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石油・ガス産業分野における

硫化水素モニタリング

硫化水素は、それ自体がもたらすリスクという点から見た場合、石油・
ガス生産現場において最も危険な化学物質です。 だからこそ、災害
予防措置は非常に重要で、適切なノウハウ、トレーニング、優れたガ
ス検知手法の選択により達成することができます。
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硫化水素がなぜそれほど危険なのか？
人間の嗅覚はわずか0.03ppmの濃度の硫化水素であっても
検知することができます。 その濃度が20ppm程度になると、
臭気は耐え難いものになり、 すぐに中枢神経系や心臓血管
系に損傷を与えるだけでなく、嗅覚を麻痺させます。 これは
致命的な結果をもたらします。なぜなら、自然な警告システ
ムである鼻が機能しなくなるからです。 500ppmを超えると
生命に危険が及びはじめ、700ppmでは呼吸麻痺、発作、意識
喪失により、身体は昏倒状態に陥ります。 濃度が1,000ppm程
度になると、一回の呼吸で即死することもあります。

硫化水素は無色で地面・床近くに蓄積するため、石油・ガス
産業界では、連続的な個人暴露濃度モニタリングが必要不
可欠です。 さらに、極めて高い濃度の硫化水素雰囲気に着
火源が存在すると、爆発が起こる可能性もあります。

硫化水素が人体に与える影響

目への刺激 – 
痛み、流涙、光感受性

嗅覚の喪失

細胞の酸素吸収の遮断

皮膚への刺激

神経系への影響: 
めまい、頭痛、吐き気、ショック状態、 

方向感覚の喪失、意識喪失 

短時間の高濃度 
ばく露による昏倒

肺への刺激: 
喉の痛み、咳、 

胸の圧迫感、肺内部の液体貯留、 
呼吸停止

窒息死
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硫化水素による潜在的危険がある場所と活動

陸上: 掘削場
地上の掘削場での石油・ガス生産、特に原油生産では硫化
水素が蓄積し、生産・処理エリアではドリルヘッドで振動が発
生することがあります。 掘削孔からドリルロッドを急速に引き
抜いた時が特に危険で、硫化水素を含む液体が地表に放出
される可能性があります。 ドリルが掘削孔の底に到達した場
合でも、掘削泥水が入れ替わって表面に引き上げられ、セー
フティクリティカルな（人間の生命に危険性を及ぼす）瞬間
が発生することがあります。 これはサンプルポイントや掘削
孔のテスト中でも同じです。1 

その他の予測不可能な不安定要因: 同じ油田・ガス田でも、
それぞれの掘削場で硫化水素の濃度は異なり、一桁ppmの
低い濃度から二桁ppmの高い濃度までさまざまです。2 

陸上: サワーガス田
サワーガス田で生産されるガスには、極めて高い濃度の硫
化水素が含まれており、それが、「サワー（不快な酸性の）」ガ
ス田と呼ばれる所以です。 
アラブ首長国連邦のシュワイハット・サワーガス貯蔵施設で
は、5,000メートルの深さに貯蔵所が位置し、 そこに貯蔵され
ている硫化水素の濃度は23%です。 この施設は作業員にと
って、大きな危険性があるだけではありません。硫化水素は
腐食性も非常に高いため、プラントの配管や設備構造物な
どを継続的に監視する必要があるのです。 このような状況
では厳格な安全対策が必要です。3 

サワーガス田、特に硫化水素の濃度が高い、いわゆる「レッド 
ゾーン」では、自給式呼吸器なしで作業をすべきではありま 
せん。 このような場所で使用する呼吸用保護具には、硫化 
水素に対する極めて高い防護性能が備わっている必要があ 
ります。 呼吸抵抗を低減させるためには、作業員の呼吸用 
空気供給システムにも配慮する必要があります。 このよう 
な種類の掘削プロジェクトでは、作業員を潜在的なガスの 
危険から守るために、睡眠中や休憩時間中の活動もモニタ 
リングすることが非常に重要です。

