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施設整備・管理のための
天然ガス対策ガイドブック

　千葉県を中心に茨城、埼玉、東京、神奈川に及ぶ南関東地域一帯には、日本有数のガス田である「南関東ガ
ス田」が広がっています（表紙参照）。特に千葉県九十九里平野や東京都東南部低地は古くから天然ガスが湧
出する地域として知られており、こうした地域では施設整備や施設管理にあたって天然ガスに対する配慮を
欠くことはできません。本書は建築物における湧出天然ガスによる事故の防止を目的として、各界の専門家や
研究者により執筆されており、天然ガス発生地域における施設整備、施設管理に広く役立つものと考えます。

資源としての天然ガス
千葉県を中心に古くより天然ガスの採取が行われています。現在では千葉県内約 55 万戸
で利用されており、資源の少ないわが国にとって貴重なエネルギー資源となっています。
この章では南関東ガス田の概要、天然ガスの開発と生産の歴史、天然ガスの性質と利用
状況等を詳しく解説します。

天然ガス発生地域の地盤
はじめに南関東ガス田の形成過程や広域的な天然ガスの発生地域とその発生メカニズム
を説明します。さらに東京都および千葉県の地質や天然ガス発生地域、発生状況を詳細
に解説します。あわせて湧出ガスの発生や土壌汚染の発生を防ぐための注意点を示しま
す。

地中ガス調査方法
施設整備を計画するにあたっては、はじめに天然ガスの存在の有無や発生状況を知る必
要があります。この章では、調査の目的、資料調査や現地詳細調査等の具体的な方法と
注意点、調査結果の評価方法の事例、トラブル対策等を詳しく解説します。

天然ガスに留意した計画・設計
この章では設計技術の現状を明らかにした上で、これまでの経験から積み上げられてき
た４つの基本的な方策を紹介します。この方策に従い実施する天然ガス対策を具体的に
解説します。さらに実際の設計・施工事例を図と写真で示します。

天然ガスに留意した施工
はじめに敷地の状況に応じた対策のレベル設定の方法を示します。次に安全計画の作成
や安全管理体制整備の際のポイントを詳しく解説します。さらに建築工事における天然
ガス対策を施工段階ごとに図や写真を交えて具体的に示します。

天然ガスに留意した施設管理
施設管理者への引渡し時の注意点や引渡し後のフォローアップ方法を示します。次に施
設管理者が行うべき施設管理体制の整備や施設管理計画策定の際の留意点を説明します。
さらに施設の日常点検方法や日常管理上の注意点を具体的に解説します。

天然ガス対策の現状と今後
本書が作成される背景となった国、地方公共団体のこれまでの天然ガスに対する取組み
を紹介します。さらに関係する国、都、県の三者で設置された「営繕工事における天然
ガス対応のための関係官公庁連絡会議」の役割と今後の展望を示します。



はじめに

営繕工事における天然ガス対応のための関係官公庁連絡会議

　千葉県を中心に茨城，埼玉，東京，神奈川に及ぶ

南関東地域一帯には，日本有数のガス田である「南

関東ガス田」が広がっています。中でも千葉県東部

は，古くから天然ガス発生地として知られ，現在，

盛んにガスの採取が行われています。また東京都南

東部低地でも昭和 47 年まで天然ガスの採取が行わ

れていました。資源の少ないわが国においては，こ

うした天然ガス田の存在は貴重なエネルギー資源と

なっています。しかし，天然ガスは自然の恵みであ

ると同時に災いをもたらすものでもあります。

　平成 16 年７月 30 日，九十九里町立いわし博物館

でガス爆発が発生し，２名の方が死傷するという痛

ましい事故が起きました。この天然ガス事故を受け

て，国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所，

東京都財務局建築保全部技術管理課，千葉県県土整

備部営繕課では，天然ガス対策に関する情報セン

ターとして，「営繕工事における天然ガス対応のた

めの関係官公庁連絡会議（以下，連絡会議）」を設

置しました。以来，本連絡会議では，このネットワー

クを活用して，天然ガスに関する情報を収集，蓄積，

発信し，天然ガス災害防止に向けてさまざまな活動

を行ってきました。本書はこうした活動の中から生

まれてきたものです。

　この「施設整備・管理のための天然ガス対策ガイ

ドブック」は，建築物における湧出天然ガスによる

事故の防止を目的としています。天然ガスに関する

基本知識から始まって，施設整備における調査，計

画，設計，施工，施設管理の各段階において留意す

べき点を取りまとめています。執筆は各界の専門家

に依頼し，連絡会議が編集を行いました。この小冊

子はわが国における天然ガス対策の最高水準の知見

を集約したものとなったと自負しています。

　しかしながら，施設整備・管理上の天然ガス対策

に関する取り組みは始まったばかりです。絶対安全

といえる手法はまだ見い出されておりません。各対

策技術も比較的古くから実施されていたものがある

一方で，端緒についたばかりのものもあります。そ

のため読者は章により記載の密度や水準が異なるこ

とに気付かれることでしょう。

　天然ガス発生地域において，施設の安全を図るに

は，施設整備者，施設管理者そして施設利用者それ

ぞれが，天然ガスに対して正しい知識を持ち，注意

の意識を持つことが不可欠です。このガイドブック

はそうした知識を提供するものです。現場の状況は

千差万別です。天然ガス対策を行おうとする者は、

自らの考えに基づき、自ら適切に判断しなければな

りません。本書が少しでもそのお役に立てれば幸い

です。

　最後に執筆いただいた京葉天然ガス協議会環境委

員会，東京都土木技術センター，千葉県環境研究セ

ンター，関東地質調査業協会，（社）全国建設業協

会他の皆様に感謝申し上げます。

本書の使用にあたって

本書は以下の前提で記載されている。

・ガスの種類：上総層群より発生するメタンガス

・施設の種類：事務庁舎

・地　　　域：南関東ガス田が分布する地域

本書使用上の注意点

　天然ガス対策はいまだ確立された手法となってはいない。

本書で記載している対策法は一例であり，絶対的なものでは

ない。本書を基本として，現場状況や施設の性状に応じて，

自ら考え適切に判断するよう願いたい。
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第１章　資　源

資源としての天然ガス

京葉天然ガス協議会環境委員会

１．南関東ガス田とは
⑴　水溶性天然ガス鉱床

　千葉県をはじめとして茨城県，埼玉県，東京都及

び神奈川県にまたがる南関東地方一帯の地下には，

天然ガスが埋蔵されており，「南関東ガス田」と呼

ばれている（図 1）。その規模はこのガス田で今後

採取することが可能な量，つまり可採埋蔵量でい

うと約 3,685 億㎥とされており，これは最近の平均

的な年間生産量の実に 800 年分に匹敵する [15- 千葉天

然ガス技術委員会 1987]。このガス田では豊富な埋蔵量と

いった点の他にも，天然ガスが地下深部では地下水

中に溶け込んだ状態で存在していることや，千葉

県の九十九里から大多喜にかけての地域（図 1の B

を中心とした地域）では天然ガスを含む地下水（以

下，かん水と呼ぶ）にヨウ素が多く含まれるといっ

た点も特徴的だ。南関東ガス田の天然ガスを水溶性

天然ガスと呼ぶのは，この地下水に溶けて存在する

という特徴を表したものだ。

　ある鉱物資源が集まった部分を鉱床と呼ぶことが

あるが，南関東ガス田は規模的に日本有数の水溶性

天然ガス鉱床であると同時に世界的なヨウ素鉱床で

もある。本章では以降，「ヨウ素」という物質名の

代わりに一般的な名称である「ヨード」と表すこと

にする。

　南関東ガス田の水溶性ガス鉱床の大部分は地下数

百mよりも深い地層に存在するため，その分布範囲

は正確に分かっていない。ガス田は概ね図 1で示し

たような範囲に分布しているとされているが，この

範囲以外にも過去に坑の試掘等によって千葉県木更

津市でガスの存在が確認されたこともある。さらに，

古くから千葉県茂原市周辺他では上
うわ

ガスと呼ばれる

天然ガスの地表湧出現象が見られるが，この他にも

千葉県富津市，君津市，浦安市，市川市，栄町，埼

玉県八潮市，東京都江東区，墨田区，神奈川県川崎

市といった場所でこのような上
うわ

ガスのあった場所が

古い地質図に示されており [7-兼子他 1951]，これらも地

下にガス鉱床が存在する可能性を示す証拠となる。

　南関東ガス田は他の地域の水溶性天然ガス田と比

べて特異なガス田だ。というのも，天然ガスの産出

の仕方が他の地域とはずいぶん異なっているから

だ。千葉県茂原市とその周辺地域では産出するガス

とかん水の体積比（㎥ /kl）（以下，ガス水比という）

が，かん水に対するガスの理論的な溶解度を大きく

上回るという現象が見られる。例えば，茂原市とそ

の周辺の場合，ガス水比が産出開始直後から時間経

過とともに急上昇し，場所によっては生産開始後 2

～ 3年で最大 20 ～ 30 ㎥ /kl に達する。このような

現象が見られるのは，広い南関東ガス田でも茂原市

とその周辺地域に限られており，場所にちなんで「茂

原型産出挙動」と呼ばれる。これとは対照的にガス

水比がほぼ一定に経過する場合が「通常型産出挙動」図１　南関東ガス田の分布と地下構造概略
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で，茂原型産出挙動が見られる地域以外の地域で普

通に見られる。

⑵　水溶性天然ガスを産出する地層

　天然ガスは主に上総層群という地層から産出され

る。天然ガスとヨードはこれらの地層のかん水中に

溶けた状態で存在し，鉱床となっている。これら

の地層が堆積したのは今から約 240 万年前～ 45 万

年前の海底であると言われている [2-千葉県史料研究財団

1997]。この時代に現在の房総半島中央部から東京湾

にかけて巨大な盆地状地形が形成され，それを埋め

ていくようにして地層が堆積したのだ。上総層群は

その名のとおり房総半島東部の上総丘陵で地表に露

出・分布しており，ここでは大きく 12 の地層に区

分されている（図 2）。これらのうち企業により天

然ガスが生産されているのは長南層から勝浦層まで

である。ただし，地域によって地層の深度や種類が

異なるので，天然ガスを採取する地層も地域ごとに

違う。上総層群の場合，地層の種類には砂岩，泥岩

及び凝灰岩といったものがあり，それらが写真 1の

ように交互に積み重なっている。写真のような崖で

地層を観察すると砂岩は手でほぐすことができるほ

どもろく，泥岩はある程度固まっているがハンマー

でたたくと簡単に割れる。凝灰岩とは主に火山灰が

降り積もってできた地層で，上総層群の中に多く見

られる。

　天然ガス発生地域の地質について詳しくは次章に

譲るとして，ここでは天然ガス・ヨード鉱床の成り

立ちについて簡単に触れる。

　房総半島東部の地表には写真 1のような砂岩泥岩

互層が梅ヶ瀬層，大田代層及び黄和田層といった地

層に著しく発達していることが分かっている。実は，

このような砂岩層はタービダイトと呼ばれ，混濁流

（タービディティカレント）という現象によって深

海底で堆積した地層だ。混濁流とは海底で発生する

土砂崩れのような現象で，地震他をきっかけにして

起こる。それが長い時間の間に繰り返し発生すると

写真のようなきれいな縞模様を示す地層となる。最

近の研究でこのような地層が千葉県の水溶性天然ガ

ス・ヨード採取地域のなかでも茂原市周辺などガス

水比の高い地域の地下で上に述べた梅ヶ瀬層他の地

層に集中的に分布していることが分かってきた。こ

れらの地層は，千葉県がかつて深い海だった時代

に混濁流がある一定の範囲で繰り返し生じて，地層

が次々に積み重なっていって扇状地のように堆積し

たものだ。このようにして地層が堆積する時に，天

然ガスの起源となるような有機物やヨードが砂や泥

の粒子と一緒に集められて，それらの鉱床が出来上

がったのではないかと考えられている [11- 国末他 2002，

12- 三田他 2003，16- 徳橋 2002]。

図２　上総層群の層序
［２－㈶千葉県史料研究財団 1997］

写真１　上総層群大田代層の砂岩泥岩互層
暗い色の層が砂岩層、明るい色の層が泥岩層
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２．開発と生産の歴史
⑴　天然ガスの発見と開発の歴史

　千葉県での天然ガスの発見はいくつかの言い伝え

があり，最も古いものは慶長元年（1596 年）にまで

さかのぼる。記録として残っているものとしては明

治 21年（1891 年）に大多喜町の醤油醸造業山崎屋

で水井戸を掘削したところ泡を伴う褐色の塩水が湧

き出し，がっかりして投げ入れたタバコの火で青白

い炎を上げて燃え出して発見されたというものが有

名だ。ただし，上
うわ

ガスと呼ばれる地表にガスが湧出

する現象は地元で一般に良く知られており，古い記

録にも見られることから，天然ガスがあることはか

なり古くから知られていたであろう [1-千葉県 1939，5-石

和田他 1971]。その後大正から昭和にかけて水井戸の掘

削が盛んに行われるようになると，茂原市，長南町，

睦沢町などでも相次いで天然ガスが見つかり，これ

を個人や町の組合などで家庭燃料や灯火として用い

ていた。茂原市では明治末期に早くも昌平町瓦斯組

合が結成され，86戸に供給したという記録が残って

いる。ちなみに，この頃の掘削方法は上総掘りとい

う人力による突き掘りが主流であった（写真 2）。

［３－千葉県立上総博物館 2002］
写真２　上総掘りの井戸から自噴する様子

　企業による採取は，昭和 6 年（1931 年）に大多

喜天然瓦斯株式会社（現在の関東天然瓦斯開発（株））

により始められた。以降，ヨードの発見とも相まっ

て，千葉県だけでこれまでに 2000 本以上のガス井

戸が掘削された。一時は東京都内でもガス井戸が掘

削され，天然ガスが採取されていたが，現在は千葉

県内でのみ商業的に採取されている。千葉県内では

現在 9つの会社が操業しており，約 600 本のガス井

戸が稼動している。これらの会社が採取している地

域は，北は成田市から南は大多喜町までと，東は匝

瑳市から西は千葉市までといった具合で広範囲に及

ぶ，特に茂原市を中心とした九十九里平野南部から

上総丘陵にかけた地域で盛んに開発されている。

　また，現在でも茂原市周辺の地域では天然ガスを

自家用で利用しているところがある（写真 3）。こ

れらの自家用ガス井はいわゆる上
うわ

ガスを採取してい

るものが多いが，中にはある程度の深度まで井戸を

掘ったものもある。

写真３　自家用天然ガス井

⑵　天然ガスの生産

　天然ガスの生産は地表から掘削されたガス井戸か

らかん水を汲み上げることによって行われる。掘削

作業では写真 4のような掘削機器が用いられ，地下

数百mから時には 2000m程度まで掘削する。掘削

したボーリング坑はケーシングパイプを挿入されて

井戸として完成する。代表的な生産方式であるガス

リフト方式の井戸の構成は図 3 のようになってい

る。ガスリフト方式は吹込管と呼ばれる管から人工

的に圧縮ガスを井戸内に送り込み，かん水を汲み上

げる方法で，ガス水比が高い場合に用いられる。こ

れに対して，ガス水比が低い場合は，ポンプで直接

に揚水する水中モーターポンプ方式が用いられる。

どちらの方式を採用するかは，その場所のガス鉱床

の性質に応じて決められる。
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　ガス井戸から生産されたガスとかん水は図４に示

すような流れで需要家あるいはヨード工場へと送ら

れる。また，地上に汲み上げられたかん水の一部は

地盤沈下の発生を抑えるために還元井と呼ばれる井

戸を通じて地下に圧入されている。

　千葉県で毎年どのくらいの量の天然ガスが生産さ

れているかを図 5のグラフに示す。最近 5ヵ年で見

ると年平均 4億 6千万㎥が生産されており，県内約

55 万戸で利用されている。この量は国産天然ガス

の約 16% に当たる。以前は全体の 5割弱が工業用

であったが，ここ 10 年ほどの間にその 8割以上を

都市ガス用が占めるようになってきており，地元の

生活を支えるエネルギー資源として重要な役割を果

たしている。なお，最も生産量が多かった年は昭和

46 年（1971 年）で 5億 6千万㎥であった。

３．天然ガスとかん水の成分と性質
⑴　天然ガスの組成と性質

　南関東ガス田で産出する天然ガスは組成の 95%

以上をメタン（CH4）が占めており，メタンの占め

る割合が極めて高いという点もこのガス鉱床の優れ

た性質の一つである [4- 地質調査所 1956]。詳細な地化学

的な研究の結果，千葉県の水溶性天然ガスは微生物

の活動によって生成されたことが分かっている [8-

金子他 2002]。千葉県で産出するガスがどのような組成

になっているかその代表的な例を図 6に示す。

　組成は地域によって若干の差があるが，これを見

ても不純物が極めて少ないだけでなく，一酸化炭素

や硫黄といった大気汚染の原因となるような物質や

人体に有害な物質を含まないクリーンなエネルギー

写真４　ガス井戸掘削櫓

図４　天然ガス・ヨードの生産の流れ

図３　ガスリフト方式坑井の仕組み

図５　千葉県の天然ガス生産量
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であるということがよく分かる。

　性質としては火気があると燃える（可燃性）とい

うことの他には無色無臭であることと，比重が小さ

く空気よりも軽いということがある。このためガス

漏れなどの際に気付きやすいように都市ガスにはわ

ざと臭いが付けてある。可燃性については，空気と

一定の割合（5%～ 15%）で混ざり合った状態で火

気に触れると燃える。

⑵　かん水の成分と性質

　表１に千葉の天然ガスかん水の代表的な成分を海

水のそれと対比して示す。成分の種類はとても良く

似ており，これはかん水が太古の海水であった頃の

名残であろう。しかし，各成分の含有濃度を比べて

みると，硫酸イオン（SO42-）や重炭酸イオン（HCO3-）

などいくつかの成分で濃度に大きな差があり，地層

に閉じ込められた後，長い時間の間に水質が変化し

たものであろう。ヨウ化物イオン（I-）もそのうち

の一つで，海水に比べて 2,000 倍も高濃度であるこ

とがヨード鉱床としての優れた特長を表している。

興味深いことに，南関東ガス田の中でもかん水中に

含まれるヨードの濃度が高い地域は茂原市とその周

辺などのガス水比が高い地域にほぼ一致している。

その他の性質としては，透明で淡黄色～淡黄緑色で

あり，舐めると塩辛い味がする。

４．天然ガスとヨードの利用状況
⑴　天然ガスの利用状況

　現在，千葉県で生産される天然ガスの用途は図 5

にも示したように大部分が都市ガスとして一般家庭

で消費されている。しかし，企業によって本格的に

天然ガスが供給され始めたばかりの頃は状況が現在

とはかなり違っていた。昭和 15 年（1940 年）頃ま

では，パイプラインによる都市ガス事業は発展せず，

主にボンベにガスを充填して販売されていた。戦前

から戦中にかけての資源不足に伴う天然ガスの需要

の高まりとともに，ガソリンの代替燃料としても注

目され，天然ガス自動車やガスカーと呼ばれる鉄道

が登場し活躍する時期があった。戦後は昭和 20 年

代からの石炭化学からガス化学への移行期にアンモ

ニアやメタノールを始めとする化学工業向けの原料

として需要が伸びた。しかし，その後，昭和 40 年

代後半に地盤沈下問題の顕在化に伴うかん水採取規

制によって生産量は減少し，同時に工業原料として

の利用も円高や原油価格の低下などによる海外シフ

トのため需要が落ち込んでしまう。そして，この頃

を境に，工業用に代って家庭用の都市ガスの需要が

増加していき，現在見られるような利用状況へと変

わっていった。

⑵　ヨードの生産と利用状況

　ヨウ素（I）は塩素（Cl）や臭素（Br）などと化

学的に同じ種類のハロゲン族の元素で，常温で暗紫

色の金属光沢をもつ燐片状結晶だ。比重4.9と重く，

昇華性があり，その蒸気は紫色を呈し，刺激臭があ

る。自然界ではヨウ化物イオン（I-）として海水に

溶けていたり，ヨウ素酸塩（NaIO3）として鉱物中

に含まれていたり，生体中や環境中で有機ヨウ素化

合物として存在している。ヨードは元素であること

図６　千葉の天然ガスの組成例

表１　千葉の天然ガスかん水の成分例
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のヨード欠乏症が深刻な問題となっている地域があ

り，世界総人口のほぼ 3割に当たる 16 億人がその

リスクにさらされているといわれている。過去には

千葉県産のヨードがモンゴルやカンボジアへ供与さ

れており，人体に必要な物質という面からも，その

重要性は注目されている。

５．資源としての将来性と環境との調和
　冒頭に紹介したように南関東ガス田には莫大な可

採埋蔵量を誇るわが国有数の天然ガス資源があると

ともに，人類にとって貴重な物質であるヨードを豊

富に含むという，いわば自然からの二重の恵みがあ

る。しかし，その一方で地下水揚水による地盤沈下

問題を抱えるなど，資源開発の及ぼす影響が問題視

されている。将来にわたってこれらの貴重な資源を

活用していくためにも，従来にも増して環境との調

和を考慮し，地域社会との共生の立場に立った開発

が求められている。
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から，他の物質からは合成することができない貴重

な天然資源であり，同時に甲状腺ホルモン構成元素

として人類の生存に欠かせない。

　世界的にはヨードの主要な産出国はわが国をは

じめチリとアメリカとなっていて産地が偏在して

いる。かつて日本が世界最大の生産量を誇る時期も

あったが，現在はチリに次ぐ世界第 2位となってい

る。日本のヨード生産量が世界に占める割合は約 3

割で，そのうちの 8割は千葉県で生産されている（図

7）。ここ数年は，かん水から採取されるものに加え

て，需要家で利用を終えたヨードを回収して再利用

することも行われている。

　さて，ヨードはその物質としての性質を利用し

て，様々な用途に用いられている。最近の世界の主

な用途別割合を図 8に示す。主要な用途としては，

造影剤，殺菌防かび剤，工業用触媒といったもので

あるが，最近ではそれら以外の産業用素材として，

幅広い用途を有している。また，世界ではヨウ素の

摂取不足による甲状腺肥大や知能障害，発育不全等

図７　千葉県のヨード生産量と輸出量

図８　世界の用途別ヨード需要
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第２章　地　盤

天然ガス発生地域の地盤

東京都土木技術センター技術調査課 1）

千葉県環境研究センター地質環境研究室 2）

本章の構成

　本章では，はじめに南関東地域の大地が造られてきた過

程や天然ガスが埋蔵されている地域・地層等について記す。

ついで東京都および千葉県の地質の特徴や天然ガスの発生

状況等について詳しく述べる。執筆者は各節見出しの肩に

数値で示す。

１．南関東ガス田 2）

　ここでは，構造物の地盤について地質的視点に

立った大まかな種類（地層）とその分布，関東地域

の大地の作られ方とその中での天然ガスが埋蔵して

いる地層の位置づけ，天然ガスの起源とガス噴出の

メカニズムを中心に述べる。このことは，次章以降

の天然ガスの発生地域を予想し，その予防などを考

えて行くための基礎資料ともなるものである。

⑴　天然ガス埋蔵地域

　関東地域においては，周囲の山地に先第三系（図

1-1 凡例の 7）の堆積岩・変成岩・火成岩が分布し

ている。その内側の山地には中新世～鮮新世中期に

堆積した三浦層群とその相当層（図 1-1 凡例の 5の

一部，6）が，さらに内側の丘陵には鮮新世後期～

更新世前期に堆積した上総層群とその相当層（図

1-1 凡例の 4，5 の一部）が，その内側の台地には

更新世中期～後期に堆積した下総層群（図 1-1 凡例

の 2，3）が分布している。そしてこの台地の下の

低地には更新世後期～完新世に堆積した沖積層（ほ

ぼ図 1-1 凡例の 1）が分布する。なお，中新世以降

の地層は東京湾に向かって傾斜して分布しており，

古い地層ほど深部に分布している。すなわち，関

東平野の地下約 3000m以深には先第三系が分布し，

この上には三浦層群が，さらに上位には上総層群と

下総層群が順に重なっている。沖積層は，これら地

層群を覆って最も表層部に分布している。天然ガス

は，上総層群中に高濃度に大量に含まれている。三

浦層群の一部にも低濃度ではあるが含まれている。

　図 1-2 は南関東地域を中心とした天然ガスが多く

含まれる上総層群よりも上位の地層を対象とした地

質図であり，図 1-3 は上総層群以降の南関東地域の

大地の作られ方を示した図である。以下，この図を

もとに，南関東地域の大地の作られ方を述べて行く。

　関東平野は日本列島の骨格を形成した新第三紀中

新世からはじまるグリーンタフ変動にともなって，

それまでは大陸の一部だったところが急速に沈降し

はじめ関東構造盆地 [27- 矢部・青木 1927] が形成されて

行った。中新世中期には深い海の底となり，砂層と

泥層が交互に積み重なって出来た三浦層群が堆積し

図 1-1　南関東地域の地質図 [23-Nirei et al. 1987　一部改変 ]

完新統

後期更新統

中期更新統

前期更新統

鮮新統

中新統

先新第三系

0                                25km
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ていった。鮮新世中期には，現在の日本列島を形づ

くる島弧変動にともなって，関東堆積盆地の一部は

隆起し海面上に現れ侵食され，鮮新世後期には再び

沈降に転じ，新たな海には上総層群が堆積していっ

た。このように，ある地域に地層が堆積した後その

地域一体が相対的に隆起し，堆積した地層が侵食さ

れ，その後再びその地域が相対的に沈降し侵食面上

に地層が堆積するときその侵食面を不整合，この現

象を不整合現象と呼ぶ。また，不整合が典型的に見

られる場所の名前をつけて，上総層群の基底の不整

合は黒滝不整合 [14- 小池 1951] と呼んでいる。

　上総層群堆積期には，その初期には急速に沈降が

進み冷たい深海底に砂層や泥層が交互に積み重なっ

ていった。この上総層群中には高濃度の大量のメ

タンが含まれている。このメタンの由来は，名取 [8- 

1997] によれば，現在の冷たい深海底で最近見つかっ

ているメタンガスハイドレートではないかと考えら

れている。これらメタンは上総層群中の塩分濃度の

高い地下水であるかん水に溶けており，このかん水

を揚水して天然ガスを採取している。日本列島にお

いては，ほぼ同時代に同様な堆積環境の下で形成さ

れた地層中にも見られる。新潟平野の地下の魚沼層，

図 1-2　南関東の地質図 [24- 楡井・古野 1988　アーバンクボタNo27]

