
燃料電池自動車・水素ステーションに係る規制等 
への取組について 

平成２９年９月２１日 
経済産業省 

産業保安グループ 
高圧ガス保安室 

資料４ 



 
１．高圧ガス保安のスマート化について 
    （スーパー認定事業者の制度の創設） 
 
２．燃料電池自動車・水素ステーションに係る規制等について 
 
（１）規制見直しの取組状況 
 
（２）水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会 
 
（３）水素スタンドに関する円滑な法令の運用 
     （性能規定化、ファスト・トラック制度の活用、法令の運用） 
 
（４）燃料電池自動車に係る相互承認の導入 
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2．新技術等への円滑な対応 
① ファスト・トラック制度の創設 【平成28年12月より制度運用開始済】 
  （国内規格等を高圧ガス保安法の体系の中にスムーズに取り入れ、活用できる仕組みを構築） 
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【一部実施済】 
③ リスクに応じた規制対象の再検討（エアバッグ等を規制対象から除外など）【平成28年11月に制度改正済】 
④ 新冷媒（ 温暖化係数の低い冷媒等）の普及に向けた規制見直し 【平成28年11月に制度改正済】 

1．自主保安の高度化を促す制度へ 
① 新認定事業者制度（スーパー認定事業者等）の創設 【平成29年4月1日制度運用開始】 

② リスクアセスメント・ガイドラインの作成・公表 【平成28年3月に作成したガイドラインを公表済】 
③ 人材育成プログラムの作成・公表 【平成29年3月に教育用資料を作成済】 

高圧ガス保安のスマート化の取組状況 
 平成28年3月にとりまとめた報告書「高圧ガス保安のスマート化の検討について」を踏まえ、必要な法令改正等を行
い、以下のとおり、順次制度の運用を開始。 

 報告書の行程表に示された内容を実現済み。 

3．安全レベルの維持・向上を前提とした規制の合理化 
① 事故分類の見直し  【平成28年1月より、運用開始済】 
② 高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類の省略 【平成28年4月より運用開始済】 

※青字が実施済みの事項、赤字が継続して対応事項 
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 ビッグデータ等を活用した自主保安の高度化 
• IoT・ビッグデータ・AIといった新たな技術の活用により高度な自主保安を実施する事業者を認定し、

ポジティブ・インセンティブを付与することで、事業者のスマート化投資を促す。 

対象と要件：IoT・ビッグデータの活用等の新技術を活用し、高度な自主保安を実施する高圧ガス事業者。 
インセンティブ：高圧法における「スーパー認定事業者」として認定し、検査周期の延長に係る緩和措置等を講ずる。 

通常の場合 

設備の稼働停止を伴う検査 
８年を限度に自由に設定 

ポジティブ・インセンティブの例 

 設備の稼働停止を伴う検査 
      １年に１回 

優良な場合 
（※スーパー認定事業者） 

＜事例：スーパー認定事業者制度＞ 

→ 連続運転の期間が緩和 
  （運転停止に伴う損失が軽減される）  
→   上記検査のタイミングや手法を、 
   設備の状況に応じて事業者で 
   自由に設定可能に。 

新技術の例 
    ・「異常」をアラーム 
    ・検知時間長 
     → 生産への影響大 

定常 予兆 

状態管理指数 

下限アラーム 

上限アラーム 

時間経過 

    ・「いつもと違う」をアラーム 
   ・検知時間短 
   → 生産への影響小 

早期検知 

旧 新 

運転データ等の相関関係を分析し、異常・予兆を早期に検知 

検査周期の延長は、連続運転をする事業者にのみ認定を
取得するポジティブ・インセンティブに働く。 
そこで、連続運転しない事業者にとっても新技術を導入する
インセンティブがある制度（スーパー自主保安高度化事業
者制度）を今後検討。 ・リスクアセス 

 メントの実施 
・PDCAサイク 
 ルの実施 等 

・IoT等の新技術 
 の導入 等 
 （要件については 
  今後検討） 

通常の事業者 

スーパー 
認定事業者 

認定事業者 自主保安高度化事業者 

連続運転する 
事業者 

連続運転しない 
事業者 

スーパー 
自主保安 

高度化事業者 

（検討中） 
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・ 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、IoT、ビッグデータの活用等の高度な保安の取組を行って
いる事業者を 「スーパー認定事業者」として認定し、能力に応じて規制を合理化。 

・ 当該制度により、事業者の能力に応じて事業者の自由度を高めることとなり、国際的な競争力強化にも繋がると期待。 

 スーパー認定事業者の制度概要 

①連続運転期間・・・8年以下（事業者が自由に設定した期間） 
  ＜リスク・ベースドメンテナンス（リスクに応じた柔軟な保全）＞ 
②完成・保安検査・・・事業者自らが検査 
③検査方法・・・事業者が自由に設定した方法 
④設置・変更工事・・・許可不要な軽微変更範囲の更なる拡大 
 （熱交換器など、特定設備の取替え等） 
⑤認定期間・・・7年間 
⑥保安力の見える化・・・スーパー認定マークを活用 

スーパー認定事業者の規制の合理化内容 

通常の事業者 

認定の要件に加えて、以下の取組が必要 
 ① 高度なリスクアセスメントの実施 
 ② IoT、ビッグデータ等の新技術の導入 
 ③ 高度な教育の実施 
 ④ 連続運転期間、検査手法の適切な評価体制の整備 
 ⑤ 第三者機関によるアドバイスを実施 

認定事業者の規制の合理化内容 

①連続運転期間・・・4年間等（大臣に認められた期間） 
②完成・保安検査・・・事業者自らが検査 
③検査方法・・・大臣に認められた方法 
④設置・変更工事・・・許可不要な軽微変更範囲の拡大 
 （特定設備の管台の取替え等） 
⑤認定期間・・・5年間 
⑥保安力の見える化・・・認定マークを活用 

 ① リスクアセスメントの実施。 
 ② PDCAサイクルによる保安体制の継続的改善 
 ③ 教育訓練の実施 
 ④ 検査組織の設置 
 ⑤ 保安・運転・設備管理組織の設置 等 

認定事業者（既存） 

スーパー認定事業者（新設） 

     通常の事業者 
①連続運転期間・・・1年間（1年に1度運転を停止して検査） 
②完成・保安検査・・・都道府県が検査 
③検査方法・・・告示に定められた方法（KHKS） 
④設置・変更工事・・・軽微な変更を除き、都道府県の許可 

