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第 1章 調査の概要 

 

1.1 調査の実施 

本調査は、経済産業省から一般財団法人日本ガス機器検査協会(以下、「JIA」という。)に委

託されたものである。 

 

1.2 調査の目的 

海外からの流通の進展により、将来的には技術基準の国際整合化等も求められることになる

が、海外のガス機器を日本国内でそのまま使用した場合の安全性については、全く検証が行われ

ていない。 

このような状況を踏まえ、今後求められていく国際基準との整合規格化等を進める上での事前

調査として、海外の技術基準に係る調査と流通している製品の国内基準に照らした安全性能の確

認を目的とする。 

 

1.3 調査の内容 

1.3.1 対象製品等 

以下の３品目について、日本向けの流通状況を確認した上で、品目を選定する。 

（ⅰ）ガスストーブ 

（ⅱ）一般ガスこんろ 

（ⅲ）カートリッジガスこんろ（カセットボンベを含む。） 

なお、日本国内への輸入制限や日本国内からの購入事情等の理由により、入手が困難なもの

については、別途、製品安全課と調整し、品目を決定する。 

 

1.3.2 各国の技術基準の調査 

1.3.1 で選定した品目について、特に、米国、中国、韓国等の法令、技術基準や検査基準等

の調査を行い、国内基準との相違点等が明確になるように、技術基準等の比較検討を行う。 

なお、流通量が極めて少ないもの等、諸外国で技術基準等が整備されていないものについて

は、別途、製品安全課と調整し、調査範囲を決定する。 

 

1.3.3 海外検査機関の認証製品の安全性確認 

1.3.1 で選定した品目の中から、海外検査機関等の認証を受けた製品を購入し、国内の技術

基準への適合状況を確認するとともに、技術基準に不適合な部分については、安全性能に係る

評価を行う。 

なお、購入する製品については、以下の台数を目安として選定する。機種選定及び試験項目

等については、別途、製品安全課と調整した上で決定する。 

（ⅰ）ガスストーブ ３型式程度（１型式につき２台程度購入） 

（ⅱ）一般ガスこんろ ３型式程度（１型式につき２台程度購入） 

（ⅲ）カートリッジガスこんろ（カセットボンベを含む。） 

３型式程度（１型式につき２台程度購入） 
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1.4 調査の結果 

 調査の結果は、次のとおりである。 

 

1.4.1 対象製品等 

(1)ガスストーブ 

米国の製品１形式を除き日本のネットモールでの販売が確認できなかったので、海外のネ

ットモールで購入できる製品も調査したが、日本への発送に対応していない業者であったた

め、ガスストーブは 1 形式で製品試験を行うこととした。 

 

(2)一般ガスこんろ 

日本のネットモールで購入できる製品を調査したが、販売されている製品が確認できなかっ

たため、海外のネットモールで購入でき、かつ日本への発送ができる製品を選定し、一般ガス

こんろは米国、英国の製品それぞれ 1形式(計 2形式)で製品試験を行うこととした。 

 

(3)カートリッジこんろ 

日本のネットモールで購入できる製品を調査し、米国、英国、中国、韓国の製品それぞれ

1 形式(計 4 形式)を選定した。 

また、追加調査により日本で販売されていることを確認した中国の 2 形式を追加選定した。 

 

 

1.4.2 各国の技術基準の調査 

米国、英国、中国、韓国の法令、技術基準や検査基準等を調査し、国内基準との相違点等

が明確になるよう、基準の比較検討を行った。 

 

 

1.4.3 海外検査機関の認証製品の安全性確認 

(1) ガスストーブ 

ガスストーブ 1形式(米国)について、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省

令の運用について(平成 30 年 5 月 31 日付 20180522 保局第 3 号) (以下、「液石省令の運

用」という。)の別紙で示す技術的内容の例の表中の「開放式若しくは密閉式又は屋外式

ガスストーブ」の規定に掲げる項目について JIA が定めるガス暖房機器検査規程(JIA C 004

－19)の検査の方法によって試験を実施した。 

試験の結果、A 社製（米国・機器 No.1）については液石省令の運用の別紙で示す技術的

内容の例の表中の「開放式若しくは密閉式又は屋外式ガスストーブ」の規定に掲げる項目

で示す技術的内容の例の表中の項目 14 を満していないことが確認された。 

 

機器 No.1 の不適合事象： 

項目 14「機器の周囲の酸素濃度が低下したとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が

0.05%以下でバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。」という規定

に対して、燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度が 0.084%となるまで液化石油ガスの通路を

閉ざさなかった。 
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(2) 一般ガスこんろ 

一般ガスこんろ 2形式(米国及び英国それぞれ 1形式)について、液石省令の運用の別紙

で示す技術的内容の例の表中の「一般ガスこんろ」の規定に掲げる項目について JIA が定

めるガス調理機器検査規程(JIA C 001－19)の検査の方法によって試験を実施した。 

 

試験の結果、B社製（米国・機器 No.1）については液石省令の運用の別紙で示す技術的

内容の例の表中の「一般ガスこんろ」の規定に掲げる項目で示す技術的内容の項目 14、18

を満していないことが確認された。 

 

C 社製（英国・機器 No.3、4）については液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の例

の表中の「一般ガスこんろ」の規定に掲げる項目で示す技術的内容の項目 1、14、21 及び

28 を満していないことが確認された。 

 

機器 No.1 の不適合事象: 

項目 14「こんろバーナーは、調理油過熱防止装置を有すること。」という規定に対

して、調理油過熱防止装置を備えていなかった。 

項目 18「機器の上面、下面、背面及び側面に面した木壁の表面、カウンターの表面

が試験室の温度に 65 度を加えた温度を超えないこと。」という規定に対して、機器

の背面に面した木壁の表面が上昇温度 120 度、カウンターの表面が上昇温度 70 度と

なった。 

 

機器 No.3,4 の不適合事象： 

項目 1「液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分は、温

度 500 度において溶融しないこと。」という規定に対して、ガス取り入れ部が 500 度

で溶融した。(No.3) 

項目 14「こんろバーナーは、調理油過熱防止装置を有すること。」という規定に対

して調理油過熱防止装置を備えていなかった。(No.3) 

項目 21「日本工業規格 B0203（1999）管用テーパねじに定める規格に適合するねじ

を使用すること。」という規定に対して、規格に適合するねじを使用していなかった。

(No.3) 

項目 28「器具栓については、6,000 回の反復使用をした後、栓を閉じたとき 4.2kPa

の圧力における液化石油ガスの漏れ量が 70ml/h 以下であること。」という規定に対

して、器具栓(強火力)は 318ml/h、器具栓(小)は 588ml/h の漏れ量となった。(No.4) 

 

(3) カートリッジこんろ 

カートリッジこんろ 6形式(米国、英国及び韓国それぞれ 1形式、中国 3形式)について、

液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の例の表中の「カートリッジガスこんろ」の規定

に掲げる項目について JIA が定めるカートリッジガスこんろ適合性検査規程(JIA A 007－

16)の検査の方法によって試験を実施した。 
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試験の結果、E社製（英国・機器 No.4～6）については液石省令の運用の別紙で示す技

術的内容の例の表中の「カートリッジこんろ」の規定に掲げる項目で示す技術的内容の項

目 19、27 及び 28 を満していないことが確認された。 

 

F 社製（中国・機器 No.7～9）については液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の例

の表中の「カートリッジこんろ」の規定に掲げる項目で示す技術的内容の項目 8、19 及び

28 を満していないことが確認された。 

 

G 社製（韓国・機器 No.10～12）については液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の

例の表中の「カートリッジこんろ」の規定に掲げる項目で示す技術的内容の項目 8、29 及

び 30 を満していないことが確認された。 

 

H 社製（中国・機器 No.13～15）については液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の

例の表中の「カートリッジこんろ」の規定に掲げる項目で示す技術的内容の項目 8、19、

28、29 及び 30「を満していないことが確認された。 

 

I 社製（中国・機器 No.16～18）については液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の

例の表中の「カートリッジこんろ」の規定に掲げる項目で示す技術的内容の項目 28 及び

29 を満していないことが確認された。 

 

機器 No.4～6 の不適合事象： 

項目 19「理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が 0.14%以下であること。」という

規定に対して、No.4 は 0.20%、No.5 は 0.20%、No.6 は 0.16%の理論乾燥燃焼ガス中の

一酸化炭素濃度となった。(No.4～6) 

項目 27「点火装置は、12,000 回の反復使用をした後、通常の点火操作を 10回繰り

返したときに 9回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。」という

規定に対して、No.6 について点火回数が 10 回中 0回であった。(No.6) 

項目 28「使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後、項目 19 燃焼

状態に適合すること」という規定に対して、理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度の

項目が適合しなかった。(No.4) 

 

機器 No.7～9 の不適合事象： 

項目 8(4)「容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまでの間の液化石油ガスの通

る部分の中の圧力が 0.4MPa 以上 0.6MPa 以下の圧力になったときに液化石油ガスの供

給が停止されること」という規定に対して、圧力感知安全装置の作動圧力が No.7 は

0.62MPa、No.9 は 0.71MPa 以上となった。(No.7、9) 

項目 19「理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が 0.14%以下であること。」という

規定に対して、No.7 は 0.32%の理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度となった。(No.7) 

項目 28「使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後、項目 19 燃焼

状態に適合すること」という規定に対して、理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度の

項目が適合しなかった。(No.7) 

項目 30「こんろの燃焼器と容器とは、容器の位置が適正でない場合接合することが

できないこと。」という規定に対して、容器のフランジ切欠き部（凹部）を適正な位

置から 60 度ずらした位置で容器が接合された。(No.7～9) 
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機器 No.10～12 の不適合事象： 

項目 8(1)「燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方向に移動しなければ接合で

きないこと。」という規定に対して、軸方向の移動だけでは固定できなかった。(No.10

～12) 

項目 29「汁受け及びごとくが誤った位置に取り付けられたとき、点火操作ができな

いか又はなべ等が安定して載せられないものであること。」という規定に対して、点

火操作ができ、なべ等が安定して載せられた。(No.10～12) 

 

機器 No.13～15 の不適合事象： 

項目 8(4)「容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまでの間の液化石油ガスの通

る部分の中の圧力が 0.4MPa 以上 0.6MPa 以下の圧力になったときに液化石油ガスの供

給が停止されること」という規定に対して、圧力感知安全装置の作動圧力が No.14 は

0.61MPa となった。(No.14) 

項目 19「理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が 0.14%以下であること。」という

規定に対して、No.13 は 0.26%、No.14 は 0.26%の理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃

度となった。(No.13、14) 

項目 19「すすの発生がないこと。」という規定に対して、No.13、14 ですすが発生

した。(No.13、14) 

項目 28「使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後、項目 19 燃焼

状態に適合すること」という規定に対して、理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度、

すすの発生の項目が適合しなかった。(No.13) 

項目 29「汁受け及びごとくが誤った位置に取り付けられたとき、点火操作ができな

いか又はなべ等が安定して載せられないものであること。」という規定に対して、点

火操作ができ、なべ等が安定して載せられた。(No.13、14) 

項目 30「こんろの燃焼器と容器とは、容器の位置が適正でない場合接合することが

できないこと。」という規定に対して、容器のフランジ切欠き部（凹部）を適正な位

置から 60 度ずらした位置で容器が接合された。(No.13、14) 

 

機器 No.16～18 の不適合事象： 

項目 28「使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後、使用上支障の

ある欠陥がないこと。」という規定に対して、使用上支障のある欠陥が見られた。

(No.18) 

項目 29「汁受け及びごとくが誤った位置に取り付けられたとき、点火操作ができな

いか又はなべ等が安定して載せられないものであること。」という規定に対して、点

火操作ができ、なべ等が安定して載せられた。(No.16) 
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第 2章 対象製品等 

 

2.1 試買ガス機器の選定 

以下の３品目について、日本向けの流通状況を確認した上で、調査対象とした。 

（ⅰ）ガスストーブ 

（ⅱ）一般ガスこんろ 

（ⅲ）カートリッジガスこんろ（カセットボンベを含む。） 

 

(1)  ガスストーブ 

ガスストーブの種類については、入手後に一般消費者が設置しやすい製品として開放式の

製品を購入することとした。 

日本のネットモールで購入できる製品を調査し、表 2-1（ガスストーブ）の製品を選定し

た。 

米国以外の製品については日本のネットモールでの販売が確認できなかったので、海外の

ネットモールで購入できる製品も調査したが、日本への発送に対応した業屋でなかったた

め、ガスストーブは 1形式で製品試験を行うこととした。 

 

表 2-1. ガスストーブ 

 

 

 

 

(2)  一般ガスこんろ 

こんろの種類については、購入する製品の種類に要件は設けないこととした。 

日本のネットモールで購入できる製品を調査したが、販売されている製品が確認できなか

った。 

海外のネットモールで購入できる製品を調査し、日本に発送できる表 2-2（一般ガスこん

ろ）の製品を選定し、一般ガスこんろは 2形式で製品試験を行うこととした。 

 

表 2-2. 一般ガスこんろ 

 

 

 

 

 

(3)  カートリッジガスこんろ（カセットボンベを含む。） 

カートリッジこんろについては、購入する製品の種類に要件は設けないこととした。 

日本のネットモールで購入できる製品を調査し、表 2-3（カートリッジガスこんろ）の製

品を選定した。 

また、5、6 の製品については追加調査により日本で販売されていることを確認し、選定

した。 

 

製造事業者（販売国） 海外認証 

1 A社（米国） ○ 

製造事業者（販売国） 海外認証 

1 B社（米国） × 

2 C社（英国） ○ 
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表 2-3. カートリッジガスこんろ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 中国のカートリッジこんろについては規格が廃止されているため、認証マークが貼付さ

れていなかった。 

 

カセットボンベについては、日本と違い使用できるカセットボンベの製品を限定していな

いこと、海外製のカセットボンベの入手が困難であることから、入手性も考慮し日本製のカ

セットボンベを使用して試験を行うこととした。 

 

2.2 試買ガス機器の仕様 

試買ガス機器の仕様は、第 4章の表 4.1-1（ガスストーブ）、第 4章の表 4.2-1（一般ガスこ

んろ）、第 4章の表 4.3-1（カートリッジガスこんろ）のとおりである。 

 

2.3 適用基準 

(1) ガスストーブ 

液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の例の表中の「開放式若しくは密閉式又は屋外

式ガスストーブ」の規定に掲げる事項について試験を実施し、技術的内容への適合性を

確認した。 

 

(2)  一般ガスこんろ 

液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の例の表中の「一般ガスこんろ」の規定に掲げ

る事項について試験を実施し、技術的内容への適合性を確認した。 

 

(3)  カートリッジガスこんろ 

液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の例の表中の「カートリッジガスこんろ」の規

定に掲げる事項について試験を実施し、技術的内容への適合性を確認した。 

 

1.3.4 検査の方法 

(1) ガスストーブ 

液石省令の運用、JIA が定めるガス暖房機器検査規程（JIA C 004-19）の検査の方法 

（参考資料 付表 2 参照） 

 

(2)  一般ガスこんろ 

液石省令の運用、JIA が定めるガス調理機器検査規程（JIA C 001-19）の検査の方法 

（参考資料 付表 4 参照） 

製造事業者（販売国） 海外認証 

1 D社（米国） ○ 

2 E社（英国） ○ 

3 F社（中国）  ×※ 

4 G社（韓国） ○ 

5 H社（中国）  ×※ 

6 I社（中国）  ×※ 
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(3) カートリッジガスこんろ 

液石省令の運用、JIA が定めるカートリッジガスこんろ適合性検査規程(JIA A 007－16)

の検査の方法（参考資料 付表 6 参照） 
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第 3 章 海外検査機関の認証製品の安全性確認 

3.1 調査の目的・背景 

 

 これまで、ガス機器は各国でのガス機器の利用状況や使用するガスの性状等の相違により、各

国の事情に合わせた形で、独自に開発が進んできたものであり、海外製品が国内に直接流通する

ことは非常に少なかった。しかし、近年は、ネットモール環境の充実等により、海外製品が容易

に日本国内でも購入できる状況になってきており、海外で販売されている製品の中には日本より

も安価で売られているものや、日本製品にない機能やデザイン等を持った製品が出てきている。

日本国内での技術基準に適合しない製品がある一方で、流通品の中には各国の検査機関等で認証

を受けている製品も徐々に増えてきている。これらの製品は、日本の技術基準や使用ガスの性状

等に対応していない製品もあるが、定められている型式等の表示義務以外は、国内の技術基準に

適合した製品も流通している。今後、海外からの流通の進展により、将来的には技術基準の国際

整合化等も求められることになるが、海外のガス機器を日本国内でそのまま使用した場合の安全

性については、全く検証が行われていない。このような状況を踏まえ、本調査では特に米国、英

国、中国、韓国の法令、技術基準や検査基準等を調査し、国内基準との相違点等が明確にな

るよう、基準の比較検討を行うことを目的とする。 

 本調査では、各国の技術基準等を調査する上で主要な検査機関である以下の４機関に対し

ヒアリング調査をするとともに、以下のガス機器の規格を調査対象とする。 

調査国 調査機関 選定理由 

アメリカ 
ＣＳＡ 

Canadian Standards 
Association 

カナダ規格協会 

今回対象となる品目を全て認証しており、北米におけるガス

製品の代表的な試験・認証機関である。米国内で代表的なガ

ス機器の検査・認証機関であったアメリカガス協会(ＡＧＡ)

を買収しており、米国内にも検査施設を有している。また、

ガス機器関連の規格の作成団体でもあり、ＪＩＡが把握して

いる中では、最も代表的な検査・認証機関である。 

イギリス 

ＢＳＩ 
British Standards 

Institution 
英国規格協会 

今回対象となる品目を全て認証しており、ＥＵにおけるガス

製品の代表的な試験・認証機関である。ＪＩＡが把握してい

る中では、ＥＵにおいて、唯一のガス製品の検査・認証、規

格の作成・販売の双方を行っている機関である。 

ＥＵのガス器具規則に基づき認証を行う公認機関にもなっ

ており、今後もその立場は変わらないため、ＥＵ・英国双方

の状況を把握する上でも妥当である。 

中国 

ＣＧＡＣ 
China Quality 

Supervising and 
Test Center For gas 

appliances 
中国国家燃气用具

质量监督检验中心 

今回対象となる品目を全て認証しており、かつガス機器の認

証において、中国政府が認定したガス機器の認証機関であ

り、認証機関により指定された試験機関でもあるため選定し

た。 
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3.2 米国のガス機器及び器具の規制及び規格 

3.2.1 ガスの利用状況 
 

米国エネルギー情報局（EIA）の 2015 年調査によると、米国では都市ガスによる温風セントラ

ルヒーティングを使用している世帯が全世帯の 39.3％と最も一般的になっている。その他には、

ガスヒーターやビルトインの暖房設備なども使用されている。また、同調査では全世帯に占める

天然ガス（都市ガス）消費世帯の割合は 58.0％、LP ガス（プロパン）消費世帯の割合は 9.8％と

なっている。都市ガスの主な用途は、暖房、給湯、厨房であり、LP ガスの主な用途は野外調理（ア

ウトドアグリル）、暖房、厨房となっている。尚、一般こんろについては、システムキッチン内に

組み込む一体型タイプが一般的には普及している。 

 

【図表１】一般的なこんろ 

 
出典：Summit 社ウェブサイト（https://www.summitappliance.com/catalog/model/RG200WS）、

ZLINE 社ウェブサイト（https://www.zlinekitchen.com/30-range）より引用 

 また、カートリッジこんろとしては、キャンプなどにおけるアウトドア用の以下タイプが最も

よく使われている。 
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【図表２】一般的なカートリッジこんろ 

 
出典：Gas One 社ウェブサイト（https://gasone.com/collections/camping）、Terra Hiker 社ウ

ェブサイト（http://www.terra-hiker.com/Terra-Hiker-Collapsible-Camping-Stove-High-

Efficiency-Gas-Stove-Durable--Portable-Burner-with-Convenient-Piezo-Ignition-for-

Camping-g-15.html）より引用 

 

3.2.2 規制の概要 
 

 米国の規格・基準には、大きく分けて労働安全衛生局（Occupational Safety and Health 

Administration、以下 OSHA）と米国国家規格協会（American National Standards Institute、

以下 ANSI）の 2 団体が制定するものがある。OSHA の管轄・法的根拠は労働省/労働安全衛生規

則（OSHA 規則）29CFR Part 1910 であり、連邦規則に含まれる「法規」と位置付けられている。

OSHA の規格作成主体は、OSHA が認定した 19 の国家認定試験所（Nationally Recognized 

Testing Laboratories、以下 NRTL）であり、例として米国保険業者安全試験所（UL）やカナダ

規格協会（CSA）が NRTL には含まれている。OSHA 規格に関わる各ステークホルダーは以下の

通りである。 
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【図表３】OSHA 規格に関わる各ステークホルダー 

 

出典：日本消防検定協会、JETRO、 UL、CSA など各機関ホームページ等より NRI 作成 

 

 また、NRTL の民間認証機関は以下 19 機関となっており、ガス機器・部品を取り扱っている機

関は、主に CSA と UL である。尚、これまで CSA は 57 の領域で規格を策定しており、UL は

1,500 以上の規格の策定実績がある。ただし、ETL も電気, 医療技術, ガス燃料及びオイル燃料製

品に対し認証を行っている。 

 

【図表４】NRTL の民間認証機関 

 

 

 

出典：アメリカ合衆国労働省、OSHA 等より NRI 作成 
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 一方、ANSI は米国内の工業製品に関する規格を承認する非営利の民間機関である。1995 年制

定の国家技術移転促進法（The National Technology Transfer and Advancement Act、以下

NTTAA 法）にて、政府による調達等に関連する任意の民間規格の採用が原則として義務付けら

れ、民間で利用される国家技術標準の承認・監督機関である ANSI は、任意規格の利用推進に向

けた覚書を商務省国家標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology、以下

NIST）と締結。これにより、ANSI 規格が広く採用されるようになった。ANSI の制定する規格

は、規格開発機構（Standards Developing Organizations、以下 SDO）に所属している民間団体

（280 以上の団体が登録）が規格提案を行い、米国国家規格として扱われる。尚、OSHA 基準の

中で ANSI 規格が参照文書として引用された場合は、その ANSI 規格は OSHA 基準と同等の効

力および影響を持つが、OSHA 等の政府機関によって採用・引用されなければ、ANSI の規格は

任意規格である。ただし、例え任意規格であっても、商取引上や安全検査機関が認証ラベルを要

求する場合が多く、事実上規格の取得が必要なケースが多くなっている。ANSI 規格に関わる各

ステークホルダーは以下の通りである。 

 

【図表５】ANSI 規格に関わる各ステークホルダー 

出典：ANSI、MAFF、CSA ホームページ、JETRO 等より NRI 作成 

 

 ANSI により認定されている 280 以上の SDO は以下のような機関が含まれており、ANSI 規格

として現在 11,500 以上の規格が制定されている。 
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【図表６】ANSI により認定されている SDO 

 

 

出典：ANSI ホームページ 

 

 今回の調査対象の 3 つの製品は、OSHA の公的組織によって引用・参照されているため「強制

規格」となっている。そのため、未承認品の販売不可能である。また、州ごとに、監規制監督局の

監査官（AHJ）が設けられ、米国防火協会の NFPA54、58 の安全規格への適合が第三者認証機関

によって評価されていることを条件として、燃料ガス設備機器や装置の使用を認可している。尚、

「任意規格」であれば、未承認品の販売可能性はあると考えられるが、一般的に推奨はされてい

ない。未承認の部品を使用する場合は、この部品が使われる盤や機器に対して適当なものである

かどうかを試験した上で、機器の一部としてその機器に限って使用を認められる。なお、この場

合にも電源コード、内部配線用ワイヤ、差込プラグ、ヒューズホルダなどは承認済のものを使用

することが必要である。更に、米国の大手小売店は、承認済み製品であることを条件に取引をす

るケースが一般的となっている。 

 

 本調査対象の規格は、CSA 規格の「ガス機器」に含まれる。認証自体は UL での取得も可能で

あるが、米国における一般的な利用度・認知度は CSA の方が高くなっている。 
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【図表７】CSA 規格と UL 規格の比較 

 

出典：NRI 分析 

 

 また、ガス機器とガス機器部品に係る CSA 認証マークは以下種類が存在する。本調査の対象製

品には主に 1 番目、2 番目のマークが使われている。 

 

 

【図表８】CSA 認証マーク 

 

出典：CSA 
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 尚、州に関係なく、米国国家規格に準拠することとされているが、州によって規定を厳しく設

け、追加必要書類や手続きを必要とする州がある。また、州ごとに、監規制監督局の監査官（AHJ）

が、米国防火協会の NFPA54、58 の安全規格への適合が第三者認証機関によって評価されている

ことを条件として、燃料ガス設備機器や装置の使用を認可している。 

 

3.2.3 検査・認証プロセス 
 

 米国のガス機器の認証機関である CSA 及び UL の検査・承認プロセスはほぼ同様になってい

る。具体的な手続きとしては、NRTL 承認の民間認証機関への申請、必要書類の準備とサンプル

製品の提出、第一次検査結果の受理と工場と現場視察、最終検査結果の受理という流れになって

おり、全体の手続きには 4～6 週間（最大でも 8 週間程度）かかる。各手続きの詳細内容は以下フ

ローチャートの通りである。 

 

【図表９】認証プロセス 

 
出典：UL、CSA ホームページ 

  



- 20 - 
 

 また、テストガスの圧力・成分の詳細については下記の通り規定されている。 

 

【図表１０】「一般こんろ・ガスストーブ」のテスト圧力(単位：kPa) 

 

 

【図表１１】「カートリッジこんろ」のテスト圧力(単位：kPa) 
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【図表１２】「ガスストーブ」のテスト圧力(単位：kPa) 

 

出典：CSA 

 

3.2.4 輸出入の規制 
 

 輸出入に関しては、認証マークの取得は強制ではなく、輸出先の規制に従うこととなっている。

ただし、任意規格についても州によっては認証を義務付けているケースがあるとのことである。 

 

3.3 英国のガス機器及び器具の規制及び規格 

3.3.1 ガスの利用状況 
 

 2019 年の英国における都市ガス、LP ガスの普及率は、都市ガスが約 90%、LP ガスが約 10%

で、2009 年から大きく変わらない（2009 年は都市ガスが約 81%、LP ガスが約 4.8%）。 

ガスストーブ（家庭用のガス暖房機器）については、英国ではセントラルヒーティングが最も一

般的に普及しており、次にボイラー、暖炉（Gas Fire）の順となっている。また、一般こんろに

ついてはオーブン付きのビルトインタイプが一般的であり、カートリッジこんろについては直結

型の野外用が最も普及している。 
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【図表１３】一般的なこんろ 

 

出典：Simfer 社ウェブサイト（https://www.simfer.com.tr/en/products/cookers/f6-405-sewim/）

より引用 

 

【図表１４】一般的なカートリッジこんろ 

 
出典：Campingaz 社ウェブサイト（https://www.campingaz.com/uk/default.aspx）より引用 

 

 また、ガス暖房機器用に一般的に流通・供給されているガスの種類は 100%プロパンである。一

方、一般こんろ用には流通・供給されているものは都市ガスがメインであり、カセットこんろ用

には、キャンピング用機器の場合は混合ガス（70%ブタン、30%プロパン）、キャビネットヒータ

ーの場合は 100%ブタンガスとなっている。 

 

3.3.2 規制の概要 
 

 英国のガス機器及び器具は EU 共通の Gas Appliance Regulation（ガス器具規則、以下 GAR）

により規定されており、ガス機器及び器具には EU 共通の CE マークの貼付が必要である。尚、

CE マークは誰もが発行できるものではなく、認証機関は必ず EU 内にあるべきとされている。

例外として、FTA を締結したノルウェー、トルコ、スイスなどでは CE マークの発行が認められ
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ている。もともと、欧州では Gas Appliance Directive（GAD）が根拠法として存在していたが、

2018 年 4 月に GAD が廃止され、新たに GAR が適用となった。変更の背景としては、GAD では

規格の位置づけや認証機関の任命などの点で様々な問題が生じていたということがある。例えば、

GAD の下では、移動式のガス機器に対して規制が適用されておらず、また EU 圏内の製造者のみ

が対象となっていた。加えて、規格が変更された場合、最新規格に沿った試験（形式検査）が要

求されず、また規格自体の強制力が弱く、法律的に義務付けされていなかったなどの問題もあっ

た。更に、認証機関になるための要件があまり厳格でなく、パフォーマンスの悪い認証機関が多

数存在していたり、認証機関間の競争によってコスト削減はされたものの全体としてのサービス

品質は低下しており、製造者側もコスト・時間のみを考慮して認証機関の質を考慮しなくなって

いた。 

【図表１５】GAD の導入プロセス 

 

出典：Gas Appliance Regulation, BSI Materials, Expert Interview,  NRI 分析 

 

 上記背景より、GAR は 2016 年に発表され、2018 年 4 月から本格的に適用され始めた。GAR

は BEIS（ビジネス・エネルギー・産業戦略省）が EU 規制を適用したもので、法的安定性を確保

するために、「指令」からより上位の法律又は強制力がある「規則」に変更となった。そのため、

国家次元での強制力がある。尚、規則に違反した場合、英国では製造者・ディストリビューター

共に最大 3 ヶ月の懲役または 5 千パウンドの罰則が与えられる可能性がある。他の EU 各国は、

それぞれ懲役や罰金の内容が異なっている。 

 

 GAR は全般的なガス機器及び器具（ガス燃料を使用する燃焼機器全て、およびその器具）に対

し規定されており、製造者のみならず、輸入者、流通者、販売事業者も規定により対象となる。

なお、適用除外範囲は、工業工程用に設計された工業施設において稼働する製品、以前 EU 圏内

で供給された中古ガス機器及び器具、EU 圏外に輸出するため供給されたガス機器及び器具、航

空機及び鉄道で使用される製品、研究施設で一時的に使用される研究用製品、素人が自作し、自

家用としてのみ使用するものなどである。 

 

 GAR においては、製造者及び認証機関は規格について、継続的にモニタリングして規格内容の

変更に対応すること義務を義務づけており、規格が変更となった場合、製造者は速やかに製品を
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新規格に対応させる必要がある。また、対象範囲も Fitting も含むガス機器全般とし、製造者のみ

ならず、輸入者、ディストリビューターも対象範囲に含んでいる。輸入者は製造者が規格に準拠

しているかを確認し、10 年間関連記録を保有すべきとされている。また、GAR では形式検査の

証明書の有効期間が最大 10 年に設定され、有効期間が過ぎた場合、更新又は新規に新たな証明書

の発行が必要となった。認証機関の要件としては、EU 全国の検査及び認証などの業務遂行に向

けた技術・人的体制を整えていることとした。その結果、多くあった認証機関は資格を失し、今

現在英国を含む EU 内には 50 の NB（Notified Body）が存在している。その中にはグループ会

社（BSI のオランダ本社等）が含まれており、それを除けば実際の NB は約 40 社程度である。 

 

【図表１６】EU 内の Notified Body 一覧 

 

国家 認証機関名 

イタリア 

IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. 

