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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圧入して

いる。 

こうした中、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、「天然ガス地下貯蔵」を「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」とされ、本年６

月に開催された資源・燃料分科会においても、「事業者のニーズや具体的なビジネスプラン

を踏まえ、法的な位置づけや必要な支援策などの検討を進めるべき」とされた。 

こうした動向を受け、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、経済産業省は「平成２

８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）」（以下、特に断りのない限

り、本事業を通して「２８年度調査」という。）を実施し、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の調査を実施した。 

本調査においては、２８年度調査の結果を踏まえつつ、同調査報告書1において挙げられ

た課題を中心に調査を行い、その結果に基づき保安上の課題を整理することを目的とする。 

 

1.2 調査内容 

(1) 国外の規制動向等の調査 

 米国及びドイツを対象とし、天然ガス等の地下貯蔵に係る規制制度を有する国外の規

制に関して、規制動向（法令の内容、官民の役割分担及び許認可に必要な手続等）につ

いての文献調査を行い、文献で不明な点については現地調査を行う。 

 具体的には、連邦法、州法及び民間規格のUGS固有の規制内容に係る最新情報を把握

する。特に、米国カリフォルニア州法は現在改正内容について審議中であるため、今後

の審議予定、発効予定等も把握する。 

 また、各国規制機関以外の UGS事業に係るプレーヤー（業界団体、事業者、第三者認

                                                   
1 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）調査報告書

（2017.3.24） 
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証機関等）を把握し、各役割分担の実態を調査する。特に、米国については業界団体の

役割、ドイツについては最大圧入圧力の評価方法の詳細について調査を行う。さらに、

各国の UGSに係る規制体系（環境汚染（大気、地下水）、労働衛生、高圧ガス設備、消

防等）を調査する。 

 その他、調査の過程で重要と判明した国・地域・調査項目があった場合、調査対象とし

て追加する。 

 

(2) 国外の天然ガス地下貯蔵に係る漏えい事例の調査 

 平成２７年１０月に米国Aliso Canyonで発生した圧貯していた天然ガスの漏えい事例

（以下、「Aliso Canyon漏えい事例」という。）の原因、その後の対策等（事業者の対

策の他、国・州の対応を含む）に関して、文献調査及び関係者へのインタビュー調査を

行う。 

 具体的には、Aliso Canyon 漏えい事例発生後の原因調査と調査結果に基づく対策等の

動向について文献調査を行い、非公開あるいは結論のみで背景や考え方や経緯等につ

いて詳細な説明がない事項について、関係する規制機関・行政機関・事業者等を対象に

インタビュー調査を行う。 

 その他、２８年度調査の調査報告書 1に含まれていない事例で参考となる事例、例えば

地下に流体を圧入する事業全般における類似の事例があれば追加する。 

 

(3) 国内の関連する保安規制の整理 

 ２８年度調査、(1)及び(2)の調査結果を踏まえ、我が国で天然ガス等地下貯蔵を実施す

る際に課せられている規制について、現状と今後の課題を整理する。 

 具体的には、国内外の UGSの規制項目、並びに国内法の規制内容を整理し、国内関連

規制法において規定されていない項目あるいは国外の規制法と比べて内容が不十分と

思われる規定を分析・把握する。 

 国内法の規制内容の整理では、国内のUGS事業のみならず、液化天然ガス貯蔵事業あ

るいは国内の類似事業の先行事例である二酸化炭素地中貯留（以下、「CCS」という。）

や地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄に関する事業に対する保安規制法及び規制項

目について調査する。さらに、将来 UGSに圧貯する可能性がある気化した液化天然ガ

スは高圧ガス保安法またはガス事業法が適用されていることから、今後UGSに適用可

能性のある国内規制法を列挙し規制体系、項目及び内容について把握する。 

 

(4) 委員会の設置 

 本調査及び取りまとめにあたっては、本調査分野に関して高度な知見を有する学識

経験者・関係団体（又は関係企業）から成る委員会（委員 6名程度）を設置、運営し

（開催回数 3回程度）、委員会による審議等を踏まえて実施することとする。 

 

図 1.1に本調査の概要をそれぞれ示す。 
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図 1.1 本調査の概要 
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1.3 調査対象 

本調査の目的は、国内 UGSの保安上の課題等を整理することにある。一般的な UGS 方

式として、①枯渇油・ガス田方式、②帯水層方式、③岩塩層方式、の 3種類があるが、日本

には岩塩層が存在しない。このため、③岩塩層方式は国内UGSとして実施可能性がないこ

とから調査・検討の対象外とする。また、国内外において事例が少なく、保安上の課題の整

理において規制や技術の面で多くの検討を要する事業（例えば、岩盤を用いた LNG地下貯

蔵等）についても調査・検討の対象外とする。本事業で調査・検討の対象とする事業は、国

内 UGSとして実施可能性がある①枯渇油・ガス田方式、②帯水層方式とする。 

また、各調査においては、他の石油・天然ガス事業と共通する事項・内容を除いた、UGS

固有の事項・内容に着目する。 

図 1.2に一般的な天然ガスインフラと本調査の対象を示す。 
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図 1.2 本調査の範囲 
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1.4 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 

  

経済産業省 

産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付 

 

天然ガス等地下圧入保安調査委員会 

みずほ情報総研株式会社 
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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 

 杉山 広巳 国際石油開発帝石株式会社 技術本部 技術企画ユニット 

シニアコーディネーター 

 中川 裕幸 石油資源開発株式会社 国内事業本部 探鉱開発部  

貯留層管理グループ長 

 松井 豊 ＪＸ石油開発株式会社 第 2事業本部 技術 2部 副部長 

 



 

8 

 

1.5 世界の天然ガス地下貯蔵の実施動向 

世界の天然ガス地下貯蔵の実施状況（ワーキングガス総量）を図 1.4に示す。世界で 672

施設が稼働し、ワーキングガス総量は 4,241億㎥（2016年）である。 

世界のワーキングガス総量のうち約 92%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 1.5に示すように、枯渇油・ガス田方式が 80%、帯水層方式が 12%、

岩塩層方式が 8%となっている（2016年）。 

図 1.6 に世界のワーキングガス総量の推移を示す（1970～2016 年）。ワーキングガス総

量は 2010年を境に顕著に増加の傾向を示しており（約 740億㎥、+21%）、欧州の増加量が

多い（約 190 億㎥）。しかし、欧州は 2015 年までは増加傾向にあったが 2016 年には減少

傾向に転じている。他地域のワーキングガス総量は継続して増加傾向にあり、特にアジア・

オセアニア及び中東は高い増加割合を示している。アジア・オセアニアの中では、中国（2012

年：39.7 億㎥、2016 年：143 億㎥）、オーストラリア（2012 年：16.1 億㎥、2016 年：61

億㎥）、中東ではイラン（2012年：14.3億㎥、2016年：66億㎥）が高い増加割合を示して

いる。 

図 1.1 図 1.2 図 1.3 

 

図 1.4 世界の天然ガス地下貯蔵の実施状況（左：2012 年2、右：2016 年3） 

                                                   
2 International Gas Union: 2009-2012 Triennium Work Report WORKING 

COMMITTEE 2: UNDERGROUND GAS STORAGE（2012.6）を基にみずほ情報総研が

作成 
3 Cedigaz： Underground Gas Storage in the World – 2017 Status Cedigaz Insights 

n°22（2017.7）を基にみずほ情報総研が作成 
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図 1.5 世界の天然ガス地下貯蔵方式の内訳（左：2012 年 2、右：2016 年 3） 

 

 

図 1.6 ワーキングガス総量の推移（1970～2016 年）3 
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2 ２８年度調査で挙げられた課題と本調査方針 

2.1 調査対象国・地域 

米国及びドイツはいずれも連邦制で、最低基準となる性能規定を定めた連邦規制に追加

する形で、各州の事情（地質、ガスネットワーク等）に応じて最適な州規制が設定されてお

り、各州の事業者は州規制に準拠し操業していることが、２８年度調査において把握されて

いる。 

また、調査対象国／州の選定について、２８年度調査報告書 1で以下の課題が挙げられて

いる。 

 

 国外での天然ガス地下貯蔵の情報収集においては、天然ガス地下貯蔵の実施動向の

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。 

 

このため、米国及びドイツの調査は、州単位で調査対象地域を選定する。２８年度調査の

調査対象であった米国カリフォルニア州、カンザス州、アラバマ州、ペンシルバニア州及び

イリノイ州、ドイツ北部の４州（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）は本事業においても調査対象とする。 

なお、２８年度調査で調査対象であった米国テキサス州、ミシシッピ州は岩塩層方式が主

流で、日本には岩塩層は存在しないため本調査の対象外とする。 

ドイツの地質は岩塩層に恵まれていることが２８年度調査において判明しているため、

ドイツからは新規調査対象州の選定は行わないこととする。米国については、日本の規制の

課題整理の参考とする上で必要な場合（「(2) 国外の天然ガス地下貯蔵に係る漏えい事例の

調査」とも関係して、州法改正の動向があった場合等）において、調査対象州を新規に追加

する。参考として、米国の主要な州別のワーキングガス量を図 2.1、米国の UGSサイトの

分布を図 2.2にそれぞれ示す。 

また、調査の過程において、日本と同様の周辺地質等を有する国・地域で特筆する情報が

あり必要と判断された場合に、米国及びドイツ以外の調査対象国を新規に追加する。 
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※・ミシガン州、ニューヨーク州には小規模ながら岩塩層方式の UGSサイトが存在する。 

・ペンシルバニア州、カリフォルニア州、イリノイ州、ウェストヴァージニア州、オハイオ州、モンタ

ナ州、オクラホマ州には岩塩層方式の UGSサイトは存在しない。 

図 2.1 米国主要州別のワーキングガス量（2016）4 

 

 

図 2.2 米国のUGSサイトの分布（2015）5 

                                                   
4 U.S. Energy Information Administrationのデータ（2017.10.10閲覧）を基にみずほ情

報総研が作成 
5 U.S. Energy Information Administration（2017.10.10閲覧） 
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また、「1.5世界の天然ガス地下貯蔵の実施動向」で示したとおり、近年 UGSの利用が急

速に拡大している国がある。これらの国の規制の動向を調査することは、今後、日本におい

て同様にUGSの利用が拡大した場合の検討の材料となり得ることから、規制法等の情報の

アクセスが比較的容易な豪州を調査対象に加えた。 

 

2.2 国外の規制動向等の調査 

規制動向等の調査について、２８年度調査報告書 1で以下の課題が挙げられている。 

 

 米国 

 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。 

 ドイツ 

 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。 

 調査項目 

 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。 

 

２８年度調査では、UGS 保安に係る規制法で定められている仕様規定あるいは性能規定

の調査を行った。 

今年度は、２８年度調査を補完する形で、以下の調査を行う。 

 

 米国及びドイツの、規制機関以外のUGS事業に係るプレーヤー（業界団体、事業者、

第三者認証機関等）を把握し、民間規格や自主保安活動を含めた官民の役割分担の実
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態について調査を行う。なお、UGS 事業に係る業界団体はドイツについては２８年

度調査で調査済みであるため、米国のみを対象とする。 

 ドイツについては、規制機関である LBEG において実施している UGS サイトの最

大圧入圧力の評価方法の詳細について調査を行う。 

 その他、調査の過程で重要と判明した項目があった場合、調査項目に追加する。 

 

2.3 国外の天然ガス地下貯蔵に係る漏えい事例の調査 

2.3.1 Aliso Canyon の漏えい事例の調査 

2015年 10月に米国カリフォルニア州で発生したAliso Canyon漏えい事例の調査につい

て、２８年度調査報告書 1で以下の課題が挙げられている。 

 

 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

の天然ガス地下貯蔵運用状況と比較・評価することが望まれる。 

 

２８年度調査では、同事例の経緯とシミュレーションを用いた現象の推定を含む原因調

査の状況について調査を行った。 

今年度は、Aliso Canyon漏えい事例の継続調査を行う形で、以下の調査を行う。 

 

 Aliso Canyon 漏えい事例発生後の以下の動向について文献調査（デスクトップ調査）

を行う。 

(a) 事例の原因調査（学術的な研究も含める） 

(b) Aliso Canyon の復旧・再開・周辺住民への説明 

(c) 事例を契機として新たに策定された対策 

(d) 上記を実施している主体機関（国・州・業界団体・事業者等） 

 (a)～(c)について文献による公開が行われていない、あるいは結論のみで背景や考え

方や経緯等について詳細な説明がない事項について(d)で挙げられた機関にインタビ

ュー調査を実施する。 

 

2.3.2 参考となる事例の調査 

UGS による周辺環境への影響について、２８年度調査報告書 1で以下の課題が挙げられ

ている。 

 

 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
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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二酸化炭素地中貯留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。 

 

２８年度調査では、Aliso Canyon漏えい事例以外の漏えい事例について、英国安全衛生

庁（HSE）発行の報告書等を対象に文献調査により実施した。 

今年度は、２８年度調査の調査報告書 1に含まれていない事例で参考となる事例があれば

追加し、事例の内容について把握する。具体的には、主に文献調査（デスクトップ調査）に

より以下の調査を実施する。 

 

 Aliso Canyon 漏えい事例より後に発生した天然ガス地下貯蔵の漏えい事例について

把握する。 

 地下に流体を圧入する事業全般における事例について把握する。例えば、米連邦法の

UIC規制（Underground Injection Control Regulations）では、①天然ガスを含む

炭化水素貯蔵、②EOR（石油の増進回収技術）、③廃棄物地層処分、④CCS（二酸化

炭素地中貯留）、が Class IIのカテゴリに属しており、①～④の事業（①はメタンが

主成分の天然ガスは除く）、並びに地層の水圧破砕を実施するような地下資源開発の

事業についても把握する。 

 調査の過程で重要と判明した事例があった場合、重点的に調査を行う。 
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3 国外の規制動向等の調査 

3.1 概要 

UGS に係る規制制度を有する国外の規制に関して、規制動向（法令の内容、官民の役割

分担及び許認可に必要な手続等）についての調査を行う。調査対象国は米国及びドイツの 2

カ国を必須とし、今回、豪州を調査対象として追加した。 

各国規制機関以外の UGS事業に係るプレーヤー（業界団体、事業者、第三者認証機関等）

を把握し、各役割分担の実態を調査した。 

 

3.2 米国連邦法及び州法の昨年度に対する更新状況 

3.2.1 米国の規制法体系 

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

下圧入に係る事業を対象とした UIC 規制及び UGS 固有の規制 IFR が連邦により規定さ

れ、各州は双方に対応した規制を策定している（図 3.1）。 

 

 

図 3.1 米国の規制体系の概略図6 

 

3.2.2 調査対象 

２８年度調査の対象であった連邦法及び各州法（カリフォルニア、カンザス、アラバマ、

                                                   
6 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。 

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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ペンシルバニア、イリノイ）並びに民間規格について更新状況を確認した。表 3.1に調査対

象となる米国連邦及び州の UGS規制法の一覧を示す。 

また、Aliso Canyonの漏えい事例を契機として改正を行ったと考えられる州法の有無に

ついてもデスクトップ調査を実施した。 

 

表 3.1 更新状況の調査に係る米国連邦及び州の UGS 規制法の一覧 

連邦/州/民間 規制法/規格 規制機関/業界団体 

米国連邦 Code of Federal Regulations (CFR). 

Title 40（40CFR）の§144～148の

UIC規制（Underground Injection 

Control Regulations） 

米環境保護局（EPA） 

Interim Final Rule（IFR：暫定最終

規則） 

米運輸省パイプライン・有害物質

安全庁（PHMSA） 

カリフォルニ

ア州 

California Statutes and Regulations 

for Conservation of Oil, Gas, & 

Geothermal Resources 

州環境保全省石油・ガス・地熱局

（DOGGR、“dogger”と発音：

California Department of 

Conservation, Division of Oil, 

Gas, and Geothermal 

Resources） 

カンザス州 GENERAL RULES AND 

REGULATIONS For the 

Conservation of Crude Oil and 

Natural Gas 

州公益事業委員会（The State 

Corporation Commission of the 

State of Kansas） 

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 

州石油・ガス諮問委員会（State 

Oil and Gas Board of Alabama） 

ペンシルバニ

ア州 

The Pennsylvania Code （Chapter 

78- Oil and Gas Wells,  Subchapter 

H - Underground Gas Storage） 

州環境保護省石油・ガス管理局

（Pennsylvania Department of 

Environmental Protection, Office 

of Oil and Gas Management） 

イリノイ州 ・Illinois Oil and Gas Act (225 ILCS 

725/19.1) 

・62 Ill. Adm. Code 240 (Oil and Gas 

Rules and Regulations) SUBPART 

C: PERMIT APPLICATION 

PROCEDURES FOR CLASS II 

UIC WELLS 

州天然資源省石油・ガス資源管理

局（DNR） 

民間 API Recommended Practice 1171 

Functional Integrity of Natural Gas 

米国石油協会（API） 
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連邦/州/民間 規制法/規格 規制機関/業界団体 

Storage in Depleted Hydrocarbon 

Reservoirs and Aquifer Reservoirs 

FIRST EDITION（API RP 1171） 

※２８年度調査で対象であったテキサス州、ミシシッピ州は岩塩層方式が主流で日本の地質と

異なるため、更新状況の調査対象外とする。 

 

3.2.3 調査結果 

(1) 連邦法（IFR） 

2017年 1月 18日発効の IFRの規制項目及び内容について、2017年 1月 18日から変更

はない。 

しかし、PHMSA（“fim-za”あるいは“fim-sa”と発音）は、IFRに関する通知7を 2017

年 6 月 20 日に行っている。同通知 7で、PHMSA は事業者に対して 2018 年 1 月に Final 

Rule（FR：最終規則。以下、「最終規則」という。）の発行を通達すると同時に、最終規則

の発行後 1年間は、PHMSAは IFRの条項の中で、基となった API RP 1171で必須とされ

ていない（「shall」が使われていない）条項については、その達成に猶予を与えることを発

表した。必須とされている条項は 2018年 1月 18日までの適合が求められている。API RP 

1171 の最大圧入圧力に関する条項「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」は必須事項である。そのほか、貯留

層の特性等の把握、坑井の構造健全性評価、公衆及び作業員の環境・安全・健康の確保等が

必須事項である。 

なお、この猶予の決定にかかわらず、PHMSA は、人命・財産・環境に危害を及ぼす、そ

の可能性がある緊急事態については、必要に応じ対処する権利を有するとしている。 

 

(2) カリフォルニア州法 

2015 年 10 月に発生した Aliso Canyon 漏えい事例を契機に、カリフォルニアでは UGS

に関する規制及びUIC規制に関する改正が行われている。 

UGS に関する規制は、2016 年 7 月 8 日にパブリックコメント募集用の改正案が公開さ

れ、同年 8月 22日までパブリックコメントを実施した。その結果により、２８年度調査時

点に対し、以下のような変更8が行われている。 

 

・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

                                                   
7 PHMSA：Notice (Pipeline Safety: Safety of Underground Natural Gas Storage 

Facilities; Petition for Reconsideration)（2017.6.20） 
8 TEXT OF PROPOSED REGULATIONS CHANGES FROM PRE-RULEMAKING 

DRAFT SHOWN（公開時期不明） 
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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しかし 3年に 1回以上審査を行う。 

－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。リスクマネジメント計画は、貯蔵ガスが承認した圧入領域に留まり、

UGSプロジェクトが生命・健康・財産・天然資源を損なわないことについて DOGGR

に示さなければならない。 

－リスクマネジメント計画は、UGSプロジェクト実施に伴う脅威と危険を評価し、そ

れら脅威と危険を効果的に対処・回避する手順を特定しなければならない。 

－DOGGRはリスクマネジメント計画を定期的にしかし 3年に 1回以上審査を行う。 

・緊急対応計画 

－UGS事業者は、緊急対応計画について DOGGRの承認を受け、即時に実行しなけれ

ばならない。 

－緊急対応計画は計画の妥当性を確認し掘削を開始するスケジュールを示さなければ

ならかい。掘削は、作業員及び作業員（協力会社含む）と装置との相互影響に対する

準備を必須とする。 

－UGS 事業者は、緊急対応計画を関係者に提供し、最低 30 日間の計画の確認と習得

を行わなければならない。 

－緊急対応計画は、最低、次のシナリオを特定しなければならない：①ウェルヘッドが

関わる衝突、②坑井の火災とブローアウト、③危険物質の流出、④装置故障、⑤自然

災害/緊急事態、⑥漏えい及び坑井破損、⑦救急、⑧爆発。 

－緊急対応計画は、最低、次の事項を含まなければならない：①施設で緊急対応計画を

実施しコントロールする責任者、②対応行動のアウトライン、漏えいの緩和方法、坑

井破損及びブローアウトのシナリオにおける坑井制御プロセス、③漏えい停止と公

衆の健康確保のための道具及び装置と人員の特定と事前の配置、④掘削スケジュー

ル、⑤緊急対応計画の定期的な評価と更新のスケジュール、⑥政府代理人への報告と

対応の手順、⑦作業員の役割と責任の特定、⑧内部及び外部への伝達手順、⑨エリア

コードを含む緊急連絡に関する情報、⑩漏えいが発見後 48時間以内に制御できなか

った場合の、公衆への伝達手順 

・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
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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。 

・記録の管理 

－事業者は、重要情報を含む書類の作成、維持、保管及び必要に応じて訂正が可能な記

録管理プログラムを策定しなければならない。 

－記録管理プログラムは、全ての記録を特定し、プロジェクトのライフタイムにおいて

保管し、記録のアクセス性と環境耐性を確保しなければならない。また、ライフタイ

ムにおける全情報の記録を追跡する方法を策定し、最新の記録及び過去の更新履歴

を明確にしなければならない。 

・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。 

－リアルタイムデータ収集システムは、各アニュラスをモニターし貯蔵ガスの潜在的

な漏えいや流出を示す圧力を検知しモニタリングセンターに警告しなければならな

い。 

－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。 

※赤字：パブリックコメントにより追加。 

 

さらに、カリフォルニア州の最大圧入圧力等を規定した UIC 規制についても現在改正中

である。2017年 4月 26日にパブリックコメント募集用の改正案が公開され、同年 6月 26

日までパブリックコメントを実施した。その結果により、２８年度調査時点に対し、以下の

ような変更が行われている9。 

 

