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は じ め に 

 

 

 液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）は、水道、電気と同様に公共公益設備の一つであり、

通信設備や物流機関などとともに人々が国民生活を送る上で欠くことのできない設備として広く普

及している。 

 

ＬＰガスの一般消費者等への販売において、近年ＦＲＰ（Fiber Reinforced Plastics: 繊維強化

プラスティック）容器の、軽くて持ち運びが容易、錆びない、透明でガスの残量が見える等のメリッ

トから、質量販売における利用を中心に普及促進が取り組まれている。その反面、質量販売における

ＬＰガス事故件数は、毎年十数件程度発生しており、事故による負傷者も多い。これは、質量販売に

おけるＬＰガスの消費がマイコンメータに接続して屋内で利用される体積販売のものに比べ、屋台な

どでＬＰガス容器からマイコンメータ等の安全装置を介さずに直に消費機器と接続して使用される

ことによる。このためＬＰガス容器の転倒・傾斜時などに、容器等からのガス漏えいを防止する等の

安全対策を行うことが質量販売における重要な課題となっている。 

本事業では、ＬＰガス容器からのガス漏えい防止のため、緊急遮断バルブの有効性やその設置基準

等について検討するとともに、ＩｏＴを活用したＬＰガスの保安を確保に有効なシステムである「Ｌ

Ｐガス集中監視システム」を、個々のＬＰガス容器に連携させることでＬＰガスの安全対策をより向

上させる高度安全対策について調査研究を行い、必要に応じて技術基準等を整備することを目的とす

る。 

 

 高圧ガス保安協会では、経済産業省から「平成 30 年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委

託費（ＬＰガス容器の緊急遮断バルブ等の調査研究）」の委託を受け、集中監視システムの無線通信

網や消費者の携帯電話等のＩｏＴを活用し、ＬＰガス容器の利用状況や位置情報を集中監視センター

で把握するための有効な装置について検討するとともに、ＬＰガス容器の転倒時等に自動的にガスを

遮断する緊急遮断バルブについて調査研究を行い、事故を防止するための高度安全対策及び技術基準

案等の検討を行うこととした。 
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１．調査研究の課題 

LPガス容器の緊急遮断バルブ等の調査研究 

２．調査研究目的 

LP ガスの一般消費者等への販売において、近年ＦＲＰ（Fiber Reinforced Plastics: 繊維強化プ

ラスティック）容器の、軽くて持ち運びが容易、錆びない、透明でガスの残量が見える等のメリット

から、質量販売※１における利用を中心に普及促進が取り組まれている。その反面、質量販売におけ

る LP ガス事故件数は、毎年十数件程度発生しており、事故による負傷者も多い。これは、質量販売

における LP ガスの消費がマイコンメータに接続して屋内で利用される体積販売のものに比べ、屋台

などで LP ガス容器からマイコンメータ等の安全装置を介さずに直に消費機器と接続して使用される

ことによる。このため LP ガス容器の転倒・傾斜時などに、容器等からのガス漏えいを防止する等の

安全対策を行うことが質量販売における重要な課題となっている。 

本事業では、LP ガス容器からのガス漏えい防止のため、緊急遮断バルブの有効性やその設置基準

等について検討するとともに、IoTを活用した LPガスの保安を確保に有効なシステムである「LPガ

ス集中監視システム」を、個々の LPガス容器に連携させることで LPガスの安全対策をより向上させ

る高度安全対策について調査研究を行い、必要に応じて技術基準等を整備することを目的とする。 

※１：LP ガスの販売方法には、体積販売と質量販売がある。体積販売とは、ガスメーターを通過した LP ガスの体

積に応じて課金する方法。（通常、一般の住宅向けは体積販売）。質量販売とは、LP ガス容器に充塡した

LPガスの質量（重量）を計り、その質量（重量）に応じて課金する方法。 
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３．実施場所と調査研究概要 

3.1 実施場所 

高圧ガス保安協会 本部及び総合研究所 

3.2 調査研究概要 

 LP ガスの質量販売においては、一般消費者等が、いつどこでどういった形態で LPガス容器を持

ち運び利用するのかが不明のため、LP ガス集中監視システムを活用して、リアルタイムで利用形

態を把握する必要がある。 

このため、集中監視システムの無線通信網や一般消費者等の携帯電話の機能等の IoT を活用し、LP

ガス容器の位置情報や利用状況を LP ガス集中監視センターで把握するための有効な装置やシステ

ムについて検討を行うとともに、LP ガス容器の転倒時等に自動的にガスを遮断する緊急遮断バル

ブの可能性と LPガス集中監視センターで緊急遮断できる機能等の保安高度化策を検討する。 

また、地震、津波、河川の氾濫など災害時の LPガス容器の紛失や盗難などの課題についても、

容器に発信素子（発信器）等を取り付けて位置情報を LPガス集中監視システムで監視するなどに

より対処できるかについて、調査・検討を行う。 

具体的には、以下の事業を行う。 

（１）IoT を活用した高度安全対策の調査

①集中監視システムとの連携の調査

質量販売における LP ガス容器に無線端末を取り付けることで、集中監視センターの無線通

信網を利用した、事故防止や位置情報確認等の保安の高度化の可能性等について調査を行う。 

②スマートフォン利用による LPガス容器管理方法の調査

LP ガス容器の使用者のスマートフォンを利用した、LP ガス容器の位置情報の把握や、ガス

の使用状況・利用形態の把握等の保安情報管理の可能性等について調査を行う。 

③LP ガス容器の災害対策、盗難防止対策の調査

地震、津波、河川の氾濫などの災害時の LP ガス容器の紛失等の保安上の課題に対処するた

め、災害情報と連動した LP ガス容器の保安管理技術の可能性について調査を行う。 

（２）緊急遮断バルブの検討

可搬性の良い FRP 容器等の LP ガス容器を、壁などに固定せずに使用する場合、容器が傾いた

状態で使用されるケースや転倒の可能性がある。この LP ガス容器の傾斜や転倒の際の安全対策

として、LP ガス容器の緊急遮断バルブの検討を行う。緊急遮断バルブについては、集中監視シ

ステムと連携することはもとより、遠隔操作による遮断の可能性や、調整器等の他の機器等の連

携や小型軽量化等の課題についての検討も行う。 

3.3 令和元年度実施内容 

（１）IoT を活用した高度安全対策の調査

①集中監視システムとの連携の調査

平成３０年度に高圧ガス保安協会で試作された緊急遮断バルブ（原理試作）及び無線子機を
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用い、集中監視センター（または販売事業者等）との間で屋内／屋外使用、近距離の移動等に

ついて通信試験を行う。また、質量販売された容器の多様な使用形態を想定し、当システムの

運用を考慮しつつ技術的課題を調査・検討する。  

②スマートフォン利用による LPガス容器管理方法の調査 

平成３０年度に高圧ガス保安協会で試作された緊急遮断バルブ（原理試作）及びスマートフ

ォン連携機能を用い、集中監視センター（または販売事業者等）との間で屋内／屋外使用、中・

長距離の移動等について通信試験を行う。また、質量販売された容器の多様な使用形態を想定

し、当システムの運用を考慮しつつ技術的課題を調査・検討する。  

③LP ガス容器の災害対策等の調査 

災害や盗難時に LPガス容器の捜索を可能にするため、無線、位置情報計測システム（GPS）、

加速度センサ、電池等を内蔵したデバイスを LP ガス容器に取付けた場合を想定し、技術的課

題を調査・検討する。  

  

（２）緊急遮断バルブの検討 

振動、流量、圧力センサ等を搭載し、ガスの異常な使用を検知した場合に瞬時にガスを 停止

する等、マイコンメータ並みの安全機能を持った緊急遮断バルブを５台程度試作する。試作した

緊急遮断バルブを質量販売用の FRP 容器に取付け、保安機能（合計・増加 流量遮断、使用時間

遮断、感震遮断等）評価試験、外的ストレス（振動、落下、耐衝撃、転倒、輸送、環境等）評価

試験、その他（ロック機構耐久等）評価試験を行い、技術的課題を調査・検討する。 

 

４．調査研究実施期間 

 

