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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還

元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、この

ため、経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、

内閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１

年３月３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

経済産業省において実施した集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システム開発は、

ＬＰガスのマイコンメータ及び集中監視システムに、不完全燃焼警報器等を組み合わせて、一

般消費者宅に設置されている燃焼器を自動的に識別し、燃焼器の不適切使用やＣＯ（一酸化炭

素）を発生している異常な燃焼器、更には新規に使用された燃焼機器等についても迅速確実に

判定を行い、集中監視センターへ通報するシステムを開発するため、平成２０年度から平成２

２年度まで実施したものである。 

 

今回の評価は、この集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システム開発の事後評価で

あり、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる集中監視による液化石油ガス燃焼器自動

識別システム開発プロジェクト事後評価検討会（座長：田村昌三 東京大学名誉教授）を開催

した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科

会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承

された。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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事後評価報告書概要 

 

プロジェクト名 集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システム開発 

上位施策名  

事業担当課 液化石油ガス保安課 

プロジェクトの目的・概要 

 

消費設備に起因するＬＰガス事故防止や保安業務の迅速な実施に寄与する保安システムを構

築することにより、保安の高度化を図ることを目的として、全国ＬＰガス 2,600万世帯のほぼ全

世帯に設置（99.7％）されているマイコンメータと、うち 650万世帯で使用されている集中監視

システム、さらに、今後の普及が望まれている不完全燃焼警報器等を組み合わせて、一般消費者

宅に設置されている燃焼器を自動的に識別し、燃焼器の不適切使用やＣＯ（一酸化炭素）を発生

している異常な燃焼器、更には新規に使用された燃焼機器等についても迅速確実に判定を行い、

集中監視センターへ通報するシステムを開発する。これにより、販売事業者は通報があった時点

での電話等による緊急処置が可能となるとともに、原因発生機器が特定されていることから、現

在２～３時間を要するとされている現場到着後の点検処理時間を 1/4～1/6の 30分程度へと大幅

に短縮することが可能となる。また新規に使用が開始された機器についても機器が特定されてい

ることから迅速な保安業務の実施が可能となる。 

 

 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２０年度 平成２２年度 － 平成２３年度 高圧ガス保安協会 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

７３，７０９ ７４，４６９ ７１，４２９ ２１９，６０８ ２１２，３４５ 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 ガス流量変化等から燃焼器を自動識別するシステムの開発を目標とする。 

 要素技術別の目標に対する成果の達成度は、以下のとおりであり、プロジェクト全体の目標は

おおむね達成された。 

 

個別要素技術 目標・指標 成果 達成度 

(1)燃焼器自動識別システムの開発 

① 燃焼器自

動識別用流量

測定器の製作 

 燃焼器自動識別システムを

開発するために必要な、燃燃

焼器流量特性のデータ（燃焼

器使用時のガスの瞬時流量変

化(cc/min)・圧力変化(kPa)）
を取得するため、従来品では

2.0 秒間隔である測定間隔を

0.5 秒に短縮した燃焼器自動

識別用流量測定器を製作す

る。 
 

 現在市販されている超音波式

ガスメータ（2 秒間隔計測）を

改良し、瞬時ガス流量値(cc/sec)
及びガス供給圧力値(kPa)につ

いて、0.5 秒間隔で連続測定可能

な燃焼器自動識別用流量測定器

を製作し、自動識別ロジック開

発に必要な情報の収集を行っ

た。 
 

達成 

② 燃焼器流

量特性調査 
1) ＬＰガスを使用する家庭

用燃焼器（ガスこんろ、ガ

スオーブン、ガス瞬間湯沸

器、ガス温水給湯暖房機、

ガスふろがま、ガスストー

ブ、ガスファンヒーター、

ガス温風暖房機、ガス炊飯

器）の最近３年間の国内出

荷台数を、機器分類別、メ

ーカ別、機種別、ガス消費

量別に分類し、家庭用燃焼

器の普及状況を把握する。 
2) 海外から輸入され国内で

販売される燃焼器（ガスこ

んろ、ガスオーブン、ガス

瞬間湯沸器、ガス温水給湯

暖房機、ガスふろがま、ガ

スストーブ、ガスファンヒ

ーター、ガス温風暖房機、

ガス炊飯器）について、販

1) ＬＰガスを使用する家庭用

燃焼器（10機種）について、

最近３年間における製造メー

カ、製造型式数、出荷台数を

把握した。 
2) 海外から輸入され国内で販

売される燃焼器について、最

近３年間における製造メー

カ、製造型式数、出荷台数を

把握した。 
3) 国内出荷台数調査結果を

もとに、１０機種６６型式の

燃焼器を選定し、自動識別ロ

ジックの策定に必要な燃焼特

性のデータ収集（６６＋８型

式分）を効率よく行い、４４

９１データ（機器使用開始時

からの流量立ち上がり変化

（１０秒間）相当）を取得し

た。 

達成 
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売台数を把握する。 
3) こんろ、オーブン、瞬間

湯沸器、温水給湯暖房機、

ふろがま、ストーブ、ファ

ンヒーター、温風暖房機、

炊飯器の最近３年間の国

内出荷台数を基本に、こん

ろ、ストーブ、瞬間湯沸器、

ふろがまについては、各製

造メーカにおける販売量

の上位 70％を占める型式、

他の機種については、その

機種における販売数量の

最も多い型式について、機

種毎に調査方法を定め、自

動識別ロジックの策定に

必要な燃焼器流量特性の

データ収集を行う。 
 

③ 個別燃焼

器自動識別ロ

ジックの開発 

 10 機種の燃焼器（ガスこん

ろ、ガスオーブン、ガス瞬間

湯沸器、ガス温水給湯暖房機、

ガスふろがま、ガスストーブ、

ガスファンヒーター、ガス温

風暖房機、ガス炊飯器）の使

用に応じて変化するガス流量

について、燃焼器使用開始時

からのガス流量変化の特徴点

に着目し、使用している燃焼

器について、10 機種のうちの

何れかと 100％識別すること

ができる燃焼器自動識別ロジ

ックを開発する。 

 燃焼器流量特性調査で得られ

た燃焼器の流量変化パターン等

から使用されている燃焼器の種

類を識別することができる燃焼

器自動識別ロジックを開発し

た。 
○個別機器で単独判定できた判

定率 
 短時間（10 秒以内）判定率：

30.2％ 
 長時間（30 分以内）判定率：

73.3％ 
（誤判定率は 0.0％であり、残り

の 26.7％はすべて他の機器と一

緒に判定された重複判定率であ

る。） 
○上記で重複判定されたものを

識別するロジックを追加した場

合における判定 
97.0％（理論値） 

概ね達

成 
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 ただし、100％の判定率を目標

としたが、最終的な判定率は

97.0％であった。 
 

④ 同時使用

燃焼器自動識

別ロジックの

開発 

 10 機種の燃焼器（ガスこん

ろ、ガスオーブン、ガス瞬間

湯沸器、ガス温水給湯暖房機、

ガスふろがま、ガスストーブ、

ガスファンヒーター、ガス温

風暖房機、ガス炊飯器）にお

いて、一般家庭での複数同時

使用時においても、使用して

いる燃焼器の種類を識別する

ことのできる、機器安定使用

時の安定流量に着目した同時

使用燃焼器自動識別ロジック

を開発する。 

1) 燃焼器の複数同時使用など

様々な使用状況における燃焼

器自動識別ロジックを検討

し、１台目使用時における流

量変化の安定性を確認し、複

数台の使用を確認することの

できるロジックを開発した。 
2) 同時使用燃焼器自動識別ロ

ジックで自動識別した燃焼器

の自動登録方法として、同一

機器として複数回（５回程度）

識別した場合、新規器具とし

て登録する「燃焼器未登録状

態への新規器具としての登録

方法」を開発、提案した。 
 

達成 

⑤ 燃焼器不

適切使用判定

ロジックの開

発 

 燃焼器が不調の時に見受け

られる、燃焼器の未着火時の

繰り返し点火操作や不完全燃

焼防止機能作動時の操作パタ

ーンや機器の動作パターン等

に着目し、燃焼器の不調によ

る不点火時の繰り返し点火操

作や燃焼器における不完全燃

焼防止装置作動を判定するこ

とができる燃焼器不適切使用

判定ロジックを開発する。 
 

 燃焼器の操作パターンや流量

パターン等から燃焼器の不点火

及び不完全燃焼を判定すること

ができる燃焼器不適切使用判定

ロジックを開発した。 
 ただし、燃焼器の不適切使用

としては、開発したロジックで

考慮したパターン以外にも考え

られるが、特徴的なパターンを

見いだすことができなかった。 
 

概ね達

成 

⑥ 不完全燃

焼警報器連動

型ＣＯ発生燃

焼器特定ロジ

ックの検討 

 不完全燃焼警報器が危険濃

度以下のＣＯを計測した時

（ＣＯ濃度 50ppm 以上

150ppm 未満）に、燃焼器自

動識別ロジックによりＣＯ発

生確認時に使用している燃焼

器を特定し、ＣＯを発生して

燃焼器自動識別ロジックと不

完全燃焼警報器のＣＯ測定機能

を用いて、危険濃度以下のＣＯ

を計測した時（換気警報段階）

に、「単独判定を１回以上を含む

連続５回の判定を確認できた場

合、ＣＯ発生燃焼器として特定

達成 
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いる燃焼器として警告するた

めのロジックを開発する。 
 

する。」ロジックを開発した。 

⑦ 燃焼器の

経年劣化によ

る燃焼器自動

識別ロジック

へ影響確認 

1) 燃焼機のメーカが実施す

る耐久試験結果より、機器

の繰り返し使用による機

器劣化について調査を実

施する。 
2) 一般市場より、10 機種の

燃焼器（ガスこんろ、ガス

オーブン、ガス瞬間湯沸

器、ガス温水給湯暖房機、

ガスふろがま、ガスストー

ブ、ガスファンヒーター、

ガス温風暖房機、ガス炊飯

器）について、10 年以上使

用されていたものを回収

し、燃焼器流量特性のデー

タ収集を行い、開発した燃

焼器の自動識別ロジック

の経年劣化による流量変

化への対応状況について

検討、対策を行う。 

1) 長期間使用による流量変化

について調査を実施し、10 年
間程度の使用を想定した耐久

試験では、連続使用、断続使

用ともに、使用開始直後の流

量値から -1 ％ ～ 3 ％ 程度の

変化しか無いことを確認し

た。 
2) 市場より長期間（１０年間

以上）使用されていた燃焼機

（ガスこんろ、ガスオーブン、

ガス瞬間湯沸器、ガスふろが

ま、ガスストーブ、ガスファ

ンヒーター、ガス炊飯器）を

回収し、燃焼器使用時のガス

流量変化について調査を実施

した。 
3) 開発した燃焼器自動識別ロ

ジックを用いて識別を行い、

不具合点等を抽出し、燃焼器

自動識別ロジックへ情報をフ

ィードバックさせ対応した。 
 ただし、回収できた機器につ

いての自動識別ロジックへの対

応はできたが、市場には更に特

異的な機器が存在することが想

定されており、完全な対応はで

きていないと考える。 
 

概ね達

成 

⑧ 新型ガス

消費機器等へ

の燃焼器自動

識別ロジック

の対応・検討 

 太陽熱利用給湯器、家庭用

コ・ジェネレーションシステ

ム、家庭用燃料電池のように、

従来のＬＰガス消費機器とは

異なるガス消費の制御方式を

有する消費機器等について燃

焼器流量特性のデータ収集を

1) 太陽熱利用給湯器、家庭用

燃料電池（エネファーム）、家

庭用コ・ジェネレーションシ

ステム（エコウィル）の３機

種を新型ガス消費機器と決

め、従来のＬＰガス消費機器

とは異なる新たなガス消費量

概ね達

成 
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行い、開発した燃焼器自動識

別ロジックの新型ガス消費機

器等への対応状況について検

討、対策を行う。 

の制御方式を有するガス消費

機器等について流量測定調査

を実施した。 
2) 新型ガス消費機器で使用さ

れている貯湯・給湯ユニット

については、温水給湯器とし

て自動識別可能であるが、「コ

ージェネレーションユニッ

ト」及び「燃料電池ユニット」

については、識別できなかっ

た。しかし、更に多くのデー

タを解析することにより、新

たな機種「コージェネレーシ

ョンユニット」として識別で

きる可能性が見いだされた。 
 ただし、コージェネレーショ

ンシステムのエンジンユニット

及び燃料電池ユニットの自動識

別ロジックを構築することがで

きなかった。 
 

(2)調査・検討等 

① 集中監視

システムの保

安機器連動に

関する有効性

査（平成 20
年度実施） 

 集中監視システムの普及に

あたり課題となっている通信

インフラの変化について伝送

装置（ＮＣＵ）の無線化や複

数回線対応など技術的課題及

び不完全燃焼警報器の設置状

況について、ＬＰガス販売事

業者などからアンケート調査

や聞き取り調査を行い、実現

可能な普及策を検討するとと

もに、集中監視システムとの

連動による効果や問題点を整

理し、技術的な課題について

明らかにする。 
 
 
 

 ＬＰガス販売事業者からアン

ケート調査及び聞き取り調査を

行い、集中監視システムの普及

にあたり課題となっている通信

インフラの変化の早さ、伝送装

置（ＮＣＵ）の無線化への問題

点、複数回線対応など技術的課

題及び不完全燃焼警報器の設置

状況について把握することがで

きた。 
 
 問題点の把握はできたが、的

確な対応策を提言することがで

きなかった。 
 

概ね達

成 
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② 警報表示

方法の検討

（平成 21 年

度実施） 

 本システムに最適と考えら

れる集中監視システムの通信

方法及び宅内表示システムに

ついて調査を行う。 

 本システムに最適と考えられ

る集中監視システムの通信方法

を検討した結果、自動識別シス

テム⇔警報器間は宅内表示装置

を含めて無線を使ったネットワ

ーク構築が普及促進に有効であ

り、監視センター⇔自動識別シ

ステム間においては固定電話回

線に頼らない集中監視システム

が必要になることを確認した。 
 

達成 

③ 燃焼器自

動識別システ

ムの有効性検

討（平成 21
年度実施） 

 本システムの普及により、

市場に与える効果・影響につ

いて検討を行う。 
 

 本システムが導入された場合

の効果は大きいと思われるが、

新しいシステムや装置にはなじ

めない販売事業者も多いと思わ

れる。しかし、販売事業者が異

常発生の兆候を把握し対応でき

れば、ＣＯ中毒事故、ＬＰガス

漏れ事故等を未然に防ぐことが

可能となることを確認した。 
 

達成 

④ 燃焼器自

動識別システ

ムの普及のた

めの検討（平

成 22 年度実

施） 

 燃焼器自動識別システムを

普及させるため、機器メーカ、

液化石油ガス販売事業者、一

般消費者等の動向等を踏まえ

た検討を行う。また、本シス

テムの業務用厨房等への適用

可能性について検討を行う。 

1) 普及のための条件について 

 自動識別データや情報などを

有効に生かす事が重要で、リア

ルタイムで使用中機器の表示

(見える化)をする事が需要家へ

の安全の意識付けを図る事に繋

がり効果的な取り組みであるこ

とが確認できた。 

2) 認定販売事業者へのインセ

ンティブについて 

 自動識別システムの導入によ

って消費機器の異常を確認する

事が可能になれば期限管理を免

除の可能性も確認された。 

3) 機器のハード面について 

 現行の集中監視システムとの

整合性や新型ガス機器への対

応、他のメータやセンサ等との

概ね達

成 



viii 
 

連携や共通化・標準化が求めら

れていることが確認できた。 

4) 自動識別システムに更に求

められる機能について 

●消費者へアピールできる付加

機能 

●ガス消費者及びガス事業者の

メリット 

●超音波ガスメータ 

●保安点検やメンテナンスの観

点 

についての確認ができた。 

5) 業務用厨房等への適用可能

性について 

 現状における業務用厨房にお

いて多くの課題があることが確

認できた。 
 課題の解決に役立つ提案とし

て、人やメータだけに頼らない

集中監視システムでの保安強化

が必要であり、今回開発した燃

焼器自動識別システムの応用提

案としては「判別後に通常使用

か消し忘れか漏れか等の判断が

可能になる」やＣＯ中毒事故防

止対策として、「ＣＯ警報器(換
気センサ)の低レベルでの予告

通報、高レベルでの警告通報あ

るいは即遮断」などが挙げられ

た。 
 今回開発した燃焼器自動識別

システムをいかに普及させてＬ

Ｐガスをより安心で安全に使用

してもらう為には、消費者はも

ちろんガス販売事業者の要望を

うまく取り入れ、実態に即した

環境下での実証、及びフィージ

ビリティスタディを重ねて有効

性を確認し、関連メーカととも
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にＩＣＴを活用した最適で低廉

なシステムを開発・構築して行

くことが重要であることが確認

できた。 
 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 なし 

＜共通指標＞ 

論文数 
論文の 

被引用度数 
特許等件数 

（出願を含む） 
特許権の
実施件数 

ライセンス
供与数 

取得ライセ
ンス料 

国際標準へ
の寄与 

２ － ２ － － － － 

 

 

 

評価概要 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

本プロジェクトは、全国的に普及しているマイコンメータを高機能化することにより、保安業

務の実効性の向上・迅速化等を図ることを目的とするものである。また、ＬＰガス保安対策の中

核を担うマイコンメータに係る技術基準の改定等の検討にも資するもので、国の関与が必要とさ

れ、社会的ニーズや実用性も十分高いと判断される。 

なお、成果の普及に関しては、消費者の協力が不可欠であり、適切な情報管理の下に、生活に

身近な安全確保のための技術開発事業が展開されているということを、丁寧に説明をしていくこ

とが求められる。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

主たる燃焼器自動識別システムの開発において、８つの個別要素に分けた目標設定がなされ、

その設定理由・根拠は妥当であると認められる。また、普及のための調査検討までを目標設定と

している点は実用化に重要であり、評価できる。 

なお、数値目標の根拠が一部不明確なところも見受けられるほか、不適切使用判定ロジックの

利用に関する視点の設定にあいまいさが感じられる。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

個々の燃焼器の判定結果は、完全ではないものの機器の推定のできる水準にあり、本研究で目

標としたレベルにほぼ達していることから、十分な成果があがったと考えられる。 

 なお、燃焼器の不適切使用や経年劣化の多様性、今後の新型ガス消費機器等への対応等を考え

ると、燃焼器不適切使用判定のロジック開発、経年劣化した燃焼器の自動識別ロジックへの対応、

新型ガス消費機器等の自動識別ロジックへの対応については、さらなる検討が期待される。 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

事業化のための実証試験が進められており、本システムの有効性が実証されることにより、本

ガスメータの事業化は急速に促進するものと期待される。また、開発された自動監視ロジックは、

ＬＰガスのみならず都市ガス用ガスメータの保安機能としても利用可能であり、さらにＨＥＭＳ

との組み合わせなど、更なる展開も期待される。 

なお、事業化を進めるにあたっては、消費者負担コスト等の問題への説明が重要と思われる。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

研究開発スケジュール、研究開発実施体制および資金配分は妥当と思われる。また、このシス

テムがＬＰガスによる災害防止に貢献し、機器の故障・トラブル等への販売事業者等の対応効果

等を考えると、相当程度の費用対効果が得られるものと思われる。 

 なお、一部コスト削減効果の根拠が必ずしも明確でないこと、実施体制におけるスケジュール

設定に多少難があること、プライバシー保護の観点が不足していることが感じられる。 

 

６．総合評価 

本プロジェクトは、ガスの流量変化等を用いた燃焼器の自動識別や不適切使用判定のロジッ

ク、一酸化炭素発生源燃焼器の特定および集中監視システムを利用したその結果の通報のための

システムを開発するため、適切な個別要素技術の目標・指標を設定したものであるが、概ねその

目標を達成したことは評価できる。 

現在、次なる段階の実証試験を実施しており、その有効性が確認されることになれば、当該シ

ステムを搭載したガスメータの事業化は急速に促進するものと期待される｡また、今回開発され

た自動監視ロジックは、ＬＰガスのみならず、都市ガス用ガスメータの保安機能としても利用可

能であり、その波及効果は大きいものと思われる。 

さらに、このシステムのＬＰガスの災害防止への貢献、機器の故障・トラブル等への販売事業

者等の対応効果等を考えると、費用対効果も極めて大きいといえる｡ 

なお、経年劣化燃焼器・新型消費機器等への自動識別ロジックへの対応については、更なる検

討が必要であるほか、具体的なシステム化及び普及に関しては、ある程度のコストが避けられな

いと思われるので、低コスト化への取り組み等が重要になると思われる。 

 また、消費者にとっては安全もプライバシーも両方が重要であり、安全にコストをかけること

は理解されても、プライバシーが確保されないとなると普及はおぼつかない。実証実験でどこま

でその点が説明されているのか不明であったので、今後の普及に向けて、消費者の受容性の確認

が重要で、情報を送るための通信インフラ関連事業者等の介在も考慮に入れつつ事業化を進める

ことが求められる。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

 燃焼器自動識別ロジックにおいて推定され登録された機器と、実際に設置されている機器の間

に差異が生じた場合の対処法、複数の燃焼器を用いた場合の異常検出方法等について、更なる検

討が期待される。 

また、プライバシー保護の問題に関しては、各家庭からの膨大なデータを自動処理して異常検出
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するなどの大型処理システム用プログラム開発を行うことにより回避されると思われるが、一方

で、新技術の導入について、消費者サイドへの丁寧な説明を行い、理解を得ることが必要と思わ

れる。 

 

評点結果 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 評価の実施方法 
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本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、以下

「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付けられ、

プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・政策的位置付

けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度の妥当性、事業化、

波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の

妥当性の評価項目について、評価を実施するものである。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、効率

性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価

者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確

保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設

置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即した専

門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会委員名簿にあ

る５名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省液化石油ガス

保安課が担当した。 

  



2 
 

 

３．評価対象 

 

 集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システム開発（実施期間：平成２０年度

から平成２２年度）を評価対象として、研究開発実施者（高圧ガス保安協会）から提出

されたプロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質疑応答、

並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価における標準的

評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要素技術について

評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報告書(案)を審議、確定し

た。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じると認

められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成２３年７

月に改訂した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準について」

のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価項目・評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定してい

るか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が設

定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの作

製等があったか。 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成すべ

き水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決方

策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対応

の妥当性）。 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が整

備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行われ

る体制となっているか、いたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施してい

るか、いたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 
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・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応の

妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 プロジェクトの概要 
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１．事業の目的・政策的位置付け 
 
１－１ 事業の目的 
 我が国のＬＰガス消費世帯は、昭和 40 年に約 1,100 万世帯であったが、平成 11 年には約 
2,600 万世帯に増加し、その後はほぼ横ばい傾向にある。また一世帯当たりの液化石油ガス消

