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１．事業の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

平成２０年度～平成２２年度（３年間） 

 ２．２億円 
 （平成２０年度：０．７億円 平成２１年度：０．７億円 平成２２年度：０．７億円） 

高圧ガス保安協会 

難波 三男（高圧ガス保安協会液化石油ガス研究所 所長 
        （平成２３年度より調査役）） 

本プロジェクトでは、全国の650万世帯で使用されている「集
中監視システム」、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」、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
されている燃焼器等を自動的に識別し、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とで、消費設備に起因するＬ
Ｐ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。 
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○ 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。 

２．事業の目的・政策的位置付け 
２－１．事業の目的 
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監視セン
ター 

保 
安 
点 
検 
時 

①使用（保有）燃焼器自動識別システム： 
 一般消費者の消費設備において、消費機器の台数や使用状況などの変化を識別し、消費設備の設置状態を通
報するシステム技術を検討する。 
②燃焼器不適切使用判定システム： 
 超音波メータの瞬時流量計測技術を用いて、燃焼器のインターロックや着火不良などの不適切使用を判定する
技術を検討する。 
③ＣＯ発生燃焼器特定システム： 
 燃焼器自動識別システムとＣＯ警報器を連動させ、ＣＯを発生させているかどうかを特定する技術を検討する。 
④集中監視通報システム： 
 ＣＯ警報器との連動によりＣＯの発生源となっている燃焼器を特定し通報する集中監視システムを検討する。 

Ｃ Ｏ 
ＣＯ警報器 

燃焼器不適切使用 

ＣＯ発生 

新規燃焼器購入 

４年後 
消費設備調査 

供給開始 
消費設備調査 

燃焼器購入の 
事実発覚 

燃焼器不適切 
使用の発覚 

燃焼器故障等の 
事実発覚 

従来の期間による調査管理 ２４時間常時監視 

迅速な保安対策 

対策 

新規購入 

通報 

不適切な 
機器使用 

新しい燃焼器が 
設置されました 

確
認
・周
知 

即
時
調
査
・点
検
・交
換 

不適切な使用
がなされてま

す 

即
時
調
査
・点
検
・交
換 

業務用厨房
設備 

ＣＯ発生！ 
直ちに調査せよ！ 

通報 

適用可能性の検討 

（参考資料１）集中監視によるＬＰガス燃焼器自動識別システムの概要（１） 



左側 

膜式（S型） 

容量：2.5ｍ３/ｈ 

右側 

超音波式（E型） 

容量：2.5ｍ３/ｈ 

5 
（参考資料２）マイコンメータの種類と構造 

（流れている流量をそのまま計るイメージ） 

一定量のガスが流れる時間により流量
を検出 

（計量膜で機械的に流量を計測） 

流路でのガスの流れを直接流量として
検出 

（超音波センサーで電子的に流量を計測） 

（ひと升毎に、升ですくって流量を計るイメージ） 



ガスコンロ 
【写真：ビルドイン グリル付きガスコンロ】 

ガスストーブ 
【写真：ガス赤外線ストーブ】 

ガス給湯器 
【写真：ガス給湯器】 ガスふろがま 

【写真：追炊き機能付ガス給湯器】 

ガス温風暖房機 
【写真：ＦＦ式ガス暖房機】 ガスファンヒーター 

ガス温水給湯暖房機 
【写真：暖房機能専用ガス給湯器】 

ガス炊飯器 
【写真：ジャー機能付きガス炊飯器】 

ガスオーブン 
【写真：電子レンジ機能付きガスオーブン】 

ガス衣類乾燥機 

（参考資料３）自動識別の対象として選定した機種（１０機種） 
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（参考資料４）燃焼器自動識別に用いる流量変化の特徴点 
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（参考資料５） 燃焼器毎の流量変化例 

給湯器 

ふろがま 小型湯沸器 
ＢＦふろがま 温水暖房機 
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２．事業の目的・政策的位置付け 
２－１．事業の目的（１） 

昭和40年約1,100万世帯 → 平成18年約2,600万世帯 
昭和40年108ｋｇ/年/世帯 → 平成18年度約290ｋｇ/年/世帯 

ＬＰガスは国民の日常生活に不可欠なエネルギー源 

ＬＰガスの普及に伴いＬＰガス事故は増加（昭和54年：793件） 
マイコンメータ誕生（昭和62年） 

昭和54年の793件 → 平成9年の68件 → 平成22年度204件 

マイコンメータはＬＰガス事故の低減に多大な効果 
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２－１．事業の目的（２） 