水準基標の位置

地盤沈下観測井の位置 

地下水位観測井の位置 

沖積層 

下総層群上部 

下総層群下部 

上総層群 

東京湾不整合 

黒滝不整合および山地との境界 

先上総層群 

長沼不整合をはじめ上総層群直上 
に認められる不整合(東京湾西岸) 
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大阪平野地下の大阪層群，宮崎平野地下の宮崎層群

などである。

　さて，上総層群堆積期には千葉県茂原市付近を中

心にその沈降が進んでいったものの，中期更新世初

期の約 70 万年前より，それまで沈降していた上総

層群堆積盆地のなかの東京湾南部を中心に隆起し東

京湾不整合が形成されていった。約 50 万年前の万

田野寒冷期には海面が低下し，東京湾以西の地域は

侵食域となり本不整合が拡大した [18- 楡井 1981]。その

後全体が沈降に転じ，沈降の中心は市原市の海岸付

近に移り下総層群が堆積していった。下総層群は浅

海に堆積した砂層を中心とした地層である。後期更

新世初期の約 7万年前ごろには，沈降はほぼ止まり，

関東平野は広い範囲に今の霞ヶ浦のような浅い湖が

形成された。赤城山や箱根山などの関東平野周囲の

火山では火山活動が活発化し火山灰が大量にこの湖

に降り積もりつつ関東平野全体が隆起に転じた。こ

うして，関東ローム層という赤色に風化した火山灰

層を載せた下総台地が形成された。 

　その後，後期更新世後期の約 3万年前を最盛期と

するヴルム氷期がおとずれ，

海面は約 100mも低下し，広

大な下総台地には，樹脂状の

深い谷が形成されていった。

氷河期も終わり間氷期の縄文

時代に向かって気温も徐々に

上昇し，海面は再び上昇して

いった。

　こうして，深く刻まれた谷

にも海が入り，深い入り江と

なった。このため，この谷は

波の穏やかな静かな海とな

り，海底に泥層が厚く堆積し

た。縄文時代中ごろの 6000

年前が最も暖かく，海は関東

平野の中央部まで侵入してき

た。また，台地のへりは波な

どにより浸食され，そこに遠

浅の海が形成された。その後，

やや寒くなり海面がやや低下

し，河川堆積物が堆積するな

どして，広い沖積平野が形成

されていった。

図 1-3　南関東地域の地質構造発達史 [20- 楡井 1988　アーバンクボタNo27 を一部改変 ]

主要な地質
構造運動 堆積盆の構造発達を示す概念図（東西断面） 地下水流動系及び

地史的流動系
地下水の生産と天然ガス
資源の生成から消滅まで

”沖積層”
  を堆積

７～８万年前

関東ローム
層・常総粘
土層とその
下位付随層
を堆積

下総層群上
部を堆積

古東京湾堆積
盆の形成
約 40万年前

下総層群下部
を堆積

東京湾不整合
の形成
約 70万年前

上総層群を
堆積

黒滝不整合
の形成
約 400万年

（関東地下水盆）
地下水盆周辺から
の地下水流動が加
速される（地下水
の生産量が最大に
なる）

（古関東地下水盆）
 周囲からの地下水
 流動始まる

堆積盆基底では、
西～北側からの地下
水流動が始まる

・地下水浸透により天
  然ガス鉱床の破壊が
  加速化
・東部～南部では天然
  ガス層内での遊離ガ
  スの生成および上ガス
  の発生が加速化
・西部～北部での天然
  ガス鉱床はほぼ破壊

・CH4系分子の移動
・西部～北部での遊
  離ガスの生成および
  上ガス発生の加速化
・東部～南部での遊離
  ガスの生成および上
  ガス発生
・地下水浸透により天
  然ガス鉱床の破壊が
  本格化

・CH4系分子の移動始
  まる
・西部～北部での遊離
  ガスの生成および上
  ガス発生
・地下水浸透によって
  天然ガス鉱床の破壊
  始まる

・天然ガス資源となる
  有機物質の運搬・堆
  積（半深海での高
  圧・低温条件）
・有機物質のCH4系分
  子への分解（地層
  の累積にともなう高
  温・高圧条件）

⑦台地の時代
丘陵 台地 ”沖積層”

東京湾 下総層群上部 太平洋

⑥最終氷河の時代
関東ローム層

湾または湖の堆積物
（下総層群上部）

上総層群
下総層群下部

上総層群
下総層群下部

⑤湾から湖の時代

湾または湖 外洋
浅い海の堆積物
（下総層群下部）

④浅い海の時代

上総層群

東京湾不整合 上総層群

③東京湾不整合の時代
東京湾不整合

深い海の堆積物 ( 上総層群）

②深い海の時代

黒滝不整合

①黒滝不整合の時代

黒滝不整合 三浦層群

基盤岩類

深い海

浅い海
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⑵　天然ガス発生地域

　図 1-4 は，東京湾を通る東西方

向の概念的な地質断面図である。

深度約 3,000m 以深には，日本列

島の土台としての基盤岩である先

第三系が分布する。これより，上

位には三浦層群（図中の「中新 -

鮮新統」），上総層群，下総層群，

沖積層（図中の「完新統 -最上部更新統」）が 4階

建て構造になっていることがわかる。このうち地下

３階の上総層群中に高濃度の天然ガスを大量に含

む。上総層群は図 1-5 に示すように，南関東平野の

ほぼ全域の地下に存在している。よって上総層群中

の天然ガスは，この上位の地層が透水性であれば，

地表への噴出は十分考えられる。また，現在は地表

噴出がなくとも，上総層群に対する地下開発などで

地質環境（たとえば，地下での圧力状態，地下水位，

地下水流動方向，温度，酸化・還元状態など）が変

わることによって，天然ガスが噴出するようになる

ことがある。

　次に地下１階や地下２階の透水性について述べ

る。地下２階の下総層群は水やガスなどを通しやす

い透水層である砂層から主に構成される。しかし，

砂層中には水やガスなどを通しにくい難透水層であ

る厚さ数mの連続性の良い泥層が数枚挟まれてい

る。地下１階の沖積層中には，東京湾とその沿岸域

では有楽町層という側方への連続性が良く厚い難透

水層である泥層が分布する。平野のやや奥では下位

層を侵食しこの上に浅海～波打ち際に堆積した透水

性の良い浅海成の砂層が覆うものの，さらに平野の

奥には湖沼に堆積した淡水成の泥層と河川成の砂層

から構成され，不完全な難透水層がある。

　次に地域別にみてみよう。下総層群が厚く分布す

る東京湾東部から下総台地にかけては，上総層群の

上には，何枚もの難透水層が分布するので，地表に

天然ガスが噴出しにくいと考えられる。一方，東京

湾西部地域では下総層群が薄くなり，天然ガスの上

昇を抑制する難透水層が薄かったりなかったりする

ので，これら地域では天然ガスの湧出が見られるこ

とがある。沖積低地では沖積層上部には難透水層で

ある厚い泥層（有楽町層）がキャップロックとなり，

普段は地表にはガスの流出はないが，この泥層を突

き抜けるボーリングや工事の際にはガスが噴出する

ことがある。

　東部の九十九里平野では，上総層群の上を直接沖

積層が覆っていたり，上総層群が直接砂層を主体と

した地表に露出したりするので，全般的にガスの噴

出の可能性が高い地域である。もしも，ヴルム氷期

の際に形成された谷があれば，この中に泥層が分布

し，これがキャップロックとなり，泥層分布域にお

いてのみガス噴出はないものの，この泥層の分布の

縁からガスが噴出しているようである [11，12- 風岡他

2006]。

　房総半島の下総層群分布域において，閉鎖した温

泉の井戸が原因となるガス爆発事故が報告されてい

る。この井戸は，上総層群中のかん水を温泉水とし

て利用するために掘られたもので，この井戸の廃孔

処理がうまくいっていなかったことが指摘されてい

図 1-4　南関東断面図 [20- 楡井 1988　アーバンクボタNo27 を一部改変 ]

東京湾 下総台地武蔵野台地
関東ローム層 完新統＋最上部更新統（沖積層）

東京ガス田

船橋ガス田

中新～鮮新統

基盤岩

千葉ガス田

上総層群

三浦層群

下総層群上部 下総層群下部
九十九里平野 太平洋

茂原ガス田

図 1-5　南関東ガス田 [19- 楡井 1986 を使用して作図 ]
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る。井戸を廃孔する際は，隙間をすべて難透水性の

物質で充填する必要がある。例えば，井戸底まで延

長管を井戸に挿入し，セメントミルクを井戸底から

打ち上げると，ストレーナ部より井戸管周囲の隙間

にもセメントミルクがまわることも期待でき，井戸

内は隙間なくセメントミルクで埋められる。しかし，

井戸管の周囲の隙間については検証が出来ないの

で，しばらくはガスモニターを行う必要がある。近

年，関東地域には上総層群中のかん水を温泉水とし

て揚水する井戸が多数掘られており，このような井

戸は井戸管周囲の隙間をセメントミルクなどでしっ

かりと埋めていることや，ガスモニターを行うこと

が必要である。また，廃孔の際は，上記のような正

確な廃孔処理が必要である。また，さまざまな土木・

建築施設の地盤調査や基礎工事，地質汚染（土壌汚

染・地下水汚染を含む）調査・対策などの際ボーリ

ングを行うが，調査後には必ず前述の廃孔処理と同

様に，掘削孔の一番奥からセメントミルクを打ち上

げる必要がある。このことは，地下水汚染の拡大防

止上も有効である。

⑶　天然ガス地表噴出の発生メカニズム

　楡井・矢田 [22-1985]，図 1-6 村田・品田 [16-1991]，村

田 [17-1992] をもとにガス噴出のメカニズムを述べる。

　地下水中に溶存していたメタンの一部がガスとし

て遊離すると，浮力によって透水層中を上昇してい

く。難透水層の下面に凹状の部分があると，そこに

ガスが溜まる。地層が傾斜していれば，難透水層の

下面に達した後，この下面に沿って地層の傾斜方向

と反対方向に上昇して行く。透水層が地表に露出し

ていれば，そこから天然ガスが噴出する。また，難

透水層に隙間の開いた断層があれば，その隙間を上

昇して行き天然ガスは地表へ噴出する。

　また，上総層群の上に沖積層が重なっている際に

は，上総層群の透水層や断層から沖積層の透水層へ

ガスが上昇していき，地表に噴出する。沖積層中に

難透水性の泥層が挟まれていれば，この難透水層の

下位にガスが溜まる。このとき，難透水層に生痕や

亀裂などの何らかの透気部分があると，その部分か

ら地表へガスが抜け出ていく。特に，構造物の基礎

杭やボーリング孔，井戸などがあれば，地層と地下

構造物との隙間や孔からガスが上昇していく。なお，

地表に噴出する際は，いずれの場合にも大気圧に反

応する。すなわち，高気圧下にあるときはガスの噴

出量は少なく，低気圧下にあるときはガスの噴出量

は多い傾向にある。

２．東京都の地質と天然ガス 1）

⑴　東京都の地質

　東京都は区部と多摩地域からなる本州部分と，伊

豆諸島などの島しょ部からなっているが，本稿では

島しょ部は対象としない。その地質の特徴は，川な

どによって浸食され運搬された土砂が長い年月をか

けて積もってできた堆積物が主体となっていること

である。これらの堆積物は，今から 2億年前という

古い時代から現在に至るまでの様々な時代に堆積し

たものであるが，古い地層ほど，その上に新しい堆

積物が重なることによる物理的作用や化学的変化な

どにより，一般的に硬くなっている。したがって，

地表に古い地層がある場合には浸食されにくいため

地形的には高く，新しい時代の地層は低い場所に分

布する場合が多い。そこで，まず地形の概要につい

て記す。

　地形区分を図 2-1 に示した。東京都は東西に約

90 ㎞と長いが，地形的には西から東へ，山地，丘

陵地，台地，低地の 4つに大きく区分でき，概略，

東に向かって次第に高度が低くなっている。

　山地は標高 300 ～ 2,000 ｍと高くかつ急峻な地形

である。多摩地域の西半分を占めており，関東山地

の一部を形成している。丘陵地は標高 100 ～ 300 ｍ

で，山地に比べると起伏もずっと少なくなだらかな

図 1-6　 茂原市の沖積低地における上
うわ

ガスメカニズム
　　　　 [16- 村田・品田 1991]
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地形である。多摩地域の中部や南部に舌状に分布し

ており，南から多摩丘陵，加住丘陵，狭山丘陵など

の名がついている。台地は標高 20 ～ 200 ｍで，川

沿いなど一部を除くと全体としては平坦である。多

摩地域の北東部から区部西部を広く占める武蔵野台

地が有名である。低地は一番低い面を形成しており，

平坦な地形である。区部東部を広く占める下町低地

のほか，多摩川沿いや武蔵野台地や丘陵地などを流

れる中小河川沿いに分布している。

　以上の地形の特徴と地下地質構造の関係を模式的

に表したのが図 2-2 である。

　これは東西方向の断面であるが，東京の西部を占

める山地は中生代層からなっており，丘陵地は上総

層群，台地の地下には上総層群とその上の東京層群

があり，低地には沖積層が分布している。

　また，この地域全体の基盤となっているのは中生

代層であり，この中生代層が盆状にくぼんだ部分を

埋める形で三浦層群が堆積し，その上に上総層群，

さらに東京層群などが堆積しており，東ほど新しい

地層群が分布する傾向にある。なお，西部の山地や

その付近では断層や構造線（大規模な断層のこと）

が発達しており，地層が大きくずれている。

　これら各層，層群の概要を，新しい順に記すと以

下のとおりである（図 2-3 も参照）。

1沖積層

　上位の有楽町層と下位の七号地層からなる。今か

ら約 2万年前以降の新しい時代（更新世末から完新

世）にできた軟弱な地層で，水平に堆積している。

　有楽町層は，今から 1万年前以後の一番新しい時

代の完新世にできた地層で，低地を形成している。

最終氷河期後の温暖な気候に伴い海面が上昇した時

（有楽町海進という）に堆積したもので，下町低地

では最大厚さは 50 ｍで，構成物質は上部の約 10 ｍ

が砂であるが主体はシルト層である。なお，台地を

流下する中小河川では腐植土層が見られる場合もあ

る。

　七号地層は，有楽町層の下位層であるが，下町低

地の一部にのみ分布する。最終氷河期に海面が大き

く低下してできた河川を埋める形で堆積したもの

で，最大厚さは 60 ｍである。構成物質は砂やシル

トで，特に下部は湿地性の堆積物からなっている。

なお，最下部には砂礫層が発達している。

2新期段丘堆積層

　上位の関東ローム層と下位の段丘砂礫層からな

る。今から 1～ 30 万年前の更新世終期に，主に陸

上の河岸段丘に堆積した地層であり，武蔵野台地な

どの表層部に広く分布している。なお，下町低地の

有楽町層の下に埋没段丘堆積層として一部がみられ

ることもある。

　関東ローム層は，箱根や古富士などの火山が噴火

した際の火山灰などが堆積し，その後変質したもの

図 2-2　東京の地下地質構造

図 2-3　地質断面図

図 2-1　東京の地形区分
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で，新しい方から立川ローム層，武蔵野ローム層，

下末吉ローム層，多摩ローム層に区分される。東京

では，厚さはそれぞれ数ｍ程度であるため，武蔵野

台地では最大でも厚さは 10 数ｍである。

　段丘砂礫層は，関東ローム層の下位層であるが，

関東ローム層と対になって分布している場合がほと

んどである。ローム層に対応して立川礫層，武蔵野

礫層があるが，厚さは前者が数ｍ，後者が約 10 ｍ

である。

3東京層群

　上位の東京層と下位の高砂層からなる。今から約

10 ～ 50 万年前の更新世後期に，氷河の伸縮に伴う

海水準変動により下位の上総層群が侵食されてでき

た古東京湾などに堆積した地層であるため，東京都

の東部から千葉県にかけて発達している。本層群は

北や東に約 1°ほど傾斜している。

　東京層は，基底に砂礫層を持つシルト層，砂層か

らなり，武蔵野台地と下町低地の境界部にわずかに

分布するのみである。厚さは最大で約 60 ｍである。

また，高砂層は，シルト層・砂層・砂礫層の互層か

らなり，下町低地の地下東部のみ分布している。厚

さは最大で 190 ｍである。

4上総層群

　上位から下位へ江戸川層，舎人層，東久留米層，

北多摩層の各層からなる。今から 50 ～ 300 万年前

の更新世中期から第三紀鮮新世後期にかけて堆積し

た地層群であり，東京の地下に広く分布している。

下位の地層ほど外洋性の環境で堆積し，上位の地

層ほど浅海や淡水影響下の環境で堆積した傾向があ

る。本層群の上部は全体としては北や東へ傾斜して

いるが下部は水平に近く，基底は深さ1,500～1,700

ｍほどである。

　江戸川層は，シルト層・砂層・砂礫層の互層から

なり，下町低地の地下のみ分布している。厚さは最

大で 110 ｍである。次の，舎人層も互層からなるが，

武蔵野台地の北東部から下町低地の地下に分布して

いる。厚さは最大で 200 ｍである。また，東久留米

層は，砂層を主体とするが，西方ではシルトや砂礫

層との互層状になっている。武蔵野台地や下町低地

の地下に広く分布するが，厚さは東部で薄く西部で

厚い。最大厚さは 300 ｍである。

　北多摩層は，外洋性の環境下で堆積してできた固

結したシルト層を主体とし，武蔵野台地や下町低地

の地下に広く分布している。厚さは 1,000 ｍ以上あ

るが，江東区や江戸川区の地下深部では，江東砂層

という砂層が発達している。

5三浦層群

　今から 400 ～ 2,000 万年前の主に第三紀中新世に

堆積した，比較的硬い砂岩や泥岩からなる地層群で

ある。地表では西部の五日市付近で一部が存在する

のみで詳細は不明であるが，大深度ボーリングや地

震探査などの結果，基底の最大深度は 3,000 ｍにも

なると考えられている。

6中生代層

　今から 6,500 万年～ 2億 4,000 万年前の中生代に

堆積した四万十累層や秩父累層などを総称したもの

である。砂岩，頁岩，チャート，石灰岩などの非常

に硬い岩石類からなる。

⑵　天然ガス埋蔵地質

　天然ガスには様々な種類があるが，東京都や千葉

県などで産出するのはほとんどがメタンガスであ

る。メタンは，有機物が嫌気性バクテリアによって

分解されることにより生成される。したがって，メ

タンが生成されるためには，有機物が存在し，かつ

嫌気性の環境にあることが必要となる。このような

環境は，外洋性堆積物や湿地や沼沢での堆積物が相

当し，これらの環境下での地層中ではメタンガスが

生成されやすい。

　上述したように，上総層群，特に北多摩層は厚い

外洋性堆積物からなる地層であるため，多量のメタ

ン生成には好都合である。また，東京層群や沖積層

でも部分的に湿地性堆積物からなる層が存在してお

り，量はともかくてしてメタンが生成されている可

能性はある。

　一方，地中にメタンガスを埋蔵するためには，メ

タンを貯留する地層の存在が必要である。貯留に適

した地層は，土粒子間の隙間が大きい固結していな

い砂礫層や砂層などで，しかもその上に水や気体を

通しにくいシルト層などが蓋をしたように分布して
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いる地層である。このような地層は，七号地層の基

底砂礫層や沖積層下の埋没段丘砂礫層など，下町低

地には多く分布している。

　さらに，江東区や江戸川区などの地下深部（地表

から約 500 ～ 700 ｍ以深）では，上総層群の北多摩

層中に江東砂層という厚さ約 100 ｍの砂層がある。

また，この砂層以深でも所々に砂層が存在している。

そのため特に，江東区や江戸川区などの地下に分布

する上総層群の北多摩層の一部である江東砂層以深

の地層は，メタンの生成と貯留という必須条件を満

たしており，ガス埋蔵地層として注目された地層で

ある。

⑶　過去の天然ガスの採取状況

　東京都においては，第二次大戦後の経済復興及び

その後の経済成長を支えるエネルギー確保等の一環

として，ある時期盛んに天然ガスの採取が行われて

いたことがあった。この天然ガスは，メタンからな

るもので，深さ 550 ～ 2,050 ｍという深井戸から地

下水（天然ガスかん水）とともに採取するという，

水溶性天然ガスであった。これらのガス井戸は江東

区中央部から江戸川区南部にかけての荒川河口付

近 30 か所に，延べ 40 本が集中して設けられた（図

2-4）。

　天然ガス井戸の第１号は，江東区大島一丁目に掘

られた深さ 600 ｍ（ストレーナは 404 ～ 590 ｍ）の

井戸で，昭和 26 年 5 月から天然ガス採取業者によっ

て日量約 1,000 ㎥のガスが採取された。続いて，昭

和 30 年までに，江東区内に 6 本（深さ 604 ～ 710

ｍ），江戸川区内に 1本（深さ 717 ｍ）のガス井戸

が新設され，ガス産出量も日量約 6,000 ㎥となった

（図 2-5 参照）。なお，この時期のガス井戸は，ある

特定の工場でのみ使用するためにその工場内に掘削

されていた場合が多かった。

　昭和 32 年には東京ガスへ供給するために，江東

区内に 11 本（深さ 550 ～ 687 ｍ），江戸川区内に 6

本（深さ 710 ～ 738 ｍ）のガス井戸が新設され，ガ

ス産出量も日量約 14,000 ㎥となった。そして，そ

の後は，ガス井戸の廃止もあったが，一方で新たな

ガス井戸新設も続いて毎年 20 本強のガス井戸が常

に稼動することになった結果，ガス産出量も以前の

4～ 5倍の日量約22，000～ 31，000㎥へと増加した。

さらに，昭和 41 年からは深さ 1,000 ｍを超える大

深度ガス井戸（写真 2-1 参照）が主力となり，それ

とともに天然ガス採取の中心も江戸川区南部に移っ

図 2-4　ガス井戸の位置

図 2-5　井戸本数と産出量の変化

写真 2-1　大深度のガス井戸
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てきた。

　そして，ガス産出量も日量約 34,000 ～ 62,000 ㎥

へと増加し，ピーク時の昭和 45 年にはガス産出量

で日量約 66,000 ㎥，かん水量で日量約 31,000 ㎥を

記録した。しかし，井戸本数は昭和 43 年以降毎年

減少して昭和 47 年には 10 本になっており，大深度

の井戸は生産性が良かった，つまりガスも水も多く

産出したといえる。

　このような状況に対し，東京都は地盤沈下に与え

る影響を重視し，ガス採取の自主規制を要請した。

その結果，昭和 47 年 7 月から 25％削減が実施され

た。さらに都による鉱業権（鉱区）の買収によって，

昭和 47 年 12 月 31 日をもって天然ガスの採取は全

面的に停止となった。

　なお，昭和 63 年 6 月からは，東京の平野部全域（一

部海上も含む）が鉱区禁止地域に指定されている。

⑷　湧出ガス発生地域

　湧出ガスの発生地域について，広範囲にかつ集中

して調査された事例として図 2-6 を示す。

　この図は，かつて東京都経済局が天然ガス開発に

関連して昭和 20 年代後半に実施した各種調査のう

ち，工場等で使用されている深井戸の地下水中の溶

存メタン濃度測定結果を図化 [29 －川島 1993］したもの

である。なお，調査期間は昭和 26 年 11 月から昭和

29 年 3 月にかけてで，深さ 30 ｍ以深（100 ｍ前後

が多い）の井戸中の地下水が対象となっている。

これによると，下町低地のほぼ全域にかけて，わず

かではあるがメタンが検出されている。そのうち，

江東区中央部から江戸川区南部にかけての荒川河口

付近は特にメタン濃度が高いが，その外にも，葛飾

区，港区臨海部，大田区などでもやや濃度が高くなっ

ている。また，注意すべきは，下町低地に接する武

蔵野台地の部分でもメタンが検出されていることで

ある。

　また，その後の調査結果としては，噴出ガスの地

理的な分布をまとめたものとして表 2-1 がある。

　これは，昭和 36 年から昭和 50 年 7 月までの期間

に，東京消防庁に報告された 54 件のメタンガス噴

出事故を地区別にまとめたものである。これによる

と，台東区や江東区，墨田区などが 10 件以上と多く，

さらに葛飾区，江戸川区，足立区と続いている。こ

れらの結果は図 2-6 と矛盾するものではない。

　このように，湧出ガスが発生する可能性がある地

域は，江東区中央部から江戸川区南部にかけての荒

川河口付近のみでなく，台地部周辺を含めた低地域

全域でその可能性を持っているといえる。

⑸　湧出ガス発生状況

　湧出ガスの発生状況については，上述の表 2- １

のガス噴出箇所が参考となる。これによると，井戸

からの噴出・湧出が圧倒的に多く，54 件のうち 36

件と，7割近くを占めている。

　次に，東京都財務局が作成した「営繕工事におけ

るメタンガス防災対策要領（平成 5年 7 月）」に記

図 2-6　地下水中の溶存メタン濃度

表 2-1　噴出ガスの分布 [30- 東京都土木研究所　1993]

区　　名 総　　数 井　　戸 井戸以外 災害件数
台 東 区 16 16 6
墨 田 区 11 9 2 3
江 東 区 14 7 7 3
江戸川区 3 1 2
大 田 区 1 1
葛 飾 区 6 6 1
足 立 区 2 2
世田谷区 1 1
総　　数 54 36 18 13

（注）1．東京都土木技術研究所 (1993) による
2．昭和 36 年から昭和 50 年 7 月までの東京消防庁資料を整理
3．災害件数は総数の内書
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載されている建築工事におけるメタンガス噴出状況