費量も、昭和 40 年には年間 108ｋｇ であったものが平成 18 年には 290 ｋｇ に達し、液化石油ガ

スは都市ガスと並んで国民の日常生活に不可欠なエネルギー源となっている。 
一方ＬＰガス事故は、近年高止まり傾向にあり、特に燃焼器やガス栓など消費設備が発生箇

所となった事故件数は高い水準にある。 
漏えい爆発や火災は一般消費者等の燃焼器点火ミスやガス栓の誤開放あるいは機器の接続不

良や劣化等により発生し、一酸化炭素中毒事故は、主に換気不足、換気不良、排気設備のずれ

や劣化等により発生している。 
一般消費者等に対し、販売事業者による調査や燃焼器の取扱い方法に関する周知、あるいは

保安機能を持つマイコンメータやガス漏れ警報器の設置等により事故防止対策が図られている

ところであるが、燃焼器の異常等が発生した場合、販売事業者が異常発生の兆候を把握し対応

できれば、これらの事故を未然に防ぐことが可能となることから対応が求められていた。 
また液化石油ガス販売事業者（以下「販売事業者」という。）は、液化石油ガス（以下「ＬＰ

ガス」という。）を一般消費者等に供給するにあたり、燃焼器の設置方法などが液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液化石油ガス法」という。）で定められた技

術基準に適合しているかどうかを調査し、技術基準に適合していない場合は一般消費者等に調

査結果を通知し、改善の提案などを行う義務がある。  
 これらの調査は供給開始時及び 4 年に 1 回以上の定期消費設備調査により行われるが、一般

消費者等が購入した燃焼器を自ら設置した場合に販売事業者への連絡がなければ、次の調査ま

で燃焼器の異常等に対し販売事業者が適切な措置を講じることができず、爆発や火災、一酸化

炭素中毒などの事故が発生する可能性があるためこの面からも対応が求められていた。 
 そこで本事業では、650 万世帯で使用されている集中監視システムとＬＰガス 2,600 万世帯

のほぼ全世帯に設置（99.7％）されているマイコンメータと、普及が望まれている不完全燃焼

警報器等を組み合わせて、一般消費者宅に設置されている燃焼器を自動的に識別し、燃焼器の

不適切使用やＣＯを発生している異常な燃焼器、更には新規に使用された燃焼機器等について

も迅速確実に判定を行い、集中監視センターへ通報するシステムを開発する。これにより、販

売事業者は通報があった時点での電話等による緊急処置が可能となるとともに、原因発生機器

が特定されていることから、現在２～３時間を要するとされている現場到着後の点検処理時間

を 1/4～1/6 の 30 分程度へと大幅に短縮することが可能となる。また新規に使用が開始された

機器についても機器が特定されていることから迅速な保安業務の実施が可能となる。 
このように、消費設備に起因するＬＰガス事故防止や保安業務の迅速な実施に寄与する保安

システムを構築することにより、保安の高度化を図ることを目的とした。 
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図 1-1 集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システムの開発の概要 
 
１－２ 政策的位置付け 
 液化石油ガス法では、一般消費者等における液化石油ガスによる災害を防止することを目的

とし、その方策の一つとして液化石油ガスの供給設備及び消費設備について技術上の基準を同

法の省令で定め、これに適合・維持することを販売事業者に義務付けている。 
 また、販売事業者は、ＬＰガスを一般消費者等に供給するにあたり、燃焼器の設置方法など

が技術基準に適合しているかどうかを調査し、技術基準に適合していない場合は一般消費者等

に調査結果を通知し、改善の提案などを行う義務がある。 
 これらの調査は、供給開始時及び 4 年に 1 回以上の定期消費設備調査により行われるが、一

般消費者等が購入した燃焼器を自ら設置した場合に販売事業者への連絡がなければ、次の調査

まで燃焼器の異常等に対し販売事業者が適切な措置を講じることができず、爆発や火災、一酸

化炭素中毒などの事故が発生する可能性がある。 
 このため、原子力安全・保安院で毎年、策定している「液化石油ガス販売事業者等保安対策

指針」において、「事業者は、（中略）より実効性の高い保安管理システムを導入し、保安対策

を確実に実施していくことが求められていることを十分に認識することが必要である」旨を記

載しており、保安管理システムの高度化を推進することとしている。 
 本事業は、設置が義務付けされているマイコンメータを高度化して活用するためのものであ

り、法令上の技術基準やこれに準じて運用されている高圧ガス保安協会の自主基準の策定や見

直しに直結するものである。すなわち、集中監視システムと組み合わせて、一般消費者宅に設

置されている燃焼器を自動的に識別し、さらに不完全燃焼警報器等と連動させることによって
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燃焼器の不適切使用や異常な燃焼器等についても判定を行うことにより、販売事業者の迅速な

保安業務の実施を可能とする保安システムを構築し、保安の高度化を図るものであり、高圧ガ

ス・液化石油ガス等保安対策の一環としての位置付けで行われたものである。 
なお、このように国から高圧ガス保安協会に委託して実施した技術開発の成果を踏まえて技

術基準を策定して法令上位置付けたものとしては、マイコンメータ等の例がある。今回も、こ

れらと同様に市場での一定の評価が得られるなど、条件が整えば保安システムの技術基準の作

成も検討することとしている。 
 
１－３ 国の関与の必要性 
 国においては、液化石油ガスによる災害を防止するため、液化石油ガス法に基づき、一般消

費者等に対する保安の確保、向上を図っている。 
 その一環として、ＬＰガスの事故防止を図るため、マイコンメータにおいてもＬＰガス規則

第 18 条第 22 項により使用形態を把握の上適切なものを選定するよう規定されている。 
 また販売事業者は、ＬＰガスを一般消費者等に供給するにあたり、燃焼器の設置方法などが

技術基準に適合しているかどうかを調査し、技術基準に適合していない場合は一般消費者等に

調査結果を通知し、改善の提案などを行う義務を負うこととしている。 
 消費設備が技術上の基準に適合しているかどうかは、供給開始時及び定期的に調査すること

になっている（規則第 37 条）。調査項目としては、規則第 44 条によって例えば、1 号ワでは

燃焼機器のＬＰガス適合性、1 号タでは排気筒の基準などが供給開始時と 4 年に 1 回調査され

不具合のあるものは交換されている。しかしながら一般消費者等が量販店などで新しい消費機

器を購入した場合などは管理できない。また、インターロックなどの機器を改造した場合も、

同様に次の消費設備調査まで把握することができないこととなる。 
 留守の多い集合住宅や一般家庭に設置されている消費機器などの屋内調査は手間が多くかか

り、見落としの可能性もある。また、ＬＰガス販売事業者が変更になった場合、販売契約先の

消費機器に変更がなくても供給開始時点検及び消費設備調査が必要となっておりＬＰガス販売

事業者にとって時間的・費用的負担が大きい。 
 天井付近に設置された排気筒の目視などによる点検なども上面が見えにくくミスしがちであ

る。そのため、定期消費設備調査が適正に行われない場合、事故につながる可能性も存在する。 
 ＬＰガス販売事業者には消費者へのガスの供給と安全を確保するため様々な規制が課せられ

ているが、ＬＰガス供給事業者は中小零細企業が多く、リスクの大きい保安機器を自ら開発し

ていける企業は極めて少ない。これまでの保安技術開発に関しては、一部民間企業でも行われ

ているが、技術基準作成や普及促進の目処が予測しづらい面もあることから投資リスクが大き

く民間企業のみでは行いにくい状況にあった。 
 本プロジェクトは、１－２で述べたとおり、保安規制の前提となる技術基準の改定等の検討

に資するものであり、保安規制を司る国自らが関与する必要がある。また、本システム自体は

まだ開発されておらず、法令上も位置付けられていないことから、普及の見通しが十分立って

おらず、民間企業のみに委ねても研究開発が進むとは限らない。さらに、このようなシステム

の開発のポテンシャルを有する民間企業は複数存在しているため、仮にこれらの民間企業によ

る開発がばらばらに進められた場合には、保安レベルの企業間格差やオーバースペックによる

無駄なコスト、更には消費者間の安全確保にも統一性がなくなる等マイナス面が多い。このた
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め、民間企業のみに委ねることは適当ではなく、国自らが積極的に行うことが適当であり、か

つ、効率的である。 
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２．研究開発等の目標 
 
２－１ 研究開発目標 
２－１－１ 全体の目標設定 
 ガス流量変化等から燃焼器の自動識別及び燃焼器の不適切な使用を判定するロジックの開発、

集中監視システムを利用して識別・判定した結果を通報するシステムの開発、不完全燃焼警報

器との連動により一酸化炭素（以下「ＣＯ」という。）の発生源となっている燃焼器を特定し通

報するシステムの開発を行う。 
 
２－１－２ 個別要素技術の目標設定 
 本事業目標を達成するために、以下の個別要素技術を設定し、それぞれの個別要素技術毎に

ついて表 2-1 のとおり個別目標を設定した。 
 

(1) 燃焼器自動識別システムの開発 
① 燃焼器自動識別用流量測定器の製作 
② 燃焼器流量特性調査 
③ 個別燃焼器自動識別ロジックの開発 
④ 同時使用燃焼器自動識別ロジックの開発 
⑤ 燃焼器不適切使用判定ロジックの開発 
⑥ 不完全燃焼警報器連動型ＣＯ発生燃焼器特定ロジックの検討 
⑦ 燃焼器の経年劣化による燃焼器自動識別ロジックへ影響確認 
⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識別ロジックの対応・検討 

(2) 調査・検討等 
① 集中監視システムの保安機器連動に関する有効性調査 
② 警報表示方法の検討 
③ 燃焼器自動識別システムの有効性検討 
④ 燃焼器自動識別システムの普及のための検討 

 
表 2-1 個別要素技術の目標 

要素

技術 
目標・指標 設定の理由・根拠 

(1) 
燃 

焼 

器 

自 

動 

識 

別 

① 燃焼器自動識別用流量測定器の製作 

 
 燃焼器自動識別システムを開発するために

必要な、燃燃焼器流量特性のデータ（燃焼器使

用時のガスの瞬時流量変化(cc/min)・圧力変化

(kPa)）を取得するため、従来品では 2.0 秒間

隔である測定間隔を 0.5 秒に短縮した燃焼器自 

 

 

 
 自動識別システムを実現するために必要な、

燃焼特性のデータ（燃焼器使用時のガスの瞬時

流量変化・圧力変化）を計測するため。 
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シ 

ス 

テ 

ム 

の 

開 

発 

動識別用流量測定器を製作する。 

 

② 燃焼器流量特性調査 

 
1) ＬＰガスを使用する家庭用燃焼器（ガスこ

んろ、ガスオーブン、ガス瞬間湯沸器、ガス

温水給湯暖房機、ガスふろがま、ガスストー

ブ、ガスファンヒーター、ガス温風暖房機、

ガス炊飯器）の最近３年間の国内出荷台数

を、機器分類別、メーカ別、機種別、ガス消

費量別に分類し、家庭用燃焼器の普及状況を

把握する。 

2) 海外から輸入され国内で販売される燃焼

器（ガスこんろ、ガスオーブン、ガス瞬間湯

沸器、ガス温水給湯暖房機、ガスふろがま、

ガスストーブ、ガスファンヒーター、ガス温

風暖房機、ガス炊飯器）について、販売台数

を把握する。 

3) こんろ、オーブン、瞬間湯沸器、温水給湯

暖房機、ふろがま、ストーブ、ファンヒータ

ー、温風暖房機、炊飯器の最近３年間の国内

出荷台数を基本に、こんろ、ストーブ、瞬間

湯沸器、ふろがまについては、各製造メーカ

における販売量の上位 70％を占める型式、

他の機種については、その機種における販売

数量の最も多い型式について、機種毎に調査

方法を定め、自動識別ロジックの策定に必要

な燃焼器流量特性のデータ収集を行う。 

 

 

 
1) ＬＰガスを使用する家庭用燃焼器（ガスこ

んろ、ガスオーブン、ガス瞬間湯沸器、ガス

温水給湯暖房機、ガスふろがま、ガスストー

ブ、ガスファンヒーター、ガス温風暖房機、

ガス炊飯器）の国内出荷台数を把握し、燃焼

器流量特性調査で調査すべき燃焼器の型式

を選定するため。 

 
2) 海外から輸入され国内で販売される燃焼

器について、販売台数を把握するため。 

 

 

 
3) こんろ、オーブン、瞬間湯沸器、温水給湯

暖房機、ふろがま、ストーブ、ファンヒータ

ー、温風暖房機、炊飯器について、自動識別

ロジックの策定に必要な燃焼器流量特性デ

ータを収集するため。 

③ 個別燃焼器自動識別ロジックの開発 

 
 10 機種の燃焼器（ガスこんろ、ガスオーブ

ン、ガス瞬間湯沸器、ガス温水給湯暖房機、ガ

スふろがま、ガスストーブ、ガスファンヒータ

ー、ガス温風暖房機、ガス炊飯器）の使用に応

じて変化するガス流量について、燃焼器使用開

始時からのガス流量変化の特徴点に着目し、使

用している燃焼器について、10 機種のうちの

何れかと 100％識別することができる燃焼器

 

 
 燃焼器流量特性調査で得られた燃焼器の流

量変化パターン等から使用されている燃焼器

の種類を識別することができる燃焼器自動識

別ロジックを開発するため。 
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自動識別ロジックを開発する。 

 

④ 同時使用燃焼器自動識別ロジックの開発 

 
 10 機種の燃焼器（ガスこんろ、ガスオーブ

ン、ガス瞬間湯沸器、ガス温水給湯暖房機、ガ

スふろがま、ガスストーブ、ガスファンヒータ

ー、ガス温風暖房機、ガス炊飯器）において、

一般家庭での複数同時使用時においても、使用

している燃焼器の種類を識別することのでき

る、機器使用時の安定流量に着目した同時使用

燃焼器自動識別ロジックを開発する。 

 

 

 
1) 燃焼器の複数同時使用など様々な使用状

況における燃焼器自動識別ロジックを検討

し、家庭での同時使用が考えられる燃焼器の

組合せについて、開発・検討したロジックの

識別精度を検証し、同時使用燃焼器自動識別

ロジックを開発するため。 

 
2) 同時使用燃焼器自動識別ロジックで自動

識別した燃焼器の自動登録方法の検討を行

うため。 

 

⑤ 燃焼器不適切使用判定ロジックの開発 

 
 燃焼器が不調の時に見受けられる、燃焼器の

未着火時の繰り返し点火操作や不完全燃焼防

止機能作動時の操作パターンや機器の動作パ

ターン等に着目し、燃焼器の不調による不点火

時の繰り返し点火操作や燃焼器における不完

全燃焼防止装置作動を判定することができる

燃焼器不適切使用判定ロジックを開発する。 

 

 

 
 燃焼器の操作パターンや流量パターン等か

ら燃焼器の不点火及び不完全燃焼を判定する

ことができる燃焼器不適切使用判定ロジック

を開発するため。 

 

⑥ 不完全燃焼警報器連動型ＣＯ発生燃焼器

特定ロジックの検討 

 
 不完全燃焼警報器が危険濃度以下のＣＯを

計測した時（ＣＯ濃度 50ppm 以上 150ppm 未

満）に、燃焼器自動識別ロジックによりＣＯ発

生確認時に使用している燃焼器を特定し、ＣＯ

を発生している燃焼器として警告するための

ロジックを開発する。 

 

 

 

 
 不完全燃焼警報器が危険濃度以下のＣＯを

計測した時（換気警報段階）に、ＣＯを発生し

ている燃焼器を特定し警告するためのロジッ

クを開発するため。 

 

⑦ 燃焼器の経年劣化による燃焼器自動識別

ロジックへ影響確認 

 
1) 燃焼機のメーカが実施する耐久試験結果

 

 

 
 燃焼機の経年劣化によるガス流量変化につ
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より、機器の繰り返し使用による機器劣化に

ついて調査を実施する。 

2) 一般市場より、10 機種の燃焼器（ガスこん

ろ、ガスオーブン、ガス瞬間湯沸器、ガス温

水給湯暖房機、ガスふろがま、ガスストーブ、

ガスファンヒーター、ガス温風暖房機、ガス

炊飯器）について、10 年以上使用されてい

たものを回収し、燃焼器流量特性のデータ収

集を行い、開発した燃焼器の自動識別ロジッ

クの経年劣化による流量変化への対応状況

について検討、対策を行う。 

 

いて調査を行い、開発した燃焼器の自動識別ロ

ジックの経年劣化による流量変化への対応状

況について検討を行うため。 

⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識別

ロジックの対応・検討 

 
 太陽熱利用給湯器、家庭用コ・ジェネレーシ

ョンシステム、家庭用燃料電池のように、従来

のＬＰガス消費機器とは異なるガス消費の制

御方式を有する消費機器等について燃焼器流

量特性のデータ収集を行い、開発した燃焼器自

動識別ロジックの新型ガス消費機器等への対

応状況について検討、対策を行う。 

 

 

 

 
 家庭用燃料電池等の従来のＬＰガス消費機

器とは異なる新たなガス消費量の制御方式を

有するガス消費機器等について調査を行い、開

発した燃焼器自動識別ロジックの新型ガス消

費機器等への対応状況について検討を行うた

め。 

(2) 
調 

査 

・ 

検 

討 

等 

① 集中監視システムの保安機器連動に関する

有効性調査（平成 20 年度実施） 

 
 集中監視システムの普及にあたり課題とな

っている通信インフラの変化について伝送装

置（ＮＣＵ）の無線化や複数回線対応など技術

的課題及び不完全燃焼警報器の設置状況につ

いて、ＬＰガス販売事業者などからアンケート

調査や聞き取り調査を行い、実現可能な普及策

を検討するとともに、集中監視システムとの連

動による効果や問題点を整理し、技術的な課題

について明らかにする。 

 

 

 

 
 実現可能な普及策を検討するとともに、集中

監視システムとの連動による効果や問題点を

整理し、技術的な課題について明らかにするた

め。 

② 警報表示方法の検討（平成 21 年度実施） 

 
 本システムに最適と考えられる集中監視シ

 

 
 本システムを使用する消費者等に報知が必
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ステムの通信方法及び宅内表示システムにつ

いて調査を行う。 

要な情報及びその対処手順の通知方式を検討

するとともに、保安情報の更新や管理方法の検

討を行うため。 

 

③ 燃焼器自動識別システムの有効性検討 

（平成 21 年度実施） 

 
 本システムの普及により、市場に与える効

果・影響について検討を行う。 

 

 

 

 
 本システムを普及、使用するにあたり、消費

者、市場等に与える効果、影響を想定しておく

ため。 

 

④ 燃焼器自動識別システムの普及のための検

討（平成 22 年度実施） 

 
 燃焼器自動識別システムを普及させるため、

機器メーカ、液化石油ガス販売事業者、一般消

費者等の動向等を踏まえた検討を行う。また、

本システムの業務用厨房等への適用可能性に

ついて検討を行う。 

 

 

 

 
 本システムを普及させるため、機器メーカ、

液化石油ガス販売事業者、一般消費者等の動向

等を踏まえ、開発内容を適正な方向へ導くた

め。 
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３．成果、目標の達成度 
 
３－１ 成果 
 
３－１－１ 全体成果 
 販売事業者は、ＬＰガスを一般消費者等に供給するにあたり、燃焼器の設置方法などが技術

基準に適合しているかどうかを調査し、技術基準に適合していない場合は一般消費者等に調査

結果を通知し、改善の提案などを行う義務がある。これらの調査は供給開始時及び 4 年に 1 回

以上の定期消費設備調査により行われるが、一般消費者等が購入した燃焼器を自ら設置した場

合に販売事業者への連絡がなければ、次の調査まで燃焼器の異常等に対し販売事業者が適切な

措置を講じることができず、爆発や火災、一酸化炭素中毒などの事故が発生する可能性がある。 
 本事業開発した燃焼器自動識別システムは、集中監視による常時監視機能とマイコンメータ、

不完全燃焼警報器等を組み合わることにより、一般消費者宅に設置されている燃焼器を自動的

に識別したり、燃焼器の不適切使用や異常な燃焼器等についても判定を行う事ができる。 
 ＬＰガス事故は近年高止まり傾向にあり、特に燃焼器やガス栓など消費設備が発生箇所とな

った事故件数は高い水準にある。漏えい爆発や火災は一般消費者等の燃焼器点火ミスやガス栓

の誤開放あるいは機器の接続不良や劣化等により発生し、一酸化炭素中毒事故は、主に換気不

足、換気不良、排気設備のずれや劣化等により発生している。一般消費者等に対し、販売事業

者による調査や燃焼器の取扱い方法に関する周知、あるいは保安機能を持つマイコンメータや

ガス漏れ警報器の設置等により事故防止対策が図られているところであるが、開発した燃焼器

自動識別システムを用いることにより、燃焼器の異常等の発生を販売事業者が事故発生以前に

把握し対応できれば、これらの事故を未然に防ぐことが可能となり、ＬＰガス供給に係る保安

の高度化を図ることができる。 
 

表 3-1 要素技術と成果の概要 
要素

技術 

成果の概要 

(1) 
燃 

焼 

器 

自 

動 

識 

別 

シ 

ス 

テ 

ム 

① 燃焼器自動識別用流量測定器の製作 

 自動識別システムを実現するために必要な、燃焼特性のデータ（0.5 秒間隔のガス流量（ｃｃ/

ｍｉｎ相当の瞬間流量）、ガス供給圧力（ｋＰａ単位の瞬間圧力）変化）が計測可能な、流量計測器

を製作した。 

 仕様の概略については本紙１５頁参照。 

 

② 燃焼器流量特性調査 

1) ＬＰガスを使用する家庭用燃焼器（ガスこんろ、ガスオーブン、ガス瞬間湯沸器、ガス温水

給湯暖房機、ガスふろがま、ガスストーブ、ガスファンヒーター、ガス温風暖房機、ガス炊飯

器）の最近３年間の国内出荷台数を、機器分類別、メーカ別、機種別、ガス消費量別に集計し

た。 
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の 

開 

発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 海外から輸入され国内で販売される燃焼器について、販売台数を集計した。 

 
3) ガスこんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガスストーブについては、国内出荷台数の調

査結果をもとに、メーカごとに最近３年間における出荷台数の７０％以上をカバーする型式に

ついて自動識別ロジックの策定に必要な燃焼特性のデータ収集を行った。 

 オーブン、温水給湯暖房機、ファンヒーター、温風暖房機、炊飯器については、国内出荷

台数の調査結果をもとに、機種毎に一番販売台数の多かった型式の燃焼器について自動識別

ロジックの策定に必要な燃焼特性のデータ収集を行った。 

 ＬＰガスを使用する家庭用燃焼器（ガスこんろ、ガスオーブン、ガス瞬間湯沸器、ガス温

水給湯暖房機、ガスふろがま、ガスストーブ、ガスファンヒーター、ガス温風暖房機、ガス

炊飯器）のうち 

１０機種７４（６６＋８）型式の燃焼器が燃焼器流量特性調査の対象となり、４４９１デー

タ（機器使用開始時からの流量立ち上がり変化（１０秒間）相当）を取得した。 

 
③ 個別燃焼器自動識別ロジックの開発 

 燃焼器流量特性調査で得られた燃焼器の流量変化パターン等から使用されている燃焼器の種

類を識別することができる燃焼器自動識別ロジックを開発した。 

 
○個別の機器まで単独で判定できた判定率 

   短時間（１０秒以内）識別率 ： ３０．２％ 

   長時間（３０分以内）識別率 ： ７３．３％ 

   （当該機器が含まれなかった誤判定率は０．０％であり、残りの２６．７％はすべて他の

機器と一緒に判定された重複判定率である。） 

 
○上記で重複判定されたものを識別するロジックを追加した場合における判定率 

：９７．０％（理論値） 

 
 判定率の詳細については、本紙１４頁参照。 

 識別ロジックの概略については、本紙１８頁参照。 

④ 同時使用燃焼器自動識別ロジックの開発 

1) 燃焼器の複数同時使用など様々な使用状況における燃焼器自動識別ロジックを検討し、同時

使用燃焼器自動識別ロジックを開発した。 

  １台目使用時における流量変化の安定性を確認し、複数台の使用を確認することのできるロ

ジックを開発した。 

2) 同時使用燃焼器自動識別ロジックで自動識別した燃焼器の自動登録方法の検討を行い、登録

方法【案】を決定した。 

  燃焼器未登録状態への新規器具としての登録方法（同一機器として複数回（５回程度）識別

した場合、新規器具として登録する。）を開発、提案した。 
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⑤ 燃焼器不適切使用判定ロジックの開発 