海上: 石油プラットフォーム
リグによる石油掘削においても、掘削泥水から突然高濃度
の硫化水素が放出される危険が常に存在します。 シャフトタ 
ワー周辺やすべてのパイプ接続部において、硫化水素放出
の危険性が極めて高いことから、当然ながら、プラットフォ
ーム上の従業員の滞在エリアも高いリスクにさらされてい 
ます。 これは石油タンカーでも同じで、 貯蔵エリアと処理エ
リアもリスクの高い場所とみなされています。

Eric Dzuba、前グローバルビジネス マネージャー、 
ドレーゲル 石油・ガス・化学産業部門

硫化水素は 石油・ガス産業界で 
遭遇する最も危険なガスの一つ
です。 毎日のように、硫化水素ば 
く露を原因とする災害や死亡事 
故が発生しています。
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難用保護具の準備やそれに対応する訓練方法など、実際に
機能するような緊急事態時への対策を確立する必要があり 
ます。

災害防止策の立案および測定手順の決定にあたっては、公
的機関が制定した職業ばく露限界 (OEL) が重要な指標とな
ります。 これらは短期および長期にわたる、硫化水素の作業
環境での最大ばく露値の目安となります。 この値は以下の
概要が示すように、世界各国・地域で異なります。

精製所:
製油工程において、硫化水素含有量の高い原油に対しては、
脱硫が行われます。 この際、輸送ポイントにおけるリスクは
極めて高くなりますが、 モニタリングが必要なのはこれらの
箇所に限りません。 万一、損傷や事故が発生し高濃度の硫 
化水素が放出された場合、 最大数キロメートルにも及ぶ、避
難が必要な周辺地域に対しても、十分なモニタリングを行う
必要があります。

石油ガス産業において、特に硫化水素によるリスクが
高いエリア:
– 掘削ポスト
– 掘削孔バルブ
– 振動する岩盤
– 掘削泥水槽
–  硫化水素で汚染された排水用 パイプライン/ポンプ

ステーション
– 原料貯蔵エリア (製油所)
–  パイプライン、タンク、バルブ (タンク貯蔵エリア): 
  <200,000 ppm4 
– 閉鎖空間、タンク内作業 

硫化水素モニタリングのコストに関する議論
作業員の命が脅かされるような硫化水素の放出による重大
事故に加えて、経済的な観点からも現場での継続的なモニ
タリングが要求されます。なぜなら、人、プラント施設、環境へ 
の広範な損傷により、ダウンタイムとコスト負担が生じるか
らです。さらに、 正確に要求事項が定義され、その目的に合 
致することを検討されたガス検知技術があれば、効率性を 
改善することができます。 例えば試験的な掘削中は、高価 
で設置に時間のかかる恒久的なガス測定システムの代わ
りに、柔軟性の高いモバイル・ガスモニタリング ソリューショ
ンを採用できます。

災害防止: 硫化水素による災害を防ぐ
リスク管理計画や適切な予防対策を策定する上で重要と
なる情報は、現場のリクスアセスメントから引き出すことが
できます。 これはまず、測定手順を計画し、適切な検知技術
を選択することから開始されます。 事故発生時に備えて、避
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世界各地の硫化水素の職業ばく露限界 (一部)

機関       名称 長時間ばく露値  短時間ばく露値 
  (8時間シフト) / TWA (15分) / STEL

NIOSH (米国)   REL  10ppm (10分)5 

OSHA (米国)6    PEL 20ppm 50ppm (10分)

ACGIH® (米国)7    TLV® 1ppm 5ppm

英国   WEL 5ppm 10ppm

カナダ8   TLV® 1ppm 5ppm

オーストラリア9    OEL 10ppm 15ppm

ドイツ   AGW  5ppm10 

EU11   5ppm 10ppm

ACGIHおよびTLVは、米国産業衛生専門家会議の登録商標です。

略語一覧: 
REL: 
勧告ばく露限界
PEL: 
許容ばく露限界
TLV®: 
ばく露限界値
WEL: 
職場ばく露限界 (英国)
OEL: 
職業ばく露限界 (オーストラリア)
AGW:
職業ばく露限界（ドイツ）
TWA: 
時間加重平均値
STEL:
短時間ばく露限界 (15分)