・最大許容圧入圧力は以下のように決定される 

                                                   
9 PRE-RULEMAKING DISCUSSION DRAFT  

http://www.conservation.ca.gov/index/Documents/04-26-17%20UIC%20Pre-

Rulemaking%20DD%20V.2%204-25-17.pdf（公開時期不明、2017.12.1閲覧） 
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－圧入流体の連続圧入の前に、ステップレートテストを実施 

－最大許容圧入圧力は、静水圧から開始して、以下のうち最初に発生した方で、(a)の破砕

圧力以下であること 

(a) 圧入領域を破砕するのに必要な圧力（破砕圧力） 

(b) 計画圧入圧力 

－試験に先立ち、当局調査官の監視を受けることができるよう、適切な所管事務局に通知しな

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 

・最大許容表面圧力（MASP：Maximum Allowable Surface Pressure）は、正味の鉛直方向

深度（TVD：True Vertical Depth）と圧入の（圧力）勾配（IG：Injection Gradient）と圧

入流体の（圧力）勾配（IFG：Injectate Fluid Gradient）の差分を乗じた圧力である

（MASP=(IG-IFG)×TVD）。圧入勾配はフラクチャー勾配（fracture gradient）に 0.95倍

した値を使用しなければならない＊＊。 

・DOGGR は、事業者により圧入流体が圧入領域に留まることが示された上で、より高い圧

力を最大許容圧入圧力として認可することも可とする。 

・全ての坑井に対し、構造健全性試験を実施し圧入流体が認可した領域に留まることを確認

しなければならない。構造健全性試験は、別項に示す①ケーシング健全性、②ケーシング・

チュービング・パッカーの遮水性＊、を示す 2段階の試験を含まなければならない。事業者

は、当局調査官の監視を受けることができるよう、試験に先立ち少なくとも 48時間前ある

いは許容可能な余裕をもって DOGGR の適切な事務局に通知しなければならない。全ての

試験結果の写しの電子版は、試験後 60日以内に提出しなければならない。 

※青字：改正内容。 

＊①ケーシング健全性、②ケーシング・チュービング・パッカーの遮水性、の試験の内容が別

項に新規追加されている。 

＊＊別項に、事業者は、フラクチャー勾配、空隙率等の貯留層特性を含む地質調査を行わな

ければならないことが示されている。 

 

また、カリフォルニア州公共事業委員会（CPUC：California Public Utilities Commission）

を対象に行った現地インタビュー調査では、新しい規制法は建設中の施設に対しては全面

的に適用され、既設の施設は適用性を見て検討することが分かった。 

 

(3) イリノイ州法 

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10が 2017年 2月

                                                   
10 DNR（Illinois Department of Natural Resources, The Office of Oil and 

Gas Resource Management）：62 Ill. Adm. Code 240 (Oil and Gas Rules and 
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21日に改正されている。最大圧入圧力の規定について、2016年 9月 1日発行の同規定から

の変更は以下のとおりである。 

改正により、最大圧入圧力を決定する際に提出する情報が以下のように具体化されてい

る。 

 

・最大許容圧入圧力は以下の式により算出する。 

MIP = (0.80 – (0.433×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(フィート)（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（各圧入圧力と対応日時の記録）及び圧力チ

ャート（圧入圧力の時間履歴）（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。シャットダウン圧（shut-down 

pressure）、ISIP及び 5分間シャットダウン圧を取得、読取及び記録すること。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（圧入レート

及び対応する圧力と日時）及びチャート（圧入レート及び圧力の時間履歴）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が 10項目付記されている。 

・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。 

                                                   

Regulations) SUBPART C: PERMIT APPLICATION PROCEDURES FOR CLASS II 

UIC WELLS（2017.2.21） 
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※青字：2016年 9月 1日改正により追加。赤字：2017年 2月 21日改正により追加。 

 

なお、２８年度調査で把握したモニタリング、監督・報告・検査、保安対策、承認の際の

審査基準についての改正はなかった。 

イリノイ州のUGSの規制機関である Illinois Department of Natural Resources（Illinois 

DNR：イリノイ州天然資源省）を対象に、UGS施設の運用・保安活動に関する現地インタ

ビュー調査を行った。 

以下に調査結果の概要を示す。 

 

① 最大圧入圧力について 

・ イリノイ州法「62 Ill. Adm. Code 240 (Oil and Gas Rules and Regulations)」の

「Part 240 The Illinois Oil and Gas Act」の「SUBPART C: PERMIT 

APPLICATION PROCEDURES FOR CLASS II UIC WELLS」に記述されている最

大圧入圧力の定義 

MIP = (0.80 － (0.433×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（フィート）（depth of the top of the upper 

most injection interval） 

は、UGSのようなガスの圧入も対象であるが、廃棄物等の液体の圧入のための定義で

あり、ガスは比重が軽いため参考とされていない。UGSの最大圧入圧力は、事業者が

決定している。 

・ 現在、UGSのための最大圧入圧力の定義を策定するか検討しているところである。 

・ イリノイ州は帯水層方式の UGSサイトが多い。多くの事業者は初期圧力と同等か高

い圧力で圧入を行っている。 

② 州法の改正について 

・ 規制の内容であいまいな部分をなくし、より内容を具体的に明確化している。 

・ 内容の検討・策定は、事業者とのやり取りを通じて行っている。その際、他の事故事

例を参考とすることはなく、特に影響を受けてはいない。 

 

ここで、最大許容圧入圧力について次のように解釈することができる。0.433（PSI/フィ

ート）は水の圧力勾配、14.7（PSI）は大気圧であることから、地層における圧力は、圧入

物質の比重を SG、最大厚さを有する貯留層の上部深度を D（フィート）、地表における圧

入圧力を IP（PSI）とすると「IP+(0.433×SG)×D+14.7」（PSI）となる。ここで、安全に圧

入を行うことのできる地層における圧力の最大値を「0.80×D」（PSI）とした場合、圧入圧

力はそれ以下でなければならないことから、「0.80×D ≥ IP+(0.433×SG)×D+14.7」。これに
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より、圧入圧力の最大値である最大許容圧入圧力 MIP を「MIP=(0.80－(0.433×SG))×D－

14.7」と定義することができる。 

 

(4) その他連邦法、州法、民間規格 

40CFR§144～148 の UIC 規制、カンザス州法、アラバマ州法、ペンシルバニア州法、

API RP 1171には、２８年度調査結果に対し更新はなかった。 

また、Aliso Canyon 漏えい事例を契機として改正を行ったと考えられる州法は 2017 年

11月 24日時点において把握していない。 

 

3.3 ドイツ連邦法及び州法の昨年度に対する更新状況 

3.3.1 ドイツの規制法体系 

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（民間規格）・自主活動が行われている（図 3.2）。 

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。 

 

 

図 3.2 ドイツの規制体系の概略図 

 

3.3.2 調査対象 

２８年度調査の対象であった連邦法、ドイツ北部の 4州（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）の州法、州の規制機関である州

鉱山・エネルギー・地質局（LBEG）の規程、民間規格について、UGS 固有の規制内容に

係る更新状況について確認した。表 3.2 に調査対象となるドイツ連邦及び州の UGS 規制

法、UGSに関する民間規格の一覧を示す。 

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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表 3.2 更新状況の調査に係るドイツ連邦及び州の UGS 規制法及び民間規格の一覧 

連邦/州/民間 規制法/規定/規格 規制機関/業界団体 

ドイツ連邦 Bundesberggesetz（BBergG：連邦

鉱山法） 

独経済エネルギー省

（BMWi） 

ニーダーザクセン

州 

Bergverordnung für Tiefbohrungen

（BVOT：鉱山掘削規則） 

州鉱山・エネルギー・地質

局（LBEG） 

ドイツ北部の 4 州

（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）（天然ガス地下貯

蔵（空隙貯留）のファクトシート） 

州鉱山・エネルギー・地質

局（LBEG） 

民間 Bohrlochkontrolle. Bohren, 

Workover, Well Intervention 

社団法人天然ガス・石油・

地熱連邦協会（BVEG） 

 

また、規制機関である LBEG において実施している UGS サイトの最大圧入圧力の評価

方法の詳細について電子メールによるインタビュー調査を行った。 

 

3.3.3 調査結果 

(1) 連邦法、州法、民間規格 

連邦法、州法及び民間規格には、２８年度調査結果に対し更新はなかった。 

 

(2) 最大圧入圧力の決定方法 

LBEG おける UGS サイトの最大圧入圧力の評価方法の詳細について電子メールによる

インタビューを行ったところ、以下のような回答を得た。 

 

○LBEGにおける、枯渇油・ガス田方式のUGS施設における最大圧入圧力の決定方法 

・ 最大圧入圧力は、法律や規制により決定あるいは規定されていない。LBEG におけ

る最大圧入圧力とは、次のように定義される：圧入流体がフラクチャーを発生させな

い、あるいは既存のフラクチャーを進展させない圧力。 

・ 様々な安全性を考慮し、LBEG は最大圧入圧力を最小主応力に制限しており、多く

の場合、最小水平応力と同じである。 

 最小主応力の決定では、短期水圧破砕試験（short-time hydraulic fracturing 

test、「Mini-Frac-Tests」「Extended Leak-Off Tests (XLOT)」「Micro-Frac-Tests」

としても知られる）を行っても良い。 

 水圧破砕試験のフラクチャー閉塞圧力（FCP：Fracture Closure Pressure）は、

最小主応力と同じであり、シャットイン圧（shut-in pressure）のデータ分析に
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よって得られる。フラクチャー閉塞圧はまた、WFT（Wireline Formation Tester）

やMDT（Modular Formation Dynamics Tester）といったワイヤーラインツー

ルによっても得られる。 

・ 間隙水圧の大きさが計測した最小主応力に影響を及ぼすことも忘れてはならない。

すなわち、水圧破砕試験中の間隙水圧を考慮し、初期の間隙水圧におけるフラクチャ

ー閉塞圧の評価と最大圧入圧力の決定しなければならない。また、UGSへの圧入圧

力は、貯留層深度の実際の間隙水圧に基づき制限されなければならない。 

・ 最小主応力の正確性やその決定方法に基づき、LBEG は安全な最大圧入圧力を確保

するために、事業者が申請する最大圧入圧力から適切な安全裕度の分を減じる権利

を留保している。 

・ また、ニーダーザクセン州では、各貯留層に対し、専門家はキャップロックの評価に

より地質及び物理的な密閉性を証明しなければならない。 

 地質的な密閉性：貯留層のキャップロック（破砕）の最低応力が最大圧入圧力よ

り 10%以上大きいことを示すこと。 

 物理的な密閉性：最大圧入圧力が、セメント固定されたケーシングの周方向応力

の 85%以下であることを示すこと。 

○LBEGにおける数値シミュレーションの活用方法 

・ 様々な数値シミュレーションのためのソフトウェアが使われている。 

・ 地層モデルに基づき、評価対象のUGSについて、周辺地層や境界条件を定義し、シ

ミュレーションを行う。 

・ 地層の位置・形状等からモデルの近似が適切であるかが決まる。 

・ これら地層モデルの作成や数値シミュレーションには高い専門知識が求められるた

め、LBEGは大学や研究機関に所属する専門家と協力している。 

 

UGS を含めた石油・天然ガス事業申請時に、規制機関が報告を求めているデータ項目の

ガイドライン11では、地震探査・重力探査・電磁探査、坑井検層、生産テスト、資源の分析

等のデータの報告を求めており、数値シミュレーションに関する報告は求められていない。 

 

3.4 豪州における規制の動向等の調査 

3.4.1 豪州の UGS 概要 

表 3.3に豪州のUGS概要を示す。現在、豪州には 7サイトの枯渇油・ガス田方式の UGS

を実施し、ワーキングガス量は 61億㎥である。2012年の統計と比較した場合、サイト数、

ワーキングガス量ともに増加傾向にある。 

                                                   
11 Guidelines for the Reporting of Geophysical and Geological Data Acquired in Licence 

Areas for Hydrocarbon Exploration and Production as well as in Underground Porous 

Rock Gas Storage 
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表 3.3 豪州の UGS 概要（2012 年12、2016 年13） 

項目 内容 

2012年 2016年 

UGSサイト数 4 7 

ワーキングガス量 16.1億㎥ 61億㎥ 

※全て枯渇油・ガス田方式。 

 

図 3.3 及び図 3.4 に UGS サイトの位置を示す。7 サイトのうち、6 が東部、1が西部に

位置する。 

 

                                                   
12 International Gas Union: 2009-2012 Triennium Work Report WORKING 

COMMITTEE 2: UNDERGROUND GAS STORAGE（2012.6） 
13 Cedigaz： Underground Gas Storage in the World – 2017 Status Cedigaz Insights 

n°22（2017.7） 
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※赤丸が UGSサイト 

図 3.3 豪州東部の UGS サイト14 

                                                   
14 Core Energy Group：Gas Storage Facilities Eastern and South Eastern Australia

（2015.2）にみずほ情報総研が加筆 
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図 3.4 豪州西部の UGS サイト15 

 

ヴィクトリア州に位置する Iona では、貯留層の初期圧力 12MPa（1,746psi）16に対し、

最大圧入圧力は 9.6MPa17であり、初期圧力以下で運用している。これは、一度貯留層から

ガスが枯渇し、貯留層の圧力が下がった状態から地下貯蔵により圧力を回復させており、キ

ャップロック破砕の最低応力強度が小さくなっていることから、初期圧力よりも低い圧力

で圧入を行っていると考えらえる。 

 

3.4.2 現行規制の概要 

豪州は連邦制であり、UGSを含めた鉱業に関する規制法は州ごとに定められている。 

例えば、クイーンズランド州の UGSを含む規制法は「Petroleum and Gas（Production 

and Safety）Act 2004」であり、同法の「Chapter 9 Safety」で保安に関する規定が記述さ

れている。内容は、監督・点検・報告、保安マネジメントシステム、セキュリティ、保安教

育に関する規定であり、最大圧入圧力、モニタリング項目と頻度、坑井健全性評価等の技術

基準は記述されていない。 

 

                                                   
15 APA Group：MONDARRA GAS STORAGE FACILITY（2013.8） 
16 TRU energy：GAS STORAGE PROJECT, OTWAY BASIN, VICTORIA, AUSTRALIA

（2009.4） 
17 Australian Energy Market Operator（AEMO）：VICTORIAN GAS PLANNING 

REPORT（2017.3） 
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3.5 規制の運用実態等の調査 

3.5.1 米国カリフォルニア州 

(1) Southern California Gas 社 

(a) Aliso Canyon 貯蔵施設概要 

Aliso Canyon貯蔵施設は Southern California Gas社が所有している。Aliso Canyon貯

蔵施設の概要は以下のとおりである。 

 

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 3.5） 

貯蔵方式：枯渇油田 

ワーキングガス量：約 24.41億㎥ 

深度：約 2600m 

 

なお、Southern California Gas 社は Aliso Canyon以外にも 4サイトで UGS施設を所

有している。 
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図 3.5 Aliso Canyon 天然ガス貯蔵施設及び坑井 SS25 の位置18 

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

約 48km 
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(b) 文献調査結果 

Aliso Canyon の漏えい事例の直接的な原因となった坑井 SS25 を所有していた米

Southern California Gas（以下、「SoCalGas 社」という。）は、Aliso Canyonにおける安

全対策の多重化を行っている。具体的には、以下の取組みを行っている19。 

 

・ 使用の申請を行う全ての坑井のチュービングをリプレース。 

・ 新しいチュービングの周りにケーシングを設置し、圧力下における健全性を確認す

ることにより、潜在的な漏えいに対する物理的な第二バリアとする。 

・ CPUC（カリフォルニア州公共事業委員会）の指導の下、圧力を低下させて施設を運

用。 

・ 天然ガスの圧入・排出は、試験を通過し DOGGR による承認を得た坑井のチュービ

ングのみを通して行う。 

 

また同社は、以下のような、早期の漏えい発見や坑井内圧力の変化といった異常の特定の

ための先進的な漏えい検出技術及び活動を導入している 19（図 3.6）。 

 

・ 8台の赤外線メタンモニターを装備したメタン検出システム。 

・ 24時間稼働のオペレーションセンター監視の圧力モニター。 

・ 1日 2度の全坑井の目視確認。 

・ 1日 1度の赤外線サーモグラフィを用いた全坑井の地上部分のスキャン。 

・ 全作業員及び協力会社への訓練。 

・ Aliso Canyon の各坑井の変更を示したサマリーの公開。 

 

                                                   

（2016.11.8閲覧）にみずほ情報総研が加筆 
19 https://www.socalgas.com/stay-safe/pipeline-and-storage-safety/aliso-canyon-storage-

facility （2017.11.24閲覧） 
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※右図の黄色文字が新たに導入された安全対策、技術及び活動 

図 3.6 米 SoCalGas 社が導入している漏えい検出技術及び活動20 

 

検出技術のうち「赤外線メタンモニターを装備したメタン検出システム」はモニタリング

結果をウェブページ上で公開しており、周辺住民はインターネットを通じて常時確認する

ことができる（図 3.7）。 

                                                   
20 SoCalGas： ALISO CANYON STORAGE FACILITY INFRASTRUCTURE, 

TECHNOLOGY, & SAFETY ENHANCEMENTS（2017） 
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図 3.7 赤外線メタンモニターを装備したメタン検出システムによるモニタリング結果

21 

                                                   
21 https://socalgas.esriemcs.com/MethaneMonitoring/ （2017.11.24閲覧） 
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(2) Pacific Gas and Electric 社 

規制の運用実態等の調査のため、2018 年 2 月にカリフォルニア州の UGS 事業者である

Pacific Gas and Electric Company（以下、「PG&E社」という。）に対し、現地調査を実施

した。 

 

(a) Pacific Gas and Electric 社所有の貯蔵施設概要 

PG&E社はMcDonald Island, Los Medanos, Pleasant Creek の 3サイトに貯蔵施設を

所有しており、基本情報は以下のとおりである。 

 

所有：米 Pacific Gas and Electric Company（PG&E社） 

位置：米カリフォルニア州中部（サンフランシスコの東約 130km、図 3.8） 

貯蔵方式：枯渇ガス田 

ワーキングガス量：29億㎥ 

深度：約 850～1600m 

坑井数：117本 

 

 

図 3.8 PG&E社所有の貯蔵施設の位置22 

                                                   
22 PG&E Natural Gas Storage Facilities - Asset and Risk Management（2016.11.17） 
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(b) 現地調査結果 

以下に、UGS施設の運用・保安活動に関する現地インタビュー調査結果の概要を示す。 

 

① PG&E社所有の貯蔵施設の概要 

 UGSは天然ガスの需要のピーク、オフピークの過不足、またパイプラインの負荷を調

整することを目的に実施している。 

 カリフォルニア州で以下の 3つのUGSサイトを所有・運用しており、坑井の合計は

115本である。 

 McDonald Island（1936年に発見、1975年にUGS施設に転換） 

 Los Medanos（1958年に発見、1981年にUGS施設に転換） 

 Pleasant Creek（1948年に発見、1960年に UGS施設に転換） 

 Gill Ranch LLC社が運用している Gill Ranch サイトの所有権の 25%を保有してい

る。 

 ガス圧入には、ガスタービン及び電動タービンのコンプレッサを利用している。 

 McDonald Island のUGS施設は、海抜以下に位置するため洪水対策としてプラット

フォーム型の構造をしている。 

 McDonald Island 及び Los Medanosは 24時間常駐、Pleasant Creekは常時遠隔監

視を行っている。 

 

② 最大圧入圧力について 

 PG&Eの UGS施設における最大圧入圧力は初期圧力と同じである。PG&Eの UGS

サイトの貯留層の圧力勾配は約 0.433PSI/フィート（9.80×10-3MPa/m）である。 

 圧力勾配は、ガス生産を行っていた時期に測定した値である。 

 

③ 保安活動について 

 モニタリング項目等は以下のとおりである。 

 圧力は地表、坑井内、貯留層での測定値を常時モニタリングしている。 

 圧入/排出の流量、アニュラス圧は常時モニタリングしている。 

 コンプレッサ・ガスタービンの温度及び圧力を常時モニタリングしている。 

 地震動についてはモニタリングを行っていない。 

 巡回によるガス漏えい監視は 1日 1回行っている。地上の機器にガス漏えい検知

が設置されており、ガス漏えいが検知された場合は警告が発せられるようになっ

ている。 

 地上設備には SSV（Safety Shutdown Valve：緊急遮断弁）、一部施設には地下に

も取り付けられており、圧力低下時には緊急停止システム（Emergency 
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Shutdown System）により、施設の稼働が自動的に停止するようになっている。 

 坑井健全性の確認方法は以下のとおりである。 

 専門の会社の協力のもと、1年に 1回、ノイズ検層、温度検層、セメントボンド

検層、ガンマ線検層、圧力試験（最大圧入圧力の 115%）、アームキャリパー・超

音波検査・電磁気検査を用いた坑井の肉厚測定を実施している。 

 定期点検は以下のとおりである。 

 ウェルヘッドのガスが通じる部分は 15か月を超過しない 1年に 1回、ガスが通

じない部分は 2年に 1回、腐食・き裂等の目視による点検、パッキング部分の気

密性試験及び機能試験を行っている。 

 ガスに砂が混入していると、配管や弁が損傷するため、6か月に 1回、貯留層か

ら排出されるガスに混入している砂の量を測定している。 

 緊急時対応計画は以下のとおりである。 

 地震、津波、山火事、暴噴を想定した計画を策定している。 

 訓練は、米軍や消防あるいは坑井制御の専門会社の協力のもと 1年に 1回実施し

ている。 

 現在ガス排出は、チュービング及びケーシングを併用し、ケーシングのみの単一バリ

アで運用しているが、二重バリアに移行する予定である。 

 敷地は金網フェンスで囲われており、敷地の境界を明示している。 

 

上記現地調査結果に基づく、米国カリフォルニア州を例とした米国の UGS事業に係るプ

レーヤーの関係図を図 3.9に示す。 

 

 

図 3.9 米国カリフォルニア州を例とした米国の UGS 事業に係るプレーヤーの関係図 

 