4.1 全体スケジュール 

表 4.1-1 全体スケジュール 

 令和元年度 

（１）IoTを活用した高度安全対策の調査 

①集中監視システムとの連携の調査 

②スマートフォン利用による LPガス容器管理方法の調査 

③LPガス容器の災害対策等の調査 

 

（２）緊急遮断バルブの検討 
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５．調査研究実施体制 

 

5.1 主たる研究担当部署 

  高圧ガス保安協会 総合研究所 

実施項目：（１）IoTを活用した高度安全対策の調査 

（２）緊急遮断バルブの検討 

 

5.2 委員会等 

本事業（１）及び（２）の実施に当たって、調査計画の作成、調査結果の評価、技術基準の整

備の必要性等に関して専門的観点から助言を受け、事業の円滑な推進を図るため「LP ガス容器

の緊急遮断バルブ等の調査研究委員会」を設置した。 

 

5.2.1 委員会の構成 

（１）LPガス容器の緊急遮断バルブ等の調査研究委員会（敬称略、委員長以下五十音順） 

 

【委員長】 

 澁谷 忠弘 横浜国立大学 リスク共生社会創造センター 教授 

 

 【委 員】 

久保田 誠 日本 LP ガス団体協議会 

高野 克己 Ｉ･Ｔ･Ｏ㈱ 常務取締役 営業本部長 

津田 維一 富士瓦斯㈱ 代表取締役社長 

中村 睦実  矢崎エナジーシステム㈱ ガス機器事業部 企画部 事業推進チーム 

細川 光一 中国工業㈱ 取締役 常務執行役員 事業開発部長 

堀井 俊孝 ㈱宮入バルブ製作所 技術営業部 部長 

岸川 成行   パナソニック㈱アプライアンス社 デバイス営業部 マーケティング課 課長 

望月 伸晃 NTTテレコン㈱ 技術開発部 担当課長 

  

【関係者】 

        経済産業省 産業保安グループ 保安課 ガス安全室 
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5.2.2 審議経過 

（１）LPガス容器の緊急遮断バルブ等の調査研究委員会 

 第１回 令和元年６月２６日（水） 

・令和元年度実施計画と調査研究の概要について 

・緊急遮断バルブの設計変更について 

 第２回 令和元年１２月４日（水） 

・製作した緊急遮断バルブの評価方法について 

・緊急遮断バルブの使用方法について 

・集中監視システムとの連携の調査について 

・スマートフォン利用による LPガス容器管理方法の調査について 

・LPガス容器の災害対策等の調査について 

 第３回 令和２年３月１８日（水） ※書面審議 

・調査研究報告書について 

 

６．調査研究の内容 

 

6.1 調査研究の実施方法 

（１）IoTを活用した高度安全対策の調査 

①集中監視システムとの連携の調査 

平成３０年度に高圧ガス保安協会で試作された緊急遮断バルブ（原理試作）及び無線子機を

用い、集中監視センター（または販売事業者等）との間で屋内／屋外使用、近距離の移動等に

ついて通信試験を行った。また、質量販売された容器の多様な使用形態を想定し、当システム

の運用を考慮しつつ技術的課題を調査・検討した。  

②スマートフォン利用による LP ガス容器管理方法の調査 

平成３０年度に高圧ガス保安協会で試作された緊急遮断バルブ（原理試作）及びスマートフ

ォン連携機能を用い、集中監視センター（または販売事業者等）との間で屋内／屋外使用、中・

長距離の移動等について通信試験を行った。また、質量販売された容器の多様な使用形態を想

定し、当システムの運用を考慮しつつ技術的課題を調査・検討した。  

③LPガス容器の災害対策等の調査 

災害や盗難時に LPガス容器の捜索を可能にするため、無線、位置情報計測システム（GPS）、

加速度センサ、電池等を内蔵したデバイスを LPガス容器に取付けた場合を想定し、技術的課題

を調査・検討した。  

  

（２）緊急遮断バルブの検討 

振動、流量、圧力センサ等を搭載し、ガスの異常な使用を検知した場合に瞬時にガスを 停止す

る等、マイコンメータ並みの安全機能を持った緊急遮断バルブを５台程度試作した。試作した緊

急遮断バルブを質量販売用の FRP 容器に取付け、保安機能（合計・増加 流量遮断、使用時間遮断、

感震遮断等）評価試験、外的ストレス（振動、落下、耐衝撃、 転倒、輸送、環境等）評価試験、

その他（ロック機構耐久等）評価試験を行い、技術的課題を調査・検討した。  

6



6.2 調査研究の経過 

（１）IoTを活用した高度安全対策の調査 

 ①集中監視システムとの連携の調査 

   平成 31年 4月～令和 2年 2月 

 ②スマートフォン利用による LPガス容器管理方法の調査 

   平成 31年 4月～令和 2年 1月 

 ③LP ガス容器の災害対策等の調査 

   平成 31年 6月～令和 2年 12月 

 

（２）緊急遮断バルブの検討 

   平成 31年 4月～令和 2年 2月 

 

（３）まとめ 

   令和 2年 1月～令和 2年 3月 
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７．調査研究の内容 

 

7.1 IoTを活用した高度安全対策の調査 

7.1.1 集中監視システムとの連携の調査 

7.1.1.1 目的 

平成 30年度に高圧ガス保安協会で試作した緊急遮断バルブ（原理試作）及び無線子機を用い、集

中監視センター（または販売事業者等）との間で屋内／屋外使用、近距離の移動等について通信試験

を行う。また、質量販売された容器の多様な使用形態を想定し、当システムの運用を考慮しつつ、技

術的課題を調査・検討する。  

 

7.1.1.2 通信試験の実施 

 通信試験については「7.1.3 LP ガス容器の災害対策等の調査」と同時に実施した。緊急遮断バル

ブと無線子機を操作した時刻を記録し、集中監視センターに上がってきた時刻と比較することで通信

の確認を実施した。   

目的地に到着し移動しない状態でガスを使用する場合には、LTEの電波が届く限り、集中監視セン

ターとの連携は可能であることを確認した。一方、移動しながらの使用については 7.1.1.3技術的課

題で記述する通り、LTECatM1 そのものは移動を想定しているが、使用した NCU は移動を想定してい

ないため、基地局のエリアが外れると新たな基地局を探す操作をしない限り通信することができなく

なることを確認した。使用した LTECatM1 端末は以下のとおり。 

 

製品型式  :YSC-NS 

種別     :LTE Cat.M1無線機 

用途          :分離型（既設メータ向け） 

接続機器  :5ビット機器/接点機器（切替式） 

無線通信規格  :ARIB STD-T104 Release13 ARIB STD-T108 

無線周波数  :LTE方式：3GPP cat.M Release 2.1GHz/900MHz 

Uバスエア方式 :ARIB STD-T108 準拠 920MHｚ 

仕様温度範囲  :-20～60℃ 

電源      :DC3V（リチウム電池） 

標準電池寿命  :通常の使用状態において製造後 10年 

※設置環境や通信頻度により変動 

外形寸法  :W90×H132×D33 

質量      :約 0.22kg 

 

 

7.1.1.3 技術的課題 

 使用している LTECatM1そのものは移動を想定しているが、使用した NCUは移動を想定していない

ため、基地局のエリアが外れると新たな基地局を探す操作をしない限り通信することができなくなる。

移動を終え、ガスを使用するタイミングで基地局との通信を確立する必要があり、その操作は現在の

ところ緊急遮断バルブ本体の遮断弁の復帰操作となっている。目的地に到着してガスの使用を開始す
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・容器番号：開栓許可依頼容器の番号 

・緯度  ：開栓許可依頼場所の緯度 

・軽度  ：開栓許可依頼場所の経度 

 遮断履歴⑦ 

  メーターアラーム発呼の履歴を日時と装置番号で表示する。 

装置番号はログインしている所有者の装置番号を日時はメーターアラーム発呼を受信した PCの

内部時刻を表示する。 

地図表示ボタン⑫ 

  開栓許可依頼を受信するとクリック可能になる。 

地図表示をクリックすると、開栓依頼場所（スマホの位置）を Googleマップに表示する。 

開栓許可ボタン⑬ 

  開栓許可依頼を受信するとクリック可能になり、点滅を開始する。 

オペレータは、地図から緊急時対応可能かどうかを判断し、可能な場合は開栓許可を発行する。 

 