MTIC InterCert S.r.l. 

ANCCP Certification Agency Srl 

KIWA CERMET ITALIA S.P.A. 

FLAM GAS LABORATORIES SRL 

TUV Rheinland Italia SRL 

INTERTEK Italia S.p.A. 

オランダ 
Kiwa Nederland B.V 

BSI Group The Netherlands B.V. 

ドイツ 
DVGW CERT GmbH 

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen 

英国 

BSI Assurance UK Ltd 

INTERTEK TESTING CERTIFICATION LTD 

KIWA LTD T/A KIWA GASTEC 

スペイン 
AENOR INTERNACIONAL, S.A. 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus 

オーストリア ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS GAS 

ギリシャ 

MATERIALS INDUSTRIAL RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTER 

S.A. 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, LABORATORY 

OF STEAM BOILERS AND THERMAL PLANTS 

WPI SOLE SHAREHOLDER Ltd 

ベルギー TECHNIGAS 

ポルトガル 
CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA 

METALOMECÂNICA 

ハンガリー TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt 
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Felelosségu Társaság 

CerTrust Kft. 

デンマーク 

UL International Demko A/S 

DBI Certification A/S 

DGC Certification ApS 

チェコ STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. 

スロバキア Technicky skusobny ustav Piestany s.p. 

スロベニア TESTING AND CERTIFICATION LABORATORIES - TCL 

フランス CERTIGAZ SAS 

エストニア Inspecta Estonia OÜ 

ポーランド 

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO 

INSTYTUT NAFTY I GAZU-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ ODDZIA# PREDOM 

トルコ 

TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE) 

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.#. 

Alberk QA Uluslararas# Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim #irketi 

Szutest Uygunluk De#erlendirme A.#. 

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.#. 

INTEGRA 96 Uluslararas# Ürün ve Sistem Belgelendirme Ba#. Den. Göz. 

E#it. Hiz. Ltd. #ti. 

BENART Uluslararas# Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. #ti. 

Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A. #. 

FQC Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve E#itim Hizmetleri 

Anonim #irketi 

ブルガリア 

"ITEM CONSULT" Ltd. - Departament "Conformity Assessment" 

"Velmar Certification" Ltd 

ETALON 99 Ltd., 

ルーマニア 
SC RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL 

SGS ROMANIA SA 

クロアチア KON#AR-Institut za elektrotehniku d.d. 

出典：EU ウェブサイト（https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.pdf&refe cd=Regulation%20%28EU%29%20

2016%2F426&requesttimeout=900）より引用 

 

 検査・認証は、BSI UK などの型式検査、品質システムの承認、生産モニタリング及び監督など

の遂行資格を持つ独立機関が行っている。各機関の任命権限は BEIS の UKAS（The United 

Kingdom Accreditation Service）にある。NB の管理監督・監視・モニタリングも UKAS が担当

し、UKAS は一年に一回約 1 週間にわたって、GAR と ISO（国際基準）に基づいて、すべての事
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業に関する書類、（例えば、各テスト結果など）を確認することとなっている。尚、この際、認証

機関の側で必要費用を払う必要がある。 

 

 尚、本稿執筆時（2020 年 3 月時点）も議論が進行中の英国の EU 離脱（Brexit）問題に関して、

合意なき離脱（No Deal BREXIT）が発生した場合、認証マーク及び認証機関、輸出入などに関

連する既存の内容が変更されるため、製造者は変更に沿った措置が必要となる。主な変更点とし

ては、CE マークの使用ができなくなるため、英国の新しいマーク（UKCA マーク）の貼り付け

が必要となる。また、英国の認証機関は CE 発行権限を喪失する代わり、新たな英国マークの発

行権限を保有することになる。機関の名称は NB から‘Approved Body’に変更され、英国の認証機

関が自動的に Approved Body に移行する予定である（2021 年 1 月予定）。この際、BSI の UK は

Approved Body に変わる予定であるが、BSI のオランダでは継続的に NB として CE マークを発

行できる。CE マーク使用の猶予期間について政府から未だ公表はされていないが、2021 年 1 月

1 日までになると予想される。また、英国外の認証機関が、どのような要件・手続きで Approved 

Body の資格を得られるかについては発表されていない。 

 

【図表１７】UKCA マーク 

 

CE マークと UKCA マーク 

出典：Gas Appliance Regulation 

 

 ISO/TC 291 において家庭用ガス調理機器の国際規格が開発されているが、EN 30（ガス調理機

器の EN 規格）がこの国際規格で置き換えられる見込みはなく、部分的な適用に限られる見通し

である。また、CEN/TC 181 において、カセットこんろの EN 規格が開発されているが、このカ

セットこんろに使用される容器について、規格の開発や EN 417 の改訂などはなく、ISO など国

際基準に準拠する見通しである。 

 

3.3.3 検査・認証プロセス 
 

 英国のガス機器及び器具の検査・認証プロセスは大きく設計段階、生産段階に分けられており、

生産段階で最も一般的に選ばれる項目としては Module D である。検査・認証プロセスは生産形

態により一般と特殊（特定シェフ向けのガス機器など）に分けられており、特殊の場合は認証機

関がガス機器及び器具に対し Essential Requirement に満たされているかを検証・認証する

（Module G）。一般の場合は生産段階において製造者が 4 つの Module から一つを選択すること

ができる。 
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【図表１８】検査・認証プロセス 

 

出典：Gas Appliance Regulation 

 

各 Module の概要は以下の通り。 

 Module B の「型式検査」では製品の設計の検査が行われ、認証機関が設計図を見て、最

新の規格に充足しているかを検査・認証する。合格した物は EC 形式検査認証書を発行さ

れる。 

 Module C の「形式との EC 適合性宣言」では現場検査が行われ、周期的に最低 1 年/1 回

で無作為に訪問し、検査を実施する。Module C は品質システムを持たない中小企業及び

少量生産の製造者向けの方法で、コストが高くリスクも高い。 

 Module D の「形式との EC 適合性宣言（生産品質保証）」では生産の品質システムの検査

及び評価が最低 2 年/1 回の頻度で行われる。最も一般的で容易な方法として認識されてい

る項目である。 

 Module E の「形式との EC 適合性宣言（製品品質保証）」では製品の品質システムを検査

及び評価が最低 2 年/1 回の頻度で行われる。Module D と類似しているが、機器又は器具

の最終製品検査がメインとなるため、問題の発見が遅くなる可能性がある。 

 Module F の「EC 検証」では全ての検査及び統計的検証が行われる。全てを検査すること

はコストが最も高く、且つ統計的なサンプル検査はリスクが高いため、あまり選定されな

い方法である。現状、全てを検査する方法が選ばれた事例はない。 

 Module G の「EC 単位検証」では特殊な目的のため製造された製品の設計検査が行われ

る。これは、特定のシェフ向け及びレストラン向けの調理用機器など、特殊な目的で製造

された機器及び器具に対する方法である。 

 

 尚、GAD と GAR の大きな違いとして、GAD の下では規格が変更された場合に形式検査など

初期検査プロセスを受ける必要がなかったが、GAR の下では最新規格に沿った再試験が義務付け

られている。 
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 また、テストガスの圧力・成分の詳細については下記の通り規定されている。 

 

【図表１９】「一般こんろ」のテスト圧力 
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【図表２０】「ガス暖房機器」のテスト圧力 

 
 

 
 

【図表２１】「カートリッジこんろ」のテスト圧力 

 

 
出典：各規格 
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3.3.4 輸出入の規制 
 

 輸入に関しては、GAR の適用範囲は EU 圏外の国から輸入される未使用機器又は中古機器であ

る。国内製造ガス機器と海外製造ガス機器（輸入）の規制及び規格の差別はなく、同じ要件であ

る。輸出に関しては、海外への輸出規制は特に設けられていない。 

 合意なき離脱の場合、輸出入の規制も変更が予定されている。輸入の場合、CE マークを保有し

ていも英国での販売が禁じられ、英国の新しいマーク UKCA の貼付が必要になる。輸出の場合、

英国の認証機関では CE の発行権限を失うため、欧州の機関への依頼が必要となる。 

 

 

3.4 中国のガス機器及び器具の規制及び規格 

3.4.1 ガスの利用状況 
 

 中国で一般的に供給されているガスは、都市部においては天然ガス（100％メタン）、ガス配管

網が未整備の地方部・田舎では LPG（75％プロパン、25％ブタン）である。ガスの普及率は、2017

年で都市ガスは 73％、液化石油ガスは 27％となっている。 

 現在中国ではガスストーブはほとんど使われていない。特に中国北部では、地域熱暖房による

集中暖房設備があるのでストーブを使わなくなっている。中国南部では、電気ヒーターもしくは

石炭ストーブの方が一般的に普及している。ガスストーブの中では、以下のモデルが最も人気で

ある。 

【図表２２】一般的なガスストーブ 

 

 

出典：Zhongshan Sanau Gas-Appliances Co., Ltd.社ウェブサイト 

http://www.sanau.com/pd.jsp?id=73# pp=103 527 より引用 

 

 また、一般こんろについては下記の様なビルトインタイプが最も利用されている。  
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【図表２３】一般的なこんろ 

 

 

出典：Supor 社ウェブサイト https://www.supor.com.cn/product/index/?cid=181 より引用 

 

 更に、中国ではカセットこんろの使用が非常に限定的である。一般的な利用場面である火鍋で

あれば電気コンロの方が一般的であるし、また欧米のように野外キャンプはあまり浸透していな

い。そのため、2017 年に国家標準であるカセットこんろの GB 規格を廃止し、各メーカーが自社

の企業標準を適用する運びとなった。ただし、適用前には市場監督管理局に企業標準を登録する

必要があり、廃止された国家標準をそのまま活用する方が手続きがスムーズであるため、実態と

して GB 16691-2008 に基づいた規格を登録するメーカーが多くなっている。また、需要減に伴い

ほとんどの量販店ではカセットボンベは売られていない。また、一般的にカセットボンベは危険

と認識されているため、販売に積極的でない量販店も多いとのことである。尚、代替の規格「GB/T 

38522-2020 户外燃气燃烧器具（戸外ガス燃焼器具）」のドラフトが 2018 年 11 月に公開され、

2020 年 3 月 6 日に発布、施行は 2021 年 2 月 1 日の予定。（規格の本文は 2020 年 4 月 6 日頃に

閲覧可能となる予定）同規格の対象製品は「990 ㎖未満のプロパン・ブタン混合燃料の使い捨て

ボンベが装着可能なカセットコンロ」を含んでいる。 

 

3.4.2 規制の概要 
 

 中国ではガス器具の安全性に特化した法律はないが、標準を定めた中華人民共和国標準化法、

および認証を定めた中華人民共和国認証認可条例が存在する。中華人民共和国標準化法には国家

標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準が含まれる。国家標準（GB）は強制標準、推奨

標準に分かれる。業界標準（例：CJ）、地方標準、企業標準などは推奨標準のみである。強制標準

は、必ず適用しなければならない一方で、推奨標準の採用は国による「推奨」にとどまる。強制

標準に適合しない製品・サービスは、生産、販売、輸入し、又は提供してはならない。 

 

 GB（国家）と CJ（城建）標準の違いとしては、GB 標準の方が一般的であるが、比較的要求水

準が低くなっている。業界標準は要求が厳しく、あまり広く流通していない特定の製品向けのも

のが多い。尚、ほとんどのガス器具については、GB 標準が設定されており、そのガス関連製品の

GB は 134 存在する。GB の例としては、「GB/T 35848-2018 商用燃气然受器具（業務用ガス燃焼

器具）」、「GB 6932-2015 家用燃气快速熱水器（家庭用ガス瞬間湯沸かし器）」、「GB 25034-2010 
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燃气采暖熱水炉（ガス暖房温水ボイラー）」などがあげられる。 

 中国では、全国レベルで基本的に GB 標準を使用することとなっている。だが、地域によって

は関連する地方標準を設定しており、製品の販売にあたって地方標準に従う必要がある。例えば、

上海では、DB31/300-2009「ガス器具の安全性と環境保護技術要求」が適用されており、上海ガ

ス試験センターの認証を取得する必要がある。ただし、基本的には地方標準も GB 標準と同様の

内容になっており、追加の書類や検査は必要とされない場合が多い。 

 

 中華人民共和国認証認可条例によると、認証機関を設立するにあたり、国務院認証認可監督管

理部門の許可を得なければならず、且つ法により法人資格を取得してはじめて、許可範囲内で認

証活動を行うことができる。また、強制的製品認証管理規定が定められており、国家が特定した

関連製品に対し、強制的製品認証を取得しなければならない。強制製品認証制度は国家安全保護、

詐欺行為防止、人体の健康もしくは安全の保護、動植物の生命もしくは健康の保護、環境保護を

目的とし、CCC 認証（CCC, China Compulsory Certificate）を行う。 

  

 CCC 認証の実施対象となる品目は、中国国家市場監督管理総局と国家認証許可監督管理委員会

が連名で交付した「強制製品認証目録」に記載されている。「強制製品認証目録」に記載されてい

る製品は、必ず国家認証認可監督管理委員会が指定する認証機関が発行する認可書を取得しなけ

ればならない。また認可書の有効期間中は、認証要求に適合させることとし、認証要求に適合し

て初めて CCC マークを使用することができる「強制製品認証目録」に記載されている製品は、必

ず認証に合格し、CCC マークを表示してからでなければ、出荷、輸入、販売、及び営業活動にお

いて使用することができない。 

【図表２４】CCC マーク 

 

 
CCC マーク 

 

出典：国家標準化管理委員会 

 

 尚、2019 年 10 月、家庭用ガス器具の中で最も普及率が高い、一般こんろ・家庭用ガス瞬間湯

沸かし器・ガス暖房温水ボイラーの 3 品目が CCC 強制認証製品のリストに追加された。CCC 強

制認証対象品目は大きく 24 種があり、今回 の調査対象である一般こんろは家庭用ガス器具に

相当する。 
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【図表２５】強制認証対象リスト 

 
出典：CNCA 

 

 また、強制製品認証リストに追加された家庭用ガス器具の仕様は下記のとおりである。 

 

【図表２６】強制認証のガス製品の使用 

 

出典：各規格 

 

 強制標準の中で、CCC 強制認証対象であれば CNCA に認可された認証機関からの認証取得が

必要となる。また、CCC 強制認証対象外であれば、自社での標準適合確認が必要となる。監督機

関と規格の概要は下図のとおりで、監督機関としては国家市場監督管理総局 （SAMR）の下に国

家標準化管理委員会 （SAC）と中国認証認可監督管理委員会（CNCA）がある。SAC は国家標準
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制定、改訂業務の組織、国家標準の統一審査、承認、付番、公布の責任を負う。CNCA は CCC 認

証制度の策定、実施に取り組み、その実施の有効性を確保するために監督機能を果たす。 

 

【図表２７】監督機関と規格の関係性 

 
 

出典：中国国務院 

 

 本調査の対象製品で、CCC 強制認証対象に該当するのは一般こんろのみである。2019 年 10 月

1 日時点で市場に流通しているガスこんろは、2020 年 10 月 1 日までに CCC 認証を取得しなけ

ればならない。2019 年 10 月 1 日以降に販売が開始されたガスこんろは、販売前に CCC 認証を

取得しなければならない。尚、CCC 強制認証リストに期限はない。また、カセットこんろは家庭

用ガスコンロに含まれていないので、CCC 対象製品ではない。ガス機器への適用規格の詳細は下

記のとおりである。 
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【図表２８】規格の詳細 

 

出典：各規格 

 

 CCC 強制認証について、海外機関が CCC 認可認証機関や実験室として登録したい場合、CNCA

に申請することは可能である。その際、CNCA は申請会社の能力と製品の検査需要を考慮して権

限を与える。ただし、ガス器具の認証・検査に関して申請・登録を行った海外機関は現状ない。

尚、ガス器具以外の製品の認証・検査については、海外の機関として SGS、UL、Intertek、TUV 

Reinland、TUV Sud、HK Standards and Testing Centre などが CCC 実験室として登録されて

いる。 

 

 CNCA に認可された認証機関や実験室は中国東部の主要都市に集中している。CCC 認証機関

と CCC 対象のガス機器をテストしている実験室の一覧及び地図は下記のとおりである。 
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【図表２９】実験室リスト 

 

 

出典：CNCA, NRI 分析 

 

 CCC 強制認証対象外のガス器具については、任意的に CGAC 認証を取得することができる。

認証は中國市政工程華北設計研究總院有限公司（NCME）の管轄で、検査は NCME が委託する

機関が行うが、実態として大半については国家燃气用具質量監督検験中心（CGAC）が検査を行

っている。任意認証を取得するメリットとしては、①消費者への安全・品質保証を行い、製品の

信頼性・競争力を向上させること、②販売業者が CGAC 認証が認知しているため、CGAC 認証

取得済の製品を優先するようになること、③任意認証を取得した製品がその後 CCC 強制認証対

象になった場合、新規申請と比較し認証の転換がスムーズになること、④認証取得のための社内

記録・書類整理により社内管理が効率化されることなどがあげられる。 

  

 尚、NCME はもともと 1952 年に設立されたエネルギー・インフラ専門の政府系企業であった。

その後、1989 年に CGAC を実験室として、NCME 傘下に設立。2019 年に家庭用ガス器具が CCC

強制認証製品のリストに追加されたため、認証機関としての NCME を設立・登録。CGAC は製

品検査のみを担当する実験室であり、NCME は工場審査なども含めた監督・認証機関である。 

NCME と CGAC は密に連携しているものの、CGAC は他の認証機関（CQC、CGC 等）向けにも

実験を行っている。NCME 以外では、CQC と CGC がガス機器の認証を行っている。ただし、

NCME/CGAC はガス機器を専門として設立されているので、信頼性が高いとされている。CCC

強制認証対象外の製品については、実験室で検査を行うのが一般的であり、認証取得は一般的で

はない。認証・検査機関は CNAS（中国合格評定国家認可委員会；CNCA 所属）から権限を得て

認証・検査を実施している。 
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3.4.3 検査・認証プロセス 
 

 中国のガス器具の CCC 認証取得の所要時間は約 90 日、検査料金は約 3,615～5,710 元、認証

料金は約 3,900 元～で、有効期限は 5 年である。必要提出書類は、１）認証申請書、２）認証委

託契約、認証証明書や認証マーク使用合意、３）認証申請者・生産者・製造業者の登録証、４）認

証申請者・生産者・製造業者が締結した契約（ODM/OEM 契約等）。請者が販売者または輸入業

者である場合、指定の認証部門に対して販売者と生産者または輸入業者と生産者が締結した契約

書の副本も同時に提出する、５）製品説明（例えば、仕様、技術的パラメーター、主要部品・材料

リスト、製品外観・ネームプレート・内部構造写真、製品総組立図、同一申請シリーズ内の各種

型番の製品における差異説明等）、６）変更申請に対して、関連変更項目の証明書類、７）その他

に必要な書類、である。認証取得後は製造業者のパフォーマンスにより定期検査が行われる。初

回の工場審査・承認取得後、検査に「現場検証」と判定した場合は 1 年に 1 回、初回から 2 年以

内の工場審査・認証取得後検査に不適合事項がなかった場合は 2 年に 1 回、初回の工場審査・承

認取得後、検査に不合格だった場合は 1 年に 2 回となる。 

 

 CCC 強制認証対象ガス器具の検査・認証プロセスは以下の通りである。申請者はオンライン上

で企業の基本情報を登録後、認証契約に署名し、システムにアップロード、申請書や認証に必要

な資料を記入し提出する。その後認証機関は指定実験室に検査任務を依頼、形式検査が行われる。

形式検査が合格となると工場審査に進み、合格すると証明書が発行され認証マークの使用許可が

下りる。 

【図表３０】CCC の検査プロセス 

 

出典：NCME 

 

 CCC 強制認証対象外の場合のガス器具の CGAC 認証取得プロセスは以下の通りである。認証

プロセスは CCC 認証プロセスとほぼ同様で、所要時間は 2 ヶ月～、認証書の有効期限は 3 年で

ある。CCC 強制認証対象ガス器具の場合と同様に申請後に形式検査・工場審査を受ける流れであ
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るが、申請方法が異なる。 

【図表３１】CGAC の検査プロセス 

 
出典：NCME 

 

 尚、テストガスの圧力、成分についての詳細は下記の通り規定されている。 

 

【図表３２】テストガスの圧力 

 
出典：各規格 

 

3.4.5 輸出入の規制 
 

 CCC 強制認証対象である一般こんろの輸入には、 CCC 認証書・マーク、または CCC 免除証

明書が必要である。その他製品については、法定検査対象品のみは検査証明書が必要で、ガスス
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トーブ、カセットこんろが対象となる。法定検査対象外製品についてはランダム検査が実施され

る。実態として輸入者は輸入製品に対する検査証明書がなければ、通関許可が下りないことが多

い。国内製造製品と、海外の製造拠点で製造された製品に対する検査要件で特段の違いはない。 

  

 輸出に関しては、ガス機器全般は検査対象外製品となっており、品質確認は輸入国側の責任と

なる。ガス機器以外の輸出に関して、法定検査対象製品は検査を実施、検査証明書を発行する必

要がある。対象は絶滅のおそれのある野生動植物などである。また、ランダム検査対象商品はラ

ンダム検査が実施される。検査対象は安全・衛生・環境への影響の観点などから選ばれる。また、

過去品質に問題のあった製品、新たな技術を備えた製品などもランダム検査対象となる。尚、検

査費用は政府負担である。対象製品例は、LED ライト、ノンフライヤー、子供用スクーター等で

ある。 

【図表３３】輸出入の規制 

 

 
出典：NRI 分析 

 

 

3.5. 韓国のガス機器及び器具の規制及び規格 

3.5.1 ガスの利用状況 
 

 韓国の一般家庭での都市ガスの普及率は、2019 年時点で約 80%、LPG は約 20%である。都市ガ

スの拡大により、毎年 LPG の普及率は減少しつつある。 

 韓国ではガス費用より電気費用が安いため、一般家庭用のガスストーブはあまり一般的ではない。

業務用のガスストーブは未だ利用されており、下記のガスパティオヒーターのモデルが一般的と

なっている。 
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【図表３４】一般的なガスヒーター 

 

ガスパティオヒーター 

 

出典：Hmall ウェブサイト 

https://www.hyundaihmall.com/front/pda/itemPtc.do?slitmCd=2038522262 より引用 

 

 ガスこんろやカートリッジこんろについては以下タイプのものが一般的に普及している。特に、

カートリッジこんろは鍋・焼肉店など韓国の伝統的な料理で利用される場面が多く、家庭用・業

務用共に活用されている。 

 

【図表３５】一般的なカートリッジこんろ 

 
出典：Kovea 社ウェブサイト 

http://kovea.com/product/cooking-plus/より引用 
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【図表３６】一般的なガスこんろ（ビルトインタイプ） 

 

出典：SK 社ウェブサイト 

http://www.skmagiconline.com/shop/item.php?it id=1495785261 より引用 

 

 また、給湯器に関しては、ガス給湯器は KGS の設置検査などの手続きが煩雑であるため、電気

給湯器の方が普及率が高くなっている。ただし、家庭では給湯器はそもそもあまり普及しておら

ず、美容室など業務用での使用が一般的となっている。 

 

3.5.2 規制の概要 
 

 韓国のガス機器は、液化石油ガス安全管理及び事業法により LPG 用及び都市ガス用全てが 

規制されており、KC 認証マークの貼付が必要である。液化石油ガス安全管理及び事業法はガス機

器の安全管理に関わる事項を定める公共の安全を確保するための法律で、製造者及び輸入者は定

められた規格に沿った検査・認証を受ける必要がある。検査機関は現状国営の KGS（Korea Gas 

Safety Corporation）のみである。KGS は産業通商支援部のエネルギー安全課の直属管理機関と

して、随時に監査、実績のチェックをされている。さらに、国民権益委員会（Anti-Corruption and 

Civil Rights Commission）や企画財政部、産業通商支援部の監査室などに毎年 1 回程度、予算・

実績などのパフォーマンスを報告することになっており、また安全性向上に向け国政調査にも参

加し、実績を報告することになっている。尚、規制上は業務用や家庭用などの区分はされていな

い。ただし、同一の規格の中で、業務用には追加の要求事項が規定されている基準はある。規制

対象の製品は下記 14 種類あり、本調査対象の 3 製品は「燃焼器」に該当する。 
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【図表３７】ガス機器検査制度の適用品目 

 

出典：Ministry of Trade, Industry and Energy, KGS, NRI 分析 

 

 KC マークは検査に合格したガス機器に限って刻印（認証マーク）及び検査証明書の貼付が可能

である。 

【図表３８】KC マーク 

 

 
KC マーク 

出典：KGC 

 

 韓国のガス規制はガス 3 法から成り、液化石油ガス安全管理及び事業法、都市ガス事業法、高

圧ガス安全管理法がある。 

 液化石油ガス安全管理及び事業法は LPG の輸出入・充電・貯蔵・販売・使用及びガス用品の安

全管理に関する事項を定め、公共の安全を確保し、 LPG 事業を合理的に調整して LPG を適正に

供給・使用することを目的とする。ここでガス用品製造事業とは、LPG 又は都市ガス事業法によ

る燃料用ガスを使用する機器の製造業を意味する。 

 

 都市ガス事業法は都市ガス事業法を合理的に調整・育成して、使用者の利益を保護し、都市ガ

ス事業の健全な発展を図り、ガス供給施設とガス使用施設の設置・維持及び安全管理に関する事

項を規定することにより、公共の安全を確保することを目的とする。ここで都市ガス事業とはガ

ス卸売事業者、一般都市ガス事業者、都市ガス充電事業者、バイオガス製造事業者及び合成天然

ガス製造事業者を意味する。都市ガス事業法はガス供給・使用施設の安全を規定した規制であり、

ガス機器に関わる規制ではない。都市ガス用のガス機器に関しては、液化石油ガス安全管理及び

事業法により、KC マークの貼付や認証などが法律で強制されている。 
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 高圧ガス安全管理法は高圧ガスの製造・貯蔵・販売・運搬・使用、高圧ガスの容器・冷凍機・特

定設備などの製造と検査などに関する事項及びガス安全に関する基本的な事項を定めることで、

高圧ガスによる危害を防止して公共の安全を確保することを目的とする。高圧ガス安全管理法の

第 28 条にて、ガス安全技術の開発及びガス安全管理事業を効率的、体系的に推進するため、韓国

ガス安全公社の設立が明記されている。 

 

3.5.3 検査・認証プロセス 
 

 液化石油ガス安全管理及び事業法によって定められている検査対象機器に対しては検査・認証

が必須的であるため、未認証製品の販売は不可能である。ガス機器検査制度の適用品目は 14 品目

あり、今回の調査対象である燃焼器はガス消費量が 20 万 kcal/h とされている。燃焼器はさらに

10 種類に分けられ、今回の対象品目ではガスレンジが 14.4 万 kcal/h、暖房器とカートリッジこ

んろが 20 万 kcal/h とされている。尚、一般こんろについて、2014 年から過熱防止安全装置の設

置が義務化され、全ての一般こんろについて過熱防止装置が必須となっている。また、カートリ

ッジこんろについて、2 つ以上の用途又は機能があるガス機器の販売は安全性の担保が難しいた

め禁じられている。 

 

【図表３９】認証プロセス 

 

 

出典：Ministry of Trade, Industry and Energy, KGS 

 

 ガス機器に対する検査・認証制度は大きく設計段階、生産段階で分けられており、特に輸入者

は事業許可を得るためには現地工場の審査を KGS から受けなければならない。また、検査を行う

前に事業許可・登録手続きを行う必要がある。国内製造ガス機器の場合は申請書・事業計画書・

KGS の技術検討書を提出する。海外製造ガス機器の場合は、申請書・事業計画書・KGS の技術

検討書に加え KGS の工場審査の結果を産業通商資源部の長官に提出する。 
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 設計段階から技術検討までの検査は最大 90 日を必要とする。検査対象となるのはガス機器製

造事業者が製品を初めて製造する場合、ガス機器輸入者が製品を初めて輸入する場合、設計段階

検査を受けた製品の材料や構造が変更され、性能が変更された場合、設計段階検査を受けた日か

ら 5 年経った場合である。その際、必要書類は申請書・事業許可証・自己検査成績書・図面・使

用説明書である。 

  