なお、カリフォルニア州の UIC規制のドラフト 9では、UGSを含めた地層に流体を圧入

する坑井を対象に、ケーシング健全性の試験「1724.10.1. Mechanical Integrity Testing Part 

One – Casing Integrity」が追記されている。試験の内容は圧力試験のみで、付加する圧力

は 200psiまたは最大圧入圧力となっている。また、ケーシング・チュービング・パッカー

の構造健全性の試験「1724.10.2 Mechanical Integrity Testing Part Two – Fluid Migration 

天然ガス地下貯蔵事業者

規制機関

州環境保全省石油・ガス・地熱局（DOGGR）

監督・承認申請

調査会社

・設備の点検・検査
・緊急対応

軍・消防
緊急対応
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Behind Casing, Tubing or Packer」が追記されている。試験の内容は、温度検層、ノイズ

検層のほか、放射性トレーサーを用いた流れの試験となっている。その他の項目については、

カリフォルニア州の UIC 規制のドラフト 9と同様であるが、貯留層から排出ガスへの砂の

混入量の測定のみ、PG&E社独自の実施事項となっている。 

 

3.5.2 ドイツ ニーダーザクセン州 

規制の運用実態等の調査のため、2018 年 1 月に独ニーダーザクセン州 Rehden の UGS

事業者である astora GmbH & Co. KGに対し、現地調査を実施した。 

 

(1) Rehden 貯蔵施設概要 

Rehden貯蔵施設の基本情報は以下のとおりである。 

 

所有：独 astora GmbH & Co. KG（astora社） 

位置：独ニーダーザクセン州南部 Rehden（図 3.10） 

貯蔵方式：枯渇ガス田 

ワーキングガス量：44億㎥ 

深度：最深部で約 3800m 

坑井数：16本 
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図 3.10 Rehden 貯蔵施設の位置23 

 

(2) 現地調査結果 

以下に、UGS施設の運用・保安活動に関する現地インタビュー調査結果の概要を示す。 

 

① Renden貯蔵施設の歴史 

 1954年に Rehdenガス田は発見され、60本の坑井によるガス生産の後、1993年に

UGS施設に転換した。UGS施設への転換の際、60本の生産井から得られた情報に基

づき、水平掘削や傾斜掘削等を応用し新規に掘削した 16本のUGS坑井による運用に

移行している。なお、ガス生産を行っていた 60本の坑井は一部を観測等に用いてい

るほか、UGSには利用していない。圧入のためのコンプレッサは 5台（ガスタービ

ン駆動）及び 2台（電動）利用している。 

 同貯蔵施設の運用を行っている astora社は、露 Gazprom社とドイツの石油・ガス会

社であるWintershall社により設立され、現在は Gazprom社が 100%経営権を持って

いる。ガス生産を行っていた 1993年まではWintershall社が所有していたが、UGS

施設転換の際に astora社に権利が移転した。これは、ガス自由化に伴い定められた国

                                                   
23 Untertage-Gasspeicherung in Deutschland, ERDÖL ERDGAS KOHLE,132, 11

（2016） 
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内指針により、ドイツではガス生産を行う上流企業はUGS事業を行うことができな

いことが背景にある。 

 

② UGS施設の運用・保安活動について 

 最低 2人が 24時間常駐し、1人は運転、1人は監視・モニタリングを行っている。 

 最大圧入圧力（圧入圧力の上限）と測定方法等は以下のとおりである。 

 最大圧入圧力の初期圧力比は 1.0である。最大圧入圧力の決定では、社外の専門

の研究所・大学・調査会社に委託している。 

 貯留層の挙動予測では、Schlumbergerの ECLIPSEや Petrelといった数値シミ

ュレーションのソフトウェアも活用している。 

 モニタリング項目等は以下のとおりである。 

 圧力は地表（ウェルヘッド）及び坑井内での測定値を常時モニタリングしてい

る。坑底圧力は 2年に 1回測定している。 

 圧入/排出の流量、アニュラス圧は常時モニタリングしている。 

 コンプレッサ・ガスタービンの温度及び圧力を常時モニタリングしている。 

 巡回による監視は 1 日 2 回行っている。巡回の各地点で電子的に巡回の記録を付

けられるようになっており、巡回の足跡が必ず残るようになっている。 

 地上、建屋内には赤外線センサが取り付けられており、警告が発せられた場合は施

設の稼働が自動的に停止するようになっている。 

 地震動は、業界団体である BVEG が国内の UGS 施設を対象に一括して管理して

いる。 

 坑井健全性の確認方法は以下のとおりである。 

 2年に 1回、アームキャリパーを用いて肉厚測定を行っている。 

 坑井の仕上げについては BVEG規格に則っている。BVEG規格は、欧州規格、米

石油協会（API）規格やノルウェー標準海洋規格（NORSOK）を参考に策定されて

いる。 

 定期点検は以下のとおりである。 

 UGS坑井には 2つの安全設備（地上と坑内に設置された緊急遮断弁（SSV））が取

り付けられ、独立して機能するようになっており、1 年に 1 回点検を行っている。 

 地上設備・配管も同様の頻度で点検しており、点検は専門の会社が行っている。 

 緊急時対応計画は以下のとおりである。 

 緊急時対応計画をエンジニアリング会社や認証会社である TÜVと協力し、規制機

関に提出している。計画は 1年に 1回見直される。 

 年 1 回、地元の消防グループと協力して訓練を実施している。訓練には市長が参

加することもある。 

 施設の出入口は常時施錠され、監視カメラが備え付けられている。原子力施設ほどでは
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ないが、高いセキュリティを確保している。 

 枯渇油ガス田方式と帯水層方式で、貯留層の違いがあるのみで、運用・保安自体に違い

はない。 

 これらの運用・保安活動はドイツでは標準的であり、他社も同様の運用・保安活動を行

っている。 

③ その他 

 周辺住民へは、定期的に情報提供の会を催し、情報開示に努めている。 

 Rehdenは個別の機器故障はあるが、漏えいやこぼれ出しに繋がるような事故、あるい

は異常値の検知による SSVの作動は過去発生していない。 

 スペインの事例は、貯留層が浅く、貯留層の貯蔵量に対して非常に大きな設備を導入し

たと聞いている。 

 ドイツはUGSの安全性を審査することのできる専門家が多くおり、規格基準のレベル

が高いことを自負している。 

 

上記現地調査結果に基づく、ドイツ ニーダーザクセン州を例としたドイツの UGS 事業

に係るプレーヤーの関係図を図 3.11に示す。 

 

 

図 3.11 ドイツ ニーダーザクセン州を例としたドイツの UGS 事業に係るプレーヤー

の関係図 

 

ドイツ規制機関の一つ LBEG が発行している規格24では、以下のモニタリング・測定を

行うことが規定されている。 

 

・ 地表近くの圧力（Kopfdruck） 

                                                   
24 LBEG：Merkblatt für die Bewertung von Untertage - Gasspeichern

（Porenspoicher） 

天然ガス地下貯蔵事業者

規制機関

州鉱山・エネルギー・地質局（LBEG）

業界団体

社団法人天然ガス・石油
・地熱連邦協会（BVEG）

監督・承認

規格・地震動の管理

申請

研究所・大学・調査会社

第三者認証機関

エンジニアリング会社

・最大許容圧入圧力の決定
・機器・設備の認証
・緊急対応計画の策定

周辺住民
情報提供
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・ 地下の圧力（Bodendruck） 

・ ガスの漏えい（Abwanderung von Gas） 

・ 温度（Temperature） 

・ セメンチング（Zementation） 

・ ケーシング外側領域の可視化（Bohrlochbilder mit Angabe von Verrohrung） 

・ ケーシングの肉厚測定（腐食や侵食の発生の有無）（die technische Dicht heit aller 

Bohrungen） 

・ 地表面の隆起/沈降（der Beobachtungshorizonte im Deckgebirge） 

 

今年度現地調査を行った astora 社は上記の全てのモニタリング・測定を行っている。一

方、LBEGの規格では規定されていない、地震動の測定は、業界団体である BVEGの主導

で自主的に実施している。 

 

3.5.3 規制の運用実態等の調査まとめ 

米国 PG&E社及びドイツ astora社を例とした、ドイツ UGS事業者の現地調査結果の整

理表を表 3.4に示す。 

なおドイツでは、貯留層シミュレーションを行い、圧入したガスの挙動を予測する等、貯

留層をガス貯蔵容器ではなく、地層として捉えている。 
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表 3.4 米国及びドイツ UGS 事業者の現地調査結果の整理表 

項目 PG&E社（米国） astora社（ドイツ） 

最大圧入圧力 ・最大圧入圧力の初期圧力比は 1.0である。 ・最大圧入圧力の初期圧力比は 1.0である。最大圧入圧力の決定では、

社外の専門の研究所・大学・調査会社に委託している。Schlumberger

の ECLIPSE や Petrel といった数値シミュレーションのソフトウ

ェアも活用している。 

モニタリング ・圧力は地表、坑井内及び貯留層での測定値を常時モニタリング。 

・圧入/排出の流量、アニュラス圧は常時モニタリング。 

・コンプレッサ・ガスタービンの温度及び圧力を常時モニタリング。 

・圧力は地表、坑井内での測定値を常時モニタリングしている。坑底

圧力は 2年に 1回測定している。 

・圧入/排出の流量、アニュラス圧は常時モニタリング。 

・コンプレッサ・ガスタービンの温度及び圧力を常時モニタリング。 

・地震動は、業界団体である BVEGが国内の UGS施設を対象に一括

して管理している。 

点検 ・ウェルヘッドのガスが通じる部分は 15か月を超過しない 1年に 1

回、ガスが通じない部分は 2年に 1回点検を行っている。 

・ガスに砂が混入していると、配管や弁が損傷するため、6か月に 1

回、貯留層から排出されるガスに混入している砂の量を測定してい

る。 

・1 年に 1 回、ノイズ検層、温度検層、セメントボンド検層、ガンマ

線検層、圧力試験、アームキャリパー・超音波検査・電磁気検査を

用いた坑井の肉厚測定を実施している。 

・SSVは 1年に 1回点検を行っている。 

・地上設備・配管も同様の頻度で点検しており、点検は専門の会社が

行っている。 

・坑井は 2年に 1回、アームキャリパーを用いて肉厚測定を行ってい

る。 

保安対策 ・巡回による監視は 1日 1回。 

・地上の機器にガス漏えい検知が設置されており、ガス漏えいが検知

された場合は警告が発せられるようになっている。 

・巡回による監視は 1日 2回。巡回の各地点で電子的に巡回の記録

を付ける。 
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項目 PG&E社（米国） astora社（ドイツ） 

・地表面設備には緊急遮断弁（SSV）、一部施設には地下にも取り付

けられており、圧力低下時には緊急停止システムにより、施設の稼

働が自動的に停止するようになっている。 

・地上、建屋内には赤外線センサが設置。警告が発せられた場合は施

設の稼働が自動的に停止。 

・UGS 坑井には 2 つの安全設備（地上と坑内に設置された緊急遮断

弁（SSV））が取り付けられ、独立して機能するようになっている。 

緊急時対応計画 ・地震、津波、山火事、暴噴を想定した計画を策定している。 

・訓練は、米軍や消防あるいは坑井制御の専門会社の協力のもと 1年

に 1回実施している。 

・緊急時対応計画をエンジニアリング会社や認証会社である TÜVと

協力し、規制機関に提出している。計画は 1年に 1回見直され

る。 

・1 年に 1 回、地元の消防グループと協力して訓練を実施している。

訓練には市長が参加することもある。 

セキュリティ ・敷地は金網フェンスで囲われており、敷地の境界を明示している。 ・施設の出入口は常時施錠され、監視カメラが備え付けられており、

高いセキュリティを確保している。 
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3.6 国外の規制動向等の調査まとめ 

(1) 米国 

米国では、2015年 10月に発生した Aliso Canyon漏えい事例を契機に連邦法及び州法

の規制内容強化の動向が見られる。連邦法については、2018 年から天然ガス地下貯蔵を

対象とした米国石油協会（API）規格が全面的に適用され、規制内容が強化された。州法

では、例えばカリフォルニア州では、具体的な項目を含むモニタリングの実施、坑井健全

性評価の実施、緊急時対応計画の策定の規定等、カリフォルニア州及びイリノイ州では定

期的な立ち入り検査の強化等、より厳格な方向に改正の動きがある州があることが分か

った。 

 

(2) ドイツ 

ドイツでは、UGS 施設を大きな事故なく安全に運用しており、従来、規制機関による

規格、業界団体による民間規格・自主活動により、圧力（地上、坑内）・温度のモニタリ

ング、坑井健全性評価、地表面の隆起/沈降モニタリング等を実施していることが分かっ

た。 

なお天然ガス地下貯蔵は鉱業に関する規制法により運用されているが、ガス自由化に

伴い定められた国内指針により、ガス生産を行う上流企業は UGS事業を実施できないこ

ととなっている。 

 

(3) 豪州 

豪州は連邦制であり、UGS を含めた鉱業に関する規制法は州ごとに定められている。

なお、同国はここ数年で急速にUGSの利用が拡大しており、今後国内でも 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参考となり得るため、新規事業者

の参入等、事業形態についても注視する必要があると考えられる。 
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4 国外の天然ガス地下貯蔵に係る漏えい事例の調査 

4.1 概要 

2015 年 10 月 23 日に、米国カリフォルニア州 Aliso Canyon の UGS 施設坑井付近から

大規模な天然ガスが漏えいする事故が発生した。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。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。 

本調査では、Aliso Canyon 漏えい事例の原因、その後の対策等（事業者の対策の他、国・

州の対応を含む）に関して調査を行う。その他、２８年度調査の調査報告書に含まれていな

い事例で、参考となる事例を追加した。 

事例の調査では、原因や被害状況の調査のみならず、事例を契機としたその後の対応等、

保安活動や規制への活用状況についても調査を行った。 

 

4.2 Aliso Canyon の漏えい事例の調査 

4.2.1 事例原因調査の状況 

CPUC（カリフォルニア州公共事業委員会）は、DOGGR（州環境保全省石油・ガス・地

熱局）と共同で事故原因調査を実施しており、根本原因調査を米 Blade 社に委託している

（図 4.1）。 

 

 

図 4.1 Aliso Canyon の漏えい事例の調査体制25 

                                                   
25 Aliso Canyon SS25 Well Leak Investigation Overview（2017.3） 
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また、CPUCはウェブページで、Aliso Canyon漏えい事例の原因調査について随時公開

26を行っている（表 4.1）。 

 

表 4.1  Aliso Canyon 漏えい事例の原因調査の状況 

No 文書名 概要 

1 CPUC Aliso Canyon Public 

Meeting Presentation（2017.2.1） 

・CPUCが周辺住民向けに行った説明会。 

・Aliso Canyon の事故調査の計画及び CPUC

の役割、地域のエネルギー需給等を説明し

た。 

2 DOGGR/CPUC Letter to SoCal 

Gas on Well Standard Sesnon 25 

- Review of Proposed Operations

（2017.2.10） 

・DOGGR 及び CPUC が SoCalGas 社に提示

した、SS25（漏えいが発生した坑井）の廃井

手順のレビュー結果。 

・チュービング引き抜きのための詳細な手順を

示している。 

3 Aliso Canyon SS25 Well Leak 

Investigation Overview（2017.3） 

・SS25 の漏えい原因調査の概要を説明したス

ライド。 

・最終的な調査結果が出るまで 36～42 か月を

見込んでいる（図 4.1）。 

4 Operations Plan for SS25A

（2017.4.27）   

・SS25の検層の詳細な計画を示した資料。 

・検層に用いる装置や実施者等と、各実施者に

よる計画書から成っている。 

5 SS 25A Fluid Sampling and 

Analysis Protocol  （2017.4.28） 

・Blade 社による SS25 内の流体サンプリング

と分析手順を示した資料。 

6 SS-25A Wellsite Tubulars 

Handling Protocol（2017.4.29） 

・Blade 社による SS25 のウェルヘッド及びチ

ュービングの分解手順を示した資料。 

7 SS25A Well Work Plan

（2017.5.9） 

・No.4 の各社から個別に提示された計画書を

集約した計画書。 

8 Blade RCA: SS‐ 25 Phase 3 

Wellsite Tubulars Handling 

Protocol（2017.7.31） 

・No.6 の資料にケーシングの分解手順につい

て追記した資料。 

9 Blade Phase 3A Contingency 

Summary Steps（2017.10.5） 

・Blade 社による原因調査における緊急時対応

手順の概要について示した資料。 

10 Blade SS-25 Phase 3 Wellsite 

Equipment Handling Protocol 

for Houston, TX Warehouse

・Blade 社による SS25 の調査を行う場所の詳

細について示した資料。 

・住所、セキュリティ、設備等について示して

                                                   
26 http://www.cpuc.ca.gov/aliso/ 
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No 文書名 概要 

（2017.10.18） いる。 

11 Blade Work Plan - Aliso Canyon 

RCA: SS-25 Tubing and 

Wellhead Logistics（2017.10.18） 

・Blade社による調査の経過報告書。 

・SS25のチュービングの分解（244個）と、洗

浄・検査・移送等の準備について報告されて

いる。（図 4.2） 

12 Phase 4 Protocol for 

Metallurgical Investigation of 

SS-25 Failure（2018.2.15） 

・Blade 社による金属工学及びフラクトグラフ

ィー調査の手順報告書。 

 

 

図 4.2 分解した部品の箱詰め手順の例27 

 

原因調査報告について、表  4.1 の No.12 の「Phase 4 Protocol for Metallurgical 

Investigation of SS-25 Failure」28の概要について以下に示す。 

平成 29 年（2017 年）8 月 30 日に 7 インチケーシング内に降下したカメラから、深度

270m（887フィート）の位置にき裂が発見された（図 4.3～図 4.4）。 

 

                                                   
27 Blade Work Plan - Aliso Canyon RCA: SS-25 Tubing and Wellhead Logistics

（2017.10.18） 
28 Phase 4 Protocol for Metallurgical Investigation of SS-25 Failure（2018.2.15） 
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図 4.3 SS25 のケーシング損傷箇所の写真 28 

 

 

図 4.4 SS25のケーシング損傷箇所の位置 28 



 

49 

 

 

 

図 4.5 SS25のケーシング損傷箇所の模式図と引き上げ後の写真 28 

 

当該箇所の拡大写真から腐食によるき裂と減肉が発生していることが分かった（図 4.6）。

また、他の箇所でも腐食による減肉や表面き裂が発生していることが判明している（図 4.7、

図 4.8）。 

 

 

図 4.6 SS25のケーシング損傷箇所の拡大写真 28 
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図 4.7 SS25のケーシング損傷箇所以外の腐食による減肉が発生している箇所の写真 28 

 

 

図 4.8 SS25のケーシング表面亀裂の写真 28 

 

今後、損傷が発生した部分としていない部分を対象に金属工学及びフラクトグラフィー

調査を行い、腐食と損傷発生の関係について分析を進める予定となっている。 

 

4.2.2 事例後の対応及び圧入再開状況 

(1) 事例後の対応 

DOGGR及び CPUC は米 SoCalGas社に対し、Aliso Canyon のUGS施設（坑井数 114

本）の圧入再開にあたり、以下の 3 つのタスクの遂行により安全を確保することを指示し

ている29,30。 

 

① 圧入再開認可の請求前に実施するべきこと 

                                                   
29 California Public Utilities Commission and Division of Oil, Gas, and Geothermal 

Resources Checklist for Pre-Injection Safety Assurances（2016.10.21） 
30 California Department of Conservation, Division of Oil, Gas and Geothermal 

Resources：REQUIREMENTS OF COMPREHENSIVE SAFETY REVIEW OF THE 

ALISO CANYON NATURAL GAS STORAGE FACILITY（公開時期不明） 
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・ 114の坑井の詳細・最新・正確な現状報告を行う。報告では、坑井が次の 3種類のい

ずれかに属するか示す：(1) バッテリー1 及びバッテリー2 の試験を通過、(2) バッ

テリー1試験中かつ貯留層から隔離、(3) 完全閉鎖及び廃井。 

 バッテリー1試験：全坑井に対して行う試験。温度検層及びノイズ検層。 

 バッテリー2試験：通常稼働する坑井に対して行う試験。セメントボンド検層、ケ

ーシング厚測定、マルチアームキャリパーによる坑井形状の検査、圧力試験等。マ

ルチアームキャリパーの検査及び圧力試験では、最大圧入圧力の 115%の負荷をか

けて坑井形状や健全性を評価する。 

・ 圧入・排出の最大圧力の計画値を坑井シミュレーション結果とともに提出する。 

・ 稼働する全坑井にチュービング・ケーシング間のアニュラスを隔離するようなチュ

ービングとパッカーの仕上げを行う。 

・ DOGGRの規制に則り、リスクマネジメント計画を提出する。同計画には、全施設に

渡っての実効的な緊急対応計画と、実効的な危険緩和手順が含まれる。 

・ DOGGRの規制に則り、現行の不測の流出時計画を提出する。 

・ 内部腐食評価及び緩和の計画を提出する。 

 

上記バッテリー1及びバッテリー2試験の通過基準は以下のとおりである。 

・ バッテリー1 

 温度検層：坑内温度の局所的な低下が発生していないこと。 

 ノイズ検層：ガスの漏えいに伴う雑音が発生していないこと。 

・ バッテリー2 

 セメントボンド検層：セメントとケーシング間あるいはセメントと貯留層とキャ

ップロック間に顕著な空間が発生していないこと。 

 ケーシング厚測定：ケーシングの減肉が発生していないこと。 

 マルチアームキャリパーによる坑井形状の検査：変形や減肉が発生していないこ

と。 

 圧力試験：最大圧入圧力の 115%の負荷をかけた場合に、圧力の損失が発生しない

こと。 

 

なお、カリフォルニア州の UIC規制のドラフト 9では、UGSを含めた地層に流体を圧入

する坑井を対象に、ケーシング健全性の試験「1724.10.1. Mechanical Integrity Testing Part 

One – Casing Integrity」が追記されている。試験の内容は圧力試験のみで、付加する圧力

は 200psiまたは最大圧入圧力となっている。また、ケーシング・チュービング・パッカー

の構造健全性の試験「1724.10.2 Mechanical Integrity Testing Part Two – Fluid Migration 

Behind Casing, Tubing or Packer」が追記されている。試験の内容は、温度検層、ノイズ

検層のほか、放射性トレーサーを用いた流れの試験となっている。 

 