開栓拒否ボタン⑭ 

  開栓許可依頼を受信するとクリック可能になる。 

  オペレータは、地図から緊急時対応可能かどうかを判断し、不可能な場合は開栓拒否を発行する。 

閉栓ボタン⑬ 

  緊急閉栓を受信するとボタン名が「開栓許可」から「閉栓」に変わり、クリック可能となり、点

滅を開始する。 

  オペレータは、LPガス利用者と電話等で連絡し、必要な場合は遠隔で閉栓をすることができる。 

 

 

7.1.2.3 技術的課題 

 スマートフォンと緊急遮断バルブが離れると通信できなくなるため、消費者が普段使用しているス

マートフォンを利用すると、不便を感じることが予想される。遮断弁の復帰は緊急遮断バルブ本体で

行うことができるようにするなど運用の方法を決める必要がある。 

試作した緊急遮断バルブは平成 30 年度から設計を変え、現行のマイコンメータと同じ機能を持た

せてあるため、質量販売された容器の多様な使用形態に応じた運用方法を販売事業者側が決めること

ができるようになっている。 

 

7.1.3 LPガス容器の災害対策等の調査 

7.1.3.1 目的 

災害や盗難時に LPガス容器の捜索を可能にするため、無線、位置情報計測システム（GPS）、加速

度センサ、電池等を内蔵したデバイスを LP ガス容器に取付けた場合を想定し、技術的課題を調査・

検討する。通信試験を実施するが「7.1.1 集中監視システムとの連携の調査」及び「7.1.2 スマート

フォン利用による LP ガス容器管理方法の調査」における屋内／屋外使用、中・長距離の移動等につ

いての通信試験も兼ねている。  
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7.1.3.2 土砂に埋もれた容器の探索方法に関する平成 30年度の調査 

（１）GPSを用いた探索方法 

・盗難車の追跡 

・徘徊高齢者の探索 

・紛失物の位置確認 

 など、様々な分野で適用され、普及している。但し、GPS は「受信器」であり、その測定され

た位置情報を「通信機器」を用いて、外部に発信する必要がある。 

 また、GPS を用いて位置情報を確認し、特定のエリア内であることを確認する「ジオフェンシ

ング」と呼ばれる技術もある。この技術を用いれば、LP ガス容器側から積極的な位置情報の通知

による LP ガス容器の定置管理の加速につながる可能性がある。 

 なお、GPS を用いた LP ガス容器本体の管理、探索方法の実現例は見つかっておらず、利点と欠

点については以下のとおり。 

 

＜利点＞ 

基本的には世界のどこにいても位置特定が可能である。 

日本においては、cm 級で測位が可能となる。 

＜欠点＞ 

 衛星の電波が到達しない「地下」や、電波が弱まる「屋内」では、使用できない場合がある。 

 探索に用いる場合、被探索側が GPS により測定された位置情報を「通信手段」を用いて探索側

へ通知しなくてはならない。 

 

（２）発信装置を用いた探索方法 

 探索したい物に事前に定期的な送信を行う送信機をつけておき、探索を行う際にその送信電波

を受信する探索方法は、古くから実現されてきた技術である。指向性を持たせたアンテナにより

おおよその方角や、事前に判明している送信側の出力からおおよその距離を判断することが可能

である。 

 発信装置を用いた探索方法の技術例として「雪崩ビーコン」がある。これは、雪崩に巻き込ま

れた人間を早期に発見することを目的として、457kHz の微弱電波を利用する事を世界的に規格化

している。 

 雪崩に巻き込まれ、雪中に埋没した遭難者が持つ「送信機」からの電波を、探索者が「受信器」

で受信し、その方角及び距離をおおよそでつかみながら、埋没した遭難者の探索を行っていくも

のである。 

 なお、今回の調査において、発信装置(アクティブタグ)を用いた容器探索方法の実現例は見つ

かっておらず、利点と欠点については以下のとおり。 

 

＜利点＞ 

単方向送信のみで構成でき、送信側は単純な構造で実現できる。(機構・費用)  

＜欠点＞ 

正確な所在地は不明(おおよその距離・方角のみで判断する必要がある)。 

到達距離としては、数十メートル程度となる。 
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（３）ドローンを用いた探索方法 

 ドローンを用いた埋没物の検知の前例として、2017 年に NEDO プロジェクトにおいて実施され

た「ドローンによる埋没車両の探索」が通信試験されている。 

 本事例においては地中に埋まった金属を検知できる「地下電磁探査センサ」を搭載したドロー

ンを飛ばした場合、地上 1.5m 先に埋没している車両が検知できている一方、地上 3m 先に埋没し

ている車両についてはわずかに検知できる状況であった。 

 

＜利点＞ 

人や車両が到達できない被災地域に対して遠隔地から探索を行うことが可能である。 

埋没深度が浅い場合は、LP ガス容器が埋没していても探索を行うことが可能である。 

＜欠点＞ 

埋没深度が深い場合、LP ガス容器の検出が困難である。 

LP ガス容器に似た形状の金属物(例：円柱菅など)との識別が難しい。 

 

（４）無線通信を用いた探索方法 

 ①Wi-Fi を利用した探索 

 複数の Wi-Fi アクセスポイントとの電波強度、到達時間の違いから三点測位を演算し、測位

する手法。 

＜利点＞ 

既存の Wi-Fi アクセスポイントが数多く存在するため、設備投資の抑圧が可能。 

測位が早い。 

＜欠点＞ 

カバーエリアは半径数ｍ～数十ｍ程度と小さく、アクセスポイントが密集している場所でない

と測位誤差が大きくなる。 

（５）RFID（Radio Frequency Identifier）による位置検出 

 RFID（RF タグ）という ID 情報を持つ小さなチップと、専用リーダを使う手法。 

位置を検出、特定したいモノにこのタグを付け、リーダでタグを読み取ることにより、その位置

情報を測定できる。 

 

＜利点＞ 

 各タグに情報を持たせることができる。小型なものも多数あるため、様々なアプリケーション

へ活用可能。 

＜欠点＞ 

通信距離（読み取り範囲）が数 cm～数 mと近距離に限定される。 

 

（６）Bluetooth ビーコンによる位置探索 

 BLE（Bluetooth Low Energy）という Bluetooth の一種の信号（ビーコン）を活用し、信号の強

度判別で位置範囲を測定したり、三点測位を行って位置を特定する手法。 

 また、ビーコンの一種である iBeacon の仕組みを使うことで、端末上のアプリを介してプッシ

ュ通知を行うことが可能。 
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＜利点＞ 

ビーコン発信機は小型で運びやすいため、利用範囲が広い。 

＜欠点＞ 

信号が有効な半径が狭いため、電波の干渉や反射により、位置探索精度が落ちることがある。 

 

（７）UWB による位置探索 

 UWB（Ultra Wide Band、超広帯域無線）を用いた方式。人やモノに取り付けたタグから電波を

発信し、その入射角度や到達時間差によって位置情報を測定する。 

 

＜利点＞ 

 8.5～9.5GHz の周波数帯を使う方式で、位置探索の精度が極めて高い。（タグの位置を、誤差

15cm という範囲におさめることに成功した事例あり） 

＜欠点＞ 

設備が比較的大きなものになるため、設置コストがかかる。 

（８）セルラー系の基地局を用いた位置探索 

 セルラー系の基地局と通信を行うことで位置情報を取得する手法。基地局の Cell-ID を用いる

方法と、複数の基地局との位置情報から三点測位する方法（TDOA：Time Difference of Arrival, 

電波到達時間差分方式）などがある。 

 また、3GPP (Third Generation Partnership Project)では、LPWA のカテゴリに対しても位置

探索（Positioning）が議論されている。Release 14 では、Positioning として、RSRP/RSRQ に

よる測定や、TDOA が拡張される見込みである。 

 

＜利点＞ 

 複数の基地局を利用して位置情報を求めることにより、より高い精度で位置情報を得ることが

可能。 

測位が早い。 

＜欠点＞ 

キャリアとの契約が必要。 

精度が低い。（数 km） 

 