調査結果から，今回作成した資料を示す（表 2-2）。

　本表は，区別にどのような箇所からメタンガスが

噴出・湧出したかを整理したものである。これによ

ると，杭に絡むものが圧倒的に多い。これは，杭挿

入時にガスが出た場合もあるし，既存の杭を通して

ガスが出た場合もあった。また，地質調査ボーリン

グ中にガスが噴出した例もみられた。さらに，地下

室やピットなどからのガス湧出の事例も多かったこ

とが示されている。

　これらの結果から，メタンガスの湧出は，地下の

しかもある程度の深さをもった場所からの場合が圧

倒的に多かったことがわかる。これは，地中のある

場所に貯留していたメタンガスが，既存の井戸や杭

などを通り道として湧出した，または，地下にから

む土木・建築工事等を実施したことにより地下から

解放されて湧出したことが多かった，ということで

ある。

　この理由としては，下町低地部の地質上の特徴と

して，水や気体を通しにくいシルト層が広く存在し，

その下にはこれら流体を貯留しやすい砂礫層などが

分布している場合が多いため地層中で生成されたメ

タンが比重の関係で上方に移動し，シルト層で蓋を

された砂礫層に貯蔵されており，これらが湧出した

と考えられる。

３．千葉県の地質と天然ガス 2）

⑴　千葉県の地質

　千葉県内では大局的にみて，東京湾に向かって地

層が傾いているので，東京湾に近いほど新しい時代

の地層が，これを取り巻くようにその外側には順に

古い時代の地層が分布する（図 3-1）。最も内側の

東京湾沿岸部には人工地層である埋立て層が，その

外側の平野に沖積層，そして台地に下総層群，丘陵

に上総層群と三浦層群，南部では山地に保田層群・

嶺岡層群，北東部では犬吠崎に愛宕層群・銚子層群

が分布している。以下に，各層の特徴（図 3-3-a，

図 3-3-b）や土地利用上の注意点（図 3-2）などを

述べる。

1人工地層：東京湾沿岸部を中心に分布する。こ

のほか，下総台地の谷を埋めた盛土層や利根川をは

じめとする河川の改修にともなう旧蛇行部分の埋立

層なども存在する。近年では，廃棄物や残土による

盛土層も谷頭部分に多くみられる。これらは，一般

にゆるい砂と軟弱な泥層から構成され，侵食に弱く，

地震時には揺れやすく，液状化－流動化などのよう

な地層破壊が起こりやすい。有機物や有機質な廃棄

物を含むこともあり場所によっては有機物のメタン

発酵によりガスが噴出することもある。よって，こ

れら地層の作成時には透水性・透気性を確保する必

要がある。また利用には，人工地層内に地下水やメ

図 3-1 千葉県地質図 [4- 千葉の自然をたずねて編集委員会1992を一部改変 ]

表 2-2　建築工事におけるメタンガス噴出状況
[31- 東京都財務局営繕部　1993]

区　　名
ガス噴出
があった
施設の数

ガス噴出があった場所

杭 調査ボー
リング孔

地下室・
ピット 地表等

墨 田 区 1 1
江 東 区 16 10 3 4 6
江戸川区 8 5 1 3
葛 飾 区 5 4 2
足 立 区 2 1 1
総　　数 32 21 4 8 8

（注）1．東京都財務局 (1993) から作成
2．調査対象は、昭和 33 年度から平成 4年度までの建築工事
3．複数場所からガスが噴出した施設もあったため、噴出場所の合
計と施設数とは一致しない区がある。
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図 3-3-a　房総半島の東西方向の概念的な地質断面図（東京湾～上総丘陵）

図 3-2 　地質環境の利用と注意点 [10- 風岡他 2005]



― 18 ―

タンガスなどが溜まっていないかといったモニター

を行うための井戸により管理しメンテナンスを行っ

ていくことが必要である。

2沖積層：約 3万年前のヴルム氷期以降に氷河性

海面変動によって形成された地層である。浅海～湖

沼・河川・後背湿地に堆積し形成された。ゆるい砂

と軟弱な泥層から構成され，侵食に弱い。有機物を

含むこともあり場所によってはメタン発酵によりガ

スが噴出することもある。臨海部に発達する砂丘帯

は良くしまった砂が分布し標高も高く災害に強いの

で，古くから宅地などに利用されてきた。これより

内陸側には広く後背湿地が広がっており，軟弱な泥

層を挟むため地下水の揚水や圧密などにより地盤沈

下を起こしやすい。特に江戸時代以降に形成された

旧河道を埋積した地層は液状化－流動化しやすい。

約 3万年前のヴルム氷期に侵食された深い谷の部分

には厚い軟弱な泥層が分布するため，地震時などに

揺れやすく，地盤沈下も起こりやすい。特に，この

谷の上流部である台地内の谷津田には，極軟弱な厚

い泥炭層が分布し，非常に地盤沈下を起こしやすい。

なお，本層中の汽水～海成の泥層にはヒ素を高濃度

に含むことがあり，掘削工事の際には残土の取り扱

いに注意が必要である。また，この泥層付近から地

下水を揚水すると泥層からヒ素が溶出するので，こ

れから離れた位置で揚水すると良い。

3下総層群：台地部分に広く分布する。島弧変動

や氷河性海面変動の影響を強く受け，第四紀更新世

中期～更新世後期の主に浅い海に堆積し，一部は内

湾～河川・後背湿地に堆積し形成された砂層主体の

地層である。台地では，この上を関東ローム層が覆

う。本層は良質な地下水を豊富に含み，これは食品

工業・農業・上水用などに広く利用されている。台

地の崖下からはすでに縄文時代より地下水が湧き出

し利用されていたものと考えられる。台地を覆う関

東ローム層は降雨を良く吸収し，下位の砂層へ地下

水としてゆっくり供給する。砂層中には，汽水～淡

水成の泥層を数層挟み，難透水性を示す。海成や汽

水成の泥層は，掘削工事などによりそれまでの還元

環境から酸化環境に変わると，表面に硫酸が染み出

てきて鉄管やコンクリートを腐食させるので，注意

が必要である。最上部の木下層はややゆるい砂で構

成され，侵食に弱く豪雨時には崩れやすい。台地面

は標高が高く，がけ縁を除けば災害に強い。近年，

大規模な土地開発により地下水の涵養機能が大きい

関東ローム層が削られたり，アスファルトなどの難

透水性構造物によって覆われたりし，湧水・地下水

の減少や，都市型洪水の発生がみられている。都市

開発の際には雨水涵養を考慮すると良い。

4上総層群：丘陵部に広く分布する。島弧変動の

影響を受け，新第三紀鮮新世後期～第四紀更新世

前期の主に深海の海底扇状地に堆積し，砂層と泥

層との互層を主体とした地層である。本層群中の地

下水はメタンガスとヨウ素を多く含む化石海水であ

る“かん水”を主体とする。この天然ガスとヨウ素

図 3-3-b　房総半島の東西方向の概念的な地質断面図（上総丘陵～九十九里平野）[32-RIEGC1990]



― 19 ―

を採取するため，かつては南関東のいくつかの地域

で，現在は九十九里平野を中心にかん水を揚水して

いる。また，成田温泉や白子温泉などのようにかん

水を利用した温泉が，近年多数掘られている。

　本層群中の泥層部分は軟岩程度に硬く風化しにく

い。砂層部分は，それほど固結しておらず，風化し

やすく土壌層も形成されやすく植物が生えやすく，

地下水の涵養機能が高いので，表層部分ではかん水

が真水に置き換わっている。このため，古くから上

総掘りなどにより自噴井が掘られ，飲料水や農業用

水に利用されている。また，地質環境の変化により

天然ガスが湧出する可能性もあるので，砂層部分で

は透水性を損なわないような土地利用が必要であ

る。

5三浦層群：丘陵～山地に広く分布し，グリーン

タフ変動や西黒沢海進の影響を受けながら，新第三

紀中新世中期～鮮新世中期の主に深い海の底で堆積

した地層群である。比較的硬質な砂岩層・泥岩層の

互層である。厚く砂岩層が発達する部分や，泥岩層

が発達する部分がある。軽量骨材や石材などに利用

されている。本層群中の深部にはかん水の地下水が

あるものの，メタンガス濃度が高くなく，透水層は

断層や褶曲などにより連続性が悪いことから，ガス

採取はほとんど行われていない。

6保田層群・嶺岡層群：南部の山地に分布し，古

第三紀漸新世～新第三紀中新世前期の深海で堆積し

た地層群である。硬質な泥岩を主体とするものの，

玄武岩や蛇紋岩の岩体を含む。蛇紋岩分布域ではし

ばしば風化や破砕が著しく，地すべりがおきている。

地すべり地は肥沃な土壌層が形成され棚田として利

用されている。近年，別荘地としてこの一部が開発

されたが，地すべり被害にあっている。一方，この

蛇紋岩岩体を透った湧水には環境基準を超える六価

クロムが含まれるものがある [5- 千葉県嶺岡六価クロム調査

班 1978]。

7愛宕層群・銚子層群：北東部の犬吠崎に分布し，

中生代の主に浅海に堆積した砂岩層を主体とする硬

質な堆積岩層から構成される。 

⑵　天然ガス埋蔵地層

　天然ガスの地表噴出は，九十九里平野南方の茂原

市～長南町および睦沢町～いすみ市・大多喜町にし

ばしばみられ，この分布の一部については戦後のエ

ネルギー資源としての天然ガス資源開発を目的と

した金原ほか [13-1949] や河井ほか [9-1950] の調査など

により明らかにされた。この結果を基に上総層群の

梅ヶ瀬層や大田台層を対象とした深さ数百mの井

戸が掘られ，水溶性天然ガス開発がはじまった。そ

の後，水溶性天然ガス採取井戸は黄和田層～波花層

も対象とし，深度も千数百ｍまでに至っている [1- 明

石 1997]。これら，天然ガス開発を通して見ると，砂

層と泥岩層との互層からなる上総層群中に含まれる

天然ガスは . 透水層である砂層中のかん水に天然ガ

スが溶けて存在している [河井 1961]。また，上総層群

の泥岩層中にも高濃度の天然ガスが含まれており
[2- 秋林他 1992，26- 田崎 1992]，この泥岩層の空気浸透率は

2330 ～ 9000md ときわめて大きい [6- 井波 1981] こと

がわかってきた。図 1-3 は房総半島の東西方向の概

念的な地質断面図である。このように，上総層群は

千葉県内の地下に広く分布しており，上総層群が地

下に分布するところでは，天然ガスが地表へ上昇し

うる地質構造を有する場所ではどこでも地表へのガ

ス噴出の可能性がある。 

⑶　天然ガス発生地域

　従来より，九十九里平野の南方の長生・からいす

み市では地上に天然ガスが噴出す現象が観察されて

おり，これを上ガス（うわがす）と地元では呼んで

いた。

　その後，戦後のエネルギー開発の調査として，天

然ガスの胚胎層である上総層群の地質調査や天然ガ

スの地表噴出部の分布調査が行われ [25- 品田他 1951，7-

石和田他 1971，28- 三梨他 1979]，ガスの噴出は図 3-1 の地

質図に示されている房総半島南東部に多く見られる

南北方向の断層にそって分布すること，上総層群中

に高濃度の水溶性天然ガスやヨウ素が含まれている

ことが明らかにされた。なお，今でも睦沢町やいす

み市，白子町などの民家では一部でこれを家庭燃料

として利用している。水溶性天然ガスの採取井戸は，
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最初は南部の睦沢町～いすみ市や茂原市・白子町～

長南町であったが，近年九十九里平野中部ないし北

部にも掘られるようになった。

　一方，近年九十九里平野中部の大網白里町や東金

市，九十九里町などにおいても，天然ガスの地表噴

出現象が多数見つかってきている。中でも，九十九

里町のいわし博物館では 2003 年夏に地表に噴出

した天然ガスによるガス爆発が起きている。近年

九十九里平野は，都心のベットタウン化が進み，ガ

ス発生が起こりうるという九十九里平野の地域特性

を知らない市民や開発業者が増えている。よって，

このままでは再度ガス爆発事故がおこる可能性があ

る。これを防ぐには，天然ガスの発生状況を中心に

地元の小中学校での理科や社会の授業の際や，市町

村の広報などを通して普及していく必要がある。

　地下の流体資源は，自然にまかせて放っておけば，

利用されず単に地表に流出する。メタンガスは二酸

化炭素よりもはるかに温暖化効果が大きい。よって，

地質環境をモニターし，被害を引き起こさないよう

に地下流体資源を持続的に利用することが重要であ

る。このような，環境に配慮した地下資源開発技術

は，今後国際的にも必要なものであり，大きな期待

が寄せられている。

⑷　天然ガス発生状況

　ここでは，天然ガス噴出地点の分布図を中心に紹

介する。なお，これら調査は一般に，水田に水が張

られる春先から梅雨までの間に，湧出してくるガス

の泡を観察することによって場所を確認した。また，

上ガスのその噴出のしかたは以下のようにランク付

けした。連続的にガスが発生しているものをＡラン

ク，2分程度の間に間欠的にガスが発生するものを

Ｂランク，ガスの噴出孔が見えるがガスが上がって

いないものをＣランクとしてなるべく記録した。ま

た，Ａランクのものを写真 3-1 に，ＢないしＣラン

クのものを写真 3-2 に示す。

1岬地域：1973 年に本研究室（旧称千葉県公害研

究所地盤沈下研究室）で調査を行った結果を図 3-4

に示す。ガスの噴出地点が陸域である場合は，周囲

の植物が枯れることがある。また，噴出部分の土壌

層はそこだけ還元的な青灰色を示し腐敗臭を伴う。

2長南町：1974 ～ 1981 年に本研究室で調査を行っ

たもののうち，最もガス噴出が多くみられた 1974

年の例を図3-5に示す。ガス噴出量は変わるものの，

噴出地点は大きく変化することはなかった。

3東金－大網白里地域：2005 年～ 2006 年に大網

写真 3-1　Aランクのガス噴出
（2005 年大網白里町にて）

写真 3-2　Bランクのガス噴出
（2005 年大網白里町にて）

図 3-4　夷隅郡岬町榎沢地区での上ガス被害の分布
[21- 楡井他 1976　一部改変 ]
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白里町清名幸谷～東金市福俵にて本研究室で調査を

行った結果を図 3-6 に示す。直径数十mの楕円内

にガス噴出孔が密集し，斑点状に分布する。この楕

円の外にはガスの噴出孔はあまり無い。分布の方向

性については，調査地域南西部では，大まかに北東

方向に延びる幅 1km程度の帯状に分布し，詳しく

見ると幅 100m 程度の蛇行した曲線状に分布する。

調査地域北東部の東金九十九里有料道路付近では，

幅 100m程度の西北西方向に帯状に断続的に分布し

ている。

4九十九里地域の上ガス分布の特徴

　2005 年～ 2006 年に九十九里町北新田～藤下にか

けて調査を行った結果を図 3-7 に示す。ガスの分布

形態としては，ＡランクないしＢランクのものが海

岸に平行（北東方向）に延びる帯が数本みられ，最

大のものは，新生から片貝を経て水神山に至り幅

200m長さ 4kmと規模が大きい。また，上ガス発生

のコントラストは東金－大網白里地区のようにはっ

きりとはしておらず，Ａランクの周囲をＢランクや

Ｃランクのものが取り囲む場合が多い。 一部でＡラ

ンクのものが斑点状に密集している部分がある。
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COLUMN

■　上総掘り

　千葉県の西上総地方を中心に，明治時代半ば頃か

ら飲用や灌漑（かんがい）用の水を確保するために

上総掘りと呼ばれるさく井工法が行われていた。　

　上総掘りは，江戸時代末に伝えられた突き掘り工

法を改良し，明治 20 ～ 30 年代に西上総地方の小櫃

（おびつ）川・小糸（こいと）川流域で独自の技術体系

として発展した。主体となる用具は，先端に鉄製ノ

ミの付いた掘り鉄管と竹製ヒゴからなっており，こ

れにヒゴグルマやヤグラが組まれる。上総掘りでは，

地中深く掘り進むに従い，鉄管にヒゴを繋ぎ足して

いくことで深遠部へ掘り進んでいくことができる。

　こうして掘られた上総掘りの井戸は，深さ 100 ｍ

をこえるものも珍しくなかったという。

　上総掘り工法によって地下深くの被圧地下水の帯

水層に到達すると，帯水層の水は自噴して灌漑や生

活用水として利用することが出来た。この地方の地

層は，砂礫や粘土等が主体の比較的柔らかい地層で

あるため上総掘りによるさく井が容易であった。

■　天然ガスと上総掘り

　千葉県の大多喜から九十九里平野周辺の地域で

は，明治時代の初め頃には地中から燃える気体が出

ることで知られていたようで，その多くは地表の割

れ目などから自然に噴出したものであった。

上総掘り工法で灌漑用あるいは飲用に井戸を掘削し

た際にしばしばガスを伴った褐色の鹹水（かんすい）に

突き当たってしまうことがあり，この鹹水は塩分を多

く含んで農業用水や飲用には適していなかった。

　こうした井戸掘削の際にしばしば出くわす鹹水や

天然ガスが特に注目されるようになったのは，明治

20 年代になってからという。鹹水に含まれるガス

を燃料として利用する方法が考え出されたことによ

る。そのためガスを得るための井戸が数多く掘られ

るようになり，そのさく井技術として上総掘り工法

が用いられたのであった。

　やがて掘削深度が増すにつれて，上総掘りのよう

な人力によるさく井方法は，次第に動力機械を利用

する掘削法に取って代わられるようになった。しか

しながら上総掘りはかつては全国各地の天然ガスや

さらには石油採掘にも用いられ大いに普及・貢献し

た技術であり，比較的単純な道具で深い所までさく

井が可能であるという利点から，近年その意義が見

直されつつある。

■　上総掘りのしくみ

　先端にノミをつけた鉄管で地面を小刻みに繰り返

し突いて地中に孔を開けていく。鉄管を突くときは

その重さを利用し，引くときは鉄管にタケヒゴで連結

された竹のハネギの弾力を利用する。鉄管の内部に溜

まった土は，鉄管を地上に引き上げて排出する。その

際にはヒゴグルマに人間が入って中で歩き，タケヒゴ

を巻き上げることで，タケヒゴに結ばれた鉄管を引

き上げる。以上を繰り返して地中に孔を掘っていく。

　上総掘りの用具等は千葉県立上総博物館に展示さ

れている。

（本吉 正宏：千葉県立上総博物館 上席研究員）

COLUMN

上総掘りと天然ガス
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第３章　調　査

地中ガス調査方法

関東地質調査業協会

はじめに
　本編は，深層の天然ガスが上昇して沖積層や洪積

層等に賦存している上
うわ

ガスを対象とした調査方法に

ついてとりまとめたものである。

　施設の地下室やシールド坑内等で生じる事故の殆

どは，この浅層における地中ガスによるものである。

地中ガスによる爆発・火災事故を防ぐためにも，事

前に十分な調査を行い，適切な対策・管理等を施し

て，事故防止に努めていく必要がある。

　その中でも，地中ガス調査に関しては，その方法

が不十分であると，ガスデータは過小値になる傾向

があることを忘れてはいけない。ガスデータが過小

値であると，ガスに対して危険側に評価してしまい，

施工時等の事故に繋がる要因ともなるからである。

そのため，地中ガス調査で求められる精度は高いも

のでないといけないし，その方法等については適切

に行わなければならない。

　しかし，地中ガス調査は基準化・規格化されたも

のではないのが現状であったため，昨年，当協会で

編集・発行した「現場技術者のための地質調査技術

マニュアル」第 4章の中で，地中ガス調査方法につ

いて掲載した。

　本編は，これを基に周辺ガスデータ等の資料収集

や表層ガス調査の方法についても新たに追記しとり

まとめたものである。先にも述べたように地中ガス

調査の役割・重要性は非常に高いものであるため，

本編がガス対策や事故防止に役立てる資料として活

用されれば幸いである。

１　目的と概要
　埋立地や東京下町低地を中心とした関東平野の地

盤中には，可燃性のメタンガスを主体とした地中ガ

スが賦存していることが多い。地盤掘削や杭基礎等

の施工の際に，ガスが湧出・突出し，燃焼・爆発事

故に繋がることがある。そのため，事前にメタンガ

スの対策検討を十分に行うことが大切であり，その

検討資料として地中ガス調査から得られる情報は欠

かせない。

　地中ガスにはメタンガスだけでなく窒素・二酸化

炭素等の水溶性のガス成分が混合しており，それら

が地下水に溶存している量やガス成分の構成比（濃

度）・圧力等を明らかにすることが地中ガス調査の

主な目的である。その結果を基にガスの危険性やガ

ス溜まり等について適切に評価・判断することで，

ガス対策検討に役立てていくことができる。

２　関東地下水盆における天然ガス資源
⑴　南関東ガス田

　南関東ガス田は，川崎・横浜の湾岸地域から千葉

県にかけての関東平野南部地域の広い範囲に分布す

る日本最大の水溶性ガス田を形成している (図１)。

「日本油田・ガス田分布図」地質調査所（＊）1976をもとに東京第二営繕事務所で作成
＊現（独）産業技術総合研究所地質調査総合センター

図１　南関東ガス田 [4- 東京第二営繕事務所 2005]
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⑵　メタンガス

１）天然ガス採取

　メタンガスを主成分とする天然ガスの採取は，東

京都内でも昭和 26 年頃から昭和 47 年頃まで，江東

区や江戸川区を中心に行われていた (東京ガス田)。

千葉県東部に位置する九十九里平野では現在でも天

然ガス採取が行われており，これら天然ガス採取に

関する詳細については前章を参照されたい。

２）メタンガス賦存地層

　前述したように，地盤掘削や施設地下室等で問題

になるのは，沖積層や洪積層の浅層に賦存している

上
うわ

ガス等である。その中でもメタンガスが多く賦存

する地層として，都内では有楽町層下部の粗粒層，

七号地層，埋没段丘礫層，江戸川礫層等があげられ

る。

３）メタンガスの性状

　メタンガスの主な性状は次の３項目で，密度・比

重等は表１に示す通りである。

①無色・無味・無臭，②空気より軽い

③水に溶けやすい

３　調査手順
　地中ガス調査やガスの対策工を検討するまでの手

順について図２に示す。

　まず，地中ガス調査を行うかどうかは，当該地に

おける地盤状況はもちろん地中ガスに対しての情報

収集を行うことからはじまる。この段階で地質調査

会社等，地中ガスに関しての専門業者へ相談し，資

料等調査やガス調査の必要性等について判断しても

らう方が望ましいだろう。ガス調査を行うと判断し

たら，資料等調査で集めた情報及び施工計画等をも

とに，地中ガス調査を綿密に計画する。そして，調

査を実施し，結果の評価を行い，対策検討に役立て

ていくことが基本的な流れとなる。

４　調査方法の構成
　地中ガス調査については，図３に示すように資料

等調査の概略調査と，ボーリング工等による詳細調

査に区分される。

◎概略調査

a) 資料等調査

◎詳細調査

a) 表層ガス調査

b) ボーリング工による地中ガス調査
図３　地中ガス調査方法の構成

　これらの調査方法の内容について以下に説明す

る。

５　調査方法
⑴　資料等調査

　資料等調査は，当該計画域における地中ガスにつ

いての情報を収集し，表層ガス調査やボーリング工

による調査が必要か否かを判断していくことが主目

的となる。

　地質文献や既存ボーリングデータ等から地中ガス

の賦存状況やその可能性を知ること。また，井戸や

水田地等の表層からガス湧出の有無を確認したり，

地元市町村役場の防災部署，消防署，労働基準監督

署や周辺住民への聞き込み等のフィールド調査を行

うことも本調査に含まれる。

密度

(kg/m3)

CH4 0.717 0.555

＊密度・比重・溶解度はメタンガスが標準状態(0℃、1atm)での値

0.033

標準状態の空気1
に対する比重

20℃の水1cm3に対する

溶解度(cm3)
分子式

表１　メタンガスの性状 [2- 国立天文台 2005]

図２　地中ガス調査手順

・当該地における地中ガスの情報収集等

・地中ガス調査の対象層の選定

・表層ガス調査
・ボーリング工による地中ガス調査

・地中ガスのデータ解析

資料等調査

・資料等調査の見直しや再調査
・表層ガス調査、ボーリング本数の計画

ガス賦存の可能性有り／ガスに対して不安である

ボーリング工等による地中ガス調査の実施

地中ガスの危険度評価

対策工の検討

地中ガス調査計画
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⑵　表層ガス調査

　地中ガスは帯水層である砂層や砂礫層等の地下に

賦存しているが，周辺の調査ボーリングの閉塞孔や

基礎杭の周囲を伝わり，表層部にまでガスが滞留し

ていることもある。そして，床下や地下室にガスが

充満してしまうような危険な状況をつくってしまう

可能性もある。

　そのため表層ガス調査を予め行い，表層の地盤中

に賦存するガスの有無や濃度等を調べておく必要が

ある。

　調査地点の配置については，計画敷地の四隅と中

央の 5点を選定したり，メッシュ区分したブロック

毎に選定する等，表層全域におけるガス賦存状況を

把握できるような地点配置が望ましい。

図４には，表層ガス調査の調査手順を示した。

① ボーリングバーの打撃貫入により深さ 1m程まで

調査孔を設ける。

② ボーリングバーを引き抜き，調査孔にガス採気管

を挿入する。その際には孔口はゴム栓で密閉して

おく。

③ 採気管の口元にガス検知器のノズルを接続し，表

層ガスを吸引しながら検知器でガス濃度を測定す

る。

④ 必要に応じて，採取器により表層ガスを吸引し，

テドラーバッグに取り込んで，室内ガス分析を行

う。

⑶　ボーリング工による地中ガス調査

１）調査装置と調査方法

ⅰ　調査の適用範囲

　メタンをはじめとする地中ガスは水溶性であるた

め，調査対象は粘性土層等の難透水層よりも，地下

水が豊富な砂層や砂礫層，あるいは難透水層中に介

在する砂層等が中心となる。

ⅱ　調査装置

　調査装置としては図５に示すように，ケーシング

等により対象層上位からの地下水を遮水して，調査

区間にはストレーナを設け，地下水採取や気体採取

の準備をする。

ⅲ　作業手順

調査装置を準備するまでの作業手順について簡潔に

図６にまとめる。

２インチガス管
ストレ－ナ－

防災バルブ

透水層

不透水層

φ86mmケ－シング

インチガス管
ストレ－ナ－
２インチガス管

透

不透水層

φ86mmケ－シング

層

透水層

透水層

図５　地中ガス調査の装置例

１日目

２日目

①調査孔の掘削工

②ケーシング・ガス管の立て込み

③孔内洗浄（小型ポンプによる）

④地中ガス調査

図６　調査フロー

図４　表層ガス調査の調査手順
[4- 東京第二営繕事務所 2005]
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ⅳ　留意事項