② 圧入再開認可前に実施するべきこと 
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・ 圧入再開の 3日前に、社長、稼働責任者、執行責任者いずれかの署名入りの適合分析

結果を提出する。この適合分析結果の中で、SoCalGas社は、SS25破損に関する Aliso 

Canyon漏えい事例の根本原因の解明に先行して、稼働設備が安全であることを示さ

なければならない。 

 ガス圧入・排出システムに関する全ての装置及びパイプラインのリストを提出す

る。 

 緊急遮断装置（ESD：Emergency Shutdown Devices）を含むガス圧入・排出シス

テムに関する装置及びパイプラインの試験結果及び/または機能検査報告書を提出

する。 

 全ての二重用途のパイプライン（圧入・排出兼用のパイプライン）及び関連するブ

ロック弁（block demarcation valve）のリストと施設の ESDの検査記録を提出す

る。 

・ 各坑井の稼働時における最大圧力の計画値を提出する。 

・ 圧入再開の前に、全ての坑井にリアルタイム圧力モニターをチュービング内及びチ

ュービングとケーシングの間のアニュラス内に設置する。アニュラス圧の継続モニ

タリング装置は警報付が望ましい31。その場合、警報レベルの設定と警報が発生した

場合の対応計画を DOGGRに提出する。 

・ 圧入再開の最低 1 週間前には、全施設の漏えい調査を終了させ、全ての結果は終了

後 3日以内かつ圧入再開前に CPUCに提出する。 

・ 圧入再開前に、チュービングからの漏えい及びアニュラス圧増加への対応手順を紙

面で提出する。手順には、安全確保とフォローアップを含む。 

・ 全ての坑内装置の機能試験記録を DOGGRに提出する。 

・ 圧入再開前の 2 週間の間に 1 回以上、サイト全域のメタン排出量を測定のための風

下飛行（downwind flight）を実施する。 

 

上記のうち、メタン排出量測定のための風下飛行は本タスク独自の実施事項である。一方、

最大圧力の計画値の提出は UIC 規制のドラフト 9と同様である。これら以外の実施事項に

ついては、時期の特定が本タスク独自の内容となっている。 

 

③ 圧入再開後（本タスクの実施計画について事前に DOGGR と CPUC の承認が必須） 

・ 圧入再開後 72 時間以内に全施設の漏えい調査を実施し、結果を DOGGR と CARB

（California Air Resources Board：カリフォルニア大気資源局）に提出する。特筆

するべき漏えいは、法の求めに応じて即座に関係省庁に報告されなければならない。 

・ DOGGR の規制による漏えいの日次モニタリングに加え、全施設の漏えい調査を圧

入再開 1 か月後及び 4 半期ごと（1 年以内に計 5 回）に実施し、結果を DOGGR と

                                                   
31 現在改正審議中の州法では、警報付が必須（shall）であるが、この時点での認可は推

奨（should）となっている。 
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CARB（California Air Resources Board：カリフォルニア大気資源局）に提出する。

初年度より後は、CARBの規制に則り漏えい調査を実施する。 

・ 漏えい発見時の手順を提出する。同手順は、DOGGRの緊急対応に関する規制と現行

及び改正審議中の州法を反映したベストプラクティスに適合し、CARB の指導に基

づいていなければならない。 

・ 圧入再開後 30日間の日次の貯留層圧力値を CPUCまたは DOGGRに報告する。 

・ 圧入再開後 30 日間の日次の圧入量・排出量の測定値を CPUC 及び DOGGR に報告

する。 

・ 圧入再開後 30 日間のアニュラス圧とチュービング圧の日次平均値を CPUC 及び

DOGGRに報告する。 

・ 6 か月ごとに 1 回以上坑内装置の機能試験を実施し、DOGGR に結果の記録を提出

する。 

・ 各坑井の全試験、あるいは完全密閉及び閉塞は 1年以内に実施する。 

・ DOGGR が指摘したプロジェクトファイルにおける全てのデータの齟齬について対

処を行う。 

・ 圧入再開後、サイト全域のメタン排出量を測定のための風下飛行（downwind flight）

を 2回実施する。2回の計測は 1週間以上間を空けてはならない。いずれの計測結果

も 250kg-CH4/h以下ならば、以後の計測は不要である。漏えいを示唆する計測結果

の場合、漏えいが認められなくなるまで計測を行わなければならない。 

 

上記のうち、メタン排出量測定のための風下飛行、及び圧入再開 1 年内の全施設の漏え

い調査は本タスク独自の実施事項である。一方、6か月ごとに 1回以上行う坑内装置の機能

試験はカリフォルニア州の UIC 規制と同様である。これら以外の実施事項については、時

期の特定が本タスク独自の内容となっている。 

 

(2) 圧入再開に向けた試験状況 

Aliso Canyonの試験対象となっている 114本32の試験結果をウェブページ33で確認する

ことができる。2017年 11月 24日時点で、52本は全ての試験を通過、62本はバッテリー

1試験のみ通過している。 

この試験状況を受け、CPUCは Aliso Canyonの UGS施設からの一般消費者及びガス発

電事業向けの排出を今冬再開するための具体的・詳細な手順34を 2017 年 11 月 2 日に公表

した。その概要を以下に示す。 

 

                                                   
32 SoCalGas社は、Aliso Canyonの漏えい事例前に 115本のUGSのための坑井を所有し

ており、廃井は漏えいが発生した SS25のみで、残りの 114本は全て再開に向けた準備を

行っていることになる。 
33 http://www.conservation.ca.gov/dog/AlisoCanyon/Pages/Well-Detail.aspx 
34 Aliso Canyon Withdrawal Protocol （2017.11.2） 
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Aliso Canyon排出手順 

1. Aliso Canyon からの排出 

Aliso Canyonからの排出は既知あるいは予見される各条件（気象、全体のガス需要、

ガス発電需要、現在及び将来の SoCalGas 社のシステムの操業条件等）に基づく。排出

は、需給バランス管理者（Balancing Authorities）との調整により、電力システムへのリ

スク対応や消費者への供給減を回避あるいは制限し、全体の信頼性を確保するために必

要な場合に実施される。全ての場合において、排出は、現場やシステムの安全と整合し、

現場からの生産手順を順守する場合のみ実施することが許される。 

具体的には、以下の Aまたは Bのような状態が起こった場合に、排出を行うことがで

きる。 

A. 以下の 3条件を同時に満たす場合 

(1) SoCalGas 社が消費者へ電力及び/またはガスの供給減を避け、需要を満たすために

有効で必要な適切な行動を取っている。 

(2) 電力供給減を避けるため、カリフォルニア独立系統運用者（CAISO：California 

Independent System Operator）あるいはロサンゼルス水道電力局（LADWP：Los 

Angeles Department of Water and Power）が、既知あるいは予見される各条件に

基づき、SoCalGas 社との調整の上、適切な緊急計画を発動する。 

(3) ガス供給の追加がないために電力供給減が発生する喫緊のリスクが存在する。 

B. 公衆の健康及び安全に影響を及ぼす、または結果的に電力供給減となるガス供給減

の喫緊かつ明確なリスクが存在し、そのリスクが Aliso Canyonからの排出により

緩和される可能性がある。このようなリスクは、ガスパイプラインの非常事態やガ

ス供給の追加が絶対的に必要な場合に発生し得る。このような状況下で、信頼性が

リスクにさらされ、各削減が喫緊である場合に、SoCalGas社は独自の判断で Aliso 

Canyonからの排出を実施することが許される。 

 

2. Aliso Canyon サイトの準備 

SoCalGas社は、適切なタイミングでの排出に必要な全ての行動を取り、システムの信

頼性への予見できる条件・リスクに対して備えるべく、Aliso Canyon を準備しなければ

ならない。さらに、CAISOがフレックスアラートを宣言した場合はいつでも、SoCalGas

社は CAISO 及び LADWP を調整し、適切なタイミングでの排出に必要な準備を行わな

ければならない。 

 

3. 第 1項 A条件下における排出の実施 

Aliso Canyon の UGS 事業者として、SoCalGas 社は第 1 項 A 条件下における Aliso 

Canyon からのガス排出の決定を周知する責任を負う。各条件が合致することを確認の

上、SoCalGas社は需給バランス管理者とも連絡の上、条件の合致について合意を得る。

周知を目的として、連絡の際は CPUCへも連絡を行い、CPUC は適宜参画することがで
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きる。 

SoCalGas 社、CPUC 及び需給バランス管理者にとって可能な方法を用いて相互に意

思疎通を行い、排出の実施のために必要な意思疎通と確認のための全ての手段を講ずる。 

 

4. 伝達と報告 

SoCalGas 社は、次の事項を速やかに CPUC に伝達する：システム信頼性を脅かしか

つ電力供給減を要する可能性がある緊急事態の発生、Aliso Canyonからの排出の開始、

等。 

Aliso Canyon からの排出停止後 24時間以内及び 30日以内に、SoCalGas社は CPUC

に報告を行う（CPUC の通達では、各報告事項と内容について詳細に記述されている）。 

 

(3) 事例発生当時の規制 

事例発生当時の UIC規制35では、「モニタリングシステムあるいは方法は、損傷なく圧入

流体が意図した領域あるいは圧入領域に留まることを確認できるよう装備すること

（Monitoring system or method to be utilized to ensure that no damage is occurring and 

that the injection fluid is confined to the intended zone or zones of injection.）」と示され

ているのみで、具体的なモニタリング項目や漏えいの検知について示されていない。 

 

4.3 Aliso Canyon の漏えい事例の原因に関する研究事例 

Aliso Canyon 漏えい事例の原因調査は現在も継続中であるが、ローレンスバークレー国

立研究所（LBNL）は、今までに判明・公表された情報を基に、同所が所有する坑井－貯留

層シミュレータ T2Well36を用いて Aliso Canyon の漏えい事例のブローアウト及びトップ

キル・ボトムキルを対象に数値シミュレーションを行っており、2016 年 10 月に米エネル

ギー省（DOE）と米パイプライン有害物質庁（PHMSA）が発行した報告書37に一部結果が

掲載されているほか、より詳細な結果について掲載した論文38が 2018年に発行されている。

当時のブローアウト現象と、当時実施したトップキルにより貯蔵ガス漏えいが停止できな

かった原因について、数値シミュレーションを使った検討を行っている。シミュレーション

においては、本検討において従来所有している貯留層シミュレータ TOUGH2 と坑井内流

れの数値シミュレータを連成させた T2Wellを用いている。 

論文 38 では、シミュレーションによるブローアウト、トップキル及ぶボトムキルの現象

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

Resources（2015.3） 
36 T2Wellは、2010年に発生したマコンド暴噴のシミュレーション等において実績があ

る。 
37 DOE & PHMSA: Ensuring Safe and Reliable Underground Natural Gas Storage 

Ensuring Safe and Reliable Underground Natural Gas Storage（2016.10） 
38 Pan, Oldenburg, Freifeld, Jordan: Modeling the Aliso Canyon underground gas 

storage well blowout and kill operations using the coupled well-reservoir simulator 

T2Well Journal of Petroleum Science and Engineering 161, 158–174（2018） 
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の再現を試み、いくつかの仮定の下にシミュレーションを行った結果、以下のように結論付

けている。 

 

 シミュレーション結果からは、チュービングの閉塞（ガスリフト・マンドレルの存在）

と SSVやチュービング穴を介したチュービングとプロダクションケーシングの間の

アニュラス（A-アニュラス）の間の複雑な流路の構造が、トップキルの失敗をもたら

したと言える。 

 チュービングの閉塞とチュービング穴がなかったとしても、ガス漏えいは回復した

が、沈静の期間はより長くなる。結果として、高コストであり作業期間も要するボト

ムキルを行わなくとも、SS25を廃止できた可能性がある。 

 SS25のような事故は、危機進展のペースが速いため、確実な対応は困難である。こ

のため事業者は、SS25のような事故に迅速な対応を行うべく、シミュレーション実

施能力の向上や鉱山データベースの整備が必要であり、その結果、適切な時期に適切

な意思決定及び対応を行うことができる。 

 

なお、ブローアウト及びトップキル・ボトムキルを対象に実施したシミュレーション結果

については付録に示す。 

 

4.4 UGS 坑井の評価や継続使用に関する報告 

4.4.1 概要 

科学技術の側面から州に助言を行うカリフォルニア州の代表機関であるカリフォルニア

科学技術会議（CCST：California Council on Science and Technology）は、カリフォルニ

ア州公共事業委員会（CPUC）及びカリフォルニア州環境保全省石油・ガス・地熱局（DOGGR）

の委託を受け、カリフォルニア州の老朽化したUGS坑井の評価や継続使用に関する報告書

「Long-Term Viability of Underground Natural Gas Storage in California」39を作成、

2018年 1月に発行した。4.3に示した研究を実施した LBNLは報告書の執筆を一部担当し

ている。 

同報告書は以下の 3つの「Key Question」から構成されている。 

 

① カリフォルニア州の UGS施設による安全衛生環境へのリスクは何か？（What risks 

do California’s underground gas storage facilities pose to health, safety, 

environment, and infrastructure?） 

② カリフォルニア州は 2020 年までのエネルギー供給の信頼性確保のために UGS を必

要とするか？（Does California need underground gas storage to provide for energy 

reliability through 2020?） 

                                                   
39 California Council on Science and Technology: Long-Term Viability of Underground 

Natural Gas Storage in California（2018.1） 
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③ カリフォルニア州の気候政策の施行により、将来、UGS の必要性は変化するか？

（How will implementation of California’s climate policies change the need for 

underground gas storage in the future?） 

 

本調査では、①のUGS施設の安全衛生環境へのリスクとその低減方法に関する考察につ

いて着目する。 

 

4.4.2 UGS 施設のリスク要因 

報告書 39では、カリフォルニア州の UGSのリスク要因である事故の原因となり得る事項

について、主に以下のような検討結果を示している。 

 

(1) 坑井からのガス漏えい 

図 4.9 に示すように、二酸化炭素地中貯留における検討を例に、坑井の事故の原因とな

り得る事象について指摘している。具体的には、(a)ケーシングとセメント間のシール不良、

(b)セメントプラグとケーシング間のシール不良、(c)セメント劣化の結果発生するセメント

空隙を通じた漏えい、(d)ケーシング腐食、(e)セメント破損、(f)セメントと地層間からの漏

えい、を挙げている。 
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図 4.9 坑井の事故の原因となり得る事象 

 

このほか、API117140等のレビューに基づき、表 4.2に示すように坑井健全性を脅かす要

因について列記している。 

 

表 4.2 坑井健全性を脅かす要因 

大項目 中項目 小項目 

地上施設 ウェルヘッドからの漏えい ・弁からの漏えい 

・締め付け不良 

・スリップからの漏えい 

・砂による腐食 

                                                   
40 米国石油協会（API）：API Recommended Practice 1171 Functional Integrity of 

Natural Gas Storage in Depleted Hydrocarbon Reservoirs and Aquifer Reservoirs 

FIRST EDITION（2015） 
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大項目 中項目 小項目 

第三者による破損 ・表面侵食 

・故意/偶然の破損 

ケーシングまたはライナー

からの漏えい 

内部腐食 － 

アニュラス流体・ガス － 

外部腐食 － 

ケーシングシュー健全性 － 

カラーからの漏えい － 

セメント健全性 ・セメントボンド 

・マイクロアニュラス 

・セメント破損 

・セメント品質 

ケーシングを使った圧入 

（パッカーなしの仕上げ） 

－ 

ガス・マンドレルを使ったガス

生産（ケーシング及びチュービ

ングを両方使用するガス生産） 

－ 

セメンチングされていないライ

ナー 

－ 

チュービングからの漏えい カラーとスレッドからの漏えい － 

内部腐食 － 

パッカーからの漏えい － 

アニュラス流体 － 

閉塞（プラグ）及び廃止後

の漏えい 

構造プラグの健全性不良 － 

セメントプラグの健全性不良 － 

泥水プラグの健全性不良 － 

一時的な廃止（埋戻し）の不良 － 

 

また、IPCC報告書41のレビューに基づき、表 4.3に示すように貯留層の健全性を脅かす

要因について列記している。 

  

                                                   
41 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)：Special Report on CO2 

Capture and Storage, Chap. 5, S.M. Benson and P.J. Cook (Eds.), (Bert Metz, Ogunlade 

Davidson, Heleen de Coninck, Manuela Loos and Leo（2005） 

Meyer (Eds.)), Cambridge University Press, UK. pp. 431. 
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表 4.3 貯留層健全性を脅かす要因 

大項目 中項目 小項目 

キャップロック/貯留領域

の健全性不良 

過大な圧力 － 

断層及びき裂 － 

地盤力学的な力 － 

地質シールによる封じ込

め能力（地層構造・層序に

よるトラップ） 

背斜トラップ － 

尖滅トラップ － 

層相（facies）変化 － 

断層（区画化された貯留層

の摩擦安定性） 

・透水性 

・非透水性 

構造的なこぼれ出し点及び

過剰圧入 

－ 

地質学的な不確かさ ・貯留ガスの膨張、収縮、移

流 

・移流の流路の存在 

貯留層の破損 地震活動 － 

外部からの流体による汚染 － 

貯留構造の破壊 － 

人為的な要因 第三者による破壊（掘削、仕

上げ、改修、閉塞） 

－ 

ガス貯蔵坑井の掘削 － 

石油・天然ガス生産井の掘

削 

－ 

EOR 及び廃棄物の圧入井

の掘削 

－ 

プラグを行った坑井の存在 － 

廃止井（埋め戻した坑井）の

存在あるいは不適切にプラ

グを行った坑井 

－ 

一時的にプラグを行った坑

井 

－ 

モニタリングや観測井の掘

削 

－ 

 

(2) その他自然災害、地表設備からのガス漏えい等 

その他の要因として、以下のようなカリフォルニア州の UGSの事故の原因となり得る事
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項を挙げている。以下の要因は UGSにおいて一般的な内容あるいは UGS 特有の内容とは

言えないため、項目のみの列記に留める。 

 

 高い圧力の発生（圧入する天然ガスは水よりも密度が低いため、高圧をかけて圧入を

行うため、地表設備や坑井に高い圧力が負荷される） 

 地表設備からのガス漏えい 

 自然災害（地すべり、自然発生による地震、津波、洪水、海水面上昇、地盤沈下） 

 

4.4.3 リスク低減方法とマネジメント 

報告書 39では、カリフォルニア州規制法で規定しているリスクマネジメント策定に対し、

以下の手順によるリスクマネジメント計画を推奨している。 

 

① UGS 施設の定量的リスク評価を行い、UGS 施設がさまざまなリスクのエンドポイ

ント（作業員安全、UGS サイト外の鉱害、メタン流出、財産の破壊等）にもたらす

リスクを理解する。 

② UGS 施設が留まるべきリスク目標とリスクのエンドポイントに対する目標を策定す

る。 

 

また、カリフォルニア州規制法のレビューを含め、前節に示した UGS施設のリスクの低

減方法とマネジメントに関するいくつかの提言を行っている。以下にその概要を示す。 

 

(1) 坑井健全性 

カリフォルニア州規制法で提示されている(1)坑井構造、(2)力学的健全性試験、(3)モニタ

リング、(4)ウェルヘッド及び弁の検査・試験・保守、(5)坑井の廃止、(6)データの報告につ

いて推奨するとともに、規制内容の 5年ごとの再評価の実施を推奨している。 

 

(2) UGS 健全性を向上させる追加活動 

その他、カリフォルニア州規制法にはない 3 つの追加活動を特定し、これらの活動は有

益であると同時にある程度のコストと負荷を伴うものとしている。 

 

① 各 UGS施設の作業員の訓練を行い、甚大な被害をもたらす可能性のある異常状態へ

の効果的な対応力を身に着ける。 

② UGS 施設からのガス漏えい発生時に、UGS サイトあるいは漏えいにおける移流の

特徴、漏えいガスの環境中の移流先、及び地域住民やインフラへの影響を予測する能

力を向上させる。 

③ あらゆる UGS 施設で発生する安全問題の報告の仕組み及び他の UGS施設や公衆と

の情報共有の仕組みを確立させる。 
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(3) 大気モニタリング 

報告書 39 では、ガス漏えいの早期検知と地球温暖化防止の観点から大気モニタリングが

有効としている。具体的には、(1)メタン分析器を搭載した航空機によるメタン排出量の特

定（図 4.10）、(2)赤外線による可視化機器を搭載した航空機等による個々のインフラから

の排出量を空間的な分布の把握（図 4.11）、を推奨している。 

 

 

図 4.10 航空機を用いたメタン濃度の測定（2015 年 5 月 13 日に実施した McDonald 

Island 貯蔵施設上空の測定結果） 
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図 4.11 メタン濃度空間分布の把握（Aliso Canyon） 

 

4.4.4 UGS 坑井の評価や継続使用に関する報告まとめ 

カリフォルニア州の代表機関である CCST は、カリフォルニア州の老朽化した UGS 坑

井の評価や継続使用に関する報告書を発行しており、その中で、UGS 施設のリスク要因と

リスク低減方法とマネジメントについて推奨事項を述べている。 

推奨事項としては、カリフォルニア州規制法の内容に加え、作業員の訓練、漏えい発生時

の漏えいガスの挙動予測能力の向上、報告及び情報共有の仕組みの確立、大気モニタリング

の実施を挙げている。 
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4.5 米国における天然ガス地下貯蔵に係るその他の漏えい事例の調査 

イリノイ州の規制機関及び業界団体、カリフォルニア州のUGS事業者及び規制機関への

現地調査により聴収した、天然ガス地下貯蔵に係る漏えい事例について以下に示す。 

いずれの漏えい事例も調査中あるいは影響が軽微であったことから、情報の公開は行わ

れていない。 

 

4.5.1 イリノイ州 Champaign の飲料用地下水汚染事例 

2016 年 12 月にイリノイ州 People’s Gas 社が所有する Champaign の坑井のチュービン

グ及びケーシングが破損し、天然ガスが漏えいし、飲料用地下水が汚染された。その結果、

6世帯の飲料水でメタンが検出された。 

原因は、1960 年初めに稼働した坑井が腐食したためである。現在、当該坑井は閉塞し、

廃棄の予定である。 

 