 生産段階の検査は約 7 日を必要とする。検査項目は製品確認検査・生産工程検査・総合工程検

査の 3 つから、製造者及び輸入者が自己の検査能力と品質管理能力を鑑みて 1 つを選択して検査

を実施する。生産工程及び総合工程検査には工場視察が含まれる。更に、ガス機器の製造者及び

輸入者は持続的・継続的に周期検査を受ける必要があり、品質管理能力が高いほど周期検査の頻

度が少なくなっている。 

 

【図表４０】各検査の概要 

 
出典：Ministry of Trade, Industry and Energy 

 

 また、テストガスの圧力、成分についての詳細は下記の通り規定されている。 

  



- 45 - 
 

【図表４１】テストガスの圧力 

 

出典：各規格 

 

3.5.4 輸出入の規制 
 

 輸入品に関しては現地工場の審査を受けなければならず、韓国国内の規格に沿った検査・認証

プロセスを経て、KC マークを貼り付る必要がある。さらに、事業許可を登録する際、現地工場の

審査を受けなければならない。 

 

 輸出品については規制はない。ただし、韓国で商用販売されてない製品（日本のガス風呂釜な

ど）など、液化石油ガス安全管理及び事業法の対象に入っていない製品の場合は認証の対象外と

なっている。そのような製品は 3 年間に限って販売・流通が可能で、その間市場での需要に応じ

て規格が作成される。尚、3 年の間に何か問題が発生した場合、販売は禁止となる。 

 

3.6 日本と各国のガス器具規制及び規格の比較 

 本調査の対象である 3 つの製品の規格に関して、日本と各国を比較した際の差異は下記の通り

まとめられる。 
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【図表４２】日本と各国のガス規格の比較 

 

「一般こんろ」 

 
 

「ガスストーブ」 

 

 

「カートリッジこんろ」 



- 47 - 
 

 

出典：各規格 

  

 まず、一般こんろについては日本では安全設計の構成として立ち消え安全装置、過熱防止装置、

調理油過熱防止装置（改造ができない構造とする）などが規定されている一方で、各国の規格が

規定する装置が異なっている。例えば米国では、自動立ち消え装置、故障時の温度制限制御補助

装置、過熱防止バルブについて規定されている一方で、中国では消火安全装置、調理油過熱制御

措置について規定され、韓国では消火安全装置、過熱防止措置を規定している。英国は他国のよ

うな詳細規定がされておらず、またどの国も改造防止については規定されていない。 

 

 また、耐熱性については日本では各装置・部品の耐熱性、耐食性、耐ガス性、ほうろうバーナ

ー強度を規定しているが、各部品の温度上昇について規定しているのは米国・中国のみであり、

英国・韓国では規定されていない。一方、燃焼試験については、米国は日本同様に 8 時間以上の

連続燃焼試験を義務付けているが、他の 3 か国では規定がされていない。更に、表示の点でも、

日本では業務用表示や揚げ物への使用不可（調理油過熱防止装置を有していない場合）など特別

表示を規定しているのに対して、このような内容は他国の規格では規定されていない。装置や部

品構成の違いに加え、日本では過去の不具合・事故などに基づき規格内容が更新されてきたため、

このような内容の違いが生じていると考えられる。 

 

 次に、ガスストーブであるが、日本と米国の安全設計は規定が類似しているものの（立ち消え

安全装置、不完全燃焼防止機能等について規定）、中国では消火安全装置、酸素欠乏安全装置、過

熱防止装置、転倒安全装置、過大風圧安全装置等、韓国では消火安全装置、不完全燃焼防止装置、

逆風防止装置、転倒安全装置、排気閉鎖安全装置、過大風圧安全装置等などと設計上の規定が異

なっている。また、日本では各装置・部品の反復使用試験について回数を規定し、また点火性能

試験として点火操作 10 回以上を規定している一方、米国・中国・英国ではそのような規定はない。

尚、韓国では日本同様の規定がされている。危険源に対する保護に関しても、米国・中国・英国
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では日本のように振動試験や絶縁性能について規定がされていない一方で、韓国では 1 時間の振

動試験を義務付け、また電気充電部と非充電金属部との絶縁抵抗は 1 メグオーム以上とし、各絶

縁状態での試験電圧を規定している。更に、日本では「震度 5 以上の地震を検知した際、ガス通

路を遮断」する旨の規定がされているが、このような内容は他の 4 か国の規格には存在しない。 

 

 最後に、カートリッジこんろについては、他の 2 製品と比べ日本と他国の規定の共通点が多く

なっているのが特徴である。いくつかの違いとしては、安全設計にて日本ではガバナ―、減圧機

構、調整器について規定している一方で、米国では圧力調整器、中国では過圧切断装置、英国で

は減圧装置、韓国では過圧防止装置（1 次、2 次含む）について下記内容にて規定されている。 

 

米国 以下条件での圧力調整器の外部漏れ検査についてのみ規定（設定圧力等への言及はな

し） 

a）規制されていないプロパンで使用する場合; 0°F（-18°C）、23 psi（159 kPa）お

よび 140°F（60°C）、290 psi（2000 kPa）での通常動作圧力 

b）規制されていないブタンで使用する場合; 40°F（4.4°C）、3 psi（21 kPa）およ

び 140°F（60°C）、78 psi（538 kPa）での通常動作圧力 

c）規制されていないプロパン/ブタン混合物で使用する場合: 0°F（-18°C）、40°F

（4.4°C）、140°F（60°C）での通常動作圧力（圧力は試験機関によって決定） 

英国 減圧装置がある場合、使用者により分離又は交替できないようにすること 

(減圧装置の設置は必須ではない) 

5.20Resistance to overheating 

6.20 試験を行った後、機器の安全性を損傷させないことにする 

6.20Resistance to overheating 

1)燃焼が維持されるまで圧力を下げ、次の最小圧力で停止 

-ブタン燃焼装置の場合: 0.5bar 

-ブタン-プロパン混合燃焼機器: 0.5bar 又は 2bar 

-プロパン燃焼機器: 3bar 

中国 過圧切断装置は以下の要件に適合していること 

a) カセットコンロガス流路の高圧側圧力が 0.4 MPa ~0.7 MPa の範囲内でガス流路

を自動で閉鎖できること。あるいはガスボンベを自動で取り外してガス供給を停止で

きること 

b) 0.4 MPa ~0.7 MPa の範囲内でガス流路を閉鎖するカセットコンロは、ガス流路が

閉鎖してからガス供給圧力が+F7 変化した際に、ガス流路を自動で開放できないこと 

韓国 3.3.4.2 過圧防止装置 

組込型燃焼機器は容器内部の圧力が 0.50 ㎫以上 0.70 ㎫以下の際、容器が自動的に離脱

されたり、ガス流路が自動的に閉ざす安全装置を備えること。 

この場合、ガス流路が自動的に閉ざす構造のものは復帰操作だけでガス流路が開かれる

こと。この時、安全装置の作動試験は圧縮空気を使用して実施し、容器に圧力を加圧す
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る速度は秒当たり(0.03~0.06)㎫の範囲とする 

 

3.3.4.3 2 次過圧防止装置 

組込型燃焼機器は 1 次過圧防止装置が作動しない場合、作動する次のような種類の安全

装置を備えること 

(1)外部放出式：1.3 ㎫以上 1.5 ㎫以下で容器内の圧力を外部へ放出させる方式 

(2)ガス遮断方式：1 次過圧防止装置作動圧力以上 0.9 ㎫以下の圧力で容器を離脱させた

り、流路を遮断する方式 

(3)フレアスタック式：0.45 ㎫超過 1.3 ㎫以下で容器内のガスをバーナーで放出させ燃

焼する方式 

 

 また、反復使用試験については中国以外では日本同様に規定がなされている。更に、日本では

組立式の構造（汁受け、ごとく、容器の接続等）について詳細が規定されている一方で、米国・英

国については組立式こんろについては記述がされていない。最後に、絶縁性能を規定しているの

は日本・韓国のみであり、米国・中国・英国については、規格上で規定はされていない。 
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4.1.1.2 作動原理 

 ガスストーブの作動原理及び構造図の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1-1 ガスストーブの構造図の一例 

 

 

1.器具栓つまみを「点火」の位置まで回すと、器具栓が開弁し、ガスが流れるのと同時に、電気

点火装置によって火花が発生しメーンバーナーに点火する。 

2.メーンバーナーに着火した炎によって、炎検知部の熱電対を熱して電磁弁に起電力を発生させ

てメーン安全装置が開弁し、立ち消え安全装置が作動を開始する。 

3.器具栓つまみを「消火」の位置へ戻すとガス通路が閉ざされ消火する。 
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［項目番号 22：各部の温度上昇(抜粋)］ 

通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。 

(1)   次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては､試験室の温度に同表の温

度の欄に掲げる温度を加えた温度 

測定箇所 温度(単位 度) 

乾電池の表面 20 

つまみ類 
金属の部分(注 1) 25 

その他の部分 35 

手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除
く｡)の表面 

105 

機器の上面(据置型のものにあつては､下面)､背面及び側面に面
した木壁の表面 

65 

液化石油ガスの取入部（ねじにより管と接続されるものを除く。）
の表面(注 1) 

20 

機器の下面（つり下げ型のものにあつては、上面）、背面及び側
面に面した木壁の表面 

65 

壁貫通部の表面(注 1) 65 

 

(2)  液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあっては試験室の温度に

50度を加えた温度､器具ガバナーの表面にあっては試験室の温度に35度を加えた温

度｡ 

（注 1） 試験の対象外である。 

 

 

試験条件 

1.機器と測温板との間隔 

機器本体と木壁の離隔距離は上面を製品表示の 36inch より 910mm、背面を付属の設置金具

で固定したときの距離 20mm、側面を日本の設置基準より 45mm とした。 
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［項目番号 33：断続燃焼試験(抜粋)］ 

通常の使用状態において 15 時間以上断続的に燃焼させた後､次に掲げる基準に適合

すること｡ 

 

 (3)  逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の 18定める基準に適 

合すること｡ 

 

表 4.1-8 断続燃焼試験 

項目 

 

 
機器 No. 

乾燥燃焼ガス中

の CO 濃度 

(体積%) 

乾燥燃焼ガス中

の O2濃度 

(体積%) 

燃焼ガス中 

の CO 濃度 

(体積%) 
基準 

1 
最大 0.0010 17.5 0.0060 0.03% 

以下 最小 0.0009 17.2 0.005 

(注 1) 理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素濃度 

  (注 2) 逆火しないことを併せて確認した。 
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［項目番号 35：表示事項］ 

機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式､密閉燃焼式のものにあって

は外壁用､チャンバー用、共用給排気筒用の別､屋外式のものにあっては屋外式である

旨､液化石油ガス消費量(単位キロワット)､液化石油ガス用である旨､定格電圧及び定

格消費電力(交流電源を使用するものに限る｡)､定格周波数(電動機又は変圧器を有す

るものに限る｡)､届出事業者の氏名又は名称､製造年月並びに製造番号が表示されてい

ること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること｡ 

ただし､届出事業者の氏名又は名称は､経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産

業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる｡また､製造年月は､経済産業

大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる｡ 

 

［項目番号 35 の 2：開放式の警告表示事項］ 

開放式のものにあっては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な

換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の２０

ポイント以上の大きさの文字で表示されていること。 

 

表 4.1-9 表示事項(貼付位置及び記載内容)(注 1)(注 2) 

項目 結果 

製品表示の貼付位置 
機器本体の 

側面 

使用上の注意の 

貼付位置 

機器本体の 

側面 

型式 ○ 

液化石油ガス消費量 × 

液化石油ガス用で 

ある旨 
○ 

届出事業者の氏名又は

名称 
× 

製造年月 × 

製造番号 ○ 

使用上の注意 ○ 

警告表示 × 

【参考】使用言語 英語 

(注 1) 表中の記号は､次のことを示す｡ 

○:製品表示に記載されている､及び､使用上の注意ラベルがあるもの 

×:ガス消費量の単位がキロワット表記ではない。 

事業者として名称はあるが届け出事象者として登録されていないもの 

製造年月として明記された表示が確認できないもの 

「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告がないもの 

(注 2) 容易に消えない方法で表示されていることを併せて確認した｡  
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4.1.3 参考 

 

日本と各国のテストガスの圧力 

 

表 4.1-12 日本のテストガス圧力 (単位：kPa) 

記号 液化石油ガス 

都市ガス 

13A、12A ６Ａ 

L1（6B、6C、7C） 

L2（5A、5B、5AN) 

L3（4A、4B、4C） 

5C 

１（最高圧力） 3.3 2.5 2.2 2.0 

２（標準圧力） 2.8 2.0 1.5 1.0 

３（最低圧力） 2.0 1.0 0.7 0.5 

 

 

表 4.1-13 米国のテストガス圧力 (単位：inchH2O (kPa)) 

 

出典：CSA 
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表 4.1-16 中国のテストガス圧力 (単位：Pa) 

 

出典：各規格 

 

表 4.1-17 韓国のテストガス成分・圧力

 

出典：各規格 
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4.2.1.2 作動原理 

 一般ガスこんろの作動原理及び構造図の例を図 4-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-1 一般ガスこんろの構造図の一例 

 

 

1.器具栓つまみを「点火」の位置まで回すと、器具栓が開弁し、ガスが流れるのと同時に、電気

点火装置によって火花が発生しメーンバーナーに点火する。 

2.メーンバーナーに着火した炎によって、炎検知部の熱電対を熱して電磁弁に起電力を発生させ

てメーン安全装置が開弁し、立ち消え安全装置が作動を開始する。 

3.器具栓つまみを「消火」の位置へ戻すとガス通路が閉ざされ消火する。 

  

熱電対 

スパークプラグ 

右こんろバーナー 左こんろバーナー 

熱電対 

安全弁 安全弁 

ガス取り入れ口 

器具栓 器具栓 

スパークプラグ 
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4.2.2 調査結果詳細 

 調査結果の詳細を以下のとおりに示す。 

 

［項目番号 1：耐熱性(抜粋)］ 

液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分（ダイヤフラム、パッキ

ン類、シール材その他の気密保持部材は除く。）、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿及び空

気調節器は、温度５００度において溶融しないこと。ただし、液化石油ガスの取入部が技術上

の基準の欄の１９の図１、図２、図３又は図４の形状のものについては、温度３５０度において

溶融しないこと。 

 
【所見】 

No.3 のガス取り入れ部について耐熱性試験を実施したところ、500℃で溶融した。(以下写真
参照) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.3 が販売されている英国の技術基準は、部品の耐熱性に具体的な基準値の要求してお
らず、ガス取り入れ部が 500℃で溶融することは英国の基準に適合しないという判断とはなら
ない。日本の基準と異なり、製品の構造や実際の稼働状況などからそれぞれの部品について機
械的、化学的、熱的条件を定めていると思われる 
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［項目番号 21：ガスの取入部(抜粋)］ 

液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあっては、日本工業規格

Ｂ０２０３（１９９９）管用テーパねじに定める規格に適合するねじを使用すること。 

 

【所見】 

No.3 は、ガス取り入れ部に日本工業規格Ｂ０２０３（１９９９）管用テーパねじに定める規

格に適合するねじを使用していなかった。 

 

No.3 が販売されている英国の技術基準では、EN 10226-1:2004、EN 10226-2:2005 に適合

したねじを使用することになっている。 
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［項目番号 28：反復使用試験(抜粋)］ 

次の表の装置の欄に掲げる装置は、同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした

後、次に掲げる基準に適合すること。 

器具栓：6000 回(表より抜粋) 

 

(1) 器具栓については、技術上の基準の欄の 22(3)に定める基準に適合すること。 

項目番号 22(3)  器具栓にあつては、栓を閉じたとき４．２キロパスカルの圧力に

おける液化石油ガスの漏れ量が毎時７０ミリリットル以下であること。 

 

【所見】 

No.4 は反復使用をした後、液化石油ガス通路の気密の確認を行ったところ、ガス漏れが生じ

た。器具栓(強火力)は 318ml/h、器具栓(小)588ml/h の漏れ量であった。また、器具栓(右標準)

は反復回数 5692 回で器具栓が開状態で固着したため、外部漏れの確認を行ったところ漏れが確

認された。(以下写真参照) 

       

器具栓(小)        器具栓(強火力)       器具栓(右標準) 

 

No.4 が販売されている英国の技術基準では、オーブン、グリル、ホットプレート向

けの器具栓は反復試験を行うことになっているが、こんろの器具栓については具体的に

回数を定めた基準はない。 
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【所見】 

No.1～4 についてガス消費量の実測値が表示値に対して-10%を下回り、ＪＩＡの検査の基準

に適合しなかった。 

 

No.1、2が販売されている米国の技術基準では、表示ガス消費量の精度を確認する試験項

目はない。 

 

No.3、4が販売されている英国の技術基準では、日本基準と同等以上の基準を設けている。

しかし、ガス消費量を算出する際の基準ガスが日本と異なりプロパン 50%、ブタン 50%で算

出することになっているため、日本の基準で試験を行ったところ全体的に表示値よりも低

いガス消費量が算出されたと思われる。 
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4.1.3 参考 

 

日本と各国のテストガスの圧力 

 

表 4.2-11 日本のテストガス圧力 (単位：kPa) 

記号 液化石油ガス 

都市ガス 

13A、12A ６Ａ 

L1（6B、6C、7C） 

L2（5A、5B、5AN) 

L3（4A、4B、4C） 

5C 

１（最高圧力） 3.3 2.5 2.2 2.0 

２（標準圧力） 2.8 2.0 1.5 1.0 

３（最低圧力） 2.0 1.0 0.7 0.5 

 

 

表 4.2-12 米国のテストガス圧力 (単位：inchH2O (kPa)) 

 

出典：CSA 
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表 4.1-15 中国のテストガス圧力 (単位：Pa) 

 

出典：各規格 

 

表 4.1-16 韓国のテストガス成分・圧力

 

出典：各規格 
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4.3.1.2 作動原理 

カートリッジガスこんろ（直結型こんろ）の作動原理及び構造図の例を図 2-1 及び図 2-2 に示

す。 

 

（減圧機構方式） 

 

図 4.3-1 カートリッジガスこんろ（直結型こんろ）の構造図の一例 

 

1. 容器の接合部を器具栓の接合部に合わせ、容器を反時計回りにねじ込むと、器具栓内部のバ 

ルブ軸が容器内部と接合し、ガスが器具栓本体をとおり、スピンドル先端で止まる。 

2. 器具栓つまみを反時計回りに回転させると、スピンドルが後退し、ガス通路が開く。ガスが

器具栓本体を通過し、ノズルまで達した後、ノズル穴からガスが噴出し、混合管をとおり、バ

ーナーに噴出される。 

  着火は、点火装置のボタンを押し、火花を発生させてバーナーに着火するものとマッチ等の

火を用いるものがある。 

3. 器具栓つまみを時計回りに回転させると、スピンドルが前進しガス通路を閉ざす。バーナー

内部に残っているガスを燃焼しつくして、消火する。 
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（器具ガバナー方式） 

 

図 4.3-2 カートリッジガスこんろ（直結型こんろ）の構造図の一例 

 

1. 容器の接合部を器具栓の接合部に合わせ、容器を反時計回りにねじ込むと、器具栓内部のバ 

ルブ軸が容器内部と接合し、ガスが器具栓本体をとおり、スピンドル先端で止まる。 

2. 器具栓つまみを反時計回りに回転させると、スピンドルが後退し、ガス通路が開く。ガスが

器具栓本体を通過し、器具ガバナーに流れる。器具ガバナーにより減圧・調圧されたガスはノ

ズルまで達した後、ノズル穴からガスが噴出し、混合管をとおり、バーナーに噴出される。点

火装置のボタンを押し、火花を発生させてバーナーに着火する。 

3. 器具栓つまみを時計回りに回転させると、スピンドルが前進しガス通路を閉ざす。バーナー

内部に残っているガスを燃焼しつくして、消火する。 
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 カートリッジガスこんろ（組込型こんろ）の作動原理及び構造図の例を図 2.1 に示す。 

 

図 4.3-3.カートリッジガスこんろの構造図の一例 

 

1. 容器の装着 

  容器をカートリッジガスこんろの容器ガイドに合わせて、適正な方向で接合させると、容器

内のガスが気体の状態で器具ガバナーを介して器具栓まで到達する。 

 

2. 点火 

  つまみを反時計回りに回転させると、器具栓が回転しガス通路が開く。ガスが器具栓本体を

通過し、ノズルまで達した後、空気と混合されバーナーに噴出される。 

  つまみの回転に連動して、電極からバーナーに向かって火花を発生させて、バーナーに点火

させる。 

 

3. 消火 

  つまみを時計回りに回転させると、器具栓が回転しガス通路を閉ざす。バーナー内部に残っ

ているガスを燃焼しつくし、消火する。 
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4.3.2 試験の内容及び調査結果 

4.3.2.1 技術的内容、検査の方法及び調査結果 

試験は、液石省令の運用の別紙で示す技術的内容の例の表中の「カートリッジガスこんろ」の

規定に掲げる項目について JIA が定めるカートリッジガスこんろ適合性検査規程(JIA A 007－

16)によって実施した(参考資料 付表 5及び 6参照 参照)。 

カートリッジガスこんろについては項目番号(注) 4、6、7、8、16、19、22、23、24、29、30、

31 については、1型式につき 3台全ての機器で試験を行った。結果を表 4.3-2 に示す。なお、項

目番号の 9、11、12、13、15 は、試験対象外の項目である。 

 

機器 No.13～18 は、事業の途中で新たに販売されていることが分かり、追加で調達し、項目を

限定して試験を実施した。 
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4.3.2.2 調査結果詳細 

 調査結果の詳細を以下のとおりに示す。 

 

［項目番号8(1)：組込型こんろの容器と燃焼器との接合部の構造及び接続部の気密（容器バルブ

の接合方法）］ 

 

【所見】No.10～12 について 

下記図 4.3-4 のように No.10～12 の容器接続方法は容器を容器バルブの軸方向に移動し、右

回りに回転させることで固定する。 

そのため、軸方向の移動だけでは固定できないため、日本の技術基準に適合しなかった。 

ただし、容器の切り欠きは上を向くように固定されるようなっているため、使用上の支障はな

いと判断する。 

また、No.10～12 が販売されている韓国の基準に容器の接続方法を定めた基準はなく、韓国

基準に抵触することはない。 

 

図 4.3-4 No.10～12 容器接続方法 

 

出典：取扱説明書抜粋 

 

［項目番号8(4)：組込型こんろの容器と燃焼器との接合部の構造及び接続部の気密（圧力感知安

全装置の作動圧力）］ 

液化石油ガスを充てんした容器が組み込まれる構造のこんろにあっては、次に掲げる 

基準に適合する構造を有すること。 

容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまでの間の液化石油ガスの通る部分の中の圧

力が０．４メガパスカル以上０．６メガパスカル以下の圧力になったときに液化石油ガス

の供給が停止されること、及び液化石油ガスの供給が停止された後に高圧部の中の圧力が

変化したときに自動的に液化石油ガスの供給がなされないこと。 

 

液化石油ガスを充てんした容器が組み込まれる構造のこんろにあっては、次に掲げる 

基準に適合する構造を有すること。 

燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方向に移動しなければ接合できないこと。 
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［項目番号 19：燃焼状態試験］ 

通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基

準に適合すること。 

 

事項 基準 

リフティング ないこと。 

消火 ないこと。 

逆火 ないこと。 

すすの発生 ないこと。 

理論乾燥燃焼ガ

ス中の一酸化炭

素濃度（体積パー

セント。以下「燃

焼ガス中の一酸

化炭素濃度」とい

う。） 

0.14 パーセント

以下であること。 
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【所見】 

No.4～7、13、14 について燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が 0.14 パーセントを超え、日本の技

術基準に適合しなかった。また、No.13、14 についてはすすの発生が見られ、日本の技術基準

に適合しなかった。 

 

No.4～6 が販売されている英国の基準は、日本の技術基準に比べ適合とする燃焼ガス中の一

酸化炭素濃度の上限値が高く、No.4～6 の製品は英国の基準を満たしている。 

 

No.7、13、14 が販売されている中国の技術基準は、日本と同等以上の基準を設けており、No.7、

13、14 は中国の燃焼ガス中の一酸化炭素濃度の技術基準にも適合しなかった。また、No.13、

14 のすすの発生についても中国の技術基準に適合しなかった。 
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［項目番号 20：各部の温度上昇(抜粋)］ 

通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。 

(1)  次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあっては、試験室の温度に同表の温度の

欄に掲げる温度を加えた温度 

 

測定箇所 温度（単位 度） 

乾電池の表面(注1) 20 

つまみ類 

  金属の部分 

  その他の部分 

 

25 

35 

手の触れるおそれのある部分（つま

み類を除く。）の表面 
105 

器具の床面、背面及び側面に面した

木壁の表面 
65 

 

(2)  器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点火ユニットの表面に

あっては試験室の温度に 50 度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあっては試験

室の温度に 35 度を加えた温度。ただし、次の基準に適合する場合には、これらの

温度を超えることを妨げない。 

 

   イ 器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁については、日本工業

規格 S2147(2009)カセットこんろの 6.14 機能部品の耐熱試験の 6.14.1 器具栓

に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、

技術上の基準の欄の 22 に適合すること。 

 

   ロ 点火ユニットについては、日本工業規格 S2147(2009)カセットこんろの 6.14

機能部品の耐熱試験の 6.14.2 点火ユニットに定める規格に適合する方法によ

り試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の 4に定める基

準に適合すること。 

 

   ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格 S2147(2009)カセットこんろの 6.14

機能部品の耐熱試験の 6.14.3 器具ガバナに定める規格に適合する方法により

試験を行い、試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の 8パー

セント以下であること。 

（注 1） 圧電素子により点火するものについては、乾電池の表面の測定は対象外である。 
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［項目番号 28：落下試験及び振動試験(抜粋)］ 

使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後、技術上の基準の欄の 19、

22 及び 23 に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。 

 

【所見】 

No.4、7、13 の燃焼状態試験については、項目番号 19 参照。 

No.18 については、使用上の支障のある欠陥が見られた。 

 

No.18 が販売されている中国の技術基準は、日本と同等の基準を設けており、No. 18 は中国

の技術基準にも適合しなかった。 

 

 

 

 

［項目番号 29：汁受け及びごとく反転防止(抜粋)］ 

組込型こんろは、汁受け及びごとくが誤った位置に取り付けられたとき、点火操作が

できないか又はなべ等が安定して載せられないものであること。 

 

【所見】 

No.10～14、16 については汁受け及びごとくが誤った位置に取り付けられたとき、点火操作

ができ、なべ等が安定して載せることができた。(No.10～12 は、直径 18cm なべまで) 

 

No.10～12 が販売されている韓国の技術基準では、日本と同等の基準を設けており、

No.10～12 は韓国の技術基準にも適合しなかった。 

 

No.13～14、16 が販売されている中国の技術基準では、日本と同等の基準を設けており、No.13

～14、16 は中国の技術基準にも適合しなかった。 
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［項目番号 30：燃焼器と容器の適正な接続(抜粋)］ 

組込型こんろの燃焼器と容器とは、容器の位置が適正でない場合接合することができ

ないこと。 

※No.12～15 の韓国の製品は接合方法が技術基準で定められた方法と異なるため、試験を省略

した。 

 

【所見】 

No.7～9 について、容器のフランジ切欠き部（凹部）を適正な位置から 60 度ずらした位置で

容器が装着された。 

60 度の位置で容器が装着された際に、機器本体に変形等が生じた可能性があることから、

120～360 度での試験については省略した。 

 

No.13～14 について、容器のフランジ切欠き部（凹部）を適正な位置から 60 度ずらした位置で容

器が装着された。（以下の写真参照） 

60 度の位置で容器が装着された際に、機器本体に変形等が生じた可能性があることから、

120～360 度での試験については省略した。 

 

No.7～9、13～14 が販売されている中国の技術基準は、日本と同等の基準を設けており、No.7

～9、13～14 は中国の技術基準にも適合しなかった。 
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2.3 参考 

 

日本と各国のテストガスの圧力 

 

日本のテストガスについては、機器本体の表示で指定された容器を使用して試験を行うた

め、テストガスの成分、圧力については技術基準で指定していない。 

 

表 4.3-9 米国のテストガス圧力 (単位：psi (kPa)) 

 

出典：CSA 

 

表 4.3-10 英国のテストガス成分・圧力 

 

出典：各規格 
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中国のテストガス成分については、「C4H10含有量は95%以上で、GB 9052.1の要件に適合さ

せる。」と中国の技術基準で定められているが、圧力については定められていない。 

 

 

表 4.3-11 韓国のテストガス成分・圧力 
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参考資料 

1．器具省令並びに液石省令の運用の抜粋 

  「器具省令」の別表第 3 の技術上の基準と及び「液石省令の運用」の技術的内容の関係を付表 1、3

及び 5のとおり抜粋して示す。また、及び「液石省令の運用」とＪＩＡが定める各検査規程の検査の方

法を付表 2、4及び 6のとおり抜粋して示す。また、検査の方法の欄に記している図表番号等について

は、補足資料１に詳細を示す。 

 

付表 1. 器具省令の技術上の基準と技術上の基準に示す性能を満たす技術的内容（開放式若しくは密閉式又

は屋外式ガスストーブ） 

技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目 

1 

一 

般 

要 

求 

事 

項 

(1) 安全原則 イ 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態

において、人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないよう設計され

るものとする。 

― 

ロ 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガ

ス器具等の安全性を確保するために、形状

が正しく設計され、組立てが良好で、か

つ、動作が円滑であるものとする。 

― 

(2) 安全機能

を有する設

計等 

イ 液化石油ガス器具等は、1(1) の原則を

踏まえ、危険な状態の発生を防止するとと

もに、発生時における被害を軽減する安全

機能を有するよう設計されるものとする。 

・10 立ち消え安全装置の炎検出部の機能 

・14(2)イロ 開放式の不完全燃焼防止機能 

・14(2)ハ 開放式の不完全燃焼防止機能の

改造防止 

ロ 液化石油ガス器具等は、1(2) イの規定

による措置のみによつてはその安全性の確

保が困難であると認められるときは、当該

液化石油ガス器具等の安全性を確保するた

めに必要な情報及び使用上の注意につい

て、当該液化石油ガス器具等又はこれに附

属する取扱説明書等への表示又は記載がさ

れるものとする。 

 