公的基準は一般に、それぞれの企業独自のガイドラインで
補足されます。 特にこれは、ガス検知の警報設定値 (プレア
ラーム – A1、本アラーム – A2) の定義には、各社の安全に対
する考え方が反映されます。

プロジェクト段階ごとの 硫化水素モニタリング対策
石油・ガス採掘プロジェクトでは段階12によって、異なる濃度
に対するモニタリング技術および測定手順が必要となりま
す。これは、リスクの発生したタイミングや放出された危険物
質の量は、場合ごとに大きく異なることがあるからです。

試験的掘削:  地質予測に従って実施。 硫化水素の濃度 
は不明。 
アセスメント段階: 連続モニタリングは必要ないが、現場点
検時に個人暴露モニタリングの可能性あり。
開発段階: 作業の進捗に合わせて、可搬式によるエリアモニ
タリングを採用。
生産: 長期 (約10年以上) にわたる連続モニタリングが必 
要。定置式ガス検知警報装置の設置が推奨される。
EOR (石油増進回収): 深岩層への圧縮ガス注入による掘削
では、極めて高濃度の硫化水素放出のリスクが増加。

石油・ガス田のライフサイクル段階

試 掘

評価

開発

製品

EOR
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測定手順および測定技術の選択 
まず、一時的な作業現場モニタリング、恒常的なエリアモニ
タリング、腐食した配管などのリーク検知をそれぞれ区別す
る必要があります。 新しい石油・ガス田を探査する場合は、
その時点では恒久的なガス測定システムを設置する価値
はありません。

定置式のガス検知警報システムを使ったモニタリングは生
産の開始段階から使用することが推奨されます。 特に、カザ
フスタンなど新しい採掘地では、硫化水素が最大15%含ま
れているサワーガス田があると言われており、このような場
所では、作業員とプラントを保護するために適切な技術的、
組織的対策を確立する必要があります。 保護具や携帯型ガ
ス検知器に加え、プラントの大規模監視および漏洩の早期
検知のための定置式ガス検知警報システムが必要です。  
現場に特化したリスク分析により、シングルスポット測定とエ
リア測定、どちらの測定が適しているかを明らかにすること
ができます。

ここで大切なのは、適切な検知用センサ技術の選択および、
センサヘッド、ガス検知部の設置にあたり、ガスや蒸気の物
質特性や環境条件を考慮することです。 可燃性ガスおよび
酸素検知警報器の選択、設置、適用、メンテナンスに関する
詳細は、技術規格 IEC/EN 60079-29-2に示されています。

特定の使用や設置条件下におけるガス拡散をシミュレーシ
ョンするプログラムもご利用いただけます。 これらはガス 
を検知するセンサ部の最適な設置ポイントの判断をサポー
トします。

広範囲にわたるプラントエリアモニタリングには、いわゆる 
「オープンパスガス検知技術」が良い選択肢となります。  
この技術を使用するとオープンな場所でのガス検知が可
能となるため、主にメタンやプロパンなど可燃性炭化水素
の検知に使用されていますが、 有毒ガスの検知にも使用 
できます。

選択にあたって考慮すべき その他の要素:
– 強風発生の可能性 (特に暴風)
– 通常の風の向き
– 砂や雪の影響
– 極端な大気温度 (高温/低温)
– 大気温度の突然かつ急激な変化
– ガス検知部（センサ部）が設置可能な場所
– ガス検知部間の距離

最適な検知技術とその原理 (電気化学式/光学式) の選択に
あたっては次の要素も考慮する必要があります:
– 最速応答時間 (t90)
–  悪条件下や低い濃度範囲 (1ppm未満)でも  

