
水素スタンドに関する規制の円滑な運用について 
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２ 

高圧ガス保安のスマート化に向けた検討について 

１．自主保安の高度化を促す制度へ 
① 認定制度における優遇措置の拡充やすそ野の拡大（新認定事業所制度の創設） 
② リスクアセスメント・ガイドラインの作成・公表 
③ 人材育成プログラムの作成・公表 

２．新技術等への対応を円滑化する 
① 国内規格（JIS等）や国際・海外規格（ISO、ASME等）をスムーズに取り入れ、 

活用できる仕組みを構築（ファスト・トラック制度の創設） 
② 水素ステーション・燃料電池自動車の普及に向けた規制見直し 
③ 災害発生のリスクに応じた規制対象の再検討（災害発生のリスクの小さい製品等） 
④ 新冷媒の普及に向けた規制見直し 

３．安全レベルの維持・向上を前提としたコストの合理化 
① 事故報告の見直し 
② 高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類の省略 
③ 重大事故等における合同ヒアリング・注意喚起の実施 

• 平成２７年３月に開催された産業構造審議会保安分科会の議論を受け、以下の項目について、
３つの方針の下、高圧ガス保安規制の見直し（高圧ガス保安のスマート化）を行った。 



○認定事業所の中でも、更に高度な保安の取組を行っている事業所を「スーパー認定事業所」として認定し、 
日本の産業保安の取組を牽引する事業所とする。 

○スーパー認定事業所では、重大事故の未然予防のため、以下の観点を中心に高度保安を実施することとなる。 
 ① 高度なリスクアセスメントの実施。 
 ② IoT、ビッグデータ等のヒトを補完する新技術の導入。※適用の効果などの情報交換を行うフォーラムを開催する 
 ③ 高度な教育の実施。 
 ④ 社外の知見を活用するため第三者機関によるアドバイスを実施。 
 ⑤ 適切に連続運転期間、検査手法を評価できる体制の整備。 
○インセンティブは、連続運転を８年を限度に自由に設定・変更等 

○検査体制が確立しており、かつ、本社の関与、リスクアセスメント等の取組ができており、安全性が十分担保されていると考えられることから、年に１
度の保安検査の自主検査、連続運転を認めている。 

○インセンティブは、認められた期間の連続運転等 

高圧ガス保安法対象事業所（星なし） 

○現行の認定事業所の主なインセンティブは「プラントの連続運転」である。 
○このため、連続運転によりメリットを享受できる石油プラント、石油化学プラントが主に認定を受けており、バッチ処理等を行い連続運転によるメリット

が享受できない化学プラント等においては、認定事業所制度は活用されていない。 
○ついては、石油プラント、石油化学プラント以外でも自主保安を実施している事業所も「自主保安高度化事業所」としてインセンティブを受けられる

制度をつくり、産業界全体の保安力の底上げができる仕組みをつくる。 
○自主保安高度化事業所では、検査の体制整備等自主検査や連続運転に係るものについては要件から除き、本社の関与、リスクアセスメント等

の観点から自主保安に取り組むこととなる 
○インセンティブは、届出対象となる範囲の拡大等 

新認定事業所制度について 

スーパー認定事業所の考え方（三つ星☆☆☆） 

認定事業所の考え方（二つ星☆☆） 

自主保安高度化事業所※の考え方（一つ星☆） 

・ プラントの高経年化、熟練従業員の減少等に対応するため、また、自主保安の裾野を広げるため、「スーパー認定事業所」、「認定事業所」、「自
主保安高度化事業所」として多段階評価し、インセンティブを与えることで、自主保安の取組を促進する。 
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◇連続運転、自主検査の実施 
  ※認定事業所と同じ 
◇連続運転期間を８年を限度に自由に設定 
  ※認定事業所は、連続運転期間を認定時に設定。スーパー認定事業所は、８年を限度に連続運転期間の変更に係る審査等の対

応が不要。 
◇検査手法を自由に設定 
  ※認定事業所は大臣が認定した検査手法を使用可能 
◇認定期間を７年間に延長 
  ※認定事業所は５年間 
◇許可が不要となる範囲（軽微変更）の拡大（特定設備の取り替え（処理能力等に変更がないものに限る）等） 
◇スーパー認定事業所フォーラムへの参加 
◇三つ星マークの活用 等 

○スーパー認定事業所に対する優遇措置 

１９ 

○認定事業所に対する優遇措置 
◇大臣が認めた期間の連続運転を認める（４年間等） 
  ※通常は、１年毎に運転を止めて検査 
◇自主検査の実施 
  ※通常は、都道府県が実施 
◇許可が不要となる範囲（軽微変更）の拡大（特定設備を除くガス設備 等） 
◇保安検査実施猶予期間の拡大 
  ※通常は１年に１度実施し、検査を前倒しするとその時点から１年後に実施が必要。前後３ヶ月の猶予期間を与える。 
◇二つ星マークの活用 