4.5.2 カリフォルニア州 McDonald Island のアニュラスでのガス検出事例 

2016年にカリフォルニア州 PG&E社が所有するMcDonald Islandの坑井のアニュラス

で天然ガスが検出されたため、利用を停止した。現在、当該坑井は廃棄されている。ガスの

周辺環境への影響はなく、住民被害もなかった。 

 

4.6 国外の天然ガス地下貯蔵に係る漏えい事例まとめ 

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 漏えい事例の

調査を行い、石油生産開始から 60年以上経過した坑井を使って排出時にチュービング及

びケーシングを併用し、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。ケーシング破損

の原因については、施設の老朽化あるいは局所的な腐食等、現在も調査中である。なお、

現地調査では、Aliso Canyon漏えい事例の発生した坑井において、初期圧力以下で運用

していたことが分かった。事例が発生したカリフォルニア州では、研究機関によるシミュ

レーションを用いた原因調査や UGS坑井の評価・継続使用に関する推奨を記載した報告

書の発行を行っている。 

また、その他の地域においても坑井の腐食により破損が発生し、アニュラスにガスが漏

えいしたり、ケーシング破損により 6 世帯の飲料水が汚染されたりした漏えい事例 2 件

を現地調査により確認することができた。 
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5 国内の関連する保安規制の整理 

5.1 概要 

国外の天然ガス等地下貯蔵（以下、「UGS」という。）に係る規制内容、UGSに係る漏え

い事例調査結果を参考に、国内における保安規制の今後の課題を把握した。課題整理にあた

っては、鉱業法・鉱山保安法による規制のみならず、他法令で規制することとなった場合も

想定して検討を行った。 

 

5.2 国内外の現状の概要 

現状の国内のUGSは鉱業法・鉱山保安法の規制の下、運用が行われている。現状の法規

制においては、未採掘の鉱物資源の合理的な開発を目的に、鉱業権を保有する事業者が、国

産の天然ガスを貯蔵する場合に限定されており、鉱業権を所有しない第三者が実施する場

合については現状の法規制では明確に定められていない。また、最大圧入圧力による規定に

ついても明確に法規制されていない。 

一方、今までの調査から、米国・ドイツにおけるUGSは、ガス生産を行っていた権者か

ら権利を受け、貯留層を用いて一定期間ガスを貯蔵する事業として取り扱われ、地下資源の

開発・生産とは別の独立した事業として扱われており、安全に運用を行うための一連の法規

制や技術基準が整備されている。 

 

5.3 整理を行う項目 

今までに実施した米国・ドイツにおけるUGSを対象とした規制法の規制項目、及び UGS

事業者が実施している運用・保安活動等の内容と、国内規制法の現状について以下の項目に

ついて整理する。 

 

(1) 目的 

(2) 事業の申請・承認 

(3) 最大圧入圧力 

(4) 坑井健全性評価 

(5) モニタリング 

(6) 監督・報告・点検 

(7) 緊急時対応計画 

(8) 保安対策 

(9) セキュリティ 

 

5.4 関連する規制法の整理 

現在の UGS の適用法規である鉱業法・鉱山保安法に加え、UGS と同様、「ガスを貯蔵」

あるいは「地層に流体を圧入」を実施する事業法・規制法としてガス事業法及び高圧ガス保

安法について、UGS と関連すると思われる規制内容について整理した。また、海洋あるい

は海底の下への廃棄物等の廃棄の規制法で、国内で CCSを意識した唯一の法律である海洋
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汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下、「海洋汚染防止法」という。） 

 

5.4.1 鉱業法・鉱山保安法 

(1) 目的 

 鉱業法は鉱物資源を合理的に開発することを目的としている（鉱業法第一条）。 

 また、鉱山保安法は鉱山労働者に対する危害の防止及び鉱害の防止し、鉱物資源の合

理的開発を図ることを目的としている（鉱山保安法第一条）。 

 

(2) 事業の申請・承認 

 鉱業権者は施業案を定め、事業に着手する前に経済産業大臣に届出を行い、施業案を

変更した場合も同様に届出を行う（鉱業法第六十三条）。 

 

(3) 最大圧入圧力 

天然ガスの最大圧入圧力に関する規定はない。 

 

(4) 坑井健全性評価 

天然ガスの圧入・排出のための坑井に関する技術基準はない。 

 

 坑井においては、次によること：(1)掘削作業、試油作業、坑井の仕上げ作業、坑井の

改修作業又は廃坑作業の坑井には、石油の噴出を防止するため、適切な噴出防止設備

が設けられていること。(2) 掘削作業の坑井には、逸泥その他の異常事態を的確に把

握するため、循環泥水タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装

置が設けられていること。(3) 掘削作業又は試油作業の坑井には、非常用泥水又は必

要な材料が備えられていること。ただし、自噴採収装置を備えたときは、この限りで

ない（鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第十七条）。 

 

(5) モニタリング 

天然ガスの圧入・排出のための坑井に関するモニタリング規定はない。 

ただし、パイプライン及び高圧ガス処理（コンプレッサー等）には、流量や温度等の監視

項目及び監視装置に関する規定がある（鉱山保安法施行規則）。 

 

(6) 監督・報告・点検 

 産業保安監督部長は、施業案中保安に関する事項の実施を監督する（鉱山保安法第三

十三条）。 

 鉱業権者は、(1)重大な災害が発生したときは、直ちに、災害の状況その他の鉱山保安

法施行規則で定める事項、(2) 鉱山保安法施行規則で定める時期に、鉱山保安法施行

規則の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であって鉱山保安法施

行規則で定めるもの、を産業保安監督部長に報告しなければならない（鉱山保安法第
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四十一条）。 

 報告を行う事象、時期及び報告事項は以下のとおりである。 

 災害、事故その他の事象：火災、ガスの爆発、ガス突出、自然発火又は有害

ガスの湧出による災害が発生したとき 

 時期及び報告事項①：災害の発生後速やかに災害の状況 

 時期及び報告事項②：災害の発生した日から三十日以内に指定の様式 

 施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする：

(1)保安の確保上重要な鉱山等にある建設物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及

び掘採跡を定期的に巡視し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、危害及び鉱害の防

止のため必要な事項について、測定すること。(2)大雨、地震その他の異常気象により

保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又は前号の測定の結果に異常が認め

られたものについては、巡視者に危害が及ぶおそれがある場合を除き、巡視及び測定

の回数の増加その他巡視又は測定について必要な措置を講ずること。(3) 鉱業上使用

する機械、器具及び工作物については、始業時、月次等、定期的に点検を行うこと。

(4)(1)及び(2)の巡視及び測定並びに前号の点検についての箇所、項目、方法及び頻度

をあらかじめ定め、これを鉱山労働者に周知すること。(5)(1)から(3)までの巡視、検

査、測定及び点検の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること（鉱山保安法施

行規則第二十六条）。 

 

(7) 緊急時対応計画 

 鉱業権者は、ガスの突出、ガスの爆発、自然発火について、鉱山における人に対する

危害の防止のため必要な措置を講じなければならない（鉱山保安法第五条）。 

 鉱業権者は、ガスの突出、ガスの爆発、自然発火から鉱物資源を保護するために必要

な措置を講じなければならない（鉱山保安法第六条）。 

 鉱業権者は、ガスの処理について、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければなら

ない（鉱山保安法第八条）。 

 災害時における救護について鉱業権者が講ずべき措置は、負傷者の手当に必要な救

急用具及び材料の配備、自己救命器の配備、坑内誘導無線機その他の連絡装置の設置、

救命施設の設置、救護隊の設置、定期的な退避訓練の実施その他の鉱山において発生

が想定される災害に対処するための措置とする（鉱山保安法施行規則第十七条）。 

 

(8) 保安対策 

 鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする：(1)鉱山労働者の安全を確保す

るため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられてい

ること。(2) 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示が設けられ

ていること。(3) 粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装置の密閉

その他の適切な措置が講じられていること。(4) 火災を防止するため、消火栓、消火

器、消火用砂その他の消火設備が適切に設けられていること。(5) 鉱山労働者が作業
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を安全に行うため、就業する場所は、必要な照度を確保できる照明設備の設置その他

の適切な措置が講じられていること。(6) 緊急時に迅速な通信を確保するため、電話

の設置その他の適切な措置が講じられていること（鉱業上使用する工作物等の技術

基準を定める省令第三条）。 

 坑井の坑口は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済

産業大臣が定める距離を有していること（鉱業上使用する工作物等の技術基準を定

める省令第十七条）。 

 経済産業大臣が定める距離は 20m以上とする（鉱業上使用する工作物等の技術基準

を定める省令に基づき鉱業上使用する工作物等の保安距離等第一条）。具体的には、

学校、病院、劇場、母子福祉施設等：30m、、重要文化財：50m、高圧ガス設備：20m、

これら以外の住宅：10m（鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令に基づき

鉱業上使用する工作物等の保安距離等別表第一） 

 

(9) セキュリティ 

 鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする：(7) 廃止又は休止した施設に起

因する危害及び鉱害を防止するため、廃止又は休止した施設は、立入禁止区域の設定、

さく囲及び標識の設置、坑口の閉そくその他の適切な措置が講じられていること（鉱

業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第三条）。 

 

5.4.2 ガス事業法 

ガス事業法は、ガス使用者の利益保護、ガス事業の健全な発展、公共の安全確保及び公害

の防止を目的としている。 

ガス事業法においては、「ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガ

ス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設

備」で「ガス事業の用に供するもの」を「ガス工作物」と定義（ガス事業法第二条）し、そ

れらに対する技術基準への適合義務が課されている（ガス事業法第六十一条）。 

UGS 事業の地層や坑井は、ガス事業法の規制対象になっていないため、それらの技術基

準も存在しない。 

以下に、主に「ガス工作物」に関する規定について示す。 

 

(1) 目的 

 ガス事業法は、以下を目的にしている（ガス事業法第一条）。 

 ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガ

ス事業の健全な発達を図る。 

 ガス工作物の工事、維持及び運用、並びにガス用品の製造及び販売を規制するこ

とによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図る。 
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(2) 事業の申請・承認 

ガス事業法では、「ガス小売事業」「一般ガス導管事業」及び「ガス製造」それぞれに対し

て事業の申請・承認（ガス事業法では「許可」）について規定している。このうち、「ガス小

売事業」についての申請・承認について以下に示す。 

 

 ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない（ガ

ス事業法第三条）。 

 許可を受けようとする者は、ガス発生設備及びガスホルダーの設置の場所、種類及び

能力別の数等を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない（ガス事

業法第四条）。 

 ガス小売事業者は、ガス工作物の設置又は変更の工事の計画を経済産業大臣に届け

なければならない（ガス事業法第三十二条）。 

 

(3) 最大圧入圧力 

 ガス工作物の構造は、供用中の荷重並びに供用中の荷重並びに最高使用温度及び最

低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、規模に応じて適切な構造でな

ければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十五条）。 

 

(4) 坑井健全性評価 

 ガス工作物の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化

学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有するも

のでなければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十四条）。 

 ガス工作物の構造は、供用中の荷重並びに供用中の荷重並びに最高使用温度及び最

低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、規模に応じて適切な構造でな

ければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十五条）。 

 

(5) モニタリング 

 ガスを通ずるガス工作物を設置する室は、ガス漏えいを検知かつ警報する設備を設

けなければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第九条）。 

 ガスを通ずる設備の損傷を防止するための使用の状態を計測又は確認できる適切な

装置を設けなければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十八条）。 

 ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置の設

置に関する規定がある（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十九条）。 

 

(6) 監督・報告・点検 

 ガス小売事業者は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、実務の経験

を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス事業の用に供するガス

工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない（ガス事業
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法第二十五条）。 

 経済産業大臣は、その職員に、ガス小売事業者を行う者の営業所、事務所その他の事

業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる（ガス事業法附 

則 （平成二七年六月二四日法律第四七号）第三十四条）。 

 ガス事業者はガス工作物等について事故42が発生したとき、規則で定める報告期限及

び報告先に報告しなければならない（ガス関係報告規則第四条）。 

 ガス小売事業者は、届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物であって、工事

について自主検査を行い、その結果が適合していることについて経済産業大臣の登

録を受けた者が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはな

らない（ガス事業法第三十三条）。 

 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であってガス事業法施行

規則で定めるものについては、ガス事業法施行規則で定めるところにより、定期に、

自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない（ガス事業

法第三十四条）。 

 

なお定期自主検査は、告示43でガス工作物ごとに時期が定められている。例えばガスホル

ダー及び導管は 25か月となっている。 

 

(7) 緊急時対応計画 

 保安規程は、災害その他非常の場合にとるべき措置に関することについて定めるも

のとする（ガス事業法施行規則第二十四条）。 

 製造設備を安全に停止させるのに必要な装置その他の製造所及び供給所の保安上重

要な設備には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置

を講じなければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第二十一条）。 

 供給所及び導管を管理する事業場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な

通信設備を設けなければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第五条）。 

 ガス工作物を制御するための機器を集中的に設置している室は、緊急時においても

当該ガス工作物を安全に制御できるものでなければならない（ガス工作物の技術上

の基準を定める省令第二十三条）。 

 

ほかガス小売事業者に対し、大規模地震に関する法律44では、地震防災に関し取るべき措

                                                   
42 ガス工作物（工事中を含む）の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物の操作により人

が死亡・負傷、供給支障、製造支障、ガス漏えい等。 
43 定期自主検査の時期を定める件（通商産業省告示第百五号） 
44 大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号） 
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置等、南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る特別措置法45,46では、津

波に関し取るべき措置等をそれぞれ保安規程に定めることとなっている。 

 

(8) 保安対策 

 排送機、圧送機及びガスホルダー等は、その外面から事業場の境界線に対し、告示47

で定める距離を有しなければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第

六条）。排送機、圧送機及びガスホルダー等のガス工作物に係る容器であって最高使

用圧力が高圧のものは、その外面から学校、病院その他の告示で定める物件に対し告

示 47 で定める距離を有しなければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省

令第六条）。 

 特定事業所における高圧のガス等を通ずるガス工作物は、ガス等が漏えいした場合

の災害の発生を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区

分して設置し、かつ、高圧のガス工作物等相互間は、保安上必要な距離を有しなけれ

ばならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第七条）。 

 ガスを通ずるガス工作物は、当該ガス工作物からのガスが漏えいした場合の火災等

の発生を防止するため、その外面から火気を取り扱う設備に対し適切な距離を有し

なければならない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十一条）。 

 高圧のガス等を通ずるガス工作物又は当該ガス工作物に係る計装回路には、当該設

備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適切なインターロック機構を設けなければな

らない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第二十条）。 

 ガスホルダーのガスを送り出し、又は受け入れるために用いられる配管には、ガスが

漏えいした場合の災害の発生を防止するため、ガスの流出及び流入を速やかに遮断

することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない（ガス工作物の

技術上の基準を定める省令第三十三条）。 

 

(9) セキュリティ 

 製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じ

なければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、

この限りでない（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第四条）。 

 

5.4.3 高圧ガス保安法 

高圧ガス保安法は、高圧ガス48による災害を防止するため、高圧ガスの貯蔵を規制するこ

                                                   
45 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成十四年法律第九十

二号） 
46日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平

成十六年法律第二十七号） 
47 ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示（通商産業省告示第三百五十五号） 
48 メタンを主成分とする天然ガスについては、常用の温度において圧力（ゲージ圧力）が



 

72 

 

と等を目的とした規制法であり、事業目的等の規制はない。また、UGS 設備のうち地下設

備について明確な規定はないが、LPガス地下岩盤備蓄の事例では事前評価制度により詳細

な技術基準を個別に作成することで高圧ガス保安法が適用されていることから、類似する

事業である UGS事業についても参考になると考えられる。 

以下、UGS と関連すると考えられる「高圧ガスの貯蔵及び取扱」に関する規定について

示す。 

 

(1) 目的 

 高圧ガス保安法は高圧ガスによる災害49を防止するため、高圧ガスの貯蔵等その他の

取扱並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安

協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確

保することを目的としている（高圧ガス保安法第一条）。 

 

(2) 事業の申請・承認 

 容積 1,000㎥以上の高圧ガス50を貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を

受けて設置する貯蔵所（以下、「第一種貯蔵所」という。）においてしなければならな

い。都道府県知事は、第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令51で定める

技術上の基準に適合すると認めるとき、許可を与える（高圧ガス保安法第十六条）。 

 容積 300 ㎥以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受

けて設置する貯蔵所（以下、「第二種貯蔵所」という。）においてしなければならない

（高圧ガス保安法第十七条の二）。 

 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工

事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。第二種貯蔵

所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしよう

とするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない（高圧ガス保安

法第十九条）。 

 

(3) 最大圧入圧力 

 高圧ガス設備は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれら

と同等以上のものと認める試験に合格するものであること。高圧ガス設備は、常用の

                                                   

1MPa以上となる圧縮ガスであって、現にその圧力が 1MPa以上であるもの又は温度

35℃において圧力が 1MPa以上となる圧縮ガス（高圧ガス保安法第二条）。 
49 爆発、火災、噴出・漏えい、破裂・破損、喪失・盗難、高圧ガスの製造のための貯蔵所

等が危険な状態となったとき。ただし、噴出・漏えいは、毒性ガス又は可燃性ガスで微量

かつ人的被害のない場合は除く（高圧ガス保安法事故措置マニュアル）。 
50 メタンを主成分とする天然ガスは第 2種ガスに該当する。なお、第 1種ガス（ヘリウ

ム、ン、窒素及び二酸化炭素等）の第一種貯蔵所は容積 3,000㎥以上（高圧ガス保安法施

行令第三条、第五条）。 
51 一般高圧ガス保安規則（昭和四十一年通商産業省令第五十三号） 



 

73 

 

圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常

用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力等に応じ、十分な強度を有す

るものであること（一般高圧ガス保安規則第六条）。 

 

(4) 坑井健全性評価 

 高圧ガス設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備

の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性

質を有するものであること（一般高圧ガス保安規則第六条）。 

 

(5) モニタリング 

 高圧ガス設備には、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場

合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること（一般

高圧ガス保安規則第六条）。 

 高圧ガス設備には、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合

に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること（一般

高圧ガス保安規則第六条）。 

 

なお、高圧ガスの製造施設については、ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設

備を設けることとなっている。 

 

(6) 監督・報告・点検 

 都道府県知事は、貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの

貯蔵が経済産業省令 51 で技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術

上の基準に従って高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる（高圧ガス保安

法第十五条）。 

 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令 51 で定め

る技術上の基準に適合するように維持しなければならない。都道府県知事は、経済産

業省令 51 で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基

準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転す

べきことを命ずることができる（高圧ガス保安法第十八条）。 

 第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、都道府県知事あるいは高圧ガス保安

協会又は経済産業大臣が指定する者が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合し

ていると認められた後でなければ、これを使用してはならない（高圧ガス保安法第二

十条）。 

 高圧ガスの貯蔵所が危険な状態となったとき、発見した者は、直ちに、その旨を都道

府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なけ

ればならない（高圧ガス保安法第三十六条）。 

 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため
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必要があると認めるときは、その業務に関し、報告をさせることができる（高圧ガス

保安法第六十一条）。また、事業所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査、

関係者に質問、又は試験のため必要な高圧ガスを収去させることができる（高圧ガス

保安法第六十二条）。 

 高圧ガスを貯蔵する者は、災害が発生したとき等、遅滞なく、その旨を都道府県知事

又は警察官に届け出なければならない。経済産業大臣又は都道府県知事は、災害が発

生したとき、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの

種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる（高圧

ガス保安法第六十三条）。 

 

貯蔵所の点検に関する規定はない。 

ただし、高圧ガスの製造では、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属

する製造施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上製造をする高圧ガスの種類及

び製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当

該設備の補修その他の危険を防止する措置を講ずる規定がある（一般高圧ガス保安規則第

六条）。 

 

(7) 緊急時対応計画 

 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令 51 で定める技術上の基準に従ってしなければなら

ない。（高圧ガス保安法第十五条）。 

 技術上の基準は以下のとおり（一般高圧ガス保安規則第十八条）。 

 貯槽の修理及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態

で行うこと。 

 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者

を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行

うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するため

の措置を講じて行うこと。 

 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の貯槽の修理等をするとき

は、危険を防止するための措置を講ずること。 

 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなけ

れば貯蔵をしないこと。 

 高圧ガスの貯蔵所が危険な状態となったときは、直ちに、経済産業省令 51 で定める

災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。（高圧ガス保安法第

三十六条）。 

 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため

緊急の必要があると認めるときは、貯蔵所の使用を一時停止、貯蔵の禁止又は制限を

命じることができる（高圧ガスガス保安法第三十九条）。 
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(8) 保安対策 

 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令52で定める技術上の基準に従ってしなければならな

い。（高圧ガス保安法第十五条）。 

 技術上の基準は以下のとおり（一般高圧ガス保安規則第十八条）。 

 可燃性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽あるいは容器によりす

ること。 

 貯槽の周囲 2m以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の

物を置かないこと。ただし、貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガ

スが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を

講じた場合は、この限りでない。 

 第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者はその従業者に保安教

育を施さなければならない（高圧ガス保安法第二十七条）。 

 第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所においては、所有者若しくは占有者が指定する

場所で火気を取り扱ってはならない（高圧ガス保安法第三十七条）。 

 可燃性ガス等の貯槽に取り付けた配管には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、

1以上のバルブを設けること。可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備は、その設

置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること（一般

高圧ガス保安規則第六条）。 

 容器により貯蔵する第一貯蔵所で配管により接続されたものは、その外面から第一

種保安物件53に対し第一種設備距離54以上、第二種保安物件55に対し第二種設備距離

56以上の距離を有すること（一般高圧ガス保安規則第二十三条）。 

 

(9) セキュリティ 

貯蔵所のセキュリティに関する規定はない。 

ただし、製造設備については、事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見

やすいように警戒標を掲げる規定がある（一般高圧ガス保安規則第六条）。 

 

5.4.4 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海洋汚染防止法） 

海洋汚染防止法は、海洋あるいは海底の下への廃棄物等の廃棄を規制すること、海洋汚染

等及び海上災害を防止すること等を目的とした規制法であり、事業目的等の規制はない。ま

                                                   
52 一般高圧ガス保安規則（昭和四十一年通商産業省令第五十三号） 
53 病院、学校等（一般高圧ガス保安規則第二条）。 
54 貯蔵能力（㎥）に応じて決められる距離。L1～L4の 4つのレベルがあり、メタンを主