 
ハ 器具省令(注)の別表第一第十四号又は第

十六号の液化石油ガス器具等にあつては、

ガス漏れ又は地震による被害を防止するた

めの機能を有するよう設計されるものとす

る。 

 

(3) 供用期間

中における

安全機能の

維持 

 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス

器具等に通常想定される供用期間中、安全機

能が維持される構造であるものとする。 

・27 の 2 開放式のものの電装基板のはん

だ部の耐久性 

・32(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) 反復使用試

験 

(4) 使用者及

び使用場所

を考慮した

安全設計 

 液化石油ガス器具等は、想定される使用者

及び使用される場所を考慮し、人体に危害を

及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがな

いように設計されているものとする。 

・5 点火性能 

・14(1) 開放式の表示ガス消費量 

・14(2)ニ 開放式のものの不完全燃焼防止

機能の作動を知らせる機能 

・16(1) 密閉式及び屋外式のものの散水

時の消火 

・16(2) 密閉式及び屋外式のものの散水

後の点火性能 

・24(1) 液化石油ガスの取入部（迅速継

手と接続するもの）の着脱性 
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技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目  

(5) 耐熱性等

を有する部

品及び材料

の使用 

  液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガ

ス器具等に通常想定される使用環境に応じた

適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材

料が使用されるものとする。 

・1 耐熱性 

・2 耐食性 

・3 ほうろうバーナ－の強度 

・4 シール材、パッキン類、弁及びダイヤ

フラムの耐ガス性 

・15 密閉式のものの給排気部の気密性 

・22(2) 各部の温度上昇（部品に対する耐

熱性） 

・23 液化石油ガスの取入部（迅速継手と

接続するもの）の形状、寸法 

・24(2) 液化石油ガスの取入部（迅速継手

と接続するもの）の気密性 

・24(3) 液化石油ガス取入部（迅速継手と

接続するもの）の強度 

・25 ガスの取入部（ねじと接続するもの）

の適合性 

・34 金属網製の燃焼面の掃除 

・33(2) 断続燃焼試験（熱交換部） 

2 

危 

険 

源 

に 

対 

す 

る 

保 

護 

(1) 火災の危

険源からの

保護 

 液化石油ガス器具等には、発火又は発熱に

よつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないように、適切な構造の

採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の

措置が講じられるものとする。 

・22(1) 温度上昇（乾電池・液化石油ガス

の取入部・木壁） 

・26(1)(2)(3)(4) 液化石油ガス通路の気

密 

・33(1) 断続燃焼試験（液化石油ガス通

路の気密） 

(2) 火傷の防

止 

  液化石油ガス器具等には、通常の使用状態

において、人体に危害を及ぼすおそれがある

温度とならないこと、発熱部が容易に露出し

ないこと等の火傷を防止するための設計その

他の措置が講じられるものとする。 

・22(1) 各部の温度上昇（つまみ類・手の

触れるおそれのある部分） 

・30 放射体のガード 

(3) 液化石油

ガス器具等

自体又は外

部から加わ

る作用によ

つて生じる

機械的な動

作を原因と

する危害の

防止 

イ 液化石油ガス器具等には、それ自体が有

する不安定性による転倒、可動部又は鋭利

な角への接触等によつて人体に危害を及ぼ

し、又は物件に損傷を与えるおそれがない

ように、適切な設計その他の措置が講じら

れるものとする。 

・28 傾斜試験 

ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得

る外部からの作用により生じる危険源によ

つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないように、必要な強度

を持つ設計その他の措置が講じられるもの

とする。 

・7(3) 放電装置の電極の固定 

・17 密閉式のものの給排気筒トップ及び

屋外式のもののケーシングの防鳥構

造 

 

・29 放射体の固定 

・34 振動試験 

(4) 無監視状

態での運転

を考慮した

安全設計 

 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス

器具等に通常想定される無監視状態での運転

においても、人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないように設計され

ているものとする。 

・9 立ち消え安全装置の有無 
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技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目  

(5) 始動、再

始動及び停

止による危

害の防止 

イ 液化石油ガス器具等は、不意な始動によ

つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を

与えるおそれがないものとする。 

・6 点火動作が自動的に行われるもの及び

パイロットレスのものの安全に点火

することの確認 

・8(1)(2) 着火性能（確実な着火及び爆発

的着火の有無・火移り） 

・11(1) 立ち消え安全装置の閉弁(不点火

時の閉弁時間) 

・12(2) 再点火型立ち消え安全装置の閉

弁(不点火時の閉弁時間) 

ロ 液化石油ガス器具等は、動作が中断し、

又は停止したときは、再始動によつて人体

に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える

おそれがないものとする。 

・11(1) 立ち消え安全装置の閉弁（消火時

の閉弁時間(2 回目以降)） 

・11(2) 密閉式（強制給排気式）のものの

再点火時の安全性 

・12(1) 再点火型立ち消え安全装置の再点

火時の安全性 

・12(3) 再点火型立ち消え安全装置の閉弁

（消火時の閉弁時間(2 回目以降)） 

・13 交流電源を使用するものの停電後、

再通電時の安 

ハ 液化石油ガス器具等は、不意な動作の停

止によつて人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないものとする。 

・11(1) 立ち消え安全装置の閉弁(消火時

の閉弁時間(1 回目)) 

・12(3) 再点火型立ち消え安全装置の閉

弁（消火時の閉弁時間（1 回目）） 

(6) 異常燃焼

又は有害な

燃焼ガスの

発生による

危害の防止 

  液化石油ガス器具等は、通常の使用状態に

おいて、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生

により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないよう設計その他の措置

が講じられるものとする。 

・7(1) 放電装置の電極部の位置 

・18 燃焼状態試験（リフティング・消火・

逆火・すすの発生・ 理論乾燥燃焼ガ

ス中の一酸化炭素濃度） 

・19(1)(2) 密閉式のものの有風時の炎の

安定性及び燃焼ガス中の一酸化炭素

濃度 

・20 密閉式（共用給排気筒用）のものの有

風時の炎の安定性 

・21 屋外式のものの有風時の炎の安定性 

・33(3) 連続燃焼試験（逆火及び一酸化

炭素濃度） 

(7) 感電に対

する保護 

液化石油ガス器具等は、使用場所の状況及

び電圧に応じ、感電のおそれがないように、

次に掲げる措置が講じられるものとする。 

(イ) 危険な充電部への人の接触を防ぐこ 

と。 

・7(2) 放電装置の高圧配線の被覆 

(ロ) 接触電流は、人体に影響を及ぼさない

ように抑制されていること。 

・27 交流電源を使用するものの絶縁性 

 

(8) 絶縁性能

の保持 

 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態に

おいて受けるおそれがある内外からの作用を

考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁

性能が保たれるものとする。 

・16(3) 密閉式及び屋外式のものの散水

後の絶縁性 

・27 交流電源を使用するものの耐電圧性 

(9) ガス漏れ

による被害

の防止 

 器具省令(注)の別表第一第十四号の液化石

油ガス器具等は、通常の使用状態において、

ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するよ

うに設計されているものとする。 
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技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目  

(10) 地震に

よる被害の

防止 

 器具省令(注)の別表第一第十六号の液化石

油ガス器具等は、通常の使用状態において、

震度五相当以上の地震を検知したときに、遅

滞なくガスの通路を遮断するように設計され

ているものとする。 

 

3 

表 

示 

(1) 一般   液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報

及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に

消えない方法で表示されるものとする。 

・35 表示 

・35 の 2 開放式のものの場合の十分に換

気しないと死亡事故に至るおそれが

ある旨 

(2) 個別の規

定 

イ 3(1)の規定による表示には、次の(イ)か

ら(ニ)に掲げる液化石油ガス器具等の区分

に応じ、それぞれ(イ)から(ニ)に定める事

項を含むこと。 

(イ) 器具省令(注)の別表第一第一号から 

第七号までの液化石油ガス器具等  

届出事業者の氏名又は名称、法第四 

十七条第二項に規定する証明書の交付

を受けた国内登録検査機関又は外国登

録検査機関（以下「検査機関」と総称

する。）の氏名又は名称 

(ロ) 器具省令(注)の別表第一第八号から 

第十六号までの液化石油ガス器具等 

届出事業者の氏名又は名称 

(ハ) 器具省令(注)の別表第一第五号の液 

化石油ガス器具等 

使用すべきふろがまの型式 

(ニ) 器具省令(注)の別表第一第十号及び 

第十三号の液化石油ガス器具等のう

ち、開放式のもの 

原則として赤系色の 20 ポイント以 

上の大きさの文字で「十分な換気をし

ないと死亡事故に至るおそれがあ

る。」旨の警告 

 

ロ 3(2)イ(イ)又は(ロ)の規定により表示す

べき届出事業者又は検査機関の氏名又は名

称については、その者が経済産業大臣の承

認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場

合に限り、その承認を受けた略称(別表第

一第十三号の液化石油ガス器具等であつ

て、開放式のもののうち容器が組み込まれ

る構造のものにあつては、略称又は記号)

又は届け出た登録商標(商標法（昭和三十

四年法律第百二十七号)第二条第五項の登

録商標をいう。)を用いることができる。 

ハ 3(2)イ(ハ)の規定により表示すべきふろ

がまの型式は、経済産業大臣の承認を受け

た場合は、使用すべきふろがまの表示を当

該ふろバーナーに添付する書面に記載する

ことができる。 

(注) 器具省令とは、「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令」をいう。 
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付表 2．液石省令の運用とガス暖房機器検査規程の検査の方法 

項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１．耐熱性 １． 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化

石油ガスの通る部分（ダイヤフラム、パッキン類、

シール材その他の気密保持部材は除く。）、熱交換部

及び空気調節器は、温度５００度において溶融しな

いこと。ただし、液化石油ガスの取入部が技術的内

容の欄の２３の図１又は図２の形状のものの液化

石油ガスの取入部については、温度３５０度におい

て溶融しないこと。 

 融点が明確でない材料については、試料   をガス炉又は

電気炉の中に入れ、炉内の温    度を技術上の基準の各

項に示す温度まで徐々に上げた後、当該規定温度に１時間

保ち、溶融のないことを目視又は温度上昇記    録など

により確認すること。 

２．耐食性 ２．液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、

排ガスの通る部分、密閉式のものの給排気部及び屋

外式のもののケーシングは、日本工業規格Ｓ２０９

２（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表

５耐食性のある金属材料に定める規格に適合する

材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料

又は表面に耐食処理を施した金属で製造されてい

ること。 

２について 

「表面」とは、液化石油ガスの通る部分（バ

ーナー及びノズル以外の部分に限

る。）、器具栓、屋外式のもの及び密閉式

のもののケーシング並びに密閉式のも

のの給排気部にあっては外面を、排ガ

スの通る部分にあっては内面を、バー

ナー、ノズル、熱交換部及び空気調節器

にあっては内面及び外面をいう。 

（１）JIS Z 2371(塩水噴霧試験方法）の５.装置及び９．

試験条件に適合する装置及び試験条件において同規

格４.試験用の塩溶液に規定する塩溶液を24時間噴霧

した後、腐食のないこと又は JIS Z 2371 の 13．試験

結果の表し方 a)腐食面積によってレイティングナン

バ9.8から６までの腐食面積率であることを確認する

こと。ただし、JIS Z 2371 の４.及び９.については、

中性塩水噴霧試験を適用する。 

（２）塗装した試験片（寸法 130 ㎜×100 ㎜）の表面に片

刃かみそりによって５Ｎの押圧で図５に示すクロス

カットを入れ、試験片の端面をシールし、(2) と同じ

方法により 24 時間噴霧した後、クロスカットライン

の周囲 2.5 ㎜幅及び端面周囲 10㎜幅以外の部分にお

けるさび、膨れのないことを確認すること。次に水洗

いし、室温で 24 時間乾燥したのち、クロスカットの

１ラインに JIS Z 1522（セロハン粘着テープ）に規定

するテープ幅 12 ㎜のセロハン粘着テープを貼りこれ

を塗装面に直角の方向に引き剝がした際のクロスカ

ットライン周囲 2.5 ㎜幅以外の部分に、剥離のないこ

とを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

３．ほうろうバー

ナ－の強度 

３．ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーに

あっては、衝撃に耐えること。   

３について 

「衝撃に耐える」とは、日本工業規格Ｓ２

０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の

試験方法の表１９材料試験中４鋼球衝撃

試験を行ったとき、ほうろうの剥離が生じ

ないことをいう。 

バーナの大きさに応じた木製の台上にバーナを固定し、バ

ーナの最も平らな部分に JIS B 1501（転がり軸受－鋼球）

に規定する呼び 1 7/16（質量約 200g)の鋼球を 300mm の高

さから力を加えずに落とし、ほうろう部分の剝離のないこ

とを確認すること。 

４．シール材、パッ

キン類、弁及びダ

イヤフラムの耐ガ

ス性 

４．液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、

パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガス

に侵されないものであること。 

 

４について 

「液化石油ガスに侵されない」とは、日本

工業規格Ｓ２０９２（２０１０）家庭用

ガス燃焼機器の構造通則の５．２材料

一般ｂ）に適合していることをいう。 

４※ 

（１）あらかじめ質量を測定した１個の試料を温度５℃以

上２５℃以下のｎ－ペンタン中に７２時間以上浸せき

した後、ｎ－ペンタンから取り出し、２４時間大気中に

放置した後、１個の試料の質量を測定し、次式によって

質量変化率を算出し確認すること。また、使用上支障の

ある変質、変形のないことを目視などにより確認するこ

と。 

 

試験後の   試験前の 

質量（ｇ）  質量（ｇ） 

質量変化率(％)＝                         ×100 

            試験前の質量（ｇ） 

 

 

（２）シール材については、ガスの通る部分の必要箇所に

適切に塗布されていること、及び項目２２に定める試験

前後に、検査の方法の欄の２６に定める試験を行い、技

術上の基準の欄の２６に適合することを確認すること。 

（３）ゴム製のパッキン類、弁及びダイヤフラムについて

は、項目２２に定める試験前後に、検査の方法の欄の２

６に定める試験を行い、技術上の基準の欄の２６に適合

することを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

５．点火性能 ５．乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行

うものにあっては、通常の点火操作を１０回繰り返

したとき８回以上点火し、かつ、連続して点火しな

いことがないこと。 

５について 

「通常の点火操作」とは、日本工業規格Ｓ

２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機

器の試験方法の表１３電気点火性能試

験中３試験方法ｃ）の操作をいう。 

５  

（１）機器の設置状態及び使用状態 

機器を補足資料１イ（３）（イ）及び（ロ）と同様の

状態とする。 

なお、器具栓、ガス量調節装置などは、ガス消費量が

最も多い状態とし、空気量を調節して使用するバーナー

については、良好な燃焼状態に調節して使用する。 

（２）試験の条件 

試験ガスの条件をＰ－１及びＰ－３又は３－１及び

３－３、電源の条件を乾電池を使用するものは公称電圧

（表示電圧）の７０％の電圧（点火しなくなるものにあ

っては、点火する最低の電圧とする。）、交流電源を使用

するものは定格周波数で定格電圧の９０％の電圧とす

る。 

（３）試験方法 

取扱説明書などに示す点火の方法又は次の方法によ

って技術上の基準に定める回数の点火操作を繰り返し

行い、点火の回数、炎のあふれ及び爆発的に点火しない

ことを確認すること。 

イ あらかじめ数回の予備試験を行う。 

ロ 点火操作ごとに、電気点火装置及びバーナーを室温

に近い状態とする。 

ハ １回の点火操作及び速さは、点火源の発生構造によ

って、原則として次による。 

（イ）圧電点火方法で単発のものは、１操作１回と

し、１回の点火操作の速さは、原則として約０．

５～１秒とする。 

（ロ）圧電点火方式で連続回転式は、１回転を１回とし、

１回の点火操作の速さは、原則として約０．５～１

秒とする。 

（ハ）乾電池又は交流電源を用いた連続放電点火方式及

びヒータ点火方式は、“点火”の位置などの操作位

置で２秒間保持することをもって１回とする。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

６．点火動作が自

動的に行われる

もの及びパイロ

ットレスのもの

の安全に点火す

ることの確認 

６．点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が

自動的に行われないものでパイロットバーナーを

有しないものにあっては、通常の使用状態（試験室

の温度が５度から３５度の間の状態をいう。以下開

放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項にお

いて同じ。）において点火したとき、爆発的に点火し

ないこと。 

６について 

「爆発的に点火しない」とは、点火したと

きの炎がケーシング外にあふれ出ない

こと及び点火したときに発する騒音が

８５デシベルを超えないことをいう。 

６ 検査の方法の欄の５に定める方法により点火操作を

行い、目視などにより確認すること。 

７．放電装置の電

極部の位置、高

圧配線の被覆、

電極の固定 

７． 放電装置を用いて点火を行うものにあっては、次

に掲げる基準に適合すること。 

（１）通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が

触れないものであること。 

（２）放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗

が５０メグオーム以上ある絶縁物により被覆され

ていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれ

のない部分の電気配線については、非充電金属部と

の間に電極間隙以上の距離が保持されていれば足

りる。 

（３）電極は、位置及び電極間隙が容易に変化しない

ように固定されていること。 

７について 

「電極部に常時黄炎が触れない」とは、日

本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭

用ガス燃焼機器の試験方法の表１０の

試験条件とし、１５分間燃焼したとき、

電極部に黄炎が１分間に３０秒以上連

続して触れていないことをいう。 

７ 

  

（１）目視などにより確認すること。 

 

（２）被覆については５００Ｖ絶縁抵抗計を用いて絶縁性

を確認すること。 

空間距離については目視などにより確認すること。 

 

 

 

（３）目視などにより確認すること。 

８．着火性能（確実

な着火及び爆発

的着火の有無・

火移り） 

８．通常の使用状態において、メーンバーナーへの

着火操作を行ったとき、次に掲げる基準に適合する

こと。 

（１）確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこ

と。 

（２）１点に着火した後、４秒以内にすべての炎口

に着火すること。 

８について 

（１）「確実に着火」とは、５回行って５

回とも着火することとする。 

（２）「爆発的に着火しない」とは、着火

したとき炎がケーシング外にあふれ出

ないこと及び着火時に発する騒音が８

５デシベルを超えないことをいう。 

８ 機器を補足資料１イ（３）（イ）及び（ロ）と同様の状

態並びに試験の条件を付表⑥として、次の項目について

確認すること。 

なお、空気調節器を使用するものは、各試験項目ごと

に適切な開度に調節して行うこと。 

 

電気点火装置によって直接点火するものはその装置

によって点火し、点火バーナー又はパイロットバーナー

によって点火するものはそれによって点火し、次によ

る。 

イ メーンバーナーの一端（炎口）に着火してから全炎

口に確実に火移りすることを確認すること。 

ロ 爆発的に着火しないことを確認すること。 

ハ 点火パイロットバーナー又はパイロットバーナー

があるものは、そのバーナーからメーンバーナーの一

端への着火が容易であることを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

９．立ち消え安全

装置の有無 

９．立ち消え安全装置を有すること。  ９ 目視などにより確認すること。 

１０．立ち消え安

全装置の炎検出

部の機能 

１０．立ち消え安全装置は、炎の検出部が機能しなか

ったとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動

的に閉ざすこと。 

１０について 

「炎の検出部が機能しなかったとき」と

は、熱電対式のものにあっては起電力

が起きない状態、膨張式のものにあっ

てはその膨張機構が弁を操作しない状

態、フレームロッド式のものにあって

は電流が流れない状態及び電極部が短

絡した状態、光電式のものにあっては

電流が流れない状態をいう。 

１０ 炎検出部に損傷を与えて、バーナーへのガス通路

が閉ざされることを確認すること。 

 

１１．立ち消え安

全装置の閉弁 

１１．立ち消え安全装置（再点火型立ち消え安全装

置を除く。）は、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）パイロットバーナー等に点火しなかった時及

びバーナーが消火した時から２．５分以内に閉弁

すること。 

（２）密閉式のもののうち強制給排気式のものにあ

っては、バーナーが消火した後、再び点火操作を

したとき爆発的に点火しないこと。 

１１について 

「爆発的に点火しない」とは、点火した

ときの炎がケーシング外にあふれ出ない

こと及び点火したときに発する騒音が８

５デシベルを超えないことをいう。 

１１  

（１） 

イ 点火時に不点火した場合の閉弁時間 

試験ガスの条件の圧力記号２に相当する圧力の空

気を送り、通常の点火操作を行い、安全装置の弁が開

弁したときから閉止するまでの時間を確認するこ

と。 

ロ 消火した場合の閉弁時間 

試験ガスの条件をＢ－１又は１－１としてバーナ

ーに点火し、１５分以後にいったん消火させ、引き続

き消火したままパイロットバーナーなどへガス又は

試験ガスの条件の圧力記号１に相当する圧力の空気

を流し続ける操作を行い、消火したときから安全装

置の弁が閉止するまでの時間又は安全装置の弁が開

弁したときから閉止するまでの時間を確認するこ

と。 

（２） 試験対象外のため省略する。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１２．再点火型立

ち消え安全装置

の閉弁及び再点

火時の安全性 

１２．再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基

準に適合すること。 

（１）バーナーが消火したとき、パイロットバーナ

ー等に爆発的に再点火しないこと。 

（２）パイロットバーナー等に再点火しなかった場

合には、点火操作をした時から１分以内に閉弁す

ること。 

（３）バーナーが消火した場合には、バーナーが消

火した時から１分以内に閉弁すること。 

１２について 

「爆発的に再点火しない」とは、バーナ

ーを消火したときに再びパイロットバー

ナー等に点火し、かつ、ケーシング外に

炎があふれないこと及び再点火時に発す

る騒音が８５デシベルを超えないことを

いう。 

１２ 試験対象外のため省略する。 

１３．交流電源を

使用するものの

停電後、再通電

時の安全性 

１３．交流電源を使用するものであって、停電の際

パイロットバーナー等の炎が消えるものにあって

は、再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガ

スの通路が自動的に開かないこと又はパイロット

バーナー等に再び自動的に点火すること。 

１３について 

「再び通電したとき、バーナーへの液化

石油ガスの通路が自動的に開かないこと

又はパイロットバーナー等に再び自動的

に点火する」とは、バーナーに点火した

後に電源回路を開いたときバーナーへの

液化石油ガスの通路が閉じ、１．５分以

内に再び電源回路を閉じたときバーナー

への液化石油ガスの通路が自動的に開か

ないこと又はパイロットバーナー等に再

び自動的に点火することをいう。 

１３ 機器の使用状態を 検査の方法の欄の８と同様の状

態とし、試験ガスの条件をＳ－２としてバーナーに点

火し１５分以後に、次に示す時間だけ停電させた時及

び再通電した時に、安全性に支障のないことを確認す

ること。 

    （ａ） ０．０５秒間 

    （ｂ） ０．５ 秒間 

    （ｃ） １８０ 秒間 

１４．開放燃焼式

の要件 

１４．開放式のものにあっては、次に掲げる基準に

適合すること。 

（１）技術的内容の欄の３５の規定により表示され

た液化石油ガス消費量（以下開放式若しくは密閉

式又は屋外式ストーブの項において「表示液化石

油ガス消費量」という。）が７キロワット以下であ

ること。 

（２）不完全燃焼を防止する機能であって、次のイ

及びロに掲げる機能（以下開放式若しくは密閉式

又は屋外式ストーブの項において「不完全燃焼防

止機能」という。）を有すること。また、当該機能

に係る装置は、ハ及びニに掲げる基準に適合する

こと。 

 １４  

 

（１）表示ガス消費量を、表示により確認すること。 

 

 

 

 

（２） 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

 イ 機器の周囲の酸素濃度が低下したとき、燃焼ガス

中の一酸化炭素濃度が０．０５パーセント以下で

バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざ

すこと。 

 

 

 

ロ メーンバーナーの一次空気吸引口が閉塞して燃焼

ガス中の一酸化炭素濃度が０．０５パーセント以

上になる状態において、バーナーに点火したとき

から９０秒以内にバーナーへの液化石油ガスの通

路を自動的に閉ざすこと。 

 

 

 

ハ 装置が正常に機能しなかったとき、バーナーへの

液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであ

り、かつ、当該装置は容易に改造できない構造で

あること。 

 

 

 

 

ニ 強制対流型のものにあっては装置が作動したこと

を知らせる機能を有すること。 

 イ ガス消費量が最も多い状態において、試験ガスの

条件をＢ－１又は１－１としてバーナーに点火し、

酸素濃度を徐々（１０分間に １．５％以下の速

度。ただし、試験結果に影響を及ぼさない場合はこ

れによらなくてもよい。）に低下させ安全装置が作

動したときの燃焼ガス中のＣＯ％を測定する。 

  また、自動的に再びガス通路が開かないことを確

認すること。 

ロ 燃焼ガス中のＣＯ％が０．０５％に達するまで一

次空気吸引口を閉そくした状態で、バーナーに点火

し９０秒以内に安全装置が働くかどうかを調べる。 

    また、自動的に再びガス通路が開かないことを確

認すること。 

     なお、一次空気吸引口を全閉したとき０．０

５％に達しないものはその状態での燃焼ガス中のＣ

Ｏ％を測定する。 

ハ 不完全燃焼防止装置の検知部に損傷を与え、バー

ナーへのガス通路が閉ざされることを確認するこ

と。また、不完全燃焼防止装置と制御基板との接続

部にあっては、特殊工具又は専用端子などを使用し

ないと接続できない構造であることを目視などによ

り確認すること。 

  ただし、接続部が特殊工具で固定するボックスな

どで保護されている構造であってもよい。 

二 検査の方法の欄の１４（２）イ及びロのそれぞれに

おいて、目視により確認すること。 

１５．密閉式のも

のの給排気部の

気密性 

１５．密閉式のものの給排気部は、気密性を有する

こと。 

１５について 

「気密性を有する」とは、日本工業規格

Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス暖房

機器の表３性能及び試験方法中の気密構

成部の気密（密閉式に適用）の性能を満

たすことをいう。 

１５ 試験対象害のため省略する。 
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１６．密閉燃焼式

のもののうち外壁

用のもの及び屋外

式のものの散水試

験 

１６．密閉式のもののうち外壁用のもの及び屋外式

のものにあっては、通常の使用状態において散水

したとき、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）散水中、バーナーが消火しないこと。 

（２）乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火

を行うものにあっては、散水終了後、技術的内容

の欄の５に定める基準に適合すること。 

（３）交流電源を使用するものの充電部と非充電金

属部との間は、散水終了後、１メグオーム以上の

絶縁抵抗を有すること。 

 １６ 試験対象外のため省略する。 

１７．密閉式のも

のの給排気筒ト

ップ及び屋外式

のもののケーシ

ングの防鳥構造 

１７．密閉式のもののうち外壁用のものの給排気筒

トップ及び屋外式のもののケーシングは、鳥等の

異物が入らない措置が講じられていること。 

 １７ 試験対象外のため省略する。 

１８．燃焼状態試

験（リフティン

グ・消火・逆火・

すすの発生・ 理

論乾燥燃焼ガス中

の一酸化炭素濃

度） 

 １８．通常の使用状態において、次の表の事項の

欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に

適合すること。 

事項 基準 

リフティング ないこと。 

消火 ないこと。 

逆火 ないこと。 

すすの発生 黄炎の熱交換部への接触及

びすすの発生がないこと。 

燃焼ガス中の一

酸化炭素濃度 

開放式のものにあっては、

０．０３パーセント以下で

あること。 

密閉式又は屋外式のものに

あては、０．１４パーセン

ト以下であること。 

（注）開放式のものにあっては、液化石油ガス量が

最小になる状態においても上表の基準の欄に掲げ

る基準に適合すること。 

１８について 

（１）リフティングがないこととは、点

火１５秒後において、炎口から離れる

炎がノズルに対応したバーナーごとに

１／３を超えないことをいう。 

（２）消火がないこととは、点火１５秒

後において、ノズルに対応したバーナ

ーごとに炎が消滅することがないこと

をいう。 

（３）逆火がないこととは、点火して３

０分経過するまでの間炎がバーナー内

部で燃焼している状態にならないこと

及び逆火による消火がないことをい

う。 

（４）黄炎の熱交換部への接触がないこ

ととは、点火して３０分経過するまで

の間黄炎が熱交換部に接触する状態が

任意の１分間のうち３０秒以下である

ことをいう。 

１８ 機器を補足資料１イ（３）（イ）及び（ロ）と同様の

状態並びに試験の条件を付表⑥として、次の項目につい

て確認すること。 

 

 

（１）リフティング 

バーナーに点火し、１５秒以後に目視により確認す

ること。 

 

（２）消火 

バーナーに点火し、１５秒以後に目視により確認す

ること。 

 

（３）逆火 

バーナーに点火後、３０分経過するまで目視により

確認すること。 

 

（４）黄炎の接触 

バーナーに点火し、３０分経過するまで目視などに

より確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

  （５）すすの発生がないこととは、点火

して３０分経過するまでの間（ただし

点火時を除く。）熱交換部にすすが付着

しないことをいう。 

 

（５）すすの発生 

バーナーに点火し、３０分経過するまで目視などに

より確認すること。 

 