新認定事業所制度の優遇措置について 

○自主保安高度化事業所に対する優遇措置 
◇許可が不要となる範囲（軽微変更）の拡大（特定設備を除くガス設備 等） 
◇保安検査実施猶予期間の拡大 
  ※通常は１年に１度実施し、検査を前倒しするとその時点から１年後に実施が必要。前後３ヶ月の猶予期間を与える。 
◇一つ星マークの活用 ４ 



民間団体等 高圧ガス保安協会（KHK） 経済産業省 都道府県等 

Ⅰ 規格・基準 
作成 

Ⅱ 規格・基準の 
評価 

Ⅲ例示基準化 

Ⅳ 許認可等 
の実施 

例示基準の
改正案作成 

例示基準の
改正等 

例示基準化の要望 

「評価結果」を
ＫＨＫの 
ＨＰで公開 

民間団体・事業者等 
による規格・基準作成 

 
 

個別・ 
グループ申請 
（公開） 

①～④のどのルートで実施するかは、事業者の選択による 
（KHKに相談体制を構築。必要に応じて国に相談も可）。 

② 

都道府県等による 
許認可等の実施 

⑤ 

事前評価委員会 
による評価 

① グループで申請し、その結果をグループ内で共有することが可能。 
予め包括的な事前評価として申請すれば、 
複数都道府県等への提出も可能 

評価結果が申請者以外も活用することが可能である場合、 
希望に応じて評価結果を、ＨＰ上で公開 
申請者以外も活用でき、複数都道府県等への提出も可能 

グループ申請 
（非公開） 

③ 

例示基準以外の案件について、 
個者単位で評価し、それを基に執行機関が判断 
予め包括的な事前評価として申請すれば、複数都道府県等への提出も可能 

個者申請 
（非公開） 

５年以内を目途に、 
随時、例示基準化を検討 

包括的（公開） 

規格検討委員会
等による評価 

④ 
事業者の要望に応じて 
KHKの評価結果として公開 

ファスト・トラック制度について 
・ 例示基準がないと都道府県等の許認可等の判断が困難となる場合がある。 
・ このため、専門家の技術的な評価を踏まえて都道府県等が許認可等を判断できる仕組みを構築することが重要。 
・ 具体的には、従前の事前評価システム※を拡大し、グループ申請や複数都道府県への提出など包括的な申請方法を構築することとし、 
  また、評価結果が申請者以外も活用することが可能である場合、希望に応じてＨＰ上で公表して、申請者以外も活用できるようにするなど、下

記のシステムを構築する。本制度は、平成２８年１０月１日施行済み。年内に運用開始見込み。 
※申請される内容を高圧ガス保安協会が事前に評価し、その評価結果を都道府県等が許認可等の判断の参考とすることができるシステム。 
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１．産業保安のスマート化について                
 
 
２．水素スタンド関連規制の見直し状況について 
 
 
３．水素スタンドの保安の確保と規制の円滑な運用に向けて 
 
 
４．水素スタンド関連事故の概況と水素のリスクについて７．指定保安検
査機関立入検査等における主な指摘事項 
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・従来の距離規制（８ｍ）を
性能規定化することにより実質
的に距離の短縮が可能。スタン
ドレイアウトの自由度が向上。 
（82MPs：８ｍ、 
  40MPa：6ｍ） 

ホンダ・岩谷の水電解スタンド    ニモヒスの移動式スタンド 

２．ガソリンスタンド①や天然ガススタンド②との併設が可能へ 
  （①平成２４年５月、②平成２６年４月） 

 ・既存のガソリンスタンドや天然ガススタンドと併設することにより、建設及び運用コストが削減。 

３．公道とディスペンサー間の距離基準の性能規定化 
                   （平成２８年２月） 

４．移動式水素スタンド、小規模水素スタンドの基準を整備      
                  （平成２８年２月） 

１．８２ＭＰａの水素スタンドの設置が可能へ 
      （平成２４年１１月、平成２６年１１月） 

 ・燃料電池自動車の航続距離延長に対応するため、８２ＭＰａの水素スタンドの技術基準を整備。 
 ・輸送等で効率的な液化水素に対応するための技術基準を整備。 
 ・これらの規制見直しにより、本格的な普及が可能へ。 本格 

普及へ 

40MPaスタンド 

82MPaスタンド、都
市部でガソリン又は
天然ガススタンドとの
併設可能 

代
替
措
置 

公
  
      
道 

公      道 

８ｍ 

水素スタンドに係る規制見直しの代表的な成果 
 これまでの規制改革実施計画等を踏まえ、水素スタンドに係る規制の見直しを実施。 
 （H25年実施計画25項目他 H27実施計画は一部実施済み） 
 水素スタンドの設置に係る基本的な規制の整備は実施済み。 
 安倍総理は「水素の活用を阻んできた規制を昨年一挙に改革しました。(H26.9.29）」「安倍内閣の規制改革