成分とする天然ガスは、最も高い L1の距離が設定される（一般高圧ガス保安規則第二

条）。 
55 第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの（一般高圧ガス保安規則

第二条）。 
56 第一種設備距離よりレベルが 1段低いレベルの距離。メタンを主成分とする天然ガス

は、L2の距離が設定される（一般高圧ガス保安規則第二条）。 
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た、最大圧入圧力や圧入のための坑井の健全性評価等については規制対象になっていない。 

同法は、「国内で CCS を意識した唯一の法律であり、二酸化炭素の圧入及び貯留につい

て海底下処分を対象とした規制型の法律」57となっている。CCSはUGSの類似事業であり、

オフショアでUGSを実施した場合に、海洋汚染防止法が関係する可能性がある。 

以下に、海底の下への二酸化炭素貯留（海洋汚染防止法では「廃棄」）に関する規定につ

いて示す。 

 

(1) 目的 

 海洋汚染防止法は、以下を目的にしている（海洋汚染防止法第一条）。 

 船舶、海洋施設及び航空機から海洋あるいは海底の下に油、有害液体物質等及び

廃棄物を廃棄すること等を規制し、廃油の適正な処理を確保する。 

 排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生

及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を

講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び

海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保する。 

 上記をもって、海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に

資することを目的とする。 

 

(2) 事業の申請・承認 

CCSの申請・承認に関して規定されている。 

 

 特定二酸化炭素ガス（二酸化炭素が大部分を占めるガスで、政令58で定める基準に適

合するもの）の海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければなら

ない。許可を受けようとする者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計

画及び海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する汚染状況の監視に関

する計画等を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない（海洋汚染防止

法第十八条の八）。 

 環境大臣は次にいずれにも適合していると認めるときでなければ許可をしてはなら

ない：(1) 海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令59で定める基準

に適合するものであり、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を

及ぼすおそれがないものであること。(2) 海底下廃棄以外に適切な処分の方法がない

ものであること。(3) 申請者の能力が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施

計画及び汚染状況の監視に関する計画に従って特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄及

                                                   
57 大塚直：CCS（炭素貯留）の法・規制の枠組みの構築－CCSに関する海洋汚染防止法

の問題を中心として 環境管理 Vol.53 No.12（2017.12） 
58 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号） 
59 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令（平成十九年環境省令第二十三

号） 
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び汚染状況の監視を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令 59 で

定める基準に適合するものであること（海洋汚染防止法第十八条の九）。 

 海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し、次に掲げる海域において海底

下廃棄をすること：(1) 地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がない海域、

(2) 将来において地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる海域、(3) 

特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を有す

る海域、(4) 海底下廃棄をした特定二酸化炭素ガスの状態の監視及び汚染状況の監視

をすることができる海域、(5) 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障

害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止

するために必要な措置を講ずることができる海域、(6) 当該海域及びその周辺の海域

における、海洋環境の保全上特に保護を図る必要があるものの所在に関する知見が

得られている海域（特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第二条）。 

 

(3) 最大圧入圧力 

特定二酸化炭素ガスの最大圧入圧力に関しては同法の規制の対象ではなく規定はない。 

 

(4) 坑井健全性評価 

特定二酸化炭素ガスの圧入のための坑井に関しては同法の規制の対象ではなく、技術基

準はない。 

なお、日本 CCS 調査株式会社が実施している CCS 実証事業では、鉱山保安法の坑井に

関する技術基準が準用されている。 

 

(5) モニタリング 

 CCS の申請書に記載する汚染状況の監視に関する計画に関する事項は、監視の区分

（懸念時監視、異常時監視、通常時監視）ごとの監視の方法並びに実施時期及び頻度

である（特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第１条）。 

 

(6) 監督・報告・点検 

 環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であって、海底及びその

下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸

化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政

令で定めるものを指定海域として指定する（海洋汚染防止法第十八条の十五）。 

 指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、当該海底及

びその下の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところに

より、当該海底及びその下の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日等を

環境大臣に届け出なければならない（海洋汚染防止法第十九条の二）。 

 汚染状況の監視をしたときは、次に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めると

ころにより、その結果を環境大臣に報告しなければならない（特定二酸化炭素ガスの
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海底下廃棄の許可等に関する省令第八条）。 

 懸念時監視 当該監視を実施したときは、直ちに60、その結果を環境大臣に報告

すること。 

 異常時監視 当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、

又は依頼に応じてその結果を環境大臣に報告すること。 

 通常時監視 当該監視を実施したときは、遅滞なく 60、その結果を環境大臣に報

告すること。 

 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを

報告しなければならない（特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令

第一二条）。 

 

(7) 緊急時対応計画 

緊急時対応計画に関しては同法の規制の対象ではなく規定はない。 

 

(8) 保安対策 

保安対策に関しては同法の規制の対象ではなく規定はない。 

 

(9) セキュリティ 

施設のセキュリティに関しては同法の規制の対象ではなく規定はない。 

 

5.4.5 関連する規制法のまとめ 

表 5.1に鉱業法・鉱山保安法、ガス事業法、高圧ガス保安法、海洋汚染防止法を対象とし

た整理項目とその内容に関する整理表を示す。米国カリフォルニア州規制法 9及びドイツの

連邦法61、州規則62及び規制機関が発行している規格 24を対象とした整理項目とその内容に

ついても合わせて示す。 

海外の規制法の規定と比較した場合、国内の自主保安を主体とする鉱業法・鉱山保安法で

は規定していない項目があることが分かった。また鉱業法・鉱山保安法以外の国内の規制法

について、UGSに直接適用できる国内の規制法はないが、UGSの保安活動において参考に

なる部分があることが分かった。 

なお次節に示すとおり、国内UGS事業者は自主保安活動により海外の規制法の内容と同

等の保安レベルを確保していることが分かっている。 

                                                   
60 一般的に、「直ちに」の方が「遅滞なく」より即時性が強い。 
61 Bundesberggesetz（BBergG） 
62 Bergverordnung für Tiefbohrungen（BVOT） 
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表 5.1 UGSに関連する法規制の整理表 

整理項目 鉱業法・鉱山保安法 ガス事業法 高圧ガス保安法 海洋汚染防止法 

（CCSに関する事項） 

カリフォルニア州法 9 ドイツ規制機関規格 24,61,62 

目的 鉱物資源を合理的に開発する（鉱

業法）。 

鉱山労働者に対する危害の防止

及び鉱害の防止し、鉱物資源の合

理的開発を図る（鉱山保安法）。 

ガス事業の運営を調整すること

によって、ガスの使用者の利益を

保護し、及びガス事業の健全な発

達を図る。 

ガス工作物の工事、維持及び運

用、並びにガス用品の製造及び販

売を規制することによって、公共

の安全を確保し、あわせて公害の

防止を図る。 

高圧ガス保安法は高圧ガスによ

る災害 を防止するため、高圧ガ

スの貯蔵等その他の取扱並びに

容器の製造及び取扱を規制する

とともに、民間事業者及び高圧ガ

ス保安協会による高圧ガスの保

安に関する自主的な活動を促進

し、もって公共の安全を確保する 

船舶、海洋施設及び航空機から海

洋あるいは海底の下に油、有害液

体物質等及び廃棄物を廃棄する

こと等を規制し、廃油の適正な処

理を確保する。 

排出された油、有害液体物質等、

廃棄物その他の物の防除並びに

海上火災の発生及び拡大の防止

のための措置を講ずることによ

り、海洋汚染等及び海上災害を防

止し、あわせて海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する国際約束

の適確な実施を確保する。 

上記をもって、海洋環境の保全等

並びに人の生命及び身体並びに

財産の保護に資する。 

石油・ガスの無駄遣いを回避し、

個別の権利を保持し、経済価値を

究極的に高めること、健康・安全・

財産及び環境を保全すること。 

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

力な損害への賠償を促進する。 

事業の申請・

承認 

鉱業権者は施業案を定め、事業

に着手する前に経済産業大臣に

届出を行い、施業案を変更した

場合も同様に届出を行う。 

ガスホルダーの設置の場所、種

類及び能力別の数等を記載した

申請書を経済産業大臣に提出

し、許可を受ける。 

貯蔵所の所有者又は占有者は、

都道府県知事に届出を行い、許

可を受ける。第一種貯蔵所は、

技術上の基準に適合することが

必要である。 

特定二酸化炭素ガスの海底下廃

棄をしようとする者は、実施計

画及び海底下廃棄をする海域の

特定二酸化炭素ガスに起因する

汚染状況の監視に関する計画等

を記載した申請書を環境大臣に

提出し、許可を受ける。 

底下廃棄をする海域及び海底下

廃棄の方法に関し、地震等の自

然現象による地層の著しい変動

の記録がない、将来において地

層の著しい変動が生ずるおそれ

が少ないと見込まれる等の海域

において海底下廃棄をするこ

と。 

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しかし 3

年に 1回以上審査を行う。 

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。 

最大圧入圧力 なし ガス工作物には仕様上、最高使

用圧力が定められている。（地

高圧ガス設備には仕様上、許容

応力が定められている。（地層

規制対象ではない ・最大許容表面圧力（MASP：

Maximum Allowable Surface 

Pressure）は、正味の鉛直方

事業者は最大圧入圧力を算出根

拠とともに申請し、規制当局は

ヒアリングやシミュレーション
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整理項目 鉱業法・鉱山保安法 ガス事業法 高圧ガス保安法 海洋汚染防止法 

（CCSに関する事項） 

カリフォルニア州法 9 ドイツ規制機関規格 24,61,62 

層や坑井はガス工作物ではな

い） 

や坑井は高圧ガス設備ではな

い） 

向深度（TVD：True Vertical 

Depth）と圧入の（圧力）勾配

（IG：Injection Gradient）と

圧入流体の（圧力）勾配

（IFG：Injectate Fluid 

Gradient）の差分を乗じた圧

力である（MASP=(IG-IFG)×

TVD）。圧入勾配はフラクチ

ャー勾配（fracture 

gradient）に 0.95倍した値を

使用しなければならない。 

・DOGGRは、事業者により圧

入流体が圧入領域に留まるこ

とが示された上で、より高い

圧力を最大許容圧入圧力とし

て認可することも可とする。 

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。 

坑井健全性評

価（天然ガス

の圧入・排出

のための坑

井） 

掘削、試油、仕上げ、改修、廃

坑の作業の坑井に関する規定あ

り。 

（地層や坑井についてはなし） 

ガス工作物の健全性に関する規

定あり。（地層や坑井はガス工

作物ではない） 

高圧ガス設備の健全性に関する

規定あり。（地層や坑井は高圧

ガス設備ではない） 

規制対象ではない ・全ての坑井に対し、構造健全

性試験を実施し圧入流体が認

可した領域に留まることを確

認しなければならない。構造

健全性試験は、別項に示す①

ケーシング健全性、②ケーシ

ング・チュービング・パッカ

ーの遮水性、を示す 2段階の

試験を含まなければならな

い。事業者は、当局調査官の

監視を受けることができるよ

う、試験に先立ち少なくとも

48時間前あるいは許容可能な

余裕をもって DOGGR の適切

な事務局に通知しなければな

らない。全ての試験結果の写

しの電子版は、試験後 60日以

内に提出しなければならな

い。 

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

シングの肉厚測定（腐食や侵食

の発生の有無）を行う。 
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整理項目 鉱業法・鉱山保安法 ガス事業法 高圧ガス保安法 海洋汚染防止法 

（CCSに関する事項） 

カリフォルニア州法 9 ドイツ規制機関規格 24,61,62 

モニタリング パイプライン及び高圧ガス処理

に関する規定あり。（地層や坑

井についてはなし） 

ガス工作物のモニタリングに関

する規定あり。（地層や坑井は

ガス工作物ではない） 

高圧ガス設備及び高圧ガスの製

造施設のモニタリングに関する

規定あり。（地層や坑井は高圧

ガス設備あるいは高圧ガスの製

造施設ではない） 

CCSの申請書に記載する汚染状

況の監視に関する計画には、監

視の区分（懸念時監視、異常時

監視、通常時監視）ごとの監視

の方法並びに実施時期及び頻度

が示されている。 

・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。 

・リアルタイムデータ収集シス

テムは、各アニュラスをモニ

ターしなければならない。 

坑井の地表近くの圧力、地下の

圧力、ガスの検出、温度、地表

面の隆起/沈降。 

監督・報告・

点検 

（監督） 

・施業案中保安に関する事項の

実施を監督。 

（報告） 

・火災、ガスの爆発、ガス突

出、自然発火又は有害ガスの

湧出による災害が発生したと

き、発生後速やかに災害の状

況を報告し、災害が発生した

日から三十日以内に指定の様

式による報告を行う。 

（点検） 

・保安の確保上重要な鉱山等に

ある建設物、工作物その他の

施設並びに掘採箇所及び掘採

跡を定期的に巡視。 

・雨、地震その他の異常気象に

より保安上危険の有無を検査

する必要が生じたもの又は前

号の測定の結果に異常が認め

られたものについては、巡視

者に危害が及ぶおそれがある

場合を除き、巡視及び測定の

回数の増加その他巡視又は測

（監督） 

・ガス主任技術者によるガス工

作物の工事、維持及び運用に

関する保安の監督を実施。 

・経済産業大臣は、事業所に立

ち入り、検査を行う、あるい

は職員に検査をさせることが

できる。 

（報告） 

・事故※1が発生したとき、規則

で定める報告期限及び報告先

に報告しなければならない。 

（点検） 

・ガス小売事業者は、届出をし

て設置又は変更の工事をする

ガス工作物であって、工事に

ついて自主検査を行い、その

結果が適合していることにつ

いて経済産業大臣の登録を受

けた者が行う検査を受け、こ

れに合格した後でなければ、

これを使用してはならない。 

・ガス小売事業者は、ガス小売

事業の用に供するガス工作物

（監督） 

・技術上の基準に適合している

か監督。 

・都道府県知事は、技術上の基

準に適合するように命令す

る。 

（報告） 

・危険な状態となったとき、発

見した者は、直ちに、その旨

を都道府県知事又は警察官、

消防吏員若しくは消防団員若

しくは海上保安官に届け出な

ければならない。 

・経済産業大臣又は都道府県知

事は、公共の安全の維持又は

災害※2の発生の防止のため必

要があると認めるときは、そ

の業務に関し、報告をさせる

ことができる。 

・災害が発生したとき等、遅滞

なく、その旨を都道府県知事

又は警察官に届け出なければ

ならない。経済産業大臣又は

都道府県知事は、災害が発生

（監督） 

・環境大臣は、特定二酸化炭素

ガスの海底下廃棄がされた海

域であって、海底及びその下

の掘削その他の海底及びその

下の形質の変更が行われるこ

とにより当該特定二酸化炭素

ガスに起因する海洋環境の保

全上の障害が生ずるおそれが

あるものとして政令で定める

ものを指定海域として指定す

る。 

・指定海域内において海底及び

その下の形質の変更をしよう

とする者は、当該海底及びそ

の下の形質の変更に着手する

日の三十日前までに、環境省

令で定めるところにより、当

該海底及びその下の形質の変

更の種類、場所、施行方法及

び着手予定日等を環境大臣に

届け出なければならない。 

（報告） 

（監督） 

・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。 

（報告） 

・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

（監督） 

・規制当局は、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

認証機関に行わせ、現地検査

現場検証を 1年に 1回実施す

る。 

（報告） 

・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、速やかに規制当局

に知らせる。 

・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は

速やかに規制当局に知らせ

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 
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整理項目 鉱業法・鉱山保安法 ガス事業法 高圧ガス保安法 海洋汚染防止法 

（CCSに関する事項） 

カリフォルニア州法 9 ドイツ規制機関規格 24,61,62 

定について必要な措置を講ず

る。 

・鉱業上使用する機械、器具及

び工作物については、始業

時、月次等、定期的に点検を

行う。 

・巡視、検査、測定及び点検の

結果を記録し、必要に応じ、

これを保存する。 

であってガス事業法施行規則

で定めるものについては、ガ

ス事業法施行規則で定めると

ころにより、定期に自主検査

を行い、その検査記録を作成

し、これを保存しなければな

らない。 

したとき、災害発生の日時、

場所及び原因、高圧ガスの種

類及び数量、被害の程度その

他必要な事項につき報告を命

ずることができる。 

（点検） 

・完成時に検査を受ける。 

・汚染状況の監視をしたとき

は、監視の区分ごとに、それ

ぞれ当該各号に定めるところ

により、その結果を環境大臣

に報告しなければならない。 

（点検） 

・なし 

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。 

（点検） 

・DOGGRはリスクマネジメン

ト計画を定期的にしかし 3年

に 1回以上審査を行う。 

－プラントからの異常な排

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 

（点検） 

・事業者は、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。 

緊急時対応計

画 

・鉱業権者は、ガスの突出、ガ

スの爆発、自然発火につい

て、鉱山における人に対する

危害の防止のため必要な措置

を講じなければならない。 

・鉱業権者は、ガスの処理につ

いて、鉱害の防止のため必要

な措置を講じなければならな

い。 

・災害時における救護について

鉱業権者が講ずべき措置は、

負傷者の手当に必要な救急用

具及び材料の配備、自己救命

器の配備、坑内誘導無線機そ

の他の連絡装置の設置、救命

施設の設置、救護隊の設置、

定期的な退避訓練の実施その

他の鉱山において発生が想定

される災害に対処するための

措置とする。 

・保安規程は、災害その他非常

の場合にとるべき措置に関す

ることについて定めるものと

する。 

・製造設備を安全に停止させる

のに必要な装置その他の製造

所及び供給所の保安上重要な

設備には、停電等により当該

設備の機能が失われることの

ないよう適切な措置を講じな

ければならない。 

・ガス工作物を制御するための

機器を集中的に設置している

室は、緊急時においても当該

ガス工作物を安全に制御でき

るものでなければならない。 

・緊急時に迅速な通信を確保す

る適切な通信設備の設置。 

・ガス小売事業者に対する、大

規模地震や津波に関して取る

べき措置を保安規程に定める

法令がある。 

・貯槽の修理及びその後の貯蔵

は、保安上支障のない状態で

行うこと。 

－修理等をするときは、あら

かじめ、修理等の作業計画

及び当該作業の責任者を定

め、修理等は、当該作業計

画に従い、かつ、当該責任

者の監視の下に行うこと又

は異常があつたときに直ち

にその旨を当該責任者に通

報するための措置を講じて

行うこと。 

－可燃性ガス、毒性ガス、特

定不活性ガス又は酸素の貯

槽の修理等をするときは、

危険を防止するための措置

を講ずること。 

－修理等が終了したときは、

当該貯槽に漏えいのないこ

とを確認した後でなければ

貯蔵をしないこと。 

規制対象ではない ・UGS事業者は、緊急対応計画

について DOGGR の承認を受

け、即時に実行しなければな

らない。 

・緊急対応計画は計画の妥当性

を確認し掘削を開始するスケ

ジュールを示さなければなら

かい。掘削は、作業員及び作

業員（協力会社含む）と装置

との相互影響に対する準備を

必須とする。 

・UGS事業者は、緊急対応計画

を関係者に提供し、最低 30日

間の計画の確認と習得を行わ

なければならない。 

・緊急対応計画は、最低、次の

シナリオを特定しなければな

らない：①ウェルヘッドが関

わる衝突、②坑井の火災とブ

ローアウト、③危険物質の流

出、④装置故障、⑤自然災害/

緊急事態、⑥漏えい及び坑井

破損、⑦救急、⑧爆発。 

・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。 

・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。 

・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。 
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整理項目 鉱業法・鉱山保安法 ガス事業法 高圧ガス保安法 海洋汚染防止法 

（CCSに関する事項） 

カリフォルニア州法 9 ドイツ規制機関規格 24,61,62 

・危険な状態となったときは、

直ちに、災害の発生の防止の

ための応急の措置を講じる。 

・緊急対応計画は、最低、次の

事項を含まなければならな

い：①施設で緊急対応計画を

実施しコントロールする責任

者、②対応行動のアウトライ

ン、漏えいの緩和方法、坑井

破損及びブローアウトのシナ

リオにおける坑井制御プロセ

ス、③漏えい停止と公衆の健

康確保のための道具及び装置

と人員の特定と事前の配置、

④掘削スケジュール、⑤緊急

対応計画の定期的な評価と更

新のスケジュール、⑥政府代

理人への報告と対応の手順、

⑦作業員の役割と責任の特

定、⑧内部及び外部への伝達

手順、⑨エリアコードを含む

緊急連絡に関する情報、⑩漏

えいが発見後 48時間以内に制

御できなかった場合の、公衆

への伝達手順 

保安対策 ・鉱山施設に共通する技術基準

は、次のとおりとする：(1)鉱

山労働者の安全を確保するた

め、手すり、さく囲、被覆、

安全な通路その他の必要な保

安設備が設けられているこ

と。(2) 鉱山労働者の注意を喚

起するため、標識その他の必

要な表示が設けられているこ

と。(3) 粉じんの飛散を防止す

るため、散水、集じん機の設

置、装置の密閉その他の適切

な措置が講じられているこ

・排送機、圧送機及びガスホル

ダー等の外面から事業場の境

界線、並びに最高使用圧力が

高圧のものは外面から学校、

病院等に対し一定の距離を有

すること。 

・ガス等が漏えいした場合の災

害の発生を防止するために、

設備の種類及び規模に応じ、

保安上適切な区画に区分して

設置し、かつ、高圧のガス工

作物等相互間は、保安上必要

な距離を有すること。 

・通風の良い場所に設置された

貯槽あるいは容器によりする

こと。 

・貯槽の周囲 2m以内において

は、火気の使用を禁じ、か

つ、引火性又は発火性の物を

置かないこと。 

・従業者に保安教育を施さなけ

ればならない。 

・指定する場所で火気を取り扱

ってはならない。 

・可燃性ガス等の貯槽に取り付

けた配管には、当該貯槽の直

規制対象ではない ・リアルタイムデータ収集シス

テムは、各アニュラスをモニ

ターし貯蔵ガスの潜在的な漏

えいや流出を示す圧力を検知

しモニタリングセンターに警

告しなければならない。 

・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

・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。 
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と。(4) 火災を防止するため、