　地中ガス調査装置 (図５) を設置する際の留意事

項を以下に示す。

・ ガスの突出に備え，孔口には防災バルブを必ず取

り付け，火気厳禁を遵守する。

・ 孔内に洗浄水を長時間注入しても泥水とうまく置

換できない場合は，遮水が十分でないことが多く，

ケーシングを難透水層へ再度打ち込む等によって

対処する。

・ 調査対象層が細粒分を多く含む場合には，孔内揚

水時にストレーナ区間でボイリング等による目詰

まりが生じる可能性が高く，慎重に揚水を行う必

要がある。

ⅴ 調査方法の構成

　ボーリング工による地中ガス調査は主に図７に示

すような測定や試料採取により構成されている。

２）原位置ガス測定

ⅰ　測定装置・方法

　測定前日にボーリング孔内を洗浄し，ボーリング

孔口を密閉して一晩放置し，２日目の朝に孔内に滞

留するガスの圧力・濃度を把握する。

a) 孔口ガス圧力測定

　孔口に設置した防災バルブに圧力ゲージを取

付けてガス圧力を測定する。圧力がある場合は

湧出ガス量も測定する。

b) 原位置ガス濃度測定

　ガス濃度はボーリング孔口あるいは地下水面直上

において湧出するガスを，ポータブル濃度計測器を

用いて測定する。主に可燃性ガス・窒素・酸素・硫

化水素の４成分を対象とする。

ⅱ　留意事項

・ 孔口ガス圧力測定は，ガス濃度測定の前に行い，

ガス圧力により突出の危険性有無を確認すること

が重要である。

・ ガス濃度測定器と連結させる採気ホースには車両

排ガス等の一酸化炭素ガスや前回調査時のガスが

残っていることもあるため，あらかじめ吸引器に

よって排除しておく。

３）気体ガス採取方法

ⅰ　採取装置・方法

　気体ガス採取は，地盤中の圧力下で地下水に溶存

していたガスを地表の大気圧開放下で減圧・気化さ

せ，水と気体に分離させて採取する気液分離法が一

般的である (図８)。溶存ガス量が少なく，大気圧

開放下でも気体が分離しない場合は，地下水位を

ベーラーやポンプ等で低下させ，水面直上から湧出

するガスを直接採取する方法 (地下水低下法) で行

う。

ⅱ　留意事項

・ 小型ポンプで汲み上げ当初は，ホース内エアが混

在することもあり，一緒に採取しないようにする。

ガス濃度・ガス圧力

気液分離法

地下水低下法

圧力保持式採水器

◎コアサンプリング

粘性土層等の難帯水層を対象

◎地下水採取

◎原位置ガス測定

◎気体ガス採取

 採取した気体・地下水・土

→室内ガス分析

砂層・砂礫層の帯水層を対象

図７　ボーリング工による地中ガス調査方法の構成

図８　気液分離方法例

ストレ－ナ－

φ116mmケ－シング

透水層

不透水層

φ116mmケ－シング

φ86mmケ－シング

ストレ－ナ－

透

不透水

φ86mmケ シン

透水層

透水

２インチガス管

発電機

シング

ス
透水層

シング

層

水層

２

テドラーパック

水中ポンプ
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・ テドラーパック等の採気袋にガスを取り入れる際

には，外気が混入しないよう，口元はピンチコッ

ク等でしっかり閉塞する。

・ 採取後，テドラーパック等の採気袋は膨張を防ぐ

ため，クーラーボックス等の低温状態で保管し，

分析室まで運搬するのが望ましい。

４）地下水採取方法

ⅰ　採取装置・方法

　地中ガス調査において最も重要なのが地下水採取

であり，原位置で溶存しているガス量を不変のまま

採取する必要がある。溶存ガス量は減圧により気化

した分，減ってしまうため，ベーラー等の採水器具

による採取は不適切である。原位置で受けている圧

力（間隙水圧＋大気圧）を保持したままの状態で採

取できる圧力保持式地下水採水器 (図９) や BAT

法による地下水採取が適切である。

ⅱ　留意事項

・ ヘリウムガスを採水器に送り，採水器先端に取り

付けたフートバルブからエア漏れがないか確認し

て，採水器を孔内に降ろす。

・ 地下水を採取した後，採水器のコックはしっかり

閉塞してビニールテーブをコックに巻いて不動に

する。

・ 採水器はクーラボックス等に入れて低温状態で保

管し，そのままの状態で分析室まで運搬すること

が望ましい。

・ 地下水の入った採水器を暖房の利いた車内に放置

しておくと地下水中のガスが膨張し，採水器が割

れることがある。

・ 採取した地下水色により，泥水混在の影響がある

と判断した場合は，再度孔内洗浄や止水効果の確

認を行い，採取し直す必要がある。

５）コアサンプリング

　粘性土やシルト等の難透水層では地下水採取が困

難なため，土そのものを採取し，土の間隙に含まれ

るガスの分析を室内で行うことが一般的である。難

透水層では透水性が低いため，地下水採取のように

完全密閉の状態で採取しなくても放出されるガス量

は極微量である。よって，これら難透水層を対象と

したガス調査では，通常調査で使用されている乱れ

の少ない試料採取用のサンプラーにより，粘性土や

シルトをコア採取する。コア採取後は試料チューブ

をパラフィン等で密閉し，分析には試料中央部を使

用する。軟らかい粘性土を対象としたサンプラー

を図 10 に，やや硬質な粘性土を対象としたサンプ

ラーを図 11 に示す。尚，固定ピストン式シンウオー

ルサンプラーに必要な掘削径はφ 86mmとなるが，

デニソンサンプラーではφ 116mmの掘削径が必要

となる。

２インチガス管

ストレ－ナ－

φ116mmケ－シング

透水層

不透水層

φ116mmケ－シング

φ86mmケ－シング

２インチガス管

ストレ－ナ－

透

不透水

透水層

透水

２

ストレ－ナ

シング

ヘリウムガス防災バルブ

水

水層

ストレ－ナ水層

水層

採水器

フートバルブ

図９　地下水採取方法例
(圧力保持式採水器)

ボーリングロッド

サンプラーヘッド

ピストンロッド

シリンダー

チューブ調節用カラー

固定ピストン通気孔

排水口

クランプ解除突起部 フリーピストン

ボールコーンクランプ

ワイヤロープ

ピストンエキステンション
ロッド（中間ロッド）

中間ロッドストッパー

ロープトング

ボーリングロッド

ロッドホルダー

ケーシングパイプ

サンプラー

水抜き孔

通気孔

パッキング

ピストンベース

ピストン

孔内水位

エキステンションロッド式 水圧式

図 10　固定ピストン式シンウオールサンプラー
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６　結果の整理及び利用法
⑴　報告事項

a) データシートの作成

　現場で測定したガスデータを表２に示すような記

録用紙に記入し，後日，地下水ガスや気体ガスの室

内分析値も併記できるような書式の方が望ましい。

　記録項目は以下のとおりである。

a) 測定日，測定者

b) 天候・気温・気圧

c) 地下水位 (平衡水位)

d) 地下水温

e) 孔口ガス圧力・ガス濃度・ガス湧出量

f) 孔内水面直上
うわ

ガス濃度

g) 揚水量・揚水時間

h) 室内ガス分析値　

i) 備考欄（地下水色・気体ガス分離状況等）

b) 室内ガス分析の方法・基準

　採取した気体や地下水の室内ガス分析結果は，混

合ガス量 (酸素・窒素・メタン他) に対する各ガス

成分の体積比として濃度表示される。一般的には地

中ガスは酸素・窒素・メタン・二酸化炭素・一酸化

炭素・硫化水素の６成分で構成されるとして，これ

らを中心に分析を行うケースが多い。各ガス成分の

室内分析については主に表３に示す方法で行われ

る。

　地下水溶存ガスの分析にあたっては，事前に地下

水を煮沸する等の前処理を行う必要があるが，この

処理作業における基準はない。そのため，地下水の

前処理はガスの希釈に十分留意して慎重に行わなけ

ればいけない。

　ガス濃度（量）は，温度や気圧により異なるため，

室内ガス分析値がどのような状態における値である

かを確認しておく必要がある。一般的には室内ガス

分析値は 20℃，1atm状態での値であることが多い。

c) ガス濃度単位について

　ガス濃度は，各ガス成分の体積比で表示される

ため，vol％で表されることが多いが，検知量が極

微量である場合は ppmで表示される。また，メタ

ンガスの場合では爆発下限値の 5％を上限とした％

LEL で表示されることが多い。これらの単位の関

係を示すと次のようになる。

1％ LEL＝ 0.05vol％

1ppm＝ 0.0001vol％

　これら単位の相違が設計・施工で混同を招く可能

性もあり，報告書のとりまとめや説明する際には，

単位を全て vol％表示で統一した方が無難である。

調査件名

者定測Ａ１.oN点地

層象対～0.84-LG間区験試

酸素(vol%) 窒素(vol%)
可燃性ガス
(%LEL)

二酸化炭素
(vol%)

硫化水素
(ppm)

一酸化炭素
(ppm)

1--1-9.7151.5.51H

5--21-9.6151.5.51H

10.2 68.5
CH4＝

9.5(vol%)
10.5 0 10

8.7 55.2
CH4＝

15.5(vol%)
18.5 0 20

地下水色：（ 暗緑 ）色系

孔口ガス：湧出あり・湧出なし

平衡水位面でガス濃度測定

分離した・分離しない

備考

-

-

１気圧＝1013hpa

100％LEL＝5vol％、1ppm＝10
-4
vol％

孔口ガス濃度

孔内水面
直上ガス濃度

気液分離ガス濃度

溶存ガス濃度

測定日 測定項目
濃度測定値

目詰まり等なし

揚水量
(L/min)

3.8 3.7

揚水時間(min) 90 75

孔口ガス圧力(kPa) - 0

翌朝水位(GL-　m) - 4.79

○○給水所～△△区○○一丁目地先間送水管(φ2500mm)用
シールド工事に伴う地中ガス調査

標高　　　TP+47.20m

GL-　49.0　m

地盤　太郎

室内ガス
濃度分析
結果

測　定　日 H17.5.14 H17.5.15

天候 曇り 晴天

気温（℃） １８℃

14.3

備考

室内ガス分析値は20℃、1atm状態での値

原位置ガスデータシート

礫混り砂質土

１９℃

気圧（hPa) 1015 1019

孔内水温（℃） 14.5

表２　データシート記録例

表３　室内ガス分析の方法・基準

分析項目 定量下限値 計量方法 採取試料

酸素 0.1vol% JIS K 2301準拠GC 気体・地下水

窒素 0.1vol% JIS K 2301準拠GC 気体・地下水

メタン 1ppm JIS K 2303準拠GC 気体・地下水

二酸化炭素 0.01vol% JIS K 2301準拠GC 気体・地下水

一酸化炭素 1ppm JIS K 2305準拠GC 気体・地下水

硫化水素 0.5ppm JIS K 0108-7準拠GC 気体・地下水

GC: ガスクロマトグラフ

スラストベアリングボーリングロッド

オイルシール

ロッド
カップリング

ロック
ナット

スピンドル

ボールバルブ
チューブヘッド

外管

シンウォールチューブ

ビット

図 11　デニソン式サンプラー
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⑵　ガス溜まりの評価

　一般的にガス溜まりでは，地下水への許容溶存量

を超えた分のガスが気化ガスとして圧力をもって集

結しているため，施工上において最も警戒を要する

範囲となる。

　ガス溜まりを形成しやすいのは，帯水層がドーム

状にせり上がり上部を難透水層で覆われたような箇

所 (キャップ部) や，難透水層中に介在する砂層や

砂礫層である。

　ボーリングによりそのような地質的特徴を解明す

るだけでなく，地中ガス調査で得た情報を利用して

ガス溜まりの存在を裏付けることもできる。その一

例として，溶存ガス量から気泡ガス (遊離ガス) の

存在を判別する飽和度分析について表４にまとめ

る。

⑶　シールド工事の場合のガス危険度評価

　シールド坑内のような密閉空間にメタンガスが充

満し，何らかの着火源が存在すると坑内爆発や燃焼

事故が生じる危険性がある。

　ガスの危険性評価にあたっては，対象路線の地域

特性 (南関東ガス田)，ガス濃度，トンネル位置関

係等から総合的に判定を行う方法 [1- 東京都水道局 1993]

が適用されている (表５)。

⑷　ガスの特性他について

　酸素・窒素・一酸化炭素・二酸化炭素・硫化水素・

メタンについての特性等について文献 [3- 土木学会 1997]

から加筆修正し，表６にまとめた。各ガス成分につ

いての規制値や基準値などは，各種の規則や規制等

で若干異なる場合もあるため，注意しなければいけ

ない。

a) 酸素：O2
　酸素は大気中の約 21％の割合を占めるが，作業

空間等で酸素欠損状態に陥ると，脈拍・呼吸数の増

加，脳神経が犯される等，人体に悪影響をおよぼす。

b) 窒素：N2
　窒素は大気中に約 78％の割合を占めている。

窒素自体は有毒・有害ガスではない。

c) 一酸化炭素：CO

　一酸化炭素は人体に悪影響をおよぼす有毒ガスで

あり，可燃性ガスでもある。爆発下限値 12.5％の可

燃性ガスでもある。

d) 二酸化炭素：CO2
　二酸化炭素は大気中に約 0.03％含まれるが，大量

に発生すると酸素欠乏症を起こす有毒ガスである。

e) 硫化水素：H2S

　硫化水素は空気よりも重く，無味，水に溶け，弱

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ ３～０

判　定　区　分

（Σ評価度×構成比）
危　険　度ランク

総合点

２０～１７

１６～１１

１０～４ガスが発生する恐れの少ない場合

ガスが発生する恐れがない場合

ガスが発生し、爆発の危険の恐れがある場合

ガスが発生する恐れがある場合

評　価　度

2 1 0

0

構成比項目番号

3地域特性Ⅰ
ガスが発生する恐
れのある地層が存
在する地域内

ガスが発生する恐
れのある地層が存
在する地域に近接
する

ガスが発生する恐
れのない地域

ガス濃度
測定

Ⅱ

ガスが賦存する地

層
*1
にあたるか近接

している

ガスが賦存する地

層
*1
が下部にある

か、その上にある
程度の不透水層が
存在

3 ５％以上 ５％未満

ガスが賦存する地

層
*1
が存在しない

Ⅲ
トンネル
位置

4

*1ガスが賦存する層とは、帯水層で被圧遊離メタンガスが確認されているか又は透水性が
高い砂層、砂礫層の地下水中のメタンガス溶存量が飽和度に近い層（例：七号地層、埋没
段丘礫層、江戸川礫層）

表５　ガスの危険度評価方法例 [1- 東京都水道局 1993]

    飽和度＜１:ガスの全ては地下水に溶存している状態

飽和度＝
（地下水採取位置の間隙水圧＋採取日の大気圧）

（各ガス成分(メタン・窒素・二酸化炭素他）の分圧合計）

    飽和度≧１:過飽和状態にあり気化ガスが存在（ガス溜まり状態）

    分圧合計≧１:地下水が大気圧下に開放されると溶存ガスの一部は気化される。

 

 

 

 

表４　飽和度分析方法例

比重 色・臭気等 爆発範囲（voL％）

一酸化炭素（ＣＯ）     無色・無臭 12.5～74.0 中毒・爆発 100ppm 以下

二酸化炭酸（ＣＯ2）     無色・無臭 － 酸素・中毒 1.5% 以下

硫化水素（Ｈ2Ｓ）      無色・腐卵臭 － 中毒 10ppm 以下

酸素欠乏空気（Ｏ2）     無色・無臭 － 酸素欠乏症 18% 以上

メタン（ＣＨ4）     無色・無臭 5.0～15.0 爆発 1.5% 
2)
以下

1) 労働安全衛生規則、酸素欠乏症防止規則、労働省告示等により示された値で、就
労禁止とすべき値である。

2)
メタンガスの爆発下限値は5.3～14％であり、安全衛生規則によれば「可燃性ガス

の濃度は爆発下限値の30%以下」と規定されており、便宜的に1.5%としている。

ガスの特性 予想される
障害・障害

等

法令上
1)
、

の制限値
ガスの種類

0.97

1.53

1.199

1.11

0.55

表６　ガスの特性他 [3- 土木学会 1997]
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い酸性を示し，卵の腐った刺激臭のある有毒ガスで

ある。

７　トラブルと対策
　地中ガス調査における大きなトラブルは，ガス突

出事故と，ボイリング等によるストレーナ部の目詰

まりの２つである。あと，ボーリング孔の閉塞が不

十分であると，地下深部の地中ガスが上昇し，上位

の地中に広がったり，地表に湧出する等して，大き

な災害にも繋がりかねない。ここではその対策につ

いても追記した。

⑴　ガス突出事故

　ガス突出事故では，地盤中の地下水と砂が一斉に

ボーリング孔口から地上に噴き出すため，周辺に悪

影響を与えるのはもちろん，何らかの火源に着火す

ると燃焼・火災事故へと繋がる。そのため，安全対

策・準備を事前に入念に行っておく必要がある。

１）安全対策・準備等

・ 事前に地中ガスに対しての教育を作業員に徹底さ

せ，作業にとりかかる。

・ ガス突出の主な原因は，急激な地下水位低下によ

る減圧であるため，地下水の急激な汲み上げは避

け，平衡水位を維持したままの揚水を心がける。

・ 孔口には防災バルブを必ず装着して，突出時に適

切に対処する。

・ 作業敷地内は火気厳禁を遵守する。

・ 突出時は粒子の細かい土砂が噴き出すことが多

く，周辺に車両・農作物等がある場合は，ガス突

出時に備えて事前にシート類を用意しておく。

・ ガスが突出した場合，セメントミルク等の比重の

重い材料を孔内に充填しガスを抑える方法もあ

る。

・ 時間的解決としては，地上からのガス突出高さ以

上の長さのロッドを立ち上げ，ガス圧力が低下し

落ち着くまで暫く待機する。この場合，火災も含

めた二次災害に広がる可能性もあり，見張り員や

監視員をつけ常時監視させる必要がある。

・ ガスが突出した地層付近はボーリング孔が大きく

拡がるため，その下位深度でのサンプリング・試

験は難しい。その孔は閉塞し，別孔にて掘り直し

た方が時間的にも優位となる場合が多い。

⑵　ボイリングによる目詰まり

　地下水を汲み上げる場合，特に砂層ではボイリン

グが生じやすく，ストレーナ部の目詰まりが生じ，

地下水の汲み上げができなくなってしまう。地下水

採取は以下のように慎重に行う必要がある。

１）安全対策・準備等

・ 揚水出力を制御し，揚水に時間をかける。

・ ポンプの位置はストレーナ区間から上方にある程

度離した位置にする。

・ 揚水時に孔内水位が低下し続け，回復しない場合

は，ストレーナ区間で目詰まり・ボイリングが生

じた可能性が高い。揚水中も孔内水位を測定し，

水位変動に合わせ揚水出力やポンプ位置等を適切

に調整する必要がある。

⑶　調査孔の閉塞不十分によるガスの湧出等

　一般の地質調査においても，調査孔の閉塞は重要

であり，被圧地下水位の自噴やシールド掘削に伴う

泥水の噴出等の事故を防止するよう，関連する調査

方法にも規格化されるようになってきた。また，近

年では環境保全の観点からも，土壌汚染拡散防止の

ため，調査孔の閉塞については適切な埋戻し材を用

いて十分に処理を行うよう規格化されている（表

７）。

　地中ガス調査においても，調査孔の閉塞が不十分

であると，地中ガスが上昇し上位の地盤に拡散する

月年行施・定制号番準基

2003年7月制定・
施行

JGS 1224
2003年7月改定・
施行

2003年4月制定・
施行

2003年7月制定・
施行

環境化学分析のための表層土試料の採取方法JGS 1921

JGS 1912

JGS 3221

基準の名称

2003年7月制定・
施行

ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーに
よる試料の採取方法

ロータリー式チューブサンプリングによる軟岩
の採取方法

JGS 1911
ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーに
よる環境化学分析のための試料の採取方法

打撃貫入法による環境化学分析のための試料の
採取方法

[5-地盤工学会]

表７　調査孔の埋戻しが規定された基準

JGS：地盤工学会
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ため，近隣の掘削工事にも影響を及ぼすことも考え

られる。また，表層面までガスが湧出してしまうこ

とになると着火源があれば火災事故にも繋がる可能

性がある。このようなトラブル対策として，表７に

示すような規格化された内容に準じて，孔閉塞作業

を行うことが必要であり，要点について以下にまと

めてみる。

１）安全対策・準備等

・ 調査孔の閉塞作業においては，埋戻し材料の選定

が重要となる。一般的にはセメントミルクやモル

タルを使用し，発生土以上の強度と低い透水性を

確保する必要がある。

・ 掘削発生土は土壌汚染により有害物質が含有して

いる可能性もあるため，埋戻し材としての適用は

避けた方が良い。

・ セメントやモルタルを調査孔に充填するには，

ボーリングロッド等によるガイド管を孔底付近ま

で入れ，これらの埋戻し材を孔底から流し込む方

法で行うこと。

・ 孔口または上位から埋戻し材を流し込むと，閉塞

孔の随所に間隙が生じてしまい，そこからガスが

浸透する状況をつくってしまう。

・ よって，埋戻し材はガイド管を利用して孔底から

流し込みながら，ガイド管を徐々に上方に上げて

いき，調査孔をしっかりと閉塞することで，ガス

の浸透を防ぐことが必要である。

引用・参考文献

1)　東京都水道局：シールド工事におけるガス爆発事故防止の

手引きpp. 34，pp. 45，pp. 96-97，1993

2)　国立天文台：理科年表 pp. 372，pp. 499，2005

3)　土木学会　トンネル工学委員会：トンネル標準示方書　シー

ルド工・同解説 pp. 233，2006

4)　国土交通省　関東地方整備局　東京第二営繕事務所：官庁

施設整備・保全指導における天然ガス対策資料　pp. 5，2005

　地質調査所：「日本油田・ガス田分布図」1976

5)　地盤工学会：地盤調査の方法と解説
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COLUMN

船橋ヘルスセンターものがたり

　大学を卒業して就職した会社が，船橋ヘルスセン
ターを経営していた朝日土地興業㈱でした。最初は
本社勤めでしたが連休などには応援と言うことで船
橋ヘルスセンターで色々な仕事を手伝わされまし
た。
　今でもよく覚えているのが，プールでお客様の衣
類を預かる係をしていたときの事。お客様全部がお
帰りになっているのに，一人分の服が残されてしま
い誰も取りにきません。どうしたんだろう……と，
みんなでプールの中を探したりして大変でした。心
配していたら大浴場（ローマ風呂）で「俺の服がな
い……」と騒いでいるお客様がいる………との事。
　急いで持って行き事なきを得たのですが，プール
と大浴場は，あの大きな敷地の端と端。海パン一丁
で遊園地を横断して温泉で良い気持ちになっていた
わけですね。お客様と言うものはこちらの考えもし
ない行動をすると言う事を勉強させて頂いたわけで
すが，まぁおおらかでのんびりした良い時代だった
とも言えるのではないでしょうか。
　もともと船橋ヘルスセンターの温泉は，昭和 27
年に船橋市が埋め立て地で天然ガスを採掘した際，
ガスと共に湧出したものでした。その有効利用を
民間に任せて大成功した。官と民が協力して一大リ
ゾートを創り上げたわけです。温泉は 40℃に少し
足りなかったので天然ガスを使い加温して湯船を満
たしました。温泉と天然ガス，この二つが船橋ヘル
スセンターを支えていたんです。
　一時は一世を風靡した船橋ヘルスセンターです
が，昭和 46 年に地盤沈下防止の為天然ガスの採掘
が禁止されました。ガスを買って真水を沸かし営業
を続けましたが昭和 52 年に閉園，現在のららぽー
とを開業したわけです。船橋ヘルスセンターは温泉
と天然ガスから生まれ，そして消えて行ったんです
ね。
　東京近郊で新しい温泉施設が開業されると，船橋
ヘルスセンターの事を話す機会が増えます。♪ちょ
ちょんのぱ♪と言ってわかって頂けるのは今の 40
代以上でしょうか。いつかは存在した事すらも忘れ

られてしまうのでしょうが，あそこの地下には今も
温泉と天然ガスが有るんですね。何か不思議な気が
します。

（永冶 重治：元㈱船橋ヘルスセンター取締役）
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第４章　計画・設計