によって、昨年夢の水素社会への幕が開きました。(H27.2.12)」と発言。 
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平成１６年３月３１日  燃料電池自動車用水素35MPa容器の基準を整備                                
【ＦＣＶの公道走行が可能に】                                         省令 

平成１７年３月２４日  ４０ＭＰａ水素スタンドに係る技術基準を整備                                 
【３５MPaFCV用のスタンド設置が可能に。研究、実証が加速】                        省令 

平成２４年１１月２６日 ８２ＭＰａ水素スタンドに係る技術基準を整備                                 
【７０MPaFCV用のスタンド設置が可能に。実用段階のインフラ整備】                              

省令等 
（同年12月26日例示基準） 

平成２５年５月１３日 燃料電池自動車用水素７０MＰa容器の基準を整備                               
【実用段階のＦＣＶに対応】                                                                                               

省令等 
（同年５月１５日例示基準） 

平成２５年８月１５日 複合圧力容器を特認制度として導入                                      
【容器コストが半減】                                                                                                                             省令 

平成２６年３月３１日 圧縮水素運送用容器の３５ＭＰａ→４５ＭＰａの引き上げ                            
【輸送効率向上】（容器検査と車検制度との時期の整合化措置） 省令等 

平成２６年４月２１日 水素ステーションにおける使用可能鋼材の拡大 【材料費削減、新技術導入】                   
水素スタンドとＣＮＧスタンドとの設備距離の緩和 【導入コスト（土地代）削減】 省令等 

平成２６年５月３０日 国連のＷＰ２９で採択されたＨＦＣＶ－ｇｔｒ容器を国内法令に取り入れ                                                            
【世界最速で国際基準を導入】                                                                                        

省令等 
（同年12月2日例示基準） 

平成２６年１０月２日 設計係数の低い設備、配管等の技術基準適合手続きの簡素化                         
【例 充塡ノズルの重量が半減、価格が2～３割減】 KHKS等 

平成２６年１１月２０日 
液化水素貯槽設置、付属冷凍設備（プレクール設備）、 
複合材料（カーボンファイバ）を使用した蓄圧器の基準を整備                          
【貯蔵や輸送の効率化、短時間（３分）の充塡、スタンドのコスト低減に貢献】 

省令等 

 水素スタンド・燃料電池自動車に係る主な規制見直し  

説明：黄色の項目は車両関係 
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平成２８年２月２６日  

小規模な圧縮水素スタンド、移動式圧縮水素スタンドの基準の整備、 
圧縮水素トレーラー用容器の水素充てん時等の温度上限の緩和、 
公道ディスペンサー間の距離基準の性能規定化、フープラップ複合蓄圧器の基準整備 
【様々なスタンドの普及、スタンドのコスト（土地代）削減、レイアウトの自由度拡大に貢献】  
大臣認定試験者の認定品に水素スタンド関係を追加 
【認定品については新設、交換時の検査が不要となるため、設計、審査の容易化、迅速化】 
検査充塡用の容器への許容、FCVの容器を貯蔵の規制の対象外とする措置の導入 
【水素スタンドの運用円滑化、FCVの円滑な普及に貢献】                                       

省令等 

平成２８年６月３０日 国際的な相互承認の仕組みを構築するため、新たに省令等を制定。 
【FCVの国際的な普及、海外のFCV輸入の円滑化に貢献】 省令等 

平成２８年１０月１日  ファストトラック制度の導入 
【例示基準によらない民間規格、海外規格導入の迅速・円滑化。自治体における審査の迅速化】  通達 

平成２８年１１月１日 

地盤面下に高圧ガス設備を設置する場合の技術基準の整備 
水電解水素昇圧装置の技術基準を第一種製造事業者の対象に追加 
【様々スタンドの普及、スタンドのコスト（土地代）削減、レイアウトの自由度拡大に貢献】  
 
水素ステーションにおける使用可能鋼材の拡大（SUH６６０の使用温度範囲を５０℃から１２
０℃に拡大。） 【材料費削減、新技術導入】              
 

省令等 

 水素スタンド・燃料電池自動車に係る主な規制見直し  

説明：黄色の項目は車両関係 
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水素ディスペンサー 

H2 

マルチステーション 

水素トレーラー 

 
○ 容器の圧力上限緩和（35→45MPa） 
  【高、26年３月】 
○ 安全弁の種類追加（ガラス球式） 
  【高、27年３月】  
○ 容器等に対する刻印方式の特例 
  【高、24年３月】 
○ 上限温度の見直し（40→65℃） 
  【高、28年２月】  