（９）その他センサを組合せた位置探索（例：カーナビ） 

 カーナビは、GPS のほかに、車に設置されている各種センサ（車速センサ、ジャイロなど）の

情報をカーナビの地図情報を組み合わせ、自律的に位置探索する機能が搭載されている。 

 

 平成 30年度の調査結果から、LP ガス容器ごとに無線を使用したデバイスを取り付けて土砂の中

から容器を探索することは困難であることが判明している。技術的な課題としては、容器ごとに

取り付ける無線を使用したデバイスが高価であること、RFID（RF タグ）のように安価なデバイス

があったとしても、土砂に埋もれることで電波が減衰するため容器の探索には利用できないこと

が報告されている。 
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7.1.3.3 通信試験 

（１）調査に使用するデバイスの製作 

本年度は、昨年度の調査を踏まえ、無線として SIGFOXと LTEを採用し、位置情報計測システム

（GPS）、加速度センサ、電池等を内蔵したデバイスを製作した。土砂に埋もれた容器については、

平成 30年度の調査結果と同様、価格と電波の減衰の問題が想定されるが、調査時には水没させて

確認できるよう、耐水性のあるケースに入れることとした。 

調査に使用するデバイスとしては、SIGFOX を搭載した崖崩れを監視するための落石傾斜センサ

を開発したメーカと調整し、評価用キットとして使用することとした。当該落石傾斜センサには

無線、位置情報計測システム（GPS）、加速度センサ、電池が搭載されており、製品を開発する際

の評価用キットを調査に使用した。なお、GPS の信号は SIGFOX を介して送信されるため、GPS の

位置情報が取得出来ていても位置の特定ができない場合があった。 

 

表 7.1.3.3.1 落石傾斜センサの仕様 

 

  

傾斜センサが加速度センサも兼ねており、アラームの送信に関するしきい値を変えることもで

きる。また、データの受信に必要なサーバも利用でき、既存品を転用することで、特段の開発を

しなくとも LPガス容器の災害対策について検討することが可能となった。 

 

図 7.1.3.3.1 デモ確認時のサーバへの表示の様子 
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 一方、LTEについては、既存の LTECatM1及びスマートフォンを利用して、SIGFOXと同様の調査

を実施する。なお、今回使用する LTECatM1 デバイスは、平成 30 年度に高圧ガス保安協会で試作

された緊急遮断バルブ（原理試作）でも使用しており、実施する調査は「7.1.1 集中監視システ

ムとの連携の調査」及び「7.1.2 スマートフォン利用による LPガス容器管理方法の調査」におけ

る屋内／屋外使用、中・長距離の移動等について通信試験も同時に検証することとした。なお、

スマートフォンについては電波が届く限り通信ができており、特に問題は発生しなかったため、

通信試験の結果としては、SIGFOX 及び LTECatM1 を中心に記載した。LTECatM1 そのものは移動を

想定しているが、使用している NCU が移動を想定していないため、移動中の試験については移動

の途中で基地局との通信を確立する操作を実施し、スマートフォン同様に電波が届く限り通信が

できることを確認している。このため、電車と車による移動中の試験については SIGFOXのみの報

告となっている。 

 

（２）通信試験 

通信試験は、取得時間、取得地点、受信感度(RSSI)、GPS、取得基地局、データ数と観測地点の

環境により考察する。通信試験については、以下の項目について実施するが、移動しながら通信

した場合の通信品質の確認時の移動手段としては車の他、電車も対象とした。電車内でガスを使

用することはないが、様々な電波環境を確認するためには適していると判断した。 

 

・移動しながら通信した場合の通信品質の確認 

・都心部 / 住宅街など、場所による通信品質の確認 

・サービスエリア限界地点での通信品質の確認 

・水中、土砂の中など、無線を阻害する環境下での通信品質の確認 

 

 なお、容器を持ち運ぶことは場所によっては困難であるため、通信デバイスのみを持ち運んで

試験を実施した。 
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・防音壁のような高い壁、混雑した道路のトラックが並走する場所では取得率が悪い。 

 

GPS： 

GPS を取得する際に、車で移動することで、衛星を確定することが困難であるため、GPSの取

得はできないと予想する。リアルタイムの移動経路の詳細まで必要であれば、車載 GPSのよ

うに補正の仕組みが必要であるが、今回は補正の仕組みを搭載していないことに起因する。 

その結果、皇居周りでの GPSの取得率は 20%程度と低い結果となる。 

高速道路においては、全体で２%程度の取得率である。 

これらのことより、移動する車では、衛星を特定できずに取得ができていないと考えられる。 

 

移動中の GPS の取得には、端末のアンテナを工夫して、衛星を取りやすくする工夫が必要で

ある。 

現在車載の GPS を取得する際は、フロントガラス付近に大きなアンテナをつける等の工夫が

されている。 

また、トンネルや移動速度が速い場合は加速度センサ、ジャイロセンサによる補正が必要で

あると考える。 

 

3) 都心部 / 住宅街での結果内容 

都心部 / 住宅街での通信品質の確認は、高層ビル街や、地下街、住宅街で調査した。 

①繁華街での試験手順 

繁華街での通信品質の確認は、端末を持ち下図の地図の範囲を徒歩で実施した。 

端末は地上から 1mの高さで実施した。 

 

図 7.1.3.3.14 試験場所の様子 

 

 

地図データ©2020 Google 日本 地図データ©2020 Google 日本 繁華街の経路図 繁華街の風景 
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SIGFOX： 

[新宿 繁華街] 

高層ビルの影響により電波が阻害され、受信感度、基地局取得数は低下するが、問題なく通

信できると予想するが、実験結果から、取得できる基地局が低下する場所もあるが、100％の

確率で通信することができた。 

受信感度もすべての通信で良い結果が得られている。 

徒歩で移動しながらの実験を実施したが、徒歩の速度では問題なく通信ができることが確認

できた。 

[地下街] 

SIGFOX は地下に基地局が設置されていないため取得できないと予想するが、通信試験の結果

から予想通り SIGFOXは地下に基地局ないため、通信はできていない。 

[半地下街] 

周囲が建物で囲まれているため、屋外の見晴らしの良い観測点と比べると受信感度は下がる

が、問題なく通信できると予想するが、実験結果から 100%の確率で取得できたため予想通り

である。 

受信感度においても、囲まれた建物による電波の阻害で見晴らしの良い繁華街と比べると悪

い結果が得られているため予想通りである。 

[住宅街] 

比較的建物が低く密集していない場所での実験は、電波を阻害するものが少ないため、問題

なく通信できると予想される。 

マンションや建物が密集する場所での実験では、マンションの影響による電波の阻害で、受

信感度は低下するが、問題なく通信できると予想する。 

比較的建物が低く密集していない場所、マンションや建物が密集している場所ともに、100%

の確率で取得できている。 

比較的建物が低く密集していない場所と比べてマンションや建物が密集する場所は、受信感

度、取得できる基地局の数は低下する傾向にある。 

徒歩で移動しながらの実験を実施したが、徒歩の速度では問題なく通信ができることが確認

できた。 

観測ポイントが近い地域であるが、建物の高さや建物の密集具合等の環境により、受信感度、

平均基地局取得数が変化することがわかる。 

高層ビルの並ぶ繁華街と、マンションや建物が密集する場所とを比較すると、取得できる基

地局数が 9局少なくなっている。ただし、受信感度に関しては、-9dB程良い値がでている。 

繁華街、住宅街ともに基地局は 3 局以上設置されているが、繁華街の方が住宅街よりも基地

局が密集しているためと考えられる。 

 

GPS： 

[新宿 繁華街] 

高層ビルに電波が阻害されるため、移動する際は取得できないと予想する。 

繁華街では、50%の確率で GPSを取得できている。 

GPS データが取得できなかった要因として、高層ビルの隙間に入り衛星が取れなくなったと考
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図 7.1.3.3.33 水中での電磁波の吸収減衰 

 

10) 通信試験における通信の阻害内容 

通信試験において、通信を阻害する要因として大きく 2つが考えられる。 

・物理的な障害物 

・移動速度 

 

11) 物理的な障害物による通信阻害 

端末付近に高い障害物がある場合や、端末が地下にある場合に通信が失敗する傾向にある。 

高い障害物とは、 

・山 

・マンションなどの建物 

・ショッピングモール 

・高速道路の防音壁 

・並走するトラック、並走する電車 

などが挙げられる。 

 