ＬＰガス事故件数とＬＰガス安全器具設置率の推移 
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２－２．政策的位置付け 

○ 原子力安全・保安院では、毎年「液化石油ガス販売事業者等保安対策指
針」を定め、法令遵守にとどまらず、より実効性の高い保安管理システムの
導入を含めた自主保安の高度化の推進を要請しているところである。 

○ 本事業は、マイコンメータを高度化し、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、更に不完全燃焼
警報器等と連動させることによって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。 

○ さらに、設置が義務付けられているマイコンメータに関連するものであるこ
とから、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。 

○ 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。 

○ 以上の通り、本技術開発の高圧ガス・液化石油ガス等保安対策の政策的
位置付けは明確である。 



12 ３．目標、成果、目標の達成度（１） 
   本技術開発が主眼としていた、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、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り一酸
化炭素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は、概ね想定していた水準の開発を達成した。 

迅速な対策 
一般消費者 

●燃焼機器管理 
＋ 

●事故未然防止 

集中監視による 
常時監視 

集中監視の普及促進 
迅速な保安管理 目的 

集中監視センター 

集中監視センターによる常時監視 

ＣＯセンサー（無線機内蔵） 
 ●50ppm～150ppm継続監視 

ＣＯ発生 

自動識別システムとしての情報 
保安ガスメータとしての情報 

〔⑥ メーター学習機能の強化〕 

① 設置機器の把握 
（自動識別） 

② 不適切使用の把握 ④ 使用状況変化の把握 
（自動識別） 

③ ＣＯ発生の把握 
（ＣＯセンサー連動） ⑤ 保安情報の把握 

① 設置機器の把握（自動識別）  対象機器：こんろ、瞬間湯沸器、ストーブ、ふろがま、ファンヒータ、温風暖房機、温水
暖房機、オーブン、炊飯器、衣類乾燥機 

自動識別率：97.0％（理論値）  短時間（10秒以内）識別率30.2％  長時間（10秒超）識別率73.3％ 

② 不適切使用の把握 
   燃焼器のリトライ点火を把握することにより、ガス消費機器の不具合が把握可能 
③ ＣＯ発生の把握 
   ＣＯセンサー（無線機内蔵）により危険濃度になる前のＣＯ発生を把握可能 
   ＣＯ発生と使用中燃焼器との関連付けによりＣＯ発生燃焼器の特定が可能 

各種警報器無線通信機能 
 ●本開発ではＣＯ濃度確認のため 

流量計測間隔0.5秒  ガス流量計 
 ●流量計測精度はＥ型メータと同等 

点火不良 追加設置 

④ 使用状況変化の把握（自動識別） 
   消費者宅における使用中燃焼器、新規設置燃焼器の把握が  
  可能 
⑤ 保安情報の把握 
   自動識別機能の応用によるメーター学習機能の強化  

⑥ メーター学習機能の強化例 
   給湯器：季節の変わり目の増加流量遮断キャンセル 
   



(1) 燃焼器自動識別システムの開発 
個別要素

技術 
目標・指標 成果 達成度 

① 燃焼
器自動識
別用流量
測定器の
製作 

 瞬時流量測定間隔を0.5秒
に短縮した燃焼器自動識別用
流量測定器を製作 

 現在市販されている超音波式ガスメー
ター（2秒間隔計測）を改良し、瞬時ガス流
量値(cc/sec)およびガス供給圧力値(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) 燃焼器の最近3年間の国
内出荷台数を調査 

2) 輸入燃焼器の国内販売台
数を調査 

3) 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
販売台数上位70％を占める
型式、他の機種については、
販売台数の最も多い型式に
ついて、燃焼器流量特性
データを調査 

1) 燃焼器の最近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焼特性のデー
タ収集（66＋8型式分）を効率よく実施し、
4,491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 

３．目標、成果、目標の達成度（２） 
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個別要素
技術 

目標・指標 成果 達成度 

③ 個別
燃焼器自
動識別ロ
ジックの
開発 

 燃焼器の燃焼器使用開始時
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100％識別可能な
燃焼器自動識別ロジックを開
発 
 

 燃焼器使用開始時からのガス流量変化の
特徴点から、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、残りは重複判定
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 

３．目標、成果、目標の達成度（３） 
14 



個別要素
技術 

目標・指標 成果 達成度 

④ 同時
使用燃焼
器自動識
別ロジッ
クの開発 
 

 燃焼器使用時の安定流量に
着目し、一般家庭での複数同
時使用時でも識別可能な同時
使用燃焼器自動識別ロジック
を開発 

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、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、特徴的な操作パター
ンや機器の動作パターン等に
着目し、機器の不調や不完全
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 
 