（６）ＣＯ％ 

バーナーに点火し、１５分後に機器の燃焼ガス排出

部全面にわたってできるだけ平均に燃焼ガス及び給気

口雰囲気を採取し（燃焼ガス採取方法は付図②に示す

方法による）乾燥燃焼ガス中のＣＯ濃度及びＯ２濃度

並びに給気口雰囲気中のＯ２濃度を測定し、次式によ

り算出し確認すること。 

Ｏ２t 
ＣＯ＝ＣＯa ×――――――― 

 Ｏ２t－Ｏ２a 

ただし、試験ガスの成分が確認されている場合に

は、乾燥燃焼ガス中のＣＯ濃度及びＣＯ２濃度並びに

給気口の雰囲気中のＣＯ２濃度を測定し、次式により

算出してもよい。 

ＣＯ２max 
ＣＯ＝ＣＯa ×――――――――― 

ＣＯ２a－ＣＯ２t  

 ここに、 

  ＣＯ  ：理論乾燥燃焼ガス中のＣＯ濃度（体積％） 

  ＣＯa   ：乾燥燃焼ガス中のＣＯ濃度測定値（体積％） 

  Ｏ２t    ：給気口雰囲気中（乾燥状態）のＯ２濃度 

測定値（体積％）（新鮮空気の場合は、Ｏ２

＝２１％） 

  Ｏ２a    ：乾燥燃焼ガス中のＯ２濃度測定値（体積％） 

  ＣＯ２max：理論乾燥燃焼ガス中のＣＯ２濃度（体積％） 

  ＣＯ２a  ：乾燥燃焼ガス中のＣＯ２濃度測定値 

（体積％) 

  ＣＯ２t  ：給気口雰囲気中（乾燥状態）のＣＯ２濃度

測定値（体積％） 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１９．密閉燃焼式

のもののうち共

用給排気筒用の

もの以外のもの

の有風時の燃焼

状態 

１９．密閉式のもののうち共用給排気筒用のもの以

外のものにあっては、通常の使用状態において、

次に掲げる基準に適合すること。 

（１）給排気筒トップに風速１５メートル毎秒以下

（チャンバー用のものにあっては、風速１０メー

トル毎秒以下）の風を受けたとき、消火、逆火又

は炎のあふれがないこと。 

（２）給排気筒トップに風速５メートル毎秒の風を

受けたとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が０．

２８パーセント以下であること。 

 １９ 試験対象外のため省略する。 

２０．密閉燃焼式

のもののうち共

用給排気筒のも

のの降下風時の

炎の安定性 

２０．密閉式のもののうち共用給排気筒用のものに

あっては、通常の使用状態において、風速１メー

トル毎秒以下の降下風を受けたとき、消火、逆火

又は炎のあふれがないこと。 

 ２０ 試験対象外のため省略する。 

２１．屋外式のも

のの有風時の炎

の安定性 

２１．屋外式のものにあっては、通常の使用状態に

おいて、給気部及び排気部に風速１５メートル毎

秒以下の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあ

ふれがないこと。 

 ２１ 試験対象外のため省略する。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

２２．各部の温度

上昇 

２１．通常の使用状態において、各部の温度が次に

掲げる温度を超えないこと。なお、強制対流型の

もので停電の際メーンバーナーへの液化石油ガス

の通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあっ

ては、停電の際においても同様とする。 

（１）次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあ

っては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる

温度を加えた温度 

  

測定場所 温度 

（単位 度） 

乾電池の表面 ２０ 

つまみ類  

金属の部分 ２５ 

その他の部分 ３５ 

手の触れるおそれのある部

分（つまみ類 及び排ガス排

出部を除く。）の表面 

１０５ 

液化石油ガスの取入部（ね

じにより管と 接続されるも

のを除く。）の表面 

２０ 

機器の下面（つり下げ型の

ものにあって は、上面）、

背面及び側面に面した木壁 

の表面 

６５ 

壁貫通部の表面  

 
６５ 

（２）液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニット

の表面にあっては試験室の温度に５０度を加えた

温度、器具ガバナーの表面にあっては試験室の温

度に３５度を加えた温度ただし、次の基準に適合

する場合には、これらの温度を超えることを妨げ

ない。 

２２について 

（１）「各部の温度」の測定は、日本工業

規格Ｓ２１２２（２０１０）家庭用ガス

暖房機器の表３性能及び試験方法中の

平常時温度上昇に定める方法により行

うこととする。 

（２）「木壁」とは、日本工業規格Ｓ２０

９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の

試験方法の図３木台及び木壁表面温度

測定装置における木壁をいう。 

 

２２ 

（１） 

イ 機器の設置状態 

機器を付図④に示す測温板に機器と測温板との間

隔が、付表➇に示す寸法となるように、製造業者の指

定する要領で設置する。 

なお、測温板との間隔について、火災予防上有効な

措置が施されたもので、製造業者の指定する間隔が付

表➇に規定する寸法未満である場合は、その指定の条

件によること。 

ロ 機器の使用状態 

機器を補足資料１イ（３）（ロ）と同様の使用状態

とし、消費するガス量が最も多い使用状態とする。強

制対流式機器で、対流用送風機の風量が調節できるも

のは、最小風量の状態とする。なお、強制対流式機器

で、停電の際ガス通路が閉じないものについては、停

電の 

状態についても行う。 

ハ 試験の条件 

機器の各部の温度上昇試験については、試験ガスの

条件をＰ－２又は１－２とする。また、機器周囲の木

壁、木台などの温度上昇試験については、Ｂ－１又は

１－１とする。 

ニ 測温方法 

機器の各部については、バーナーに点火してから１

時間とし、機器周囲の木壁などについては、引き続き

１時間とする。 

 

（２）機能部品の耐熱試験 
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 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格

Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試

験方法の表１６機能部品の耐熱試験の１ガス閉止

弁（器具栓を含む。）に定める規格に適合する方法

により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、か

つ、技術的内容の欄の２６（４）（器具栓にあって

は、技術的内容の欄の２６（３））に定める基準に

適合すること。 

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ２０

９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法

の表１６機能部品の耐熱試験の２点火ユニット

（圧電素子ユニットを含む。）に定める規格に適合

する方法により試験を行い、変形及び変色がな

く、かつ、技術的内容の欄の５に定める基準に適

合すること。 

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格Ｓ２０

９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法

の表１６機能部品の耐熱試験の３器具ガバナに定

める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱

試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調

整圧力の５パーセントに３０パスカルを加えた値

以下であること。 

 イ 器具栓を含むガス閉止弁 

試料を付表⑩の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内

に入れ、２４時間放置した後、取り出して放冷し、試

料が室温とほぼ同じ温度になってから、次によるこ

と。 

（イ）検査の方法の欄の２６により確認すること。 

（ロ）操作することにより開閉が容易であることを

確認すること。 

 

ロ 点火ユニット（圧電素子を含む。) 

試料を付表⑩の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内

に入れ、２４時間放置した後、取り出して放冷し、試

料が室温とほぼ同じ温度になってから、操作などによ

り使用上支障のないこと及び検査の方法の欄の５に

より確認すること。 

 

 

ハ 器具ガバナー 

試料を付表⑩の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内に

入れ、２４時間放置した後、取り出して放冷し、試料

が室温とほぼ同じ温度になってから、次によること。 

（イ）検査の方法の欄の２６により確認する。 

（ロ）試験ガスの条件をＳ－１又はこれと同じ圧力

の    空気を用い、機器の表示ガス消費量

に相当する量のガス又は空気を流した状態で試

験前と試験後の調整圧力（二次圧力）を測定

し、調整圧力の変化を確認する。 

ΔＰ ＝ Ｐ２ －Ｐ１ 

ここに、 

ΔＰ ： 試験前後の調整圧力の差（ｋＰａ） 

Ｐ１ ： 試験前の調整圧力（ｋＰａ） 

Ｐ２ ： 試験後の調整圧力（ｋＰａ） 
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２３．液化石油ガ

ス[ガス]の取入部

（迅速継手と接続

するもの）の形

状、寸法 

２３．液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続さ

れるもの以外の 

ものにあっては、液化石油ガスの取入部は、図１又は

図２の形状であること。 

２３について 

図１における「φ３．１±０．１」は、

プラグの弁を押すための棒の最大外接円

の径を示し、当該棒がプラグの弁に接触

する面から１ミリメートル以内の部分と

する。 

 

２３ 形状については目視により、寸法についてはノギ

ス、マイクロメータ、投影機などにより測定し確認す

ること。 
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２４．液化石油ガ

ス[ガス]の取入

部（迅速継手と

接続するもの）

の着脱性、気密

性及び、強度 

２４．液化石油ガスの取入部が技術的内容の欄の２

３の図１及び図２の形状のものにあっては、次に

掲げる基準に適合すること。 

（１）プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実

にできるものであること。 

（２）プラグ又はソケットを接続した状態におい

て、プラグ又はソケットに１０ニュートン・セン

チメートルのねじり力又は１００ニュートンの引

張力若しくはせん断力がかかったとき、４．２キ

ロパスカルの圧力において気密性を有すること。 

（３）プラグ又はソケットを接続した状態におい、

接続部に１５０ニュートンの引張力又はせん断力

がかかったとき、プラグ又はソケットが抜けず、

かつ、使用上支障がある欠陥を生じないこと。 

 ２４ 

 

 

（１）接続プラグ及び接続ソケットの着脱操作をそれぞれ

３回行い確認すること。 

（２）プラグとソケットを接続して、接続したプラグ又は

ソケットの接続部に１０Ｎ・ｃｍの回転力を加えた状

態、接続部の軸方向に１００Ｎの引張荷重を加えた状態

及び軸方向と直角の方向に１００Ｎの引張荷重を加え

た状態のそれぞれにおいて、４．２ｋＰａの空気圧を加

え、接続部からの外部漏れ量を測定し、１時間当たりの

漏れ量を算出し確認すること。 

（３）プラグとソケットを接続して、接続したプラグ又は

ソケットの接続部に軸方向及び軸方向と直角の方向に 

１５０Ｎの引張荷重をそれぞれ加え離脱しないことを

確   認すること。 

  プラグ又はソケットの着脱を３回行い、着脱が円滑か

つ確実であることを確認すること。 

  また、引張荷重を加えない状態において４．２ｋＰ

ａの空気圧を加え、接続部からの外部漏れ量を測定

し、１時間当たりの漏れ量を算出し確認すること。 

２５．ガスの取入

部（ねじと接続

するもの）の適

合性 

２５．液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続

されるものにあっては、日本工業規格Ｂ０２０３

（１９９９）管用テーパねじに定める規格に適合

するねじを使用すること。 

 ２５ 試験対象外のため省略する。 

２６．液化石油ガ

ス[ガス]通路の

気密 

２６．液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準

に適合すること。 

（１）液化石油ガスの取入部から器具栓の出口まで

の部分にあっては、４．２キロパスカルの圧力に

おいて器具栓の出口以外の部分から液化石油ガス

が漏れないこと。 

（２）器具栓の出口から炎口までの部分にあって

は、通常の使用状態において、炎口以外の部分か

ら液化石油ガスが漏れないこと。 

 ２６ 

 

（１）ガス取入部から器具栓の出口までの部分について、

４．２ｋＰａの空気圧を加えて外部漏れのないことを確

認すること。 

（２）試験ガスの条件をＳ－１として、バーナー及び点火

バーナーのそれぞれに又は同時に点火し、試験火などで

各部からの外部漏れのないことを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

 （３）器具栓にあっては、栓を閉じたとき、４．２

キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ

量が毎時７０ミリリットル以下であること。 

（４）器具栓以外の遮断弁にあっては、弁を閉じた

とき、４．２キロパスカルの圧力における液化石

油ガスの漏れ量が毎時５５０ミリリットル以下で

あること。 

 （３）器具栓を閉じた状態で、ガスの取入部に精密ガス流

量計を接続し、その入口側から、４．２ｋＰａの空気圧

を加えて、漏れ量を測定し、これから１時間当りの漏れ

量を算出し確認すること。 

 

 

 

（４）ガス閉止弁を閉じた状態で、ガスの取入部に精密ガ

ス流量計を接続し、その入口側から４．２ｋＰａの空気

圧を加えて、漏れ量を測定し、これから１時間当りの漏

れ量を算出し確認すること。 

２７．交流電源を

使用するものの

絶縁性及び耐電

圧性 

２７．交流電源を使用するものの充電部と非充電金

属部との間は、１メグオーム以上の絶縁抵抗を有

し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効

な耐電圧性を有すること。 

２７について 

「有効な耐電圧性を有する」とは、日本

工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用

ガス燃焼機器の試験方法の表２０電気関

係試験中２耐電圧試験に定める方法によ

り試験を行ったとき、電気回路に異常の

ないことが確認できることをいう。 

２７  

（１）絶縁抵抗 

    検査の方法２２の試験前において、直流 ５００Ｖ絶

縁抵抗計によって充電部とアースするおそれのある非

充電金属部との間の絶縁抵抗を測定し確認すること。 

（２）耐電圧 

  充電部とアースするおそれのある非充電金属部との

間に、付表⑪に示す交流電圧を連続して１分間加えた後

（１）に定める試験を行い、絶縁抵抗が１ＭΩ以上であ

ること及び電気回路に異常のないことを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

２７の２．開放式

のものの電装基

板のはんだ部の

耐久性 

２７の２．開放式のものであって電装基板を有する

ものにあっては、当該基板のはんだ部は通常使用

時の温度変化に耐えること。 

２７の２について 

「通常使用時の温度変化に耐える」とは、

日本工業規格Ｓ２１２２（２０１０）家

庭用ガス暖房機器の表３性能及び試験

方法中の電気部（電子制御装置をもつ

ものに適用）のはんだの耐久性の性能

を満たすことをいう。 

２７の２  

電装基板を、日本工業規格Ｃ００２５（１９８８）

環境試験方法（電気・電子）温度変化試験方法の２．

試験Ｎａ：温度急変に定める規格に適合する方法によ

り試験を行い、試料中の全ての確認箇所について付表

⑫が７未満であること。 

試験条件は次に示すとおりとする。 

 

低温ＴＡ －４０℃ 

高温ＴＢ １００℃ 

放置時間ｔ１ ３０分 

サイクル数２００回 

 

ただし、製造事業者の指定する試験条件が次に示す

内容の場合、上記の試験条件を次に示す内容とするこ

とができる。 

 

低温ＴＡ －４０℃ 

高温ＴＢ ８０℃ 

放置時間ｔ１ ３０分 

サイクル数３００回 

２８．傾斜試験 ２８．移動して使用できるものにあっては、いずれ

の方向に傾けても 

２０度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変

化しないこと。 

 ２８ 機器を試験台の上に水平に置き、機器設置面を

徐々に傾斜させ、転倒及び火災のおそれのある部分又は

附属部品の移動又は脱落などのないことを確認するこ

と。 

２９．放射体の固

定 

２９．放射方向が変えられるものにあっては、使用

中自然に動かないように放射体を固定できるこ

と。 

 ２９ 目視により確認すること。 

３０．放射体のガ

ード 

３０．放射型のものにあっては、放射体に直接人の

手が触れることのない構造であること。 

３０について 

「放射体に直接人の手が触れることのな

い構造」とは、放射体の前面の投影部分

に直径７０ミリメートルの球が入らな

いようにガード等が設けられているこ

とをいう。 

３０ 目視などにより確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

３１．金属網製の

燃焼面の掃除 

３１．燃焼面が金属網製のものにあっては、燃焼面

の掃除が容易にできる構造であること。 

 ３１ 試験対象外のため省略する。 

 

３２．反復使用試

験 

３２．次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごと

にそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使

用をした後、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）器具栓については、技術的内容の欄の２６

（３）に定める基準に適合すること。 

（２）点火装置については、技術的内容の欄の５に

定める基準に適合すること。 

（３）再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安

全装置については弁が技術的内容の欄の２６

（４）に定める基準に、再点火型立ち消え安全装

置については技術的内容の欄の１２（１）に定め

る基準に適合すること。 

（４）器具ガバナーについては、その位置に応じて

技術的内容の欄の２６（１）又は（２）に定める

基準に適合すること及び反復使用の前後における

調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の５パーセ

ントに３０パスカルを加えた値以下であること。 

（５）自動消火装置については、弁が技術的内容の

欄の２６（４）に定める基準に適合すること。 

（６）液化石油ガスの取入部については、技術的内

容の欄の２４（３）に定める基準に適合するこ

と。 

（７）不完全燃焼防止機能に係る装置については、

技術的内容の欄の１４（２）イ及びロに定める基

準に適合すること。 

 ３２  

 

（１）器具栓 

試験ガスの条件をＳ－２又はそれと同じ圧力の空気

を用い、開閉の操作を毎分５回以上２０回以下の速さ

で、技術上の基準に定める回数繰り返した後、検査の方

法の欄の２６（３）により確認すること。 

（２）電気点火装置 

点滅の操作を毎分５回以上２０回以下の速さで、技術

上の基準に定める回数繰り返した後、検査の方法の欄の

５により確認すること。 

（３）立ち消え安全装置 

試験ガスの条件をＳ－２とし、立ち消え安全装置の炎

検出部に２分間火炎を当て、立ち消え安全装置の弁を開

弁した後、火炎を除き３分間放冷し、立ち消え安全装置

の弁を閉弁する操作を１回とし、技術上の基準に定める

回数繰り返した後、検査の方法の欄の２６（４）により

確認すること。 

再点火型立ち消え安全装置ではないため、反復後の１

２（１）の検査の方法については省略する。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

  

装置 回数 

器具栓 

 自動温度調節器により作動する

もの  

上記以外のもの 

 

３０，０００ 

 

６，０００ 

点火装置 ６，０００ 

立ち消え安全装置 １，０００ 

器具ガバナー ３０，０００ 

自動消火装置 

温度を感知して作動するもの  

一定時間の経過により作動する

もの 

 

３０，０００ 

２，０００ 

 

液化石油ガスの取入部（技術的

内容の欄の２３の図１及び図２

の形状のものに限る。） 

６，０００ 

不完全燃焼防止機能に係る装置 １，０００ 
 

 （４）器具ガバナー 

試験ガスの条件をＳ－２又はそれと同じ圧力の空気

を２～３秒間通し、２～３秒間止める操作を１回とし

て、技術上の基準に定める回数繰り返した後、次によ

る。 

イ 検査の方法の欄の２６（１）及び（２）により確認

すること。 

ロ 調整圧力の変化 

試験ガスの条件をＳ－１又はそれと同じ圧力の空

気を用い、機器の表示ガス消費量に相当する量のガス

又は空気を流した状態で、試験前と試験後の調整圧力

（二次圧力）を測定し、調整圧力の変化を次式により

確認すること。 

           ΔＰ＝Ｐ２－Ｐ１ 

   ここに、  

ΔＰ：試験前後の調整圧力の差（ｋＰａ) 

Ｐ１：試験前の調整圧力（ｋＰａ) 

Ｐ２：試験後の調整圧力（ｋＰａ) 

 

（５）自動消火装置 

試験対象外のため省略する。 

（６）ガス取入部 

  プラグ又はソケットの着脱を５回／分以上、２０回

／分以下の速さで、技術上の基準に定める回数繰り返

した後、検査の方法の欄の２４（３）により確認する

こと。 

（７）不完全燃焼防止装置 

試験ガスの条件をＳ－２として、バーナーに点火し

て５分間燃焼させた後、消火し１０分間放置する操作

を１回として不完全燃焼防止装置に係る装置の作動を

技術上の基準に定める回数繰り返した後、検査の方法

の欄の１４（２）イ及びロにより確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

３３．断続燃焼試

験 

３３．通常の使用状態において１５時間以上断続的

に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合するこ

と。 

（１）液化石油ガスの通る部分にあっては、技術的

内容の欄の２６に定める基準に適合すること。 

（２）熱交換部にあっては、使用上支障のある変化

がないこと。 

（３）逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術

的内容の欄の１８に定める基準に適合するこ

と。 

 

 

３３について 

「１５時間以上断続的に燃焼」とは、例

えば、３分間燃焼し３分間休止する操作

を１回として、これを１５０回以上繰り

返すことなどをいう。 

 

３３ 機器を検査の方法の欄の２１（１）ロと同様の状態、

試験ガスの条件をＳ－１として、断続１５時間燃焼させ

た後、次のことを確認すること。（なお、１５時間とは３

分間燃焼し３分間休止する操作を１５０回以上繰り返

すことをいう。） 

  なお、温度又は時間による自動消火装置を備えるもの

にあっては、温度は最高、時間は最長に調節した状態で、

自動消火装置が作動するまでとする。 

（１）ガス通路の気密については、検査の方法の欄の２６

により確認すること。 

（２）熱交換部に異常のないことを、目視により確認する

こと。 

（３）燃焼状態については、検査の方法の欄の１８（３）

及び（６）により試験を行い技術上の基準に適合すること

を確認すること。 

３４．振動試験 ３４．輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術

的内容の欄の２６に定める基準に適合すること。 

３４について 

「輸送中に加えられ得る振動」について

は、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１

０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表

１８構造試験中１振動試験により行うこ

ととする。 

３４ 機器を輸送のための梱包をした状態で、振動試験機

に水平に載せて固定し、振動数毎分６００回、全振幅５ 

ｍｍの上下及び左右方向の振動を各々３０分間加えた

後、検査の方法の欄の２６により、ガス漏れのないこと

を確認すること。 

 

３５．表示 ３５．機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方

法で型式、密閉燃焼式のものにあっては外壁用、

チャンバー用、共用給排気筒用等の別、屋外式の

ものにあっては屋外式である旨、液化石油ガス消

費量（単位キロワット）、液化石油ガス用である

旨、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用

するものに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧

器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名又は

名称、製造年月並びに製造番号が表示されている

こと並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事

項が表示されていること。 

３５について 

（１）「型式」は、届出事業者が自社の製

品の型式の区分を明確にするために定

める略号で表示してもよい。 

（２）「製造年月」は、西暦によるものと

し、製造年は下２桁でもよい。 

（３）「製造番号」は、個々の製品を区別

するための一連番号であることを原則

とする。ただし、各製品の製造状況等を

明らかにできるような管理がなされて

いる場合には、ロット番号としてもよ

い。 

３５ 記載内容を目視により確認すること。 

見やすい箇所については、目視により確認すること。 

容易に消えない方法については、試験片に貼りつけ、

これを常温の水に２４時間浸した後、試験片上に２０番

手のさらし木綿を載せ、さらにその上に重さ１㎏のおも

り（直径５０ｍｍ程度の円筒状のもの）を載せて布を１

０回往復させ、容易に判読できることを確認すること。 

 ガス消費量については、次の条件で使用した場合のガ

ス消費量に換算した値を表示されているか確認する。 

 

項目 精度 

表示ガス消費量に対する精度 ±１０％ 
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付表 3. 器具省令の技術上の基準と技術上の基準に示す性能を満たす技術的内容（一般ガスこんろ） 

技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目 

1 

一 

般 

要 

求 

事 

項 

 

 

(1) 安全原則 

 

イ 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態

において、人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないよう設計され

るものとする。 

― 

ロ 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガ

ス器具等の安全性を確保するために、形状

が正しく設計され、組立てが良好で、か

つ、動作が円滑であるものとする。 

― 

(2) 安全機能

を有する設

計等 

イ 液化石油ガス器具等は、1(1) の原則を

踏まえ、危険な状態の発生を防止するとと

もに、発生時における被害を軽減する安全

機能を有するよう設計されるものとする。 

・10 立ち消え安全装置の炎検出部の機能

及び改造防止 

・13(1) 過熱防止装置を有するものの感熱

部の機能 

・13(2) 過熱防止装置を有するものの改造

防止 

・13(3) 過熱防止装置を有するものの性能 

・13(4) 過熱防止装置(バイメタルサーモ

スイッチ)を有するものの適合性 

・15(1) 調理油過熱防止装置の性能 

・15(2) 調理油過熱防止装置の感熱部の機

能 

・15(3) 調理油過熱防止装置の改造防止 

ロ 液化石油ガス器具等は、1(2) イの規定

による措置のみによつてはその安全性の確

保が困難であると認められるときは、当該

液化石油ガス器具等の安全性を確保するた

めに必要な情報及び使用上の注意につい

て、当該液化石油ガス器具等又はこれに附

属する取扱説明書等への表示又は記載がさ

れるものとする。 

 

 
ハ 器具省令(注)の別表第一第十四号又は第

十六号の液化石油ガス器具等にあつては、

ガス漏れ又は地震による被害を防止するた

めの機能を有するよう設計されるものとす

る。 

 

(3) 供用期間

中における

安全機能の

維持 

 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス

器具等に通常想定される供用期間中、安全機

能が維持される構造であるものとする。 

・24：電装基板のはんだ部の耐久性 

・28(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 反復使用

試験 

(4) 使用者及

び使用場所

を考慮した

安全設計 

 液化石油ガス器具等は、想定される使用者

及び使用される場所を考慮し、人体に危害を

及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがな

いように設計されているものとする。 

・5 点火性能 

・15(5) 高温モードを有するものの設

定、表示、消火操作、設定操作部及

び解除 

・17(2) キャビネット扉開閉時の炎の安定

性 

・20(1) 液化石油ガスの取入部（迅速継手

と接続するもの）の着脱性 

・27(2) 空気調節器の操作・表示 
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技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目  

(5) 耐熱性等

を有する部

品及び材料

の使用 

  液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガ

ス器具等に通常想定される使用環境に応じた

適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材

料が使用されるものとする。 

・1 耐熱性 

・2 耐食性 

・3 ほうろうバーナ－の強度 

・4 シール材、パッキン類、弁及びダイヤ

フラムの耐ガス性 

・18(2) 各部の温度上昇（部品に対する耐

熱性） 

・19 液化石油ガスの取入部（迅速継手また

はゴム管と接続するもの）の形状、寸

法 

・20(2) 液化石油ガスの取入部（迅速継手

と接続するもの）の気密性 

・20(3) 液化石油ガス取入部（迅速継手と

接続するもの）の強度 

・21 硬質菅と接続するもののねじの適合

性 

2 

危 

険 

源 

に 

対 

す 

る 

保 

護 

(1) 火災の危

険源からの

保護 

 液化石油ガス器具等には、発火又は発熱に

よつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないように、適切な構造の

採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の

措置が講じられるものとする。 

・18(1) 温度上昇（乾電池・液化石油ガス

の取入部・木壁） 

・22(1)(2)(3)(4) 液化石油ガス通路の気

密 

・29(1) 連続燃焼試験（液化石油ガス通

路の気密） 

(2) 火傷の防

止 

  液化石油ガス器具等には、通常の使用状態

において、人体に危害を及ぼすおそれがある

温度とならないこと、発熱部が容易に露出し

ないこと等の火傷を防止するための設計その

他の措置が講じられるものとする。 

・18(1) 各部の温度上昇（つまみ類・手の

触れるおそれのある部分） 

(3) 液化石油

ガス器具等

自体又は外

部から加わ

る作用によ

つて生じる

機械的な動

作を原因と

する危害の

防止 

イ 液化石油ガス器具等には、それ自体が有

する不安定性による転倒、可動部又は鋭利

な角への接触等によつて人体に危害を及ぼ

し、又は物件に損傷を与えるおそれがない

ように、適切な設計その他の措置が講じら

れるものとする。 

・25 傾斜試験 

ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得

る外部からの作用により生じる危険源によ

つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないように、必要な強度

を持つ設計その他の措置が講じられるもの

とする。 

・7(3) 放電装置の電極の固定 

・15(4) 調理油過熱防止装置の荷重試験 

・26 本体の荷重試験 

・27(1) 空気調節器の設置位置 

・30 振動試験 

(4) 無監視状

態での運転

を考慮した

安全設計 

 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス

器具等に通常想定される無監視状態での運転

においても、人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないように設計され

ているものとする。 

・9 立ち消え安全装置の有無 

・14 調理油過熱防止装置の有無 

(5) 始動、再

始動及び停

止による危

害の防止 

イ 液化石油ガス器具等は、不意な始動によ

つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を

与えるおそれがないものとする。 

・6 点火動作が自動的に行われるもの及

びパイロットレスのものの安全に点

火することの確認 

・8(1)(2) 着火性能（確実な着火及び爆発

的着火の有無・火移り） 

・11(1) 立ち消え安全装置の閉弁(不点火

時の閉弁時間) 

・12(2) 再点火型立ち消え安全装置の閉

弁(不点火時の閉弁時間) 
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技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目   
ロ 液化石油ガス器具等は、動作が中断し、

又は停止したときは、再始動によつて人体

に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える

おそれがないものとする。 

・11(2) 立ち消え安全装置の閉弁（消火時

の閉弁時間(2 回目以降)） 

・12(1) 再点火型立ち消え安全装置の再点

火時の安全性 

・12(3) 再点火型立ち消え安全装置の閉弁

（消火時の閉弁時間(2 回目以降)） 

・16 交流電源を使用するものの停電後、

再通電時の安全性 

ハ 液化石油ガス器具等は、不意な動作の停

止によつて人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないものとする。 

・11(2) 立ち消え安全装置の閉弁(消火時

の閉弁時間(1 回目)) 

・12(3) 再点火型立ち消え安全装置の閉

弁（消火時の閉弁時間（1 回目）） 

(6) 異常燃焼

又は有害な

燃焼ガスの

発生による

危害の防止 

  液化石油ガス器具等は、通常の使用状態に

おいて、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生

により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないよう設計その他の措置

が講じられるものとする。 

・7(1) 放電装置の電極部の位置 

・17 燃焼状態試験（リフティング・消火・

逆火・すすの発生・ 理論乾燥燃焼ガ

ス中の一酸化炭素濃度） 

・29(2) 連続燃焼試験（逆火及び一酸化

炭素濃度） 

(7) 感電に対

する保護 

液化石油ガス器具等は、使用場所の状況及

び電圧に応じ、感電のおそれがないように、

次に掲げる措置が講じられるものとする。 

(イ) 危険な充電部への人の接触を防ぐこ 

と。 

・7(2) 放電装置の高圧配線の被覆 

(ロ) 接触電流は、人体に影響を及ぼさない

ように抑制されていること。 

・23 交流電源を使用するものの絶縁性 

(8) 絶縁性能

の保持 

 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態に

おいて受けるおそれがある内外からの作用を

考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁

性能が保たれるものとする。 

・23 交流電源を使用するものの耐電圧性 

(9) ガス漏れ

による被害

の防止 

 器具省令(注)の別表第一第十四号の液化石

油ガス器具等は、通常の使用状態において、

ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するよ

うに設計されているものとする。 

 

(10) 地震に

よる被害の

防止 

 器具省令(注)の別表第一第十六号の液化石

油ガス器具等は、通常の使用状態において、

震度五相当以上の地震を検知したときに、遅

滞なくガスの通路を遮断するように設計され

ているものとする。 

 

3 

表 

示 

(1) 一般   液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報

及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に

消えない方法で表示されるものとする。 

・31 表示 

・32(1) 業務用である旨 

・32(2) 調理油過熱防止装置を有しない

卓上型一口ガスこんろにあっては揚

げ物調理に使用してはいけない旨 

・32(3) 高温モード使用時に揚げ物調理

をしてはいけない旨 
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付表 4．液石省令の運用とガス調理機器検査規程の検査の方法 

項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１．耐熱性 １ 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石

油ガスの通る部分（ダイヤフラム、パッキン類、シー

ル材その他の気密保持部材は除く。）、こんろ用汁受

け皿、グリル水入れ皿及び空気調節器は、温度５０

０度において溶融しないこと。ただし、｛液化石油｝

ガスの取入部が技術上の基準の欄の１９の図１、図

２、図３又は図４の形状のものについては、温度３

５０度において溶融しないこと。 

 １ 融点が明確でない材料については、試料をガス炉又は

電気炉の中に入れ、炉内の温度を技術上の基準の各項に

示す温度まで徐々に上げた後、当該規定温度に１時間保

ち、溶融のないことを目視又は温度上昇記録などにより

確認すること。 

２．耐食性 ２ 液化石油ガスの通る部分、こんろ用汁受け皿、グ

リル水入れ皿、クッキングテーブルにおける燃焼部

のケース、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日

本工業規格Ｓ２０９２（２０１０）家庭用ガス燃焼

機器の構造通則の表５耐食性のある金属材料に定め

る規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐

食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で

製造されていること。 

２について 

  「表面」とは、液化石油ガスの通る部

分（パイロットバーナー、メーンバーナ

ー及びノズル以外の部分に限る。）、器具

栓、バーナー受け及び汁受けにあっては

外面を、パイロットバーナー、メーンバ

ーナー、ノズル及び空気調節器にあって

は内面及び外面をいう。 

 

２  

（１）日本工業規格Ｚ２３７１（塩水噴霧試験方法）の３.