○ 公道充填のための基準整備【高、27年３月】 
○ 水電解機能を有する昇圧装置の定義 
  【高、26年３月】 

給油空地 

 

○ 保安検査の基準整備（40MPa） 
  【高、27年12月】  
○ 設計係数の緩和の手続き簡素化 
  （配管等：４→２．４倍） 
  【高、26年10月】 
○ 配管等への使用可能鋼材の拡大 
  【高、26年11月】 
○ 蓄圧器への複合容器使用の基準整備 
  【高、26年11月】 
○ 使用可能鋼材の性能基準化 
  【高、26年11月】 
○ 設計係数の緩和（特定設備：４→２．４倍）   
   【高、27年３月】   

材料の規制 
 
○ 82MPaスタンドを設置する基準整備 
  【高、24年12月】 
○ 市街地における水素保有量の増加 
  【建、26年12月】 
○ 液化水素スタンドの基準整備 
  【高、26年11月、建、26年12月、消、27年６月】 
○ 小規模スタンドの基準整備 
  【高、28年２月、建、28年３月】  
○ 市街地における水素保有量上限撤廃 
  【建、26年12月】 
○ 市街化調整区域への設置基準 
  【都、25年６月】 

立地の規制  
○ セルフ充填の検討【高、消、25年２月】 
○ 充填圧力の変更（70MPa→82MPa） 
  【高、28年２月】  

運営の規制 

輸送の規制 

その他の規制 

蓄圧器 

貯蔵 

圧縮器 

水素製造装置 
高：高圧ガス保安法 
建：建築基準法 
都：都市計画法 
消：消防法 

○ 公道とディスペンサーの距離短縮の性能規定化 【高、28年２月】 
○ プレクーラ－に係る保安距離の緩和（10ｍ→０ｍ） 
  【高、26年11月】 
○ CNGスタンド併設時の設備間距離短縮【高、26年４月】 
○ ガソリンディスペンサーとの併設【消、24年５月】 
○ ディスペンサー周辺の防爆基準の策定【高、25年３月】 

水素スタンドに係る規制見直し 

距離の規制 

 「規制改革実施計画」（平成25年６月閣議決定）等を踏まえて、規制改革実施計画（第１期）の水素スタンドに係る規制見直しを全 て実施。 
 今後、水素スタンドの本格的な普及が期待される。 
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【新たな規制見直し18項目】 

赤字：措置又は検討済みのもの  青字：一部措置又は結論を得たもの  黒字：検討中 

 規制改革実施計画（2015年6月30日閣議決定）に、水素スタンドの都心部等への整備拡大及びコスト低減の推進のために必
要な18項目が盛り込まれた。 

水素ステーションに係る更なる規制の見直し 
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 水素・燃料電池自動車用の容器及び附属品に関する、国連でのルール
作り（WP29会合等）に参画。平成25年６月に国連の世界技術規則
（gtr）が発効。 

 昨年５月、高圧ガス保安法の省令等の改正により、世界技術規則の 
取り込みを実施。 

 世界技術規則をベースとした水素・燃料電池自動車の相互承認のため
の国連規則（UNR）を、日本とEUが中心となって策定（平成27年 
６月15日に発効）。 

 水素・燃料電池自動車の国際的な相互承認の仕組みを構築するため、
本年６月３０日付けで、新たに国際相互承認に係る容器保安規則等を
制定。 

燃料電池自動車に係る相互承認の導入 

・ 世界技術規則の策定から関与し、我が国の事業者が新たな技術分野における国際的な輸出市場を獲得することに
も資するよう、行政機関等が産業界を代表する専門家との連携のもと、国際的議論を先導するような取組も有効。 

・ 高圧ガス保安法では、水素・燃料電池自動車用の容器等に関する国連での世界統一のルール作りに参画。さらに、
策定した世界統一ルールをベースとした水素・燃料電池自動車の相互承認の仕組みについて、日本・ＥＵが中心と
なって構築。 

・ 本年６月３０日付けで、国際的な相互承認の仕組みを構築するため、新たに省令等を制定。 
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１．産業保安のスマート化について              
 
 
２．水素スタンド関連規制の見直し状況について 
 
 
３．水素スタンドの保安の確保と規制の円滑な運用に向けて 
 
 
４．水素スタンド関連事故の概況と水素のリスクについて指定保安検
査機関立入検査等における主な指摘事項 
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水素スタンドに関する円滑な法令の運用について 
• 自治体にて、水素スタンドに関する新たな技術基準の知識や経験の蓄積が無い中、運用

や解釈に差が生まれる可能性があることから、平成２７年度より自治体連絡会を開催。 
• 水素スタンドに係る技術基準等は、一般則、特定則、基本通達、例示基準に加え、Ｋ