 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 

３．目標、成果、目標の達成度（４） 
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個別要素
技術 

目標・指標 成果 達成度 

⑥ 不完
全燃焼警
報器連動
型ＣＯ発
生燃焼器
特定ﾛｼﾞｯ
ｸの検討 

 ＣＯ警報器がＣＯを検知し
た時（ＣＯ濃度50ppm以上
150ppm未満）に、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発生燃焼器として警
告するためのロジックを開発 

 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（換気警報段階以
下：ＣＯ濃度50ppm以上150ppm未満）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
て特定する。」ロジックを開発した。 
 

達成 

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) メーカー実施の耐久試験
結果より機器劣化について
調査 

2) 市場より10年間以上使用
された燃焼器を回収し、燃
焼器流量特性データを測定 

3) 燃焼器自動識別ロジック
の経年劣化機器への対応状
況について検討し、不具合
点があった場合は対策 

1) 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微少の
変化しか無いことを確認した。 

2) 長期間使用されていた燃焼機を回収し、
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) 燃焼器自動識別ロジックの不具合点を
抽出し、燃焼器自動識別ロジックに対策
を講じた。 

 
 ただし、回収できた機器のみついて対策
をしたが、完全な対策はできていないと
考える。 

 

達成 

３．目標、成果、目標の達成度（５） 
16 



個別要素
技術 

目標・指標 成果 達成度 

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
用コ・ジェネレーション
システム、家庭用燃料電
池等の新型ガス消費機器
の燃焼器流量特性のデー
タ収集を実施 

2) 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
し、不具合点があった場
合は対策を実施 

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・
ジェネレーションユニット」および「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・
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・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。 

 

概ね 
達成 
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３．目標、成果、目標の達成度（６） 



(2) 調査・検討等 
個別要素 
技術 

目標・指標 成果 達成度 

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） 
 

1) 集中監視システムの普
及阻害の課題及び不完全燃
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
き取り調査を実施 

2) 実現可能な普及策を検
討するとともに、集中監視
システムの問題点を整理 

 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 

 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 
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３．目標、成果、目標の達成度（７） 



個別要素 
技術 

目標・指標 成果 達成度 

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
ついて検討を実施 

 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、Ｌ
Ｐ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） 
 

1) 燃焼器自動識別システ
ムを普及させるため、機
器メーカー、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
検討を実施 

2) 本システムの業務用厨
房等への適用可能性につ
いて検討を実施 

 

 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、関連メーカーとともにＩＣＴを
活用した最適で低廉なシステムを開発・構
築して行く事が重要であることが確認でき
た。 
 

概ね 
達成 

３．目標、成果、目標の達成度（８） 
19 
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（１）本事業の成果を基に事業化を進めるため、平成２３年７
月～平成２４年２月にかけて、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、矢崎総業
株式会社とパナソニック株式会社とＫＨＫの三者共同によ
る「平成２３年度 石油ガス販売事業者構造改善支援事
業」として実証試験を実施した。これにより、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）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。 

 

４．事業化、波及効果 
４－１．事業化の見通し（その１）  
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平成25年位 本ガスメータの本格的な生産が開始 

 ↓    5年後 

平成30年位 設置数 520万台／世帯数2,600万世帯 

 ↓    その後急速に本メータへの転換 5年後 

平成35年位 ほぼ100％が本ガスメータに置換と想定 

 
 

４－１．事業化の見通し（その２）  
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４－２．波及効果 

  

 
 

○ 開発された自動監視ロジック（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する見込み 

 
○ 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、都市ガス用ガスメータ（ 2,500万世帯）の保安機能としても
利用可能 