1) 不適切使用再現燃焼器を実際に使用し流量変化についてデータ収集を実施した。 

2) 得られたデータを解析し、燃焼器の操作パターンや流量パターン等から燃焼器の不点火及び

不完全燃焼を判定することができる燃焼器不適切使用判定ロジックを開発した。判定ロジック

の概略については、本紙３１頁参照。 

 
⑥ 不完全燃焼警報器連動型ＣＯ発生燃焼器特定ロジックの検討 

1) 燃焼器自動識別ロジックと不完全燃焼警報器のＣＯ測定機能を用いて、危険濃度以下のＣＯ

を計測した時（換気警報段階）に、ＣＯを発生している燃焼器を特定し警告するためのロジッ

クを開発した。 

2) 「単独判定を１回以上を含む連続５回の判定を確認できた場合、ＣＯ発生燃焼器として特定

する。」とするＣＯ発生燃焼器特定ロジックを開発した。 

 

⑦ 燃焼器の経年劣化による燃焼器自動識別ロジックへ影響確認 

1) 製造メーカ実施の耐久試験による長期間使用を想定した流量変化について調査を実施し、10 

年間程度の使用を想定した耐久試験では、連続使用、断続使用ともに、使用開始直後の流量値

から -1 ％ ～ 3 ％ 程度の変化しか無いことが確認された。 

2) 市場より長期間（１０年間以上）使用されていた燃焼機（ガスこんろ、ガスオーブン、ガス

瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガスストーブ、ガスファンヒーター、ガス炊飯器）を回収し、燃

焼器使用時のガス流量変化について調査を実施した。 

3) 開発した燃焼器自動識別ロジックを用いて識別を行い、不具合点等を抽出し、燃焼器自動識

別ロジックへ情報をフィードバックさせ対応させた。情報フィードバックによる成果の概略に

ついては、本紙３５頁参照。 

 

⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識別ロジックの対応・検討 

1) 太陽熱利用給湯器、家庭用燃料電池（エネファーム）、家庭用コ・ジェネレーションシステ

ム（エコウィル）の３機種を新型ガス消費機器と決め、従来のＬＰガス消費機器とは異なる新

たなガス消費量の制御方式を有するガス消費機器等について流量測定調査を実施した。 

2) 新型ガス消費機器で使用されている貯湯・給湯ユニットについては、温水給湯器として自動

識別可能であるが、「コージェネレーションユニット」及び「燃料電池ユニット」については、

識別できなかった。しかし、更に多くのデータを解析することにより、新たな機種「コージェ

ネレーションユニット」として識別できる可能性が見いだされた。新たな識別ロジックの概要

については、本紙３８頁参照。 

 

(2) 

調 

査 

・ 

① 集中監視システムの保安機器連動に関する有効性調査 

 ＬＰガス販売事業者からアンケート調査及び聞き取り調査を行い、集中監視システムの普及に

あたり課題となっている通信インフラの変化の早さ、伝送装置（ＮＣＵ）の無線化への問題点、

複数回線対応など技術的課題及び不完全燃焼警報器の設置状況について把握することができた。 

 調査結果の概略については、本紙４３頁参照。 
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検 

討 

等 

② 警報表示方法の検討 
 本システムに最適と考えられる集中監視システムの通信方法を検討した結果、自動識別システ

ム⇔警報器間は宅内表示装置を含めて無線を使ったネットワーク構築が普及促進に有効であり、

監視センター⇔自動識別システム間においては固定電話回線に頼らない集中監視システムが必

要になることを確認した。検討結果の概略については、本紙４５頁参照。 

 

③ 燃焼器自動識別システムの有効性検討 
 本システムが導入された場合の効果は大きいと思われるが、新しいシステムや装置にはなじめ

ない販売事業者も多いと思われる。しかし、販売事業者が異常発生の兆候を把握し対応できれば、

ＣＯ中毒事故、ＬＰガス漏れ事故等を未然に防ぐことが可能となることを確認した。検討結果の

概略については、本紙４６頁参照。 

 

④ 燃焼器自動識別システムの普及のための検討 
1) 普及のための条件について 

 自動識別データや情報などを有効に生かす事が重要で給湯器の台所リモコンなどに表示機能

を持たせ、リアルタイムで使用中機器の表示(見える化)をする事が需要家への安全の意識付けを

図る事に繋がり効果的な取り組みであることが確認できた。 

2) 認定販売事業者へのインセンティブについて 

 新規器具の発見や不適切使用判定機能を利用して、現在 4 年に 1 度の消費機器の目視での燃焼

確認点検を 5 年に延長し、ガスメータ 10 年、警報器 5 年と法定点検を 5 年単位に統一すること

で業務が効率化され管理がスムーズになり認定販売事業者のメリットとして効果的になる。 

 自動識別システムの導入によって消費機器の異常を確認する事が可能になれば期限管理を免

除の可能性も確認された。 

3) 機器のハード面について 

 現行の集中監視システムとの整合性や新型ガス機器への対応、他のメータやセンサ等との連携

や共通化・標準化が求められていることが確認できた。 

4) 自動識別システムに更に求められる機能について 
 消費者へアピールできる付加機能として省エネ・ＣＯ２削減アドバイスや、使用量、使用金額

などを宅内表示出来る機器の設置や、ガス料金のお知らせ、独居老人などの見守りサービス等の

付加サービスが提案出来る可能性を確認できた。 

 ガス消費者及びガス事業者のメリットとしては新規購入ガス機器のフォローや経年使用機器

のメンテナンスの支援、暖房機器の使用開始通報サービス、屋内設置小型給湯器の継続使用時間

の自動設定など業務改善に役立つ内容が提案出来る可能性を確認できた。 

5) 業務用厨房等への適用可能性について 

 現状における業務用厨房において多くの課題があることが分かった。これらの課題の解決に役

立つ提案として、人やメータだけに頼らない集中監視システムでの保安強化が必要であり、今回

開発した燃焼器自動識別システムの応用提案としては「判別後に通常使用か消し忘れか漏れか等

の判断が可能になる」やＣＯ中毒事故防止対策として、「ＣＯ警報器(換気センサ)の低レベルで

の予告通報、高レベルでの警告通報あるいは即遮断」などが挙げられた。加えて「事前に設置器
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具の流量データをメータに記憶させておくことが出来れば新規設置器具の発見などが可能にな

り業務の改善や高度保安の実現に寄与できる」との意見があった。 

 今回開発した燃焼器自動識別システムをいかに普及させてＬＰガスをより安心で安全に使用

してもらう為には、消費者はもちろんガス販売事業者の要望をうまく取り入れ、実態に即した環

境下での実証、及びフィージビリティスタディを重ねて有効性を確認し、関連メーカとともにＩ

ＣＴを活用した最適で低廉なシステムを開発・構築して行く事が重要であることが確認できた。 

 検討結果の概略については、本紙４６頁参照。 
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３－１－２ 個別要素技術成果 
 
(1) 燃焼器自動識別システムの開発 
 平成 20 年度から平成 22 年度までに収集した全 4,491 データについて、使用継続監視ロジッ

クを含む自動識別ロジックによる自動識別判定を実施した結果は、単独判定率は 73.3 ％、重複

判定率は 26.7 ％、誤判定率は 0.0 ％となった。コンロと給湯・ふろがまのみの一般消費世帯で

は実使用上 100％の単独判定率となる。 
 ファンヒーターについては、10 数年前に生産され長期使用ガス消費機器として回収したもの

の中に、想定していなかった使用開始時の流量立ち上がりパターンを持つものが見いだされた

ため、新たに識別用判定パラメータの追加行った。また、識別用判定パラメータの追加だけで

は、「重複判定」となることが想定されるので、新たな「継続使用監視」のロジックを検討した。

更に重複判定された機種の燃焼特徴を考察しロジックを追加する事により、理論上単独判定率

は 97.0 ％、重複判定率は 3.0 ％、誤判定率は 0.0 ％となった。 
 表 3-2 に平成 22 年度版 自動識別ロジック（使用継続監視ロジック有り）の識別結果を一

覧として示す。 
 

表 3-2 平成 22 年度版 自動識別ロジック（使用継続監視ロジック有り）の識別結果 

機種 

平成 22 年度識別ロジック判定 
（使用継続監視ロジック有り）  

ﾌｧﾝﾋｰﾀ判定導入 
（想定判定率） 

対象 
データ数 

判定結果 データ数 判定率 
 

データ数 判定率 

ファンヒータ 85 
単独判定 75 88.2% 

 
85 100.0% 

重複判定 こんろ/ｵｰﾌﾞﾝ 10 11.8% 
 

0 0.0% 
誤判定 0 0.0% 

 
0 0.0% 

温水給湯 
暖房機 30 

単独判定 30 100.0% 
 

30 100.0% 
重複判定 

 
0 0.0% 

 
0 0.0% 

誤判定 0 0.0% 
 

0 0.0% 

温風暖房機 38 
単独判定 38 100.0% 

 
38 100.0% 

重複判定 
 

0 0.0% 
 

0 0.0% 
誤判定 0 0.0% 

 
0 0.0% 

瞬間湯沸器 862 

単独判定 763 88.5% 
 

763 88.5% 

重複判定 
ふろがま 24 2.8% 

 
24 3.1% 

ストーブ 75 8.7% 
 

75 9.8% 
誤判定 0 0.0% 

 
0 0.0% 

ふろがま 193 
単独判定 167 86.5% 

 
167 100.0% 

重複判定 瞬間湯沸器 26 13.5% 
 

26 15.6% 
誤判定 0 0.0% 

 
0 0.0% 

乾燥機 108 
単独判定 107 99.1% 

 
108 100.0% 

重複判定 こんろ/ｽﾄｰﾌﾞ/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 1 0.9% 
 

0 0.0% 
誤判定 0 0.0% 

 
0 0.0% 

こんろ 1796 

単独判定 1659 92.4% 
 

1796 100.0% 

重複判定 

ファンヒーター 2 0.1% 
 

0 0.0% 
オーブン/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 32 1.8% 

 
0 0.0% 

ストーブ/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 15 0.8% 
 

0 0.0% 
ｵｰﾌﾞﾝ/ｽﾄｰﾌﾞ/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 68 3.8% 

 
0 0.0% 

ｵｰﾌﾞﾝ/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ/衣類乾燥機 2 0.1% 
 

0 0.0% 
ｵｰﾌﾞﾝ/ｽﾄｰﾌﾞ/ 

ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ/衣類乾燥機 18 1.0% 
 

0 0.0% 
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誤判定 0 0.0% 
 

0 0.0% 

ストーブ 396 

単独判定 372 93.9% 
 

386 97.5% 

重複判定 
瞬間湯沸器 10 2.5% 

 
10 2.5% 

こんろ/ｵｰﾌﾞﾝ/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 10 2.5% 
 

0 0.0% 
こんろ/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ/衣類乾燥機 4 1.0% 

 
0 0.0% 

誤判定 0 0.0% 
 

0 0.0% 

炊飯器 56 

単独判定 56 100.0% 
 

56 100.0% 

重複判定 
こんろ 0 0.0% 

 
0 0.0% 

こんろ/ストーブ 0 0.0% 
 

0 0.0% 
誤判定 0 0.0% 

 
0 0.0% 

オーブン 927 

単独判定 23 2.5% 
 

927 100.0% 

重複判定 

こんろ/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 504 54.4% 
 

0 0.0% 
こんろ/ｽﾄｰﾌﾞ/ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 173 18.7% 

 
0 0.0% 

こんろ/ストーブ/ 
ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ/衣類乾燥機 227 24.5% 

 
0 0.0% 

誤判定 0 0.0% 
 

0 0.0% 

    
    

 
    

１０機種合計 4491 
単独判定 3290 73.3% 

 
4356 97.0% 

重複判定 19 パターン 1201 26.7% 
 

135 3.0% 
誤判定 0 0.0% 

 
0 0.0% 

 
① 燃焼器自動識別用流量測定器の製作 
 燃焼器の使用を自動識別するシステムを検討するにあたり、対象となる燃焼器が使用時にど

の様にガスが使用されているのかを把握するため、0.5 秒間隔でガス流量及び供給圧力を測定

できる燃焼器自動識別用流量測定器を製作した。仕様を表3-3及び表3-4に示す。 
 

表 3-3 燃焼器自動識別用流量測定器 流量計測部仕様 
項目 仕様 

計測対象流体 ＬＰガス 

計測方式 超音波式 

計測範囲 －４～４ｍ３/h 

（瞬時流量計測、微小流量作動３Ｌ/h 以下、小数点以下５桁） 

計測誤差 a.３．０％以内 （０．１２ｍ３/h から０．４ｍ３/h 未満） 

b.１．５％以内 （０．４ｍ３/h から４ｍ３/h 以下） 

c.逆流量計測が可能 （－０．４ｍ３/h から－４ｍ３/h 以上） 

備考 ・０．５秒毎に、ガス流量を計測する。 

・データ収集表示装置と接続し、０．５秒毎に通信にてデータ収集表示装置に計測した

データを出力する。 

・ガス流量計測及びガス流量計測データのデータ収集表示装置への出力タイミングは、

ガス圧力計測装置と同一のタイミングとする。 

・装置の故障等の異常時には、ガス計測流路へのガスを遮断する機能を有する。 
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表 3-4 燃焼器自動識別用流量測定器 圧力計測部仕様 
項目 仕様 

計測対象流体 ＬＰガス 

計測範囲 ０．００ ～８．００ｋＰａ（小数点以下２桁） 

計測誤差 ±３．０％以内 （計測範囲内いずれの条件においても） 

備考 ・０．５秒毎に、ガス圧力を計測する。 

・データ収集表示装置と接続し、０．５秒毎に通信にてデータ収集表示装置に計測し

たデータを出力する。 

・ガス圧力計測及びガス圧力計測データのデータ収集表示装置への出力タイミングは、

ガス流量計測装置と同一のタイミングとする。 

・装置の故障等の異常時には、ガス計測流路へのガスを遮断する機能を有する。 

 
 写真3-1に燃焼器自動識別用流量測定器の外観を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 3-1 燃焼器自動識別用流量測定器外観 
 
 また、燃焼器自動識別用流量測定器より得られた流量・圧力データを、自動識別ロジックに

基づき解析・判定する燃焼器自動識別システム装置を写真 3-2 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 3-2 燃焼器自動識別システム装置外観 
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② 燃焼器流量特性調査 
 1) 燃焼器販売量調査 
 ＬＰガスを使用する家庭用燃焼器のうち、主要 4 機種（こんろ、瞬間湯沸器、ろがま、スト

ーブ）及びその他 6 機種（ファンヒーター、温風暖房機、温水給暖房機、オーブン、炊飯器、

衣類乾燥機）を決め、直近 3 ヵ年における国内メーカの出荷数を調査した。 
 また、海外から輸入され国内で販売される燃焼器についても調査し、直近 3 年に輸入燃焼器

の型式申請があった代理店等の情報を入手し、輸入燃焼器についても調査をし、燃焼流量特性

調査の対象とする燃焼器を選定した。 
 結果、こんろ；3 社 14 型式、瞬間湯沸器；7 社 15 型式、ふろがま；7 社 23 型式ストーブ；

2 社 8 型式に最終的に絞り込むことができた。その他 6 機種を含めて合計は 66 型式となった。

表 3-5 に燃焼流量特性調査対象燃焼器選定結果を示す。 
 

表 3-5 燃焼流量特性調査対象燃焼器選定結果 
機種名 メーカ名 型式 型式小計 型式合計 

こんろ 

(株)ハーマン 

DG2012 
C3WG4PWA 

LG2245 
DC1003 

LW2245TSR 

5 

14 パロマ工業(株) 

PA-38P-R 
PA-67F-R（IC-320SB-1R） 

PA-D338A-R 
PA-E10F 

4 

リンナイ（株） 

RTS-336WNTS(BK)-R 
RT-650GFTS(BK)-L 
ﾊｵ ME660VFTS-TR 

RTS-1NDB 
RHS71WG7V2 

5 

瞬間湯沸器 

(株)ガスター RUXC-V2403W 
RUX-K2402W 2 

15 

高木産業(株) 
GS-2400W-1 
GS-A1600E-1 
GS-A2000F-1 

3 

(株)ノーリツ GQ-2437WS 
GQ-1637WSD-FA 2 

(株)ハウステック WF-1612AT（給湯部） 1 
(株)ハーマン YR0546 1 

パロマ工業(株) 
PH-5BS(PH-55B) 

PH-16SXFS 
PH-203EW 

3 

リンナイ（株） 
RUX-A2010W 

RUX-V1611SWFA-E 
RUX-V2015SFFUA 

3 

ふろがま 

(株)ガスター 

RUF-VS2005AW 
RUF-VK2010SAW 
SR-1662FFS-SA 

SR-S1 
ER-S1N 

5 

23 

 
高木産業(株) 

GF-130C-1 
TP-BF3(S)-1 
GX-206AF-1 

 
3 
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(株)長府製作所 
GF-200D 

GFK-2016WKA 
GF-1000PK 

3 

(株)ノーリツ 
GT-2050SAWXBL 

GSY-133E 
GBSQ-612 

GBS-5E 

4 

(株)ハウステック WF-1612AT（風呂がま部） 
WF-805AT 2 

パロマ工業(株) FH-242AWD 
SB-131D 2 

リンナイ（株） 
RUF-A2000SAW(A) 
RUF-K2401SAW(A) 

RF-7M2 
RUF-V2005SAFF 

4 

ストーブ 

パロマ工業(株) 
PG-651S 
PG-851S 

PG-600EF-W 
3 

8 

リンナイ（株） 

R-652PMS3 
R-852PMS3 

R-1290VMS3 
R-452PMS3 
R-483PMS3 

5 

ファンヒーター リンナイ（株） RC-J5801ACP 1 1 
温風暖房機 リンナイ（株） RHF-308FT3 1 1 

温水給湯暖房機 リンナイ（株） RH-61W(A) 1 1 
オーブン リンナイ（株） RCK-10M(A) 1 1 
炊飯器 リンナイ（株） RR-100VL 1 1 

衣類乾燥機 リンナイ（株） RDT-50S 1 1 
総 計   66 型式  

 
 2) 燃焼流量特性調査 
 燃焼流量特性調査対象燃焼器の選定で選定された 66 型式の燃焼器及び研究所ですでに保有

していた機器について、機種毎に操作方法、測定条件等を決めた流量測定調査要領を作成し、

測定を実施することにより、4491 データを収集することができた。 
 
③ 個別燃焼器自動識別ロジックの開発 
 本研究では、燃焼器使用時に燃焼器で使用されているＬＰガスの瞬時ガス流量（単位：Ｌ/
ｈ）及びそのときの供給圧力（単位：ｋＰａ）を 0.5 秒毎に測定し、そのときの流量変化を図

1.1 に示すようなガス流量変化グラフとして捉え、そのときの流量変化を特徴点として抽出し、

燃焼器使用開始から約 10 秒で使用燃焼器を識別するものである。また、最初の識別で単独判

定できずに重複判定した場合、更に機器使用状態を継続監視することで使用燃焼器を識別する

方法を開発した。 
 識別対象機種としては、「こんろ」「ストーブ」「瞬間湯沸器」「ふろがま」「温風暖房器」「温

水給湯暖房器」「ファンヒーター」「炊飯器」「オーブン」「衣類乾燥機」の 10 機種を対象とし、

これらに類さない場合は「その他」と識別することにしている。 
 また、識別結果は、単独判定、重複判定、誤判定の考え方で検討が実施された。 
 「単独判定」とは、例えば、「ガスこんろ」の流量データを自動識別ロジックで機種判定さ
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せた場合、「ガスこんろ」であると単独で判定することとした。 
 「重複判定」とは、例えば、「ガスこんろ」の流量データを自動識別ロジックで機種

判定させた場合、「ガスこんろ」とも判定するが、他に「ガスストーブ」や「ガスオー

ブン」などと重複して判定することとした。 

 「誤判定」とは、例えば、「ガスこんろ」の流量データを自動識別ロジックで機種判定させた

場合、ガスこんろ以外の機種として判定することとした。このときは、単独誤判定も、重複誤

判定も「誤判定」としている。 
 

1) 特徴点抽出処理 
 流量測定時にそのときの圧力についても同時に測定し、ＬＰガスの瞬時流量に関わる「圧力

による流量補正」を同時に行う。 
 識別するための特徴点としては、「傾斜度」、「サブ傾斜度」、「中間流量」、「中間安定流量」、

「安定流量」、「オフセット流量」がある。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 あるガス流量変化の特徴 
 

時間→

↑
流
量

安定流量

傾斜度

３ ６ ２ ２ ６ １ １

ｻﾌﾞ傾斜度

中間安定流量

中間流量

抽出処理

オフセット流量
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 図3-1に示してある各特徴点については、図3-2に示してある特徴抽出処理フローに従って、

抽出処理を行い、燃焼器の識別を行っていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 〔６〕 
 
 
 
                  〔１〕 
 
                  〔２〕 
 
                  〔３〕 
 
                  〔４〕 
 
 
 
                   〔５〕 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2 特徴抽出処理フロー 
 
 

流量あり

特徴抽出中
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特徴抽出中 セット

差分流量算出

傾斜度変換処理

傾斜度抽出処理

中間流量抽出処理

中間安定流量及び

安定流量抽出処理

オフセット流量

←０(L/h)
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更新処理

特徴抽出終了

特徴抽出中 クリア

特徴抽出処理

終 了
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瞬時流量10L/h以上

あるいは

傾斜度３以上かつ

サブ傾斜度４以上

|今回流量－前回流量|

|今回流量－前々回流量|

傾斜度 および

サブ傾斜度

傾斜度 および

サブ傾斜度

検出器具が登録器具／未登録器具

／新規器具のいずれかを判定

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

0.5秒毎に実施

(瞬時流量10L/h未満)

(ｵﾌｾｯﾄ流量を初期化)

(瞬時流量10L/h以上)

(抽出開始から８秒経過)
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2) 圧力による流量補正 
 ガス消費量の少ない燃焼器で、使用開始時の供給圧力の違いにより、算出された安定流量が

違うということが判明したため、使用時の圧力による流量変化について補正行う。 
 

 

         Q＝q×［（ 0.25 × p － 1.06 ）
２

 

 ＋ 0.87］ 

         Q：標準圧力時の流量〔Ｌ/ｈ〕 

         q：実測流量〔Ｌ/ｈ〕 

 