保
安
力 
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・ スーパー認定事業者、現行の認定事業者の主なインセンティブは、連続運転に係る規制の合理化。 
・ 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認定対象の中心。 
・ バッチ処理等を行うプラントでは定期的に運転を止める必要があるため、現行の認定制度の利用が進んでいない。 
・ このため、石油プラント、石油化学プラント以外を認定対象の中心とした「自主保安高度化事業者制度」を立ち上げる。 

 自主保安高度化事業者の制度概要 

自主保安高度化事業者（新設） 

通常の事業者 

 ＜要件＞ 
 ① リスクアセスメントの実施 
 ② PDCAサイクルによる保安体制の継続的改善 等 

対象：バッチ処理等を行う事業者（連続運転を行わない事業者） 

規制の合理化内容 

①許可が不要となる範囲（軽微変更）の拡大 
②保安検査猶予期間の拡大 

自主保安高度化事業者（新設） 
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１．はじめに 
 (1) 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害の発生を防止するため、

高圧ガスの取扱いを規制するとともに、事業者等の自主的な活
動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的としてい
る。 

 
(2) 政府としても水素社会の実現に向けて、安全な水素利用を進め

るための規制の見直しはしっかりと進めていきたい。 
 
(3) 一方、水素は扱い方を誤ると爆発等の危険な場合もあり、水素

のリスクに応じた安全対策が必要であり、データに基づいて安
全性を確認していくことが大事。 

 
(4) 安全性が確認できた場合には、必要な制度の見直しに取り組ん

でいきたい。 
平成２９年３月３１日 規制改革推進会議投資等ＷＧ（第12回）高圧ガス保安室説明資料 

 「水素ＳＴ・燃料電池自動車に係る規制見直し」の基本的な考え方 
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高圧ガス保安法【経済産業省】 

 ８２MPaの水素スタンドの基準整備 
 → ＦＣＶの航続距離延長に対応 
 配管等に用いる事が出来る鋼材種の拡大 
 設計係数に係る技術文書の整備 
 → 設計の自由度向上、コスト低減に寄与 

消防法 
【総務省】 

建築基準法 
【国土交通省】 

 ガソリンスタンドと水素ステー
ションの併設を可能とする規制
見直し 

 市街地において水素供給に十
分な水素量を保有可能にする
ための保有量上限の撤廃 

【水素スタンドに関する主な規制見直し】 【 安倍総理施政方針演説（H29.1.20） 】 

 水素エネルギーは、エネルギー安全保障と温暖化対策の切り札です。
これまでの規制改革により、ここ日本で、未来の水素社会がいよいよ
幕を開けます。三月、東京で、世界で初めて、大容量の燃料電池を
備えたバスが運行を始めます。来年春には、全国で百か所の水素ス
テーションが整備され、神戸で水素発電による世界初の電力供給が行
われます。 
 二〇二〇年には、現在の四十倍、四万台規模で燃料電池自動車
の普及を目指します。世界初の液化水素船による大量水素輸送にも
挑戦します。生産から輸送、消費まで、世界に先駆け、国際的な水素
サプライチェーンを構築します。その目標の下に、各省庁にまたがる様々
な規制を全て洗い出し、改革を進めます。 

 水素ＳＴ・燃料電池自動車に係る規制見直しの経緯と実績 
 平成25年の規制改革実施計画等に基づき25項目、27年の同計画に基づき12項目の規制見直し

を実施済。 
 安倍総理の施政方針演説を受け規制の総点検を実施し、平成29年の同計画には37項目の規制
見直しが盛り込まれた。 

見直し検討
項目数 目的 進捗 

平成２５年度  
規制改革実施計画等 ２５項目 燃料電池自動車用水素タンク、水素スタンド等の基

準を整備し、水素スタンドの整備を可能に ２５項目の検討を全て実施済み 

平成２７年度 
規制改革実施計画 １８項目 水素スタンドの都市部等への整備拡大及びコスト低

減のための規制見直し １２項目措置済 

平成２９年度 
規制改革実施計画 ３７項目 水素スタンドや燃料電池自動車の普及に向けたコス

ト低減のための規制見直し 
４項目措置済。２９年度中に１０項目、３０年度から３１年
度までに１３項目(計23項目)の措置を予定 

＜これまでの規制見直しの経緯と実績＞ 
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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。 
（82MPa：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、水素ステーション・燃料電池自動車に係る規制の見直しを実施。

（H25年度実施計画中23項目、H27年度実施計画中12項目実施済み） 
 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)」「これまでの規制改革により、ここ日本で、未来の
水素社会がいよいよ幕を開けます。(H29.1.20)」等と発言。 
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 水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会について 
 規制改革実施計画（平成29年6月9日閣議決定）に、次世代自動車（燃料電池自動車）関連規制

の見直し事項として37項目が掲げられており、その中に「水素・燃料電池自動車関連規制に関する
公開の場での検討」が挙げられている。 

 本実施計画を踏まえ、安全確保を前提に水素・燃料電池自動車に関連する規制のあるべき姿を幅
広く議論し、科学的知見に基づき規制見直しを進めるための、「水素・燃料電池自動車関連規制に
関する検討会」を設置し、検討を開始した。 

（有識者等） 
  小林 英男  国立大学法人東京工業大学 名誉教授 ＜座長＞ 
  里見 知英  燃料電池実用化推進協議会 事務局次長 
  鶴田  俊  公立大学法人秋田県立大学 教授 
  藤本 佳夫  トヨタ自動車株式会社技術開発本部ＦＣ技術・開発部企画総

括室 渉外グループ長 
  前田 征児  JXTGエネルギー株式会社新エネルギーカンパニー水素事業

推進部 水素技術開発グループマネージャー 
  三浦 佳子  消費生活コンサルタント 
  三宅 淳巳  国立大学法人横浜国立大学先端科学高等研究院 教授 
  吉川  知惠子   明大昭平・法律事務所 弁護士 
  吉川 暢宏  国立大学法人東京大学生産技術研究所 教授 
 

（オブザーバー） 
  小山田 賢治 高圧ガス保安協会高圧ガス部 部長代理 
 

（関係省庁） 
  総務省、厚生労働省、国土交通省 
 

（事務局：共同事務局） 
  経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室 
  資源エネルギー庁水素・燃料電池戦略室 