 
○ 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検討中 
 
○ 環境対策面から機器毎のＣＯ２削減要求があり、リアルタイム使用

機器識別機能「使用機器の見える化」の検討中 
 
○ 成果は、各方面で検討中され、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
性大 

 
○ 機器識別技術の応用展開は、海外からも注目 



５－１．研究開発スケジュール 

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ｼﾞｯｸへの影響確認 

⑧ 新型ガス消費機器等への燃焼器自動識別ﾛｼﾞｯｸへの影響確認 

(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．研究開発マネジメント・体制等 
23 



事業実施担当者 

役割 部署・役職 氏 名 期 間 

プロジェクトリーダー 液化石油研究所長 難波 三男 H20～H22 

委託事業執行管理者 

システム研究開発室長 渡邉 克彦 H21～H22 

システム研究開発室長 久保 和夫 H20 

研究業務課長 植松 烈平 H20～H22 

委託事業実務担当者 
システム研究開発室長代理 齋藤 尚 H20～H22 

システム研究開発室 研究員 森村 和弘 H21～H22 

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 H20～H22 

５－２．研究開発実施者の実施体制 
24 

○ 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た。 
○ 高圧ガス保安協会は、ＬＰガスの保安確保において重要な役割を果たしているが、本事業の実施
に際しては、マイコンメータや集中監視システムの開発経験及び豊富な技術的ノウハウを有し、必
要な試験などを実施できる設備、解析環境の整った同協会の「液化石油ガス研究所」が中心的に
担当した。 

○ また、液化石油ガスに関する法令や技術基準に精通した同協会本部の液化石油ガス部との連携
体制も組み込み、研究成果の普及も視野に適切な知見、情報等が常に得られるような体制を整備
した。 

 



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 

５－３．研究開発委員会等 
25 

 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。 



 
○ 機器の故障・トラブル等による遮断件数：全国で約290万件/年（推定） 
 
○ 緊急出動時の所要の作業時間 
    現行 3時間 → 30分程度に短縮 
 
○ 緊急出動に要する人件費（作業単価を5,000円/時と想定） 
    現行約15,000円/件 → 約2,500円/件に削減 
    全国の集中監視システムの普及率を25％とすると 
      12,500円×290万件×25％＝90億6250万円 
      → 全国で約90億円のコスト削減が可能。 
 
○ ３年間のプロジェクト総額２.２億円と比較すると総額の４１倍以上の費用対 
 効果が発生する。  
 
○ 集中監視の有効性・信頼性が大幅に向上し、更なる普及が期待される。 

液化石油ガス販売事業者等における効果 

５－４．費用対効果 26 



  

５－５．対応への変化 

○ 研究開発当初は、流量測定間隔を2秒としていたが、流量測定間隔を     
 0.5秒にすることで流量の変化を確実に特徴あるものと捉えることが可能 
 であることが判明し、燃焼機器等の流量特性調査を流量測定間隔0.5秒 
 に切り替えて実施。 
 
○ 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変更することで、  
 研究開発を継続。 
  
 

27 
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６．評価 

座長 

委員 

越 光男   国立大学法人東京大学大学院 工学研究科     
         特任教授 
 
佐藤 研二  東邦大学 理学部教授 
 
辰巳 菊子  公益社団法人日本消費生活アドバイザー・   
         コンサルタント協会 理事 
 
坪井 孝夫  国立大学法人横浜大学 名誉教授 

 
 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

  

田村 昌三  国立大学法人東京大学 名誉教授 

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 
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６－２．総合評価（コメント）（１） 

○ 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及び 
 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｡         
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６－２．総合評価（コメント）（２） 

○ 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。         
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「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、評点法による 
評価を実施した。 

６－３．評点結果 
0.0.1.1.2.002.3.3.504.00

2.80 
2.60 

2.00 

2.40 
2.40 

2.80 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

（各項目：３点満点） 
平 均 点 

 標準偏差 
【評価項目の判定基準】 
   ３点：実施された事業は、優れていた。 
   ２点：実施された事業は、良かった。 
   １点：実施された事業は、成果等が今一歩のところがあった。 
   ０点：実施された事業は、成果等が極めて不十分であった。 
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７．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
 

○  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。 

 

○ 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。 

 

        

 
○ 実際の商品化を担うこととなる矢崎総業(株)、

パナソニック(株)が中心となり、与論島及び岐

阜県での実証試験の結果も踏まえて、収集

データの詳細解析や今後の実装に向けての

仕様を検討中である。 

 

○ プライバシー保護の問題に関しては、従来か

らプライバシー保護に関連した情報暗号化の

課題について検討を行ってきている、ユビキ

タスメーター実用化研究会（ＫＨＫ、通信事業

者、通信機器製造事業者、ガスメータ製造事

業者等で構成。次回は平成２４年４月の予定

。）において、今回の実証試験の結果及び事

後評価の結果を紹介し、新技術の導入に係

る消費者サイドへの説明について検討を行う

予定。 

   これらの結果も踏まえて、全国各地のＬＰガス

関係団体・事業者等を通じて、きめ細かい周

知を図っていくこととしたい。 

 


	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の概要
	目　次
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33