天然ガスに留意した計画・設計

営繕工事における天然ガス対応のための関係官公庁連絡会議

１．設計技術の現状
　天然ガス対策のための計画・設計手法に関しては，

これまで学術的な研究などは行われておらず，主に

天然ガス発生地域の建設関係者による調査，考察，

試行錯誤等を通じて，技術が積み重ねられてきた。

そこでまず本ガイドブック作成にあたっては，多数

の対策済み施設を調査した。さまざまな手法が見ら

れたが，そこに共通する考え方や手法を見いだすこ

とができた。しかしながら，いずれも経験に基づく

ものであって，建築設備設計等に見られるような定

量的なプロセスに基づく設計手法とはなっていない

のが現状であった。

　このように現在の天然ガス対策のための計画・設

計手法は，確立したものであるとは言い難いもので

ある。しかしながら，こうした試行錯誤により積み重

ねられてきた技術は，天然ガス対策を行おうとする

建築設計者にとって学ぶべきものが多数見いだせる

貴重な財産である。本章では，これまでの設計事例

における基本的な考え方と具体的な手法を紹介する。

　設計者は地中ガス調査結果を基に，過去の事例に

学び，近隣の事例に学び，自分で考え，判断しなけ

ればならない。答えはすぐには見つからない。試行

錯誤も覚悟しなければならない。これは容易な道で

はないが，安全に至る現在唯一の道なのである。

２．基本的な方策
　天然ガス対策の基本は次の４点である。

・天然ガスを地表に導かない。

・建物室内に入れない。

・ガスが侵入した場合には感知する。

・ガスが滞留した場合には排出する。

３．設計上の対策
⑴　天然ガスを地表に導かない

　天然ガスが地中浅層部に存在する場合には，その

深さは様々であるが，おおむね粘性土層に上昇を阻

まれ，その直下の砂層や砂礫層に滞留していること

が多い。したがって天然ガスの上昇を抑えているこ

の粘性土層に穴を空ければ，ガスが上部に噴出する

ことになる（図１）。

　建築工事の場合で言えば，それは杭工事の場合に

生ずる。コストや構造上の問題抜きで，純粋に天然

ガス対策だけで考えれば，杭施工は避け，直接基礎

事業とすることが望ましい。特に杭内部が中空状態

となる中掘工法による杭の施工時に，杭の中空部を

通ってガスが噴出した事例がいくつか報告されてい

る。また杭周囲の乱された土の間隙を通って，ガス

が上がってくることがあるとも言われている。同じ

杭事業であっても，杭周固定液等を使用する工法で

あれば，杭周囲が固められるためその心配は比較的

少なくなる。場所打ちコンクリート杭も同様である。

図１　天然ガスの噴出概念図
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杭孔を掘削する場合には，ベントナイト液等で圧を

かけ，孔壁の崩壊を防ぐが，この圧は孔壁だけでな

く，地下水にもかかる。圧が高いほどガスは水に溶

けやすい。圧が解放されれば，水に溶けているガス

は気化する。したがって場所打ちコンクリート杭の

施工時に安定液の重さによって，ガスを含む地下水

に圧をかけ続けることは，ガスの発生を抑制する効

果がある。

　なお，地域によっては地表に湧出している場合も

ある（写真１）。当然のことながら，直接基礎であっ

ても十分な注意が必要である。

⑵　建物室内に入れない

１）侵入前に排出する

ⅰ）二重床の場合

　ピット内にガス抜き管を設置する（図２右）。ガ

ス抜き管は一般に樹脂製で，周囲に多数の孔を空け

ている（写真２）。ガスの吸引方法は，送風機で強

制排出する場合と管を立ち上げてガスの浮力で自然

排出する場合とがある。送風機を用いる場合は防爆

型のものとする。いずれもガス排出口は排出される

ガスに引火する心配のない高さまで立ち上がり管に

て立ち上げる。先端は雨水の進入を防げるよう加工

する（写真３）。

　強制排気は強力にガスを排出することが可能であ

るが，一方で停電や故障により停止することもあり

うる。状況に応じてバックアップ電源や停電を知ら

せる警報設備等の十分な対策，適切なメンテナンス，

さらには停電からの安全な復旧方法の徹底などを要

することになるので，設計時に十分な考慮が必要で

ある。

ⅱ）土間コンクリートの場合

　土間コンクリート下の砕石中にガス抜き管を埋設

する（図２左，写真４）。ガス抜き管は二重床の場

合と同様に，樹脂製で多数の孔を設ける。孔の中に

土が入り込まないようステンレスメッシュでくる

む。このガス抜き管を埋めた後，防湿用ポリエチレ

ンフィルムを敷き，断熱材，捨てコンクリート等の

上に，床コンクリートを打設する。ポリエチレンフィ

ルムにはガスを遮断する効果もある。ガスの吸引方

法は二重床の場合と同様である。土間コンクリート

の下にガス抜き管を埋め込む場合には，地下水位に

注意する。水位が高い場合には，ガスではなく水を

吸うおそれがある。

２）隙間をなくす

　ガスを建物に入れないためには，隙間を作らない

ことが重要である。あるガス爆発事故の現場を検

写真１　地表に湧出する天然ガス

写真２　ピット内ガス抜き管 写真３　立ち上がり管の排出口
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証したところ，改修工事時に床貫通配管を撤去した

孔が埋められず孔のまま残っていることが発見され

た。そのためこの孔からガスが室内に侵入したのが

原因ではないかと疑われた。電気配管などにも注意

が必要である。配管とコンクリート駆体との隙間な

どは確実に埋めておくことが必要である。

⑶　ガスが侵入した場合には感知する

　ガス警報器を設置する（写真５）。簡易なものと

しては，家庭用の都市ガス警報器でもメタンガスを

感知できる製品がある。ただし，そうしたガス警報

器は都市ガスを感知するものであって，湧出ガスの

感知は目的としていない。このような方法は推奨し

ない。湧出ガスの確実な感知のためには，ガス警報

器製造者等と協議し，適切な製品を適切に使用する

ことが必要である。

⑷　ガスが滞留した場合には排出する

　建物内に侵入したガスは速やかに排出する。その

ためには室内に換気設備（図３，写真６）を設ける。

メタンガスは空気より軽いので，吸気口は下に，排

気口は高い位置に設ける。吸気孔と排気管は風上風

下の関係となるよう対面して設けるのが効果が高い

と言われている。吸気口は通常は空気を吸うだけで

あるが，豪雨等により周囲が冠水した場合には水を

建物内に引き入れるおそれがある。吸気口もそうし

た心配のない高さに立ち上げておくのがよい。

　ガスを排出する場合に，手動スイッチで換気扇を

回して排出することも可能あるが，24 時間警備員

等が常駐する施設を除いて，夜間や休日は無人とな

る施設では，適切な対応を行うことができない。ガ

スの侵入を感知した場合には，警備会社に自動的に

通報する装置やガス警報器との連動で稼働する排気

ファンを設置することが必要である。タイマー制御

で一定時間ごとに排気を行っている施設もある。

　ガスが溜まりやすい場所は使用頻度の低い部屋で

ある。事務室，換気の良い便所，開放空間である廊

下などは溜まりにくく，人の出入りの少ない倉庫，

設備シャフトあるいは床下ピット内などにガスは滞

留する。こうした箇所には通気口を設置するなど確

実に排気ができるようにしておくとよい。

４．効果の検証
　天然ガスに対する設計は，残念ながら現時点の技

術では定量的な過程を踏むようなものではない。ガ

スの湧出量，侵入量を詳細にわたって定量的に把握

することは困難で，敷地が異なれば湧出量が異なり，

同一の場所でも湧出量は気圧によって変動し，時間

とともに変化する場合もある。地震後にはじめて噴

出したという記録もある。地中ガスの濃度や量を事

前調査するだけでなく，施工時にも測定を継続し，

適宜必要に応じて設計を見直す姿勢も必要になる。

竣工後も，施設内の天然ガス濃度等の計測を行い，

必要な調整を行い，天然ガス対策の効果と施設の安

全を継続的に確かめていくことが重要である。
写真４　土間コンクリート下ガス抜き管

写真５　ガス警報盤
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５．施工への配慮
　天然ガスが発生する敷地では，施工時の火気の使

用は極力抑えるべきである。送風等を行いながら施

工することなどもできるが，火気を使用する工法を

設計時点で避けておくことも可能である。たとえば

既製杭の継ぎ手は現場溶接ではなく，機械式継ぎ手

とすることは可能である。同様に鉄筋の圧接，鉄骨

の現場溶接，屋上防水用のアスファルト釜の加熱等

を必要に応じて代替工法へ変更することも検討して

おく。

６．工事施工者への情報提供
　ガス発生状況，地中ガス調査結果，天然ガス対策

の設計上の考え方等を工事施工者に適切に伝達し，

天然ガス対策施設の適切な施工と，工事実施上の安

全確保を求める。

７．施設管理者への情報提供
　ガス発生状況，地中ガス調査結果，天然ガス対策

の設計上の考え方，天然ガス対策施設の使用方法・

メンテナンス方法などを，保全マニュアルにまと

め，適切な施設管理が可能となるよう施設管理者に

伝達・指導する。

８．実施例
　最後に土間コンクリート床下にガス抜き管を埋設

した事例の図面と工事写真を示す（図４，図５）。
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（1993 年 湧出ガス対策法の現状，日本地質学会環境研究委員
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調査と処理対策」

（1991 年 第１回環境地質学シンポジウム講演論文集）日本地質

学会環境地質研究会）

村田順一「湧出ガスの処理法と対策」
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写真６　ガスの排出口
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図３　換気設備事例

図２　床下ガス抜き管設置事例
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図４　実施例（図面）
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床下吸気用のビニルパ

イプを用意する。

吸気管の孔開け加工が

完了。この後、有孔部

周囲にステンレスメッ

シュを巻き付ける。

防爆型送風機を設置す

る。

ボール盤により、ビニ

ルパイプに吸気孔を開

ける。

土間コンクリート床下

に、吸気管を設置する。

地中梁スリーブ管内壁

とビニルパイプとのす

きまはモルタルで埋め

る。

立ち上がり管を建物外

壁に取り付ける。

図５　実施例（工事写真）

ガス抜き設備の実施例を示す。本設備は、土間コンク

リート床下にガス抜き管を埋め込み、送風機にて吸引

したガスを立ち上がり管にて大気中に逃すシステムと

なっている。

材 料 の 用 意

加 工 の 完 了

送 風 機 の 設 置

材 料 の 加 工

床 下 へ の 配 管

立 上 管 の 取 付
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COLUMN

　村田順一（以下「彼」という。）さんは，1974 年 

関東天然瓦斯開発㈱に入社，1982 年関東建設㈱に

出向し，1997 年に逝去されるまで 15 年間にわたり，

地質環境分野の第一線で活躍してきた。

　特に，1988 年から県内某所において全国で初め

て有機塩素化合物の地下水汚染調査及びその除去対

策に取り組んだ。アイデアマンであった彼は手探り

の状態からこれらの作業を進め，結果として「表層

調査法」や「地下空気吸引法」等の確立に大きく貢

献した。

　時を同じくして，茂原市内の学校施設において，

電気設備が火種となり室内に侵入した上
うわ

ガスに引火

（爆発）する事故が発生した。この事故が契機とな

り，彼と市関係部署との建築物に対する「上ガス対

策」の取り組みが開始された。

　この対策に筆者も関わってきたが，侵入してくる

上
うわ

ガスの量や侵入経路が目に見えないことや建築物

の構造が物件毎に異なること等，対策の決定や対策

後の効果の想定に対して彼と市担当部署が頭を悩ま

せていたことを思い出す。予算との兼ね合いもあり，

計画・提案した対策が総て盛り込まれるものでは無

かったが，使用者の安全を第一優先に考え，警報設

備の設置も含め，必ず二つ以上の複合的な対策が計

画されていた。現在もその考え方は継承されている。

　彼が手掛けた上
うわ

ガス対策は官公庁・民間の建築物

を合せて 30 物件を超すが，現在まで危機的な状態

に及ぶような物件はない。彼が試行錯誤で進めてき

た対策が，間違いで無かったことの裏づけだと考え

ている。

　彼は上
うわ

ガス対策を進める傍ら，上ガス発生のメカ

ニズムや対策方法について日本地質学会で発表を重

ねてきた。その論文の中で「地表にガス徴が見られ

る地域では，上ガスが発生した場合の対策を建築物

の設計段階から取り入れる必要がある。」と述べて

いる。今回，彼が取り組んできた上ガス対策の方法

が広く周知され，利用される機会を得たことを彼が

一番喜んでいると思う。

（岩瀬喜三夫：関東建設㈱　工事部長）

村田順一さんと上
うわ

ガス対策
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第５章　施　工

天然ガスに留意した施工

（社）全国建設業協会

１．安全対策の流れ
　建設予定地で天然ガスの発生が予測される場合に

は，施工時に安全対策を施す必要がある。その際の

流れの一例を次頁の表１に示す。各種調査を通じて，

安全対策のレベルを設定し，そのレベルに応じ，安

全対策を定め，それを確実に実施する。本章では地

表にガスが湧出している敷地での一般的な安全対策

の事例を示す。現場での状況は千差万別である。実

際の施工にあたっては，状況等に応じ，適切に判断

されることを望む。

２．安全計画の策定
⑴　一般事項

　地中ガスに対する調査を行った結果，工事施工場

所でメタンガス等の天然ガス発生が予測される場合

は，施工にあたり安全計画を策定する必要がある。

安全計画の策定は，当該工事全てについて危険要因

を抽出した上で，天然ガスの測定と管理体制，安全

教育等を定めた防災計画書と，工種毎のガス対策を

記載した施工計画書を作成し，実施工段階で各種対

策の実施状況を確認，管理，記録する。

　防災計画書に記載する事項は，ガス調査結果とそ

の状況，防爆対策，換気対策，保安対策，作業基準，

安全教育対策及び現場管理対策など，調査・計画，

設計及び施工の全般にわたる事項とする。

⑵　危険要因の抽出

　メタンガス等の天然ガス発生が予想される工事で

は，施工に際して作業場の換気，火気使用の抑制な

どが重要かつ優先されるため，採用する工法，施工

手順，使用機械などを検討，選定するうえで，十分

留意する必要がある。危険要因の抽出および安全計

画の策定は作業所のみでなく，施工会社の本社や専

門スタッフ（安全部門，経験者等）のほか調査会社，

有識者を交えた組織とし，関係者の協力体制で行う

ことが望ましい。

型枠組立、解体作業での密閉空間におけるガスの充満躯体工事

危険要因作業内容

マンホール、ハンドホール等でのガスの充満配管作業

密閉空間でのガスの充満地下ピット内作業

根切りによりガス滞留層の被圧バランスが崩れ、床付け面にガスが涌出
する恐れ

掘削工事

削孔によりガス滞留層を貫通し、杭孔に涌出する恐れ杭工事

型枠組立、解体作業での密閉空間におけるガスの充満躯体工事

危険要因作業内容

マンホール、ハンドホール等でのガスの充満配管作業

密閉空間でのガスの充満地下ピット内作業

根切りによりガス滞留層の被圧バランスが崩れ、床付け面にガスが涌出
する恐れ

掘削工事

削孔によりガス滞留層を貫通し、杭孔に涌出する恐れ杭工事

表２　危険要因の抽出例（図１～図３）

図 2　掘削工事の危険要因例

図 1  杭工事の危険要因例
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表１　安全対策の流れの例

　　　　有

無

　　　　有

　無

無

　　　無

有
　有

　　否 　　　否

合合

　無 　　　　　無

有有

・未確認地帯とはガ
　スの存在の可能性
　はあるが、未確認
　の地域

・ガス、油田分布図
・炭田図、地質図
・過去の施工記録
・その他地質資料

・可能性の判断は
　作業所、支店が行
　い、不明な点は本
　店へ連絡し協議す
　る

メ タ ン ガ ス 管 理 フ ロ ー

欄考備項事施実

・発注者のガス調査
　の有無を確認

・有識者による教育
　を行う（全員）

・既設のボーリング
　孔を利用してガス
　測定を随時行う
・被圧ガスが存在す
　る場合は専用の測
　定孔を設置する
・現場のガス濃度に
　適したガス測定器
　を使用する

・ガスの状態に変化
　があった場合は必
　ず計画を見直す
・変化があった場合
　本店へ連絡する

過去の現地ガス
調査記録

文献、施工記録等の確認

ガスの存在する
可能性の程度

ガスの
有無

①可能性がほと
　　んどない地域

②　可能性が
     低い地域

　③　可　能　性　が　非　常　に　高　い　地　域

　　・ガス田地域、油田地帯、炭田地帯、泥炭地帯等
　　・これらに近接する地域や腐植物が多く埋まった地域

発注者
ガス調査の

有無

ガ　ス　調　査　の　実　施

ガスの
有無

④　溶存状態
　　 の場合

⑤　遊離状態
　　　　の場合

安全対策①
・ガス測定
　（一日一回）
・ガスを考慮しな
　い換気設備

安全対策②
・ガス測定
　（始業前一回
　　作業中一回）
・ガスを考慮しな
　い換気設備

安全対策③
・ガス測定管理
　体制の強化
・ガスの湧出を
　想定した
　換気設備
・火気管理強化

安全対策④
・ガス測定管理
　体制の強化
・現状にあった
　換気設備
・火気管理強化

安全対策⑤
・ガス測定管理
　体制の強化
・現状にあった
　換気設備
・防爆設備検討
・火気使用禁止

安全計画
　の評価

安全計画
　　の評価

ガ　ス　に　関　す　る　教　育

計　画　通　り　施　工

ガスの
状況変化

計　画　通　り　施　工

ガス発生を
確認

安　全　に　関　す　る　教　育
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　なお，施工中は測定状況に注意を払い，安全を最

優先とした施工計画の変更も視野に入れ，常に適切

かつ迅速な対応に努める心構えが必要である。

⑶　安全計画のポイント

１）作業場の換気

　南関東ガス田地域における可燃性ガスの主成分で

あるメタンを例に取ると，比重が小さく軽いため適

切な換気を行うことで爆発限界に達することを防ぐ

ことができる。そこで，できる限り密閉した空間を

作らず，十分な換気を行うことが爆発事故を防ぐ基

本である。

２）火気の抑制

　施工中に火気（アーク溶接，ガス圧接，アスファ

ルトの溶融など）を使用する工法は極力避ける必要

があるため，ボルト接合，機械式継手など，これら

の作業がほとんど発生しない工法，仕様の採用を検

討する。また，受電，配電設備は十分安全な場所に

設置し，防爆型の機器を使用する。やむを得ず火気

を使用する際は手順を作成・徹底するなどの対応が

必要となる。

３）ガス検知の実施

　天然ガスが発生する可能性のある作業現場では，

作業開始前及び定期的にガス検知を行い安全である

ことを確認しながら作業を行う。必要な場合には自

動警報装置を備えた検知器を設置する。また，雨天

時は水たまりや杭施工中の安定液等に気泡が見られ

ないか十分観察する。

３．安全管理体制の確立
⑴　管理組織の構築

　ガス濃度調査結果において天然ガスの発生が想定

される場合は，災害の防止，公害防止などに関する

従来の管理体制のほかに，可燃性ガス，酸欠などの

ガス管理フロー（表１）を定め，安全管理体制を確

立する。

　作業場にはガス自動検知器を設置し，ガス管理責

任者の指名，ガス測定専従員の配置および緊急時の

指揮命令系統と業務分担を定める必要がある。ま

た，発生するガスの種別，危険度に応じ，警報設備

を設けガス濃度と作業規制および措置を定め管理を

行う。

１）ガス管理責任者の役割

　ガス対策に関する管理責任を明確にするため，ガ

ス管理責任者を定め，状況に応じて作業場内のガス

状態を測定記録するガス測定者を専従させる。ガス

管理責任者は発生するガスの種別に応じ，測定要領

と警報レベル，濃度別作業規制等をあらかじめ設定

図 3　躯体工事の危険要因例

写真１　携帯型ガス検知測定器

測定要領に基づくガス検知

自動検知器の作動確認

測定結果の記録と報告

ガス濃度定期測定測定者

火気作業の許可

警戒レベルと作業規制の決定

作業規制の確認

作業規制の遵守

ガス発生状況把握

役割

火気作業の立ち会い

作業規制時の場内巡回確認

測定者の報告内容確認

巡回時スポット測定

管理責任者

方策

測定要領に基づくガス検知

自動検知器の作動確認

測定結果の記録と報告

ガス濃度定期測定測定者

火気作業の許可

警戒レベルと作業規制の決定

作業規制の確認

作業規制の遵守

ガス発生状況把握

役割

火気作業の立ち会い

作業規制時の場内巡回確認

測定者の報告内容確認

巡回時スポット測定

管理責任者

方策

表３　ガス管理者の役割例
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し，作業場の特殊性，危険性を作業員全員に周知さ

せるとともに，火気作業の許可を行う。

　また，ガス管理責任者はガス測定者からの報告の

ほか，自ら巡回時にチェックのための測定を行って

常にガスの発生状況を把握するとともに，作業基準

の遵守状況を監督し，不安全状態と不安全行為を徹

底して排除し，組織として異常時や緊急時の指揮命

令系統と部下の業務分担を明確にする。

２）ガス測定者の役割

　ガス測定者はガス管理責任者の指示のもと，定め

られた測定要領に基づいて正確にガスを検知し，記

録し責任者に報告するとともに，ガス自動検知器の

動作確認及び作業基準の遵守状況，その他火気作業

の立会いなど定められた業務を遂行する。また，作

業場の巡回時は避難ルートの確保と換気設備等の運

転状況にも絶えず留意して環境改善に努める。

３）緊急連絡体制の整備

　天然ガスが発生する可能性のある作業現場では，

あらかじめ発注者，監督員，労働基準監督署，警察

署，消防署等との緊急連絡体制を整備する。ガス検

知器によりガスが検知された場合は，直ちにその作

業区域内にいる作業者全員を避難させ，立ち入り禁

止や緊急連絡体制に基づく関係者への連絡等，適切

な処置を施す。

⑵　作業場の管理基準

１）濃度別作業規制の設定

　各作業は発生が予想される天然ガスの種別，発生

量，爆発下限界などに応じ，濃度別に作業規制を設

けて管理する。なお，作業規制は法規制などよりも

低い濃度で注意を促すよう警報レベルを設定する。

　トンネル工事でのメタンガス対策を例に挙げる

と，濃度の危険範囲は労働安全衛生規則（以下，安

衛則と略す）第 389 条の 8 において，「坑内のガス

濃度が爆発下限界の 30％以上となった場合」と規

定しており，メタンガスの爆発下限界は 5％（VOL）

であるので，1.5％（VOL）以上が法定上の危険範

囲となる。

２）自動警報装置の設置

　作業場の要所には自動検知器を設置し，自動検知

器または携帯型ガス検知測定器による測定値が警戒

レベルを越えた場合は，ブザー，点滅灯などにより

作業場内の作業員に直ちに知らせることのできる自

動警報装置を設置する。また，警報の意味，警報レ

ベルの内容，避難の方法などについて，作業員に周

知するとともに，万一に備えて避難訓練を半年以内

ごとに１回を目安として実施することが望ましい。

３）火気の管理

　作業場での喫煙は原則禁止とし，マッチやライ

ターなどの着火具も持ち込み禁止とする。作業の特

性上やむを得ず火気を使用する場合はガス管理責任

者の許可のもと，ガス測定者等が立会うものとする。

　湿度が 60％以下となると，静電気により火気が

生ずるといわれているので，風管にはアースを付け

るか帯電防止ビニール管を使用し，粉塵，ほこりな

どにより帯電するのを避ける。また，局所換気を実

写真 2　作業場内の警報装置設置例

通常作業
作業員数表示

火気作業の届出制

常時監視体制
ガス濃度測定強化

帯電防止措置

火気作業の許可制

換気改善等対策検討

発生源調査

作業中止
火気作業中止

作業員の退避

換気設備の増強等対策実施

工事関係者全員退避
非常通報

電源自動遮断

立入禁止措置
電源手動遮断

事後対策検討

定常作業

一次警戒
（注意灯点灯）

二次警戒
（退避警報）

全員退避
（非常警報）

関係者以外

立入禁止

0.00

｜

0.10

｜

0.50

｜

1.00

｜

1.50

作業規制警報レベル濃度Vol%

通常作業
作業員数表示

火気作業の届出制

常時監視体制
ガス濃度測定強化

帯電防止措置

火気作業の許可制

換気改善等対策検討

発生源調査

作業中止
火気作業中止

作業員の退避

換気設備の増強等対策実施

工事関係者全員退避
非常通報

電源自動遮断

立入禁止措置
電源手動遮断

事後対策検討

定常作業

一次警戒
（注意灯点灯）

二次警戒
（退避警報）

全員退避
（非常警報）

関係者以外

立入禁止

0.00

｜

0.10

｜

0.50

｜

1.00

｜

1.50

作業規制警報レベル濃度Vol%

表 4　メタンガスの濃度別作業規制の例
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施し，燃え易いものや火花の飛散を防止するため，

難燃シートで覆いガス管理責任者の指導のもとに作

業する。

４）ガス測定要領の作成

　測定者は同一とし，測定位置，回数，測定方法，

記録などについて定め，大気圧の測定，酸素量の測

定，その他注意事項などについて定める。検知器と

警報器は連動性を確保して定期的に性能検査を行

い，故障や機能低下などを考慮して複数の検知方式

導入により確実にバックアップできるシステムとす

る。

　なお，作業員が集中する場所やガスの滞留が起こ

り易い場所のガス検知については定置式の他，測定

者が携帯式で定期又随時に測定し安全確認を行う。

メタンガス用の検知器を例に挙げると，離れた所か

ら出射されるレーザ光を検査個所に照射するだけ

で，各所隙間などからの漏洩箇所や天然ガスの湧出

点や濃度を，検知・測定できる遠隔型のレーザ式メ

タン検知・測定器なども普及しつつあり，測定用途，

状況，頻度に応じた検知機器の選定も重要である。

５）自動検知器の選定と管理

　自動検知器は対象ガス，検知原理，ガス採取方式，

検知範囲，指示精度などの性能，仕様をもとに選定

し，設置位置，校正頻度，保守管理などについて定

め，自動記録やシステム化による集中監視と巡回測

定を組合わせ，チェック機能を充実させる。

６）換気設備の運転管理

　換気が必要な場合は所要換気量が確保できるサイ

ズの風管を設置するとともに，緊急時や局所換気用

の送風機などを適所に常備し，運転方法などについ

て定め，保守管理を徹底する。

　天然ガスが湧出している作業場では，換気設備は

連続運転を基本とし，休日でも運転を停止，低減し
写真 3　ガス測定位置の明示

写真４　ピット内通気用風管

図 4　ガス検知集中管理システム例 写真５　送風機
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ない。やむを得ない理由で換気設備の運転を停止し