検討会メンバー 
平成２９年８月２４日 第１回検討会開催 

平成２９年１１月７日 第２回開催予定 

主な議題 
 ・ＦＣＶ・水素ステーションに関する規制等へのこれまでの

取組（事務局より） 
 ・水素基本戦略の作成・規制見直しの必要性について（事務

局より） 
 ・規制改革実施計画の要望内容について（事業者団体より） 
 ・検討会の当面の進め方について 

No. 61 水素・燃料電池自動車関連規制に関する公開の場での検討 
 

規制改革の内容：「⑦次世代自動車（燃料電池自動車）関連規制の見
直し」の水素・燃料電池自動車関係の各検討項目について、
規制当局、推進部局、事業者・業界等の関係者、有識者を
交えた公開の場での検討を開始する。 

実施時期：平成29 年度に公開の場での検討を開始 
所管府省：総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 

開催状況 

規制改革実施の計画（平成29年6月9日 閣議決定）（抜粋） 
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 水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会について（続き） 

計画 事項名 実施時期 計画 事項名 実施時期
17 43 型式承認等に要する期間短縮 平成29年度検討。平成30年結論・措置

18 52 燃料電池自動車用高圧水素容器の標章方式の緩和 平成29年度検討開始、平成30年結論・措置

2 36 燃料電池自動車への緊急充てんに係る届出の明確化 平成29年度措置 19 55 容器等製造業者登録の更新の見直し 平成29年度検討開始、平成30年度結論

20 56 水素貯蔵システムの型式の定義の適正化 平成29年度検討開始、平成31年までに結論

22 42 防爆機器の国内検定を不要とする仕組みの活用 平成29年度検討開始、平成31年度結論・措置

a:平成29年度検討開始

7 53 燃料電池自動車の水素充塡口付近の標章の緩和 平成29年度検討・結論・措置

8 61 水素・燃料電池自動車関連規制に関する公開の場で

の検討
平成29年度に公開の場での検討を開始

26 31 水素出荷設備に係る保安統括者等の選任の緩和 平成29年度検討開始

b,c:平成29年度措置 27 32 一般家庭等における水素充てんの可能化 平成29年度検討開始

a:平成29年度検討・結論・措置 28 39 水素特性判断基準にかかる例示基準の改正等の検討
新たな判断基準が示され次第、速やかに検討

を行う。

b:平成29年度検討開始、平成30年度結論 29 41 3.5よりも低い設計係数 平成29年度検討開始

30 45 高圧水素容器の品質管理方法の見直し 平成29年度検討開始

32 48 車載用高圧水素容器の開発時の認可の不要化 平成29年度検討開始

13 33 水素スタンドにおける微量漏えいの取扱いの見直し 平成29年度検討開始。30年度結論。 33 49 燃料電池自動車に関する事務手続の合理化 平成29年度検討開始

34 54 会社単位での容器等製造業者登録等の取得 平成29年度検討開始

10 51
燃料電池自動車用高圧水素容器の許容傷深さの基準

の緩和（a:許容傷深さの柔軟な決定、b:容器の再検

査の簡素化）

水素スタンドの充填容器等における措置の合理化

（a:直接日光を遮る措置、b:高圧水素容器の上限温

度、c:散水設備の設置）

349

平成29年度上半期措置465

6

平成29年度検討・結論、結論を得次第速やか

に措置
水素スタンドにおける予備品の使用271

4 44 国連規則（UN-R134）に基づく燃料電池自動車用高

圧水素容器の相互承認制度の整備
平成29年度措置

3 37 液化水素ポンプ昇圧型水素スタンドにおける蒸発器

の処理量の算定方法の見直し
平成29年度措置

充てん可能期間中の容器を搭載している燃料電池産

業車両用電源ユニットのリユースの許容
平成29年度検討開始、平成31年度結論5821

50 高圧ガス容器に係る設計荷重を分担しないガラス繊

維に関する解釈の見直し
平成29年検討・結論

23 29
保安監督者に関する見直し（a:複数スタンド兼任の

保安体制のあり方、b: 保安監督者の経験要件の合理

化）
b:平成29年度検討開始、平成30年度結論を得

次第措置

24 26 水素充てん時の車載容器総括証票等の確認の不要化

等
平成29年度検討開始。

開発中の燃料電池自動車の車両に搭載する高圧水素

容器の検査制度の見直し

平成29年度検討開始(消防法については、高圧

ガス保安法上の措置がされ次第速やかに検討

開始)

水素スタンド設備の遠隔監視による無人運転の許容

（高圧ガス保安法、消防法）
3025

a:平成29年度検討。平成30年度結論を得次第

速やかに措置

平成29年度検討開始。平成30年度結論を得次

第措置

高圧ガス販売事業者の義務の見直し(a:保安台帳の廃

止、b:販売主任者選任の合理化)
2511

平成29年度検討開始
燃料電池自動車用高圧水素容器に係る特別充てん許

可の手続の簡素化
4731

平成30年度までに、業界団体等の保安検査方

法が策定され次第速やかに検討・結論・措置
保安検査方法の緩和2812

3815

16 40

貯蔵量が300㎥未満で処理能力が30㎥以上の第２製造

事業者である水素スタンドの貯蔵に係る技術基準の

見直し

3514

水素スタンド設備に係る技術基準の見直し

燃料電池自動車用高圧水素容器の充てん可能期間の

延長
平成29年度検討開始5735

設計係数3.5の設計に係る圧力制限の撤廃
平成29年度検討開始。平成30年度結論を得次

第速やかに措置

平成29年度検討開始、平成31年度上期結論・

措置

平成31年度までにリスクアセスメントを実

施。当該結果を踏まえ、検討、結論。

37 60 燃料電池自動車販売終了後の補給用タンクの供給
平成29年検討開始、必要なデータ等が示され

た場合には、検討開始。

36 59 充てん可能期間を経過した高圧水素容器を搭載した

燃料電池自動車に係る安全な再資源化処理
平成29年度検討開始。

        ：平成２９年度結論、措置          ：平成３０or３１年度結論、措置          ：検討を開始する 
                          （１０項目）                    （１３項目）                     （１４項目）  

規制改革実施計画（平成２９年６月閣議決定）に記載された規制緩和項目一覧 
(実施時期の順番に並び替えたもの) 

※原則として、実施計画に記載された、結論・措置の実施時期が近いものから順に検討会において議論を進めていく。 
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計画順





		規制改革実施計画（平成２９年６月閣議決定）に記載された規制緩和項目 キセイ カイカク ジッシ ケイカク ヘイセイ ネン ガツ カクギ ケッテイ キサイ キセイ カンワ コウモク