装置及び９.噴霧室の条件に適合する塩水噴霧試験室に

おいて同規格７．試験用塩溶液に規定する中性塩水噴霧

試験に適合する試験用塩溶液を、２４時間噴霧した後、腐

食のないこと又は日本工業規格Ｚ 

２３７１（塩水噴霧試験方法）の１６.判定方法ａ）面積

法によってレイティングナンバ ９．８から６までの腐食

面積率であることを確認すること。 

（２）塗装した試験片（寸法１３０ｍｍ×１００ｍｍ）の表

面に片刃かみそりによって５Ｎの押圧で付図①に示すク

ロスカットを入れ、試験片の端面をシールし、（１）と同

じ方法により２４時間噴霧した後、クロスカットライン

の周囲２．５ｍｍ幅及び端面周囲１０ｍｍ幅以外の部分

におけるさび、膨れのないことを確認すること。         

次に水洗いし、室温で２４時間乾燥したのち、クロスカ

ットの１ラインに日本工業規格Ｚ１５２２（セロハン粘

着テープ）に規定するテープ幅１２ｍｍのセロハン粘着

テープを貼り、これを塗装面に直角の方向に引きはがし

た際のクロスカットライン周囲２．５ｍｍ幅以外の部分

に、剥離のないことを確認すること。 

 

３．ほうろうバーナ

ーの耐衝撃 

３ ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーに

あつては、衝撃に耐えること。 

３について 

  「衝撃に耐える」とは、例えば、日本

工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用

ガス燃焼機器の試験方法の表１９材料

試験中４鋼球衝撃試験を行ったとき、ほ

うろうの剥離が生じないことをいう。 

 

３ バーナーの大きさに応じた木製の台上にバーナーを固

定し、バーナーの最も平らな部分に日本工業規格Ｂ１５０

１（転がり軸受－鋼球）に規定する呼び１ ７／１６（質量

約２００ｇ）の鋼球を３００㎜の高さから力を加えずに落

とし、ほうろう部分の剥離のないことを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

４．シール材、パッ

キン類、弁及びダ

イヤフラムの耐

ガス性 

４ 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、

パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガス

に侵されないものであること。 

４について 

  「液化石油ガスに侵されない」とは、

例えば、日本工業規格Ｓ２０９２（２０

１０）家庭用ガス燃焼機器の構造通則

５．２材料一般ｂ）に適合していること

をいう。 

４※ 

（１）あらかじめ質量を測定した１個の試料を温度５℃以

上２５℃以下のｎ－ペンタン中に７２時間以上浸せきし

た後、ｎ－ペンタンから取り出し、２４時間大気中に放置

した後、１個の試料の質量を測定し、次式によって質量変

化率を算出し確認すること。また、使用上支障のある変

質、変形のないことを目視などにより確認すること。 

 

試験後の   試験前の 

質量（ｇ）  質量（ｇ） 

質量変化率(％)＝                         ×100 

            試験前の質量（ｇ） 

 

 

（２）シール材については、ガスの通る部分の必要箇所に適

切に塗布されていること、及び項目１８に定める試験前

後に、検査の方法の欄の２２に定める試験を行い、技術上

の基準の欄の２２に適合することを確認すること。 

（３）ゴム製のパッキン類、弁及びダイヤフラムについて

は、項目１８に定める試験前後に、検査の方法の欄の 

２２に定める試験を行い、技術上の基準の欄の２２に 

適合することを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

５．点火性能 ５ 電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行う

ものにあつては、通常の点火操作を１０回繰り返し、

９回以上点火すること。ただし、電池又は交流電源

を用いて連続放電点火を行うものにあつては、通常

の点火操作を２０回繰り返し、１９回以上点火する

こと。 

５について 

  「通常の点火操作」とは、日本工業規

格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃

焼機器の試験方法の表１３電気点火性

能試験中３試験方法ｃ）の操作をいう。 

５  

（１）機器の設置状態及び使用状態 

機器を補足資料１イ（３）（イ）及び（ロ）と同様の状

態とする。 

なお、ガス量を調節するものにあっては、最大及び最

小の状態について確認すること。 

（２）試験の条件 

試験ガスの条件をＰ－１及びＰ－３又は３－１及び

３－３、電源の条件を乾電池を使用するものは公称電圧

（表示電圧）の７０％の電圧（点火しなくなるものにあ

っては、点火する最低の電圧とする。）、交流電源を使用

するものは定格周波数で定格電圧の９０％の電圧とす

る。 

（３）試験方法 

取扱説明書などに示す点火の方法又は次の方法によ

って技術上の基準に定める回数の点火操作を繰り返し

行い、点火の回数、ケーシング外への炎のあふれ及び爆

発的に点火しないことを確認すること。 

イ あらかじめ数回の予備試験を行う。 

ロ 点火操作ごとに、電気点火装置及びバーナーを室温

に近い状態とする。 

ハ １回の点火操作及び速さは、点火源の発生構造によ

って、原則として次による。 

（イ）圧電点火方法で単発のものは、１操作１回と

し、１回の点火操作の速さは、原則として約０．

５～１秒とする。 

（ロ）圧電点火方式で連続回転式は、１回転を１回とし、

１回の点火操作の速さは、原則として約０．５～１

秒とする。 

（ハ）乾電池又は交流電源を用いた連続放電点火方式及

びヒータ点火方式は、“点火”位置などの操作位置

で２秒間保持することをもって１回とする。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

６．点火動作が自動

的に行われるも

の又はパイロッ

トレスのものの

点火の確認、安全

に点火する構造

の確認 

６ 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が

自動的に行われないものでパイロットバーナーを有

しないものにあつては、通常の使用状態（試験室の温

度が５度から３５度の状態をいう。以下一般ガスこ

んろの項において同じ。）において点火したとき、爆

発的に点火しないこと。 

 

 

６について 

  「爆発的に点火しない」とは、点火し

たときに発する騒音が８５デシベルを

超えないことをいう。 

６ 検査の方法の欄の５に定める方法により点火操作を行

い、目視などにより確認すること。 

７．放電装置の電極

部の位置、高圧配

線の被覆及び電

極の固定 

７ 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次

に掲げる基準に適合すること。 

（１）通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が

触れないこと。 

（２）放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗

が５０メグオーム以上ある絶縁物により被覆されて

いること。ただし、容易に手の触れるおそれのない

部分においては、非充電金属部との間に電極間げき

以上の距離が保持されていれば足りる。 

（３）電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しな

いように固定されていること。 

 

７について 

  「電極部に常時黄炎が触れない」とは、

例えば、日本工業規格Ｓ２０９３（２０

１０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の

表１０燃焼状態試験の機器の状態及び

試験の条件に定める試験条件とし、１５

分間燃焼したとき、電極部に黄炎が１分

間に３０秒以上連続して触れていない

ことをいう。 

７ 

  

（１）目視などにより確認すること。 

 

（２）被覆については５００Ｖ絶縁抵抗計を用いて絶縁性

を確認すること。 

空間距離については目視などにより確認すること。 

  

 

（３）目視などにより確認すること。 

８．爆発的着火及び

着火の迅速確実 

８ 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着

火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合するこ

と。 

（１）確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。 

（２）１点に着火した後、速やかにすべての炎口に着

火すること。 

８について 

（１）「確実に着火」とは、５回行って５回

とも着火することとする。 

（２）「爆発的に着火しない」とは、着火し

たときに発する騒音が８５デシベルを超

えないことをいう。 

 

８ 機器を補足資料１イ（３）（イ）及び（ロ）と同様の状

態並びに試験の条件を付表⑥として、次の項目について

確認すること。 

なお、空気調節器を使用するものは、各試験項目ごとに

適切な開度に調節して行うこと。 

電気点火装置によって直接点火するものはその装置

によって点火し、点火バーナー又はパイロットバーナー

によって点火するものはそれによって点火し、いずれで

もないものはマッチ又は誘導炎を用いて点火を行い次

による。 

イ メーンバーナーの一端（炎口）に着火してから全炎

口に確実に火移りすることを確認すること。 

ロ 爆発的着火のないことを確認すること。 

ハ 点火バーナー又はパイロットバーナーがあるもの

は、そのバーナーからメーンバーナーの一端への着

火が容易であることを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

９．立ち消え安全装

置の有無 

９ 立ち消え安全装置を有すること。ただし、次に掲

げるものにあつては、この限りでない。 

（１）主として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施行令（昭和４３年政令第１４

号）第２条第１号に掲げる者が、業務の用に供する

もの。 

（２）不点火を防止する機能を有するもの。 

 ９ 目視により確認すること。 

１０．立ち消え安全

装置の炎検出部

の機能及び改造

防止 

１０ 立ち消え安全装置は、炎検出部が機能しなかつ

たとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的

に閉ざすものであり、かつ、容易に改造できない構

造であること。 

１０について 

  「炎検出部が機能しなかつたとき」と

は、例えば、熱電対式のものにあっては

起電力が起きない状態、膨張式のものに

あってはその膨張機構が弁を操作しな

い状態、フレームロッド式のものにあっ

ては電流が流れない状態及び電極部が

短絡した状態、光電式のものにあっては

電流が流れない状態などをいう。 

 

１０ 炎検出部に損傷を与えて、バーナーへのガス通路が

閉ざされることを確認すること。 

また、立ち消え安全装置と制御基板との接続部にあっ

ては、特殊工具又は専用端子などを使用しないと接続で

きない構造であることを目視などにより確認すること。 

ただし、接続部が特殊工具で固定するボックスなどで

保護されている構造であってもよい。 

１１．立ち消え安全

装置の閉弁 

１１ 立ち消え安全装置（再点火型立ち消え安全装置

を除く。）は、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）パイロットバーナー等に点火しなかつた場合に

は、点火を開始したときから１分以内に閉弁するこ

と。 

 

（２）バーナーが消火した場合には、バーナーが消火

したときから１分以内に閉弁すること。 

 １１   

 

（１）試験ガスの条件の圧力記号２に相当する圧力の空気

を送り、通常の点火操作を行い、安全装置の弁が開弁した

ときから閉止するまでの時間を確認すること。 

ロ  

（２）試験ガスの条件をＢ－１又は１－１としてバーナー

に点火し、１５分以後にいったん消火させ、引き続き消

火したままパイロットバーナーなどへガス又は試験ガス

の条件の圧力記号１に相当する圧力の空気を流し続ける

操作を行い、消火したときから安全装置の弁が閉止する

までの時間又は安全装置の弁が開弁したときから閉止す

るまでの時間を確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１２．再点火型立

ち消え安全装置

の閉弁及び再点

火時の安全性 

１２ 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準

に適合すること。 

（１）バーナーが消火した場合には、パイロットバー

ナー等に爆発的に再点火しないこと。 

（２）パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合

には、点火を開始したときから１分以内に閉弁する

こと。 

（３）バーナーが消火した場合には、バーナーが消火

したときから１分以内に閉弁すること。 

１２について 

  「爆発的に再点火しない」とは、バー

ナーを消火したときに再びパイロット

バーナー等に点火し、かつ、再点火時に

発する騒音が８５デシベルを超えない

ことをいう。 

１２ 試験対象外のため省略する。 

１３．過熱防止装

置の構造と改造

防止 

１３ 過熱防止装置を有するものにあつては、次に掲

げる基準に適合すること。 

（１）感熱部が機能しなかつた場合には、バーナーへ

の液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものである

こと。 

（２）容易に改造できない構造であること。 

 

 

 

 

（３）異常な温度に達したときに作動し、液化石油ガ

スの通路を自動的に閉ざすこと。また、温度が平常

に戻つた場合に液化石油ガスの通路が自動的に開か

ないこと。 

（４）バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、日

本工業規格Ｓ２１４９（１９９３）ガス燃焼機器用

バイメタルサーモスイッチに定める規格又は日本工

業規格Ｃ９７３０―１（２０１０）家庭用及びこれ

に類する用途の自動電気制御装置及び日本工業規格

Ｃ９７３０―２―９（２０１０）家庭用及びこれに

類する用途の自動電気制御装置に定める規格に適合

するものであること。 

 

１３について 

  「感熱部が機能しなかつた場合」とは、

例えば、温度ヒューズ式のものにあって

は電流が流れない状態、バイメタル式の

ものにあってはバイメタルが破損した

状態などをいう。 

 

１３ 

 

（１）過熱防止装置の検出部に損傷を与えて、バーナーへ

のガス通路が閉ざされることを確認すること。 

 

（２）過熱防止装置と制御基板との接続部にあっては、特

殊工具又は専用端子などを使用しないと接続できない構

造であることを目視などにより確認すること。 

ただし、接続部が特殊工具で固定するボックスなどで

保護されている構造であってもよい。 

（３）感熱部が製造業者の指定する温度に達する以前にガ

ス通路を自動的に閉ざすこと及び温度が平常に戻った場

合にガス通路が自動的に開かないことを確認すること。 

 

（４）証明書などにより確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１４．調理油加熱

防止装置の有無 

１４ こんろバーナーは、調理油過熱防止装置を有す

ること。ただし、次に掲げるものにあつては、この

限りでない。 

（１）主として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施行令第２条第１号に掲げる者

が、業務の用に供するもの。 

（２）卓上型一口ガスこんろ 

 １４ 目視により確認すること。 

１５．調理油過熱

防止装置の構造

と改造防止 

１５ 調理油過熱防止装置は、次に掲げる基準に適合

すること。 

（１）調理油の温度が３００度に達する前に作動し、

液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。ただ

し、調理油過熱防止装置が作動する温度より高温に

設定できる機能（以下一般ガスこんろの項において

「高温モード」という。）を有するバーナーにあつ

ては、高温モード設定時はこの限りでない。 

（２）感熱部が損傷した場合に調理油が温度３００度

以上に加熱されない構造であること。 

（３）容易に改造できない構造であること。 

（４）ガスこんろに通常負荷されることのある荷重を

加えたとき、感熱部に使用上支障のある変化を生じ

ないこと。 

（５）高温モードは、次に掲げる基準に適合するこ

と。 

イ 点火の際及び使用中に使用者の意識なしに、

設定できないこと。 

ロ 使用時は、高温モードであることが表示ラン

プなどにより明確に分かること。 

ハ 高温モードから消火への操作は１操作で実施

可能であること。 

ニ 高温モードのための設定ボタンやつまみその

他の設定操作部は、専ら高温モードのために使

用されること。ただし、設定を解除する機能を

備えるものとの兼用にあっては、この限りでは

ない。 

ホ １回の高温モード使用後、解除されること。 

１５について 

  「感熱部が損傷した場合」とは、例

えば、サーミスタ式のものにあっては電

流が流れない状態及び素子が短絡した状

態、熱電対式のものにあっては起電力が

起きない状態、膨張式のものにあっては

その膨張機構が弁を操作しない状態、バ

イメタル式のものにあってはバイメタル

が破損した状態などをいう。 

１５  

 

（１）２０ｃｍのなべ（日本工業規格Ｓ２０１０に規定す

る試験用なべ）に２００ｍＬのサラダ油を入れ、試験ガ

スの条件をＳ－２としてバーナーに点火し、温度制御装

置作動時の油の最高到達温度を測定し確認すること。 

この場合、温度設定の調節可能なものは、最高温度に

設定して行う。 

（２）感熱部に損傷を与えて、３００℃以上に加熱されな

いことを確認すること。 

（３）調理油過熱防止装置と制御基板との接続部にあって

は、特殊工具又は専用端子などを使用しないと接続でき

ない構造であることを目視などにより確認すること。 

ただし、接続部が特殊工具で固定するボックスなどで

保護されている構造であってもよい。 

（４）付表⑦に示す試験用なべにおもりを入れ５０Ｎの荷

重をこんろ上に５分間以上加えた後、目視などにより確

認すること。 

（５） 

イ 通常の操作及び目視などにより確認すること。 

 

ロ 通常の操作及び目視などにより確認すること。 

 

ハ 通常の操作及び目視などにより確認すること。 

 

ニ 通常の操作及び目視などにより確認すること。 

 

 

 

ホ 通常の操作及び目視などにより確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１６．交流電源を

使用するものの

停電後、再通電

時の安全性 

１６ 交流電源を使用するものであつて、かつ、停電

の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつ

ては、再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガ

スの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバ

ーナー等に再び自動的に点火すること。 

１６について 

  「再び通電したとき、バーナーへの液

化石油ガスの通路が自動的に開かない

こと又はパイロットバーナー等に再び

自動的に点火する」とは、バーナーに点

火した後に電源回路を開いたときバー

ナーへの｛液化石油｝ガスの通路が閉じ、

１．５分以内に再び電源回路を閉じたと

きバーナーへの液化石油ガスの通路が

自動的に開かないこと又はパイロット

バーナー等に再び自動的に点火するこ

とをいう。 

 

１６ 試験対象外のため省略する。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１７．燃焼状態試

験 

１７ 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に

掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合す

ること。 

（１）無風状態 

事項 基準 

リフティング ないこと。 

消火 ないこと。 

逆火 ないこと。 

すすの発生 ないこと。 

燃焼ガス中の 

一酸化炭素濃度 

０．１４パーセント以下で

あること。 

 

 

 

１７について 

 

 

 

 

 

（１）リフティングがないこととは、点火

１５秒後において、炎口から離れる炎が

ノズルに対応したバーナーごとに１／

３を超えないことをいう。 

（２）消火がないこととは、点火１５秒後

において、ノズルに対応したバーナーご

とに炎が消滅することがないことをい

う。 

（３）逆火がないこととは、点火して３０

分経過するまでの間炎がバーナー内部

で燃焼している状態にならないこと及

び逆火による消火がないことをいう。 

（４）すすの発生がないこととは、点火し

て３０分経過するまでの間（ただし点火

時を除く。）こんろにのせてあるなべの

底部にすすが付着しないことをいう。 

 

１７  

（１）機器を補足資料１イ（３）（イ）及び（ロ）と同様の

状態並びに試験の条件を付表⑥として、次の項目につい

て確認すること。 

なお、空気調節器を使用するものは、各試験項目ごと

に適切な開度に調節して行うこと。 

イ リフティング 

バーナーに点火し、１５秒以後に目視により確認す

ること。 

 

ロ 消火 

バーナーに点火し、１５秒以後に目視により確認す

ること。 

 

ハ 逆火 

バーナーに点火後、３０分経過するまで目視により

確認すること。 

 

ニ すすの発生 

バーナーに点火し、３０分経過するまで目視などに

より確認すること。 

 

ホ ＣＯ％ 

バーナーに点火し、１５分後に機器の燃焼ガス排出

部全面にわたってできるだけ平均に燃焼ガス及び給気

口雰囲気を採取し（燃焼ガス採取方法は付図③に示す

方法による）乾燥燃焼ガス中のＣＯ濃度及びＯ２濃度

並びに給気口雰囲気中のＯ２濃度を測定し、次式によ

り算出し確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）台所組込型及びキャビネット型のこんろ部にあ

つては、キャビネット扉開閉時 

 

事項 基準 

バーナーの炎の安

定性 

消火及び逆火のないこと。 

 

 Ｏ２t 

ＣＯ＝ＣＯa ×――――――― 

 Ｏ２t－Ｏ２a 

ただし、試験ガスの成分が確認されている場合には、

乾燥燃焼ガス中のＣＯ濃度及びＣＯ２濃度並びに給気

口雰囲気中のＣＯ２濃度を測定し、次式により算出して

もよい。 

ＣＯ２max 

ＣＯ＝ＣＯa ×――――――――― 

ＣＯ２a－ＣＯ２t  

 ここに、 

  ＣＯ  ：理論乾燥燃焼ガス中のＣＯ濃度（体積％） 

  ＣＯa   ：乾燥燃焼ガス中のＣＯ濃度測定値（体積％） 

  Ｏ２t    ：給気口雰囲気中（乾燥状態）のＯ２濃度 

測定値（体積％）（新鮮空気の場合は、Ｏ２＝

２１％） 

  Ｏ２a    ：乾燥燃焼ガス中のＯ２濃度測定値（体積％） 

  ＣＯ２max：理論乾燥燃焼ガス中のＣＯ２濃度（体積％） 

  ＣＯ２a  ：乾燥燃焼ガス中のＣＯ２濃度測定値 

（体積％) 

  ＣＯ２t  ：給気口雰囲気中（乾燥状態）のＣＯ２濃度測

定値（体積％） 

 

（２）つまみにガス量調節の表示のあるものは最小位置

で、表示の無いものは全開の１／３のガス量になる位置

に調節し、試験ガスの条件をＰ－３又は３－３としてバ

ーナーに点火し、１５分以上燃焼した後、キャビネット

扉の開閉操作を通常の速さで５回行い、目視により確認

すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１８．各部の温度

上昇 

１８ 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲

げる温度を超えないこと。 

（１）次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつ

ては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度

を加えた温度 

 

測定箇所 温度 

（単位 度） 

乾電池の表面 ２０ 

つまみ類  

金属の部分 ２５ 

その他の部分 ３５ 

手の触れるおそれの

ある部分（つまみ類

及び排ガス排出部を

除く。）の表面 

１０５ 

足の触れるおそれの

ある部分（クッキン

グテーブルに限る。） 

６５ 

液化石油ガスの取入

部（ねじにより管と

接続されるものを除

く。）の表面 

２５ 

機器の上面、下面、

背面及び側面に面し

た木壁の表面 

６５ 

カウンターの表面

（クッキングテーブ

ル及び台所組込型に

限る。） 

６５ 

排気管壁貫通部の表

面（台所組込型に限

る。） 

６５ 

 

１８について 

（１）「各部の温度」の測定は、例えば、日

本工業規格Ｓ２１０３（２０１０）家庭

用ガス調理機器の表４性能及び試験方

法中平常時温度上昇に定める方法があ

る。 

（２）「木壁」とは、日本工業規格Ｓ２０９

３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試

験方法の図３木台及び木壁表面温度測

定装置における木壁をいう。 

 

１８ 

（１） 

イ 機器の設置状態 

機器を付図⑤に示す測温板に機器と測温板との間隔

が、付表⑨に示す寸法となるように、製造業者の指定す

る要領で設置する。 

なお、測温板との間隔について、火災予防上有効な措

置が施されたもので、製造業者の指定する間隔が付表

⑨に規定する寸法未満である場合は、その指定の条件

によること。 

ロ 機器の使用状態 

次の状態にする他は、補足資料１イ（３）（ロ）と同

じとする。 

（イ）こんろバーナーは、機器の各部の温度を測定す

るときは、ガス消費量が表示ガス消費量の１／２

になるように器具栓を調節し、木壁などの温度を

測定するときは、器具栓を全開にした状態とす

る。 

なお、温度制御装置をもつもので温度設定可能

のものは最高温度に設定する。 

（ロ）複合形機器にあっては、それぞれの機能に応じ

た状態として、使用できる全てのバーナーを同時

に使用する。ただし、グリル兼用のこんろバーナ

ーはこんろの使用状態とする。 

（ハ）機能を兼用するもの（グリル兼用こんろ、こん

ろ兼用炊飯器など）はそれぞれの機能の状態につ

いて行う。 

ハ 試験の条件 

機器の各部の温度上昇試験については、試験ガスの

条件をＰ－２又は１－２とする。また、機器周囲の木

壁、木台などの温度上昇試験については、Ｂ－１又は１

－１とする。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

   ニ 測温方法 

機器の各部については、バーナーに点火してから３

０分間とし、機器周囲の木壁などについては、引続き

３０分間とする。 

ただし、炊飯器のメーンバーナーについては、それ

ぞれの３０分間の前半の１５分間だけ燃焼させるも

のとする。 

また、複合形機器のグリル部及び複合形機器のグリドル部

（焼き物調理ができる状態）については、それぞ

れの後半の１５分間だけ燃焼させるものとする。 

 

 （２）液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの

表面にあつては試験室の温度に５０度を加えた温

度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に

３５度を加えた温度。ただし、次の条件に適合する

場合には、これらの温度を超えることを妨げない。 

 

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業

規格Ｓ２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼

機器の試験方法の表１６機能部品の耐熱試験

の１ガス閉止弁（器具栓を含む。）に定める規

格に適合する方法により試験を行い、弁の開

閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の

２２（４）（器具栓にあつては、技術上の基準

の欄の２２（３））に定める基準に適合するこ

と。 

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ

２０９３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の

試験方法の表１６機能部品の耐熱試験の２点

火ユニット（圧電素子ユニットを含む。）に定

める規格に適合する方法により試験を行い、

変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の

欄の５に定める基準に適合すること。 

 （２）機能部品の耐熱試験 

   

 

 

 

 

イ 器具栓を含むガス閉止弁 

試料を付表⑩の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内に

入れ、２４時間放置した後、取り出して放冷し、試料が

室温とほぼ同じ温度になってから、次によること。 

（イ）検査の方法の欄の２２（４）（器具栓にあつて

は、検査の方法の欄の２２（３））により確認するこ

と。 

（ロ）操作することにより開閉が容易であることを確

認すること。 

ロ 点火ユニット（圧電素子を含む。) 

試料を付表⑩の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内に

入れ、２４時間放置した後、取り出して放冷し、試料が

室温とほぼ同じ温度になってから、操作などにより使用

上支障のないこと及び検査の方法の欄の５により確認

すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格Ｓ２０９

３（２０１０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表

１６機能部品の耐熱試験の３器具ガバナに定める規

格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前

後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の５

パーセントに３０パスカルを加えた値以下であるこ

と。 

 ハ 器具ガバナー 

試料を付表⑩の耐熱等級に応じた温度の恒温槽内に

入れ、２４時間放置した後、取り出して放冷し、試料が

室温とほぼ同じ温度になってから、次によること。 

（イ）検査の方法の欄の２２により確認する。 

（ロ）試験ガスの条件をＳ－１又はこれと同じ圧力の

空気を用い、機器の表示ガス消費量に相当する量の

ガス又は空気を流した状態で試験前と試験後の調整

圧力（二次圧力）を測定し、調整圧力の変化を確認

する。 

ΔＰ ＝ Ｐ２ －Ｐ１ 

ここに、 

ΔＰ ： 試験前後の調整圧力の差（ｋＰａ） 

Ｐ１ ： 試験前の調整圧力（ｋＰａ） 

Ｐ２ ： 試験後の調整圧力（ｋＰａ） 

 

１９．ねじにより

管と接続される

もの以外のもの

の形状、寸法 

１９ 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続さ

れるもの以外のものにあつては、液化石油ガスの取

入部は、図１、図２、図３又は図４の形状であるこ

と。 

図１ ソケット 単位㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９について 

（１）図１における「φ３．１±０．

１」は、プラグの弁を押すための棒の最

大外接円の径を示し、当該棒がプラグの

弁に接触する面から１ミリメートル以内

の部分とする。 

（２）図３及び図４における許容差の指

定のない寸法の許容差は、日本工業規格

Ｂ０４０５（１９９１）普通公差－第１

部：個々に公差の指示がない長さ寸法及

び角度寸法に対する公差による。 

 

１９ 形状については目視により、寸法についてはノギ

ス、マイクロメータ、投影機などにより測定し確認するこ

と。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

  