  収集対象データの最大値が 380 Ｌ/ｈ 以上ならば流量補正は行わない。 

 

 
3) 「傾斜度」及び「サブ傾斜度」変換処理 
 
『傾斜度』とは、今回流量と前回流量との差分流量で表3-6を用いて求めたもの。 

『サブ傾斜度』とは今回流量と前々回流量との差分流量で表3-6を用いて求めたもの。 

 

 表 3-6 に示す傾斜度換算表に従って、流量測定値の差分流量（0.5 秒間隔で得られる流量値

の差分）の絶対値から傾斜度を求める。 
 

表 3-6 傾斜度変換表 

傾斜度 流 量 範 囲 (単位：Ｌ/ｈ) 

1    |差分流量| ≦ 4.0  

2 4.0 ＜ |差分流量| ≦ 10.0  

3 10.0 ＜ |差分流量| ≦ 19.0  

4 19.0 ＜ |差分流量| ≦ 25.2  

5 25.2 ＜ |差分流量| ≦ 36.0  

6 36.0 ＜ |差分流量| ≦ 90.0  

7 90.0 ＜ |差分流量| ≦ 180.0  

8 180.0 ＜ |差分流量| ≦ 252.0  

9 252.0 ＜ |差分流量| ≦ 306.0  

10 306.0 ＜ |差分流量| ≦ 360.0  

11 360.0 ＜ |差分流量| ≦ 450.0  

12 450.0 ＜ |差分流量| ≦ 711.0  

13 711.0 ＜ |差分流量| ≦ 810.0  

14 810.0 ＜ |差分流量| ≦ 1080.0  

15 1080.0 ＜ |差分流量|   
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4) 「傾斜度」及び「サブ傾斜度」抽出処理 
 
 傾斜度変換処理、サブ傾斜度変換処理にて算出された傾斜度より特徴点の抽出を行う処

理。 

 
5) 「中間流量」抽出処理 
 
 ガス器具使用開始の立ち上がりで、ごく短時間、傾斜が緩やかになる器具（例えば給

湯器）があり、この傾斜が緩やかになる流量を【中間流量】と定義し、特徴として捉え

抽出する。「中間流量」は全ての機種で見られる現象ではない。 

 

6) 「中間安定流量」抽出処理 
 
 ガス器具使用開始の立ち上がりで、ファンヒーターの緩点火やパイロットバーナー方

式のガステーブルなど安定状態に移行する前に、途中で流量が固定されるものがあり、

この流量を『中間安定流量』と定義し、特徴として捉え抽出する。「中間安定流量」は

全ての機種で見られる現象ではない。 

 

7) 「安定流量」抽出処理 

 
 ガス器具の着火以降に、流量制御が入る前に流量が安定するものがあり、この流量を

「安定流量」と定義し、特徴として捉え抽出する。「安定流量」はほぼ全ての機種で見

られる現象である。 

 

8) 燃焼器識別判定処理 
 燃焼器自動識別ロジックでは、得られた流量変化データより特徴点を抽出し、更に燃

焼器識別判定処理を行い識別する。 

 初期判定として、図 3-3のフローに基づき、「瞬間湯沸器（小型瞬間湯沸器む）」「ふ

ろがま」、「温水給湯暖房器」、「温風暖房器」について対象である 10機種より分離

し判定する。その後、各機種の特徴点パターンより残りの「こんろ」、「ストーブ」、

「オーブン」、「ファンヒーター」、「炊飯器」、「衣類乾燥機」の判定する。 

 

 図 3-3中に示されている各機種の判定条件を次項より示す。 
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図 3-3 燃焼器自動識別判定 初期判定フロー図 
 

イ．給湯器（瞬間湯沸器）判定１ 判定条件 

 

表 3-7 給湯器（瞬間湯沸器）判定１ 判定条件 

条件 

サブ傾斜度の１山目または２山目または３山目が１１以上 

＆ 流量立ち上がり３回目までに３００Ｌ以上あり 

  または収集対象流量の最大値が７００Ｌ以上 

結果 仮『瞬間湯沸器(給湯器)』とする 

 

ロ．給湯器（瞬間湯沸器）判定２ 判定条件 

 

表 3-8 給湯器（瞬間湯沸器）判定２ 判定条件 

条件 

傾斜度の１山目または２山目が７～１１ 

＆ サブ傾斜度の１山目または２山目が９～１１ 

＆ 収集対象流量の最大値が３００Ｌ以上 

結果 仮『瞬間湯沸器(給湯器)』とする 

 

ふろがま

判定３

１０機種判定

給湯器判定１

小型湯沸器判定

給湯器判定２

『ふろがま』『ふろがま』 『瞬間湯沸器』

給湯器でない

小型湯沸器

(瞬間湯沸器)

小型湯沸器でない

給湯器でない

給湯器

(瞬間湯沸器)

各機種のパターン

温水給湯

暖房機判定

温水給湯暖房機

温水給湯

暖房機でない

温風暖房機

判定

温風暖房機

温風暖房機

でない

ふろがま

判定１

瞬間湯沸器

orふろがま

ふろがま

判定４

ふろがま単独

ふろがま単独

ふろがま

判定２

ふろがま

単独

瞬間湯沸器

orふろがま

瞬間湯沸器単独

orふろがま単独

給湯器

(瞬間湯沸器)

ふろがま

判定５

ふろがま単独

『温風暖房機』 『温水給湯暖房機』

『瞬間湯沸器』

瞬間湯沸器単独

orふろがま単独

瞬間湯沸器単独

orふろがま単独

瞬間湯沸器単独
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ハ．小型湯沸器判定条件 

 

表 3-9 小型湯沸器判定 判定条件 

条件１ 

 

 

 

１山目の傾斜度が７～１１、且つ、サブ傾斜度が９～１１ 

＆ 安定流量が３２５±１５％以内 

＆ 中間流量が３２５±１５％以内 

＋ 中間安定流量が発生した場合は、３２５±１５％以内 

条件２ 

 

 

 

 

１山目の傾斜度が７または８ 

＆ 安定流量が１９５±１５％以内 

＆ 中間流量が１９５±１５％以内 

＆ 収集対象流量の最大値が２０５±１５％以内 

＋ 中間安定流量が発生した場合は、１９５±１５％以内 

結果 条件１、条件２のいずれかで『瞬間湯沸器(小型湯沸器)』とする 

 

ニ．温水給湯暖房機判定条件及びフロー 

 

表 3-10 温水給湯暖房機判定 判定条件 

条件 

１山目の傾斜度が７または８ 

＆ 収集対象流量の最大値が２５６Ｌ～３０８Ｌ 

＆ 中間流量が２７５Ｌ±１０％以内、または１６０Ｌ～２２０Ｌ 

＆ 安定流量あるいは中間安定流量の少なくともいずれか発生し 

  ・安定流量が発生した場合は、１６０Ｌ～２２０Ｌ 

  ・中間安定流量が発生した場合は、２７５Ｌ±１０％以内 

＆ 収集対象流量の最終４データの平均値が２４０Ｌ以下 

結果 『温水給湯暖房機』単独とする 

 

ホ．温風暖房機判定条件 

 

表 3-11 温風暖房機判定条件 

条件 圧力補正なし流量の傾斜度、サブ傾斜度共に１山で６または７ 

＆ 流量の立ち上がりから７つ目以降(８データ目～)の圧力補正なし 

  流量の最大流量と最小流量の差が、７．８～１２．８Ｌ 

＆ 圧力補正なし流量の安定流量及び中間流量が８７Ｌ±１０％以内、 

＋ 圧力補正なし流量の中間安定流量があれば、８７Ｌ±１０％以内 

結果 『温風暖房機』単独とする 
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ヘ．ふろがま判定１ 判定条件 

 

表 3-12 ふろがま判定１ 判定条件 

給湯器判定１，２で（仮）給湯器判定したもののうち 

条件 安定流量が３４０Ｌ～５８０Ｌ 

結果 ・一旦『瞬間湯沸器』と『ふろがま』のいずれかとする → 判定３へ 

・それ以外 → 判定２へ 

 

ト．ふろがま判定２ 判定条件 

 

表 3-13 ふろがま判定２ 判定条件 

判定１条件不成立で、 

条件 サブ傾斜度の１山目が１５ 

＆ 収集対象流量の最大値≦１４００L 

＆ (収集対象流量の最大値)－(傾斜度１山目発生以降の最小値) 

  ≦４５Ｌ 

結果 ・『ふろがま』単独とする 

・それ以外 → 判定４へ 

 
チ．ふろがま判定３ 判定条件 

 

表 3-14 ふろがま判定３ 判定条件 

判定１で、『瞬間湯沸器』『ふろがま』のいずれかと判定したもののうち、 

条件 傾斜度が１山タイプ or ２山タイプ（１山目＞２山目）で 

山の出現位置が収集対象流量の２計測目まで(但し、２山目は[３]) 

＆ サブ傾斜度が１山タイプ or ２山タイプ（１山目＞２山目） 

  山の出現位置が収集対象流量の２計測目まで(但し、２山目は 

  [３]or[４]) 

＆ 収集対象流量の最大値が安定流量の＋０％以内 

結果 ・『ふろがま』単独とする 

・それ以外、『瞬間湯沸器』と『ふろがま』のいずれかとする 

 
リ．ふろがま判定４ 判定条件 

 

 

 

 

 



31 
 

表 3-15 ふろがま判定４ 判定条件 

判定２条件不成立で、 

条件 収集対象流量の最大値が７６０～８４０Ｌ以内 

＆ 安定流量が６６０～７５０Ｌ以内 

＆ 中間流量が６６０～８４０Ｌ以内 

＋ 中間安定があれば６６０～８４０Ｌ以内 

 

結果 

・『ふろがま』単独とする 

・それ以外 → 判定５へ 

 

ヌ．ふろがま判定５ 判定条件 

 

表 3-16 ふろがま判定５ 判定条件 

判定４条件不成立で、 

条件 収集対象流量の最大値が７１０～７８０Ｌ以内 

＆ 中間流量が５１０～５８０Ｌ以内 

＋ 安定流量があれば６８０～７８０Ｌ以内 

＋ 中間安定があれば６８０～７８０Ｌ以内 

結果 ・『ふろがま』単独とする 

・それ以外、『瞬間湯沸器』単独とする 

 
ル．機器パターンによる判定条件 

 燃焼器自動識別システムには機種によっては事前に機器パターンによる識別のための情報が

登録されている。こんろ、オーブン、炊飯器、瞬間湯沸器、ふろがま、ストーブ、ファンヒー

ター、衣類乾燥機の機器パターンによる判定用特徴点は、システム開発において得られた情報

から作成したものである。 
 
9) 使用継続監視処理 
 自動識別単独判定率の向上を目的として、使用継続監視機能を設定した。 
 使用継続監視の判定要素としては、「パイロットバーナの有無の判定」と「燃焼器の火力変更

に伴う流量変化の把握」の 2 つがあり、「燃焼器の火力変更に伴う流量変化の把握」の中には、

「衣類乾燥機」「炊飯器」「こんろ」「オーブン」「ストーブ」がある。使用継続監視に必要な判

定条件を次項から示す。 
 
イ． パイロットバーナの有無の判定ロジック 
 機器使用開始によるガス流量の立ち上がりによる判定（10 秒識別）時に、パイロットバーナ

による点火を判定することにより、器具の単独判定率の向上を図る。 
 初期判定時に、ある機種と『炊飯器』あるいは『オーブン』と重複判定した場合、パ

イロットあり／なしを判定することで、パイロットありならば『炊飯器』、『オーブン』

は除外することができる。 



32 
 

 表 3-17にパイロットバーナ有り／無しによる識別の組み合わせを示す 

 

表 3-17 パイロットバーナ有り／無しによる識別組合せ 

 パイロットあり パイロットなし 

こんろ ○ ○ 

ストーブ ○ ○(1機種) 

炊飯器 － ○ 

乾燥機 △(ﾃﾞﾘｹｰﾄ) ○ 

オーブン － ○ 

 
ロ．燃焼器の火力変更に伴う流量変化の把握 
 初期判定時の重複判定で、単独判定率の低い『こんろ』使用時に、重複する『オーブン』や

『炊飯器』などを除外する目的で、火力変更に着目し、単独判定率の向上を図る。 
 火力変更を監視することにより、火力変更があれば『炊飯器』『オーブン』を除外す

ることができる。 

 

 表 3-18に火力変更に伴う流量変化の把握による識別の組み合わせを示す。 

 

表 3-18 火力変更に伴う流量変化の把握による識別組合せ 

  火力変更あり  

 

 ←能力切替 

 

 ←多段切替(設定、量により段数は異なる） 

こんろ ○ 

ストーブ △(頻度少) 

炊飯器 － 

乾燥機 ○ 

オーブン － 

 

a) 火力変更に伴う流量変化の把握方法 
・初期判定時、判定に用いたデータの最終から 3 データの平均流量を記憶 

・その後、平均流量の± 7 ％を所定回数ａ（例：連続 3 回）外れると[火力変更あり]と

する。 

・その後の安定を監視し、安定（傾斜度 2 以下）が所定回数ｂ（例：3 回）連続すると

平均流量を算出し記憶しておく（以降の火力変更検出に使用する） 
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 図 3-4に火力変更に伴う流量変化の把握方法の概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 火力変更に伴う流量変化の把握方法の概念図 
 

c) オーブンの使用継続監視の方法 

・[火力変更あり]で【オーブン】クリア 

・ＯＮ１上限経過時、［流量なし］未検出ならば、【オーブン】クリア 

・［流量なし］検出時、オーブンカウンタがＯＮ１上下限外ならば、継続監視やり直し 

・ＯＦＦ１経過時、［流量あり］未検出ならば、継続監視やり直し 

・［流量あり］検出時、オーブンカウンタがＯＦＦ１上下限外ならば、継続監視やり直

し 

・以下同様に、ＯＮ２，ＯＦＦ２，ＯＮ３，ＯＦＦ３・・・をチェックし、所定回数繰

り返しのち、ＯＶＯＮ上下限内のＯＮを検出したときに、【オーブン】決定とする。 

 以降、ＯＶＯＦＦ／ＯＶＯＮ共に上下限内であれば、【オーブン】決定とする。 

 ＯＶＯＦＦ／ＯＶＯＮ共に上下限外であれば、継続監視やり直し 

 

 図 3-5にオーブンの使用継続監視の概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 オーブンの使用継続監視の概念図 
 

e) 衣類乾燥機の使用継続監視の方法 

〔初期判定時〕 
 10 秒識別判定で、「乾燥機」を含む重複半手が合った場合 
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０

初
期
判
定

ｍ

平均算出

ﾓｰﾄﾞ決定 平均算出

ﾓｰﾄﾞ決定 平均算出

ｎ (ｎ＞ｍ)

平均算出

ｐ (ｐ＞ｎ) ０

乾燥機決定

・初期判定終了時点を含めた圧力補正なし流量 3 データ（今回、前回、前々回）の平均

値を算出 

・平均値が 8 つの所定流量± 3 ％以内でない場合、【乾燥機】クリア 

・平均値が 8 つの所定流量± 3 ％以内の場合、所定流量に応じた乾燥機モード番号を決

定 

〔継続監視〕 

◎火力変更検出時、圧力補正なし流量 3 データ(今回、前回、前々回)の平均値が 8 つの

所定流量± 3 ％以内、かつ、現在のモード＜該当するモードの場合 

・火力変更回数＝所定回数ならば【乾燥機】決定 

・火力変更回数≠所定回数ならば、現在のモード←該当するモード 

 

 図 3-6に衣類乾燥機の使用継続監視の概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 衣類乾燥機の使用継続監視の概念図 
 

g) 炊飯器の使用継続監視の方法 

・［火力変更あり］で【炊飯】クリア 

・所定時間１上限経過時、［流量なし］未検出ならば、【炊飯】クリア 

・［流量なし］検出時、炊飯カウンタが所定時間１上下限外ならば、継続監視終了 

・所定時間２経過時、［流量あり］未検出ならば、継続監視終了 

・［流量あり］検出時、炊飯カウンタが所定時間２上下限外且つ、所定時間４上下限外

ならば、継続監視終了 

・所定時間３上限経過時、［流量なし］未検出ならば、【炊飯】クリア 

・［流量なし］検出時、炊飯カウンタが所定時間３上下限内ならば、【炊飯】決定 

・［流量なし］検出時、炊飯カウンタが所定時間３上下限外ならば、【炊飯】クリア 
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∬

所定時間１上下限内
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期
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初
期
判
定

０ １ ２ ３ ４ ０

所定時間４上下限内 所定時間３上下限内

【洗米おき】

∬

所定時間１上下限内

 図 3-7～図 3-8に炊飯器の使用継続監視ロジックの概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 炊飯器の使用継続監視の概念図（１） 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 炊飯器の使用継続監視の概念図（２） 
 
i)こんろの使用継続監視の方法 

・流量が所定流量未満が連続して所定回数出現した場合、【こんろ】決定 

・所定時間１経過までに[火力変更なし]ならば、【こんろ】クリア 

・所定時間２経過時、火力変更カウンタが所定値以上ならば、【こんろ】決定 

・所定時間２経過時、火力変更カウンタが所定値未満ならば、【こんろ】クリア 

・所定時間３経過時、【こんろ】クリア 

 

 図 3-9にこんろの使用継続監視の概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 こんろの使用継続監視の概念図 
 

k) ストーブの使用継続監視の方法 

・流量が所定流量未満が連続して所定回数出現した場合、【ストーブ】クリア 

・所定時間１経過までに[火力変更なし]ならば、【ストーブ】決定 
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∬
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所定流量
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初
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所定時間１
所定時間２

所定時間３

０ １

・所定時間２経過時、火力変更カウンタが所定値以上ならば、【ストーブ】クリア 

・所定時間２経過時、火力変更カウンタが所定値未満ならば、【ストーブ】決定 

・所定時間３経過時、【ストーブ】決定 

 

 図 3-10にストーブの使用継続監視ロジックの概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 ストーブの使用継続監視ロジック概念図 
 

m) 瞬間湯沸器及びふろがまの使用継続監視の方法 

・所定時間経過までに[火力変更あり]ならば、【瞬間】決定、【ふろがま】クリア 

・所定時間経過までに[火力変更なし]ならば、【ふろがま】決定、【瞬間】クリア 

 

 「瞬間湯沸器」と「ストーブ」の重複識別で「瞬間湯沸器」の単独判定は不可能  

 ガス流量が200Ｌ/ｈ程度の(小型瞬間湯沸器相当及び大型のストーブ相当)場合で、「ス

トーブ判定」の所定時間１よりも短い時間にＯＦＦにされると想定できるが、「瞬間湯沸

器」と決定するだけの決め手にはならない。 

 

 図 3-11 に瞬間湯沸器（小型湯沸器を除く）の使用継続監視の概念図を、図 3-12 にふ

ろがまの使用継続監視の概念図示す。 
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図 3-11 瞬間湯沸器（小型湯沸器を除く）の使用継続監視の概念図 
 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-12 ふろがまの使用継続監視の概念図 

 

④ 同時使用燃焼器自動識別ロジックの開発 
 
1) 「オフセット流量」 
 流量の安定状態を捉え、その時の流量を記憶しておき、別器具Ｂ使用時に計測した流

量から記憶している流量を減算することにより、別器具単体での流量変化を捉えること

ができる。この時の記憶している流量のことを『オフセット流量』と定義する。 

 

2) 器具の単独使用と複合使用について 

 器具Ａ使用開始後に器具Ｂを開始した場合、オフセット流量分を減算することで、単独使用

と同様に扱い、器具識別が可能となる。また、器具Ｂの中間安定流量や安定流量といった、器

具特徴流量を正しく抽出することができる。 
 但し、以下のような場合は、器具の特徴を正しく抽出できない。 

 ・使用中の器具Ａの流量が安定しない場合 

 ・同時に使用を開始、あるいは、器具Ａの特徴抽出中に器具Ｂが使用された場合 

 ・器具Ｂの特徴抽出中に、器具Ａの流量が変化、あるいは器具Ａが消火した場合 

 

⑤ 燃焼器不適切使用判定ロジックの開発 
 燃焼器不適切使用判定ロジックを検討するに当たり「燃焼器の不適切使用」について

本ロジックでは表 3-19の様に定義した。 
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ｔon0 ｔon0 ｔon0

ｔoff ｔoffｔoff

ｔon1

表 3-19 「燃焼器の不適切使用」の定義 

 定義 

① 燃焼器着火時の点火不良の繰り返しなど、不調状態にある燃焼器の強制使用 

② 
不完全燃焼防止装置など保安装置付の燃焼器において、ガス止めなどの状態（保

安機器作動時）での強制的な燃焼器の使用 

③ 
燃焼器が不完全燃焼が発生又は、排気筒から一酸化炭素（ＣＯ）が排出状態にあ

る燃焼器の使用 

 上記表 3-19中の①及び上記②については、使用（保有）機器自動識別システムで用

いている識別技術により流量変化パターンからある程度の判定は可能とした。 

 上記③については、流量変化パターンのみからＣＯ発生状態を確認することは不可能

であるが、一酸化炭素警報器などの他の安全機器との連動を考慮すれば、燃焼器自動識

別システムとの併用により、使用中の燃焼器の中から、ＣＯを発生している燃焼器の特

定が可能とした。 

 

1) 燃焼器の点火不良による不適切使用判定 

 このロジックの考え方は、コンロなどの点火時に、短時間に器具栓の開栓・閉栓が複

数回繰り返された後に長時間の開栓が見られた場合、機器の点火不良が発生しているも

のと考えられるためである。 

 

イ．燃焼器の点火不良による不適切使用判定ロジック 

 

 図 3-13に燃焼器の点火不良による不適切使用判定の概念図を示す。 

 
 パラメータ 

ｔｏｎ０ ：判定時間 ･･･････Ａ 
ｔｏｎ１ ：器具ＯＮ時間 ･･･Ｂ 
ｔｏｆｆ ：解除時間 ･･･････Ｃ 
Ｎ ：不着火回数 
Ｍ ：累計回数 

 
図 3-13 点火不良による不適切使用判定の概念図 

 

2) 不完全燃焼防止装置付燃焼器の不完全燃焼防止装置作動による不適切使用判定 

 このロジックの考え方は、不完全燃焼防止装置付の給湯器などを使用しているときに

不完全燃焼防止装置が作動しガスの燃焼が停止したときに、燃焼器使用者が不完全燃焼

防止装置の作動による停止とは考えずに、再度、燃焼器の使用を開始しようと、繰り返

し点火操作を複数回繰り返し、再着火出来ず使用をやめた場合に、燃焼器の不完全燃焼

を推測できると考えたからである。 
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ｔon0 ｔon1 ｔon2

ｔoffｔoff1 ｔoff2

 