SIGOXの取得率においては最大 40%程度低下し、受信感度においても、-13dB程度低下している。 

地下においては、基地局がないため取得はできていない。 

このことから、SIGFOXの設置場所を調査し、取得率の高い場所に設置する必要がある。 

 

12) 移動速度による通信阻害 

移動する速度に関しては、移動する速度が速くなるにつれて取得できる基地局は低下する傾向

にある。 

移動速度により取得できる基地局が減少する理由については、3.7技術的背景で記載した通りで

ある。 

今回の繁華街や住宅街の実験から、徒歩での速度では、SIGFOX は 100％取得でき、平均取得基

地局数や受信感度の観点からも問題なく通信できている。 

今回の用途である、容器が川に流された時の川の流れが時速約 15kmであると仮定すると、容器

の位置情報の特定のための通信は問題ないと考えられる。 
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7.1.3.4 実験に基づいた容器探索方法の考察 

（１）移動している容器の探索 

【SIGFOX + GPS】 

通信試験で用いたソフトでは、測定周期を 3分に固定し SIGFOXの通信品質を計測することを目的

としていたため、GPS の再取得は行わない。 

実運用では、測定周期は 30分で固定するが GPSの衛星を再取得する時間を設けているため、通信

試験での結果に比べて GPSの取得率は向上し、容器の探索も可能であると考える。 

  

ユーザーがリアルタイムに位置を特定することは SIGFOX ではできない。 

SIGFOX のユーザーの指示は端末からのデータ受信のタイミングでのみ行えるため、リアルタイ

ムの探索はできない仕様である。 

 

移動しながら位置特定を行う際の技術的改良点 

移動しながら位置特定を行う方法としては、2つ考えられる。 

1.実運用で実施している GPS取得のリトライと GPS補正をかけて精度を向上させる方法 

2.容器が静止している状態でのみ位置情報を発報する方法 

 

容器が静止している状態でのみ位置情報を発報する方法は、移動中の細かな情報ではなく、

信号で止まった場合や駐車中の位置情報から移動販売車の移動軌跡を特定することが可能であ

ると考える。リアルタイムではなくとも、通信ポイントごとの情報をつなぎ合わせることで、

ある程度は移動経路の特定が可能である。 

 

【スマートフォン・LTE CatM1】 

スマートフォンにおいては、電波が届く限り位置の特定が可能であった。LTECatM1においては、

NCU に対して基地局の切り替えを行う設定を行うことで、移動する容器においても通信が行えるよ

うになり、スマートフォン同様、位置特定できる。 

  

（２）水中、土の中での容器探索 

【SIGFOX + GPS】 

容器のアンテナが水中に浸かってしまった場合は、電波の減衰により通信ができないため位置特

定はできない。 

また、土の中に埋まってしまった場合も、土壌水分量により通信ができない場合がある。 

そのため、水没前や土砂に埋まる前に通信を行い、容器の位置特定を行う必要がある。 

今回作成したセンサは、水位センサや、傾斜センサを搭載しているため、容器が流される前から

水没する前までは定期的に通信をするため、位置の推定はできる。 

 

【スマートフォン・LTE CatM1】 

SIGFOX の通信と同様で、水没もしくは土の中に埋まってしまった場合は、通信は困難となり、

位置特定はできないと考えられる。 
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（３）都心部での容器探索 

【SIGFOX + GPS】 

LP ガス容器に取り付けた傾斜センサ(SIGFOX + GPS)では定点観測において、基地局が設置され

ている場所では問題なく通信できるため、位置特定は可能である。 

 

次に定点観測である LPガス容器に設置するのではなく、都心部で見かける移動販売車等にセン

サを付けることを想定する。 

実運用ソフトでは、GPSの取得をリトライするため位置特定は可能であるが、GPSの精度向上の

ために GPSの補正処理が考えられる。 

GPS の補正は、加速度センサやジャイロセンサと取得した GPS データによる補正が考えられる。 

トンネル等に入り GPS が取得できなくなった場合は、前回取得した GPS データと加速度センサの

データにより、位置を推測する手法である。 

補正を行うことで、移動販売車に容器を付けた場合でも精度の高い位置特定を行えると考察する。 

 

【スマートフォン・LTE CatM1】 

スマートフォンにおいては、電波が届く限り位置の特定が可能であった。LTECatM1においては、

NCU に対して基地局の切り替えを行う設定を行うことで、移動する容器においても通信が行えるよ

うになり、スマートフォン同様、位置特定できる。住宅街においては、基地局が密に設置されて

いるため、詳細な位置特定が可能と考える。 

 

（４）試験結果のまとめ 

 [SIGFOX] 

通信試験で得られた SIGFOXの結果は下記のとおりである。 

・移動中 30km～100km の通信試験で受信感度は低下するが、基地局が設置されている範囲であれ

ば通信できる。 

・地下駐車場のような、基地局が設置されていない場所では通信できない。 

・端末の近くに高い障害物がある場合は、容器が移動中/停止中を問わずに通信できない傾向にあ

る。 

・端末のアンテナが水中に浸かっている場合は、通信はできない。 

[スマートフォン・LTECatM1] 

通信試験で得られた LTEの結果は下記のとおりである。 

・CatM1そのものは移動に対応できる仕様であるが、NCUが移動に対応していないため、基地局の

エリアが外れると新たな基地局を探す操作が必要となる。 

・スマートフォンでは移動中でも通信が可能である。 

・SIGFOXと比較して基地局が多いため、通信が安定しており、容器の探索には適している。 

・端末のアンテナが水中に浸かっている場合は、通信ができない。 

[GPS] 

通信試験で得られた GPSの結果は下記のとおりである。 

・定点観測や、徒歩での移動では、GPSデータを取得できる。 

・移動中 30km～100km の通信試験では、衛星を取得に失敗することが多い。 
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3) 一日に送ることができる回数 

SIGFOX の一日にデータを送ることができる回数は、140 回であるため、無制限に送信するこ

とができる LTEに比べて少ない。 

30分間隔や 1時間間隔でデータを送信するようなシステムに関しては、SIGFOXは適している。

随時データを送信するシステムには、LTEが適していると考えられる。 

 

4) 回線使用料(基本料金) 

SIGFOX の回線使用料(基本料金)は、年間 100円からのプランがある。 

CatM1ではない通常の LTE は月額 300～400円、年額にすると 3600～4800円である。 

このことから、回線使用料(基本料金)は通常の LTEに比べて SIGFOXのほうが安価である。なお、

LTE は、CatM1などを使用し、通信回数を減らすことで、消費電流を抑え回線使用料を下げるこ

とも可能。（詳細な契約内容について開示は得られなかった） 

 

5) 基地局の人口カバー率 

基地局の人口カバー率は SIGFOX に比べて LTE が上回っている。ただし、LTE の基地局は、個

人ユーザーが使用するため、災害時や、突然の大雨等で繋がりにくい状況が起こる可能性があ

る。また、LTEの基地局は山の中や地下にも基地局があるため、使用する場所を選ばない点が特

色として挙げられる。 

 

（２）SIGFOXの本来の使用方法である定点観測による災害時の利用可能性 

SIGFOX の本来の使用方法である定点観測による災害時の利用可能性について、本年度製作した

デバイスを基に想定する。 

 

1) 本年度製作したデバイスによる定点観測の方法 

①定期送信 

傾斜センサは 30 分に 1回、定期的に無線を送信する。 

目的は、 

・傾斜センサの生存確認 

・位置情報の監視 

である。 

 

②緊急発報 

傾斜センサは加速度センサであるため、傾きや加速度にしきい値を設けることで、その都度

無線で通知する。ただし、質量販売時に容器を持ち運ぶことに起因する傾きや加速度を区別す

ることはできない。 

 

③送信データ 

定期送信、緊急発報時には下記のデータを基地局に送信する。 

・電池残量 

・傾斜センサの状態 
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・傾斜角度、加速度 

・GPSデータ(緯度、経度) 

 

④データ監視 

基地局に届いたデータは、クラウドで監視することも可能である。 

 

 

 

図 7.1.3.5.1 クラウドでの監視の様子 

 