ＨＫ-Ｓ、民間規格等多岐にわたることから、技術基準解説を作成し、説明会を実施。 

水素スタンドに係る高圧ガス保安法の 
関係自治体連絡会 

水素スタンドに係る 
技術基準解説作成及び説明会 

目的：水素スタンド等に関する技術基準について、関係す
る自治体等と情報共有、運用の統一化を図るため、関
係自治体との連絡会を開催し運用の横展開を図る。 

 
参加：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、

愛知県、茨木市、兵庫県、徳島県、福岡県及び高圧
ガス保安協会 

 
主な議題：統一的運用の共有、審査次の課題・留意点、

技術基準解説の作成 等 
  自治体独自の取り組みも紹介し共有を図っている。 
 
  開催：平成２７年度に６回開催。 
       平成28年度は、これまでに２回開催。 

目的：規定について理解を容易にするために関係自治体連
絡会も活用し、技術基準解説を作成するとともに、説明
会を実施し、水素スタンドの申請や審査における効率的で
適正な運用を図る。 

 
主な項目：水素スタンドに係る技術基準の全体像、水素の

物性、規制の概要、技術基準の解説、関係団体資料、
関係法令 等 

 
説明会：東京会場（1/18 61人） 
      愛知会場（2/  9 38人） 
      大阪会場（2/10 51人） 
      福岡会場（1/29 25人） 
 
28年度：移動式圧縮水素スタンド及び小規模圧縮水素ス

タンドの技術基準解説を作成するとともに、27年度作成し
た技術基準解説をリバイスし、説明会を実施する。 
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15 

水素スタンドに係る技術基準解説の構成について 
水素スタンドに係る技術基準は、一般則や例示基準等に加え、ＫＨＫ-Ｓ、民間規格等

多岐にわたっていることから、当該解説で一通り内容を把握出来るように構成。 
 また、水素特有の基準や改正を繰り返していることから、規定の背景や具体的な措置例を

解説することにより、自治体の担当者の理解の促進、審査の際の意識統一を図る。 
２８年度は、移動式スタンド、小規模スタンド（水電解式）を加え昨年の内容を充実する。 

枠内では、定置式製造設備の準用ではな
い水素スタンド特有の規則条項について、
各号毎に条文、内規、例示基準の概要、
完成検査の方法、関係団体の技術基準
等を記載。 

一通り各号の規制内容が把握できる。 

規定の背景、具体的な措置例を写真や
図を交えて説明。 

 また、許認可を行った都道府県の例として、
各県の事例、許可、検査の際の注意点を
記載。 15 



１．産業保安のスマート化について               
 
 
２．水素スタンド関連規制の見直し状況について 
 
 
３．水素スタンドの保安の確保と規制の円滑な運用に向けて 
 
 
４．水素スタンド関連事故の概況と水素のリスクについて 
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水素スタンドの高圧ガス事故推移及び事故事象について 

水素スタンドの事故の推移 

○対象年：～平成２７年 
○事故件数：３８件（漏えい比率：９７％） 
 

※漏えい①：機器、配管等の本体からの噴出・漏えい。 
 漏えい②：締結部、開閉部又は可動シール部からの噴出・漏えい 
 漏えい③：漏えい①及び漏えい②以外の漏えい 

水素スタンドの事故の事象 
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○事故推移は実証段階ベースであるが、スタンド数に比例して事故が増加傾向にある。 
○事故事象は実証段階であったため、車両の誤発進が少なく漏えい事象の比率が高い。 
○CNGではスタンド数の増加に伴い事故件数も増加していた。 

出所：高圧ガス保安協会調べ 

CNGスタンドの事故の推移 
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※H26年までは実証段階のスタンド数 H27は商用のスタント数（小規模を含まず） 
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平成2７年水素スタンドの事故概要（11件） 

年月日 県名 事象 取扱 
状態 

事故 
原因 事故概要 

1/21 東京都 漏洩 ＜製造中＞
（その他） 

＜その他＞
（機器誤作
動） 

水素圧縮機の3段・4段シリンダとマイクロチャンネル熱交換器の接続部より水素が漏えいした。原因は、水素圧縮
機の低圧段が運転中に中間蓄圧器の遮断弁が閉止されたため、4段吐出の圧力が、異常高トリップ値を超えて
緊急停止した結果、3段および4段接合部が急速に減圧され、接合部のOリングの外側に微量溜まっていた高圧
水素ガスが膨張し、Oリングを内側に押し込んだことにより水素ガスが漏えいしたと推定される。 

2/25 静岡県 漏洩 ＜製造中＞
（定常運転） 

＜組織運営
不良＞ 

充てんノズルを車両のレセプタクルに接続し、充てんを開始したところ、通常では起こらないプシュッという異音を感じ
たため、瞬時に充てん停止ボタンを押し、充てんを停止した。その後、水素漏えい警報器が発報した。原因は、充
てんノズルと車両レセプタクルの接続部の形状が適合しないまま充てんが行われ、気密性が確保できなかったためと
推定される。 