イ．不完全燃焼防止装置作動による不適切使用判定ロジック 

 図 3-14に不燃防作動による不適切使用判定の概念図を示す。 

 
図 3-14 燃防作動による不適切使用判定の概念図 

 
⑥ 不完全燃焼警報器連動型ＣＯ発生燃焼器特定ロジック 
ＣＯ警報器連動監視型ＣＯ発生燃焼器特定の方法は、ＣＯ発生をＣＯ警報器（ＣＯ測定器）

により検知し、そのときに作動している燃焼器を特定することによりＣＯ発生燃焼器を特定す

ることにしている。 
現状の燃焼器自動識別の能力では、場合によっては器具判定にある程度の時間を要するので、

識別判定中にＣＯ発生を検知した場合、どの機器が使用されているかを判定するのが困難なた

め、検出濃度と燃焼器出現の頻度と考慮し、次項からのような判定条件にした。 
 
1) ＣＯ濃度による監視区分の設定 
 ＣＯ濃度による監視区分の設定を表 3-20 のように設定し、ＣＯ警報器連動監視型ＣＯ発生燃

焼器特定ロジックのパラメータを設定した。 
 

表 3-20 ＣＯ濃度による監視区分 

ＣＯ濃度（ｐｐｍ） 監視区分 

0 ～ 50 通常 

50 ～ 150 注意監視 

150 ～ 250 換気警報 

250 以上 ガス緊急遮断 

 
2) ＣＯ発生燃焼器特定の方法（機器の名称については例） 
『オーブン』を使った時に、所定の警報器のＣＯレベルが注意監視濃度（50 ～ 150ｐ

ｐｍ）まで上がったとき、そのときに使用している消費機器を表 3-21 のように識別し

た場合、チェックカウンタは、表 3-22 のようにカウントし、ＣＯ発生燃焼器を特定す

る。 

 

 パラメータ 
ｔｏｎ０ ：燃焼時間 ･･･････Ｄ 
ｔｏｆｆ１～ｔｏｆｆ１０ ：ＯＦＦ時間 ･････Ｂ 
ｔｏｎ１～ｔｏｎ１０ ：ＯＮ時間 ･･･････Ｃ 
ｔｏｆｆ ：確定ＯＦＦ回数 
Ｋ ：不完全燃焼回数 
Ｌ ：累計回数 
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表 3-21 注意監視区分時の燃焼器使用による識別結果（例） 

燃焼器使用回数 識別結果 

１回目 『こんろ』または『オーブン』 

２回目 『オーブン』 

３回目 『オーブン』または『ストーブ』 

４回目 『こんろ』または『オーブン』または『ストーブ』 

５回目 『こんろ』または『オーブン』 

６回目 『オーブン』または『ストーブ』 

７回目 『オーブン』 

８回目 『こんろ』または『オーブン』 

９回目 『こんろ』または『ストーブ』 

１０回目 『こんろ』または『ストーブ』 

 

表 3-22 識別結果とチェックカウンタの関係 

識別回数 

機種名 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

こんろ 1   1 2   1 2  

オーブン 1 2 3 4 5 1 2 3   

ストーブ   1 2  1   1 2 

 

表 3-22中の「オーブン」のように、「単独判定を１回以上を含む連続５回の判定を

確認できた場合」、「ＣＯ発生機器を「オーブン」と判定」し、表示を行う。表 4.3

中では黄色で示してあるところである。その後、判定した機器の出現回数はクリアし、

再度５回判定が出たらＣＯ発生機器を「オーブン」と判定」し、表示を行う。 

また、確定ではないが、単独判定時に所定回数がカウントされていないので「判定」

できてはいないが、「推定」も可能である。表 3-53中では桃色で示してあるところで

ある。 

 

3) 換気警報濃度以上の濃度検出時の取り扱い 
ＣＯ濃度が 150～250ｐｐｍの換気警報濃度、250ｐｐｍ以上のガス緊急遮断濃度を検知した

ときは、器具判定結果によらず、各レベルに応じた警報を発報する。そのときは、燃焼器識別

結果（判定途中結果）をもってＣＯ発生が想定される燃焼器を推定する。 
 
⑦ 燃焼器の経年劣化による燃焼器自動識別ロジックへ影響確認 
 平成 20 年度より開発している燃焼器自動識別ロジックは、新品における自動識別が可能に

なるように開発を実施してきた。しかし、一般の市場では、すでに長期間使用されたガス消費

機器が多く存在し、そのような燃焼器においても自動識別が可能かどうかの確認は課題とされ

ていた。そのため、長期間使用ガス消費機器について、燃焼器自動識別に必要な情報について

調査を行い、自動識別ロジックへの対応状況について確認を行った。また、得られた結果より、
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燃焼器自動識別ロジックにおける識別パラメータの調整を行った。 
 
1) 長期間使用による流量変化のまとめ 
 製造メーカ実施の耐久試験による長期間使用を想定した流量変化について調査を実施したが、

10 年間程度の使用を想定した耐久試験では、連続使用、断続使用ともに、使用開始直後の流量

値から -1 ％ ～ 3 ％ 程度の変化しか無いことが確認された。このことより、ガス消費機器の使

用期間による流量の変化は小さく、自動識別システムによる機器識別への影響は少ないと考え

ることが出来る。 
 
2) 長期間の実使用状態ガス消費機器の回収 
 流量変化調査を実施した 10 機種（ガスこんろ、ガスストーブ、ガス湯沸器、ガスふろがま、

ガスオーブン、ガス炊飯器、ガス温水給湯暖房機、ガス温風暖房機、ガスファンヒーター、ガ

ス衣類乾燥機）のガス消費機器について、長期間（ 10 年間以上）の実使用状態にあるガス消

費機器を実際に市場より回収し、現在開発している自動識別システムが識別可能かどうか調査

した。 
 
 回収したガス消費機器については、表 3-23 に記載する。 
 

表 3-23 回収 長期間の実使用状態ガス消費機器一覧 
対象機種 メーカ 型番 製造年月 備考 

ガスストーブ パロマ工業 PG-170C 1988年9月  
ガス衣類乾燥機 
 

ナショナル 
（現パナソニック） 

NH-G652 
 

1993年8月 
LPG用へ改造 

 

ガスファンヒータ リンナイ RC-306W 1987年10月  
グリル付ガスこんろ リンナイ SB-3SE-1 1990年7月  

 ガスオーブン リンナイ RBPR-310ED 1990年8月 
ガスふろがま 
 

パーパス 
（高木産業） 

TP-A812-EK-
3 
 

1999年1月 
 

 

小型ガス瞬間湯沸し器 リンナイ RUS-5RX 1993年7月  
ガス炊飯器 パロマ工業 PR-1500MT-1 1997年1月  

 
 また、回収した実使用状態ガス消費機器について、平成 22 年度に製作した燃焼器自動識別シ

ステムで識別判定を実施し、不具合点等が見いだされたので、既存のロジックの修正で対応でき

る場合に対しては対策を実施した。しかし、既存のロジックの修正で対応できない場合に対して

は、新たな継続使用監視機能を検討した。 
 
イ．継続使用監視（ファンヒーター判定） 
 ファンヒーターを含む重複判定がされた場合、ファンヒーターとして識別するためのロジッ
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初
期
判
定

平均算出

平均算出
平均算出

平均算出

上がりも配慮

上がりも配慮

クを検討した。 
a) 温度調整の際に、ステップで流量が変化することに着目し、変化する流量をチェックする

ことにより、ファンヒータであるか否かを判断する 
b) 基本の考え方は、衣類乾燥機のように、ステップ時の安定した流量の平均を算出し、既定

の流量範囲にあるかを判定する 
c) 但し、衣類乾燥機のようにステップ毎に流量が減少するだけでなく、増加もするので、上

がり／下がりの混在も考慮する 
 図 3-15 ファンヒーターの使用継続監視ロジック概念図を示す。 
 
 
 
 
 
 

図 3-15 ファンヒータ使用継続監視ロジック概念図 
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表 3-24 2011 年度検討 燃焼器自動識別システムにおける長期間使用機器の識別結果 
 

機種 平成22年度 識別ロジック（改訂版）判定 
対象 
データ数 

判定結果 
 

データ数 
 

判定率 
 

オーブン 10 単独判定  10 100.0% 
重複判定  0 0.0% 
誤判定  0 0.0% 

こんろ 40 単独判定  8 20.0% 
重複判定 こんろ/ストーブ 20 50.0% 

こんろ/炊飯器 10 25.0% 
こんろ/乾燥機 2 5.0% 

誤判定  0 0.0% 
ストーブ 10 単独判定  1 10.0% 

重複判定 こんろ/ストーブ 7 70.0% 
こんろ/ストーブ/炊飯器 2 20.0% 

誤判定  0 0.0% 
炊飯器 20 単独判定  0 0.0% 

重複判定 こんろ/炊飯器 20 100.0% 
誤判定  0 0.0% 

ファン 
ヒーター 

10 単独判定  0 0.0% 
重複判定 こんろ/オーブン/ﾌｧﾝヒーター 10 100.0% 
誤判定  0 0.0% 

衣類乾燥機 
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単独判定  0 0.0% 
重複判定 
 

こんろ/衣類乾燥機 18 50.0% 
こんろ/ストーブ/衣類乾燥機 18 50.0% 

誤判定  0 0.0% 
瞬間 
湯沸かし器 
 

10 
 

単独判定  5 50.0% 
重複判定 瞬間湯沸器/ふろがま 5 50.0% 
誤判定  0 0.0% 

ふろがま 
 

5 
 

単独判定  0 0.0% 
重複判定 瞬間湯沸器/ふろがま 5 100.0% 
誤判定  0 0.0% 
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⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識別ロジックの対応・検討 
 家庭用燃料電池等の従来のＬＰガス消費機器とは異なる新たなガス消費量の制御方式を有す

るガス消費機器等が、開発した燃焼器自動識別ロジックで識別対応出来るかを調査した。 
 
1) 対象新型ガス消費機器の選定 
 今後、普及が予想される新型のガス消費機器として、「給湯器一体型ソーラー給湯システム」

「家庭用コージェネレーションシステム」「家庭用燃料電池」がある。また、この 3 機種につ

いては、ガス消費によるガス流量の変化が、従来のガス消費機器とは異なると想定した。 
 
2) 新型ガス消費機器の自動識別結果及び対策検討 
 
イ．給湯器一体型ソーラー給湯システム 
 
a) 給湯器一体型ソーラー給湯システム識別結果 
 平成 21 年度に決定した、「燃焼器特性調査試験要領」に基づき、出湯温度（貯湯内水温度± 
1 ℃以内）及びコールドスタート・ホットスタートを考慮した測定条件を設定し、調査を実施

し、36 データの給湯器使用開始時のデータを収集できた。その後、燃焼器自動識別システムで

識別させた結果を表 3-25 に示す。 
 

表 3-25 給湯器一体型ソーラー給湯システム識別結果 
機種 平成 22 年度 識別ロジック判定 

対象 
データ数 

判定結果 データ数 判定率 

太陽熱利用

給湯器 
36 

 
単独判定 瞬間湯沸器 36 100.0% 
重複判定  0 0.0% 
誤判定  0 0.0% 

 
b) 給湯器一体型ソーラー給湯システム識別に対する対策 
 給湯器一体型ソーラー給湯システムの識別は、流量０からの使用状態であれば「瞬間湯沸器」

として識別することが出来たので、現状としては特別な対策は必要ないと考える。 
 今まで測定を実施してきた瞬間湯沸器に比べ、今回の調査対象となった給湯器一体型ソーラ

ー給湯システムで使用されている瞬間湯沸器は、使用時のガス流量変化が短時間で安定しやす

い傾向が見られた。そのことは複数の機器の使用の識別判定が可能になりやすいが、瞬間湯沸

器の場合、ガス消費量が大きいため、少しの使用状態の変化が、大きなガス流量の変化として

現れやすいことになる。図 3-16 に一例を示す。 
 図 3-45 で丸で囲った部分が瞬間湯沸器の使用中に出湯量を増加させたときに起こる流量変

化であるが、自動識別システムでは、「その他」として、新たな器具の出現として識別してしま

う。しかし、これは誤判定であり対策を検討する必要が有る。 
 対策としては、自動識別システムで「「瞬間湯沸器」として識別された場合、識別開始時の流
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量値まで戻らなければ，複合判定を実施しない。」ことを条件とすることである。 
 しかし、本対策については、データ収集量も少なく、今後、検討が必要な課題と考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-16 使用状態の変化による流量変化例 
 
ロ．家庭用コージェネレーションシステム（エコウィル） 
 
a) 家庭用コージェネレーションシステム識別結果 
 家庭用コージェネレーションシステムの調査方法については、 
 ① コージェネレーションユニットのみの作動 
 ② 貯湯・給湯ユニットのみの作動 
 ③ コージェネレーションユニット作動中の貯湯・給湯ユニット作動 
 ④ 貯湯・給湯ユニット作動中のコージェネレーションユニット作動 
の 4 パターンで調査を実施し、コージェネレーションユニット作動開始に関する立ち上がり流

量データを 36 データ、貯湯・給湯ユニット作動開始に関する立ち上がり流量データを 34 デー

タ収集した。 
 その後、燃焼器自動識別システムで識別させた結果を表 3-26～表 3-27 に示す。 
 

表 3-26 家庭用コージェネレーションシステム識別結果（１） 
機種 

 
 

平成22年度 識別ロジック判定 
対象 
データ数 

判定結果 
 

データ数 
 

判定率 
 

コージェネ 
ユニット 
 

36 単独判定 その他 33 91.7% 
重複判定  0 0.0% 
誤判定 こんろ 1 2.8% 

オーブン 2 5.5% 
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表 3-27 家庭用コージェネレーションシステム識別結果（２） 
機種 平成22年度 識別ロジック判定 

対象 
データ数 

判定結果 
 

データ数 
 

判定率 
 

貯湯・給湯ユ

ニット 
43 

 
単独判定 瞬間湯沸器 33 76.7% 
重複判定 ふろがま 3 7.0% 
誤判定 その他 7 16.3% 

 
b) 家庭用コージェネレーションシステム識別に対する対策 
 家庭用コージェネレーションシステムは、ガス消費特性が異なるガス消費機器 2 台を 1 機種

のガス消費機器として見なければならないが、コージェネレーションユニット、貯湯・給湯ユ

ニット（瞬間湯沸器）と見れば識別は可能と思われる。 
貯湯・給湯ユニットの識別率は、瞬間湯沸器として 76.7%の識別率がある。また、「その他」

の発生原因としては、コージェネレーションユニット稼働中にごく少量の給湯を長時間が行っ

た場合であった。現状としては特別な対策は必要ないと考える。しかし、家庭用コージェネレ

ーションシステムの識別として考えた場合、コージェネレーションユニットの識別が重要とな

る。 
 コージェネレーションユニットの識別について検討を行った。図 3-17 に代表的な流量データ

について、流量波形を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-17 コージェネレーションユニット起動開始時の流量変化 
 
 特徴としては、エンジン系であるため流量の変動が大きい、特に立ち上がり時に顕著に現れ

ている。図 3-18 に図 3-17 の丸で囲った部分の拡大図を示す。 
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図 3-18 コージェネレーションユニット起動開始時の流量変化拡大図 
 
 コージェネレーションユニット識別ロジックについては、図 3-17 にあるように起動開始時の

流量の変動が大きいことを利用して検討した。検討したロジックは、表 3-28 に案として示す 
 

表 3-28 コージェネレーションユニット識別ロジック案 
コージェネレーションユニット識別ロジック（判定条件） 
 ① 安定流量が存在しない 
 ② 対象流量の最大値が所定流量以下である（例：３８０Ｌ／ｈ以下） 
 ③ 流量のＰ－Ｐの総和※が所定流量以上である（例：５１０Ｌ／ｈ） 

 
 ※：流量のＰ－Ｐの総和 
   図 3-18 中のＰ１～Ｐ１０の流量値をピーク値としてピーク値間の差分の 
   絶対値を識別測定範囲内で総和したもの 
 
    (P2-P1)+(P2-P3)+(P4-P3)+････+(P8-P9)+(P10-P9)=流量のＰ－Ｐの総和 
 
 調査で収集したコージェネレーションユニットの流量データをコージェネレーションユニッ

ト識別ロジックにより試算判定結果を表 3-29 に示す。 
 

表 3-29 コージェネレーションユニット識別判定 試算結果 
機種 コージェネレーションユニット識別判定 

対象数 判定結果 データ数 判定率 
コージェネ 
ユニット 

36 単独判定 コージェネレーションユニット 29 80.6% 
重複判定 
 

こんろ 1 2.8% 
オーブン 2 5.5% 

誤判定 その他 4 11.1% 
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 また、家庭用コージェネレーションシステム識別の対策としては、給湯器一体型ソーラー給

湯システム識別に対する対策でも記載したが、自動識別システムで「「瞬間湯沸器」として識別

された場合、識別開始時の流量値まで戻らなければ，複合判定を実施しない。」ことを条件とす

ることである。 
 しかし、貯湯・給湯ユニット識別に対する対策及びコージェネレーションユニット識別につ

いては、データ収集量も少なく、今後、検討が必要な課題と考える。 
 
ハ．家庭用燃料電池システム（エネファーム） 
 
a) 家庭用燃料電池システム識別結果 
 家庭用燃料電池システムの調査方法については、 
 ① 燃料電池ユニットのみの作動 
 ② 貯湯・給湯ユニットのみの作動 
 ③ 燃料電池ユニットの貯湯・給湯ユニット作動 
 ④ 貯湯・給湯ユニット作動中のコージェネレーションユニット作動 
の 4 パターンで調査を実施し、燃料電池ユニット作動開始に関する立ち上がり流量データ及び

貯湯・給湯ユニット作動開始に関する立ち上がり流量データをを収集した。 
 
b) 家庭用燃料電池システム識別に対する対策 
ⅰ) 「家庭用燃料電池システム（エネファーム）」の現行自動識別システムで識別した結果、

燃料電池ユニット部の起動開始時においては、「こんろ」若しくは「炊飯器」であった。貯湯・

給湯ユニット部ので、起動開始時においては、単独判定で「瞬間湯沸器」であった。 
ⅱ) 自動識別システムの「燃料電池ユニット識別ロジック」を検討したが、調査機種数、調査

件数が少なく、燃料電池の作動開始から比較的短時間に識別可能なロジックを見いだすこと

が出来なかった。しかし、長期連続使用状態の調査などを実施することにより、燃料電池と

して単独判定が可能になと思われる。 
 
c) 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識別ロジックの対応・検討のまとめ 
 エコ・ソーラー、エコ・ウィル及びエネ・ファームの貯湯・給湯ユニット部に関する現行の

自動識別システムでの判定は、「瞬間湯沸器」としてであり、このことは正しい判定と考える。 
 エコ・ソーラー、エコ・ウィル、エネ・ファームなどの外部熱源を有する貯湯槽の補助熱源

として使用されるガス消費機器は、通常の瞬間湯沸器に比べ、機器入水温度が高温・恒温であ

るため、「使用開始時のガス流量が小さめ」、「ガス使用時のガス流量変化が安定するまでの時間

が短い」などの特徴が見られ、通常の瞬間湯沸器と区別出来る可能性があった。 
 エネ・ファームの現行自動識別システムで識別した結果、燃料電池ユニット部の起動開始時

においては、「こんろ」若しくは「炊飯器」が多く見られたが、長期連続使用状態の調査などを

実施することにより、「燃料電池ユニット」としての識別が可能になることが分かった。 
 今後、エコ・ソーラー、エコ・ウィル、エネ・ファームで使用されている貯湯・給湯ユニッ

トについては、「瞬間湯沸器」として識別し、エコ・ウィル、エネ・ファームで使用されている
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「コージェネレーションユニット」及び「燃料電池ユニット」については、新たな機種として

追加し、「コージェネレーションユニット部識別ロジック」などの識別ロジックを検討すべきと

考える。 
 
(2) 調査・検討等 
 
① 集中監視システムの保安機器連動に関する有効性調査 
 集中監視システムの普及にあたり課題となっている通信インフラの変化について伝送装置

（ＮＣＵ）の無線化や複数回線対応など技術的課題及び不完全燃焼警報器の設置状況について、

ＬＰガス販売事業者などからアンケート調査や聞き取り調査を行い次のような成果が得られた。 
 
 1) 目的 
 集中監視システムの普及にあたり課題となっている通信インフラの変化について、伝送装置

（ＮＣＵ）の無線化や複数回線対応など技術的課題の検討を行う。また、不完全燃焼警報器の

設置状況について、ＬＰガス販売事業者等から聞き取り調査を行い、普及策を検討するととも

に、集中監視システムとの連動による効果や問題点を整理する。 
 
 2) 調査対象 
 （社）日本エルピーガス連合会を通じ、調査対象となる液化石油ガス販売事業所の選定を各

都道府県エルピーガス協会（若しくは、各都道府県エルピーガス協会に準じる団体）にお願い

し、各協会で無作為に 10 事業所以上を選定してもらった。 送付先名簿を作成後、アンケー

ト調査用紙を選定された液化石油ガス販売事業所に配布し、回答を返送してもらった。回収率

については表 3-30 に示す。 
 

表 3-30 アンケート調査票回収率 
 件数 回収率 

発送 42 都道府県 441 販売事業所 
＝78.9％

441

348  
返送 348 販売事業所 

 
 3) 調査期間 
  ・ 平成 20 年 9 月末日時点の状態における調査 
  ・ アンケート回収期間 平成 21 年 2 月 1 日～平成 21 年 2 月 20 日 
 
 
 
 4) 調査結果 
 
1) 全消費世帯戸数 ： 3,263,518 戸 
  1 事業所社平均  ： 9,378 戸 
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2) 最近 1 年間の消費世帯 1 件当たりの平均ガス消費量 ： 約 177 ｋｇ 
 
3) 集中監視システムの保安機器連動に関する有効性調査 
イ．アンケート調査の結果では、348 事業者の 96.3 ％ が集中監視システムを導入しているが、

カバーする消費世帯数は 40.7 ％ の実施率となった。 
ロ．ＣＯ警報器の設置率は全体的に低く、1 ％ 未満であった。 
ハ．ＣＯ警報器と集中監視システムと連動させている事業者は 18 事業者のみであった。 
a)集中監視システムと連動させない主な理由は以下の通り。 
・配線工事の費用負担が大きい。 
・配線では、過去に雷にやられて、被害が出た。 
・警報器用の電源が採れない（コンセントが使用できない。） 
・配線等の工事で美観か損なわれ、消費者に拒否される。 
・外部と内部間の壁に穴を開ける必要があり、手間になる。 

b) 集中監視システムと連動させてもよい条件としての主な理由は以下の通り。 
・無線化、低価格化 
・無線化のみでも、購入したいという事業者も一部にはあり。 

ニ．既存の集中監視システムと連動させる効果や問題点について 
a) 集中監視システム連動全般ににおける主な効果は以下の通り。 
・お客様宅のセキュリティ情報がリアルタイムに把握できる。 
・供給設備の故障についても対応が早くできる。 
・自動検針、残量管理により無駄のない配送が出来る。 
・微少漏洩、残量監視、緊急通報、長時間使用などの消費者及び小店への連絡、対応が即時

に実施できる。 
b) 集中監視システム連動全般における主な問題点は以下の通り。 
・導入当初は需要家のＴＥＬ回線がアナログのみだったが、ここ数年は光やＩＰ回線に変更