		(実施計画の番号順) ジッシ ケイカク バンゴウジュン







		ID		計画 ケイカク		事項名 ジコウメイ		実施時期 ジッシ ジキ

		1		25		高圧ガス販売事業者の義務の見直し(a:保安台帳の廃止、b:販売主任者選任の合理化) ホアン ダイチョウ ハイシ ハンバイ シュニンシャ センニン ゴウリカ		平成29年度検討開始。平成30年度結論を得次第措置 カイシ

		2		26		水素充てん時の車載容器総括証票等の確認の不要化等		平成29年度検討開始。

		3		27		水素スタンドにおける予備品の使用		平成29年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置

		4		28		保安検査方法の緩和		平成30年度までに、業界団体等の保安検査方法が策定され次第速やかに検討・結論・措置

		5		29		保安監督者に関する見直し（a:複数スタンド兼任の保安体制のあり方、b: 保安監督者の経験要件の合理化） フクスウ ケンニン ホアン タイセイ カタ		a:平成29年度検討開始

								b:平成29年度検討開始、平成30年度結論を得次第措置

		6		30		水素スタンド設備の遠隔監視による無人運転の許容（高圧ガス保安法、消防法） ショウボウホウ		平成29年度検討開始(消防法については、高圧ガス保安法上の措置がされ次第速やかに検討開始) ショウボウホウ

		7		31		水素出荷設備に係る保安統括者等の選任の緩和		平成29年度検討開始

		8		32		一般家庭等における水素充てんの可能化		平成29年度検討開始

		9		33		水素スタンドにおける微量漏えいの取扱いの見直し		平成29年度検討開始。30年度結論。

		10		34		水素スタンドの充填容器等における措置の合理化
（a:直接日光を遮る措置、b:高圧水素容器の上限温度、c:散水設備の設置） コウアツ スイソ ヨウキ ジョウゲン オンド サンスイ セツビ セッチ		a:平成29年度検討。平成30年度結論を得次第速やかに措置

								b,c:平成29年度措置

		11		35		貯蔵量が300㎥未満で処理能力が30㎥以上の第２製造事業者である水素スタンドの貯蔵に係る技術基準の見直し		平成29年度検討開始、平成31年度上期結論・措置

		12		36		燃料電池自動車への緊急充てんに係る届出の明確化		平成29年度措置

		13		37		液化水素ポンプ昇圧型水素スタンドにおける蒸発器の処理量の算定方法の見直し		平成29年度措置

		14		38		水素スタンド設備に係る技術基準の見直し		平成31年度までにリスクアセスメントを実施。当該結果を踏まえ、検討、結論。

		15		39		水素特性判断基準にかかる例示基準の改正等の検討		新たな判断基準が示され次第、速やかに検討を行う。

		16		40		設計係数3.5の設計に係る圧力制限の撤廃		平成29年度検討開始。平成30年度結論を得次第速やかに措置

		17		41		3.5よりも低い設計係数		平成29年度検討開始

		18		42		防爆機器の国内検定を不要とする仕組みの活用 カツヨウ		平成29年度検討開始、平成31年度結論・措置 ヘイセイ ネンド ケントウ カイシ ヘイセイ ネンド ケツロン ソチ

		19		43		型式承認等に要する期間短縮		平成29年度検討。平成30年結論・措置

		20		44		国連規則（UN-R134）に基づく燃料電池自動車用高圧水素容器の相互承認制度の整備		平成29年度措置

		21		45		高圧水素容器の品質管理方法の見直し		平成29年度検討開始

		22		46		開発中の燃料電池自動車の車両に搭載する高圧水素容器の検査制度の見直し		平成29年度上半期措置

		23		47		燃料電池自動車用高圧水素容器に係る特別充てん許可の手続の簡素化		平成29年度検討開始

		24		48		車載用高圧水素容器の開発時の認可の不要化		平成29年度検討開始

		25		49		燃料電池自動車に関する事務手続の合理化		平成29年度検討開始

		26		50		高圧ガス容器に係る設計荷重を分担しないガラス繊維に関する解釈の見直し		平成29年検討・結論

		27		51		燃料電池自動車用高圧水素容器の許容傷深さの基準の緩和（a:許容傷深さの柔軟な決定、b:容器の再検査の簡素化）		a:平成29年度検討・結論・措置

								b:平成29年度検討開始、平成30年度結論

		28		52		燃料電池自動車用高圧水素容器の標章方式の緩和		平成29年度検討開始、平成30年結論・措置

		29		53		燃料電池自動車の水素充塡口付近の標章の緩和		平成29年度検討・結論・措置

		30		54		会社単位での容器等製造業者登録等の取得		平成29年度検討開始

		31		55		容器等製造業者登録の更新の見直し		平成29年度検討開始、平成30年度結論

		32		56		水素貯蔵システムの型式の定義の適正化		平成29年度検討開始、平成31年までに結論

		33		57		燃料電池自動車用高圧水素容器の充てん可能期間の延長		平成29年度検討開始

		34		58		充てん可能期間中の容器を搭載している燃料電池産業車両用電源ユニットのリユースの許容		平成29年度検討開始、平成31年度結論

		35		59		充てん可能期間を経過した高圧水素容器を搭載した燃料電池自動車に係る安全な再資源化処理		平成29年度検討開始。

		36		60		燃料電池自動車販売終了後の補給用タンクの供給		平成29年検討開始、必要なデータ等が示された場合には、検討開始。

		37		61		水素・燃料電池自動車関連規制に関する公開の場での検討		平成29年度に公開の場での検討を開始



　　　　　　　　：平成２９年度結論、措置　　　　　　　　　　：平成３０or３１年度結論、措置　　　　　　　　　　：検討を開始する
                          （１０項目）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１３項目）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１４項目）　

（第1回 水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（29年8月24日開催）資料５）



Sheet3

				計画 ケイカク		事項名 ジコウメイ		実施時期 ジッシ ジキ						計画 ケイカク		事項名 ジコウメイ		実施時期 ジッシ ジキ

		1		27		水素スタンドにおける予備品の使用		平成29年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置				17		43		型式承認等に要する期間短縮		平成29年度検討。平成30年結論・措置

												18		52		燃料電池自動車用高圧水素容器の標章方式の緩和		平成29年度検討開始、平成30年結論・措置

		2		36		燃料電池自動車への緊急充てんに係る届出の明確化		平成29年度措置				19		55		容器等製造業者登録の更新の見直し		平成29年度検討開始、平成30年度結論