た場合は作業開始前に半日程度運転し，ガス濃度を

確認したうえで，作業を再開する。

　また，万一，換気設備が故障した場合に備え，予

備の送風機やブロアーを用意し，在庫場所，交換に

要する時間，修理期間中の暫定換気方法などについ

て，工事の進捗ステップごとに定め，関係者に周知

しておく。

７）救護隊の編成および避難救命器具の常備

　救護用酸素呼吸器，担架，防爆型懐中電灯などの

避難救命器具を常備し，救護隊の編成，訓練などに

関する事項や緊急避難用の簡易救命器の設置，使用

方法の教育，退避訓練などに関する事項を定める。

⑶　停電及び再送電の措置

　停電により換気設備が停止した場合，滞留等によ

りガス量が増加する危険があるため，作業員は全員

退避させることとなる。このようなトラブルを避け

るため，主要な換気設備はあらかじめ電源を独立さ

せ，予備電源や自家発電等の停電に影響を受けない

ようなバックアップ設備としておくことが望まし

い。

　また，停電後の再送電に際しては特にガス測定を

厳重に行いガス濃度が危険範囲にある場合のガス排

除の手順，方法などについて定め周知しておく。

⑷　安全衛生教育の実施

　作業場に入場する全作業員について，天然ガス防

災対策に対する安全教育を実施する。特に現場の防

災組織およびガス防災対策の教育を充実し，元請け

作業者だけでなく，下請け作業者及び新規入場者に

いたるまで，安全教育を徹底する。

　特に事故の要因として，①設備に起因するもの，

②人の適正を欠く行動に起因するもの，③組織や

制度及びその運営に不備に起因するものなどがあ

る。天然ガスにおける防災対策の場合にも，これら

に対して適正に対応しなければならないが，さらに

ヒューマンエラーの要因となる知識，機能，安全意

識の不足，また人間の行動に現れるマンネリ，うっ

かり及び依存心，自信，技能，環境などの過信をな

くすため，教育内容，手法は画一的でなく，ビデオ

やスライドなど視覚的なものや，小テストを実施す

るなどの工夫をこらし，興味を惹く内容とすること

が重要である。

４．建築工事における可燃性ガス対策
⑴　建築工事におけるガス対策のポイント

１）防爆対策

　メタンガス等天然ガスによる爆発等の恐れがある

作業区域は，作業開始前にガス測定器で安全を確認

した後，作業を行うことを基本とする。

　特に，溶接，切断及びはつり工事など，火焔・火

花を発生する作業は事前にガスの濃度を測定する必

要がある。杭工事においては発生したメタンガスに

溶接の火花などにより，発火・爆発する事例が多い

ので，注意を要する。

２）保安対策

　作業区域においては検知されるガスの種類，濃度

に応じて，作業内容の規制及び対策を段階的に定め

ておく。作業中にガスが検知された場合は，その規

定に沿って適切な措置を行うことを基本とする。

　特にガス測定器による警報が出た場合は，ただち

にその作業区域内にいる作業者等全員を避難させ，

立ち入りを禁止し，強制換気等の対策を行うととも

に，緊急連絡体制に基づき関係者等に連絡を取る。

また，日頃から労働基準監督署，警察署，消防署，

発注者及び施工会社等の関係者が一体となって機能

できる安全衛生協議組織を編成し，非常時の避難計

画及び救急対策等に対処する。

３）換気対策

　メタンガス等天然ガスによる爆発等の恐れがある

作業区域は，強制換気を実施したうえで作業を行う。
救護における注意事項および応急手当の方法⑧

避難の方法と避難器具の機能並びに取扱い方法⑦

その他必要事項（職場ルール）⑨

消火設備の機能および取扱い方法④

火気の取扱い方法、消火活動、防火管理組織③

警報設備および通報設備の機能並びに取扱い方法⑤

換気設備等の取扱い方法⑥

可燃物および危険物の管理並びに取扱方法②

メタンガス、酸欠、硫化水素の知識①

救護における注意事項および応急手当の方法⑧

避難の方法と避難器具の機能並びに取扱い方法⑦

その他必要事項（職場ルール）⑨

消火設備の機能および取扱い方法④

火気の取扱い方法、消火活動、防火管理組織③

警報設備および通報設備の機能並びに取扱い方法⑤

換気設備等の取扱い方法⑥

可燃物および危険物の管理並びに取扱方法②

メタンガス、酸欠、硫化水素の知識①

表 5　入場者の安全教育内容の例
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特に根切工事，地下室及びピット内の工事など，ガ

スの滞留の恐れがある場合は，作業前及び作業後も

送風機等で強制換気を行う。

　なお，工事中に排風機を使用すると地中のガスを

引き出すことがあるので作業区域は必ず送風とし，

排風作業は行わない。

４）地下構造物周辺のガス滞留防止

　地下構造物を設けた場合，その肩の部分にガスが

滞留しやすいので，この部分にはガス抜き管を設置

する。ガス抜き管は本設の仮設利用が望ましいが，

施工中部分的に切り回しや切り替えが発生する場合

は，切り替えに要する時間，暫定換気の要否などを

検討しておく必要がある。

５）ガスの侵入防止

　発生ガスが建物の内部に侵入する箇所として，床

コンクリートに発生する亀裂と配管などの貫通部が

考えられる。この対策について，以下に例を挙げる。

・床コンクリートの亀裂

　低熱セメントの採用，膨張剤の採用，鉄筋補強，

水セメント比の低減，初期養生の徹底などコンク

リートのひび割れ防止対策を実施する。特にマスコ

ンクリートや面積が大きい床などは温度応力，乾燥

収縮などによるコンクリートのひび割れ対策を検討

する必要がある。なお，土に接する１階床では，床

下に防湿のためにポリエチレンフィルム張りされる

ことがある。この場合，フィルムがガスの侵入防止

の観点からも効果が期待できることもあるが，ひび

割れの発生が確認された場合は，経過を観察すると

ともに，必要に応じてシールや注入等の処置を行う。

・配管貫通部

　躯体貫通寸法は最小限にするとともに，工程内で

の配管作業を優先し，貫通部にシールを施して，早

期に密閉を完全なもとするよう努める。

６）日常点検

　地中のガスは気圧の低い時に発生しやすいので，

点検は雨天時には必ず行うこと。水たまりでの気泡

の有無の確認や躯体のひび割れや隙間からの気体の

吹き出し音を確認する。特に地下ピットや開口のな

いデッドスペースなどの密閉された空間は，ガス検

知器により定期的に測定して状態を把握しておく。

⑵　工種別ガス対策のポイント

１）杭工事

・ 杭の削孔でガスを含む層を貫通した場合，被圧さ

れた遊離ガスの湧出が懸念されるので，常に地層

の変化に注意し孔内水位，ガスの挙動を観測して

作業する。

・ 出来るだけ鉄筋などの溶断，圧接などの作業がな

い工法を選定する。やむを得ず火気作業が発生す

る場合は杭まわりのガス養生及び火花養生をす

る。

・ ガスが発生する場合は，作業床としてガスが逃げ

る高さまで足場を設け，消火器などを常備してガ
図５　杭工事における対策例

[1- 東京都財務局営繕部 ]

図 6　土工事におけるガス対策例
[1- 東京都財務局営繕部 ]
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ス管理責任者の指揮のもとに作業する。

・ 現場打ち杭でケーシング内に立ち入る場合は，警

報機能のついた携帯用ガス測定器を用いて測定

し，発生したガスは送風機で希釈し安全を確認す

る。

・ 既成杭で溶接継手がある場合は必ず杭内のガス検

知を行ったうえで溶接接合を行う。

・ ガスの濃度が作業規制の範囲を越えた場合直ちに

作業を中止して原因の調査を行う。

２）土工事

・ 根切り底の杭頭まわりの気泡がガス発生を発見す

る手段でもあるので，雨天候時は特に入念にガス

の挙動を杭全数について採取し測定記録する。

・ 根切り底は空気の滞留に留意し，送風機や風管で

常時新鮮な空気を供給する。

・ 警報機付きガス測定器と酸素濃度測定器を設置し

て作業中は連続測定を行い，必要に応じて合図者

立ち会いのもと作業を行う。

・ 重機の運転室にもガス測定器を設置する。

・ 地下部分が深くなる場合は夜間も送風機を運転し

換気に努める。

・ 全面構台を架設する場合や逆打ち工法など上部が

覆われた状態での作業は，風管を用いて常時送風

機で送気しながら作業する。

３）地下ピット工事

・ 地下ピットは最もガスが滞留しやすいので，躯体

構築に当たっては密閉ピット内での作業を出来る

だけ少なくする施工法（土間スラブは基礎地中梁

の型枠解体後打設，解体不要の打ち込み型枠採用

など）について検討する。

・ 地下ピット内作業に先立ち，周辺は気密性のある

シール，塗膜防水材料などにより，ガスの侵入を

防止するとともに，送風により常に新鮮空気を供

給する。

・ 地下構築物内は，湧出したガスを遅滞なく外部へ

排出することが先決であるので送気，排気共大口

径の風管を用い内部まで容易にとどくようにす

る。

・ 気流中のガスが滞留する恐れのある凹所や気流の

障害となる部分では，大型扇，エアームーバーな

どを用いて希釈，攪拌する。

・ 気流の風速は 0.5 ｍ /sec 以上を目標としてピッ

ト内空気の停滞をなくす。

・ ガスの湧出が著しい部分は，早期に捨てコンク

リートの打設，シールを実施して湧出を抑える。

４）電気設備工事，外構工事

・ 土砂に接する壁及び床の貫通部分は，気密性のあ

る材料で充填するかシールを行う。

・ 室内にある排水弁などは，外気との通気性をもた

せる。

・ 鋳鉄製の蓋は塩ビ被覆をして火花の発生を防止す

る。

・ 電設用マンホール（ハンドホール）などは内部に

ガスが滞留する場合があるので，マンホール蓋は

ガスが抜けるような対策をする。

・ 作業の進捗とともに周囲が覆われるボックスカル

バートなどを設置する場合には，内部へ確実に送

気し，設置後はシール等によりジョイント部の気

密性を確保する。

５）内外装仕上工事

・ サッシや軽鉄材，製作金物などの取付で溶接作業

が発生するので，地上階で外部に面する場合を除

き，ガスが滞留しやすい地下やデッドスペースな

どの密閉空間では作業前の換気とガス測定を徹底

する。

・ 工事が進むに伴い，仮設の風管や送風機の盛り替

え，切り回しなどが発生するので，場当たり的で

なく計画性を持った管理を行う。

写真 6　捨て型枠の例
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・ ガス排出，検知設備については本設との切り替え

のタイミングや切り替えに要する時間などを十分

に検討し，リスクを排除した計画とする。

・ 内装工事が進むと天候や保安管理上，窓や扉を閉

めたり施錠するケースが多くなるので，作業開始

前は窓開け徹底し，換気を十分に行う。また，ガ

ス発生，滞留時は関係部署に連絡し，必要な措置

をとる。

６）竣工引渡し準備

・ 日常管理として定期的に窓等をあけ十分に換気を

行い，ガスが貯まらないようにする。特に倉庫，

機械室，便所や地下室のピット内は意識的に換気

するよう努める。

・ 引渡しに先立ち，本設の換気設備，警報設備等の

動作確認，試運転調整を確実に行うこと。

⑶　工事管理記録の作成

１）報告書の作成

　メタンガス等の天然ガス防災対策を行った工事に

ついては，技術的知見の蓄積，対策や対応の実例収

集といった観点から，工事の計画から施工にいたる

までのガス対策関連資料の報告書を作成するととも

に，施設管理上の必要事項と併せて施設の管理者へ

引き継ぐことが望ましい。

２）報告書の内容

　天然ガス防災対策について，当該建物における安

全対策及び管理上の注意事項等を取りまとめた報告

書を作成する。なお，事前調査，地盤調査及び工事

施工におけるガス関連資料については，地盤調査報

告書及び施工計画書などで具体的な内容が記載され

ており，引継ぎ図書で兼ねることができれば，あら

ためて報告書を作成する必要はない。

当該建物の安全対策及び保全上の注意事項について

記載する項目例を以下に示す。

・ 安全対策

　　ガス検知警報設備

　　ガス抜き装置及びガス換気設備

　　警報装置

・ 保全上の注意事項

　　維持管理における注意事項

　　改修時の注意事項

　　設置設備及び機器の保守管理

３）施設管理者への引継ぎ

　当該建物のガス対策に関して取りまとめた報告書

等を，施設の管理者へ十分説明のうえ引継ぐものと

する。なお，施設管理者に引継ぐ報告書等には，次

のようなものがある。このうち，地盤調査報告書及

び施工計画書など，引継ぎ図書で兼ねることができ

るものは，あらためて報告書を作成して引継ぐ必要

はない。

・ 事前調査報告書

・ 地盤調査報告書

・ 施工計画書（工事施工時対策）

・ ガス防災対策報告書（測定，対応結果）

５．労働安全衛生規則，関連通達等
⑴　可燃性ガス対策関連の安衛則

　主にずい道やトンネルなどの土木工事を対象とし

たものであるが，メタンガスなどの天然ガスが湧出

する場合は作業規制や判断，対策の拠り所として建

築工事でも参考となるので，施工ステップに合わせ

以下に列挙する。

・ 第 379 条　調査及び記録

・ 第 380 条　施工計画

・ 第 383 条　施工計画の変更

・ 第 381 条　観察及び記録

・ 第 382 条の 2　可燃性ガスの濃度の測定

・ 第 261 条　通風等による爆発又は火災の防止

・ 第 389 条の 2の 2　ガス抜き等の措置

・ 第 382 条の 3　自動警報装置の設置等

・作業開始前の新鮮空気の供給

・仮設換気設備の設置

・型枠組立解体時の密閉空間におけるガ
スの停滞、滞留

躯体工事

・ピット内へのガスの誘引防止

・室内側排水弁付近のガスの滞留

・マンホール内のガスの滞留

・貫通スリーブやクラックからガス涌出

・ピット内のガスの停滞、滞留

・掘削時杭頭廻りからのガス涌出

・壺掘り等狭小空間のガスの充満

・重機運転室内のガスの滞留

・夜間のガス滞留

・削孔時のガスの涌出

・溶断、溶接による爆発

留意点

・シールや注入による気密性の確保

・自動検知器、警報器の設置

・給排気および通気管による換気システムの
設置

・凹部空気攪拌機の設置

地下

ピット内
作業

・気泡の確認

・風管と送風による新鮮空気の供給

・測定器の設置

・作業開始前の新鮮空気供給

土工事

・土砂に接する貫通部はシール処置

・外気との通気性を確保

・ガス対策用マンホール蓋の採用

配管作業

・地層変化の観察、孔内水位の観測

・安定液の濃度管理と気泡の確認

・換気および火花養生、無溶接継手の採用等

杭工事

対策工種

・作業開始前の新鮮空気の供給

・仮設換気設備の設置

・型枠組立解体時の密閉空間におけるガ
スの停滞、滞留

躯体工事

・ピット内へのガスの誘引防止

・室内側排水弁付近のガスの滞留

・マンホール内のガスの滞留

・貫通スリーブやクラックからガス涌出

・ピット内のガスの停滞、滞留

・掘削時杭頭廻りからのガス涌出

・壺掘り等狭小空間のガスの充満

・重機運転室内のガスの滞留

・夜間のガス滞留

・削孔時のガスの涌出

・溶断、溶接による爆発

留意点

・シールや注入による気密性の確保

・自動検知器、警報器の設置

・給排気および通気管による換気システムの
設置

・凹部空気攪拌機の設置

地下

ピット内
作業

・気泡の確認

・風管と送風による新鮮空気の供給

・測定器の設置

・作業開始前の新鮮空気供給

土工事

・土砂に接する貫通部はシール処置

・外気との通気性を確保

・ガス対策用マンホール蓋の採用

配管作業

・地層変化の観察、孔内水位の観測

・安定液の濃度管理と気泡の確認

・換気および火花養生、無溶接継手の採用等

杭工事

対策工種

表６　主要工種，作業のガス対策例
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・ 第 389 条の 2　自動警報装置が作動した場合の措

置

・ 第 389 条　発火具の携帯禁止等

・ 第 389 条の 3　ガス溶接等の作業を行う場合の火

災防止措置

・ 第 389 条の 4　防火担当者

・ 第 389 条の 5　消火設備

・ 第 280 条　爆発の危険のある場所で使用する電気

機械器具

・ 第 389 条の 8　退避

・ 第 389 条の 9　警報設備等

・ 第 389 条の 10　避難用器具

・ 第 389 条の 11　避難等の訓練

・ 第 24 条の 3　救護に関する訓練

また，安全教育に関する事項を以下に列挙する。

・ 第 35 条　雇入れ時等の教育

・ 第 36 条　特別教育を必要とする業務

・ 第 38 条　特別教育の記録の保存

・ 第 39 条　特別教育の細目

・ 第 40 条　職長等の教育

⑵　可燃性ガス対策関連の通達等

　メタンガスなどの天然ガスに起因する災害，事故

などを受け，労働省などから業界関連団体宛に通達，

指導が出されている。土木工事が主であるが建築工

事でも参考となり，準用できるものが多いので，工

事に携わる場合は一読しておくことが望ましい。

・ 基発第 62 号　平成 5年 2月 5日

「 ずい道建設工事におけるガス爆発防止に関する安

全総点検について」

・ 基発第 618 号　平成 5年 10 月 28 日

「 ずい道等の建設工事におけるガス爆発等による労

働災害防止対策の徹底について」

・ 基発第 94 号　平成 7年 2月 24 日

「 シールド工事に係るセーフティ・アセスメントに

ついて」

　なお，いずれも最新版は労働省や安全衛生情報セ

ンターのホームページを確認すること。

⑶　参考資料

　下記の図書はずい道等の建設工事を対象としてい

るが，厚生労働省が策定した「ずい道等建設工事に

おける粉じん対策に関するガイドライン」等を踏ま

えて，粉じんの測定手法，換気，集じん対策などに

ついて解説しており，参考となるものである。

・ 建設業労働災害防止協会「ずい道等建設工事にお

ける換気技術指針」

引用・参考文献

1）東京都財務局営繕部：営繕工事におけるメタンガス防災対策

要領（平成 5年 7月）

2）東京第二営繕事務所：天然ガス対策資料（平成 17 年 5月）

3）東京都水道局：シールド工事におけるガス爆発事故防止の手

引（平成 5年 10月）
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第６章　保　全

天然ガスに留意した施設管理

営繕工事における天然ガス対応のための関係官公庁連絡会議

１．施設の引き渡し
　調査，計画・設計，施工時に得られた情報を適切

に伝える。保全マニュアル等に，天然ガスに関する

基礎知識，施設管理上の注意事項，天然ガス対策設

備の使用法・メンテナンス方法等を記載し，施設と

ともに引き渡し，十分な説明を行う。

２．天然ガス対策の設計フォローアップ
　竣工後，天然ガス対策設備の効果を継続的に確認

する。第５章「天然ガスに留意した計画・設計」で

記したように，天然ガス対策設計は確立された手法

ではない。設計の妥当性は竣工後の検証によっては

じめて確認できるものである。施設供用後，天然ガ

ス対策設備の作動状況を監視し続け，同時に排気口

から排出されるガス濃度や室内のガス濃度測定を行

う。必要に応じて対策設備各部を調整する。対策設

備の効果が設計のねらい通りとなるまで必要な措置

を行う。

３．施設の管理
⑴　施設管理体制

　天然ガス対策を含め，適切な施設管理を実施する

ために，施設の目的，規模，機能等を考慮して，適

切な施設管理体制を整える。

⑵　施設管理計画

　施設管理計画書等に，天然ガス対策を記載する。

日常の点検・管理・訓練，緊急時対応等を明確に定

めておく。特に天然ガスに対する警戒心は時ととも

に薄れがちになるので，計画書等にしっかりと記載

し，それを厳守するとともに，担当者の交代時には

確実に引継ぎを行う。

⑶　周知徹底

　天然ガスに対する注意事項を職員だけでなく，外

来者やメンテナンス業者等にも周知する。換気の奨

励や火気厳禁等のポスター，張り紙等を掲示する（写

真１）。

⑷　日常点検

　ガスの湧出量は時とともに変化する。ガスが施設

内に滞留していないことを定期的に確認する。調査

方法は本章「４．簡易ガス点検法」による。ガスの

滞留が確認された場合には，「⑺　緊急時の対応」

により対処する。

⑸　天然ガス対策設備のメンテナンス

　ガス警報器や送風機の作動状況を常に監視する。

天然ガス対策設備の吸気口，排気口を点検する。な

んらかの原因で塞がっていることがあるので注意す

写真１　注意喚起ポスター
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る。地盤に近い高さにある吸気口前に草が繁って塞

いでいる例が報告されている。また，排気口に鳥が

巣をかけた例があるとも聞く。

　送風機などの稼働部については適切なメンテナン

スを行う。長時間停電した場合にはガスが排出され

ず，滞留してしまう場合がある。停電対策を考慮し

ておくことが必要である。

　ガス警報器には有効期限が定められていたり，寿

命がある場合がある。忘れがちであるので注意する。

⑹　日常管理

　天然ガスが発生する地域においては，日常より換

気を十分行うよう留意する。特に倉庫，設備シャフ

ト，床下ピットなど利用頻度の低い箇所は施設管理

者が意識的に換気するよう努める。火気の使用には

十分注意する。

⑺　緊急時の対応

　ガス警報器が発報した場合には，部屋の窓を開け，

換気を十分に行う。電気火花がガスに着火するおそ

れがあるので，換気扇等の電気器具は使用しない。

逆に点灯している照明器具等のスイッチを切ったり

しない。スイッチを作動させると火花が散るおそれ

がある。

　ガスが滞留していることを職員等に周知し，火気

等を使用しないよう指示する。消防署等関係部署に

連絡し，必要な指示を受ける。緊急措置を施した後，

専門家に依頼して原因を調査し，対策を検討する。

４．簡易ガス点検法
　以下に紹介するものは，施設管理者でも可能な簡

易な確認法である。

⑴　携帯用ガス検知器の用意

　メタンガスに対応した携帯用ガス検知器（写真２）

を利用する。検知器は濃度だけでなく，ガスの種類

を判別できるものもある。そうした機能を持たない

検知器では，あらかじめ他の手段でガスの種別を判

別しておく必要がある。検知器は適切にメンテナン

スされているものを用いる。天然ガス発生地域の市

町村ではガス検知機を貸し出している場合がある。

市町村の防災部署または保安部署に問い合わせてみ

るとよい。

⑵　屋外ガス点検

　地中のガスは大気圧によって押さえられてる。気

圧が低下するとガスは出やすくなる。そのため点検

は降雨の前後が適している。水たまりの気泡の有無

を調査する。施設の近隣に水を張った水田がある場

合には，水面の観察（写真３）をする。インターロッ

キングブロックのすきまや舗装の割れ目等から，ガ

スが吹き出していることがある。その場合には気体

の吹き出し音で知ることができると言われている。

写真３　ガスの湧出

写真２　携帯用ガス検知器
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⑶　屋内ガス点検

１）測定箇所

　利用頻度の低い箇所にガスは滞留しやすい。最下

階の倉庫，設備シャフト，便所や機械室の床下ピッ

トを特に注意して測定する（写真４）。メタンガス

は空気より軽いので，こうした空間の上部を測定す

る。廊下等の開放空間にはガスは溜まりにくいが，

階段室最上部で空気があまり動かない場合には滞留

している可能性がある。

２）濃度測定

　ガス検知器は取り扱い説明書に従って使用する。

検知器の使用にあたっては，はじめにゼロ点調整を

行う。気温によって目盛りがずれることがあるので，

屋外と屋内で気温差が大きいときは，それぞれの場

所でゼロ点調整を行う。検知器はガス導入管先端か

ら吸気をしている。誤って水を吸い込むと故障の原

因となるので注意する。

　ピットのハッチが開かない場合がしばしばある。

錆び付いている場合は，ハンマーで叩くとはずれる

ことがあるが，ピット内にガスが溜まっている場合

に，金属打撃による火花が発生すると危険であるの

で，避けるべきである。

３）ガスが検出されたときの対応

　ガスが検出された場合には，専門家に対応を依頼

する。施設の用途，施設の構造，地域のガス発生状

況などを考慮して，危険度の判定を行う。メタンガ

スは濃度約 5～ 15% で，引火すると爆発すると言

われている。これ以上の濃度では爆発のおそれは下

がるが，酸欠のおそれは高まる。本書第５章「表４

メタンガスの濃度別作業規制の例」などが参考にな

るが，危険度の判断および対策方法は専門家に委ね

た方がよい。

５．施設の安全のために
　本ガイドブック作成にあたって，多数の対策施設

を調査した。多くは適切に管理されていたが，いく

つかの施設でガス対策設備が適切にメンテナンスさ

れていない事例が見られた。警報器のスイッチが切

られているものや吸気口の口が塞がれてしまってい

るものなど，施設管理者が天然ガス対策設備の存在

を忘れてしまっているように思えるものもあった。

　年間に数回揺れる地震などと異なり，天然ガスは

日常その存在を忘れてしまいがちである。天然ガス

に対する安全を確実なものとするには，常に注意を

怠らないことがとりわけ重要である。写真４　床下ピットでのガス濃度測定
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　茂原市は千葉県九十九里浜近くに位置します。こ