されるため、その都度接続替えが必要で経費がかかる。 
・無線タイプにおいては、通信距離（親機と子機）が短い。 
・月々の監視システム料金が高い。 
・雷でよく故障する。 
・業務用バルクについては必要だが、家庭用への設置はメリットが少ない。 
・保安面では良いが、お客様との対話が少なくなり、多くのメリットがない。 

c) 各種警報器を集中監視システムと連動させた場合における主な効果は次の通り。 
・お客様により安全にＬＰガスを使用していただける。 
・ガスを使用中は即座に遮断でき、警報器の作動状態も確認できる。 
・お客様宅の遮断の状況がいち早くわかる。 
・センターで原因を把握することでき、すばやい処置が可能になる。 
・お客様不在時でも遮断連絡により現場確認が出来る。 
・バルク警報器の作動状況確認義務による情報取得に必要不可欠である。 
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d) 各種警報器を集中監視システムと連動させた場合における主な問題点は次の通り。 
・誤作動による（スプレー水・アルコール等）メータ遮断及び誤通報が多い。 
・配線工事などが煩雑で、高額の費用がかかる。 
・期限切れ警報器の交換がお客様宅の都合により出来ない。 
・通信システムの急な進歩に伴う、集中監視システムの改修費用が、ガス販売の収益の何倍

にもかかり負担増が経営を圧迫する。 
・Ｓメータは、ガス漏れ警報器連動が基本（メーカより）であるが、センターのパソコン受

信画面に「未接続」のメッセージが入り困る。 
・火災報知機の連動には別売のコネクタが必要で、その仕様がたびたび変更される。 

ホ．ヒアリングを実施した事業者からは、以下のような結果を得られた。 
 現状の集中監視システムは、費用、インフラなどの問題でメタル回線を主に用いる方法が

採用されているが、現在、通信インフラが日進月歩で変化している。現状の集中監視システ

ムのままでは、新たな投資が必要になった時の費用対効果などの問題で集中監視実施事業者

が暫時減少していくのではないかと危惧している。 
 集中監視システムには、新たな通信インフラへの対応も考慮し、新機能の提案など、投資

した費用に見合った効果を生み出さなければ、事業として成り立たなくなるので、是非検討

をお願いしたい。新たな委託事業の成果にも期待しているとのこと。 
 
② 警報表示方法の検討 
 本システムを使用する消費者等に報知が必要な情報及びその対処手順の通知方式を検討する

とともに、保安情報の更新や管理方法の検討を行い、次のような成果が得られた。 
 1) 本システムに最適と考えられる集中監視システムの通信方法を検討した結果、自動識別シ

ステム⇔警報器間は宅内表示装置を含めて無線を使ったネットワーク構築が普及促進に有効で

ある。無線の周波数については情報量の多寡、到達距離や設置の優位性、既存システムとの融

合等を考慮すると実績のある特定小電力無線が適していると考える。監視センター⇔自動識別

システム間においては固定電話回線に頼らない集中監視システムが必要になると考える。 
  いずれの場合も電波行政の改変やテレメータリング業界の動向などを注視する必要がある。 
 2) 宅内表示器について検討した結果、今後の普及を考えるとセキュリティ関連企業が採用し

ているホームコントローラや給湯器の台所リモコンなどを基準化して運用する事が望ましい

と考える。 
 3) 保安の観点から消費者に報知が必要な情報を整理、検討し対処手順の通知方式を検討した。 
 4) 保安情報の更新や管理方法について検討した。 
 
 
③ 燃焼器自動識別システムの有効性検討 
 本システムの狙いはＬＰガス消費者の保安の確保であり、超音波ガスメータとＣＯ警報器を

システム連係させることで、現在のマイコンガスメータや警報器だけでは防ぎ切れない事故の

兆しを見つけ出し、消費者やガス事業者に報知することで事故を未然に防止するシステムであ

る。 



52 
 

 本システムの普及が進む事により 
 1) 超音波ガスメータが 0.5 秒間隔で流量状態をとらえる事でガス器具の識別ができ、事前の

登録器具との照合を図る事で新規器具の把握ができる。 
 2) 超音波ガスメータがコンロなどの不適切使用の判定が出来ることで器具の経年劣化を把握

することが可能になる。 
 3) ＣＯ警報器と超音波ガスメータ間が無線で接続でき施工性や美観などが改善されるため、

ＣＯ警報器の普及が進み、事故を減少させることが可能になると考える。 
 更に宅内表示器の設置によりＬＰガスに関連する保安だけでなく一般のセキュリティ機器と

の連係や集中監視システムを活用したガス事業者の営業手法への展開なども期待できると思わ

れる。 
 市場に与える効果・影響について検討し事故防止等に効果的なシステムであることを確認し

た。 
 
④ 燃焼器自動識別システムの普及のための検討 
 燃焼器自動識別システムを普及させるため、機器メーカ、液化石油ガス販売事業者、一般消

費者等の動向等を踏まえた検討を行った。また、本システムの業務用厨房等への適用可能性に

ついても検討を行い次のような成果が得られた。 
 普及のための検討を実施するために分科会を新たに設置し、ガス事業者、消費者、メーカ等

から「普及のための条件」「更に求められる機能」「業務用厨房への適用可能性」等について以

下のような意見を収集し検討を行った。 
1) 「普及のポイントについて」 
 普及のポイントとして、消費者の保安向上に寄与できる事が重要であり、現状のシステムに

おいては不適切使用判定やＣＯセンサとの連動により事故を未然に防止出来る可能性が高く保

安に寄与出来るとした。今後の課題としては不安全情報伝達の取り決めが必要で有り、自動識

別で得られた保安情報を報知・表示し、ガスの使用量や料金に加え省エネアドバイスなどの「見

える化」を実現するための宅内表示盤等が必要であるとの意見が多かった。 
 次に消費者にメリットのある事柄については、 

ⅰ）新規購入ガス機器のフォロー 
ⅱ）経年使用機器のメンテナンスの支援 
ⅲ）暖房機器の使用開始サービスや安全継続時間の自動延長 
ⅳ）小型給湯器の継続使用時間の自動設定 
ⅴ）給湯器の増加流量遮断回避 

などのメリットがあるとした。 
 
 今後の課題として、超音波メータのマイコンソフト及び集中監視システムソフトの変更が必

要であり、他のセンサ等との連携や共通化・標準化が求められている。 
 また、本システムを含む関連機器についてのポイントとして、自動識別機能搭載の超音波ガ

スメータや集中監視システムの新規投資負担において十分な費用対効果が見込まれる事が重要

であり、現状の見通しではその可能性が高いことを確認した。今後は識別データの蓄積・保存
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の考え方の整理や情報の取り扱いについての検討が必要である。 
 
 2) 「業務用厨房等への適用可能性について」 
 現状における業務用厨房においては、警報器連動による誤報や容器（ボンベ）交換時の感震

誤遮断、また中間コックの開閉による圧力式微少漏洩の表示などに起因するトラブル事例が多

いことが知られている。保安の確保については、保安管理者や従業員の意識により安全な設備

の取り扱いや日常点検等に格差が生じている。これらの課題の解決に役立つ提案として、人や

マイコンメータだけに頼らない集中監視システムでの保安強化が必要であり、今回開発した燃

焼器自動識別システムの応用提案としては「判別後に通常使用か消し忘れか漏れか等の判断が

可能になる」ことやＣＯ中毒事故防止対策として、「ＣＯ警報器(換気センサ)の低レベルでの予

告通報、高レベルでの警告通報あるいは即遮断」などが挙げられた。加えて「事前に設置器具

の流量データをメータに記憶させておくことが出来れば新規設置器具の発見などが可能になり

業務の改善や高度保安の実現に寄与できる」との意見があった。 
 
３－１－３ 特許出願状況等 
 
①実用化に向けた実証事業の実施 

本事業の成果を活用し、平成２３年１０月現在、岐阜県（岐阜市周辺）と鹿児島県（与論

島）のＬＰガス事業者の協力の下、ガスメータ製造企業である矢崎資源株式会社、マイコン

基板製造メーカであるパナソニック株式会社と高圧ガス保安協会の３者が共同で「平成２３

年度 石油ガス販売事業者構造改善支援事業」として実環境に近い状態での実証事業を現在

実施中である。 
総額 2,300 万円の予算で自動識別システムの実証試験を実施し、既存のガスメータにない

優れた機能の有効性を実証することにより得られた成果をより広く日本全国にガス系列を

超えて広く周知し実用化に繋げることとしている。 
 
②各メーカへの普及 

本事業の実施に当たっては、「集中監視による自動識別システム開発研究委員会」を設置

して審議、指導を行ってきた（５－１参照）。同委員会には、ガス消費機器メーカ、ガスメ

ータメーカなども参画していたところであるが、上記の実証事業の成果と併せて、ガスメー

タメーカ、都市ガスメーカ、ガス消費機器メーカ等に対してより広い成果の普及を図ってい

くこととしている。 
 
 
③成果報告会等での普及、広報 
  既に以下の報告会等で普及、広報を実施済み又は実施予定であるが、引き続き機会を捉え

て普及、広報を図っていく予定。 
 ○高圧ガス保安協会液化石油ガス研究所主催 
  平成 22 年度 第 23 回 研究成果報告会（平成 22 年 9 月 6 日開催）で成果報告。 
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  平成 23 年度 第 24 回 研究成果報告会（平成 23 年 11 月 30 日開催）で報告予定。 
 ○高圧ガス誌(高圧ガス保安協会発行) 平成２４年４月号－５月号 に成果掲載予定。 
 
(2) 知的所有権等 
 平成 20 年度から 3 年間行った調査研究の結果、得られた知見から以下に示す 3 件の特許出

願を行った。 
 なお、件数は必ずしも多くないものの、ガス燃焼機器の自動識別システムの基本的な部分を

網羅できるため、知的所有権取得としての効果は十分と考えている。 
 

 
 

 

 
 
 

出 願 日 ：平成 22 年 2 月 12 日 
出願番号 ：特願2010－028767 
発明の名称：機器劣化判定装置 
発明の概要：ガス燃焼器機の劣化を判定する機器劣化判定装置に関するもの。 

出 願 日 ：平成 22 年 2 月 17 日 
出願番号 ：特願2010－032023 
発明の名称：ガス器具判別装置 
発明の概要：ガス供給先に配置された複数のガス機器群のうち、今回点火されたガス 
      器具群のうちの何れのガス器具であるか、また新器具であるか等の判別 
      を行うガス器具判別装置に関するもの。 

出 願 日 ：平成 22 年 12 月 22 日 
出願番号 ：特願2010－286180 
発明の名称：ガス器具判別装置 
発明の概要：ガス供給先のガス器具の使用時間及びガス使用量を監視し、予め設定 
      されている遮断条件が達成されることに基づいて、遮断弁を閉じてガス 
      の供給を遮断するガス停止制御手段を備えたガス遮断装置に関する技術 
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３－２ 目標の達成度 
 各要素技術に対する達成度は、表 3-31 のとおりである。 
 いずれも個々の当初目標を達成しており、本事業全体としても当初の研究開発目標を達成し

たと判断する。 
 

表 3-31 目標に対する達成度 
要素

技術 
目標・指標 成果 達成度 

(1) 
燃 

焼 

器 

自 

動 

識 

別 

シ 

ス 

テ 

ム 

の 

開 

発 

 

 

① 燃焼器自動識別用流量測定器の製作 

 
 燃焼器自動識別システムを開発するた

めに必要な、燃燃焼器流量特性のデータ

（燃焼器使用時のガスの瞬時流量変化

(cc/min)・圧力変化(kPa)）を取得するた

め、従来品では 2.0 秒間隔である測定間隔

を 0.5 秒に短縮した燃焼器自動識別用流

量測定器を製作する。 

 

 
 現在市販されている超音波式ガスメ

ータ（2 秒間隔計測）を改良し、瞬時ガ

ス流量値 (cc/sec)及びガス供給圧力値

(kPa)について、0.5 秒間隔で連続測定可

能な燃焼器自動識別用流量測定器を製

作し、自動識別ロジック開発に必要な情

報の収集を行った。 

 

 
達成 

② 燃焼器流量特性調査 

 
1) ＬＰガスを使用する家庭用燃焼器（ガ

スこんろ、ガスオーブン、ガス瞬間湯

沸器、ガス温水給湯暖房機、ガスふろ

がま、ガスストーブ、ガスファンヒー

ター、ガス温風暖房機、ガス炊飯器）

の最近３年間の国内出荷台数を、機器

分類別、メーカ別、機種別、ガス消費

量別に分類し、家庭用燃焼器の普及状

況を把握する。 

2) 海外から輸入され国内で販売される

燃焼器（ガスこんろ、ガスオーブン、

ガス瞬間湯沸器、ガス温水給湯暖房機、

ガスふろがま、ガスストーブ、ガスフ

ァンヒーター、ガス温風暖房機、ガス

炊飯器）について、販売台数を把握す

る。 

3) こんろ、オーブン、瞬間湯沸器、温水

給湯暖房機、ふろがま、ストーブ、フ

ァンヒーター、温風暖房機、炊飯器の

 

 
1) ＬＰガスを使用する家庭用燃焼器

（10機種）について、最近３年間にお

ける製造メーカ、製造型式数、出荷台

数を把握した。 

 

 

 

 

 
2) 海外から輸入され国内で販売され

る燃焼器について、最近３年間におけ

る製造メーカ、製造型式数、出荷台数

を把握した。 

 

 

 
3) 国内出荷台数の調査結果をもとに、

１０機種６６型式の燃焼器を選定し、

自動識別ロジックの策定に必要な燃

 
達成 
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最近３年間の国内出荷台数を基本に、

こんろ、ストーブ、瞬間湯沸器、ふろ

がまについては、各製造メーカにおけ

る販売量の上位 70％を占める型式、他

の機種については、その機種における

販売数量の最も多い型式について、機

種毎に調査方法を定め、自動識別ロジ

ックの策定に必要な燃焼器流量特性の

データ収集を行う。 

 

焼特性のデータ収集（６６＋８型式

分）を効率よく行い、４４９１データ

（機器使用開始時からの流量立ち上

がり変化（１０秒間）相当）を取得し

た。 

③ 個別燃焼器自動識別ロジックの開発 

 
 10 機種の燃焼器（ガスこんろ、ガスオ

ーブン、ガス瞬間湯沸器、ガス温水給湯

暖房機、ガスふろがま、ガスストーブ、

ガスファンヒーター、ガス温風暖房機、

ガス炊飯器）の使用に応じて変化するガ

ス流量について、燃焼器使用開始時から

のガス流量変化の特徴点に着目し、使用

している燃焼器について、10 機種のうち

の何れかと 100％識別することができる

燃焼器自動識別ロジックを開発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 燃焼器流量特性調査で得られた燃焼

器の流量変化パターン等から使用され

ている燃焼器の種類を識別することが

できる燃焼器自動識別ロジックを開発

した。 

 
○個別機器で単独判定できた判定率 

 短時間（10 秒以内）判定率：30.2％ 

 長時間（30 分以内）判定率：73.3％ 

（誤判定率は 0.0％であり、残りの

26.7％はすべて他の機器と一緒に判定

された重複判定率である。） 

 
○上記で重複判定されたものを識別す

るロジックを追加した場合における判

定 

97.0％（理論値） 

 
 ただし、100％の判定率を目標とした

が、最終的な判定率は 97.0％であった。 

 

 
概ね達成 



57 
 

④ 同時使用燃焼器自動識別ロジックの

開発 

 
 10 機種の燃焼器（ガスこんろ、ガスオ

ーブン、ガス瞬間湯沸器、ガス温水給湯

暖房機、ガスふろがま、ガスストーブ、

ガスファンヒーター、ガス温風暖房機、

ガス炊飯器）において、一般家庭での複

数同時使用時においても、使用している

燃焼器の種類を識別することのできる、

機器安定使用時の安定流量に着目した同

時使用燃焼器自動識別ロジックを開発す

る。 

 

 

 

 

1) 燃焼器の複数同時使用など様々な

使用状況における燃焼器自動識別ロ

ジックを検討し、１台目使用時におけ

る流量変化の安定性を確認し、複数台

の使用を確認することのできるロジ

ックを開発した。 
2) 同時使用燃焼器自動識別ロジック

で自動識別した燃焼器の自動登録方

法として、同一機器として複数回（５

回程度）識別した場合、新規器具とし

て登録する「燃焼器未登録状態への新

規器具としての登録方法」を開発、提

案した。 

 

 
達成 

⑤ 燃焼器不適切使用判定ロジックの開

発 

 
 燃焼器が不調の時に見受けられる、燃

焼器の未着火時の繰り返し点火操作や不

完全燃焼防止機能作動時の操作パターン

や機器の動作パターン等に着目し、燃焼

器の不調による不点火時の繰り返し点火

操作や燃焼器における不完全燃焼防止装

置作動を判定することができる燃焼器不

適切使用判定ロジックを開発する。 

 

 

 

 

 燃焼器の操作パターンや流量パター

ン等から燃焼器の不点火及び不完全燃

焼を判定することができる燃焼器不適

切使用判定ロジックを開発した。 

 

 ただし、燃焼器の不適切使用として

は、開発したロジックで考慮したパター

ン以外にも考えられるが、特徴的なパタ

ーンを見いだすことができなかった。 

 

 
概ね達成 

⑥ 不完全燃焼警報器連動型ＣＯ発生燃

焼器特定ロジックの検討 

 
 不完全燃焼警報器が危険濃度以下のＣ

Ｏを計測した時（ＣＯ濃度 50ppm 以上

150ppm 未満）に、燃焼器自動識別ロジ

ックによりＣＯ発生確認時に使用してい

る燃焼器を特定し、ＣＯを発生している

燃焼器として警告するためのロジックを

 

 

 

1) 燃焼器自動識別ロジックと不完全

燃焼警報器のＣＯ測定機能を用いて、

危険濃度以下のＣＯを計測した時（換

気警報段階）に、「単独判定を１回以

上を含む連続５回の判定を確認でき

た場合、ＣＯ発生燃焼器として特定す

 
達成 
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開発する。 る。」ロジックを開発した。 

 ⑦ 燃焼器の経年劣化による燃焼器自動

識別ロジックへ影響確認 

 
1) 燃焼機のメーカが実施する耐久試験

結果より、機器の繰り返し使用による

機器劣化について調査を実施する。 

2) 一般市場より、10 機種の燃焼器（ガ

スこんろ、ガスオーブン、ガス瞬間湯

沸器、ガス温水給湯暖房機、ガスふろ

がま、ガスストーブ、ガスファンヒー

ター、ガス温風暖房機、ガス炊飯器）

について、10 年以上使用されていたも

のを回収し、燃焼器流量特性のデータ

収集を行い、開発した燃焼器の自動識

別ロジックの経年劣化による流量変化

への対応状況について検討、対策を行

う。 

 

 

 

 

1) 長期間使用による流量変化につい

て調査を実施し、10 年間程度の使用

を想定した耐久試験では、連続使用、

断続使用ともに、使用開始直後の流量

値から  -1 ％  ～  3 ％  程度の変化しか

無いことを確認した。 

2) 市場より長期間（１０年間以上）使

用されていた燃焼機（ガスこんろ、ガ

スオーブン、ガス瞬間湯沸器、ガスふ

ろがま、ガスストーブ、ガスファンヒ

ーター、ガス炊飯器）を回収し、燃焼

器使用時のガス流量変化について調

査を実施した。 

3) 開発した燃焼器自動識別ロジック

を用いて識別を行い、不具合点等を抽

出し、燃焼器自動識別ロジックへ情報

をフィードバックさせ対応した。 

 

 ただし、回収できた機器についての自

動識別ロジックへの対応はできたが、市

場には更に特異的な機器が存在するこ

とが想定されており、完全な対応はでき

ていないと考える。 

 

 
概ね達成 

⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動

識別ロジックの対応・検討 

 
 太陽熱利用給湯器、家庭用コ・ジェネ

レーションシステム、家庭用燃料電池の

ように、従来のＬＰガス消費機器とは異

なるガス消費の制御方式を有する消費機

器等について燃焼器流量特性のデータ収

集を行い、開発した燃焼器自動識別ロジ

ックの新型ガス消費機器等への対応状況

 

 

 

1) 太陽熱利用給湯器、家庭用燃料電池

（エネファーム）、家庭用コ・ジェネ

レーションシステム（エコウィル）の

３機種を新型ガス消費機器と決め、従

来のＬＰガス消費機器とは異なる新

たなガス消費量の制御方式を有する

ガス消費機器等について流量測定調

 
概ね達成 
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について検討、対策を行う。 

 
査を実施した。 

2) 新型ガス消費機器で使用されてい

る貯湯・給湯ユニットについては、温

水給湯器として自動識別可能である

が、「コージェネレーションユニット」

及び「燃料電池ユニット」については、

識別できなかった。しかし、更に多く

のデータを解析することにより、新た

な機種「コージェネレーションユニッ

ト」として識別できる可能性が見いだ

された。 

 

 ただし、コージェネレーションシステ

ムのエンジンユニット及び燃料電池ユ

ニットの自動識別ロジックを構築する

ことができなかった。 

 
(2) 
調 

査 

・ 

検 

討 

等 

① 集中監視システムの保安機器連動に

関する有効性調査（平成 20 年度実施） 

 
 集中監視システムの普及にあたり課題

となっている通信インフラの変化につい

て伝送装置（ＮＣＵ）の無線化や複数回

線対応など技術的課題及び不完全燃焼警

報器の設置状況について、ＬＰガス販売

事業者などからアンケート調査や聞き取

り調査を行い、実現可能な普及策を検討

するとともに、集中監視システムとの連

動による効果や問題点を整理し、技術的

な課題について明らかにする。 

 

 

 

 

 ＬＰガス販売事業者からアンケート

調査及び聞き取り調査を行い、集中監視

システムの普及にあたり課題となって

いる通信インフラの変化の早さ、伝送装

置（ＮＣＵ）の無線化への問題点、複数

回線対応など技術的課題及び不完全燃

焼警報器の設置状況について把握する

ことができた。 

 

 問題点の把握はできたが、的確な対応

策を提言することができなかった。 

 

 
概ね達成 

② 警報表示方法の検討（平成 21 年度実

施） 

 
 本システムに最適と考えられる集中監

視システムの通信方法及び宅内表示シス

テムについて調査を行う。 

 

 

 

 
 本システムに最適と考えられる集中

監視システムの通信方法を検討した結

果、自動識別システム⇔警報器間は宅内

表示装置を含めて無線を使ったネット

 

 
達成 
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ワーク構築が普及促進に有効であり、監

視センター⇔自動識別システム間にお

いては固定電話回線に頼らない集中監

視システムが必要になることを確認し

た。 

 

③ 燃焼器自動識別システムの有効性検

討（平成 21 年度実施） 

 
 本システムの普及により、市場に与え

る効果・影響について検討を行う。 

 

 

 

 
 本システムが導入された場合の効果

は大きいと思われるが、新しいシステム

や装置にはなじめない販売事業者も多

いと思われる。しかし、販売事業者が異

常発生の兆候を把握し対応できれば、Ｃ

Ｏ中毒事故、ＬＰガス漏れ事故等を未然

に防ぐことが可能となることを確認し

た。 

 

 

 
達成 

④ 燃焼器自動識別システムの普及のた

めの検討（平成 22 年度実施） 

 
 燃焼器自動識別システムを普及させる

ため、機器メーカ、液化石油ガス販売事

業者、一般消費者等の動向等を踏まえた

検討を行う。また、本システムの業務用

厨房等への適用可能性について検討を行

う。 

 

