重が実際の圧入物質

より重い場合、最大圧入圧力は地表における ISIP より 10%少なくな

ければならない。その場合は、貯留層における ISIP も測定すること 

B) 圧入井の貯留層、あるいは圧入井の 1 マイル以内に位置する圧入井

の同じ層または層位的に高い位置にある層のステップレートテスト

の結果（作業伝票及びチャート両方）。試験中にフラクチャー圧を超

過あるいはき裂が開いた場合は、最大圧入圧力は地表における ISIP

より 10%少なくなければならない。フラクチャー圧を超過せずある

いはき裂も開いていない場合は、最大圧入圧力は試験中に記録され

た最も高いステップ圧力でなければならない 

※ステップレートが含むべき条件も付記されている。 

・DNR が前項にて提出された情報が受領不可と判断した場合は、不備通

知書を発行する。対応が適時に実施されない場合あるいは対応が不十分

である場合は、最大圧入圧力は前述の式で算出されたものとすること 

https://www.dnr.illinois.gov/adru

les/documents/62-240.pdf 

（2016/10/05 閲覧） 

 



（様式２）

頁 図表番号
4 図 1.2　

8 図 2.1　

9 図 2.2　

10 図 2.3　

11 図 2.4　

13 表 2.1　

16 表 2.3　

30 図 3.3　

34 図 3.5　

35 表 3.5　

65 表 4.2　

68 表 4.3　

70 表 4.4　

73 表 4.5　

74 表 4.6　

76 図 4.1　

78 図 4.2　

78 表 4.7　

79 図 4.3　

80 図 4.4　

81 図 4.5　

86 図 5.3　

87 図 5.4　

87 図 5.5　

88 図 5.6　

88 図 5.7　

89 図 5.8　

90 図 5.9　

90 表 5.1　

93 図 5.11　

93 図 5.12　

94 図 5.13　

97 図 5.17　

97 図 5.18　

98 表 5.2　

101 図 5.19　

タイトル
本調査の内容

世界の天然ガス地下貯蔵の実施状況（2012年）

世界の天然ガス地下貯蔵方式の内訳（2012年）

初期圧力に対する最大貯蔵圧力の比率（2003年）
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二次利用不可リスト

委託事業名：平成２８年度石油精製業保安対策事業
　　　　　　　（天然ガス等地下圧入保安調査）
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　　　　　　　（天然ガス等地下圧入保安調査）調査報告書

受注事業者名：みずほ情報総研株式会社

アイスリング構造

トップキルによりガスの噴出孔が拡大し生成されたクレーター

Aliso Canyon天然ガス貯蔵施設の事故前後の経緯

リリーフ井のイメージ

Aliso Canyonの天然ガスの地表面漏えい量

トップキル失敗のシナリオ
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世界のUGS1サイトあたりの平均坑井数

貯留層シミュレーションによるCO2挙動の予測

UGS施設の坑井健全性確保のための推奨事項

超音波可視化ツール（USIT）を用いたセメンチングの可視化の例

新たに導入した圧縮機の諸元

圧力の時系列変化に関する実測値（点）とシミュレーション（実線）の比較

圧入ガス体積と流動坑底圧力の関係のシミュレーション

貯留層及び坑井配置のモデル

枯渇油・ガス田における天然ガス漏えい発生確率

LNGパイロットプラント鳥瞰図

LNGパイロットプラント貯槽

LNGパイロットプラントの構成図

Hájeにおける天然ガス地下貯蔵の概念図

豪州Silver Springs-Renlimのサイト

Aliso Canyon天然ガス貯蔵施設及び坑井SS25の位置

1サイトあたりの平均ワーキングガス量（2012年）
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