の地域は日本第２位の水溶性天然ガスの産出地とし

ても知られ，その採掘利用は明治時代になります。

その後地域の電気，化学産業等の発展にも利用され

てきました。ガスを含んだ海水・かん水には海水の

約２千倍ものヨード分が含まれることから，世界第

２位のヨード産出地でもあります。このように豊富

なガスは，昔から河川，湿地，畑等で一部のガスが

泡となり湧出しておりました。一部は無料の家庭燃

料としても利用され，茂原の東側地域に多く見られ

ました。このように地上に湧出するガスは，ガス層

を塞いでいた粘土層等に地殻変動，あるいは杭打ち

等により亀裂が生じて漏れて地上に出てきたものと

考えられます。

　茂原市最初のガス対策施設は，昭和 59 年完成の

市立保育所です。吹抜け天井の都市ガス警報器でガ

スの存在を知り対策を検討した結果，ガス抜き設備

として外部中間ファン，ブロアーを設置しました。

昭和 63 年には市立中学校階段下ポンプ室が爆発し，

防火扉が飛ぶ事故がありました。基礎杭伝いに湧出

ガスが上がりこれに分電盤火花が引火したものです

が，怪我人はありませんでした。その後，ブロアー

を設置し上部にも通気口を設け改善を図りました。

これまでに約 10 施設に対策を実施しました。ガス

湧出は基礎杭に起因しているものが多いようです。

ガスの有無については地質調査時に行ない，ガス抜

き方法として床下換気口を多く取り，１階床スラブ

下に湧出ガス抜き管を敷設，ブロアー，ファン等で

吸引し上部放出管により放出しました。構造，湧出

ガス濃度，放出管の高さ，本数にもよりますが，ファ

ンを設けず放出管の設置だけでもガス抜きが可能な

場合もあります。室内上部，吹抜けに通気口を設け，

地下ピット，倉庫，PS，電気・機械室等の溜まり

易い場所に通排気設備を設けることや，床下からの

穴，配管等はコーキングで完全に塞ぐ必要がありま

す。それぞれの施設に合った点検しやすいガス抜き

設備を検討し，日頃からガスへの注意を図ることが

大切であると考えております。

（古川孝衛：茂原市都市建設部建設課住宅建築室）

茂原市の取り組み

写真　市立中学校のガス対策設備（事故後）
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第７章　取り組み

天然ガス対策の現状と今後

営繕工事における天然ガス対応のための関係官公庁連絡会議

　天然ガス発生地域を所管する国土交通省，東京都，

千葉県の各営繕部署では施設や地域の安全確保のた

めに，これまでさまざまな取り組みを実施している。

本書の最後に各々の取り組み状況を紹介する。

１．東京第二営繕事務所の取り組み
　国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所は

東京 23 区東部の８区と千葉県全域の国家機関の施

設整備および保全指導を所掌している。過去にいく

つかの対策事例はあるものの，本格的な天然ガス対

策の取り組みは平成 16 年７月の九十九里町立いわ

し博物館の爆発事故以降である。この事故を受けて，

天然ガス発生地域にある所掌施設を全数調査し，そ

の安全を確保するとともに，平成 17 年５月に「官

庁施設整備・保全指導における天然ガス対策資料」

を作成し，公表した。この対策資料は最新の知見を

反映したものであるとともに，施設整備のみならず

施設管理まで対象としている点で斬新なものとなっ

た。また，この資料はインターネットを通じ，広く

知られることとなり，大きな反響を得た。当事務所

では対策資料等を活用し，施設の安全を計るととも

に，広く技術の周知を行っている。

２． 東京都財務局建築保全部技術管理課の取
り組み

　平成５年に，「営繕工事におけるメタンガス防災

対策要領」をいちはやく策定している。建築物にお

ける天然ガス対策は天然ガス発生地域において実施

されていたが，明文化された要領としてはわが国に

おける先駆け的存在である。この要領は事前調査か

ら始まって，施設の引き渡し，引き継ぎまでを網羅

したものである。さらに本要領には各種の資料が添

付されており，中でも「東京都内の建築工事におけ

るメタンガスの噴出状況とその対策事例」は，貴重

な労作であり，天然ガス発生地域における天然ガス

の発生状況等を詳しく伝えるものである。この資料

により，施設整備を行う者は，予定地の周辺の過去

の記録を知ることができる。本資料を本ガイドブッ

クの資料集に収録しているので利用されたい。また

東京都では詳細な地中ガス調査仕様を定めている。

これも併せて本書の資料集に収録している。

３．千葉県県土整備部営繕課の取り組み
　千葉県内ではこれまで主に天然ガス発生地域の地

元自治体により対策が進められてきた（コラム「茂

原市の取り組み」参照）。千葉県営繕課においても

従前より対象区域の施設でガス抜き設備の設置等の

対策を行ってきており，今後更に対策を徹底するこ

ととしている。

　千葉県ではいわし博物館の爆発事故を受けて，総

務部，商工労働部が中心となり関係部署において事

故現場での情報収集，県市町村の公共施設の点検調

査，天然ガス関係団体への協力要請，住民に対する

広報等を実施した。点検調査によりガスの滞留が確

認された施設においては，通気管やガス警報器が設

置された。また県からの協力要請を受けて，京葉天

然ガス協議会より，ガス検知器 100 台が県に無償

貸与され，市町村を通じて，県民に貸し出されるこ

ととなった。こうした取り組み結果を千葉県では「上

ガス（天然ガス）の事故防止に向けて」という冊子

にまとめ，平成 17 年７月に公表した。この抜粋を

本ガイドブックに収録している。
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４． 営繕工事における天然ガス対応のための
関係官公庁連絡会議

　これまで，事故が起きるたびにその事故現場では

徹底した原因究明と安全対策がとられ，関係者の努

力のもと技術が蓄積されてきた。しかしながら，こ

うした取り組みはあくまで地域内にとどまるもので，

その貴重な知見が広く知れ渡ることは少なかった。

こうした事故の教訓の活用・普及のためには，ハー

ドウェア的な対策だけでなく，ソフトウェア的な仕

組みが必要であると考えた　。地震災害や台風災害

と異なり，天然ガスの発生はあまり知られていない。

情報交換システムを作り，情報を収集し，発信して

いくことが必要と考えた。

　こうした天然ガスに関する情報交換，蓄積，啓蒙

活動等を効果的に行うために，国土交通省関東地方

整備局東京第二営繕事務所，東京都財務局建築保全

部技術管理課，千葉県県土整備部営繕課の３者によ

り，平成 17 年 11 月 11 日，「営繕工事における天然

ガス対応のための関係官公庁連絡会議」が設置され

た。

　この会議では年に数回の会議での情報交換，意見

交換の他，専門家へのヒアリング，現地調査，イン

ターネットを利用した情報発信などを実施してい

る。さらにこうした活動を通じて，情報の蓄積・発

信の他，各界の専門家とのネットワークが形成され

ることとなった。本書は各界の専門家の力をお借り

して平成 18 年度の本会議の活動成果としてまとめ

られたものである。

　今後は，天然ガス対策に関する情報センターとし

て，各界とのネットワークを活用し，天然ガス災害

防止に向けて努力していきたいと考えている。

営繕工事における天然ガス対応のための
関係官公庁連絡会議の模様

広報活動の状況
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天然ガスと暮らす

　千葉県の山武・長生・夷隅地域などでは，天然ガ

ス（上
うわ

ガス）が湧き出ると古くから知られています。

こうした地域の茂原市，睦沢町，長生村，長南町，

大多喜町，いすみ市（旧夷隅町，岬町）などでは，

自家用にガス井戸を掘削して天然ガスを利用してい

る方が暮らしています。千葉県が行った利用実態調

査においても自家用に天然ガスを利用しているガス

井戸は 284 箇所ありました。

　今回，こうした地域の中から長生村で実際に，自

家用にガス井戸を掘り，天然ガスを生活の一部とし

て利用している方に話を聞かせて頂きました。

■　天然ガスを使う

宮下：天然ガス（上
うわ

ガス）を使い始めたのはいつ頃

から，どういった経緯ですか。

江澤：使い始めたのは昭和 36 年頃だと思います。

私の母親が茂原市から嫁いできたのですが，母親の

実家の水田等ではガスが出ていて，そのガスを自家

用に使用しているという話を聞き，茂原の方でガス

井戸を掘っている人を紹介してもらい家に来てもら

いました。私も掘る作業を１日見ていて，これだっ

たら我々でもやれるなと思い，鉄工屋に道具を作っ

てもらいガス井戸を掘り始めました。水井戸をたま

に掘っていたのですが，その当時近所の人達を集め

て井戸を共同で掘りました。

　それから「うちでも掘ってくれ」という話があっ

て近所のほとんどを，経験者を集めて掘ってまわり

ました。掘るときは 10 数人集まってくれましたが，

朝から掘り始めて３時くらいには掘れたと思いま

す。ガスが出るとその廻りでお祝いを兼ねて飲んだ

りもしました。

　上総掘りで掘るのですが，人力で 20 ～ 30 ｍくら

い，40 ｍ掘ったガス井戸もありました。私の家の

ガス井戸は約 30 ｍですが結構大変でした。このあ

たりの最盛期は昭和 36 年頃で，遅くて石油ショッ

クの頃に慌てて掘ったガス井戸もあったようです。

宮下：使用されているガス井戸は，個人使用ですか，

共同使用ですか。

江澤：個人使用です。昔ストーブに使用できた時期

には，他の家にも供給していましたが，ガスの出る

量が少なくなってきてやめました。今は１日２立方

立米くらいガスが出ています。

宮下：使われている井戸は，最初に掘ったものを現

在も使用しているのですか。

江澤：昭和 36 年に掘ったものです。ガスが出てく

る深さまで掘ると土中に管を入れてガスが上がって

くるようにするのですが，掘った当時はビニルパイ

プが無かったため，竹を５，６本つなぎ合わせて作っ

た管を使用していました。約 20 年はもったと思い

ますが，上の方が腐ったり，割れてきたりしました。

宮下：ガス井戸があるのはどこですか。

江澤：庭の家から少し離れた所にあります。白子町

で家のすぐそばで掘って，ガスが噴き上げたという

話があります。噴き上げたら，止めようがなくガス

会社に頼んで栓をしてもらったようです。我々も昔

掘ったところで４，５ｍくらいの高さまでガスが噴

き上げたこともありますが，家のすぐ近くには絶対

に掘るなと言われていました。

長生村本郷地区在住　江澤要氏（右側）
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宮下：天然ガスは何に利用されていますか。

江澤：現在，利用しているのは主に炊事用として使っ

ています。ガス炊飯器，ガスコンロ，台所での使用

が終われば風呂釜に切り替えます。早めに水を汲ん

でおいて沸かしっぱなしにしておきます。どれくら

いの時間で沸くというのが分かっているので，沸い

たかなと思うところで止めます。ガスの出る量が多

ければストーブにも使用したいですが，現在は使用

するだけの量は出ていません。

宮下：ガス井戸を掘るときは最初の１本目から出て

くるのですか。

江澤：最初に掘ったところから出てくることが多い

です。基本的にこの近辺は出ます。最初に掘ったと

ころが出なくて少し離れたところを掘りなおしたこ

ともありますが，それは管に泥が詰まったために出

てこなかったのだろうと思います。ストレーナーを

入れて出てきた水をくみ上げていくと気圧が下がり

ガスが上がってくる。掘っていくときは，砂，泥，

岩盤とガスの出る層をさぐっていき，粟粒くらいの

泡ブクが「ポツン，ポツン」と上がってきて，ガス

が出てくることが分かります。

宮下：飲水用の井戸もありますか。

江澤：このあたりの水井戸は深さ４ｍくらいで浅い

井戸が多いです。この辺は，砂層を通過しない限り

出ます。昔，田んぼの続いていたあたりは，沼地帯

だった場所らしく，そうした場所の下の砂は酸化し

ていないので，くみ上げた水は空気に触れると鉄分

で真っ赤な色になります。15 ｍくらい掘ると既に

酸化している砂もあり，臭いにおいがします。酸化

しているかしていないかを調べるにはお茶で分かり

ます。くみ上げた水に入れるとタンニンに反応して

黒くなります。この付近の水は鉄分があるので多少

黒くなるのです（実演）。沸かしたお湯は黒くなり

ません。鉄分が多いという程度なので普段はそのま

ま使っています。

宮下：これまでにガスで事故があったことがありま

すか，又は聞いたことがありますか。

江澤：この辺ではありませんが，そのよう事が起こ

るのは管理が悪いのだと思います。昔聞いたのはガ

スが出てすぐにドラム缶をかぶせて台所まで配管を

して，出てくるかなと台所でマッチをすって火をつ

けたら，引火してドラム缶が爆発したと聞いたこと

があります。爆発したのは火をつけるのが早すぎた

ためだと思いますが，突然使わずある程度ガスが出

てくるのを確認してから使用すれば良かったのにと

思います。

宮下：なにか安全対策をされていますか。

江澤：管理さえしっかりしていれば都市ガスと同じ

です。途中で漏れないようにすることが大事です。

昔はこの近所のほとんどの家で使っていたが，やは

り管理ができないので，だんだん止めています。

宮下：注意していることはありますか。

江澤：年に１回程度，土中のストレーナー付近に

20 ～ 30 ㎝くらい砂が溜まってくるので掃除しない

といけません。普段はボコボコというガスの出る音

を確認しています。

宮下：ありがとうございました。

■　自家用ガス井戸

　写真１は江澤氏の家のガス井戸です。土管枠にド

ラム缶を伏せて，ガスが出ても浮き上がらないよう

に重しに石を乗せています。ガスを集める最も一般

的なガス井戸です。この他にはドラム管を針金で土

管と結わえたり，鉄棒等でくさびを打ち込んで固定

しているガス井戸もあるそうです。江澤氏の家では，

写真１　自家用ガス井戸
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このガス井戸から自宅までビニルパイプで引き込

み，利用しています。湧出量が多い地域のガス井戸

では数軒で共同使用しているところもあります。ま

た，この近所でも田畑にあるガス井戸から道路を空

中で横切って自宅までパイプで引いている風景も見

られました。

　ガス井戸も水井戸と同様にメンテナンスが必要で

す。井戸穴が崩れたり，管が砂などで目詰まりを起

こしたりして，ガスの出が悪くなり使用するのを止

めてしまったガス井戸もあります。写真２はガスの

出が悪くなって使用を止めたガス井戸です。現在も

ガスが自噴しており，火をつけるとある程度の時間

燃え続けていました。掃除をすれば，まだ使えるの

ではないかとのことでした。

■　天然ガスの採取

　天然ガスの採取は鉱業法により「まだ掘採されな

い鉱物は，鉱業権によるのでなければ，掘採しては

ならない」とあります。但し民家井戸については，

鉱業法（昭和 25 年法律第 289 号）第７条（鉱物の

掘採及び取得）第１号に掲げる「可燃性天然ガスを

営利を目的としないで，単に一家の自用に供すると

き。」により鉱業法から除外されています。ただし，

自治体によっては，環境の保全等に関する条例，自

家用天然ガス採取規制条例等により，自家用井戸の

新規掘削の禁止及び更新の禁止を行っている場合も

ありますので，必要に応じ各地方自治体にお問い合

わせて下さい。

（取材／事務局編集担当　宮下幸男）

写真２　使用しなくなったガス井戸
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湧出天然ガスによる事故例

過去 20 年間に発生した事故のうち，主な

事例を示す。なお，住居表示は発生当時

のものである。

温泉掘削現場でガス火災１

2005 年 12 月 12 日 大分県大分市小野鶴
12 日午前８時 45 分ころ，爆発音とともに，掘削機
から高さ数メートルの炎が上がり，敷地内のデイケ
アセンターにいた 36 名が別の施設に避難した。消
防車５台が掘削用パイプに泥水（ベントナイト）を
流し込むなどの消火にあたり，約9時間後，鎮火した。
鎮火後もガスの噴出を止めるためベントナイト注入
を続け，14 日には噴出はほぼ止まった。怪我人はい
ない。掘削深さは地下約 800 メートルに達していた。

温泉掘削現場でガス火災２ 採取用パイプから天然ガス噴出

2005 年 2 月 10 日 東京都北区浮間 2004 年 10 月 13 日 新潟県新津市滝谷町
10 日午後 4 時 55 分ころ，地中から天然ガスの気泡
を含んだ水が数メートルの高さまで噴き出して引火
した。炎は一時約 10 メートルの高さまで上がった。
火災により掘削用鉄塔が倒壊するおそれがあったた
め，周辺約 40 人が避難した。消防が掘削孔に泥水
を注入するなど消火活動にあたった結果，翌 11 日
午後 2 時 35 分鎮火した。怪我人はなかった。ボー
リング深さは約 1500 メートルであった。

13 日午前 2 時 10 分ころ，警察に通報があり，署員
が駆けつけたところ，使われなくなっていた天然ガ
ス採取用パイプから，ガスと油を含んだ地下水が噴
き上げていた。このパイプは自家用のもので，以前
この場所にあったガラス工場で使われていたとみら
れる。噴出は数時間続き，周辺道路を通行止めにす
るとともに，付近で火気を使わないよう呼びかけた。

博物館でガス爆発 地表から天然ガス噴出

2004 年 7 月 30 日 千葉県九十九里町片貝 2003 年 9 月 27 日 北海道千歳市泉郷
30 日午前 8 時 55 分ころ，九十九里町立「九十九里
いわし博物館」で爆発があり，勤務していた男女二
名が死傷した。鉄筋コンクリート造建物の北東側壁
および屋根部分が吹き飛んだ。内部もコンクリート
片のがれきが積み重なり，散乱状態となった。周囲
の駐車場に停めてあった車両も数台が飛んできたコ
ンクリート片で大破した。火災は発生していない。
警察による調査の結果，地中から湧出したメタンガ
スが，コンクリート床面の亀裂部等から建物内に流
れ込み，殺虫剤の火が引火して爆発が起きたものと
わかった。

27 日午前 7時ころ，民家の庭にできた水たまりから
音を立てて泡が噴き出しているのが見つかった。一
時火柱の上がる火災となったが，消防で消火作業を
行い，まもなく鎮火した。周辺を調査したところ，
地下水が噴き出した跡が数カ所見つかった。この地
域では以前よりガスの噴出が知られていた。前日に
発生した十勝沖地震の影響も考えられるという。



― 65 ―

地質調査中に天然ガス噴出 温泉掘削現場でガス爆発

2003 年 4 月 16 日 宮崎県日南市星倉 2003 年 4 月 8 日 宮崎県西都市下三財
16 日午後 3時ころ，商業施設建設予定地の深さ約 5
メートルのボーリング調査孔から，可燃性ガスが 5
分間程度噴出した。消防で周辺を立ち入り禁止とし，
ボーリング孔を埋め戻した。火災や爆発は発生しな
かった。

8日午後8時過ぎ，温泉掘削現場で爆発事故が発生し，
作業員 3名が重軽傷を負った。数十メートルの火柱
を伴う火災も発生し，消防でさまざまな方法により
消火にあたったが効果が低く，最終的には掘削孔に
強い圧力で水を注入することで，9日午前 11 時過ぎ
鎮火した。その後の調査によると，地中から噴き出
した天然ガスにライターの火が引火したものとわか
った。

下水道終末処理場でガス爆発 水道工事現場でガス爆発

1999 年 1 月 16 日 長野県諏訪市豊田 1993 年 2 月 1 日 東京都江東区塩浜
16 日午前 8 時 20 分ころ，下水道終末処理場内の建
設中の施設屋上で，作業員がガスバーナーを使う作
業をしていたところ，突然足下が爆発し，２人が死
傷した。施設内のデッドスペースに充満した天然ガ
スに，バーナーの火が引火して爆発した模様。

1日午後 11 時 30 分ころ，送水管埋設のための地下
トンネル掘削中にガス爆発が起き，作業員４名が死
亡，１人が重体となった。トンネル深さは地下約 27
メートルで，トンネル先端部分より急激に噴き出し
たメタンガスに引火したものと思われる。事故後も
メタンガスの噴出は続いた。工事前のボーリング調
査ではガスの存在は確認できなかったという。

下水道工事現場でガス爆発 寮でガス爆発

1993 年 1 月 23 日 茨城県水戸市塩崎町 1991 年 11 月 25 日 千葉県茂原市東郷
23 日午前 10 時ころ，下水道工事現場で爆発事故が
発生し，作業員など６人が数週間のやけどを負った。
現場は深さ約 27 メートルで，掘削機の近くで突然
地中から噴き出したと思われる可燃性ガスが燃焼
し，付近にいた作業員が負傷したもの。

25 日午前 11 時 35 分ころ，民間会社の男子寮で爆発
事故が発生，寮の天井の一部が破損，１人がやけど
を負った。
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温泉施設でガス爆発 中学校でガス爆発

1990 年 6 月 18 日 北海道十勝管内池田町清見ケ丘 1988 年 4 月 8 日 千葉県茂原市高師
18 日午前 8 時 10 分ころ，オープン直前の温泉レジ
ャー施設の地下機械室でガス爆発があり，建設作業
中の２人が死亡，１名が重傷を負った。コンクリー
ト製の貯湯漕から湯中に含まれていた天然ガスが漏
れて，室内に滞留し，作業中の火花が引火した。天
然ガスの存在は知られており，ガス分離装置の設置
を検討中に事故が起きたという。

8日午後 2時 10 分ころ，市立茂原中学校校舎の１階
ポンプ室で爆発が起き，入り口の鉄製扉が破損，制
御盤の一部が燃えた。火はすぐに消し止められた。
怪我人はいない。ポンプ室の配管のすきまから天然
ガスがポンプ室内に流入し，電気火花により引火し
た模様。
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東京都内の建築工事におけるガスの噴出状況とその対策事例
（「営繕工事におけるメタンガス防災対策要領　平成５年７月　東京都財務局営繕部」を一部修正して使用）

調査年度
又は

建設年度
施設用途とその概要 所在地 メタンガスの噴出状況等 メタンガス防災対策

昭和 33 年度
（建設）

１「保育園」
・RC-4F
・延面積：1,146 ㎡
・敷地の過去の状況

：不明

葛飾区
東堀切

杭工事の溶接時に発火。
平成 5年度に，可燃性ガス検知
器で排気口部分を調査したが，
ガスは検知されなかった。

ピット内及びスラブ下から発生
しているメタンガスを 6箇所に
まとめて，排気管を用いて屋上
（GL＋ 13m）に自然換気。
対策面積：466 ㎡

昭和 47 年度
～

昭和 49 年度
（建設）

２「小学校」
・RC-4F
・延面積：7,132 ㎡
・敷地の過去の状況

：蓮池

江 戸 川
区
本一色

杭の打設時にガスの発生を認め
た。
平成 5 年度現在噴出していな
い。

①床下自然換気
②一部パイプにより屋上に排気

昭和 48 年度
（竣工）

３「清掃工場」
工場本館
・建物：SRC主体
・基礎：鋼管杭
・その他：管理棟，
住宅計量室等
・敷地の過去の状況

：ゴミの処分場

江東区
夢の島

植込地で検知，昭和 60 年当時
は多少噴出があった。

設計計画時：宿舎は床を上げて
スラブ構造にして，換気ガラリ
を設置した。ポイント式のガス
抜き施設を配置した。
施工中：ガスの検査の実施
完成後：強制換気装置の増設，
定期的ガス検知の実施

昭和 51 年度
（開場）

４「展示館」
・建物：鉄骨主体 2F
・床組：梁RC, 床版 RC
・基礎：鋼管杭

江東区
夢の島

昭和 54 年頃まで，時々メタン
ガス警報器が鳴っていた。

①メタンガス警報器の設置
②防爆型の換気装置を採用

昭和 52 年度
（開場）

５「グランド」
・野球場，サッカー場
管理棟，その他

江東区
夢の島

昭和 60 年当時，グランド法面
下の水路でガスの噴出が観測さ
れている。

①マンホールにメタンガス排気
口を設置
②グランドにポイント式のガス
抜き孔を設置
③建物には自然換気のほか，必
要箇所には強制換気等を実施

昭和 50 年度
（調査）

昭和 51 年度
（竣工）

６「体育館」
・地下 2階 , 地上 2階
・建面積 9,661 ㎡
・基礎：鋼管杭
・敷地の過去の状況

：ゴミの処分場

江東区
夢の島

ゴミの埋立地上に建設されたた
め，ゴミの分解によって発生し
たメタンガスが，床下，地下室
及び地下ピットに滞留した。
床下を密閉すると 1日で濃度が
5％以上に達した。

地表面 7.5 ～ 7.9（㍑／ hr・㎡）

①二重壁内機械換気
②長尺床材による侵入防止
③開口による自然換気
④ピットはドライエリアによる
自然換気
⑤二重床内換気
⑥二重床下にガス抜きパイプを
設置
⑦共同溝は排気塔から換気
⑧床貫通部のシーリング
⑨ガス警報器設置（集中警報盤
により常時監視。強制換気と連動）

昭和 51 年度
（調査）

昭和 49 年度
～

昭和 50 年度
（建設）

７「福祉施設」
・地下 1階 , 地上 3階
・建面積：1,771 ㎡
・延面積：約 4,000 ㎡
・基礎：鋼管杭
・敷地の過去の状況

：ゴミの処分場

江東区
夢の島

建設時はメタンガスの噴出は予
測されなかった。完了時の手直
し工事中に，ゴミの分解によっ
て発生し，地下 1階ピットに滞
留していたメタンガスが，何ら
かの原因で着火・爆発。
現在も感知装置で定期的に確認
している。梅雨時期に警報が鳴
ることがある。

地表面max15.1（㍑／ hr・㎡）

①強制換気（空調機械室 , ポン
プ室その他。）

②自然換気（浴室ピット , 二重
スラブピット上部，
ピロティ等。）

③ 1階天井面に感知器設置。

メタンガス安全対策要項等を定
めて，現在も定期的にガス濃度
の測定管理を実施している。

昭和 50 年度
（建設）

８「児童館」
・RC-3F
・延面積：約 900 ㎡
・敷地の過去の状況

：埋立地

江東区
辰巳

杭工事施工中に杭の内部を通し
てガスが噴出。
現在も感知装置で確認している
が，ここ数年は，警報は鳴って
いない。

杭及び地中から噴出するガス
を，排気管を用いて屋上に自然
換気。また，天井面に感知器を
設置。

対策面積：約 350 ㎡



― 68 ―

調査年度
又は
建設年度

施設用途とその概要 所在地 メタンガスの噴出状況等 メタンガス防災対策

昭和 50 年度
（建設）
昭和 56 年度
（建設）

９「スポーツ会館」
・RC-3F
・プール棟
・延面積：約 8,600 ㎡

江東区
北砂

建設時はメタンガスの噴出を認
めず。
現在も，感知装置で確認してい
る。梅雨時期に警報装置が鳴る
ことがある。

プール棟，機械室及びピット
内部に感知器を設置。

対策面積：約 1,200 ㎡

昭和 50 年度
（建設）

10「中学校」
・RC-3F
・延面積：968 ㎡
・敷地の過去の状況
：紡績工場，学校

墨田区
文花

PC 杭を施工したところ，ガス
臭が漂った。また，ガスの発生
を伴う泡が出た。それらを集め
て点火したところ，わずかでは
あるが，燃焼が見られた。
現在はガス臭がしないので，湧
出はないと考えられる。