 2) 災害時の利用可能性 

 通常動くことのない固定された体積販売の設備に対して加速度を取得し、しきい値を超えたと

きに緊急発報する仕組みであれば、数を増やすことで定点観測網のような利用方法が考えられる。  

この場合、マイコンメータの感震センサを加速度センサに置き換え、既存の集中監視システム

を使用することも可能であることから、通信の方法については SIGFOXに限る必要はない。 

 

7.1.3.6 台風15号による千葉県での停電被害状況のまとめ 

（１）背景 

 SIGFOXの人口カバー率が上がってから通信に影響を与えるような災害の事例がなかったが、

台風15号による停電被害が発生したことから、今後の災害対策の検討に資するため通信に与え

た影響について調査する。 

 

（２）台風15号の概要 

1) 台風15号の進路と中心気圧 

 台風15号の進路と中心気圧は以下の図のようになる。 

 台風15号は9月9日午前3時頃に三浦半島に接近し、9日午前5時頃に千葉県千葉市付近に上陸。

上陸時の勢力は中心気圧960hPa・最大風速40m/sの非常に強く、関東としては過去最強クラス

となった。 

 その後、茨城県水戸市付近で海上に出た台風は、福島県や宮城県を暴風・強風域に巻き込みな

がら東進した。 
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2) 被害状況 

 ・人的被害と建物被害 

  人的被害は東京都で死者1名、1都6県で150人が重軽傷を負った。 

 

表7.1.3.6.2 台風15号の被害状況 

  

 ・電力への被害 

 千葉県内で送電塔2本と電柱84本が倒壊したほか、推計約2000本の電柱が損傷し、神奈川県

と千葉県を中心に9日時点で93万戸が停電した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.1.3.6.2 台風15号による停電件数の推移 
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・携帯電話への被害 

表7.1.3.6.3 台風15号による携帯電話への被害 

事業者 被害状況 復旧日時 

NTTドコモ 千葉県内で3局の基地局が停波 9月19日（木）午後0時55分 

au 停波の被害なし（つながりにくい状況は頻発） 9月17日 (火) 午後8時50分 

ソフトバンク 千葉県内で9局の基地局が停波 9月18日（水）午後5時38分 

 

（参考）各地の被害写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.1.3.6.3 台風15号による被害の様子 

倒れた電柱 吹き飛ばされた屋根 

倒された送電線の鉄塔 壊されたコンビニ 

飛ばされた車 
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（４） SIGFOX通信事業者（KCCS）へのヒアリング結果報告 

1) SIGFOX基地局が停電の影響を受けた台数と具体的な地域 

  ・台風 15号による停電で、合計約 20局の基地局が影響を受けた。すべてが千葉県ではなく、台

風 15号の通り道沿いで停電の影響を受けた基地局の総数。千葉県内で停電の影響を受けた基地

局の総数は不明。 

   （設置した県毎には算出していない） 

  ・停電の影響を受けた基地局の具体的な場所/地域については開示できない。 

 2）停電の影響を受けた端末の台数 

  ・通信事業者はユーザーの端末がどこで使用されているのかを把握出来ない。全ユーザーへのヒ

アリングも実施していないため、停電の影響を受けた端末の台数は不明であり負荷の様子は

判らないが、停電によるユーザーからの問い合わせ及びクレームは一件も無かった。 

3) 自家発電等により、停電の影響を受けなかった基地局の具体的な地域及び台数 

  ・基地局を設置しているいくつかの建物に自家発電装置があることは把握しているが、停電によ

り自家発電が稼働したことで通信への影響を受けなかったのか、そもそも停電が無かったのか

は把握できない。 

  ・自家発電等の設備がある基地局の場所や台数に関する情報は開示できない。 

 4) SIGFOX基地局が停電の影響を受けても、リカバリが出来た具体的な事例について 

  事例1）千葉県の沿岸から海を越えて東京の基地局に電波が届いたのを確認している 

  事例2）停電の地域から離れた隣の地域へ電波が届いているのもいくつか確認している 

5) 基地局の動作状況の把握 

  ・基地局が動作しているか、停止しているかはリモートで把握できる。ただし、停止してい

る原因が停電によるものか、故障が原因なのかの判断は出来ない。 

6) 台風15号の影響により基地局に影響が出た期間 

  ・長いところで最大1週間程度、基地局が動作していない期間が続いていたのを確認してい

る。 

7) SIGFOX基地局以降のネットワークが動作していない場合 

  ・SIGFOX基地局から先のネットワークに障害が出ている場合は、SIGFOX基地局が受信したす

べてのデータを蓄積し、ネットワークが復旧後に全データを送出する。タイムラグは発生す

るが、データは確実にユーザーに届く仕組みである。 

 

（５）停電被害状況データとSIGFOX通信の技術的背景からの考察 

1) 停電被害エリアとSIGFOXエリアマップからの考察 

①設置基地局数からの考察 

 SIGFOXサービスエリアマップと停電被害エリアマップを比較すると、ほとんどのエリアが3

局以上である。 
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 本サービスは、米Loft Orbital社（ELO 1および2）と英Clyde Space社（ELO 3および4）が

提供する4つの衛星で構成され、2020年から2021年の間に打ち上げが予定されている。これら

の4つの衛星が軌道に投入されるとすぐに商用サービスに入る。この新たな試みが成功すると、

他の衛星の打ち上げも追加され、2022年までに合計25個の衛星が稼働する予定である。 

 SIGFOXは、地上ネットワークと衛星の両方でデータを取得できるデバイスを利用して、地上

の基地局だけでなく、人工衛星の基地局を経由してデータを受信することができるようになる。 

 人工衛星基地局が稼働すると、基地局の設置が困難である海上や山中、基地局が停電等の理

由により受信が困難な場合でも、人工衛星基地局を経由してのデータ収集が可能になる。 

 

 

 

図7.1.3.6.7 人工衛星基地局利用のイメージ 

 

（７）まとめ 

 SIGFOXは下記の特徴がある。 

  ・長距離通信 

  ・同一エリアに複数台の基地局を設置 

  ・送信するデータは同じデータを3回送信する 

この特徴から、基地局に何かしらの障害が発生したとしても、 

  ・同一エリア内の他の基地局に届く 

  ・少し離れた近隣エリアの基地局に届く 

  ・同一データを複数回送信することで、遠方の基地局に届く確率が上がる 

このことにより、災害に対しても強い通信方式であると言える。 

 また、今回の台風15号により約20台の基地局が停電によりダウンしたが、ユーザーからデー

タが届かない等の問い合わせは一切なかった。 基地局がダウンしても複数の基地局でカバー

し合うSIGFOXの特徴により、大きな問題が発生しなかったと思われる。ただし、接続している

端末の数が不明であるため、高負荷の状態となった場合の問題については検証できなかった。 
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7.2 緊急遮断バルブの検討 

7.2.1 目的 

振動、流量、圧力センサ等を搭載し、ガスの異常な使用を検知した場合に瞬時にガスを 停

止する等、マイコンメータ並みの安全機能を持った緊急遮断バルブを５台程度試作する。

試作した緊急遮断バルブを質量販売用の FRP容器に取付け、保安機能（合計・増加 流量遮

断、使用時間遮断、感震遮断等）評価試験、外的ストレス（振動、落下、耐衝撃、 転倒、

輸送、環境等）評価試験、その他（ロック機構耐久等）評価試験を行い、技術的課題を調

査・検討する。 

 

7.2.2 緊急遮断バルブの設計変更 

7.2.2.1 平成 30年度における緊急遮断バルブ構想設計 

 平成 30 年度は、遮断弁、制御基板（マイコン）、振動センサ、計量部、圧力センサ、通

信部、圧力調整器、電池、ガス取り出し口を一体化し、FRP容器に取付け／取外し可能な緊

急遮断バルブの一次設計を行った。 

  

なお、構想設計の条件として以下を考慮した。 

①低コスト化のため内蔵する機器は既存のマイコンメータで使用される機器を流用する。

特に制御基板は、マイコンメータのそれを利用する。 

②一定の振動、衝撃に対する対策を考慮する。ただし、耐衝撃性能は今後の課題とする。 

③FRP容器との接続は、ＬＰガス容器への再充てん時に取り外す必要がある為、比較的簡

単に取り外すことができ、かつクイックカップリングにより漏れの無いように確実に接

続できること 

③FRP容器の元弁は、操作可能であること。 

 