消火栓、消火器、消火用砂そ

の他の消火設備が適切に設け

られていること。(5) 鉱山労働

者が作業を安全に行うため、

就業する場所は、必要な照度

を確保できる照明設備の設置

その他の適切な措置が講じら

れていること。(6) 緊急時に迅

速な通信を確保するため、電

話の設置その他の適切な措置

が講じられていること。 

・坑井の坑口は、住宅、学校、

病院その他の経済産業大臣が

定める施設に対して、経済産

業大臣が定める距離を有して

いること。 

・ガスを通ずるガス工作物は、

当該ガス工作物からのガスが

漏えいした場合の火災等の発

生を防止するため、その外面

から火気を取り扱う設備に対

し適切な距離を有すること。 

・高圧のガス等を通ずるガス工

作物又は当該ガス工作物に係

る計装回路には、保安上重要

な箇所に、適切なインターロ

ック機構を設けること。 

・ガスホルダーのガスを送り出

し、又は受け入れるために用

いられる配管には、ガスが漏

えいした場合の災害の発生を

防止するため、ガスの流出及

び流入を速やかに遮断するこ

とができる適切な装置を適切

な箇所に設けること。 

近にバルブを設けるほか、1以

上のバルブを設けること。可

燃性ガスの高圧ガス設備に係

る電気設備は、その設置場所

及び当該ガスの種類に応じた

防爆性能を有する構造のもの

であること。 

・容器により貯蔵する第一貯蔵

所で配管により接続されたも

のは、その外面から学校、病

院等に対し一定の距離を有す

ること。 

した 100フィート円内を対象

とする。 

セキュリティ ・廃止又は休止した施設に起因

する危害及び鉱害を防止する

ため、廃止又は休止した施設

は、立入禁止区域の設定、さ

く囲及び標識の設置、坑口の

閉そくその他の適切な措置が

講じられていること。 

・製造所及び供給所には、構内

に公衆がみだりに立ち入らな

いよう、適切な措置を講じな

ければならない。 

なし（製造設備については、事

業所の境界線を明示し、かつ、

当該事業所の外部から見やすい

ように警戒標を掲げる規定があ

り） 

規制対象ではない ・施設は金網フェンスで囲わ

れ、セキュリティを確保した

入口を設けること。 

・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。 

※1 ガス事業法における「事故」：ガス工作物（工事中を含む）の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物の操作により人が死亡・負傷、供給支障、製造支障、ガス漏えい等（ガス関係報告規則第四条） 

※2 高圧ガス保安法における「災害」：爆発、火災、噴出・漏えい、破裂・破損、喪失・盗難、高圧ガスの製造のための貯蔵所等が危険な状態となったとき。ただし、噴出・漏えいは、毒性ガス又は可燃性ガスで微量か

つ人的被害のない場合は除く（高圧ガス保安法事故措置マニュアル） 



 

85 

 

5.5 国内の UGS 及び先行事例における現行規制法及び規制項目の整理 

国内の UGS事業、国内の類似事業の先行事例である二酸化炭素地中貯留（以下、「CCS」

という。）や地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄に関する事業に対する保安規制法及び規

制項目について調査（文献調査（デスクトップ調査）、インタビュー調査）し、国内の天然

ガス等地下貯蔵の規制の現状、安全確保の基準について整理した。 

表 5.2に、具体的な調査対象機関を示す。 

 

表 5.2 国内の UGS 及び国内先行事例に係る調査対象機関 

事業種類 機関名 概要 

UGS 国際石油開発帝石株式

会社 

新潟県関原ガス田で UGSを実施している。 

JX石油開発株式会社 新潟県中条のガス田でUGSを実施している。 

石油資源開発株式会社 新潟県紫雲寺のガス田でUGSを実施している。

また、過去に片貝（1993年停止）、雲出（1995

年停止）のガス田で UGSを実施していた。 

CCS実証 日本CCS調査株式会社※ CCS実証事業の実施主体。苫小牧における CCS

実証事業を経済産業省の委託により実施してい

る。 

地下岩盤貯

槽方式によ

る石油ガス

備蓄 

独立行政法人 石油天然

ガス・金属鉱物資源機構

（JOGMEC） 石油ガス

備蓄部※ 

水封式地下岩盤貯槽方式の石油ガス備蓄事業の

実施主体。岡山県倉敷及び愛媛県波方の 2 基地

に、高圧ガス貯蔵に水封式地下岩盤貯槽方式を

採用、2012年に操業を開始している。 

※現地インタビュー調査ではなく、事業者からの資料の提供による調査を実施した。 

 

5.5.1 国内の UGS 事業者 

UGS事業の現行規制法は鉱業法・鉱山保安法である。図 5.1に適用の範囲を示す。 

表 5.3に国内のUGS事業者の保安活動の整理表を示す。5.4.1に示したとおり、UGSの

保安に関して規制法による規定があるのは点検及び緊急時対応計画である。表 5.3 に示す

とおり、点検及び緊急時対応計画は具体的な保安活動に落とし込んだ内容となっており、そ

れら以外については、事業者が自主的に策定した保安活動となっている。 
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図 5.1 UGS 事業の規制法適用範囲 
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表 5.3 国内の UGS 事業者の保安活動 

整理項目 保安活動 

最大圧入圧力 ・初期圧力を超過しない圧力。ある事業者では、初期圧力の

90%。 

坑井健全性評価（天然ガスの

圧入・排出のための坑井） 

・坑井の仕上げ前に、セメントボンド検層によって状態の確

認を行う。ある事業者では、プロダクションケーシング、

チュービング及び坑口装置は加圧テストによりその健全性

を確認している。 

・仕上げ以降は、検層やキャリパーを使用した肉厚測定等は

行わないが、アニュラス圧力や圧入圧力のモニタリング結

果から判断している。 

モニタリング ・圧力、温度、アニュラス圧力をモニタリングしている。あ

る事業者では、坑底圧力、坑口圧力、地下貯蔵量を測定。 

・モニタリングの頻度は、事業者あるいはモニタリング項目

によって異なり、1日 1回～常時。 

・圧入・排出時と停止時で、測定方法や管理方法に特に違い

はない。 

点検※ ・2年に 1あるいは 1年に 1～2回、高圧ガス製造設備（コ

ンプレッサ等）の点検を行う。点検の頻度は設備の種類や

事業者によって異なる。ある事業者では、定期的な点検の

間に 1回の簡易点検を行っている。 

緊急時対応計画※ ・天然ガス地下貯蔵施設を含めた事業場全体の緊急時対応計

画を策定し運用している。ある事業者では、坑井暴噴に対

する緊急時対応手順を策定し運用している。 

・訓練の頻度は、事業者によって異なり年 1回～数回。 

保安対策 ・ある事業者では、事業場で定期的に実施する巡視簿があ

り、1日～1年の単位で巡視の場所や内容を変えて、設備

の状態の確認を行っている。 

・ある事業者では、HSEマネジメントシステムの導入、

RBM（Risk Based Maintenance）、HAZOP等のリスク

評価手法を用いたリスク管理等を行っている。 

セキュリティ ・ある事業者では、外部からの入構者に対して都度入構証を

発行し、入構者教育を行っている。 

※鉱業法・鉱山保安法に規定があり、事業者が具体的な保安活動に落とし込んでいる項目。 
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5.5.2 CCS 実証事業 

図 5.2 に国内の CCS 実証事業者の適用規制法、図 5.3 にモニタリングシステムの概要、

表 5.4に保安活動の整理表を示す。 

 

 

※上記規制法のほか、坑井の掘削・運用等には鉱山保安法が準用されている。 

図 5.2 CCS 実証事業の適用規制法63 

 

 

図 5.3 CCS 実証事業のモニタリングシステムの概要64 

                                                   
63 産業技術環境局環境調和産業・技術室：二酸化炭素削減技術実証試験事業プロジェクト

中間評価補足資料 産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・イノベーション小委

員会 評価ワーキンググループ（第 30回）資料（2016.3.1） 
64 澤田嘉弘：世界の CCSの現況と苫小牧 CCSプロジェクト 「CO2輸送・貯留に関す
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貯留層及び坑井に関して規制法による規定があるのはモニタリングである。海洋汚染防

止法の規定を具体的なモニタリング活動に落とし込んだ内容となっている。 

 

表 5.4 国内の CCS 実証事業者の保安活動 

整理項目 保安活動 

最大圧入圧力 ・遮蔽層を破壊することなく二酸化炭素の圧入を実施するた

め、圧入圧力は遮蔽層のリークオフ圧力の 90%を上限。 

坑井健全性評価（二酸化炭素

の圧入のための坑井） 

・圧入井（2坑）の設計では、掘削時に坑井にかかる負荷の

他、二酸化炭素の圧入時の温度・圧力・圧入レートを考慮

して十分な強度を有するの鋼管、坑口装置、坑内機器を選

定。 

・これらの材質やセメントには、二酸化炭素による腐食を考

慮して耐食性の高い材料を選定。 

モニタリング ・常時監視：二酸化炭素回収（圧入）濃度、二酸化炭素圧入

レート（圧入井坑口）、圧入温度・圧力（地表）、圧入井

と観測井の坑内（貯留層付近）の温度・圧力、地震観測

（観測井坑内貯留層付近、地上、海域） 

・定期的に監視：圧入井の外圧（1日 1回～常時）、海洋環

境調査（四季）、圧入する二酸化炭素及び含まれる不純物

の濃度、圧入した二酸化炭素の分布状況の把握のため二次

元/三次元弾性波探査（二酸化炭素圧入開始前、圧入中、圧

入終了後）。 

点検 ・観測井内観測設備は、毎日 2回観測システム（遠隔）の状

況とインターネットカメラにより現場敷地及び観測小屋内

の状況を確認、2か月に 1回、現地観測施設及びデータ収

録システムの点検、年１回、坑内観測機器（地震計、温

度・圧力計）の回収・点検を実施。 

・陸上・海域地震計は、週１回観測システムの状況確認（遠

隔）、1～2か月に 1回、現地にて各種点検を実施。海底

地震計は年 3回、観測装置の回収・点検を実施。常設型海

底受振ケーブルは年１回データ収録装置の点検とセンサ及

びケーブルの健全性の確認を実施。 

・地上設備は、定期点検を年 1回実施。 

・圧縮設備は、毎日及び定期点検検査を行っている。 

緊急時対応計画 ・分離・回収・圧入設備において、緊急対策規定等による緊

急時対応計画を策定して運用している。 

                                                   

る技術動向と今後の課題」報告会（2018.1.26） 
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整理項目 保安活動 

・訓練の頻度は、昼間・夜間防災訓練年各１回、保護防災グ

ッズ装着訓練年１回実施。 

保安対策 ・分離・回収・圧入設備構内には多数の二酸化炭素検知器を

設置し、二酸化炭素漏えい時には警報を発報する。 

・圧入設備に対する HAZOPスタディ、安全計装システムの

導入に加え、漏えい遮断措置として、圧入井坑口緊急遮断

弁及び坑内緊急遮断弁が設置されている。 

・構内に地震計が 2台設置されており、一定規模以上の地震

発生時には、二酸化炭素の分離・回収と圧入を緊急停止す

る。 

セキュリティ ・分離・回収・圧入設備廻りのフェンス設置、ゲートによる

入出構管理、24時間の警備員配置と監視カメラによる侵入

警戒を行っている。見学者含む入構者には、構内安全、禁

止事項等の教育を行っている。 

・観測井敷地及び陸上地震計敷地廻りにはフェンスを設置し

ており、観測井敷地ではインターネットカメラによる監視

を実施している。 

 

  



 

91 

 

5.5.3 地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄 

地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄事業は、液化石油ガスを取り扱う高圧ガス製造施

設であり、高圧ガス保安法の適用を受けており、岩盤貯槽及び付帯設備の適用規則はコンビ

ナート等保安規則（コンビ則）である。図 5.4に適用の範囲を示す。 

 

 

図 5.4 地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄事業の規制法適用範囲65 

 

表 5.5 に国内の地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄事業者の保安活動の整理表を示す。 

  

                                                   
65 高圧ガス保安協会、JOGMEC：保安検査基準（液化石油ガス岩盤備蓄基地関係）

KHK/JOGMEC S 0850-8（2012）（2012.7.12） 
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表 5.5 国内の地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄事業者の保安活動 

整理項目 保安活動 

最大圧入圧力（圧力設定値） ・倉敷の安全弁設計圧力は 0.95MPaG（28℃）、常用圧力は

0.85MPaG（岩盤温度 22℃）。 

・波方の安全弁設計圧力は 0.97MPaG（29℃）、常用圧力は

0.85MPaG（岩盤温度 22℃）。 

坑井健全性評価（配管竪坑） ・配管竪坑の目視可能な部分について、腐食、損傷、変形及

びその他の異常のないことを 1年に 1回目視により確認。 

・水没部の配管竪坑等は、損傷、変形及びその他の異常のな

いことを 10年以内に 1回目視により確認。目視検査は、

潜水夫や水中ビデオカメラにより実施する。 

モニタリング66 ・貯槽内圧、間隙水圧、地下水位、貯槽湧水量、水封水供給

流量、貯槽内温度、受入温度を常時監視し、データベース

に保存。 

点検 ・1日 1回巡視により異常な状態が生じていないか確認。 

・一般構造物について、腐食、損傷、変形及びその他の異常

のないことを 1年に 1回目視（目視による検査が可能な部

分に限る）により確認。 

・岩盤貯槽について、基礎等の目視可能な部分について、腐

食、損傷、変形及びその他の異常のないことを 1年に 1回

目視により確認。 

・岩盤貯槽の気密性能は、1年に 1回、貯槽内圧の状況（内

圧が常用圧力以下で安定していること）、金属管設備への

発砲液の塗布、配管竪坑内への水面の状況、貯槽液位に異

常な低下がないこと、により確認を行っている。 

緊急時対応計画 ・地震、漏えいのほか停電、火災、異常気象発生時に対する

緊急時対応計画を策定している。 

保安対策 ・ガス漏えい検知器を設置し、ガス漏えい時には警報表示が

出る。 

・緊急遮断弁及びフェールセーフバルブが漏えい遮断措置と

して設置されている。 

・地震計が設置されており、一定規模以上の地震発生時には

警報表示が出る。 

セキュリティ ・制限区域内への人や車両の出入りの管理、船舶に積み込ま

れる貨物の管理、港湾施設内外の監視の実施。 

・フェンスや照明などの保安設備の設置。 

                                                   
66 JOGMECからの回答文書（2018.3.3） 
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5.5.4 国内の UGS 及び先行事例における現行規制法及び規制項目まとめ 

表 5.6 に国内の UGS 事業及び類似する先行事業の保安活動の整理表を対象とした整理

項目とその内容に関する整理表を示す。 
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表 5.6 国内の UGS 事業及び類似する先行事業の保安活動の整理表 

整理項目 UGS事業 CCS実証事業 地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄事業 

最大圧入圧力 ・初期圧力を超過しない圧力。ある事業者では、初期圧力の 90%。 ・遮蔽層を破壊することなく二酸化炭素の圧入を実施するため、圧

入圧力は遮蔽層のリークオフ圧力の 90%を上限。 

・倉敷の安全弁設定圧力は 0.95MPaG（28℃）、常用圧力は

0.85MPaG（22℃）。 

・波方の安全弁設定圧力は 0.97MPaG（29℃）、常用圧力は

0.85MPaG（22℃）。 

坑井・配管竪

坑健全性評価 

・坑井の仕上げ前に、セメントボンド検層によって状態の確認を

行う。ある事業者では、プロダクションケーシング、チュービ

ング及び坑口装置は加圧テストによりその健全性を確認。 

・仕上げ以降は、アニュラス圧力や圧入圧力のモニタリング結果

から判断。 

・圧入井（2坑）の設計では、掘削時に坑井にかかる負荷の他、二

酸化炭素の圧入時の温度・圧力・圧入レートを考慮して十分な強

度を有するの鋼管、坑口装置、坑内機器を選定。 

・これらの材質やセメントには、二酸化炭素による腐食を考慮して

耐食性の高い材料を選定。 

・配管竪坑の目視可能な部分について、腐食、損傷、変形及びそ

の他の異常のないことを 1年に 1回目視により確認。 

・水没部の配管竪坑等は、損傷、変形及びその他の異常のないこ

とを 10年以内に 1回目視により確認。目視検査は、潜水夫や

水中ビデオカメラにより実施する。 

モニタリング ・圧入圧力、温度、アニュラス圧力をモニタリングしている。あ

る事業者では、坑底圧力、坑口圧力、地下貯蔵量を測定。 

・モニタリングの頻度は、事業者あるいはモニタリング項目によ

って異なり、1日 1回～常時。 

・常時監視：二酸化炭素回収（圧入）濃度、二酸化炭素圧入レート

（圧入井坑口）、圧入温度・圧力（地表）、圧入井と観測井の坑

内（貯留層付近）の温度・圧力、地震観測（観測井坑内貯留層付

近、地上、海域） 

・定期的に監視：圧入井の外圧（1日 1回～常時）、海洋環境調査

（四季）、圧入する二酸化炭素及び含まれる不純物の濃度、圧入

した二酸化炭素の分布状況の把握のため二次元/三次元弾性波探査

（二酸化炭素圧入開始前、圧入中、圧入終了後）。 

・貯槽内圧、間隙水圧、地下水位、貯槽湧水量、水封水供給流

量、貯槽内温度、受入温度を常時監視し、データベースに保

存。 

点検 ・2年に 1あるいは 1年に 1～2回、高圧ガス製造設備（コンプレ

ッサ等）の点検を行う。点検の頻度は設備の種類や事業者によ

って異なる。ある事業者では、定期的な点検の間に 1回の簡易

点検を行っている。 

・観測井内観測設備は、毎日 2回観測システム（遠隔）の状況とイ

ンターネットカメラにより現場敷地及び観測小屋内の状況を確

認、2か月に 1回、現地観測施設及びデータ収録システムの点

検、年１回、坑内観測機器（地震計、温度・圧力計）の回収・点

検を実施。 

・陸上・海域地震計は、週１回観測システムの状況確認（遠隔）、

1～2か月に 1回、現地にて各種点検を実施。海底地震計は年 3

回、観測装置の回収・点検を実施。常設型海底受振ケーブルは年

１回データ収録装置の点検とセンサ及びケーブルの健全性の確認

を実施。 

・地上設備は、定期点検を年 1回実施。 

・圧縮設備は、毎日及び定期点検検査を行っている。 

・1日 1回巡視により異常な状態が生じていないか確認。 

・一般構造物、岩盤貯槽について、基礎等の目視可能な部分につ

いて、腐食、損傷、変形及びその他の異常のないことを 1年に

1回目視により確認。 

・岩盤貯槽の気密性能は、1年に 1回、貯槽内圧の状況、金属管

設備への発砲液の塗布、配管竪坑内への水面の状況、貯槽液位

に異常な低下がないこと、により確認を行っている。 

緊急時対応計

画 

・天然ガス地下貯蔵施設を含めた事業場全体の緊急時対応計画を

策定し運用している。ある事業者では、坑井暴噴に対する緊急

時対応手順を策定し運用している。 

・訓練の頻度は、事業者によって異なり年 1回～数回。 

・分離・回収・圧入設備において、緊急対策規定等による緊急時対

応計画を策定して運用している。 

・訓練の頻度は、昼間・夜間防災訓練年各１回、保護防災グッズ装

着訓練年１回実施。 

・地震、漏えいのほか停電、火災、異常気象発生時に対する緊急

時対応計画を策定している。 
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整理項目 UGS事業 CCS実証事業 地下岩盤貯槽方式による石油ガス備蓄事業 

保安対策 ・ある事業者では、事業場で定期的に実施する巡視簿があり、1日

～1年の単位で巡視の場所や内容を変えて、設備の状態の確認を

行っている。 

・ある事業者では、HSEマネジメントシステムの導入、RBM

（Risk Based Maintenance）、HAZOP等のリスク評価手法を

用いたリスク管理等を行っている。 

・分離・回収・圧入設備構内には多数の二酸化炭素検知器を設置

し、二酸化炭素漏えい時には警報を発報する。 

・圧入設備に対する HAZOPスタディ、安全計装システムの導入に

加え、漏えい遮断措置として、圧入井坑口緊急遮断弁及び坑内緊

急遮断弁が設置されている。 

・構内に地震計が 2台設置されており、一定規模以上の地震発生時

には、二酸化炭素の分離・回収と圧入を緊急停止する。 

・ガス漏えい検知器を設置し、ガス漏えい時には警報表示が出

る。 

・緊急遮断弁及びフェールセーフバルブが漏えい遮断措置として

設置されている。 

・地震計が設置されており、一定規模以上の地震発生時には警報

表示が出る。 

セキュリティ ・ある事業者では、外部からの入構者に対して都度入構証を発行

し、入構者教育を行っている。 

・分離・回収・圧入設備廻りのフェンス設置、ゲートによる入出構

管理、24時間の警備員配置と監視カメラによる侵入警戒を行っ

ている。見学者含む入構者には、構内安全、禁止事項等の教育を

行っている。 

・観測井敷地及び陸上地震計敷地廻りにはフェンスを設置してお

り、観測井敷地ではインターネットカメラによる監視を実施して

いる。 

・制限区域内への人や車両の出入りの管理、船舶に積み込まれる

貨物の管理、港湾施設内外の監視の実施。 

・フェンスや照明などの保安設備の設置。 
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5.6 国内の関連する保安規制の整理のまとめ 

UGS と関連する保安規制を調査し、関連する項目について整理した。他の規制法であ

っても、UGS と関連が強いと思われ、保安活動において参考になる部分があることが分

かった。 

また、国内でUGSを実施している事業者にインタビューを行い、国内規制法に基づく

保安活動についてインタビュー調査を行った。その結果、二重バリアによる運用、アニュ

ラス圧力を含めた定期的あるいは常時モニタリングの実施等、国外のUGS事業者と同等

レベルの保安活動を実施していることが分かった。そのため、Aliso Canyon 漏えい事例

のような事象は予防保全により十分発生を回避できる保安活動を行っていることが分か

った。また、ある事業者では、緊急時対応計画を策定し、坑井暴噴並びにキルウェル等の

対応手順に基づき訓練を実施している。 
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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、天然ガス地下