2/26 千葉県 漏洩 ＜その他＞
（試運転中） 

＜設計不良
＞ 

圧縮機へ水素を供給するバッファータンクの圧力低下により圧縮機が停止した。漏えい箇所は自動遮断弁の弁と
計装空気配管の接続部。原因は、本来のJISの規定より溝幅が狭かったことから、遮断弁2次側に圧力がかかっ
た状態で、O-リングがスムーズにシール位置に移動できず、遮断弁2次側の水素がO-リングシール部を通してリー
クポートに漏えいしたと推定される。 

3/3 東京都 漏洩 ＜停止中＞
（試験中） 

＜締結管理
不良＞ 

水素ディスペンサー内のハンドルバルブの上流側の直近にある継手より水素が漏えいした。原因は、ディスペンサー
内にある配管の継手を増し締めした際に、継手にズレが生じたことにより漏えいしたと推定される。 

6/5 愛知県 漏洩 ＜製造中＞
（定常運転） 

＜締結管理
不良＞ 

プレクーラ出口自動遮断弁のグランド部及びベント自動弁1次側チーズ継手リークポートの2箇所から水素が漏え
いした。原因は、漏えいのあった自動遮断弁及び継手は、常温から-40℃の低温サイクルにさらされているため、初
期に設定された締め付けトルク値からのずれが生じていたと推定される。 
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平成2７年水素スタンドの事故概要（11件） 

年月日 県名 事象 取扱 
状態 

事故 
原因 事故概要 

8/3 兵庫県 漏洩 ＜製造中＞
（定常運転） 

＜締結管理
不良＞ 

ディスペンサー内のフィルタより水素が漏えいした。原因は、フィルタハウジング部に緩みが生じ、水素がディスペンサー
内に漏えいしたものと推定される。 

10/5 愛知県 漏洩 ＜製造中＞
（定常運転） 

＜シール管
理不良＞ 

自動閉止弁より水素が漏えいした。原因は、プレクール後の低温（-40℃）の水素が流れる部分であったことから、
低温時における気密性能に問題があったと推定される。 

10/6 愛知県 漏洩 ＜製造中＞ ＜シール管
理不良＞ 

緊急離脱カプラから水素が漏えいした。原因は、プレクール後の低温(-40℃)の水素が流れる部分であったことから、
低温時における気密性能に問題があったと推定される。 

10/23 東京都 漏洩 ＜製造中＞
（定常運転） 

＜締結管理
不良＞ 

ブースター吐出逆止弁より水素が漏えいした。原因は、逆止弁メンテナンス時の施行不良による緩みが生じたものと
推定される、また、車両の走行時の振動及びブースター駆動時の振動によりグランドナットに緩みが生じたと推定され
る。 

12/21 愛知県 漏洩 ＜製造中＞
（定常運転） 

＜締結管理
不良＞ 

水素長尺容器トレーラーを配管に接続後、継ぎ手袋ナットから水素が漏えいした。原因は、接続部の締め付け忘
れと推定される。 

12/24 愛知県 漏洩 ＜製造中＞
（定常運転） 

＜施工管理
不良＞ 

圧縮機の3段目吐出配管の継手部より水素が漏えいした。原因は、水素スタンド設置工事における継手部締め付
け不良と推定される。 

※なお、平成２８年の水素スタンドの事故は、６月末時点で、１５件（速報ベース）発生している。 
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○FCVが普及すれば、CNGスタンドやLNGスタンドと同様に、車両の誤発進及び運転ミスによる事故の増加が懸念される。車両の誤発進は、作業手順が守られて
ないことが原因であることから、手順書だけでなく、誤発進防止対策を導入することが重要。 

○LPGスタンドでは、運転ミスなどによるディスペンサーの破損事故が発生しており、水素スタンドにおいても、FCVが普及すれば、運転ミスによる設備の破損事故が
懸念される。技術基準では、車両衝突防止措置を求めており、例示基準にて、防護柵の設置について例示している。その他、車の進入経路を予測し、敷地内
の設備の配置を考慮して、衝突防止措置を講ずることが重要。 

水素スタンドにおける注意事項 

○これまでの高圧ガスを使用したスタンドの事故の事象から、スタンドの事故防止には、漏えい事象と車両の誤発進及び
運転ミスへの対策が重要。 

○そのため、水素スタンドでは、漏えいしやすい水素の特徴を踏まえた対応、厳しい運転条件（圧力・温度）による疲労
事故の増加への対応、適切な衝突防止対策などが重要となる。 