図２ プラグ 単位㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ９．５㎜ゴム管用 単位㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ （（ａ））の部分のかどを取ること。 

２ （（ｂ））の部分のみぞを赤く塗ること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

２２．ガス通路の

気密性 

２２ 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に

適合すること。 

（１）液化石油ガスの取入部から器具栓の出口までの

部分にあつては、４．２キロパスカルの圧力におい

て器具栓の出口以外の部分から液化石油ガスが漏れ

ないこと。 

（２）器具栓の出口から炎口までの部分にあつては、

通常の使用状態において、炎口以外の部分から液化

石油ガスが漏れないこと。 

（３）器具栓にあつては、栓を閉じたとき４．２キロ

パスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎

時７０ミリリットル以下であること。 

 

（４）器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたと

き、４．２キロパスカルの圧力における｛液化石

油｝ガスの漏れ量が毎時５５０ミリリットル以下で

あること。 

 

 

 ２２ 

 

（１）ガス取入部から器具栓の出口までの部分について、

４．２ｋＰａの空気圧を加えて外部漏れのないことを確

認すること。 

 

（２）試験ガスの条件をＳ－１として、バーナー及び点火バ

ーナーのそれぞれに又は同時に点火し、試験火などで各

部からの外部漏れのないことを確認すること。 

（３）器具栓を閉じた状態で、ガスの取入部に精密ガス流量

計を接続し、その入口側から、４．２ｋＰａの空気圧を加

えて、漏れ量を測定し、これから１時間当りの漏れ量を算

出し確認すること。 

（４）ガス閉止弁を閉じた状態で、ガスの取入部に精密ガス

流量計を接続し、その入口側から４．２ｋＰａの空気圧を

加えて、漏れ量を測定し、これから１時間当りの漏れ量を

算出し確認すること。 

 

 

２３．交流電源を

使用するものの絶

縁性、耐電圧性 

２３ 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属

部との間は、１メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、

かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電

圧性を有すること。 

２３について 

  「有効な耐電圧性を有する」とは、例

えば、日本工業規格Ｓ２０９３（２０１

０）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表

２０電気関係試験中２耐電圧試験に定

める方法により試験を行ったとき、電気

回路に異常のないことが確認できるこ

とをいう。 

 

２３ 試験対象外のため省略する。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

２４．電装基板の

はんだ部の耐久

性 

２４ 電装基板を有するものにあつては、当該基板の

はんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。 

２４について 

  「通常使用時の温度変化に耐える」

とは、例えば、日本工業規格Ｓ２１０３

（２０１０）家庭用ガス調理機器の表４

性能及び試験方法中の電気部（電子制御

装置をもつものに適用）のはんだの耐久

性の性能を満たすことをいう。 

２４ 電装基板を、日本工業規格Ｃ００２５（１９８８）

（環境試験方法（電気・電子）温度変化試験方法）の

２．試験Ｎａ：温度急変に定める規格に適合する方法に

より試験を行い、試料中の全ての確認箇所について、付

表⑫が７未満であること。 

試験条件は次に示すとおりとする。 

イ こんろ、グリル付こんろ、グリドル付こんろ、オ

ーブン付こんろ、レンジ及びクッキングテーブル 

 

低温ＴＡ －４０℃ 

高温ＴＢ １００℃ 

放置時間ｔ１ ３０分 

サイクル数４００回 

 

ただし、製造業者の指定する試験条件が次に示す

内容の場合、上記の試験条件を次に示す内容とする

ことができる。 

 

低温ＴＡ －４０℃ 

高温ＴＢ ８０℃ 

放置時間ｔ１ ３０分 

サイクル数５００回 

 

ロ グリル、グリドル、オーブン及び炊飯器 

低温ＴＡ －４０℃ 

高温ＴＢ １００℃ 

放置時間ｔ１ ３０分 

サイクル数２００回 

 

２５．傾斜試験 ２５ 卓上型、据置型及びキャビネット型のものにあ

つては、いずれの方向に傾けても１５度以内では倒

れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。 

 ２５ 機器を試験台の上に水平に置き、機器設置面を徐々

に傾斜させ、転倒及び火災のおそれがある部品の移動

又は脱落がないことを確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

２６．荷重試験 ２６ 本体に通常負荷されることのある荷重を加えた

とき、使用上支障のある変化が生じないこと。 

２６について 

  荷重試験については、例えば、日本

工業規格Ｓ２１０３（２０１０）家庭用

ガス調理機器の７．４．２機種別試験に

より行う方法がある。 

２６  

（１）こんろ 

 ごとくの上に５０Ｎの荷重を５分間加えトッププレー

ト中央部のひずみ量を確認すること。 

（２）グリル 

 グリル焼き網の中心に直径１００ｍｍ、質量３００ｇ

のおもりを５分間加え、網に使用上支障のあるひずみが

生じないこと及び３ｍｍの球形のものが網目から落ちな

いことを確認すること。 

 

 

２７．空気調節器

の構造 

２７ 空気調節器は、次に掲げる基準に適合するもの

であること。 

（１）通常の使用状態において設置位置が変化しない

こと。 

（２）つまみを動かして空気を調節するものにあつて

は、つまみの操作が円滑、確実であり、かつ、開閉

のための操作の方向が明示してあること。 

 

 ２７ 試験対象外のため省略する。 

２８．反復使用試

験 

２８ 次の表の装置の欄に掲げる装置は、同表の回数

の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる

基準に適合すること。 

（１）器具栓については、技術上の基準の欄の２２

（３）に定める基準に適合すること。 

 

 

 

（２）点火装置については、技術上の基準の欄の５に

定める基準に適合すること。 

 

２８について 

  「反復使用」については、例えば、

日本工業規格Ｓ２０９３（２０１０）家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表１５反

復使用試験（自動消火装置及び調理油過

熱防止装置については、日本工業規格Ｓ

２１０３（２０１０）家庭用ガス調理機

器の表４性能及び試験方法中の反復使

用）により行う方法がある。 

２８ 

 

 

（１）器具栓 

試験ガスの条件をＳ－２又はそれと同じ圧力の空気

を用い、開閉の操作を毎分５回以上２０回以下の速さ

で、技術上の基準に定める回数繰り返した後、検査の

方法の欄の２２（３）により確認すること。 

（２）電気点火装置 

点滅の操作を毎分５回以上２０回以下の速さで、技

術上の基準に定める回数繰り返した後、検査の方法の

欄の５により確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

 （３）再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全

装置については弁が技術上の基準の欄の２２（４）

に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置につい

ては技術上の基準の欄の１２（１）に定める基準に

適合すること。 

 

 

 

 

（４）器具ガバナーについては、その位置に応じて技

術上の基準の欄の２２（１）又は（２）に定める基

準に適合すること及び反復使用の前後における調整

圧力の変動が試験前の調整圧力の５パーセントに３

０パスカルを加えた値以下であること。 

 

 

 

 

 

 

（３）立ち消え安全装置 

試験ガスの条件をＳ－２とし、立ち消え安全装置の

炎検出部に２分間火炎を当て、立ち消え安全装置の弁

を開弁した後、火炎を除き３分間放冷し、立ち消え安

全装置の弁を閉弁する操作を１回とし、技術上の基準

に定める回数繰り返した後、検査の方法の欄の２２

（４）により確認すること。 

再点火型立ち消え安全装置ではないため、反復後の

１２（１）の検査の方法については省略する。 

（４）器具ガバナー 

試験ガスの条件をＳ－２又はそれと同じ圧力の空気

を２～３秒間通し、２～３秒間止める操作を１回とし

て、技術上の基準に定める回数繰り返した後、次による。 

イ 検査の方法の欄の２２（１）及び（２）により確認

すること。 

ロ 調整圧力の変化 

試験ガスの条件をＳ－１又はそれと同じ圧力の空気

を用い、機器の表示ガス消費量に相当する量のガス又は

空気を流した状態で、試験前と試験後の調整圧力（二次

圧力）を測定し、調整圧力の変化を次式により確認する

こと。 

 

           ΔＰ＝Ｐ２－Ｐ１ 

   ここに、  

ΔＰ：試験前後の調整圧力の差（ｋＰａ) 

Ｐ１：試験前の調整圧力（ｋＰａ) 

Ｐ２：試験後の調整圧力（ｋＰａ) 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

 （５）自動消火装置については、弁が技術上の基準の

欄の２２（４）に定める基準に適合すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）液化石油ガスの取入部（技術上の基準の欄の１

９の図１及び図２の形状のもの）については、技術

上の基準の欄の２０（３）に定める基準に適合する

こと。 

 

 

 

 

（５）自動消火装置 

イ 温度を感知して作動する自動消火装置 

 （イ）電気回路の接点を機械的に開閉して電磁弁を開閉

する構造（電磁弁方式）のものは、サーモスタット

が接続される回路の定格周波数の定格電圧に等し

い電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電

流を通じた状態で、設定温度をほぼ２００℃にした

状態で、サーモスタットが作動する温度の熱風及び

冷風を、ほぼ１分間ずつ感熱部に交互に当て、装置

の作動を技術上の基準に定める回数繰り返した後、

検査の方法の欄の２２（４）により確認すること。 

 （ロ）ガス閉止弁を機械的に直接開閉する構造（直動弁

方式）のものは、試験ガスの条件をＳ－２又はそれ

と同じ圧力の空気を用い、設定温度をほぼ２００℃

に設定した状態で、サーモスタットが作動する温度

の熱風及び冷風をほぼ１分間ずつ感熱部に交互に

当て、技術上の基準に定める回数繰り返した後、検

査の方法の欄の２２（４）により確認すること。 

ロ 一定時間の経過により作動する自動消火装置 

 （イ）電気回路の接点を機械的に開閉して電磁弁を開閉

する構造（電磁弁方式）のものは、タイマが接続さ

れる回路の定格周波数の定格電圧に等しい電圧を

加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ

た状態で操作つまみなどを操作し、技術上の基準に

定める回数繰り返した後、検査の方法の欄の２２

（４）により確認すること。 

 （ロ）ガス閉止弁を機械的に直接開閉する構造

（直動弁方式）のものは、試験ガスの条件をＳ－２又

はそれと同じ圧力の空気を用い、操作つまみなどを操

作して、ガス閉止弁を開閉する操作を技術上の基準に

定める回数繰り返した後、検査の方法の欄の２２

（４）により確認すること。 

 

（６）試験対象外のため省略する。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

   （４）試験の条件 

  試験ガスの条件を、Ｐ－２又は１－２とする。付図⑧の

水柱計②のガス圧力を標準圧力に合わせる。 

（５）測定方法 

イ 点火後、ガス消費量がほぼ一定となる状態に達して

から測定を開始する。 

ロ 一回の測定は、ガスメータの回転を１回転以上の整

数回転とし、かつ、時間は１分間以上とする。この測

定を数回行い、連続して測定した値の差が２％以下に

なったときの値から実測ガス量（Ｖａ）を求め、温度

２０℃、ガス圧標準圧力、大気圧１０１．３ｋＰａに

おける乾燥状態のガス消費量を次式により算出し確認

すること。 

  

 

 

 

 

ここに、 
Ｉｓ ：＜｛液化石油｝ガス用の場合＞温度２０℃、ガス圧標準圧力、大気圧１０１．３ｋＰａ、７５Ｐガス（プロパン７５％ブタン２５％のガス）のウォッ

ベ指数、乾燥状態のガス消費量（ｋＷ） 
＜都市ガス用の場合＞温度２０℃、ガス圧標準圧力、大気圧１０１．３ｋＰａ、適用すべきガスグループの標準ウォッベ指数、乾燥状態のガス消費量
（ｋＷ） 

ＷＩｓ：＜｛液化石油｝ガス用の場合＞７５Ｐガスのウォッベ指数（ＭＪ／ｍ３ ）＝８４．３ＭＪ／ｍ３ 

＜都市ガス用の場合＞適用すべきガスグループの標準ウォッベ指数（ＭＪ／ｍ３ ） 
ｄａ ：測定時のガス比重（空気を１とする。） 

Ｖａ ：実測ガス消費量（ｍ３／ｈ） 
Ｐｓ ：＜｛液化石油｝ガス用の場合＞試験ガスの標準圧力（ｋＰａ） 

＜都市ガス用の場合＞適用すべきガスグループの試験ガスの標準圧力（ｋＰａ） 

Ｐｍ ：測定時のガスメータ内のガス圧力（水柱計①の圧力）（ｋＰａ） 
Ｐｉ ：測定時の機器入口のガス圧力（水柱計②の圧力）（ｋＰａ） 
ｔ  ：測定時のガスメータ内のガス温度（℃） 

Ｂ  ：測定時の大気圧（ｋＰａ） 
Ｓ  ：温度ｔ℃における飽和水蒸気圧（ｋＰａ） 

０．６２２：理想状態における水蒸気の比重（空気を１とする。） 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

３２．表示事項

（取扱注意表

示） 

３２ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法

で、次の事項が表示されていること。 

（１）主として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施行令第２条第１号に掲げる者

が業務の用に供するものにあつては、業務用である

旨 

（２）調理油過熱防止装置を有していない卓上型一口

ガスこんろにあつては、揚げ物調理に使用してはい

けない旨 

（３）調理油過熱防止装置に高温モードを有している

ものにあつては、高温モード使用時に揚げ物調理を

してはいけない旨 

 ３２ 記載内容を目視により確認すること。 

見やすい箇所については、目視により確認すること。 

容易に消えない方法については、試験片に貼りつけ、こ

れを常温の水に２４時間浸した後、試験片上に２０番手

のさらし木綿を載せ、さらにその上に重さ１㎏のおもり

（直径５０ｍｍ程度の円筒状のもの）を載せて布を１０

回往復させ、容易に判読できることを確認すること。 

 

※シール材及びパッキン等の部品が調達できないため、ＪＩＡが定めるガス調理機器検査規程（ＪＩＡ Ｃ ００１－１４）とは異なる方法によって確認した。 
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付表 5．器具省令の技術上の基準と技術上の基準に示す性能を満たす技術的内容（カートリッジガスこんろ） 

技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目 

1 

一 

般 

要 

求 

事 

項 

(1) 安全原則 

 

イ 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態

において、人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないよう設計され

るものとする。 

－ 

 
ロ 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガ

ス器具等の安全性を確保するために、形状

が正しく設計され、組立てが良好で、か

つ、動作が円滑であるものとする。 

－ 

 
(2) 安全機能

を有する設

計等 

イ 液化石油ガス器具等は、1(1) の原則を

踏まえ、危険な状態の発生を防止するとと

もに、発生時における被害を軽減する安全

機能を有するよう設計されるものとする。 

・14(1)(2) 器具ガバナー又は減圧機構の

有無 

・15(1)(2) 適用ガス用容器と接合するも

のの調整器又は減圧機構の有無 

・24 容器から取り出す液化石油ガスの状

態 

  ロ 液化石油ガス器具等は、1(2) イの規定

による措置のみによつてはその安全性の確

保が困難であると認められるときは、当該

液化石油ガス器具等の安全性を確保するた

めに必要な情報及び使用上の注意につい

て、当該液化石油ガス器具等又はこれに附

属する取扱説明書等への表示又は記載がさ

れるものとする。 

 

  ハ 器具省令(注)の別表第一第十四号又は第

十六号の液化石油ガス器具等にあつては、

ガス漏れ又は地震による被害を防止するた

めの機能を有するよう設計されるものとす

る。 

 

 (3) 供用期間

中における

安全機能の

維持 

 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス

器具等に通常想定される供用期間中、安全機

能が維持される構造であるものとする。 

・27(1)(2)(3)(4)(5) 反復使用試験 

 

(4) 使用者及

び使用場所

を考慮した

安全設計 

 液化石油ガス器具等は、想定される使用者

及び使用される場所を考慮し、人体に危害を

及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがな

いように設計されているものとする。 

・4 点火性能 

・8(2) 組込型こんろの容器と燃焼器との

接合部の構造(器具栓が閉じた状態) 

・17 予備容器の組込みができない構造 

・26(2) 空気調節器の操作・表示 

・29 組込型こんろの汁受け及びごとく反

転防止 

・30 組込型こんろの燃焼器と容器の適正

な接続 
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技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目  

(5) 耐熱性等

を有する部

品及び材料

の使用 

  液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガ

ス器具等に通常想定される使用環境に応じた

適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材

料が使用されるものとする。 

・1 耐熱性 

・2 耐食性 

・3 シール材、パッキン類、弁及びダイア

フラムの耐ガス性 

・8(1) 組込型こんろの容器と燃焼器との

接合部の構造(容器の移動方向) 

・8(3) 組込型こんろの容器と燃焼器との

接合部の構造(スプリングの使用の

有無) 

・11 適用除外ガス用容器と接合する硬質

管以外の管の試験 

・12(1)イロハニ(2)(3)イロ(4)(5)(6)(7) 

適用ガス用容器と接合する硬質管以外の 

管の試験(容器と調整器との間) 

・13 適用ガス用容器と接合する硬質管以

外の管の試験(調整器と燃焼器の間) 

・20(2)イロハ 各部の温度上昇(部品に対

する耐熱性) 

2 

危 

険 

源 

に 

対 

す 

る 

保 

護 

 

(1) 火災の危

険源からの

保護 

 液化石油ガス器具等には、発火又は発熱に

よつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないように、適切な構造の

採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の

措置が講じられるものとする。 

・8(5) 組込型こんろの容器と燃焼器との

接合部の構造(ガスの滞留) 

・20(1) 各部の温度上昇(木壁・乾電池) 

・22(1)(2)イロ(3)イロ 液化石油ガス通路

の気密 

・23 容器と燃焼器との結合部の気密性 

(2) 火傷の防

止 

  液化石油ガス器具等には、通常の使用状態

において、人体に危害を及ぼすおそれがある

温度とならないこと、発熱部が容易に露出し

ないこと等の火傷を防止するための設計その

他の措置が講じられるものとする。 

・16 耐圧性 

・18 燃焼器からの液化石油ガスの放出 

・20(1) 各部の温度上昇(つまみ類・手の触

れるおそれのある部分) 

・21 容器内圧力 

(3) 液化石油

ガス器具等

自体又は外

部から加わ

る作用によ

つて生じる

機械的な動

作を原因と

する危害の

防止 

イ 液化石油ガス器具等には、それ自体が有

する不安定性による転倒、可動部又は鋭利

な角への接触等によつて人体に危害を及ぼ

し、又は物件に損傷を与えるおそれがない

ように、適切な設計その他の措置が講じら

れるものとする。 

・10 傾斜試験 

 
ロ 液化石油ガス器具等には、通常起こり得

る外部からの作用により生じる危険源によ

つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないように、必要な強度

を持つ設計その他の措置が講じられるもの

とする。 

・5(3) 放電装置の電極の固定 

・9 分離型こんろの接合部の引張試験 

・25 荷重試験 

・26(1) 空気調節器の設置位置 

・28 落下試験及び振動試験 
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技術上の基準 
技術上の基準に示す性能を満たす 

技術的内容の項目  

(4) 無監視状

態での運転

を考慮した

安全設計 

 液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス

器具等に通常想定される無監視状態での運転

においても、人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないように設計され

ているものとする。 

・8(4) 組込型こんろの容器と燃焼器との

接合部の構造(高圧になったときの

液化石油ガスの供給停止) 

 

(5) 始動、再

始動及び停

止による危

害の防止 

イ 液化石油ガス器具等は、不意な始動によ

つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を

与えるおそれがないものとする。 

・6(1)(2) 着火性能(確実な着火及び爆発

的着火の有無・火移り) 

  
ロ 液化石油ガス器具等は、動作が中断し、

又は停止したときは、再始動によつて人体

に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える

おそれがないものとする。 

 

  
ハ 液化石油ガス器具等は、不意な動作の停

止によつて人体に危害を及ぼし、又は物件

に損傷を与えるおそれがないものとする。 

・7 消火性 

 

(6) 異常燃焼

又は有害な

燃焼ガスの

発生による

危害の防止 

  液化石油ガス器具等は、通常の使用状態に

おいて、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生

により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷

を与えるおそれがないよう設計その他の措置

が講じられるものとする。 

・5(1) 放電装置の電極部の位置(黄炎の接

触) 

・19 燃焼状態試験(リフティング・消火・

逆火・すすの発生・理論乾燥燃焼ガス中

の一酸化炭素濃度) 

 (7) 感電に対

する保護 

液化石油ガス器具等は、使用場所の状況及

び電圧に応じ、感電のおそれがないように、

次に掲げる措置が講じられるものとする。 

(イ) 危険な充電部への人の接触を防ぐこ 

と。 

・5(2) 放電装置の高圧配線の被覆 

  (ロ) 接触電流は、人体に影響を及ぼさない

ように抑制されていること。 

 

 (8) 絶縁性能

の保持 

 液化石油ガス器具等は、通常の使用状態に

おいて受けるおそれがある内外からの作用を

考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁

性能が保たれるものとする。 

 

 (9) ガス漏れ

による被害

の防止 

 器具省令(注)の別表第一第十四号の液化石

油ガス器具等は、通常の使用状態において、

ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するよ

うに設計されているものとする。 
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付表 6．液石省令の運用とカートリッジガスこんろ適合性検査規程の検査の方法 

項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１．耐熱性 １．ノズルホルダーからパイロットバーナー及びメ

ーンバーナー（パイロットバーナーを有しないも

のにあっては、メーンバーナー）までの液化石油

ガスの通る部分、空気調節器、ごとく及び汁受け

にあっては温度５００度、液化石油ガスの取入部

からノズルホルダーの入口までの液化石油ガスの

通る部分（パッキン類、シール材、器具ガバナー

のダイヤフラムその他の気密保持部材及び液化石

油ガスを充てんした容器と燃焼器とを硬質管以外

の管によって接合する構造のこんろ（以下「分離

型こんろ」という。）に使用される当該硬質管以外

の管を除く。技術的内容の欄の２において同じ。）

及び器具栓にあっては温度３５０度において、そ

れぞれ溶融しないこと。 

 １ 日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこんろ

の６．３．１耐熱性試験に定める規格に適合する方法に

より試験を行い、確認すること。 

  

グリル等においては、グリルパン等についても、上

記方法により試験を行い温度５００度において溶融し

ないことを確認する。 

 なお、「グリル等」とは、たこ焼き器、鉄板焼き器、

網焼き器をいい（以下同じ。）、「グリルパン等」とは、

たこ焼きプレート、専用プレート、焼き網／串焼きを

いう（以下同じ。）。 

 

２．耐食性 ２．液化石油ガスの通る部分、器具栓、空気調節

器、バーナー受け及び汁受けは、日本工業規格Ｓ

２１４７（２００９）カセットこんろの付表２耐

食性のある材料に定める規格に適合する材料若し

くはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面

に耐食処理を施した金属で製造されていること。 

２について 

（１）「同等以上の耐食性のある材料」と

は、日本工業規格Ｚ２３７１（２００

０）塩水噴霧試験方法の３．装置に定め

る規格に適合する装置を用い、９．噴霧

室の条件に定める規格に適合する塩水

噴霧試験室において、７．２．１中性塩

水噴霧試験に定める規格に適合する試

験用 

塩溶液を２４時間以上噴霧した後、１

６．判定方法ａ）面積法に定める規格に

適合する方法により判定を行ったと

き、腐食がないか又はレイティングナ

ンバ９．８から６までの腐食面積率で

ある金属のことをいう。 

（２）「表面」とは、液化石油ガスの通る

部分（パイロットバーナー、メーンバー

ナー及びノズル以外の部分に限る。）、

器具栓、バーナー受け及び汁受けにあ

っては外面を、パイロットバーナー、メ

ーンバーナー、ノズル及び空気調節器

にあっては内面及び外面をいう。 

２ 

日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこんろ

の付表２耐食性のある材料に定める規格に適合しない

材料については、次に掲げる方法により確認すること。

イ．表面に塗装を施したもの以外のものについては、日   

本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこんろ

の６．３．２ａ）塩水噴霧試験に定める規格に適合す

る方法により試験を行い、腐食がないか又はレイテ

ィン 

グナンバ９．８から６までの腐食面積率であること

を確認すること。 

 

  ロ．表面に塗装を施したものについては、日本工業規 

格Ｓ２１４７（２００９）カセットこんろの６．３． 

２ｂ）塩水噴霧試験（塗膜の試験)に定める規格に適 

合する方法により試験を行い、さび、膨れ又は剥離

の 

ないことを確認すること。 

 

グリルパン等にあっては、上記方法により試験を

行い、耐食用金属材料又は耐食処理を施した金属材

料であることを確認する。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

５．放電装置の電

極部の位置、高

圧配線の被覆及

び電極の固定 

５．放電装置を用いて点火を行うものにあっては、

次に掲げる基準に適合すること。 

（１）通常の使用状態において、電極部に常時黄炎

が触れないものであること。 

 

 

 

（２）放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵

抗が５０メグオーム以上ある絶縁物により被覆さ

れていること。ただし、容易に人の手が触れるお

それのない部分の電気配線については、非充電金

属部との間に電極間げき以上の距離が保持されて

いれば足りる。 

（３）電極は、位置及び電極間げきが容易に変化し

ないように固定されていること。 

５について 

  「電極部に常時黄炎が触れない」とは、

使用すべき容器等を用いて１５分間燃

焼したとき、電極部に黄炎が１分間に３

０秒以上連続して触れていないことを

いう。 

 

５ 

 

（１）黄炎の接触については、日本工業規格Ｓ２１４７  

（２００９）カセットこんろの６．７．１ａ）試験の条

件、ｂ）機器の状態及び１０）黄炎の接触に定める規格

に適合する方法により、点火して１５分後に目視により

確認すること。 

（２） 

イ．被覆については、 ５００Ｖ絶縁抵抗計を用いて絶

縁性を確認すること。 

ロ．非充電金属部との間の距離については、ノギス等

により測定して確認すること。 

 

（３）電極の固定については、目視等 により確認するこ

と。 

 

 

６．着火性能 ６．通常の使用状態において、メーンバーナーへの

着火操作を行ったとき、次に掲げる基準に適合す

ること。 

 

 

（１）確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこ

と。 

（２）１点に着火した後、４秒以内にすべての炎口

に着火すること。 

 

６について 

 

 

 

 

（１）「確実に着火」とは、５回行って５

回とも着火することとする。 

（２）「爆発的に着火しない」とは、着火

したときに発する騒音が８５デシベル

を超えないことをいう。 

６ 次に掲げる容器を用いて日本工業規格Ｓ２１４７  

（２００９）カセットこんろの６．７．１ａ）試験の条

件、ｂ）機器の状態及び ｃ）試験方法の１）火移りに定

める規格に適合する方法により連続５回の試験を行い、

確認すること。 

（１）組込型こんろであって、日本工業規格適合容器を使

用するものは日本工業規格適合容器。 

（２）組込型こんろであって、日本工業規格適合容器 

を使用するもの以外のこんろにあっては、表示容器。 

７．消火性 ７．器具栓を閉じた後、４秒以内にすべての炎口の

火が消えること。 

 

 ７ 通常の使用状態（試験室の温度が５度から３５度の間

の状態をいう。以下カートリッジガスこんろの項におい

て同じ。）において、次に掲げる容器を用いて点火した

後、器具栓を閉じ、４秒以内にすべての炎口の火が消え

ることを確認すること。 

（１）組込型こんろであって、日本工業規格適合容器を使

用するものは日本工業規格適合容器。 

（２）組込型こんろであって、日本工業規格適合容器を使

用するもの以外のこんろにあっては、表示容器。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

８．組込型こんろ

の容器と燃焼器

との接合部の構

造 

８．液化石油ガスを充てんした容器が組み込まれる

構造のこんろ（以下「組込型こんろ」という。）

にあっては、次に掲げる基準に適合する構造を有

すること。 

（１）燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方

向 

に移動しなければ接合できないこと。 

（２）器具栓が閉じた状態でなければ容器と燃焼器

とを接合することができないこと。 

 

（３）容器と燃焼器との接合に直接スプリングを使

用するものでないこと。 

（４）容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまで

の間の液化石油ガスの通る部分（以下カートリッジ 

ガスこんろの項において「高圧部」という。）の

中の圧力が０．４メガパスカル以上０．６メガパ

スカル以下の圧力になったときに液化石油ガスの

供給が停止されること、及び液化石油ガスの供給

が停止された後に高圧部の中の圧力が変化したと

きに自動的に液化石油ガスの供給がなされないこ

と。 

（５）容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞

溜しないこと。 

８について 

  「容器が組み込まれる部分に液化石油

ガスが滞溜しない」とは、容器が組み込

まれる部分の側面又は下面に通風口が

あり、かつ、下面が床面に直接触れない

ことをいう。 

８ 

 

 

 

（１）容器を容器バルブの軸方向に移動するものでなけれ 

ば接合できないことについては、構造に応じた操作をす 

ることにより確認すること。 

（２）器具栓が閉じた状態でなければ容器を燃焼器に接合

することができないことについては、構造に応じた操作

をすることにより確認すること。 

（３）容器と燃焼器との接合に直接スプリングを使用する

ものでないことについては、目視により確認すること。 

（４）液化石油ガスの供給が停止されること及び自動的

に液化石油ガスの通路が開かないものであることにつ

いて 

は、日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこん

ろの６．１１圧力感知安全装置の作動性能試験に定める

規格（ただし、日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）６．

１１ａ）の「空気圧を毎秒５ｋＰａの速さ」は、「空気

圧を毎秒５０ｋＰａの速さ」に置き換える）に適合する

試験を行い、確認すること。 

（５）容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞溜しな

いことについては、目視等により確認すること。 

９．分離型こんろ

の接合部の引張

試験 

９．分離型こんろの容器と硬質管以外の管との接合

部及び硬質管以外の管と燃焼器との接合部は、平

成９年通商産業省告示第１３９号（高圧ガス保安

法施行令関係告示）第４条第１号又は第３号に該

当する液化石油ガスを充てんした容器（以下「適

用除外ガス用容器」という。）に係るものにあっ

ては３０ニュートン、適用除外ガス用容器以外の

容器（以下「適用ガス用容器」という。）に係る

ものにあっては１００ニュートンの引張試験に耐え

るものであること。 

 ９ 試験対象外のため省略する。 

１０．傾斜試験 １０．カートリッジガスこんろは、いずれの方向に

傾けても１０度以内では倒れず、かつ、附属部品

の位置が変化しないこと。 

１０について 

  「附属部品の位置が変化しない」とは、

日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カ

セットこんろの４．１構造一般ｕ）に適

合することをいう。 

１０ 付属部品の位置が変化しないことについては、傾斜

試験装置により、日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）

カセットこんろの６．２．２傾斜転倒試験に定める規格

に適合する方法により試験を行い、確認すること。  
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１１．適用除外ガ