 

図 7.2.2.1 緊急遮断バルブ イメージ図 
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7.2.2.3 平成 30年度に設計した緊急遮断バルブに対する指摘事項 

 平成 30年度に設計した緊急遮断バルブに対しては、大きく分けて以下の 3つの指摘が

なされている。 

1) トップヘビーとなる 

 FRP容器の上部に 5ｋｇ程度の緊急遮断バルブを取り付けることによりトップヘビー

の状態となり、転倒の危険性が増すことが指摘されている。例示基準では転落、転倒等

を防止する措置として、充てん量 10ｋｇ未満の容器については、水平で、かつ、上から

物が落ちるおそれのない場所に置くことが求められているが、容器を固定することまで

は求められていない。本来は、例示基準で求められていなくとも、容器は固定すること

が望ましいため、容器の固定について提案する必要がある。 

2) 容器バルブが操作しにくくなる 

 当該 FRP容器は上部に緊急遮断バルブを設置することを想定していないため、クイッ

クカップリング付近の容器バルブを操作しにくいことが指摘されており、FRP容器の上

部に取り付ける以上、程度の問題はあるが、容器バルブの操作がしにくくなることは避

けられない。 

3) 圧力調整器に異常が発生した際の危険性 

 圧力調整器に異常が発生した場合の事故について考慮するべきと指摘されており、異

物が調整器内に混入したことを想定した。当該 FRP容器と緊急遮断バルブは過度に擦れ

ることはないため、異物の直接の発生源とはならないが、異物が入ったことによる事故

は存在する。 

 

＜事故事例＞ 

 事故前日の使用を最後に使用されていない状態であり、ガス臭に気付いた消費者が容

器の設置場所へ確認に行ったところ爆発し、火災が発生した。当該調整器を調べたとこ

ろ、調整器の弁体に発生した亀裂の影響で、ガスを流そうとしても閉塞したままの状態

で流れが止まったり、ガスを止めようとしても調整不良となり下流側に高圧のガスが送

り出される現象が確認された。 

 原因は、前日に容器バルブを閉めていたつもりが不完全閉止であった可能性があり，

ガスが調整器内へ流入するとともに、調整器内の弁体の亀裂により継続して調整器低圧

側へガスが流入。調整器内部低圧側の安全装置の不具合も重なり、下流側に高圧のガス

が送り出されたことで、ゴムホースが外れガスが噴出し、コンロの炎に引火したものと

推定される。 
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図 7.2.2.4 調整器の構造 

 

 当該事故事例は⑫弁に異常が生じ、気密が保たれなくなったことによるものである。圧

力調整器の弁に係る事故が発生した際、高圧のガスが下流側に流れていくことは避けられ

ないため、圧力調整器と緊急遮断バルブの内部に収納しても結果は大きくは変わらない。

しかしながら、容器バルブ操作のしにくさが影響することは考えられる。 

 

7.2.2.4 緊急遮断バルブ試作品の最終設計方針 

（１）取り付け方法 

圧力調整器と緊急遮断バルブを切り分けることにより、平成 30年度に設計した緊急遮

断バルブに対する指摘事項を解決することとした。 

 

1) トップヘビーとなる 

 圧力調整器を内部に収納する構造が不要となれば、軽量化と小型化が可能となる。ま

た、転倒防止のためには重心を低くすることに加え、容器の固定が重要である。 

 平成 27年度の安全技術普及事業（事故発生原因分析等調査）において、本省所管の

販売事業者（平成 27年当時、51社に対し 5通の調査票を事業所に配布依頼、51社から

合計 203通の調査票を回収）に対しアンケート調査を実施している。消費設備調査時の

指摘事項として最も多かったのが容器の転落・転倒防止措置に関するものであったが、

容器を固定する場所がないことから改善ができないという回答が多く、道路のガードレ

ルに固定することの許可が出ないという具体的な事例も報告されている。 
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 緊急遮断バルブを固定する治具に折りたたみ式の足を付け、簡易的な容器スタンドと

することも可能であり、容器の転落・転倒防止措置の問題を解決できる。 

 

2) 容器バルブが操作しにくくなる 

 容器バルブの上部が開放されることで、操作性が向上する。 

 

3) 圧力調整器に異常が発生した際の危険性 

 操作性の向上によって、対応が容易となる。 

 

 また、緊急遮断バルブの普及については、圧力調整器と切り分けることで、FRP容器

による質量販売用の緊急遮断バルブとしての用途のみではなく、体積販売用途にも転用

することができ、スケールメリットによる低価格化を狙うこともできる。 

 

（２）保安機能・その他の機能 

 低コスト化のため内蔵する機器は既存のマイコンメータで使用される機器を流用する。

特に制御基板は、マイコンメータのそれを利用する。 

 

 

7.2.3 緊急遮断バルブの試作 

7.2.3.1 緊急遮断バルブ及び取り付け治具の試作 

 

 

図 7.2.3.1 試作の要件及びユニットイメージ図 
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（１）要件 

緊急遮断バルブ及び FRP容器取り付け治具の要件は以下の通りとする。 

 

1) 緊急遮断バルブ 

①保安機能 

・遮断弁、感震器を含め、Ｕバスラインを搭載した現行のＥ型マイコンメータと同じ保

安機能とする。         

 

②端子台 

・Ｕバスライン、警報器接続端子、グランドとするが、従来の通信端子（ＤＴ－ＳＧラ

イン）を別に設ける。        

 

③液晶表示 

・現行のＥ型マイコンメータの保安表示部と同じ表示方法とする。 

 

④形状 

・ガスの流路については、超音波の計測方式をＶパス方式に変更することで経路を短縮

し、ガスの入口と出口が上下方向に直線的となる配置方法とする。 

・ガスの入口、出口は図１のそれぞれ上方、下方とし、ねじ径は M36とする。 

・図１の a,b,cの辺がそれぞれ、80mm,180mm,95mm以下とする。 

・背面には FRP容器取り付け治具にねじ止めできるようにする。  

 

⑤材質 

・本体は、既存のＥ型マイコンメータと同じアルミ製とする。 

・端子台の蓋は、既存のＥ型マイコンメータと同じ樹脂製とする。 

 

⑥質量 

・1kｇ程度とする。 

 

2) FRP 容器取り付け治具        

①緊急遮断バルブとの接続方法 

・質量販売の形態に応じて取り付け治具を変えることができるよう、緊急遮断バルブの

背面でねじ止めできるようにする。 

 

②FRP容器への取り付け方法 
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（１）緊急遮断バルブ         

1) 構成 
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2) 外観図 
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（２）ＦＲＰ容器取り付け治具 

1) 構成 

 

 

  

81



2) 外観図 

＜三脚収納時＞ 
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＜三脚使用時＞ 
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（３）緊急遮断バルブユニット 

1) 構成 
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2) 外観図 
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（７．５ｋｇタイプＦＲＰ容器取付け状態） 
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3) 機構詳細 

①ロック機構部 

下記手順でＦＲＰ容器と緊急遮断バルブユニットを固定する。 

１．緊急遮断バルブユニットをＦＲＰ容器に取付け後、ロック機構部をＦＲＰ容器側

に押す。 

 

 

２．ロック機構部がＦＲＰ容器の持ち手部を乗り越え、挟み込むことでロックする。 

 

 

②転倒防止機構（三脚） 

下記手順でＦＲＰ容器と緊急遮断バルブユニットの転倒を防止する。 

１．緊急遮断バルブユニットをＦＲＰ容器に取付け後、三脚を左方向に回しロックを解

除する。 
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２．三脚を地面まで伸ばし、三脚を右方向に回しロックする。 
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（４）外観写真 

1) 緊急遮断バルブ 

 

 

正面 背面

左側面 右側面

上面 下面
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2) ＦＲＰ容器取り付け治具 

 

 

 

正面 背面

左側面 右側面

上面
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3) 緊急遮断バルブユニット 

 

 

 

正面 背面

上面

左側面 右側面
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7.2.3.2 緊急遮断バルブ及び取り付け治具の評価 