漏えい事象について 
○漏えいの原因として、シール管理不良及び締結管理不良が半数以上を占める。 

○定期自主検査後に再利用したパッキンから漏えいが発生していることから、取り外したOリングやパッキンの再利用は避け、新品に交換することが望ましい。  

○締結部では、圧縮機の振動、Oリング及びパッキンの初期応力緩和、圧力変動、温度変動などにより運転中の締結力低下が想定されることから、締結力の低
下を考慮して初期締結力を設定し、また運転中の締結力の確認が必要。 

○CNGスタンドとLPGスタンドでは、運転条件（圧力、温度）が厳しいCNGスタンドの方が疲労による漏えい事象が多い。水素スタンドは、更に厳しい運転条件
であるため、今後水素スタンドの増加とともに疲労の事故が増加することが予測される。 

○特に温度が低くなるプレクーラ設備とその周りの配管類、及び温度が高くなる圧縮機とその周りの配管類は、水素環境に適合する材料の選定が必要。 

○水素環境で使用する設備の製作時には、他のガス設備以上に表面粗さと応力集中の軽減が必要。 

車両の誤発進及び運転ミス 
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高圧の水素のリスクについて 

①水素は着火しやすい可燃性ガスであり、漏えいしやすく、 
 燃焼範囲も広い。 
 →・高圧で噴出するガスの火炎は、噴出する方向に伸びる。 
   （炎は、肉眼では見えにくい。（右の写真は着色したもの）） 
②水素スタンドの高圧は、経験や実績がほとんどない。 
 →・水素スタンドでは、８２ＭＰａ（８２０気圧）の水素を市街地で取扱う。 
   海外でも市街地への設置は少ない。   
   これまで産業用ボンベでは、２０ＭＰａ（２００気圧）程度がほとんど。 
   ※例えば、窓ガラスが破壊される一般的な圧力は、０．０１気圧 
        プロパンガスボンベは、６気圧 
        スキューバダイビングのボンベは、２００気圧 
        天然ガススタンドは、２００気圧 
        水素スタンドの８２０気圧は、水深８２００ｍの圧力 
③金属をもろくさせる水素脆化という特徴がある。 
 →・高圧の水素が、金属をもろくするという特徴は、 
   世界に先駆けて、我が国の最近の試験により知見が得られたもの。 
   （水素脆化の研究は、我が国が世界をリード） 
  ・容器の内面に微細な傷や割れを基点として、数㎝の厚さを持つ 
   金属でも、き裂、漏えい、破損をもたらす可能性がある。 

水素トレーラー
の 火災 （ 平 成
26年10月保土ヶ
谷バイパス） 
・水素スタンドへ供
給する２台のトレー
ラーのうちの１台） 
・タイヤ火災から延
焼し、水素は全量
放出されたが、安全
弁の作動等により
容器の破裂はして
いない。 

水素脆化による割れ(もろい)← →割れない（ねばる）    
         （出典：昭和電線ホールディングス(株)）    

超高圧の水素を扱うためには、適切な管理が必要。 

水素（60MPa、口径4mm）での火炎状況 
（出典：三菱重工業(株)の実験※） 
       ※NEDO委託研究として実施 
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米国での水素スタンド事故について 

○世界で商用化が始まっている水素スタンドは、日本のみであるが、平成２４年５月に米国の水素スタンドにて、蓄圧器
に設置された放出弁の破損、水素の全量漏えい、火災の事故が発生。事故により、近隣住民等の避難命令等が出さ
れた。 

○事故の原因としては、水素脆化による放出弁の耐圧部材の破損に起因して水素が漏えい、非常時の放出システムの
不適切な設計により全量の水素放出及び着火火災に至った。更に事態が深刻化するまで消防へ伝達されず、収束ま
でに時間を要した。 

 （水素脆化に対する評価が行われた材料を適切に選択・使用することが重要。） 
○我が国の技術基準には、これらの原因への対策は、盛り込み済。 

事故の概要について 
・日  時：平成２４年５月４日 午前７時４５分（発災） 
・場  所：米国カルフォルニア州エメリービル市 
・発生設備：水素スタンド 放出弁（圧力逃し弁） 
・被  害：近隣住民及び中学校へ避難命令、小学校へ待機命令、屋根（燃焼） 
・事故概要：蓄圧器に設置された放出弁が破損し、全ての蓄圧器（１８本）から全量の水素が 
      放出された。放出管出口で着火し火災となった。 

原料 水、液体水素 

製造方式 水改質（太陽光）、液体水素気化 

水素製造能力 600kg/日 

充填圧力 35MPa, 70MPa 

保有水素量 1,800～1,900kg 

運営、管理 AC Transit, Linde 
（出典：高圧ガス保安協会文書） 
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高圧の水素を充塡する設備（蓄圧器）における事故について 