ス用容器と接合

する硬質管以外

の管の試験 

１１．硬質管以外の管（管の両端に附属する継手金

具を含む。以下カートリッジガスこんろの項にお

いて同じ。）であって適用除外ガス用容器と接合

するものにあっては、耐圧試験及び引張試験に耐

え、かつ、液化石油ガスに侵されないものである

こと。 

 

 １１ 試験対象外のため省略する。 

１２．適用ガス用

容器と接合する

硬質管以外の管

の試験（容器と

調整器との間） 

１２．硬質管以外の管であって適用ガス用容器と接合

するもののうち、容器と調整器との間の管にあって

は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

（１）ホースは、次に掲げる基準に適合するゴムであ

ること。 

イ．内層は、次に掲げる試験液及び空気の中に２

４時間以上放置したとき、使用上支障のある

ぜい化、膨潤、軟化、収縮等の変化が生じない

ものであること。 

（イ）プロパン５０パーセント以上８０パーセ

ント以下、プロピレン１０パーセント以上４

０パーセント以下及びブタジエン２パーセン

ト以上の混合液で温度零下２０度以下のもの 

 

（ロ）プロパン５０パーセント以上８０パーセ

ント以下、プロピレン１０パーセント以上４

０パーセント以下及びブタジエン２パーセン

ト以上の混合液で温度４０度以上のもの 

（ハ）温度零下２５度以下の空気 

 

ロ．内層及び外層は、次に規定する引張強さ及び

耐老化性を有するものであること。 

 

（イ）日本工業規格Ｋ６２５１（２０１０）加

硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引張特性の求め

方に定める規格に適合する方法により試験

を行ったとき、引張強さ８メガパスカル以

上、伸びが２００パーセント以上であるこ

と。 

 

 １２ 試験対象外のため省略する。 

 



 

- 168 - 

 

 

項目 技術的内容 備考 検査の方法 

 （ロ）日本工業規格Ｋ６２５７（２０１０）加

硫ゴム及び熱可塑性ゴム―熱老化特性の求

め方の４．３試験方法に定める促進老化試験

Ａ法（ＡＡ－２）に定める規格に適合する方

法により試験温度を６９度以上７１度以下、

試験時間を９６時間として試験を行ったと

き、引張強さの低下率が２５パーセント以下

であること。 

 

ハ．日本工業規格Ｋ６３４７―１（２００３）液

化石油ガス用ゴムホース（ＬＰＧホース）―第

１部：自動車、一般設備及び一般家庭用の８．

５外面層の静的オゾン劣化試験に定める規格

に適合する方法によりオゾン濃度を４５ｐｐ

ｈｍ以上５５ｐｐｈｍ以下、試験温度を３８度

以上４２度以下、試験時間を９６時間、伸びを

２０パーセントとして試験を行ったとき、使用

上支障のあるき裂等が生じないものであるこ

と。 

 

ニ．日本工業規格Ｋ６３４７―１（２００３）液

化石油ガス用ゴムホース（ＬＰＧホース）―第

１部：自動車、一般設備及び一般家庭用の 

８．６．１高圧ホースのガス透過試験に定める

規格に適合する方法により試験温度を 

４５度以上５０度以下、試験時間を１２０時

間、試験ガスをブタンとして試験を行ったと

き、高圧ホースを１時間に透過する液化石油ガ

スの量が長さ１メートルにつき３０ミリリッ

トル以下であるものであること。 

  

（２）高圧ホースのゴムの部分（ホースの部分を除く。）

は、（１）イに定める基準に適合すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

 （３）高圧ホースの金属の部分は、次に掲げる基準に

適合すること。 

イ．日本工業規格Ｚ２３７１（２０００）塩水噴

霧試験方法の３．装置に定める規格に適合す

る装置を用い、９．噴霧室の条件に定める規格

に適合する塩水噴霧試験室において、７．２．

１中性塩水噴霧試験に定める規格に適合する

試験用塩溶液を２４時間以上噴霧した後、１

６．判定方法ａ）面積法に定める規格に適合す

る方法により判定を行ったとき、腐食がない

か若しくはレイティングナンバ９．８から６

までの腐食面積率である耐食性のある金属又

は表面に耐食処理を施した金属であること。 

 

ロ．使用上支障のあるすその他の欠陥がないこ

と。 

 

（４）２．６０メガパスカルの圧力を１分間以上加え

た後、漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。 

 

（５）１．５６メガパスカルの圧力を加えた後、液化

石油ガス漏れがないこと。 

 

（６）温度零下２５度以下の状態において、（５）に定

める基準に適合すること。 

 

（７）２００ニュートンの引張力を５分間以上加えた

後、（５）に定める基準に適合すること。 

 

 

  

１３．適用ガス用

容器と接合する

硬質管以外の管

の試験（調整器

と 燃 焼 器 と の

間） 

１３．硬質管以外の管であって適用ガス用容器と接

合     

 するもののうち、調整器と燃焼器との間の管は、   

 技術的内容の欄の１１の基準に適合すること。 

 

 

 

 １３ 試験対象外のため省略する。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

１４．器具ガバナ

ー又は減圧機構

の有無 

１４．適用除外ガス用容器と接合するものにあって

は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

（１）組込型こんろは、器具ガバナーを有するこ 

と。 

（２）分離型こんろ及び液化石油ガスを充てんした

容器が燃焼器に直接取り付けられる構造のもの

（組込型こんろを除く。以下「直結型こんろ」と

いう。）は、器具ガバナー又は減圧機構を有する

こと。 

 １４ 

  

（１）器具ガバナーについては、目視等により確認するこ

と。 

（２）減圧機構については、減圧弁又はノズル等を有する

ことを目視等により確認すること。 

 

１５．適用ガス用

容器と接合する

ものの調整器又

は減圧機構の有

無 

１５．適用ガス用容器と接合するものにあっては、

次に掲げる基準に適合するものであること。 

（１）分離型こんろは、調整器を有すること。 

 

 

（２）直結型こんろは、減圧機構を有すること。 

 

 

 

 

 

 １５ 試験対象外のため省略する。 

 

 

 

 

１６．耐圧性 １６．適用除外ガス用容器に係るこんろの容器と器具

ガバナー又は減圧機構との間の液化石油ガスの通

る部分及び器具ガバナー又は減圧機構の高圧側は、 

１．３メガパスカル以上の圧力において、液化石

油ガス漏れ又は使用上支障のある変形がないこ

と。 

 １６ 耐圧試験設備により１．３メガパスカル以上の圧力

を１分間以上加えた後、漏れ又は使用上支障のある変形 

 がないことを確認すること。 

 

１７．予備容器の

組込みができな

い構造 

 

１７．通常の使用状態において、予備の容器が入ら

ない構造を有すること。 

 １７ 目視等により確認すること。 

１８．燃焼器から

の液化石油ガス

の放出 

１８．器具栓を閉じた後に容器を取り外した場合にお

いて燃焼器から液化石油ガスが放出される構造の

カートリッジガスこんろにあっては、その放出され

る液化石油ガスが滞留する部分の内容積（器具栓か

ら炎口までの部分を除く。）が１立方センチメート

ル以下であること。 

１８について 

「器具栓を閉じた後に容器を取り外

した場合において燃焼器から液化石油

ガスが放出される構造」とは、燃焼器と

容器との接合部から器具栓までの液化

石油ガスの通る部分が大気に開放され

ている構造をいう。 

１８ 目視又は液化石油ガス漏えい検知器によりガスの

放出の有無を調査し、放出がある場合には、内容積の実

測等により確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

 （２）器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用され

る弁の表面、点火ユニットの表面にあっては試験室

の温度に５０度を加えた温度、器具ガバナーの表面

にあっては試験室の温度に３５度を加えた温度。た

だし、次の基準に適合する場合には、これらの温度

を超えることを妨げない。 

 

 

イ．器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用され

る弁については、日本工業規格Ｓ２１４７（２００

９）カセットこんろの６．１４機能部品の耐熱試験

の６．１４．１器具栓に定める規格に適合する方法

により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、

技術的内容の欄の２２に適合すること。 

 （２）（１）の試験を行い、確認すること。ただし、（１）

の試験において測定された温度が、器具栓、液化石油ガ

スの通る部分に使用される弁の表面及び点火ユニット

の表面にあっては試験室の温度に５０度を加えた温度、

器具ガバナーの表面にあっては試験室の温度に３５度

を加えた温度を超えるときは、当該部品について、次の

条件により耐熱試験を行い、確認すること。 

 

  イ．器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁

については、日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセ

ットこんろの６．１４機能部品の耐熱試験の６．１４．

１器具栓に定める規格に適合する方法により試験を行

い、弁の開閉に支障がないこと及び検査の方法の欄の２

２に定める試験を行い、技術的内容の欄の２２に定める

基準に適合することを確認すること。この場合におい

て、器具ガバナーは作動しないようにして試験を行うこ

と。 

 

  

ロ．点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ 

２１４７（２００９）カセットこんろの６．１

４機能部品の耐熱試験の６．１４．２点火ユニ

ットに定める規格に適合する方法により試験を

行い、変形及び変色がなく、かつ、技術的内容

の欄の４に定める基準に適合すること。 

 

ハ．器具ガバナーについては、 日本工業規格

Ｓ２１４７（２００９）カセットこんろの６．

１４機能部品の耐熱試験の６．１４．３器具ガ

バナに定める規格に適合する方法により試験を

行い、試験の前後における調整圧力の変化が試

験前の調整圧力の８パーセント以下であるこ

と。 

  

    ロ．点火ユニットについては、日本工業規格Ｓ２１４

７（２００９）カセットこんろの６．１４機能部品

の耐熱試験の６．１４．２点火ユニットに定める規

格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色

がないこと及び検査の方法の欄の４に定める試験

を行い、技術的内容の欄の４に定める基準に適合す

ることを確認すること。 

 

    ハ．器具ガバナーについては、日本工業規格Ｓ２１

４７（２００９）カセットこんろの６．１４機能

部品の耐熱試験の６．１４．３器具ガバナに定め

る規格に適合する方法により試験を行い、確認す

ること。 

 

 

２１．容器内圧力 ２１．容器内の圧力は０．４メガパスカルを超えな

いこと。 

 ２１ 検査の方法の欄の２０（１）の試験時に容器内の

圧力を圧力計を用いて測定し確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

２２．液化石油ガ

ス通路の気密 

２２．液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる圧力

において気密性を有すること。 

（１）組込型こんろの場合 

容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーの高圧

側の部分については０．９メガパスカル、器具ガ

バナーの低圧側から炎口までの部分については常

用の圧力 

（２）分離型こんろの場合 

イ．適用除外ガス用容器に係るものの場合 

容器と硬質管以外の管との接合部から器具ガ

バナーの高圧側又は器具栓までの部分について

は０．９メガパスカル、器具ガバナーの低圧側

又は器具栓から炎口までの部分については常用

の圧力 

 ２２ 気密試験設備により液化石油ガス漏れがないこと

を確認すること。 

 ロ．適用ガス用容器に係るものの場合 

容器と硬質管以外の管との接合部から調整器

の高圧側までの部分については１．５６メガパ

スカル、調整器の低圧側から炎口までの部分に

ついては常用の圧力 

（３）直結型こんろの場合 

イ．適用除外ガス用容器に係るものの場合 

容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーの

高圧側又は器具栓までの部分については０．９

メガパスカル、器具ガバナーの低圧側又は器具

栓から炎口までの部分については常用の圧力 

ロ．適用ガス用容器に係るものの場合 

容器と燃焼器との接合部から器具栓までの部

分については１．５６メガパスカル、器具栓か

ら炎口までの部分については常用の圧力 

  

２３．容器と燃焼

器との接合部の

気密性 

２３．容器と燃焼器又は硬質管以外の管との接合部の

気密性能は、０．９メガパスカルの圧力で行う気密

試験に耐えるものであること。ただし、組込型こん

ろのうち燃焼器に接合されている容器が燃焼器か

ら外れる構造の安全装置を有するものにあっては、

安全装置が作動するまでの圧力で行う気密試験に

耐えるものであること。 

 ２３ 気密試験設備により容器と燃焼器との接合部から

液化石油ガス漏れがないことを確認すること。 

 

 



 

- 174 - 

 

 

項目 技術的内容 備考 検査の方法 

２４．容器から取

り出す液化石油

ガスの状態 

２４．通常の使用状態において、容器から取り出す液

化石油ガスは、気体の状態であること。ただし、燃

焼器本体が液化石油ガスを気化する機能を有する

ものにあってはこの限りでない。 

 ２４ 目視等により確認すること。 

２５．荷重試験 ２５．本体に通常負荷されることのある荷重を加えた

とき、使用上支障のある変化が生じないこと。 

２５について 

  「通常負荷されることのある荷重」に

ついては、日本工業規格Ｓ２１４７（２

００９）カセットこんろの６．２．５荷

重試験により確認することとする。 

２５ 本体に５０ニュートンの荷重を５分間以上加えた

後、目視により確認すること。 

 

 

２６．空気調節器

の設置位置・操

作・表示 

２６．空気調節器は、次に掲げる基準に適合するも

のであること。 

（１）通常の使用状態において設置位置が変化しな

いこと。 

 

（２）つまみを動かして空気を調節するものにあっ

ては、つまみの操作が円滑、確実であり、かつ、

開閉のための操作の方向が明示してあること。 

 ２６ 

 

（１）設置位置及び操作については、３回以上５回以下の

開閉操作をした後、設置位置が変化せず、操作が円滑か

つ確実なものであることを確認すること。 

（２）明示については、目視等により確認すること。 

 

 

２７．反復使用試

験 

２７．次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごと

にそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使

用をした後、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）器具栓については、液化石油ガス漏れがない

こと及び使用上支障のある欠陥がないこと。 

 

 

（２）点火装置については、技術的内容の欄の４に

定める基準に適合すること。 

 

 

（３）安全装置については、液化石油ガス漏れがな

いこと及び技術的内容の欄の８（４）に定める基

準に適合すること。 

 

 

２７について 

（１）「反復使用」については、日本工業

規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこ

んろの６．１２反復使用試験により行

うこととする。 

（２）「使用上支障のある欠陥」とは、器

具栓が固くなり回転しなくなる、破損

する等をいう。 

 

 

 

（３）安全装置について「液化石油ガス漏

れがない」とは、安全装置の弁を通して

漏れる空気の量が０．５５リットル毎

時以下であることをいう。 

 

２７ 

 

 

（１）器具栓については、開閉の操作を毎分５回以上 20

回以下の速さで技術的内容の欄の表に掲げる回数繰り

返した後、気密試験を行い、確認すること。 

 

（２）点火装置については、点火の操作を毎分５回以上２

０回以下の速さで技術的内容の欄の表に掲げる回数繰

り返した後、検査の方法の欄の４に定める試験を行い、

確認すること。 

（３）安全装置については、毎分５回以上２０回以下の速

さで技術的内容の欄の表に掲げる回数作動させた後、気

密試験及び検査の方法の欄の８(4)に定める試験を行

い、確認すること。 
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項目 技術的内容 備考 検査の方法 

   （２）輸送のためのこん包をした状態において、カート

リッジガスこんろを１メートルの高さから、落下試験

機によりバーナー部を上にしてコンクリート製の床面

に水平に落下させること。 

（３）日本工業規格Ｓ２１４７（２００９）カセットこ

んろ６．２．３ａ）振動試験に定める規格に適合する

方法により振動させること。 

２９．組込型こん

ろの汁受け及び

ごとく反転防止 

２９．組込型こんろは、汁受け及びごとくが誤った位

置に取り付けられたとき、点火操作ができないか又

はなべ等が安定して載せられないものであること。 

 ２９ 汁受けを裏返しにしたとき又はごとくと汁受けが

分 

離しているものはごとくを取り除いた状態でなべを載 

せ点火操作を行いなべが安定して載せられないこと又 

は点火操作ができないことを確認すること。 

３０．組込型こん

ろの燃焼器と容

器の適正な接続 

３０．組込型こんろの燃焼器と容器とは、容器の位置

が適正でない場合接合することができないこと。 

 ３０ 

（１）容器の位置を適正な位置からずらした状態で容器の

接合操作を行い、操作つまみの中央に １５０ ニュー

トン（回転式のものにあっては１００ニュートン･セン

チメートルの回転力）の力を３秒間加え、容器の接合が

できないことを確認すること。 

  「適正な位置からずらした状態」とは容器のフランジ

切欠き部（凹部）を適正な位置からそれぞれ、６０度、

１２０度、１８０度、２４０度及び３００度ずらした状

態をいう。 

  「容器の接合操作を行い」とは、容器を燃焼器に置き、

容器セットレバーなどにより容器バルブを軸方向に水

平移動させて、容器を燃焼器に接合しようとする行為を

いう。 

  「容器の接合ができないこと」とは、容器の各部にい

かなる方向にも力が加わっておらず、容器が固定されて

いない状態のことをいう。 

（２）（１）の試験の後、通常の使用状態において、検査

の方法の欄の４、８、２２に定める試験を行い、技術的

内容の欄の４、８、２２の各項に適合すること。 
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※シール材及びパッキン等の部品が調達できないため、ＪＩＡが定めるカートリッジガスこんろ適合性検査規程（ＪＩＡ Ａ ００７－１６）とは異なる方法により確認した。 

項目 技術的内容 備考 検査の方法 

３１．表示事項 ３１．燃焼器本体の見やすい箇所に容易に消えない

方法で型式、届出事業者の氏名又は名称、国内登

録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名

称、製造年月、製造番号並びに使用すべき容器の

名称が表示されていること並びに燃焼器又は容器

の見やすい箇所に使用上の注意に関する事項が表

示されていること。ただし、組込型こんろであっ

て日本工業規格適合容器を使用するものにあって

は、使用すべき容器の名称は除く。また、届出事

業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外

国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣

に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受

けた略称をもって代えることができ、製造年月

は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもって代

えることができる。 

 

３１について 

（１）「型式」は、届出事業者が自社の製

品の型式の区分を明確にするために定

める略号で表示してもよい。 

（２）「製造年月」は、西暦によるものと

し、製造年は下２桁でもよい。 

（３）「製造番号」は、個々の製品を区別

するための一連番号であることを原則

とする。ただし、各製品の製造状況等を

明らかにできるような管理がなされて

いる場合には、ロット番号としてもよ

い。 

(４）「使用上の注意に関する事項」は、

燃焼器の見やすい箇所に表示すること

を原則とするが、燃焼器の表示箇所が小

さくて燃焼器に表示することが極めて

困難な場合に限って、容器の見やすい箇

所に表示してもよいこととする。 

   なお、表示事項は、少なくとも次

に掲げる事項を表示するものとし、説

明内容は平易であって、かつ、できるだ

け簡潔なものとすること。 

イ．誤使用しないことに関する事項 

 

ロ．点火、消火等器具の操作に関する

事項 

  

ハ．換気に関する事項 

 

ニ．点検、掃除に関する事項 

 

３１ 目視等により確認すること。 
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ロ．試験ガスの成分 

付表③ 液化石油ガス(LP ガス)の試験ガスの成分 

試験ガス 

種類 

成分(体積パーセント) 

水素 

Ｈ2 

メタン 

ＣＨ4 

プロパンＣ3

Ｈ8 

ブタン 

Ｃ4Ｈ10 

窒素 

Ｎ2 

空気 

Ｏ2：21％ 

Ｎ2：79％ 

プロパン － － 100.0 － － － 

ブタン － － － 100.0 － － 

75Ｐ － － 75.0 25.0 － － 

試験ガス 

種類 

燃焼性 

ＭＣＰ 
ウォッベ指数 

ＭＪ／ｍ3
Ｎ 

比重 

(空気=1) 

総発熱量 

ＭＪ／ｍ3
Ｎ 

理論乾燥燃焼ガス中の

ＣＯ2濃度(体積％) 

プロパン 41.0 81.3 1.555 101.38 13.76 

ブタン 38.0 92.8 2.094 134.29 14.06 

75Ｐ 40.1 84.3 1.689 109.61 13.85 
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ハ．燃焼状態試験の条件 

付表④ 燃焼状態試験の条件 

 
試験項目 

 

機 器 の 状 態 試 験 の 条 件 

強制給排気式 
（ＦＦ式）の 
排気筒の状態 

ガ ス 量 の 調 節 状 態 電圧の条件(注 1) 
(％) 

試験ガスの条件(注 2) 

ガス量調節式 ガス量切替式 液化石油ガス 

(1)火移り 短 大及び小 全 １００ Ｐ－２ 

(2)リフティング 短 大 大 ９０及び１１０ Ｐ－１ 

(3)消火 短 大及び小 全 ９０及び１１０ Ｐ－３ 

(4)逆火 短 大及び小 全 ９０及び１１０ Ｐ－３ 

(5)ＣＯ％ 長 大 大 ９０及び１１０ Ｂ－１ 

(6)すす発生 長 大 大 ９０及び１１０ Ｂ－１ 

(7)黄炎の接触 長 大 大 １００ Ｂ－１ 

注 1 電圧の条件は、交流電源を使用するものの定格電圧に対する％を示す。 
電圧は、機器に通電した状態の端子電圧とする。 
交流電源における定格電圧の90％及び110％の電圧による試験は、電圧の変化が燃焼状態及び点着火性能に影響する場合に限り行うものとする。 

注2．器具ガバナを持つものの試験ガスの圧力については、次による。 
① 記号1に相当する試験ガスの圧力は、1～3の範囲であって、調整圧力が最高となる圧力とする。 
② 記号3に相当する試験ガスの圧力は、1～3の範囲であって、調整圧力が最低となる圧力とする。 

備考1 ガス量調節式とは、ガス量調節つまみ等（以下、レバーその他を含む。）を操作することによってバーナへのガス量を変化させるもので、ガスを通すバ
ーナの数の変更を行わないものをいう。 

この場合“大”とは、ガス量が最大となる状態をいう。“小”とは、機器本体に表示又は取扱説明書に記載のガス量最小の使用状態になるようにガス量
調節つまみ等を操作した状態をいう。 
なお、表示及び取扱説明書のいずれにも“小”の状態を示すものがない場合には“大”の状態の1/3のガス量になる状態を“小”の状態とする。 

2 ガス量切換式とは、ガス量調節つまみ等を操作することによってガスを通すバーナの数を変更するものをいう。 
この場合の“大”とは、すべてのバーナにガスを通す状態をいう。“小”とは、最小のバーナにガスを通す状態をいう。“全”とは、切り換えて使用し得

るバーナの数の各段階のそれぞれにガスを通す状態をいう。 
3 強制給排気式（ＦＦ）の給排気筒の“短”又は“長”とは、機器に適合した排気筒、又は給排気筒を取扱説明書などに示す要領で最小長さ、又は最大延
長として設置した状態をいう。 

4 燃焼状態試験は、原則として個々のバーナごとに行うものとする。  
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ニ．試験用なべの大きさ 

 
付表⑤ 試 験 用 な べ の 大 き さ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備 考  １．ガス消費量は、個々のバーナのガス消費量で、製造業者が取扱説明書などに表示する値による。 
         ２．なべは、取っ手がないものとし、上表による。上表に規定のないものは日本工業規格Ｓ２０１０（アルミニウム製加熱調理器具）による。 
         ３．なべの形状は、ずん胴のものとする。 
          ４．なべの寸法及び最低底厚は、上表及び日本工業規格 Ｓ２０１０の規定によるものとし、寸法許容差は、口径については±３％、深さについては     ％、

なべ底の丸み（曲率半径）については±１０％とする。 
          ５．質量は、熱効率試験用のなべにだけ適用し、許容差は、取っ手、蓋などを取り除いた状態で規定の±５％とする。 

＋10 

－ 3 
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チ.電装基板のはんだ部の耐久性 

付表⑩ はんだクラック進行ランク

 

     注１：観察は 10倍のルーペで見た場合、〔 〕内は５００倍で見た場合 

      注２：クラックの長さ角度はいくつかのクラックの長さを合計したもの 

      注３：表はピンの円周を対象にしているが、円周状以外の場合は、接続部の全長を対象にみる 

     注４：はんだ表面にクラックが発生しているものであっても、両面基板等でスルーホールを使用している部位については、はんだ部をカット

し、スルーホール内にクラックが進行していなければ適合しているものと見なすことができる。  
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リ.塩水噴霧試験 

 

付図① 塗膜の塩水噴霧用試験片 

                            単位 ｍｍ 
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ヌ.燃焼ガス採集器及び採集位置 

 

付図② 開放燃焼式ガスストーブ及び開放式ストーブにおける燃焼ガス採集器及び採集位置の例 

（採集器） 

       （ａ）上方採取用                    （ｂ） 前方採取用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （ｃ）強制対流式用   

 

 

 

 

 

 

（採取位置） 

 （ｄ） 燃焼ガス上方排出機器   （ｅ）燃焼ガス前方排出機器  （ｆ） 強制対流式機器 
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付図③ ガスこんろ及び一般ガスこんろにおける燃焼ガス採集器及び採集位置の例 

   （ａ）こんろ部の燃焼ガスの採取位置 

 

 

 

 

（ｂ）グリル付こんろの燃焼ガス採取位置及び採取器（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリルは、それぞれの排気口に適合した漏斗状のフード又はサンプラなどにより一様に採取する。 
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ル．温度上昇試験の測温板 

付図④ 開放燃焼式ガスストーブ及び開放式ストーブにおける木台及び木壁表面温度測温板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １．木台及び木壁の材料は、十分に乾燥した合板を圧着させ厚さ約２０ｍｍにし、木台の

表面はワニス仕上げ、木壁の表面は、つやのない黒ペイント仕上げとする。 

      ２．木壁及び木台の大きさは、温度を測定する機器に対して十分な大きさとする。 

      ３．熱電対の数は、できるだけ多く、碁盤目状に等間隔に埋め込み、任意の箇所の温度を

測定できるようにする。 

      ４．銅円板と熱電対をはんだ又は接着剤付けし、木台及び木壁の表面から約１ｍｍの深さ

に埋め込むものとする。 

      ５. 使用する温度計及び熱電対は、仕様が目盛範囲０～３００℃、細分目盛２℃のもの、

又はこれと同等の精度のものを用いる。 
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（ｅ）卓上形(グリル付二口こんろの例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｆ）組込形 (こんろなどの機器をカウンタ上部から落とし込んで設置するもの) 

 

  

単位 ｍｍ 

 

＊ 機器後面の離隔距離を１５０ｍｍにしたとき、機

器前面から後壁までの距離が５５０ｍｍを超える

ものはその距離を５５０ｍｍとし、後面の距離を

１５０ｍｍ以下とする。 

 

単位：ｍｍ 
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ヲ．ガス消費量試験 

付図③ ガス消費量測定装置 

 

 
備 考 １．機器への接続管は、機器の接合部に適合した管を用い、三方継手までの間は１００㎜以下と 

      し、できるだけ短くすること。 

      また、この間に曲がりなどをつけたり、通過面積を小さくするようなことがないこと。 

    ２．ガスメータ内のガス温度は、ガスメータ封液温度（ガスメータ水温）を測定する。 

      ただし、ガスメータ封液温度及びガスメータ気相温度（ガスメータガス温）と試験室の 

       温度の差が±２℃以内の場合は、ガスメータ気相温度をガスメータ内のガス温度とするこ 

       とができる。 

３．圧力測定用三方継手は、原則として次のものを用いる。 

 

（三方継手） 

 

 

Ｄ＝（１～１．１）ｄ 

                                 ここに Ｄ：三方継手の内径 

                                     Ｄ：接続管の内径 

 

 

 

４．試験中の水柱計②の圧力変動は、±２０Ｐａとする。 
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ワ.通常の機器の設置状態、使用状態 

 

（イ）機器の設置状態 
     機器の設置状態は、製造業者の指定する状態（取扱説明書などに示す状態）とする。 
     ただし、試験結果に影響を及ぼさない場合はこれによらなくてもよい。 
 
（ロ）機器の使用状態 

①暖房機器 

強制対流式機器において対流用送風機で風量調節のできるものは最大風量の状態とし、

空気量を調節して使用するバーナーにあっては、良好な燃焼状態に調整する。 

なお、温度を設定して使用できるものにあっては、その最高温度となるよう設定するこ

と。 

②こんろ 

次の状態とする。次の状態にできないものにあっては、製造業者の指定する状態（取扱

説明書などに示す状態）とする。ただし、試験結果に影響を及ぼさない場合は、これに

よらなくてもよい。 

なお、空気量を調節して使用するバーナーについては、良好な燃焼状態に調整する。 

(a) こんろは、付表⑦（試験用なべの大きさ）に示す試験用なべを用い、なべの深さの 

1/2 以上の水を入れて、こんろに載せた状態とし、試験中になべの水がなくならな

いように注水する。 

(b) グリルは、グリル皿に水を入れて、試験中にグリル皿の水がなくならないよう   

注水する。 

  ただし、取扱説明書などにグリル皿に水を入れずに使用する旨の記載があるものに

あっては、水を入れない。 
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