貯蔵（UGS：Underground Gas Storage）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「国外の規制動向」、「国外の天然ガス地下

貯蔵に係る漏えい事例」及び「関連する保安規制の整理」等に関して調査し取りまとめた。

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（委員 7名、開催回数 3回）を設置し、調査項目等を審議した。 

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) 国外の規制動向 

① 米国 

米国では、2015年 10月に発生した Aliso Canyon漏えい事例を契機に連邦法及び州法

の規制内容強化の動向が見られる。連邦法については、2018 年から天然ガス地下貯蔵を

対象とした米国石油協会（API）規格が全面的に適用され、規制内容が強化された。州法

では、例えばカリフォルニア州では、具体的な項目を含むモニタリングの実施、坑井健全

性評価の実施、緊急時対応計画の策定の規定等、カリフォルニア州及びイリノイ州では定

期的な立ち入り検査の強化等、より厳格な方向に改正の動きがある州があることが分か

った。 

 

② ドイツ 

ドイツでは、UGS 施設を大きな事故なく安全に運用しており、従来、規制機関による

規格、業界団体による民間規格・自主活動により、圧力（地上、坑内）・温度のモニタリ

ング、坑井健全性評価、地表面の隆起/沈降モニタリング等を実施していることが分かっ

た。 

なお天然ガス地下貯蔵は鉱業に関する規制法により運用されているが、ガス自由化に

伴い定められた国内指針により、ガス生産を行う上流企業は UGS事業を実施できないこ

ととなっている。 

 

③ 豪州 

豪州は連邦制であり、UGS を含めた鉱業に関する規制法は州ごとに定められている。

なお、同国はここ数年で急速にUGSの利用が拡大しており、今後国内でも 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参考となり得るため、新規事業者

の参入等、事業形態についても注視する必要があると考えられる。 

 

(2) 国外の天然ガス地下貯蔵に係る漏えい事例 

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 漏えい事例の
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調査を行い、石油生産開始から 60年以上経過した坑井を使って排出時にチュービング及

びケーシングを併用し、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。ケーシング破損

の原因については、施設の老朽化あるいは局所的な腐食等、現在も調査中である。なお、

現地調査では、Aliso Canyon漏えい事例の発生した坑井において、初期圧力以下で運用

していたことが分かった。事例が発生したカリフォルニア州では、研究機関によるシミュ

レーションを用いた原因調査や UGS坑井の評価・継続使用に関する推奨を記載した報告

書の発行を行っている。 

また、その他の地域においても坑井の腐食により破損が発生し、アニュラスにガスが漏

えいしたり、ケーシング破損により 6 世帯の飲料水が汚染されたりした漏えい事例 2 件

を現地調査により確認することができた。 

米国では現在、Aliso Canyon漏えい事例を契機に連邦法及び州法の規制内容強化が進

められている。 

 

(3) 国内の関連する保安規制の整理 

UGS と関連する保安規制を調査し、関連する項目について整理した。他の規制法であ

っても、UGS と関連が強いと思われ、保安活動において参考になる部分があることが分

かった。 

また、国内でUGSを実施している事業者にインタビューを行い、国内規制法に基づく

保安活動についてインタビュー調査を行った。その結果、二重バリアによる運用、アニュ

ラス圧力を含めた定期的あるいは常時モニタリングの実施等、国外のUGS事業者と同等

レベルの保安活動を実施していることが分かった。そのため、Aliso Canyon 漏えい事例

のような事象は予防保全により十分発生を回避できる保安活動を行っていることが分か

った。また、ある事業者では、緊急時対応計画を策定し、坑井暴噴並びにキルウェル等の

対応手順に基づき訓練を実施している。 
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7 今後の課題 

本調査では、天然ガス地下貯蔵（UGS：Underground Gas Storage）等に係る「国外の

規制動向」、「国外の天然ガス地下貯蔵に係る漏えい事例」及び「関連する保安規制の整理」

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こと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

を考慮することが望まれる。 

 

 Aliso Canyon漏えい事例は、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、その原因の推定が行われているが、最終的な評価には至っていない。今

後は、Aliso Canyon 漏えい事例原因の最終的な評価結果等の動向を注視し、国内の

UGS運用の参考とすることが望まれる。 

 国外の規制法と比較した場合、現行の国内法では規定されていない項目があるものの、

国内UGS事業者は石油・ガス田の開発・生産時と同様の自主保安により、国外の規制

法の内容と同等の保安レベルを確保している。今後国内において LNGを含めた天然ガ

スの利用が進み、UGS 事業等の新たな事業形態を別途検討する場合に、現在の国内

UGS事業者と同等の保安レベルを確保するための方策について検討する必要がある。 

 上記の検討を行う場合、UGS は地上の貯蔵設備とは異なる地層を貯槽として利用し、

地上の貯蔵設備とは種々条件が異なるため、災害や事故の定義等、地層と地上の貯蔵設

備との違いを充分に考慮することが望まれる。 

 国外においては、鉱業権者以外のガス事業者がUGS事業を実施しており、国内におい

ても、UGS 事業等の新たな事業形態を別途検討する場合には、国外事業法が参考にな

るものと考えられる。 
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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67,68,69,70,71,72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。 

キルウェル ： キック発生後ブローアウトを停止させることを目

的に行う一連の作業のこと。 

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

                                                   
67 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） 
68 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） 
69 JOGMEC 石油・天然ガス資源情報 用語辞典 https://oilgas-

info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl 
70 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 
71 Schlumberger Oilfield Glossary http://www.glossary.oilfield.slb.com/ 
72 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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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

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。 

測定 ： 本調査では、「数量を測ること」を意味する。 

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
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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。 

点検 ： 本調査では、「機器や設備に異常や不具合がないか

確認すること」を意味する。 

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
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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。 

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。 

モニタリング ： 本調査では、「測定した値を一定の頻度で監視する

こと」を意味する。 

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73 

                                                   
73 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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A Aliso Canyon の漏えい事例の原因に関する研究事例の詳細 

A.1 研究概要 

ローレンスバークレー国立研究所（LBNL）が実施した、同所が所有する坑井－貯留層シ

ミュレータ T2Wel1lを用いた Aliso Canyon の漏えい事例のブローアウト及びトップキル・

ボトムキルを対象に数値シミュレーションを用いた研究結果を掲載した論文2が 2018 年に

発行されている。 

以下に、ブローアウト及びトップキル・ボトムキルを対象に実施したシミュレーション結

果について、論文 2に倣って概要を示す。 

 

A.2 ブローアウトの発生シミュレーション 

図 A.1 に、DOGGR からの情報に基づく坑井 SS25 の模式図を示す。プロダクションケ

ーシング破損が地表の下 134m（440フィート）3の地点で発生したと考えられている（温度

ログでも、同位置が最も低い温度を示していた）。流れの強さから、プロダクションケーシ

ングの破損は、数 cmのき裂か穴と考えられている。当時チュービングとプロダクションケ

ーシングの間のアニュラス（A-アニュラス）は、後から設置されたと考えられる SSV（ス

ライドスリーブ弁）を通して通気していた。 

また、チュービング内にはスロットのないガスリフト・マンドレルがあり、そのやや上部

のチュービングに穴が空けられている。その下部には、SSSV（緊急遮断弁）の残骸4が存在

している。 

 

 

                                                   
1 T2Wellは、2010年に発生したマコンド暴噴のシミュレーション等において実績があ

る。 
2 Pan, Oldenburg, Freifeld, Jordan: Modeling the Aliso Canyon underground gas 

storage well blowout and kill operations using the coupled well-reservoir simulator 

T2Well Journal of Petroleum Science and Engineering 161, 158–174（2018） 
3 報告書本編 4.2.1では、平成 29年（2017年）8月 30日に実施した調査結果により深度

270m（887フィート）にき裂が発見されたとしており、研究当時考えられていた深度

134m（270フィート）とは異なっている。 
4 論文 2では、SSSVの残骸も含め全てのスロット SSVと総称しており、本稿でも SSVと

はこの SSSVの残骸を指すこととする。 
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図 A.1 Aliso Canyon 漏えい事例が発生した坑井 SS25の模式図 

 

ブローアウトのシナリオは次のとおりである。ガスは A-アニュラスを上昇し、漏えいが

プロダクションケーシングの破損箇所で発生し、その外のサーフィスケーシングとの間の

アニュラス（B-アニュラス）へ流入した。B-アニュラスはセメンチングで仕上げされていた

が、温度ログがよじれていることからガスは地下の方向に流れていたと考えられる。そして

ガスは、サーフィスケーシングの不接合部かサーフィスケーシングの底の開放部を通して、

坑井周辺の地層に流出し、破損部から流出した。 

シミュレーションにおいては、プロダクションケーシングの破損の大きさは直径 2.46 イ

ンチの穴（3.054×10-3㎡）とし、地表温度は 15℃で温度勾配は 20℃/kmとしている。地層

の浸透率は水平方向と鉛直方向で異方性を考慮している。また、ブローアウトが発生した時

点の貯留層内の圧力を 19.31MPa（2800psi）と推定している。なお、Aliso Canyon の初期

圧力は 24.82MPa（3600psi）で、運用時の最大圧入圧力の申請値は 24.13MPa（3500psi）

であった5。 

図 A.2 に、坑井内のさまざまな位置でのガス流速の算出結果を示す。流速はチュービン

グの狭い流路を通過する際に著しく上昇しており、この箇所でガスは上昇のための大きな

力学エネルギーを得たと考えられる。この結果、A-アニュラスにチュービングを通して圧入

したトップキルのための抑圧流体（kill fluid）が、流出するガスの勢いに負け、トップキル

に失敗したと考えられている。 

                                                   
5 CPUCへの現地インタビュー調査結果（2018.2.9） 
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図 A.2 ブローアウトのシミュレーション結果 

 

A.3 トップキル失敗シミュレーション 

LBNLは、7回実施したトップキルのうち、詳細な情報が比較的残っている 2回のトップ

キル（2015年 11月 15日及び 2015年 11月 25日にそれぞれ実施したもの（以下、それぞ

れ「トップキル①」及び「トップキル②」という。）について、シミュレーションを行って

いる。表 A.1に各トップキルのシミュレーション結果の概要を示す。 
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表 A.1 シミュレーション対象のトップキル概要 

 

※トップキル①（242bbl）は 2015年 11月 15日に実施、トップキル②（1,100bbl）は 2015年 11月 25日に実施。 

 

A.3.1 トップキル① 

図 A.3及び図 A.4にトップキル①のシミュレーション結果を示す。 

 

  

図 A.3 トップキル①のシミュレーション結果（物質の圧入量・漏えい量） 

（左：ケーシング破損位置、右：SSV（スライドスリーブ弁：チュービングからケーシ

ングへの流路）位置） 
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図 A.4 トップキル①のシミュレーション結果（ガス飽和率） 

（上：チュービングとパッカー、下：A-アニュラス） 

 

図 A.3 の左図が示すとおり、抑圧流体の圧入直後にガスの漏えい量（赤線）がわずかな

がら増大している（0～5分）。これは、チュービングの残留ガスがアニュラスに押し出され

瞬間的にガス漏えいを引き起こしたためである。その後、抑圧流体がアニュラスに入りガス

の漏えい量（赤線）は不安定な挙動を示しながら全体的に減少するものの（5～8分）、漏え

いガスが抑圧流体を A-アニュラスから外へ押し出し始め、抑圧流体とガスの振動は激しく

なる（8～15 分）。抑圧流体の圧入量が増加すると、顕著に、ガス漏えい量の振幅は減衰し

収束する。その結果、各流量は緩やかに変化し、液体の漏えい量が徐々に増大しながらガス

漏えい量は徐々に減少する。ただし、ガス漏えい量は 0とならない（15～40分）。 

抑圧流体の圧入停止後の数分で、ガス漏えい量はトップキル以前の状態まで戻り、A-アニ

ュラスから抑圧流体を完全に押し出している（40～50 分）。シミュレーション結果として、

A-アニュラス中でガスと抑圧流体が混合し密度が低くなったことで、チュービングからケ

ーシングのガス流路を閉塞することができず、トップキル①は失敗に終わる。一方、図 A.3

の右図が示すとおり、抑圧流体は坑井から排除され SSVからチュービング内に圧入されな

かったことが分かる。結果として、図 A.4 の上図が示すとおり、抑圧流体はパッカーの位

置まで到達していない。図 A.4 の下図が示すとおり、トップキル①中、A-アニュラスは気

液二相となるが、抑圧流体は圧入停止後に完全に押し出され、A-アニュラス内は気体の単相

流に戻っている。 

図 A.5 に、トップキル①のチュービング及びプロダクションケーシングの圧力のシミュ
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レーション結果と実測値の比較を示す。 

 

 

図 A.5 トップキル①のシミュレーション結果と計測値の比較（チュービング及びプロ

ダクションケーシングの圧力） 

 

シミュレーション結果と実測値は良好な一致を示している。シミュレーションにおける

抑圧流体の物性値は平均化した値を用いているが、実際の抑圧流体はバライトピル（barite 

pill）6が混入された不均一性のある流体で、バライトピルは実測における圧力の低下（11～

11.25時間の赤実線（実測）と青点線（シミュレーション結果））に寄与していると考えられ

る。さらに、実際のチュービング内にはスロットのないガスリフト・マンドレルの上部 3m

の間に 16の穴が空けられているが（参考：図 A.1）、シミュレーションにおいては 16の穴

の合計の面積と同じ面積の 1 つの穴としてモデル化したことが、チュービング圧の回復の

傾向（12.25時間以降）に関する計算結果に影響を及ぼしたと考えられる。圧入中のケーシ

ング圧の一致が良くない（10.5～11.5 時間）のは、浅い部分の地層構造（ケーシング破損

部、坑井周囲のクレーター、それらの間のフラクチャーを含む）を通じた流出経路をシミュ

レーションでは均一の空隙媒体として近似しているためと考えられる。また、浸透率は、ガ

ス漏えいが発生した 2015 年 11 月 15 日以前の値を用いているが、相対浸透率曲線につい

                                                   
6 バライト（重晶石）を主成分とする泥。 
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ては実際の地層による補正を行っていないため、シミュレーションでは、流路中に存在する

二相流の抵抗を過大に評価していると考えられる。 

 

A.3.2 トップキル② 

図 A.6～図 A.8にトップキル②のシミュレーション結果を示す。 

 

 

 

図 A.6 トップキル②のシミュレーション結果（物質の圧入量・漏えい量） 

（ケーシング破損位置） 

 

  

 

図 A.7 トップキル②のシミュレーション結果（物質の圧入量・漏えい量） 

（SSV（スライドスリーブ弁：チュービングからケーシングへの流路）位置） 
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図 A.8 トップキル②のシミュレーション結果（ガス飽和率） 

（上：チュービングとパッカー、下：A-アニュラス） 

 

図 A.6の右図が示すとおり、抑圧流体の圧入直後のガス漏えい量の挙動は、図 A.3に示

したトップキル①と同様である（0～5分）。しかし、圧入流量の増量と圧入期間の長期化に

より、トップキル②は 90分後にガス漏えい量を 0とし（5～90分）、圧入停止前約 10分間

にわたりガス漏えい量 0を維持している（90～100分）。図 A.6の左図が示すとおり、液体

の漏えい量も 0 となり、その後 100 分にわたり沈静するものの（100～200 分）、ガス漏え

いは再開し急速にトップキル以前の状態まで戻っている（200～250分）。 

ブローアウトが沈静化した理由は、図 A.8 の下図が示すとおり、A-アニュラスを満たす

流体が十分であり、図 A.8の上図が示すとおり、SSVを通過するガス漏えいを止め、チュ

ービング下部まで抑圧流体が到達し、結果として抑圧流体がパッカーの下まで到達してい

るためである。しかし、図 A.8 が示すとおり、圧入停止後、パッカーに到達した抑圧流体

は貯留層に流入し、A-アニュラスの液体の飽和率が低下している。図 A.7 が示すとおり、

抑圧流体の圧入停止の約 13 分後には、チュービングに流体が逆流していることが分かる

（100～113 分）。図 A.7 及び図 A.8 が示すとおり、圧入停止の約 50 分後には、ガスの気

泡が発達し、SSV を通して A-アニュラスへの流入を再開している（150 分ごろ）。図 A.6

及び図 A.7が示すとおり、圧入停止の約 100分後には、抑圧流体はプロダクションケーシ

ングの破損部に到達し、プロダクションケーシングの外へ流出を開始している（200 分ご

ろ）。 
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A.4 ボトムキル成功シミュレーション 

ボトムキルのシミュレーションでは、図 A.9に示すとおり、貯留層と坑井 SS25に加え、

リリーフ井もモデル化している。 

 

 

図 A.9 リリーフ井を敷設した坑井 SS25の模式図 

 

シミュレーションの条件は、貯留層の圧力が 7.584MPa（1100psi）と仮定したことを除

き、今までと同様である。この貯留層圧力の仮定は、2016年 2月にボトムキルを実施する

まで約 100 日間、ガス漏えいが継続し排出されたことに基づく。リリーフ井は、初期は掘

削流体で満たされ、トップキル②と同様の物性の抑圧流体が圧入された。 

図 A.10及び図 A.11にボトムキルのシミュレーション結果を示す。 
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図 A.10 ボトムキルのシミュレーション結果（物質の圧入量・漏えい量） 
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図 A.11 ボトムキルのシミュレーション結果（ガス飽和率） 

（上：リリーフ井、中：チュービングとパッカー、下：A-アニュラス） 

 

図 A.10 に示すとおり、SS25 坑井へのリリーフ井接続後 10 分以内に地表のガス漏えい

が止まっており、これは実際の状況と整合する。リリーフ井によるボトムキルは、パッカー

より下部の接合部から多量の抑圧流体の圧入により効果が発揮される。図 A.11が示すとお

り、リリーフ井からパッカーの下部に多量の抑圧流体を圧入したことにより、貯留層から坑

井へのガスの流入を止めることに成功したと考えられる。さらに圧入停止後、リリーフ井と

A-アニュラスの水位はU管構造により同じレベルに近づいている。チュービングの水位は、

チュービング上部のガス層の存在により、リリーフ井及び A-アニュラスの水位より低くな

っている。図 A.11の第 2図が示すとおり、チュービング上部及びパッカー直下にガス層が
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存在しているが、リリーフ井及び A-アニュラスのU管構造の坑井を満たした抑圧流体の存

在により、貯留層からのガス漏えいの停止への影響は非常に小さい。 

また論文 2では、2回のトップキルのシミュレーションと同様、リリーフ井への圧入停止

後、ガス漏えいにより抑圧流体が A-アニュラスへ押し出されることや抑圧流体が貯留層に

流入することにより、ブローアウトが再開した可能性を指摘しているが、実際はボトムキル

によりガス漏えいが停止している間に、SS25をセメントで塞ぎ埋戻している。 

 

A.5 チュービング内の設備に関するパラメータスタディ 

論文 2では、ガスリフト・マンドレル及びチュービングに空けた穴のトップキルへの影響

について考察を行っている。具体的には、トップキル②において、図 A.12 に示すように、

ガスリフト・マンドレル及びチュービングに空けた穴がいずれも存在しなかった場合のシ

ミュレーション（トップキル③）を実施している。 

 

 

図 A.12 ガスリフト・マンドレル及びチュービングに空けた穴がいずれも存在しない

と仮定した坑井 SS25の模式図 

 

チュービングにガスリフト・マンドレルが存在しないことで、抑圧流体はパッカーに直接

圧入される。一方、ガスは弁を通して漏えいされる。 

A.3A.3.2 に示したトップキル②のシミュレーション結果と比較した場合の、トップキル

③のシミュレーション結果を図 A.13～図 A.15に示す。 
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図 A.13 トップキル③のシミュレーション結果（物質の圧入量・漏えい量） 

（ケーシング破損位置） 

 

  

 

図 A.14 トップキル③のシミュレーション結果（物質の圧入量・漏えい量） 

（SSV（スライドスリーブ弁：チュービングからケーシングへの流路）位置） 
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図 A.15 トップキル③のシミュレーション結果（ガス飽和率） 

（上：チュービングとパッカー、下：A-アニュラス） 

 

圧入直後の各挙動はトップキル②と同様であるが（0～5分）、トップキル②で発生したガ

スと液体の漏えい量の振動はトップキル③では発生していない。ガス漏えい量（赤四角）は

減少し、液体の漏えい量もガスの上昇量の減少にともない減少しており（5～100分）、減少

傾向はトップキル②と比較してやや早期となっている。しかし図 A.6の右図に示すとおり、

両ケースともガス漏えいはトップキル以前まで戻っている。トップキル③において漏えい

が戻るまでの沈静期間は 100 分から 500 分となっており、ガスリフト・マンドレル及びチ

ュービングの穴が SS25における圧力の制御を困難にし、結果として効果的なトップキルを

妨げたと言える。一方、いずれのケースも、抑圧流体の圧入停止後にガス漏えいが再開して

いる。 

図 A.14 が示すとおり、トップキル③で SSV 位置における抑圧流体（緑三角）はほとん

どが、漏えいガスにより、圧入直後は SSVを通じてチュービングから A-アニュラスに流出

させられているが、ガス漏えい量は減少し 0に近づいている（0～70分）。同時に抑圧流体

はパッカー下部の坑井に流入し、SSV 位置での抑圧流体の流量の傾向は圧入量から剥離を

開始する。圧入停止後のガス漏えい沈静と、ガス漏えいが戻る傾向は図 A.13に示すケーシ

ング破損位置と同様である。 

図 A.15が示すとおり、チュービングにガスリフト・マンドレル及び穴が存在しないこと

で、抑圧流体がパッカー下部にまで到達し、留まっており、A-アニュラス内の抑圧流体の飽

和率の減少過程がトップキル②に比べて長期化していることが分かる。すなわち、トップキ
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ル③の仮定では、同じ抑圧流体量で、より効果的にガス漏えいを止めることが可能となると

言える。 

また論文 2では、トップキル③の圧入を停止した（100分）後に継続して圧入を行ったケ

ースのシミュレーションを行っており、圧入量が 1kg/s の場合に A-アニュラスとチュービ

ングを完全に流体で満たすことができるとしている。 
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