○高圧の水素を充塡する設備（蓄圧器（水素を貯蔵する容器）：特定設備）に、使用開始から８日ほどで貫通す
るき裂が生じ、水素漏えいする事故が発生。 

○蓄圧器の肩部（鍛造部）内部に存在していた傷を起点として、高圧の水素（９４MPa）により短期間で外面まで
き裂が進展したことによるものと推定される。 

○水素脆化を含め、使用環境に対する評価が行われた材料を適切に選択・使用することが重要。 

事故の概要について 

・日時：平成２５年１２月１２日 午後０時２３分（発災） 
・場所：栃木県内 
・発生設備：蓄圧器 
・事故概要：水素充塡設備において、１１月２９日完成検査後、１２月４日より試運転のため９４ＭＰａ程度ま

で昇圧し、蓄圧した。１２月９日から１２日まで水素充塡の試運転を実施した。１２日、蓄圧を完了し、
試運転のための待機中に漏えい検知器で警報を確認した。人的被害が無いことを確認し、対象容器から大
気圧まで放出した。 

・事故原因：蓄圧器（設計圧力：９９ＭＰａ、使用材料：ＳＮＣＭ４３９（ニッケルクロムモリブデン鋼）、板
厚：５７．５ｍｍ）の肩部（鍛造部）内部に存在していた傷を起点として、外面までき裂が進展したこと
によるものと推定される。 
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水素トレーラの火災事故について 
○平成２６年１０月７日午前５時頃、保土ヶ谷バイパス付近で発生した水素トレーラ(３５MPa複合容器×２０本

搭載）より火災が発生（実存する水素トレーラー２台のうちの１台)。容器内水素は溶栓式安全弁が作動し、配管を
通じ車外に放出され、容器内の水素は全て放出されていた。(事故車両は実証用設備で溶栓弁等を装備しており、破
裂等の発生は回避することができた。) 

○水素ステーションについて、運用実績は少なく、水素関連技術については成熟したものではないことから、引き続き、発生
する事故については検証が必要。 

○今般施行（平成２８年２月）した移動式水素スタンドでは、溶栓式安全弁の設置等を規定。 

事故の状況について 

事故発生時 

前方からの全体 

右後方の容器 

ハンドルの溶融状況 
→熱溶融してることから600℃以
上の環境になったと推測。 

溶栓弁付き元弁の状況 
→溶栓は120℃で溶けるので、作動し水
素が放出されたと推測。 

事故の概要について 
・日時：平成２６年１０月７日 
    午前５時３分（発災） 
・場所：神奈川県横浜市 
    保土ヶ谷バイパス 
・原因：火災 
・状況：走行中に車両後方の発煙とバースト音を

確認。路肩に停車し車両後方右側後輪
タイヤより発火を確認。車載消火器で消
火を試みるが消火できず消防に通報。通
報後トレーラ上方より２回大きな噴出音
を確認。午前８時に鎮火。 

・被害状況：死傷者なし 
・容器使用：本数；２０本 
      最大充塡圧力；35MPa 
      被災時充塡圧力；25MPa 
・火元：後方タイヤ4本、 
    ゴムキャップ8kg×20本 
・その他：溶栓弁は、右前方下部の蓄圧器の１つ

の弁以外、全て作動。 

（出典：高圧ガス保安協会委員会資料より抜粋） 24 



水素のリスクと安全対策事例 
• 防護壁無しでは、圧力40MPa直径10mmの孔の噴出火炎の長さは20m 
• 防護壁を置くことにより、火炎の方向を大きく変えることができ、配置を考慮した安全対策

には極めて有効。（水平方向の合計の火炎長にはほとんど変化無い。） 

25 
遮断装置は同一フレームの内
側に配置（地震対策） 

遮
断
弁 

散水設備（温度上昇防止） 

安全弁、圧力リリーフ弁 

漏えい検知器 

• 蓄圧器は高圧の水素を貯
蔵するため最大のリスクを保
有。 

• 水素スタンドの設備には
様々な状況に対応する対
策を規定、装備し安全を
確保 

障壁 
障壁 

※より高圧（例82MPa）の場合、噴出口径が同じであれば火炎長は更に長くなる。 



水素に関する産業界の自主行動計画について 

• 産業界では燃料電池自動車、水素スタンド等を普及していくにあたり、水素業界としての
普及啓発や安全・安心に取り組んでいくことが必要であるとの認識のもと、一般社団法人 
日本ガス協会、一般社団法人 日本自動車工業会、石油連盟、一般社団法人日本
産業・医療ガス協会では水素業界における高圧ガス保安に関する自主行動計画を平成
２８年度に策定していくこととなった。 

•  この推進体制として、これまで技術研究組合として活動してきた水素供給・利用技術研
究組合（ＨｙＳＵＴ）が一般社団法人水素供給利用技術協会（ＨｙＳＵＴ）と
なり、担っていくこととされている。 
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ご清聴ありがとうございました。 
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