		3		37		液化水素ポンプ昇圧型水素スタンドにおける蒸発器の処理量の算定方法の見直し		平成29年度措置				20		56		水素貯蔵システムの型式の定義の適正化		平成29年度検討開始、平成31年までに結論

												21		58		充てん可能期間中の容器を搭載している燃料電池産業車両用電源ユニットのリユースの許容		平成29年度検討開始、平成31年度結論

		4		44		国連規則（UN-R134）に基づく燃料電池自動車用高圧水素容器の相互承認制度の整備		平成29年度措置

												22		42		防爆機器の国内検定を不要とする仕組みの活用 カツヨウ		平成29年度検討開始、平成31年度結論・措置 ヘイセイ ネンド ケントウ カイシ ヘイセイ ネンド ケツロン ソチ

		5		46		開発中の燃料電池自動車の車両に搭載する高圧水素容器の検査制度の見直し		平成29年度上半期措置				23		29		保安監督者に関する見直し（a:複数スタンド兼任の保安体制のあり方、b: 保安監督者の経験要件の合理化） フクスウ ケンニン ホアン タイセイ カタ		a:平成29年度検討開始

																		b:平成29年度検討開始、平成30年度結論を得次第措置

		6		50		高圧ガス容器に係る設計荷重を分担しないガラス繊維に関する解釈の見直し		平成29年検討・結論

												24		26		水素充てん時の車載容器総括証票等の確認の不要化等		平成29年度検討開始。

		7		53		燃料電池自動車の水素充塡口付近の標章の緩和		平成29年度検討・結論・措置

		8		61		水素・燃料電池自動車関連規制に関する公開の場での検討		平成29年度に公開の場での検討を開始				25		30		水素スタンド設備の遠隔監視による無人運転の許容（高圧ガス保安法、消防法） ショウボウホウ		平成29年度検討開始(消防法については、高圧ガス保安法上の措置がされ次第速やかに検討開始) ショウボウホウ

		9		34		水素スタンドの充填容器等における措置の合理化
（a:直接日光を遮る措置、b:高圧水素容器の上限温度、c:散水設備の設置） コウアツ スイソ ヨウキ ジョウゲン オンド サンスイ セツビ セッチ		a:平成29年度検討。平成30年度結論を得次第速やかに措置

												26		31		水素出荷設備に係る保安統括者等の選任の緩和		平成29年度検討開始

								b,c:平成29年度措置				27		32		一般家庭等における水素充てんの可能化		平成29年度検討開始

		10		51		燃料電池自動車用高圧水素容器の許容傷深さの基準の緩和（a:許容傷深さの柔軟な決定、b:容器の再検査の簡素化）		a:平成29年度検討・結論・措置				28		39		水素特性判断基準にかかる例示基準の改正等の検討		新たな判断基準が示され次第、速やかに検討を行う。

								b:平成29年度検討開始、平成30年度結論				29		41		3.5よりも低い設計係数		平成29年度検討開始

		11		25		高圧ガス販売事業者の義務の見直し(a:保安台帳の廃止、b:販売主任者選任の合理化) ホアン ダイチョウ ハイシ ハンバイ シュニンシャ センニン ゴウリカ		平成29年度検討開始。平成30年度結論を得次第措置 カイシ				30		45		高圧水素容器の品質管理方法の見直し		平成29年度検討開始

												31		47		燃料電池自動車用高圧水素容器に係る特別充てん許可の手続の簡素化		平成29年度検討開始

		12		28		保安検査方法の緩和		平成30年度までに、業界団体等の保安検査方法が策定され次第速やかに検討・結論・措置

												32		48		車載用高圧水素容器の開発時の認可の不要化		平成29年度検討開始

		13		33		水素スタンドにおける微量漏えいの取扱いの見直し		平成29年度検討開始。30年度結論。				33		49		燃料電池自動車に関する事務手続の合理化		平成29年度検討開始

		14		35		貯蔵量が300㎥未満で処理能力が30㎥以上の第２製造事業者である水素スタンドの貯蔵に係る技術基準の見直し		平成29年度検討開始、平成31年度上期結論・措置				34		54		会社単位での容器等製造業者登録等の取得		平成29年度検討開始

												35		57		燃料電池自動車用高圧水素容器の充てん可能期間の延長		平成29年度検討開始



		15		38		水素スタンド設備に係る技術基準の見直し		平成31年度までにリスクアセスメントを実施。当該結果を踏まえ、検討、結論。				36		59		充てん可能期間を経過した高圧水素容器を搭載した燃料電池自動車に係る安全な再資源化処理		平成29年度検討開始。



		16		40		設計係数3.5の設計に係る圧力制限の撤廃		平成29年度検討開始。平成30年度結論を得次第速やかに措置				37		60		燃料電池自動車販売終了後の補給用タンクの供給		平成29年検討開始、必要なデータ等が示された場合には、検討開始。
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第1回水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会での主な意見 
議題「（３）水素基本戦略の策定・規制見直しの必要性について（経済産業省説明）」への意見 
 ・日米比較がなされているが、例えば米国では事故が起こった場合、事業者に懲罰的賠償請求がなされるなど

規制以外でも厳しい制裁が課される。このような背景事情を踏まえて比較すべき。  
 ・車は大量流通し、ユーザーの手の届く価格にしなければならず、それを実現するための環境整備ということで性

能規定化しなければならない。国連の自動車の基準作りでは、－３０℃の環境下というワーストケースを想定
して性能基準を策定した。 

 
議題「（４）規制改革実施計画の要望内容について（業界（ＦＣＣＪ）説明）」への意見 
 ・一般市民の理解が必要な規制緩和要望もある。データを示すとともに、市民の目線に立った資料作りが必要。 
 ・水素のリスクとメリットについて一般市民のほとんどは正しく理解できていないのではないか。リスクコミニュケー
ションについても、本検討会で取り上げて欲しい。 

 ・一般市民の目線に立ち、理解を進める必要があるため、本検討会を公開で行うこととした。水素は危険だけれ
どもメリットがある。安全のみを主張するのではなく、水素は危険な面もあるという前提に立って、どのように安
全を確保しているかを伝えるべき。次回以降は資料を工夫して欲しい。 

 
議題（５）「検討会の当面の進め方について（経済産業省説明）」への意見 
 ・今後の検討の進め方については、本日の検討会で全項目について検討を開始したがスケジュールありきでなく、
論点を整理し共通理解を得るためにこの場での検討を進めたい。（事務局） 