 

 

 

1) 普及のための条件について 

 自動識別データや情報などを有効に

生かす事が重要で、リアルタイムで使用

中機器の表示(見える化)をする事が需

要家への安全の意識付けを図る事に繋

がり効果的な取り組みであることが確

認できた。 

2) 認定販売事業者へのインセンティ

ブについて 

 自動識別システムの導入によって消

費機器の異常を確認する事が可能にな

れば期限管理を免除の可能性も確認さ

れた。 

3) 機器のハード面について 

 現行の集中監視システムとの整合性

や新型ガス機器への対応、他のメータや

センサ等との連携や共通化・標準化が求

められていることが確認できた。 

 
概ね達成 
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4) 自動識別システムに更に求められ

る機能について 

●消費者へアピールできる付加機能 

●ガス消費者及びガス事業者のメリッ

ト 

●超音波ガスメータ 

●保安点検やメンテナンスの観点 

についての確認ができた。 

5) 業務用厨房等への適用可能性につ

いて 

 現状における業務用厨房において多

くの課題があることが確認できた。 

 課題の解決に役立つ提案として、人や

メータだけに頼らない集中監視システ

ムでの保安強化が必要であり、今回開発

した燃焼器自動識別システムの応用提

案としては「判別後に通常使用か消し忘

れか漏れか等の判断が可能になる」やＣ

Ｏ中毒事故防止対策として、「ＣＯ警報

器(換気センサ)の低レベルでの予告通

報、高レベルでの警告通報あるいは即遮

断」などが挙げられた。 

 今回開発した燃焼器自動識別システ

ムをいかに普及させてＬＰガスをより

安心で安全に使用してもらう為には、消

費者はもちろんガス販売事業者の要望

をうまく取り入れ、実態に即した環境下

での実証、及びフィージビリティスタデ

ィを重ねて有効性を確認し、関連メーカ

とともにＩＣＴを活用した最適で低廉

なシステムを開発・構築して行くことが

重要であることが確認できた。 
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４．事業化、波及効果について 
 
４－１ 事業化の見通し 
 

現在、普及しているマイコンメータの使用期限は 10 年であり計量法の観点からも期限内で

逐次交換がなされる見込みである。従来の膜式メータから小型軽量高機能化された電子式メー

タ（超音波式メータ（2 秒計測））に順次交換される見込みであったが、今回新たに検討した

0.5 秒間隔で流量測定する超音波メータに変えることで、器具識別等より確実に保安の高度化

が図れる等のメリットがある。 
本事業の成果については、本事業で成果を得て終了することとはせず、具体的な事業化に向

けた下記に示す取組がなされている。 
 
(1) 平成 23 年 10 月現在、岐阜県（岐阜市周辺）と鹿児島県（与論島）のＬＰガス事業者の協

力の下、ガスメータ製造企業である矢崎資源株式会社、マイコン基板製造メーカであるパナ

ソニック株式会社とＫＨＫの３者は共同で「平成２３年度 石油ガス販売事業者構造改善支援

事業」として申請したところ、同事業に採択され、現在実施中である。総額 2,300 万円の予

算で自動識別システムの実証試験を実施し、既存のガスメータにない優れた機能の有効性を

実証することにより得られた成果をより広く日本全国にガス系列を超えて広く周知し実用化

に繋げることとしている。 
 
(2) そのため実証試験後に、高圧ガス保安協会を通じてガスメータ工業会等へその効果を周知

徹底し、Ｅ型マイコンメータの保安監視ロジック改良に伴う技術基準の作成やガス消費機器

などの開発仕様に反映させていくこととしたい。 
 
(3) また本調査研究の成果は、ＣＯ２削減のための見える化技術への適用、ＬＰガス事故の原因

究明や技術基準等の作成、ガス消費機器メーカ、ガスメータメーカなどが高度なネットワー

クシステム機器の開発を行う上での基礎データとしても活用できると考えられるため、今後

は、高圧ガス保安協会を通じて、ガスメータメーカに対してだけでなく、都市ガスメーカ、

ガス消費機器メーカ等より広い成果の普及を図っていくこととしている。 
 
 一方、本事業の成果は、ガスメータ制御基板にプログラミングされ供給されるものになるた

め、大幅なコストアップ要因にはならないものと思われる。 
 現在、全国に約 2,600 万台設置されているマイコンメータの緊急的な補修・交換が必要な場

合、マイコンメータ本体は計量法の適用を受ける計量器なので補修が出来ず、必ず交換となる。

マイコンメータ本体の費用として 15,000 円/台 × 2,600 万世帯 ＝ 3,900 億円、さらに交換作

業費用 4,000 円/台 × 2,600 万世帯 ＝ 1,040 億円、合計約 5,000 億円もの費用が必要と考えら

れるが、ガスメータの検定期間満了のものから順次交換することにより普及を図っていくこと

とする場合、追加的な費用は発生しないものと想定できる。 
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以上の前提の下、こうした取組が順調に行われた場合、2 年後の平成 25 年位から本格的な生

産が開始され、その 5 年後の平成 30 年位にはガスメータの設置世帯数 2,600 万世帯の 20％を

本メータが占め、その後急速に本メータへの転換が進展し、更に 5 年後の平成 35 年位にはほ

ぼ 100％が本メータに置き換わっていくことも十分想定できる。 
（なお、マイコンメータなどＬＰガス安全器具の普及率は、昭和 61 年には 0.5％だったが、4

年後の平成 2 年に 26.4％に達した後急速に普及が進み、さらに 3 年後の平成 5 年には 95.2％
に達した。） 

 
ＬＰガス事故件数とＬＰガス安全器具設置率の推移 

 
出所： 経済産業省原子力安全・保安院  

 

４－２ 波及効果 
 
 本調査研究で開発された保安機能ロジック（アルゴリズムを含む。）は、今後ＬＰガス用マイ

コンメータに順次搭載される見込みである。 
 また、本調査研究で開発された自動監視ロジック（アルゴリズムを含む。）は、ＬＰガスだけ

でなく、2,500 万世帯に使用されている都市ガス用ガスメータの保安機能としても利用可能で

あり、現在、ガス事業者等（ガスメータメーカを含む。）が検討している次期ガスメータにも搭

載が検討されている。更には、環境対策の面からも機器毎のＣＯ２の削減が求められており、

リアルタイムで使用機器等が識別できる機能を活用した「使用機器の見える化」の検討もなさ

れているところである。その成果は、今後検討され、広く普及が見込まれているＨＥＭＳ（ホ

ーム・エネルギー・マネジメント・システム）の中核技術となる可能性も大である。機器識別

技術の応用展開は海外からも注目されている技術である。 
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５．調査研究マネジメント・体制・資金・費用対効果等 
 
５－１ 研究開発計画 
 本事業は、表 5-1 に示すように、平成 20 年度～22 年度の 3 年計画で実施した。 
 本事業の中心とも言える「(1)燃焼器自動識別システムの開発」に当たっては、実際の燃焼機

器の特性やそれらの普及状況や使用実態に即して実施すること必要であり、十分な情報収集が

不可欠である。このため、「(1)燃焼器自動識別システムの開発」の開発と並行して、「(2)調査・

検討等」を実施した。 
 具体的には、まず平成 20～21 年度には、販売事業者へのアンケート調査等により、家庭内

で使用されていると想定される機器について、集中監視システムと保安機器との連動の有効性、

警報表示方法、更にはシステム全体の有効性についての実態調査と検討を行いつつ、自動識別

ロジックの検討を行うためのグループ分けを行って開発を進めた。その後、平成 22 年度には、

グループ分けされた全グループのベンチテストによる自動識別機能の確認を行うとともに、そ

の成果も踏まえてシステムの普及の検討を行った。 
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表 5-1 調査研究計画 
要素技術 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

(1) 燃焼器自動識別システムの開発 
 

            

 ① 燃焼器自動識別用流量測定器の製作 
 

            

② 燃焼器流量特性調査 
 

            

③ 個別燃焼器自動識別ロジックの開発 
 

            

④ 同時使用燃焼器自動識別ロジックの開発 
 

            

⑤ 燃焼器不適切使用判定ロジックの開発 
 

            

⑥ 不完全燃焼警報器連動型ＣＯ発生燃焼器特定ロ

ジックの検討 
            

⑦ 燃焼器の経年劣化による燃焼器自動識別ロジッ

クへの影響確認 
            

⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識別ロジッ

クへの影響確認 
            

(2) 調査・検討等 
 

            

 ① 集中監視システムの保安機器連動に関する有

効性調査 
            

② 警報表示方法の検討 
 

            

③ システム有効性検討 
 

            

④ システム普及検討 
 

            

 
５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 
 
(1) 研究開発実施者の実施体制 
 本事業は、経済産業省の公募による選定手続きを経て、高圧ガス保安協会が受託し行った。 
 高圧ガス保安協会では、現在、ＬＰガスの供給、消費における保安確保の有効な手段の一つ

として普及などが積極的に進められているマイコンメータや集中監視システムの開発経験を有

し、かつ長年にわたり関係業界をリードし、マイコンメータや集中監視システムに関する豊富

な技術的ノウハウを持ち、必要な試験などを実施できる設備、解析環境の整った当協会の液化
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石油ガス研究所が担当した。事業の実行、推進に当たっては、安全計装システム、通信システ

ム及びマイクロコンピュータ（ＣＰＵ）による自動制御技術を応用した安全機器などの開発、

調査研究に実績を持つシステム研究開発室が中心となって、事業計画の立案、計画に基づく必

要な各種調査、実験などの実施とその評価結果の取りまとめを行った。 
 また、各研究室との相互協力に加え、液化石油ガスの供給、消費や機器などに関する法令や

技術基準に精通した液化石油ガス部との連携を図り、研究成果の普及を踏まえ、研究開発に必

要な技術的知見、情報等の提供、アドバイスなどが常に得られるよう相互に連携を取り、目標

とした研究成果が確実に得られるよう協会全体として委託事業に取り組むための協力体制を整

備した。 
 

表 5-2 事業実施担当者 
 

役割 部署・役職 氏 名  

プロジェクトリーダー 液化石油研究所長 難波 三男  

委託事業執行管理者 システム研究開発室長 渡邉 克彦 平成 21 年度～ 

システム研究開発室長 久保 和夫 平成 20 年度 

研究業務課長 植松 烈平  

委託事業実務担当者 システム研究開発室長代理 齋藤 尚  

システム研究開発室 研究員 森村 和弘 平成 21 年度～ 

ＬＰガスの供給、法令等

の観点からの情報提供

担当者 

液化石油ガス部長 北出 昭二  
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表 5-3 要素技術別 事業実施担当者 
 

年度 
要素技術 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

(1) 燃焼器自動識別システムの開発 難波 
北出・植松 

難波 
北出・植松 

難波 
北出・植松 

 

① 燃焼器自動識別用流量測定器の製作 久保 
齋藤 

渡邉 
齋藤  

② 燃焼器流量特性調査 齋藤 齋藤 
森村  

③ 個別燃焼器自動識別ロジックの開発 久保 
齋藤 

渡邉 
齋藤・森村 

渡邉 
齋藤・森村 

④ 同時使用燃焼器自動識別ロジックの開発 齋藤 齋藤 森村 

⑤ 燃焼器不適切使用判定ロジックの開発 齋藤 齋藤 森村 

⑥ 不完全燃焼警報器連動型ＣＯ発生燃焼器特定ロ

ジックの検討  齋藤 齋藤・森村 

⑦ 燃焼器の経年劣化による燃焼器自動識別ロジッ

クへ影響確認   齋藤・森村 

⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識別ロジッ

クの対応・検討   齋藤・森村 

(2) 調査・検討等 難波 
北出・植松 

難波 
北出・植松 

難波 
北出・植松 

 

① 集中監視システムの保安機器連動に関する有効

性調査 
久保 
齋藤   

② 警報表示方法の検討  渡邉  

③ 燃焼器自動識別システムの有効性検討  渡邉  

④ 燃焼器自動識別システムの普及のための検討   渡邉 

 
(2) 調査研究委員会等 
 本事業の実施にあたっては、ガス使用実態、技術動向、一般消費者等のニーズを把握し、事

業を効率的に推進するため、高圧ガス保安協会の中に、学識経験者、関係団体、機器メーカ、

ユーザなどからなる集中監視による自動識別システム開発研究委員会（以下、「開発研究委員会」

という。）を設置し、各年 2～3 回開催して、開発研究計画目標の決定、産業界における技術動

向などの実情や事業の進捗状況に基づく計画目標の見直し、事業成果の評価など、研究プロジ

ェクトの総合的な方向性に関する審議、指導を仰いだ。 
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 本プロジェクト成果を速やかに普及させるため、当初より、燃焼器製造の関連団体、ＬＰガ

ス供給関連機器製造の関連団体、及びＬＰガス事業者の参加を得て、その意見を開発案に反映

させるとともに評価を受け、開発を行った。 
 本研究開発においては、マイコンメータの新機能開発になり、開発の目的、考え方の統一を

図るためには、全てのＬＰガス用ガスメータメーカが議論に加わった方が良いとの判断から、

委員として参加しているガスメータメーカ以外の全ＬＰガスメータメーカ及び都市ガス事業者

代表もオブザーバとして参加を求め、広く意見を聴取する体制を取った。 

委託 

経済産業省 （原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課） 

高圧ガス保安協会 

○集中監視による自動識別システム開発研究委員会（12 名） 
（学識経験者） 

[委員長] 渡辺嘉二郎 法政大学工学部システム制御工学科教授 
（ＬＰガス関係団体） 
（社）エルピーガス協会、（社）日本ガス石油機器工業会、 
（財）日本エルピーガス機器検査協会、ガス警報器工業会、 
（社）日本エルピーガス供給機器工業会、日本ガスメーター工業会 

（ユーザ（ＬＰガス事業者を含む）） 
全国地域婦人団体連絡協議会、橋本産業(株)、岩谷産業(株) 

（機器製造者、通信事業者） 
東光東芝メーターシステムズ(株)、ＮＴＴテレコン(株) 

（オブザーバー） 
・委員以外の全ＬＰガスメータメーカ 
・都市ガス事業者代表 

主幹部：液化石油ガス研究所 
    システム研究開発室 
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５－３ 資金配分 
 本事業は、3 年間で 2.2 億円を投入して実施したプロジェクトであり、表 5-2 にその予算配

分・推移を示す。平成 20 年度に調査及び基本ロジックの検討を、平成 21 年度に調査及びロジ

ックの開発を、平成 22 年度に実験室レベルでシステム全体の確認を行うものとしての計画に

基づき、予算配分を行った。 
表 5-4 資金配分（単位：百万円） 

年度 
要素技術 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 計 

(1) 燃焼器自動識別システムの開発     

 

① 燃焼器自動識別用流量測定器の製作 29.5 7.5  37.0 

② 燃焼器流量特性調査 7.4 15.0  22.4 

③ 個別燃焼器自動識別ロジックの開発 14.6 14.5 17.9 47.0 

④ 同時使用燃焼器自動識別ロジックの開

発 7.4 7.5 8.9 23.8 

⑤ 燃焼器不適切使用判定ロジックの開発 7.4 7.5  14.9 

⑥ 不完全燃焼警報器連動型ＣＯ発生燃焼

器特定ロジックの検討  7.5 17.9 25.4 

⑦ 燃焼器の経年劣化による燃焼器自動識

別ロジックへ影響確認   8.9 8.9 

⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識

別ロジックの対応・検討   8.9 8.9 

(2) 調査・検討等     

 

①集中監視システムの保安機器連動に関

する有効性調査 7.4   7.4 

② 警報表示方法の検討  7.5  7.5 

③燃焼器自動識別システムの有効性検討  7.5  7.5 

④燃焼器自動識別システムの普及のため

の検討   8.9 8.9 

 計（年度） 73.7 74.5 71.4 219.6 
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５－４ 費用対効果 
 本事業は、3 年間で総額 219.6 百万円を投じて実施したプロジェクトである。 
 
 現在、年間約 200 件（平成 18 年度）のＬＰガスの事故が発生している。ひとたび事故が発

生すると火災や人命の喪失につながる。失われた命は、取り戻すことはできず、金銭に置き換

えることはできない。液化石油ガスによる災害を防止することは、国の責務である。 
 近年、特にＣＯ中毒事故による死者を伴うＢ級事故も発生しているため、機器の不完全燃焼

事故等の早期発見が求められている。使用機器の識別が可能となり、ＣＯ警報器等との連動に

よりＣＯ発生機器の特定が可能となることで、ＬＰガス販売事業者にとっては、合理的で効率

の良い機器のメンテナンスが可能となる。 
 ＬＰガスの継続使用時間超過や機器の故障やトラブル等による遮断件数は全国で 1 年間に約

290 万件にのぼると推定され、その都度、ＬＰガス販売事業者等が緊急出動等で対応している

のが現状である。本事業の成果によりＣＯ発生の可能性を特定された機器については、機器が

特定されているため現場での点検やメンテナンス時間が大幅に短縮される。 
例えば、これまで 2～3 時間かかっていた点検が 30 分程度で済むことになれば、信頼性が大幅

に向上するだけでなくコスト的にも 1/4～1/6 以下となる。 
昼夜を問わず緊急出動する従業員の人件費単価を仮に 4 時間（半日）2 万円とすると時給は

5,000 円となり、3 時間かかっていた場合と比較して一回の緊急出動当たり 12,500 円の節約と

なる。現時点で集中監視システムは概ね 25％の普及率とされているため、本システムによる節

約が 290 万件の 25％に適用されると仮定すると、節約額は、 
12,500 円×290 万件×25％＝90 億 6,250 万円 

となり、年間 90 億円強のコストメリットが発生することとなる。（単純に 3 年間のプロジェク

ト総額 2.2 億円と比較すると、毎年投入した総額の 41 倍以上の費用対効果が発生することとな

り、これが 10 年間続けば総額 900 億円以上の効果となる。） 
さらに、本システムは集中監視システムの有効性をさらに高めるものであり、これによる集

中監視システムの普及率（現在 25％）の向上も見込まれるが、その場合にはさらに大きな費用

対効果が期待できる。 
このように、本システムが普及した暁には信頼性向上とともに十分な経済的合理化効果を得

ることとなる。これらの緊急出動の発生頻度が低下することで、ＬＰガスの利用者の利便性が

向上するとともに、ＬＰガス販売事業者等については、緊急対応・出動の回数の逓減により、

さらに効率的な保安業務の実施が可能となり、保安の確保に大きく貢献するものと考えられる。 
 

 なお、更に今回のプログラムはメータ制御基板にプログラミングされ供給されるものになる

ため、大幅なコストアップ要因にはならないものと思われる。 
 現在、全国に約 2,600 万台設置されているマイコンメータの緊急的な補修・交換が必要な場

合、マイコンメータ本体は計量器なので補修が出来ず、必ず交換となる。マイコンメータ本体

の費用として 15,000 円/台 × 2,600 万世帯 ＝ 3,900 億円、さらに交換作業費用 4,000 円/台 × 
2,600 万世帯 ＝ 1,040 億円、合計約 5,000 億円もの費用が必要と考えられるが、ガスメータ

の検定期間満了のものから順次交換することにより普及を図っていくこととする場合、追加的
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な費用は発生しないものと想定できる。 
 
５－５ 変化への対応 

研究開発を実施した当初は流量測定間隔を 2 秒としていたが、0.5 秒にすることで流量の立

ち上がりがより確実に特徴あるものと捉えることが可能となった。そのため当初予定した燃焼

機器等の立ち上がり特性調査をすべて 0.5 秒に切り替えて実施した。 
経年劣化燃焼器の自動識別システムへの対応で、当初、機器の劣化促進試験を実施する予定

であったが、時間的、経費的、設備的にも余裕がなくなったことから、劣化促進試験を行わず、

メーカ実施の耐久試験結果及び 10 年以上実際に使用されていた機器の調査に代替えすること

で、調査開発を継続実施した。 
その他は、研究開発に影響を及ぼすような社会的・技術的情勢の変化はなかった。 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 評価 
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１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

 

本プロジェクトは、全国的に普及しているマイコンメータを高機能化することによ

り、保安業務の実効性の向上・迅速化等を図ることを目的とするものである。また、Ｌ

Ｐガス保安対策の中核を担うマイコンメータに係る技術基準の改定等の検討にも資す

るもので、国の関与が必要とされ、社会的ニーズや実用性も十分高いと判断される。 

なお、成果の普及に関しては、消費者の協力が不可欠であり、適切な情報管理の下に、

生活に身近な安全確保のための技術開発事業が展開されているということを、丁寧に説

明をしていくことが求められる。 

 

【肯定的意見】 

・ 近年、ＬＰガス事故件数が高止まりで一定になっていて、事故対策の必要性は明らかであ

る。本事業はマイコンメータや集中管理システムなどすでに普及している設備を活用して、

液化石油ガス法の技術基準に関する消費設備調査を補完し、消費設備に起因するＬＰガス事

故防止を図るものであり、政策的意義は明確である。保安規制の根幹である技術基準にも関

係する問題でもあるので国の関与が必要とされ、社会的ニーズや実用性も十分高いと判断さ

れる。 

・ 設置義務があるマイコンメータを高機能化して活用して保安業務の実効性の向上・迅速化

等を図り、ＬＰガス消費機器の一般消費者宅における使用に関わる安全性を向上させるため

の、基礎となる技術開発を中心とした事業であり、保安の中核を担うマイコンメータに関わ

る技術基準の策定、見直し等におおいに資する政策と考えられる。２００６年に導入された

初期の電子式マイコンメータの更新時期を控え事業の時期も適切と考えられる。 

・ 本プロジェクトは集中監視システム、マイコンメータおよび不完全燃焼警報器等を組み合

わせ、さらに高度化したシステムを開発し、ＬＰガスの事故防止や保安業務の迅速な実施に

寄与することにより、保安の高度化を図るものであり、ＬＰガス保安対策の一環として位置

づけられ、また、技術基準の改定等の検討にも資するもので、国が積極的に関与する必要が

ある。 

・ 研究の対象としている燃焼器製造メーカーは多様であり、使用者は多岐にわたることを考

えると第３者機関、特に国のような全国的な立場の機関によるシステム開発の手法、可能性

を研究しておくことが最初の取り掛かりとして大切である。 

・ ２，６００万世帯が消費する液化石油ガスは、その消費量も一世帯当たり年間２９０kg に

達し、消費者にとっては日常生活に必要不可欠なエネルギーとなっている。販売事業者は事

故防止の観点から定期的調査を行い、異常などがあれば改善提案をする義務を負っている。 

一方、現状では、集中監視システムは６５０万世帯のカバーでしかなく、多くの液化石油

ガス消費世帯にとっての事故の未然防止のための対応が求められていた。 

今回の集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システムの開発は、液化石油ガス法で

負わせた販売事業者の義務をきめ細かく実施するためには必要な技術開発であり、新規性、

先進性、独創性など評価できる。 

また、９９．７％と普及率の高いマイコンメータを使うという点でもほとんどの液化石油
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ガス消費世帯をカバーでき、社会的、経済的意義が高い。約５，０００万と言われる日本の