正確な測定が可能であること
– 過剰ばく露後の指示値の素早い回復
–  ゼロ点の安定性、ドリフトの無いこと、アラーム誤動作の無 

いこと
–  特 に チ オ ー ル 、一 酸 化 窒 素 、二 酸 化 硫 黄 、塩 素 、  

ヒドラジン等に関して最小限の干渉
–  そ の 他 の ガスに対 する耐 汚 染 性   ( 電 気 化 学 式 セン 

サーの場合)
–  規制への準拠: 防爆ゾーンにおける機器使用に関す 

る要件
–  該当する場合、ガス検知警報システムにおける警報発 

報時の安全機能を確認するための 監査を含む (SIL)
–  その他のシステムコンポーネントとのデータ通信用イン

ターフェースおよびデータ共有の能力(特に緊急事態と 
遠隔的からの指示に関するもの)

–  センサーの耐久性 – 該当する場合、メンテナンスと 修理
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個々の適用状況に応じて、プラントエリアのモニタリングに
は複数の検知技術を利用することができます。 これらの検
知技術にはそれぞれ長所と短所があるため、選択の際には、
測定範囲、測定精度、耐汚染性、被毒性などを考慮する必要
があります。

要点: 
突然発生し生命を脅かす硫化水素のリスクを 
認識し、災害防止対策を十分に理解することにより、
事故の発生頻度を減らすことができます。 連続的な
測定と測定結果の評価は 安全対策責任者の仕事 
です。 そのため、それぞれの施設ごとに硫化水素対
策プログラムと 関連サービスを確立することが不可
欠です。

このトピックに関するさらなる情報は、 以下をご覧く 
ださい。

ホワイトペーパー: 硫化水素 – 石油・ガス産業分野で増えて
いる課題

動画: 安全な呼吸 – 極めて高濃度の硫化水素環境下

ホワイトペーパー: 安全な呼吸 – 極めて高濃度の硫化水素
環境下

ホワイトペーパー: 緊急時避難計画のための最適な避難用
呼吸用保護具の選択

出典: 

1 How to ensure H2S safety on offshore rigs. http://www.drillingcontractor.org/

how-to-ensure-h2s-safety-on-offshore-rigs-8267, 最終検索日: 2017年12月5日

2 H2S control keeps gas from big offshore field on spec. http://www.ogj.com/

articles/print/volume-89/issue-21/in-this-issue/general-interest/h2s-control-

keeps-gas-from-big-offshore-field-on-spec.html; 最終検索日: 2017年11月28日

3 Lagerstätte Shuwaihat – Erkundung und Bewertung. https://www.wintershall.

com/fileadmin/07_Reference_Data/01_Factsheets/01.2_Deutsch/01_Gesamt/

Factsheet_Shuwaihat_de.pdf, 最終検索日: 2017年5月12日

4 http://www.indsci.com/docs/Press/EHS0910_SafetyOilGas.pdf, 最終検索日: 

2017年12月5日

5 https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0337.html; 最終検索日: 2018年9月10日

6 https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0337.html; 最終検索日: 2018年9月10日

7 https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/hydrogen_sulfide.

html; 最終検索日: 2018年9月10日

8 Analogous to ACGIH®/TLV®; contingent on province/territory;  

https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/ 

hydrogen_sulfide.html; 最終検索日: 2018年9月10日

9 https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1804/

workplace-exposure-standards-airborne-contaminants-2018_0.pdf, 最終検索日: 

2018年9月10日

10 http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/000000.

xml?f=templates&fn=default.htm&vid=gestisdeu:sdbdeu; キーワード: hydrogen 

sulphide; 最終検索日: 2018年9月10日

11 http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/000000.

xml?f=templates&fn=default.htm&vid=gestisdeu:sdbdeu; キーワード: Hydrogen 

sulphide; 最終検索日: 2018年9月10日

12 Der „Lebenszyklus“ eines Öl- und Gasfeldes. https://www.wintershall.com/de/

unternehmen/geschaeftsprofil/wertschoepfungskette.html#c9734, 最終アクセ 

ス日: 2018年9月10日
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