 ・各項目の検討は次回以降に行いたい。事業者側で検討するための準備が整って、優先して検討したい項目
があれば申し出て欲しい。 

 ・毎月開催するなど、できるだけ多く開催して迅速に検討を進めて欲しい。 
 ・規制改革実施計画の中で、実施時期も閣議決定されているが、期限ありきで拙速に検討が行われると不安。 
 ・個別の論点について、年内には全て議論したい。 
※ 水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（第１回）議事概要より抜粋 （議事概要は経産省HPで公表済み） 13 



 
１．高圧ガス保安のスマート化について 
    （スーパー認定事業者の制度の創設） 
 
２．燃料電池自動車・水素ステーションに係る規制等について 
 
（１）規制見直しの取組状況 
 
（２）水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会 
 
（３）水素スタンドに関する円滑な法令の運用 
     （性能規定化、ファスト・トラック制度の活用、法令の運用） 
 
（４）燃料電池自動車に係る相互承認の導入 
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法律 

省令 

例示基準 

新技術 

性能規定化 

法
的
義
務 

民間基準・ガイダンス等 

国際・海外規格 
（ISO, ASME等） 

国内規格 
（JIS等） 

× 

性能規定化 

技術基準の性能規定化について 
 平成８年の高圧ガス保安法の改正において、技術基準を詳細に定める仕様規定から、特定の仕様を定めない
「性能規定」に転換。十分な保安水準の確保ができる技術的根拠があれば技術基準に適合すると判断し、事
業者の創意工夫を取り入れることが可能な制度体系となっている。 

 例示基準はあくまでも技術基準適合の判断を容易にするための参考として活用されるべきものであるが、実態とし
て、例示基準が従来の仕様規定と同様に扱われ、例示基準で定められた仕様規定と異なると認められないという
運用がされがちである。 

性能規定化された技術基準に適合する方法
は様々、例示基準に基づかなくても安全性
の確認が出来れば許可を行うことが可能 

個別の 
安全性確認 

 安全を定義し（※）、安全規格を階層化 
 
※ ✓ 人への危害又は損傷の 
    危険性が、許容可能な 
    水準に押さえられている状態 
   ✓ 受入れ不可能なﾘｽｸが 
    存在しないこと 

（参考） ISO/IEC ガイド51 （1990策定、2014改定） 
       （規格に安全面を導入するためのガイドライン） 

共通に利用できる基本概念 

広範囲に利用できるような規格 

特定の機械等に対する詳細な要件 

● 階層化により、 
✓全体の整合性、統一性を持たせることができる 
✓新しい製品や技術を対象にできる 
✓新しい安全技術を取り込むことができる 15 



基本的な考え方 

○ 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
道府県等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。 

※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。 

ファスト・トラック制度の創設への基本的な考え方 

16 



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 

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・トラック制度の概要 
 例示基準に一致しない場合の許認可の判断に資するため、高圧ガス保安協会が個別に技術的評価を
行う「事前評価」制度が従来より存在していたが、民間規格等の取り込みや評価結果の共有・活用
を行うファスト・トラック制度（下図赤字箇所）を新たに導入し、民間の創意工夫や新技術に円
滑・迅速に対応することが可能となった。 

包括的（公開） 

規格検討委員会
等による評価 
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ファスト・トラック制度の創設 
・ ファスト・トラック制度開始のために実施した事項 
  ① 通達の改正（平成28年10月3日公布、施行） 
  ② 高圧ガス保安協会の規定類の整備（平成28年12月22日） 
・ ファスト・トラック制度の活用を希望する事例がでてきている 
（これまでに実施した内容） 
○経済産業省の通達改正のポイント 
 以下の内容を通達において規定 
 ・高圧ガス保安協会への申請方法 
・高圧ガス保安協会が行う評価について、グループ申請等ができることを明記 
・希望に応じて評価結果を公開できることを明記 等 

○高圧ガス保安協会の規定類の整備 
  通達改正を受け、高圧ガス保安協会において規定類の整備を実施（平成28年12月22日） 

     これを受け、ファスト・トラック制度の本格運用が開始 
 

（今後の取組） 
○今後、ファスト・トラック制度の活用が想定される案件例 
 大型LPガス用FRP容器の技術基準 

・・・ 現在、LPガス用FRP容器の例示基準は、25リットル以下に限定されている。 
更なる大型化のため、日本LPガス団体協議会において新たな規格を策定中。 
当該規格を迅速に取り入れるため、ファスト・トラック制度を活用予定。 
早ければ来年度上旬には、規格活用が可能となる予定。 18 



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。 
• 自治体における許可や検査、監督の実務における知見の共有や、実務に即した運用の

統一等を図る。 
• 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ているが、自治体
連絡会での意見交換内容等を踏まえ改定版の作成を実施。 

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 
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：仙台市、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、茨木市、兵庫県、福岡県及び高圧ガス保安協会 
    （オブザーバーとして、（一社）日本産業・医療ガス協会(JIMGA)、（一財）石油エネルギー技術センター(JPEC)、燃

料電池実用化推進協議会(FCCJ)、（一社）水素供給利用技術協会(HySUT)） 
 
主な議題：水素スタンドの許可・検査等における統一的運用の共有、審査次の課題・留意点、技術基準解説のアップデート等 
  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４回開催。 
      平成２９年度はこれまでに１回開催、年度内に６回開催予定 

19 



水素スタンドに係る技術基準解説について 
  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。 
  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にも活用可能。 

 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、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。 

「圧縮水素スタンド技術基準解説」
（平成29年3月） 

 

 28年度より、移動式スタンド、小

規模スタンド（水電解式）が加わり
内容も充実。 
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１．高圧ガス保安のスマート化について 
    （スーパー認定事業者の制度の創設） 
 
２．燃料電池自動車・水素ステーションに係る規制等について 
 
（１）規制見直しの取組状況 
 
（２）水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会 
 
（３）水素スタンドに関する円滑な法令の運用 
     （性能規定化、ファスト・トラック制度の活用、法令の運用） 
 
（４）燃料電池自動車に係る相互承認の導入 
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1．水素・燃料電池自動車について 