総世帯数の半数以上を占めるＬＰガス消費世帯の安全を守る事業であり、国が関与し行う事

業としても、重要と判断する。 

現状定められた定期検査をきちんと受けられない留守家庭も多く、一方、ＬＰガス事業者

も中小事業者が多いという社会的状況からは、民間企業のみに安全の確保を委ねることは、

不安要素も大きく、国の事業として積極的に行なっていくことは広く国民にとっても必要な

事業と考える。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・ 設置義務により１００％の設置率のマイコンメータ本体の高機能化が消費者宅で直接的に

もたらす効果と、今後増加が見込まれるもののまだ普及が限られている集中監視システムへ

の高機能マイコンメータの適用により生み出されるさらなる効果とをより切り分けた事業目

的設定でもよかったと思われる。 

・ ＬＰガス消費世帯の協力無くして進展しないと考えられるので、このような情報管理をす

ることで、生活に身近な安全確保のための技術開発事業が展開されているということを、今

後、広く国民に知らせ、丁寧に説明をしていくという工程を視野に入れる必要がある。 
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２．研究開発等の目標の妥当性 

主たる燃焼器自動識別システムの開発において、８つの個別要素に分けた目標設定が

なされ、その設定理由・根拠は妥当であると認められる。また、普及のための調査検討

までを目標設定としている点は実用化に重要であり、評価できる。 

なお、数値目標の根拠が一部不明確なところも見受けられるほか、不適切使用判定ロ

ジックの利用に関する視点の設定にあいまいさが感じられる。 

 

【肯定的意見】 

・ 集中監視システムを使用して燃焼器の自動判別および不適切使用判別を行うロジックの開

発など、事故防止に直結する明確な目標が設定されている。 

・ マイコンメータの流量変化をもとにした燃焼器の自動識別ロジックの開発の目標は、本事

業の基本となるものであり、そのための要素技術の目標を多数具体的に設定したことは十分

評価できる。また、アンケート調査でも、調査項目の設定が多方面にわたって詳しく設定さ

れ、課題、期待を幅広く抽出するのに有効であったと考えられる。 

・ 普及率の高いマイコンメータと今後普及が望まれる不完全燃焼警報機を組み合わせ、集中

監視センターで２４時間常時ＬＰガスの消費状況を監視するという技術開発の目標は、安全

確保の視点からは必要かつ適切な研究開発と考える。 

事業達成のための燃焼器自動識別システムの開発とその有効性の調査とした骨格は目標達

成の道筋として、適切であると評価する。 

主たる燃焼器自動識別システムの開発においては、８つの個別要素に分けた目標設定がな

され、その設定理由・根拠から妥当な個別要素であると認める。 

普及のための調査検討までを目標設定としている点は実用化に重要であり、評価できる。 

・ ガス流量変化等を用いて燃焼器の自動識別および燃焼器の不適切使用の判定を行うロジッ

ク、集中監視システムを利用して識別・判定した結果を通報するシステム、不完全燃焼警報

器との連動による一酸化炭素発生源燃焼器を特定して通報するシステムを開発するため、適

切な個別要素技術の目標・指標を設定している。 

・ 機器の判別システムの開発に新規開発されたガス流量計の時間変化を判定手段に選び、そ

の判定結果から種々のガス事故予知、防止に等の保安の高度化に結び付ける計画は妥当であ

る。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・ 具体的な目標設定で、数値目標の根拠が一部不明確なところもある。たとえば流量測定間

隔０．５秒としているが、０．５秒で十分なのか不明である。また、燃焼器識別率の目標を

１００％としているが、１００％は現実的ではない。 

・ 燃焼器の不適切な操作が行われたことが判明しても、それがすぐに危険な状態の発生を意

味するわけではなく、またその操作が行われる理由としても一般に機器の不調に起因する以

外のこと（煮こぼれ等）も考えられるために、燃焼器不適切使用判定ロジックによる判定結

果をどう利用するのか本質的に難しい点があると思われる。そのような背景があるためか､

不適切使用判定ロジックの利用に関する視点の設定にあいまいさが感じられた。 
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・ 本計画に使用される流量計はまだ一般には使用例が少ないようであり、今後汎用的に使用

するための努力が必要であろう。 

・ 燃焼器自動識別システムの普及のための検討においては、システムというハードの技術的

視点のみの調査となっている。普及という点では今後の重要な検討課題と考えるが、個人情

報管理の視点などから消費者の受容性調査のようなものが必要と考える。 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

個々の燃焼器の判定結果は、完全ではないものの機器の推定のできる水準にあり、本

研究で目標としたレベルにほぼ達していることから、十分な成果があがったと考えられ

る。 

 なお、燃焼器の不適切使用や経年劣化の多様性、今後の新型ガス消費機器等への対応

等を考えると、燃焼器不適切使用判定のロジック開発、経年劣化した燃焼器の自動識別

ロジックへの対応、新型ガス消費機器等の自動識別ロジックへの対応については、さら

なる検討が期待される。 

 

【肯定的意見】 

・ 燃焼器自動識別システムの開発およびその普及等に関する調査・検討に関する個別要素技

術の目標・指標は概ね達成できているといえる｡ 

・ 個々の燃焼器の判定結果は完全ではないが、機器の推定のできる水準にあり、本研究で目

標としたレベルに多くの分野で達している。 

・ 燃焼器の識別ロジックの構築は（判定率９７％ではあるが）達成されていると判断される。

設定された目標はほぼ達成されている。 

・ 基本となる燃焼器自動識別ロジックに関しては、流量の変化のみを利用して数多い機器の

種類を判定するという困難な試みにおいて、完全ではないもののかなりよい結果が得られて

おり、十分な成果があがったと考えられる。燃焼器識別ロジックを利用することによりＣＯ

発生燃焼器を特定する技術が確立できたことも大きな成果と思われる。 

・ 流量測定器の測定間隔を０．５秒まで短縮できた点は大きな成果である。 

また、自動識別のポイントである使用機器の割り出しの可能性を探る開発では、機器を割

り出すための分析可能な機器毎の燃焼特性データを、必要量収集し、個別機器識別ロジック

の開発が９９．０％の理論値ではあるが概ね達成できた点は評価できる。 

その他６つの自動識別システムそれぞれ、課題が少し残る点もあるが、概ね目標通り達成

できたと理解する。 

機器識別システム技術は海外からも注目されているとのこと、さらなる正確さなど期待さ

れる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・ 今後、判定率のアップのための判定ロジックの高度化と、新しい機器に対応したロジック

の多様化が期待される。 

・ 燃焼器不適切使用の判定は保安上重要であるので、設定したシナリオ以外のすべての不適

切使用パターンにも対応できるよう、さらなる検討が望まれる。また、機器の同時使用に対

する識別ロジックの開発など、より高度なロジックに対する今後の検討も期待される。 

・ 目標の一部である、種々のロジックを用いての判定結果を利用するシステムの構築におい

ては、システム構築に関連する機器の信頼性、通信技術の急速な変化、省エネルギーへの社

会的な取り組みとの関連、コスト、データ管理等の面を考慮して今後さらに検討すべき項目

がいくつか残った状態であると思われる。 
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・ 燃焼器の不適切使用や経年劣化の多様性、今後の新型ガス消費機器等への対応等を考える

と、燃焼器不適切使用判定のロジック開発、経年劣化した燃焼器の自動識別ロジックへの対

応、新型ガス消費機器等の自動識別ロジックへの対応については、さらなる検討が必要であ

ろう。 

  また、本システムの導入によるＣＯ中毒事故やＬＰガス漏れ事故等の未然防止の有効性を

高めるため、販売事業者への効果的な教育について考えておく必要がある。 

・ 個別の家庭ではそれぞれ使われる機器が異なるので、各家庭の使用機器を個別にメーカー、

型式、製造年月日等、定期調査で完全に把握するという基礎作業も今後重要と考える。現在

実施中の実証実験などの成果とともに、今回の開発を側面から支えるデータになるのではな

いか。 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

事業化のための実証試験が進められており、本システムの有効性が実証されることに

より、本ガスメータの事業化は急速に促進するものと期待される。また、開発された自

動監視ロジックは、ＬＰガスのみならず都市ガス用ガスメータの保安機能としても利用

可能であり、さらにＨＥＭＳとの組み合わせなど、更なる展開も期待される。 

なお、事業化を進めるにあたっては、消費者負担コスト等の問題への説明が重要と思

われる。 

 

【肯定的意見】 

・ 提案されている事業化と波及効果の解析は妥当である。 

・ 今後検討が必要な部分もあるものの、基本技術は高いレベルで確立できたと考えられる。

事業化に向けての課題の抽出もかなり進んだものと考えられる。 

・ 事業化のための実証試験も進められていて、事業化までのシナリオが明確である。現在の

マイコンメータの本メータへの置き換えが進むことにより、事故件数の大幅な低減が予想さ

れるが、これに伴い、技術基準の見直しなど国の施策に対する影響も大きいと思われる。本

プロジェクトにより開発された自動監視ロジックはガスの種類を問わないのでＬＰガスのみ

ならず都市ガスにも当然適用可能であり、波及効果も大きい。 

・ 事業化に向けて、すでに実証実験も開始し、平成３５年にはほぼ１００％の転換が行われ

ているとの見通しも立てて進められているとの報告から、順次機器交換されると思われる。 

機器使用の「見える化」ニーズと相まって、普及が想定されるＨＥＭＳなどとも組み合わ

され、普及が進むと考える。 

世界からも注目されているとのことから、事業化につながると期待する。 

・ 平成２３年度石油ガス販売事業者構造改善支援事業としての実証試験を実施しており、本

システムの有効性が実証されることにより、本ガスメータの事業化は急速に促進するものと

期待される｡また、開発された自動監視ロジックは、ＬＰガスのみならず､都市ガス用ガスメ

ータの保安機能としても利用可能であり、ＨＥＭＳの中核技術となる可能性もある。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・ 具体的な事業化の可能性を追求し、特に民間が事業化する際、それぞれの具体的な役割に

ついて、さらに議論すべきである。 

・ 事業化に向けての課題の抽出は進んでいるが、その解決には多方面での調整が今後必要と

思われる。設置が義務化されているマイコンメータを中心としたシステム作りであり、新シ

ステムの採用時の波及効果、影響の大きさを考えると早急の検討を期待したい。 

・ システムとしての期待が大きいが、普及にかかるコストも重要である。ＨＥＭＳなどとの

連携という話は理想的であるが、屋内モニター等、消費者負担がかなり想定されるのではな

いか。取り付ける機器類についての負担分担については論議されたのであろうか。すべて事

業者負担ということもありうるが、結局はガス使用コストに反映されると考えられることよ

り、消費者にもコスト負担はありうると考える。実際の事業化に伴い、この辺りの説明が重

要である。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

研究開発スケジュール、研究開発実施体制および資金配分は妥当と思われる。また、

このシステムがＬＰガスによる災害防止に貢献し、機器の故障・トラブル等への販売事

業者等の対応効果等を考えると、相当程度の費用対効果が得られるものと思われる。 

 なお、一部コスト削減効果の根拠が必ずしも明確でないこと、実施体制におけるスケ

ジュール設定に多少難があること、プライバシー保護の観点が不足していることが感じ

られた。 

 

【肯定的意見】 

・ 基本となる燃焼器自動識別ロジックの開発は技術的にかなり高いハードルだったと思われ

るが、期間内に高いレベルの技術を確立できたことはおおいに評価したい。 

・ ほぼ計画スケジュールに従ってプロジェクトが進行したことは評価できる。プロジェクト

リーダーを始めとして開発メンバーも実績のある技術者であり、また開発研究委員会も学識

経験者、業界団体、消費者など適切な人選がなされている。 

・ 研究開発スケジュール、研究開発実施体制および資金配分は妥当と思われる。また、この

システムがＬＰガスによる災害防止に貢献し、機器の故障・トラブル等への販売事業者等の

対応効果等を考えると、費用対効果は極めて大きいといえよう｡ 

・ 研究開発計画、研究開発実施者の実施体制・運営など、概ね適切と判断する。また、資金

配分も３年間の事業進捗に合わせ、各年度に配分され、適切であったと思われるし、費用対

効果に関しては、安全性確保が目的であり適切性は測れないが、投入された資源量以上の効

果を生じると期待したい。 

変化への対応については、東日本大震災がこの事業にどのような影響を及ぼすかは知りえ

ないが、少なくとも電気エネルギーからガスエネルギー使用へのシフトは考えられる。その

ためにも、このシステム技術開発は重要であり、事業内容を見直すということではなく、よ

り必要性は高くなるものと考える。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・ 約９０億円のコスト削減が見込まれるとしているが、その根拠が必ずしも明確でない（た

とえば緊急出動時の作業時間の短縮の根拠、人件費のみの見積もりでよいのか、など。）。 

・ 一部、燃焼器の経年劣化による燃焼器自動識別ロジックへの影響確認の項目に関しては、

結果的に目標は達成されたが、時間の関係等から代替の方法によったものであり、当初のス

ケジュールの設定等に多少難があったように思われる。 

・ 実施体制にプライバシー保護という視点からの、消費者目線が不足ではないかと思われた。 
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６．総合評価 

本プロジェクトは、ガスの流量変化等を用いた燃焼器の自動識別や不適切使用判定の

ロジック、一酸化炭素発生源燃焼器の特定および集中監視システムを利用したその結果

の通報のためのシステムを開発するため、適切な個別要素技術の目標・指標を設定した

ものであるが、概ねその目標を達成したことは評価できる。 

現在、次なる段階の実証試験を実施しており、その有効性が確認されることになれば、

当該システムを搭載したガスメータの事業化は急速に促進するものと期待される｡ま

た、今回開発された自動監視ロジックは、ＬＰガスのみならず、都市ガス用ガスメータ

の保安機能としても利用可能であり、その波及効果は大きいものと思われる。 

さらに、このシステムのＬＰガスの災害防止への貢献、機器の故障・トラブル等への

販売事業者等の対応効果等を考えると、費用対効果も極めて大きいといえる｡ 

なお、経年劣化燃焼器・新型消費機器等への自動識別ロジックへの対応については、

更なる検討が必要であるほか、具体的なシステム化及び普及に関しては、ある程度のコ

ストが避けられないと思われるので、低コスト化への取り組み等が重要になると思われ

る。 

 また、消費者にとっては安全もプライバシーも両方が重要であり、安全にコストをか

けることは理解されても、プライバシーが確保されないとなると普及はおぼつかない。

実証実験でどこまでその点が説明されているのか不明であったので、今後の普及に向け

て、消費者の受容性の確認が重要で、情報を送るための通信インフラ関連事業者等の介

在も考慮に入れつつ事業化を進めることが求められる。 

 

【肯定的意見】 

・ 報告書の内容は良く理解でき、消費者にとっても暮らしの安全確保という点から望ましい

システム技術開発と理解した。ハードにおける技術開発は大変評価できる。 

・ 基本となる燃焼器自動識別の技術の開発に関しては十分成果があがったと考えられる。 

・ 新規に開発されたガス流量計の新たな利用法を、ガス安全と保安の高度化への寄与の提案

があるのみならず、新規の活用分野の可能性を示してある。 

・ 現在設置されているマイコンメータを活用して流量監視を行い、異常検出を行うことによ

り事故防止を図るという発想は独創的である。さまざまなシナリオ設定により、異常検出の

ためのロジックを開発したことは評価できる。開発した新型メータの実用化計画も明確であ

り、ＬＰガス事故の低減が期待できる。 

・ 本プロジェクトは、集中監視システム、マイコンメータおよび不完全燃焼警報機等を組み

合わせ、さらに高度化したシステムを開発し、ＬＰガスの事故防止や保安業務の迅速な実施

により保安の高度化を図るものであり、ＬＰガス保安対策の一環として、技術基準の改定等

の検討にも資するもので、国が積極的に関与する必要がある。 

また、本プロジェクトは、ガスの流量変化等を用いた燃焼器の自動識別や不適切使用判定

のロジック、一酸化炭素発生源燃焼器の特定および集中監視システムを利用したその結果の

通報のためのシステムを開発するため、適切な個別要素技術の目標・指標を設定し、概ね達

成したことは評価できる。 
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現在、実証試験を実施しており、その有効性が確認されることにより、本ガスメータの事

業化は急速に促進するものと期待される｡また、今回開発された自動監視ロジックは、ＬＰガ

スのみならず､都市ガス用ガスメータの保安機能としても利用可能であり、その波及効果は大

きいものと思われる。 

さらに、このシステムのＬＰガスの災害防止への貢献、機器の故障・トラブル等への販売

事業者等の対応効果等を考えると、費用対効果も極めて大きいといえよう｡ 

 

【問題点・改善すべき点】 

・ 実用化、事業化について、新たに発生する問題等、現場の使用者等を含めた、さらに詰め

た検討が必要である。 

・ 燃焼器の不適切使用や経年劣化の多様性、今後の新型ガス消費機器等への対応等を考える

と、燃焼器不適切使用判定のロジック開発、経年劣化した燃焼器の自動識別ロジックへの対

応、新型ガス消費機器等の自動識別ロジックへの対応については、さらなる検討が必要であ

ろう。 

・ 本技術は主として流量監視に基づくソフトウエアでの異常検出であるために、たとえば不

完全燃焼によるＣＯ発生検出などには付加的な装置を必要とする。この付加的な装置の低価

格化と一般化が課題である。また、想定するシナリオ以外の異常事態に対する対応策につい

ては今後のさらなる高精度な検出法の開発が必要であろう。 

・ 具体的なシステム化及び普及に関してはコストの問題が重要であると考えられる。基本的

なロジックの改良部分に関してはほぼ特別な費用が発生しないですむことが示されたが、シ

ステム化に関しては新たな検知器、通信機器の導入をはじめある程度のコストが避けられな

いと思われるので、低コスト化への取り組み等が重要になると思われる。 

・ 消費者にとっては安全もプライバシーも両方が重要である。更に言えば、安全にコストを

かけることは理解されても、プライバシーが確保されないとなると普及はおぼつかないこと

は容易に想像できる。実証実験で、どこまで、その点が説明されているのか不明であった。

目標設定時にプライバシーの確保という点での検討が欲しかった。今後の普及に伴い、消費

者の受容性調査が重要となる。特に、情報を送るための通信  インフラ関連事業者なども

介在すると想定されるが、その点の説明もなく、事業化に向けて心配している。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

 燃焼器自動識別ロジックにおいて推定され登録された機器と、実際に設置されている

機器の間に差異が生じた場合の対処法、複数の燃焼器を用いた場合の異常検出方法等に

ついて、更なる検討が期待される。 

また、プライバシー保護の問題に関しては、各家庭からの膨大なデータを自動処理し

て異常検出するなどの大型処理システム用プログラム開発を行うことにより回避され

ると思われるが、一方で、新技術の導入について、消費者サイドへの丁寧な説明を行い、

理解を得ることが必要と思われる。 

 

【各委員の提言】 

・ 燃焼器自動識別ロジックにおいて推定され登録された機器と、実際の設置されている機器

の間に差異が生じた場合に対する対処法について、燃焼器自動識別ロジックを組み込んだマ

イコンメータの普及時に混乱の発生を防ぐために早めに検討をしておくとよいと思われる。 

・ 今回の研究開発事業は、ＬＰガス事業者が集中監視システムをより高度に利用することに

より一般消費者宅の保安の実効性を高めることに重点を置いていると考えられるが、あわせ

て燃焼器を直接取り扱う消費者自身の安全に関する意識を常に高くしておくことも事故防止

には重要と考えられるため、本事業で行った新機能を消費者宅においてもより積極的に有効

活用する方法についてさらに研究すべきと思われる。 

・ 今回の研究開発の目的は達成されているが、本新しいシステムを利用した保安の高度化、

新たな事業化のためには、多種の機器についての判定アルゴリズムやプログラムの改良、通

信手段の実用化について多分野よりの検討が必要であると思われる。さらに、本システムを

消費者、販売業者等が利用できるような魅力について、具体的に検討し、実用化に向け、一

つ一つの問題点の解決への努力が必要である。 

・ 本システムの普及を推進するため、燃焼器の不適切使用や経年劣化の多様性、今後の新型

ガス消費機器等への対応等を考えると、さらなるロジックの検討が必要であろう。 

また、本システムの導入によるＣＯ中毒事故やＬＰガス漏れ事故等の未然防止の有効性を

高めるため、販売事業者への効果的な教育について考えておく必要がある。 

さらに、開発された自動監視ロジックは、ＬＰガスのみならず､都市ガス用ガスメータの保

安機能としても利用可能であることから、その適応に向けての研究開発を推進する必要があ

ろう。 

・ マイコンメータを単なるメータではなく、マイコンの部分をもっと有効に利用しようとし

ている点で本プロジェクトは大変有効である。一方で、異常検出がソフトウエアによってい

るので、その正確度はソフトウエアの質に依存する。事故防止が目的であるため、その正確

度は時として人命にも係わることになる。したがって、本システムにおけるソフトウエアの

質は極めて重要であるので、今後ともソフトウエアの質の向上は大きな課題となる。特に複

数の燃焼器を用いた場合の異常検出技術など、今後のさらなる検討が必要であろう。 

本システムでは監視センターで係員が各家庭におけるガス使用状況を監視することから、

プライバシー保護が問題となる可能性が指摘されている。 

この問題は監視センターに高性能コンピュータを置き、各家庭からの膨大なデータを自動
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処理して異常検出するなどの大型処理システム用プログラム開発を行うことにより回避され

ると思われる。このような人間による監視を必要としない大型システムは、新型メータの普

及と高性能化にともなって必然となると思われる。このためのより大規模なソフトウエア開

発が今後の重要な課題となるであろう。 

・ 本事業でのマイコンメータで種々の判定のために得られるデータのうち、保安に関するデ

ータとして集中監視システムの事業所側において収集すべきデータは、異常状態に関わるデ

ータでも十分な場合が多いと考えられる。個人情報保護の観点から、データの取り扱いにつ

いては広く検討する必要があると考えられる。 

・ 総合評価に記載したとおり、消費者としては、暮らしにおける安全もプライバシーも両方

重要であり、安全確保に目が向けられた事業であったので、それはそれで、上々の結果であ

ったと評価する。しかし、今後の普及における課題として、プライバシー確保の視点は切っ

ても切れないと思われ、普及の足を引っ張る可能性も想定される。 

情報伝達のためのインフラ事業者なども関係者として関わってくると想定しているが、消

費者に大丈夫と安心させる方策を重ねて検討していかなければならないと考えている。 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 評点法による評点結果 
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 「集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システム開発」に係るプロジェクト評

価の実施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実

施した。その結果は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11年度に評価を

行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非

について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9回評価部会

（平成 12年 5月 12日開催）において、評価手法としての評点法について、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を

行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21年 3月 31日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、プ

ロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規定

されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、評価

報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足す

る資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様>）

で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に

該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、

該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を

付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 

 

評点法による評点結果 

 

集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システム開発プロジェクト 

 

 

  

 

  

 

          

              

              

              

              

 

 

評  価  項  目 平 均 点 標準偏差 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.80 0.45 

２．研究開発等の目標の妥当性 2.60 0.55 

３．成果、目標の達成度の妥当性 2.00 0.00 

４．事業化、波及効果についての妥当性 2.40 0.55 

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.40 0.55 

６．総合評価 2.80 0.45 


	1)　「普及のポイントについて」
	2) 「業務用厨房等への適用可能性について」