土間スラブ下に排気管を設置
して自然換気。

昭和 50 年度
（調査）

11「電話局」
・地下 1階，地上 3階
・建面積：1,621 ㎡

江東区
10 号
埋立地

地盤調査のボーリング孔及び基
礎の PCパイル中空部よりメタ
ンガスが湧出した。建物支持層
に地下天然ガスが存在（-60m）。
地表面 1.0（㍑／ hr・㎡）
〔実測＋推定値〕

①建物周囲にドライエリアを設
置
②室内換気ファン
③ガス警報器設置

昭和 52 年度
（調査）

昭和 52 年度
～

昭和 53 年度
（建設）

12「高等学校」
・地上 4階
・建面積：約 3,600 ㎡
・延面積：約 12,588 ㎡

江東区
大島

地下約 40mに打込まれたPCパ
イルよりメタンガスが噴出し，
パイル頭部を溶接中に着火し
た。300 本の杭中約 30 本の湧
出量が大。建物支持層（砂層）
に存在する天然ガス。

地表面等 1.6（㍑／ hr・㎡）
〔実測＋推定値〕

①強制換気（ガス警報器と連動）
廊下床下，エレベーターピッ
ト及び土間に接する機械室等
②自然換気（地下水槽，汚水桝
等）
③電線管路，スイッチボックス
等のガス侵入阻止及び自然換
気
④ガス警報器設置

昭和 53 年度
（建設）

13「福祉施設」
・RC-4F
・延面積：4,441 ㎡

葛飾区
南水元

杭工事及び根切り工事中に発火
した。
平成 5年度に，可燃性ガス検知
器で排気口部分を調査したが，
ガスは検知されなかった。

ピット内及びスラブ下から排
気パイプを地盤面まで突出させ
て自然換気

対策面積：約 500 ㎡

昭和 53 年度
（調査）

14「災害備蓄倉庫」
・地上 3階
・建築面積 588 ㎡

江東区
潮見

地表面及びボーリング孔（GL-
9m）よりメタンガスが噴出した。
地表面に投棄されたゴミの分解
ガスと地下天然ガスとが混合し
たもの。

① 1階床下に外気強制送入（警
報器と連動）
②地下室は設置しない
③室内強制換気（警報器と連動）

昭和 53 年度
（調査）

15「庁舎」
・地下 2階 , 地上 9階
・建面積：1,353 ㎡

江東区
大島

地下 2階ピット床よりメタンガ
スが湧出した。湧出のはげしい
ピットを密閉すると，1 日で 5
％に達した。建物支持層（砂
層）に存在する天然ガスが基礎
の PCパイルの中空部を伝わっ
てきたもの。
ピット内max3.9（㍑／ hr・㎡）

①ピット内強制換気
②地下 2階室内連続換気
⑨ガス警報器設置

昭和 54 年度
（調査）

16「倉庫」
・地上 4階
・建面積：3,566 ㎡

江東区
新砂

地盤調査のボーリング孔及び
PC パイル中空部よりメタンガ
スが湧出した。建物支持層（約
-60m）に地下天然ガスが存在。
湧出量の多い杭：5.0（㍑／
min）

① 1階床梁に通気孔を設置
②パイル内のガスを外部に放出
③ 1階室内強制換気
④ガス警報器設置

昭和 54 年度
（調査）

17「児童館」
・地下 1階 , 地上 3階
・建面積：1,754 ㎡

江東区
住吉

ベノト杭の掘削孔よりメタンガ
スが噴出した。建物支持層（約
-33m）に存在する天然ガス。

①自然換気を主体地下ピット
及び 1階ピットの全地下梁に
400cm2 以上の通気口を設置
②東電引込みピットに通風口を
取りつける
③地下ピットに強制換気を取り
つけて警報器と連動させる
④ガス警報器設置
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調査年度
又は

建設年度
施設用途とその概要 所在地 メタンガスの噴出状況等 メタンガス防災対策

昭和 55 年度
（調査）

18「処理場」
・地下 1階 , 地上 5階
・建面積：1,927 ㎡

江 戸 川
区
新田町
地先

地下 1階ピット内及び放流渠内
にメタンガスが湧出して，滞
留した。建物支持層（約 -60m）
に存在する天然ガス。

①地下 1階ピッ卜強制換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 54 年度
（調査）

19「共同住宅」
・地下 1階 , 地上 9階
・建面積：2,000 ㎡

足立区
綾瀬

H鋼構台杭引抜き孔（深さ-24m）
よりメタンガスが噴出し，地下1
階ピットに滞留。工事用溶接火花
により着火・爆発。-24mの砂層
に存在する天然ガス。
H 鋼引抜き孔から 17.0（㍑／
min）

①ピット内強制換気
（警報器，タイマーと連動）
②地下 1階床貫通孔シーリング
③ガス警報器設置

昭和 55 年度
（建設）

20「小学校」
・RC-3F
・延面積：3,800 ㎡
・敷地の過去の状況
：沼地・ゴミ処分地

葛飾区
東水元

杭工事の溶接時に足元で発火し
た。また，校庭の水たまりに気
泡が発生した。
平成 5年度に，可燃性ガス検知
器で排気口部分を調査したが，
ガスは検知されなかった。

ピット内及びスラブ下から排
気パイプを地盤面まで突出させ
て自然換気

対策面積：約 1,500 ㎡

昭和 55 年度
（調査）

21「処理場」
・地下 2階 , 地上 2階
・建面積：3,400 ㎡

江東区
新砂

地下 2階床及び壁から噴出した
メタンガスが地下 2階及び 1階
ピットに滞留した。
建物支持層（約 -60m）に存在
する天然ガスが基礎の PCパイ
ルの中空部を伝わってきたもの
と推定される。
地下1階床面max2.9（㍑/hr・㎡）

①地下ピット強制換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 56 年度
（調査）

22「マンション」
・地上階のみ

江東区
門 前 仲
町

PCパイル溶接中に着火した。
PC パイル中空部及び地表から
メタンガスが湧出した。100 本
の杭中 5 本からメタンガス検
出。
1 本 の 杭 か ら max0.6（ ㍑ ／
min）

①床下自然換気

昭和 57 年度
（建設）

23「中学校」
・延面積：7,036 ㎡
・敷地の過去の状況

：海岸埋立地

江 戸 川
区
清新町

建設時にピットでガス爆発があ
った。
平成 5年度現在，噴出していな
い。

①床下自然換気
②一部ピット内感知器設置
③一部ピット内強制換気

昭和 59 年度
（調査）

24「結婚式場」 足立区
綾瀬

地下 1階二重スラブ内の水面上
に気泡となって噴出した。

①二重スラブ内にφ 200 の塩ビ
管を入れて強制換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 59 年度
（建設）

25「球場」
・RC-3F
・延面積：3,793 ㎡
・敷地の過去の状況

：内陸埋立地

江 戸 川
区
西葛西

建設当時，特に目立つほどの湧
出しは認められなかった。
平成 5年度現在，噴出していな
い。

特に目立つほどの湧出は認め
られなかったが，埋立地のため，
安全を考えて対策を施した。
①ピット内自然換気

昭和 59 年度
（建設）

26「プール」
・RC-3F
・延面積：5,501 ㎡
・敷地の過去の状況

：内陸埋立地

江 戸 川
区
西葛西

建設当時，特に目立つほどの湧
出は認められなかった。
平成 5年度現在，噴出していな
い。

特に目立つほどの湧出は認め
られなかったが，埋立地のため，
安全を考えて対策を施した。
①ピット内強制換気

昭和 59 年度
（建設）

27「コミュニティ施設」
・RC-2F
・延面積：1,549 ㎡
・敷地の過去の状況

：工場跡地

江 戸 川
区
平井

杭の打設時にガスの発生を認め
た。
平成 5年度現在，時々噴出を認
める。

①床下自然換気
②杭（PC）から直接パイプを
挿入して柱に埋め込んで屋上
に排気

昭和 59 年度
（建設）

28「中学校」
・RC-3F
・延面積：2,199 ㎡

江 戸 川
区
中葛西

杭の打設時にガスの発生を認め
た。
平成 5年度現在，噴出していな
い。

①床下自然換気
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調査年度
又は
建設年度

施設用途とその概要 所在地 メタンガスの噴出状況等 メタンガス防災対策

昭和 59 年度
（建設）

29「陸上競技場」
・RC-3F
・延面積：7,200 ㎡
・敷地の過去の状況

：海岸埋立地

江 戸 川
区
清新町

建設当時，特に目立つほどの湧
出しは認められなかった。
平成 5年度現在，噴出していな
い。

特に目立つほどの湧出は認め
られなかったが，埋立地のため，
安全を考えて対策を施した。
①ピット内自然換気

昭和 59 年度
（調査）

30「病院」 江 戸 川
区
興宮町

地下 1階ピットで爆発。
PCパイル中空部より噴出。

ピット内 0.3（㍑／min）

①地下 1階ピット強制換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 60 年度 31「ターミナル」 江東区
辰巳

過去の実績から
0.144（㍑／ hr・㎡）と仮定。

①床下自然換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 60 年度 32「植物園」 江東区
夢の島

ゴミの埋立地のため，多量のメ
タンガスの湧出が予想される。
過去の実績から 7（㍑／ hr・㎡）
と仮定。

①床下に塩ビ配管し，強制換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 61 年度
（諷査）

33「海貨上屋」 江東区
青海

溶接火花で中空杭から出ていた
メタンガスに着火。
過去の実績から床面 8,600 ㎡で
1,084（㍑／min）と仮定。

①床下自然換気＋強制換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 62 年度
（建設）

34「くつろぎの家」
・RC-2F
・延面積：1,780 ㎡
・敷地の過去の状況

：工場跡地

江 戸 川
区
江戸川

建設当時，特に目立つほどの湧
出しは認められなかった。
平成 5年度現在，噴出していな
い。

特に目立つほどの湧出は認め
られなかったが，安全を考えて
対策を施した。
①ピット内自然換気

昭和 62 年度
（調査）

35「水族館」 江 戸 川
区
臨海町

ボーリング調査で杭の支持層か
らのメタンガスの噴出を確認。
（-60m）

①地下湧水ピット強制換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 62 年度
（建設）

36「スポーツセンター」
（プール）
・RC-2F
・延面積：3,863 ㎡
（ホール）
・RC-1F
・延面積：1,193 ㎡
・敷地の過去の状況
：河川敷･ゴミ処分地

葛飾区
高砂

建設時は対策を行っていなかっ
たが，完成後に建物周囲の水た
まりからガスが発生しているこ
とが判明。平成 3年度に改修工
事を行った。
平成 5年度現在，微量ではある
が，発生している。

プール：ピット内を強制換気，
地盤面に放出。
対策面積：約 1,600 ㎡

ホール：ピット内を強制換気，
屋上に放出。
対策面積：約 600 ㎡

昭和 62 年度
（建設）

37「病院」
・本館RC-5/1
・延面積：約 20,765 ㎡
・その他付属棟等

葛飾区
亀有

杭（長さ 41m）の工事中，降雨
後に杭頭部分にできた水たまり
から気泡が発生しているのを発
見。
天然ガス調査の結果，微量では
あるがメタンガスが発生してい
ることを確認した。

①地下湧水ピット強制換気
②メタンガス濃度常時監視

昭和 63 年度
（建設）

38「小学校」
・RC-3F
・延面積：約 1，889 ㎡
※江戸川区における
学校一般の代表例

江 戸 川
区
平井

メタンガスの湧出を認めず。 メタンガスの湧出は認められ
なかったが，ガスの発生が予測
される地域なので，安全のため，
対策を実施した。
①床下自然換気

平成元年度
～

平成 2年度
（建設）

39「小学校」
・RC-4F
・延面積：約 4,600 ㎡
・敷地の過去の状況

：高等学校
※江東区における
学校一般の代表例

江東区
亀戸

建設時は湧出を認めず。 土間スラブ下のピット内の地
中梁に貫通口を設け，外部に自
然換気で放出。
地盤調査のボーリングの結果
ではメタンガスの噴出は認めら
れなかったが，安全のため対策
を実施した。

平成 2年度
（建設）

40「クラブハウス」 江東区
夢の島

ガスの爆発事故があった場所に
隣接しているため，ガスの発生
を予測して対策を行った。

① 1階スラブ下の強制換気
②電気トレンチ蓋等の気密性を
犠牲にしてガスの滞留を防止
した（自然換気）



― 71 ―

調査年度
又は

建設年度
施設用途とその概要 所在地 メタンガスの噴出状況等 メタンガス防災対策

平成 2年度
（建設）

41「小学校」
・RC-4F
・延面積：3,892 ㎡

江 戸 川
区
平井

杭の打設時にガスの発生を認め
た。
平成 5年度現在，時々噴出が認
められる。

①床下及びピット内の感知器に
よる強制換気

平成 4年度
（調査）

42「東京国際展示場」 江東区
有明

中掘杭からメタンガスが噴出し
た。
平成 5年度現在，噴出していな
い。

① 1階スラブ下の自然換気
②地下湧水ピット等の強制換気
③メタンガス濃度常時監視
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天然ガス対策事例

１．大網白里アリーナの湧出ガス対策

大網白里町教育委員会スポーツ振興課

大網白里アリーナは施設建設時に敷地内でのガス

の湧出が確認されたため，湧出ガス調査を行い，ガ

ス湧出に対する対策が講じられました。

現在の対策設備は自然換気を主としており，将来，

ガスの湧出状況によってはブロアー等による強制換

気設備を設けられるように柔軟な対策がされていま

す。大空間であるメインアリーナ，サブアリーナ，

武道館，トレーニング室等はガス検知器の発報を受

けて，運用により開放するものとなっています。

休館日等の安全対策としては，ガス検知器の発報

を受けて機械警備により警備会社に速やかに連絡を

行い，開放を行うものとなっています。

１．湧出ガス抜き対策設備

■ 土間下及びピット内湧出ガス抜き管布設

　　 ＶＰ管 100 φ（有孔管）

■ 屋外放出管９箇所，丸型フード 2箇所

■ 換気設備　送風機　13 台

■ ガス漏れ警報器　36 台

２．施設概要

■ 施設名称　大網白里アリーナ（平成 18 年 5 月完成）

■ 所 在 地　千葉県大網白里町上貝塚 160

■ 構造規模　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　地上 2階

敷地面積 39,248 ㎡／建築面積 6,621 ㎡／延床面積 7,559 ㎡

■ 建物概要　メインアリーナ，サブアリーナ，トレーニングルーム，武道場，会議室，事務室等

ピット内湧出ガス抜き管

屋外放出管
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２．東京ビッグサイトのメタンガス検知システム

㈱東京ビッグサイト総務部施設課　金子和明

　東京ビッグサイトでは，東京湾岸（埋立地）という地域性から，

地下配管トレンチ及び地下駐車場にメタンガス検知装置を設置し

ています。メタンガスが発生し一定濃度を上回ると，防災センタ

ーに警報が上がると同時に，換気装置により外部に排出し，地下

での滞留を防ぐシステムとなっています。なお，平成 18 年 10 月

現在まで警報が発報したことはありませんが，今後とも施設利用

者の安全を第一に考え，これまで同様の運用を継続してまいりま

す。

１．検知システム

　地下各所に設けた検知器から採集したガスを現場監視盤内で濃

度測定し，換気ファンの発停及び警報発報を行います。

■ 赤外線ガス測定装置（URAS3G10S　理研計器㈱）

■ 会議棟　　メタンガス検知器× 10 箇所  現場監視盤× 1面

■ 西展示棟　メタンガス検知器× 7 箇所　現場監視盤× 1面

■ 東展示棟　メタンガス検知器× 10 箇所　現場監視盤× 1面

２．運用方法

■ 通常時地下トレンチの換気ファンは 5時間運転／毎日

■ 防災センター（24H有人）にてメタン警報を遠隔監視

■ メタンガス濃度による換気ファン自動制御

１）0.5vol.％　換気ファン運転

２）1.0vol.％　防災センターに警報　換気ファン運転継続

３）0.4vol.％　全て 0.4vol.％以下で警報復帰・ファン停止

■ 点検周期　巡回点検（1回／月），機能点検（1回／年）

３．施設概要

■ 施設名称　東京国際展示場（平成 7年 10 月竣工）

■ 所 在 地　東京都江東区有明 3丁目 

■ 建物面積　敷地面積 243,419 ㎡／延床面積 230,873 ㎡

■ 建築構造　鉄骨・鉄筋コンクリート造 

■ 各棟階高　会議棟　地上 8階，地下 1階

西展示棟（4ホール）　地上 5階 

東展示棟（6ホール）　地上 3階　地下 1階 

東京ビッグサイト

地下トレンチ内換気ファン

地下トレンチ内メタンガス検知器

メタンガス現場監視盤
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３．茂原市東部台文化会館の湧出ガス対策

茂原市都市建設部建設課住宅建築室　古川孝衛

当会館は茂原駅東 2kmに位置しています。建設時に基礎杭

添いに湧出ガスが確認されたため，当会館および隣接する体育

センターでは当初より主要室にガス漏警報器，換気扇を設置し

ています。さらに平成７年度には湧出ガス対策としてブロアー

による吸引排気設備等を設置し，ガスの強制吸引排気を開始し

ました。

　その後も定期的にガス濃度測定を行っており，建設から 20

年以上を経て，なおガスが湧出していることが測定結果から判

明しております。このため現在も，湧出ガスに十分留意した維

持管理を行い，施設の安全を図っています。

１．湧出ガス対策設備

■ 文 化 会 館 側

防爆型ブロアー 3台，ガス警報器 5台

天井自然換気口 1ヶ所（φ 150）

■ 体育センター側

同ブロアー 3台，ガス警報器 5台

更衣室・トイレ天井換気扇 4台

上部自然換気口 14 ヶ所，床下換気口多数

倉庫・通路天井換気口 2ヶ所

地下ピット用ガス抜管

２．運用状況

■ 稼働状況　防爆ブロアー，ガス抜換気扇（各 24 時間稼働）

３．点検状況

■ 濃度測定回数　年 2回

■ Ｈ 18 年度濃度測定結果（放出場所）

文化会館側 0.9%，0.15%，0.027%

体育センター側 1%（トイレ下），0.7%，0.45%

４．施設概要

■ 施設名称　茂原市東部台文化会館

■ 所 在 地　千葉県茂原市東部台 1-7-15（敷地面積 8,049 ㎡）

■ 建物概要　東部台文化会館（S60 年）延面積 2,974 ㎡ RC3 階建　図書館・音楽ホール・会議室

　　　　　　　 体育センター　（S61 年併設）延面積 879 ㎡　RC造一部 S造 2階建　体育館

防爆型ブロアー

体育センター湧出ガス対策設備

 床下換気口 

 放出管 

 自然換気口 

 ブロアー 
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上ガス（天然ガス）の事故防止に向けて
（同名の冊子より抜粋）
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地中ガス調査仕様

地中ガス調査仕様の事例を示す。

「地盤調査委託仕様書　平成 17 年４月　東京都財務局」より抜粋

（東京都財務局建築保全部技術管理課より提供）

３．７．１

調　査　目　的

３．７．２

地　表　調　査

３．７．３

地　中　調　査

７節 自然湧出ガス調査

　地中に自然湧出ガス（可燃性天然ガス以下可燃性天然ガスと呼称する）の存在の可能性の高

い地域においては特記により，建設予定地において，地表及び地中調査を行い可燃性天然ガス

の存在の有無及びその組成を調べ，安全かつ経済的な湧出ガス対策の設計及び施工に対する資

料を得ることを目的とする。

　地表に自然湧出する可燃性天然ガス（特にメタンガス）の調査は図示の地点をボーリングバー

（径 19 ㎜　Ｌ =1.5 ｍ）等で地表面を１ｍ程度削孔し，可燃性ガス検知器で濃度を確認する。

地中に滞留する可燃性天然ガス（特にメタンガス）は，下記方法で調査する。

１．測定孔の設置

　 　地中調査は図面記載の深度でかつ，可燃性天然ガスの滞留する可能性のある地層まで，ボー

リングを行った後，ストレーナー（ストレーナー区間長 L=10 ｍ程度，表面積の 3～ 5％程

度の開口率を有する。）加工したガス管（肉厚 3.8 ㎜，内径 53 ㎜）を設置し，清水で孔内洗

浄し，かつ孔内の泥水を清水におきかえる。

２．測定及び試料採取

　⑴ 　設置したガス管の上部にバルブ又はコックを取り付け孔内の圧力測定及びガス量の測定

を下記流量計などを用い測定する。

　⑵ 　上記圧力測定ガス量の測定結果，湧出ガス圧及び量が少ない時はバルブを密閉し１日放

置した後，水置換法，真空ポンプ等で採取容器に採取する。

３．分析方法

　 　採取した試料は下記のいずれかの方法により分析する。また，地下水については溶存ガス

を分離しガス分析を行う。
　⑴　質量分析法

　⑵　ガスクロマトグラフ法

４．分析ガスの種類

　　メタン，チッソ，二酸化炭素，酸素等を分析し濃度を測定する。

圧力測定 ブルドン管式圧力計

マノメーター

流量測定 気泡型流量計

水置換法

乾式，湿式ガスメーター

オリフィスメーター
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３．７．４

分　析　機　関

３．７．５

そ　　の　　他

３．７．６

報　　告　　書

試料の分析は下記機関による。

　⑴　帝国石油 k.k.　技術研究所

　⑵　石油資源開発 k.k.　技術研究所

　⑶　日本酸素 k.k.　分析センター

　⑷　理工系大学

　⑸　化学品検査協会

　⑹　その他監督員の承諾を受けた研究分析機関

１．ボーリング径は，特記のないかぎり径 86 ㎜とする。

２． 地中調査は危険のないように仮囲い等で周囲を保護するとともに，ガスの突然の噴出に備

えて噴出防止装置を設置する。

３．地中調査部分のボーリング貫入試験の有無は特記による。

４．調査完了後は監督員の指示により危険のないように埋戻しを行うこと。

１．自然湧出ガス対策を検討する。

２．報告書は３部提出する。



― 99 ―

協力者一覧

団　　体（五十音順）
大網白里町／千葉県立上総博物館／川崎地質株式会社／関東建設株式会社／関東地質調査業協会／関東
天然瓦斯開発株式会社／京葉天然ガス協議会環境委員会／社団法人全国建設業協会／長生村／株式会社
東京ビッグサイト／前田建設工業株式会社／茂原市

個　　人（五十音順、敬称略）
江澤　要／大石　博 ／永冶重治

施設整備・管理のための天然ガス対策ガイドブック

発行日　2007 年 3 月 1 日発行
編　集　営繕工事における天然ガス対応のための関係官公庁連絡会議
発　行　国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所
　　　　〒131-0043 東京都墨田区立花 1-24-1
電　話　03（3618）3191
U R L　http://www.ktr.mlit.go.jp/tokyo2ez/
E-Mail　tou2eizen@aa.ktr.mlit.go.jp

天然ガス情報をお寄せください。上記の東京第二営繕事務所技術課調査係まで



施
設
整
備
・
管
理
の
た
め
の
天
然
ガ
ス
対
策
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

施 設 整 備・管 理 の た め の

天然ガス対策
ガイドブック

営繕工事における
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施設整備・管理のための
天然ガス対策ガイドブック

　千葉県を中心に茨城、埼玉、東京、神奈川に及ぶ南関東地域一帯には、日本有数のガス田である「南関東ガ
ス田」が広がっています（表紙参照）。特に千葉県九十九里平野や東京都東南部低地は古くから天然ガスが湧
出する地域として知られており、こうした地域では施設整備や施設管理にあたって天然ガスに対する配慮を
欠くことはできません。本書は建築物における湧出天然ガスによる事故の防止を目的として、各界の専門家や
研究者により執筆されており、天然ガス発生地域における施設整備、施設管理に広く役立つものと考えます。

資源としての天然ガス
千葉県を中心に古くより天然ガスの採取が行われています。現在では千葉県内約 55 万戸
で利用されており、資源の少ないわが国にとって貴重なエネルギー資源となっています。
この章では南関東ガス田の概要、天然ガスの開発と生産の歴史、天然ガスの性質と利用
状況等を詳しく解説します。

天然ガス発生地域の地盤
はじめに南関東ガス田の形成過程や広域的な天然ガスの発生地域とその発生メカニズム
を説明します。さらに東京都および千葉県の地質や天然ガス発生地域、発生状況を詳細
に解説します。あわせて湧出ガスの発生や土壌汚染の発生を防ぐための注意点を示しま
す。

地中ガス調査方法
施設整備を計画するにあたっては、はじめに天然ガスの存在の有無や発生状況を知る必
要があります。この章では、調査の目的、資料調査や現地詳細調査等の具体的な方法と
注意点、調査結果の評価方法の事例、トラブル対策等を詳しく解説します。

天然ガスに留意した計画・設計
この章では設計技術の現状を明らかにした上で、これまでの経験から積み上げられてき
た４つの基本的な方策を紹介します。この方策に従い実施する天然ガス対策を具体的に
解説します。さらに実際の設計・施工事例を図と写真で示します。

天然ガスに留意した施工
はじめに敷地の状況に応じた対策のレベル設定の方法を示します。次に安全計画の作成
や安全管理体制整備の際のポイントを詳しく解説します。さらに建築工事における天然
ガス対策を施工段階ごとに図や写真を交えて具体的に示します。

天然ガスに留意した施設管理
施設管理者への引渡し時の注意点や引渡し後のフォローアップ方法を示します。次に施
設管理者が行うべき施設管理体制の整備や施設管理計画策定の際の留意点を説明します。
さらに施設の日常点検方法や日常管理上の注意点を具体的に解説します。

天然ガス対策の現状と今後
本書が作成される背景となった国、地方公共団体のこれまでの天然ガスに対する取組み
を紹介します。さらに関係する国、都、県の三者で設置された「営繕工事における天然
ガス対応のための関係官公庁連絡会議」の役割と今後の展望を示します。
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