○UNR134（水素・燃料電池自動車）の国内法への取り込み（これまでに実施した内容） 

 日本も作成段階から参画し、日本とEUが中心となって基準案を策定し、平成27年6月に発効。 

 平成28年6月に国際相互承認に係る容器保安規則等を新たに制定し、国際的な相互承認制度をスタート。 

○金属材料の水素適合性評価方法等に係る規定の国連規則への取り込み（今後の取組） 

 現行の国連規則においては、金属材料の水素適合性評価方法等については議論がまとまらなかったため、材料
に係る規定については、各国に委ねることとされている。 

 金属材料の水素適合性評価方法等に係る規定を国際規則に取り込むため、今年5月より国連の専門家会合（日本
から共同議長を選出）において議論を開始（フェーズ2） 。ＥＵ等とも連携して、フェーズ2に向けた対応を実施。 

○ 国連規則の改正提案への我が国の対処方針の決定等を迅速に行うための体制を構築（今後の取組） 

 国連の専門家会合において国連規則（高圧ガス容器関係）に対する改正提案が提出された場合、安全上の検討を
迅速に行い、我が国としての対処方針を決定すると共に、我が国からの提案を的確に実施するため、有識者を含
めた検討体制を構築する。 

2．水素・燃料電池二輪自動車について 

○国内基準の整備と国連規則の作成等 

平成28年3月の高圧小委員会の議論を受け、国内基準を整備。今年5月に国内法令を整備。 
 （これまでに実施した内容） 

今後、同国内基準を踏まえて、国連規則の作成を国連の専門家会合で提案予定。（今後の取組） 

・ 我が国の事業者が新たな技術分野における輸出市場を獲得することに資するよう、我が国の産業界を代表する専門
家と行政機関等が連携して、世界技術規則の策定について国際的な議論を先導。 

・ 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、
日本・ＥＵが中心となって本ルールをベースとした相互承認の仕組みを構築。 

水素・燃料電池自動車に係る相互承認の導入 

22 



その他 
以下参考資料 
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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、平成26年3月】 
○ 安全弁の種類追加（ガラス球式） 
  【高、平成27年3月】  
○ 容器等に対する刻印方式の特例 
  【高、平成24年3月】 
○ 上限温度の見直し（40→65℃） 
  【高、平成28年2月】  

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

給油空地 

 

○ 保安検査の基準整備（40MPa） 
  【高、平成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、平成26年10月】 
○ 配管等への使用可能鋼材の拡大 
  【高、平成26年11月】 
○ 蓄圧器への複合容器使用の基準整備 
  【高、平成26年11月】 
○ 使用可能鋼材の性能基準化 
  【高、平成26年11月】 
○ 設計係数の緩和（特定設備：4→2.4倍）   
   【高、平成27年3月】   

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

立地の規制  
○ セルフ充塡の検討【高、平成25年2月】 
○ 充塡圧力の変更（70MPa→82MPa） 
  【高、平成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、平成28年2月】 
○ プレクーラ－に係る保安距離の緩和（10ｍ→0ｍ） 
  【高、平成26年11月】 
○ CNGスタンド併設時の設備間距離短縮【高、平成26年4月】 
○ ガソリンディスペンサーとの併設【消、平成24年5月】 
○ ディスペンサー周辺の防爆基準の策定【高、平成25年3月】 

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。 

(参考) 
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  平成25年 規制改革実施計画等 の規制見直し項目 



【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 

 蓄圧器の製造検査に関する包括申請の見直し 【高、平成28月12月】 
 国内防爆基準と海外防爆基準との整合促進 【労、平成28年3月】 
 外国登録検査・検定機関制度の早期普及 【労、平成27年6月】 
 海外防爆機器に係る型式検定の簡略化 【労、平成29年1月】 

 使用可能鋼種の拡大（海外規格等） 
  【高、平成28年11月】 

 市街化調整区域への設置基準（第一種製造者） 
  【都、平成27年11月】 
 市街化調整区域への設置基準（第二種製造者） 
    【都、平成28年4月】 

 パッケージに係るコンテナの取扱【建、平成27年7月】 
 Type2容器使用の基準整備【高、平成28年2月】 
 散水基準の見直し 

【高、平成28年度までに、必要なデータ・規格等が得られ次第速やかに検討・結論・措置】 
 液化水素ポンプの基準整備 

【高、平成29年度までに、必要なデータ等が得られ次第速やかに措置】 

 水素トレーラー用容器の固定方法の追加 
【高、平成30年度までに、必要なデータ・規格等が得られ次第速やかに検討・
結論・措置】 

 離隔距離短縮となる代替措置 
  【高、平成29年度までに、必要なデータ・規格等が得られ次第速やかに検討・結論・措置】 

青字：措置又は検討済みのもの  黒字：検討中  

 セルフ充塡の許容  
   【高、平成27年度検討開始、平成30年度までに、結論を得次第速やかに措置】 
 プレクール設備の無人運転の許容  【高、平成28年2月】 
 改質器に係るばい煙規制の緩和 【大、平成29年1月】 
 検査充塡容器の取扱見直し 【高、平成28年2月】 
 適切な保安検査方法の整備 
  【高、平成30年度までに、業界団体等の保安検査方法が作成され次第速やかに検討・

結論・措置】 

・ 規制改革実施計画（平成27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。うち、１２項目は、平成２９年１月時点で措置済み。 

(参考) 
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  平成27年 規制改革実施計画 の規制見直し項目 



  平成29年 規制改革実施計画 の規制見直し項目(水素スタンド関係) 
 ・ 規制改革実施計画（平成29年6月9日閣議決定）３７項目※の規制見直し検討項目が盛り込まれた。 

  うち４項目が措置済 

 水素スタンドにおける保安台帳の廃止の検討【高、平成29年度検討開始、
平成30年度に結論を得次第措置】 

 水素スタンドにおける販売主任者の合理化の検討【高、平成29年度検討
開始、平成30年度に結論を得次第措置】 

 水素スタンドにおける予備品の使用【高、平成29年度検討・結論、結論を
得次第速やかに措置】 

 保安検査方法の緩和【高、平成30年度までに、業界団体等の保安検査
方法が策定され次第速やかに検討・結論・措置】 

 保安監督者に必要な経験要件の合理化【高、平成29年度検討開始、
平成30年度に結論を得次第措置】 

 水素スタンドにおける微量漏えいの取扱いの見直し【高、平成29年度検討
開始、平成30年度結論】 

 充塡容器等における直射日光を遮る措置の見直し【高、平成29年度検
討開始、平成30年度に結論を得次第速やかに措置】 

 充塡容器等が外気温の影響で40℃を越えたときの扱いの周知【高、平成
29年度措置】 

 充塡容器への散水義務を義務づける基準の無いことの周知【高、平成29
年度措置】 

 貯蔵量が300㎥未満で処理能力が30㎥/日以上の第２種製造事業
者である水素スタンドの貯蔵に係る技術基準の見直し【高、平成29年
度検討開始、平成31年度上期結論・措置】 

 燃料電池自動車への緊急充てんに係る届出の明確化【高、平成29年
度措置】 

 液化水素ポンプ昇圧型水素スタンドにおける蒸発器の処理量の算定方
法の【高、平成29年度措置】 

水素スタンド関係の項目 

※規制改革実施計画上の１つの項目に複数の検討課題が含まれるものもある 

 設計係数3.5の設計に係る圧力制限の撤廃【高、平成29年度検討開始、
平成30年度結論、結論を得次第速やかに措置】 

 保安監督者が複数スタンドを兼任した場合の保安体制【高、平成29年度
検討開始】 

  水素スタンド設備の遠隔監視による無人運転の許容【高、平成29年度
検討開始。 消、高圧法上の措置がされ次第速やかに検討開始】 

  水素出荷設備に係る保安統括者等の選任の緩和【高、平成29年度検
討開始】 

  一般家庭等における水素充てんの可能化【高、平成29年度検討開始】 
  3.5よりも低い設計係数での保安規制の検討【高、平成29年度検討開

始】 
  水素スタンド設備に係る技術基準の見直し【高、平成31年度までにリスク

アセスメントを実施、当該結果を踏まえ検討・結論】 
 水素特性判断基準に係る例示基準の改正等の検討【高、新たな判断基

準が示され次第速やかに検討】 
 防爆機器の国内検定を不要とする仕組みの活用【労、平成 29 年度検

討開始、平成 31 年度結論・措置】 

高：高圧ガス保安法 
労：労働基準法 
消：消防法 

青字：措置済みのもの  黒字：検討を開始したもの  

(参考) 
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  平成29年 規制改革実施計画 の規制見直し項目(ＦＣＶ関係等) 
 

・ 規制改革実施計画（平成29年6月9日閣議決定）３７項目※の規制見直し検討項目が盛り込まれた。 
  うち４項目が措置済 

 型式承認等に要する期間短縮【高、平成29年度検討開始、平成30年
度結論・措置】 

 国連規則（UN-R134）に基づく燃料電池自動車用高圧水素容器の
相互承認制度の整備【高、平成29年6月】 

 開発中の燃料電池自動車の車両に搭載する高圧水素容器の検査制度
の見直し【高、平成29年6月】 

 高圧ガス容器に係る設計荷重を分担しないガラス繊維に関する解釈の見
直し【高、平成29年度検討・結論】 

 燃料電池自動車用高圧水素容器の許容傷深さの基準の緩和【高、平
成29年度検討・結論・措置】 

 燃料電池自動車用高圧水素容器の再検査時の傷の補修についての見
直し【高、平成29年度検討開始、平成30年度結論】 

 燃料電池自動車用高圧水素容器の標章方式の緩和【高、平成29年
度検討開始、平成30年結論・措置】 

 燃料電池自動車の水素充てん口付近の標章の緩和【高、平成29年6
月】 

 容器等製造業者登録の更新の見直し【高、平成29年度検討開始、平
成30年度結論】 

 水素貯蔵システムの型式の定義の適正化【高、平成29年度検討開始、
平成31年までに結論】 

 充てん可能期間中の容器を搭載している燃料電池産業車両用電源ユ
ニットのリユースの許容【高、平成29年度検討開始、平成31年度結論】 

 水素充てん時の車載容器総括証票等の確認の不要化等【高、道、平成
29年度検討開始】 

 燃料電池自動車用高圧水素容器の品質管理方法の見直し【高、平成
29年度検討開始】 

ＦＣＶ関係の項目 

※規制改革実施計画上の１つの項目に複数の検討課題が含まれるものもある 

青字：措置済みのもの   
黒字：検討を開始したもの  

  燃料電池自動車用高圧水素容器に係る特別充てん許可の手続の簡素化
【高、平成29年度検討開始】 

  車載用高圧水素容器の開発時の認可の不要化【高、平成29年度検討開始】 
  燃料電池自動車に関する事務手続の合理化【高、道、平成29年度検討開

始】 
  会社単位での容器等製造業者登録等の取得【高、平成29年度検討開始】 
  燃料電池自動車用高圧水素容器の充てん可能期間の延長【高、平成29年

度検討開始】 
  充てん可能期間を経過した高圧水素容器を搭載した燃料電池自動車に係る

安全な再資源化処理【高、平成29年度検討開始】 
 燃料電池自動車販売終了後の補給用タンクの供給【高、必要なデータ等が示さ

れた場合には、検討開始】 

  水素・燃料電池自動車関連規制に関する公開の場での検討 
  （総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省）【平成 29 年8月24

日に水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会（第１回）を開催し検
討を開始】 

公開の場での検討について 

高：高圧ガス保安法 
道：道路運送車両法 

(参考) 
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／スタンド数 

水素スタンド ２４ ７９ ３０.3％  
うち、多量の漏えい※２ １２ ７９ １５.2％  

CNGスタンド ※１ ６ ２８２ ２.１％ 
LPGスタンド ※１ ６ １,４５８ ０.４％ 

  水素スタンドの事故の発生状況の推移について 

平成２８年 

• 水素スタンドの事故推移は、商用スタンドの普及が本格化した平成２７年以降増加傾向にある。 
• 天然ガス(ＣＮＧ)スタンドでは、本格普及し始めてから事故数が急増の後減少。ＬＰガス(ＬＰＧ)スタンドでは、スタ

ンド数は昭和６０年以降同数程度であるが、平成１５年から事故数が増加の後減少。 
• 直近のスタンド数あたりの事故件数割合は、ＣＮＧスタンド約２％程度、ＬＰＧスタンド１％以下に対し、水素スタ

ンドは事故の割合が高い。 普及に伴う事故動向には注視が必要 

（８２ＭＰａ） 
保安距離：８ｍ （２０ＭＰａ） 

保安距離：５ｍ 

（液化ガス：0.8MPa以下） 
保安距離：５ｍ 

※１ ＣＮＧスタンド、ＬＰＧスタンドでは、締結部又は開閉部からの微量の漏え
い（石けん水を塗布した場合気泡が生ずる程度の漏えい）を除く。 

※２ 多量の漏えいとは、装置が自動停止するレベルの漏えい。事故件数について
は精査が必要。 

スタンド数 事故件数 

スタンド数 事故件数 

事故件数 スタンド数 

(参考) 
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