（１）評価項目の抽出 

DRBFM(Design Review Based on Failure Mode）にて緊急遮断バルブ及び取り付け治具

の懸念事項を洗い出し、必要な評価項目を抽出した。評価項目一覧表を次に示す。 

 

表１．評価項目一覧 
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（２）評価結果 

評価結果一覧を表２に、以降に試験条件及び結果の詳細を示す。 

 

評価項目一覧 

 

 

 

 

 

評価区分 評価結果

①
合計・増加流量

遮断試験

質量販売用調整器は容量1kg/h仕様で上限値遮断は測定できないため、下限値遮断の

み測定を行った。

<合計流量>

合計流量遮断判定値（900L/h)を超えた場合に、「合計流量遮断」で遮断及び遮断表示を

確認。

<増加流量>

増加流量遮断判定値（900L/h)を超えた場合に、「増加流量遮断」で遮断及び遮断表示を

確認。

②
使用時間遮断

試験

当該ガス流量区分の制限時間で「使用時間遮断」で遮断及び遮断表示を確認。

③
復帰安全確認中

漏えい遮断試験

漏えいありと判断した場合、「復帰安全確認中漏えい遮断」で遮断及び遮断表示を確認。

④
流量式

微少漏えい試験

3L/h未満の流量を継続して流し、30日経過したところで、「流量式微小漏えい警告」の表

示を確認。

⑤
圧力式

微少漏えい試験

圧力差0.2kPa未満を30日間継続した後、「圧力式微小漏えい警告」の表示を確認。

⑥
調整圧力異常

試験

質量販売用調整器の調整圧を規定範囲外の値に設定できないため、矢崎製単段調整器

の調整圧を可変できるように改良し測定を行った。

〈調整圧上限異常警告〉

計測した調整圧力が規定範囲外（3.5kPa）の状態を30日のうち15回検知後、「調整圧力

異常警告」の表示を確認。

〈調整圧下限異常警告〉

計測した調整圧力が規定範囲外（2.1kPa）の状態を30日のうち15回検知後、「調整圧異

常警告」の表示を確認。

⑦
閉そく圧力異常

試験

質量販売用調整器の調整圧を規定範囲外の値に設定できないため、矢崎製単段調整器

の調整圧を可変できるように改良し測定を行った。

計測した閉そく圧力が異常圧力（3.6kPa以上）を24時間以上の間隔で15回検知後、「閉そ

く圧異常警告」の表示を確認。

⑧
圧力低下遮断

試験

流量21L/hで30秒以上継続した後に、2.8kPaの圧力から徐々に圧力を低下させ、0.2～

1.0kPaの範囲内において「圧力低下遮断」で遮断及び遮断表示を確認。

⑨ 感震遮断試験

下表に示す遮断値にて「感震器作動遮断」で遮断及び遮断表示を確認。

※繰返し３回の平均値

⑩ 振動試験
ロック機構の解除、ねじの緩み等の異常は認められない。

漏れなし。

⑪ 設置姿勢試験
試作品は14～18°で滑り始めたが、 感震器作動遮断せず。

その後、故意に転倒させた場合、「感震器作動遮断」で遮断及び遮断表示を確認。

⑫ 落下試験
配管の各接続部、ねじに緩み等の異常は認められない。

漏れなし。

⑬ 軽度衝撃試験  2～3N・m以上の衝撃で「感震器作動遮断」で遮断及び遮断表示を確認。

評価項目

保安機能

確認

外的

ストレス

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

0.7 136 132 129 143 123

0.5 135 132 128 139 123

0.3 151 156 162 151 169

0.7 152 152 149 150 155

0.5 148 151 147 149 151

0.3 161 161 165 155 169

感震方向 周期（秒）
感震遮断（Gal）

X

Y
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1) 合計・増加流量遮断試験 

①目的 

設置された燃焼器具の合計ガス消費量が自動設定された合計流量遮断判定値（上

限.4m3/h、下限 0.9m3/h）を超えた場合、又は設置された燃焼機具のうち最大消費器

具に比べて異常に大きい流量増加により増加流量遮断値（上限 2.5m3/h、下限 0.9m3/h）

を超えた場合、元栓の誤開放やゴムホースの抜け等による大量のガス漏れと判断して

ガスを遮断することを確認する。 

②試験 

2019.12.9 - 2019.12.19 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 5台（No.1～5） 

④試験条件 （LIA－870,871 12(1)より抜粋） 

<合計流量：上限値遮断> 

通常の使用状態において、75秒以上の間隔で流量 0の状態から 2100L/hを超えない

流量を徐々に加え、2900L/hの流量に達した後、遮断しないことを確認する。さらに

流量を増加させ、3900L/hの流量に達した後、75秒以内で遮断及び遮断表示すること

を確認する。ただし、流量 0 状態で 2 分間放置した後、試験を開始するものとする。 

<合計流量：下限値遮断> 

通常の使用状態において、75秒の間隔で流量 0の状態から 600L/hの流量を徐々に

加え、遮断しないことを確認する。さらに流量を増加させ 1200L/hの流量に達した後、

75秒以内で遮断及び遮断表示することを確認する。 

<増加流量：上限値遮断> 

通常の使用状態において、流量 0の状態から 2100L/hの流量増加を瞬時に加えたと

き、遮断しないことを確認する。その後、流量 0の状態で 2分以上経過後、2900L/h

の流量増加を瞬時に加えたとき 75秒以内で遮断及び遮断表示することを確認する。 

<増加流量：下限値遮断> 

通常の使用状態において、流量 0の状態から 600L/hの流量増加を瞬時に加えたと

き遮断しないことを確認する。その後、流量 0の状態で 2分以上経過後、1200L/hの

流量増加を瞬時に加えたときに 75秒以内で遮断及び遮断表示することを確認する。 

⑤試験結果 

質量販売用調整器は容量 1kg/h仕様で上限値遮断は測定できないため、下限値遮断

のみ測定を行った。下限値では確実に遮断することを確認するために、調整器は開放

流量時に最低流量になる条件（入口圧力規格下限値：0.07MPa）に設定した。上記条

件での開放流量は下記の通り 1200L/h 以下であったため、下限値遮断の試験条件の流

量を 1200L/hから開放流量に変更し測定を行った。 

 

94



 

 

 

<合計流量：下限値遮断> 

通常の使用状態において、75秒の間隔で流量 0の状態から 600L/hの流量を徐々に

加え、遮断しないことを確認。 

 

 

図 7.2.表示の写真 

 

更に開放流量まで流量を増加させている最中に下記流量にて「（合計流量遮断）」で

遮断及び遮断表示することを確認。 

 

 

 

 

 

図 7.2.表示の写真 

 

<増加流量：下限値遮断> 

通常の使用状態において、流量 0の状態から 600L/hの流量増加を瞬時に加えたと

き、遮断しないことを確認。 
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図 7.2.表示の写真 

 

その後、流量 0の状態で 2分以上経過後、開放流量の流量増加を瞬時に加えたとき

に 75秒以内（下記秒数）で「（増加流量遮断）」にて遮断及び遮断表示することを確

認。 

 

 

 

 

 

図 7.2.表示の写真 
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※追加試験 

質量販売用調整器から容量に余裕のある調整器に変更し、上限値遮断の測定を行っ

た。試作品の保安ロジックは 4m3/h仕様のため、合計流量上限遮断値は 5,000L/h、増

加流量上限遮断値は 4,000L/hとする。サンプルはＮo.1のユニットを使用。 

<合計流量：上限値遮断> 

規定流量にて「（合計流量遮断）」で遮断及び遮断表示することを確認。 

 

 

 

図 7.2.表示の写真 

 

<増加流量：上限値遮断> 

規定の流量増加を瞬時に加えたときに 20秒で「（増加流量遮断）」で遮断及び遮断

表示することを確認。 

 

 

 

図 7.2.表示の写真 

 

⑥考察 

元栓の誤開放やゴムホースの抜け等による大量のガス漏れを検知し遮断する性能

を有していると判断する。但し、圧力調整器は容量 1kg/h 仕様であり、上限値遮断の

流量に達しないため、遮断判定値の適合性について検討が必要である。 
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2) 使用時間遮断試験           

①目的 

燃焼器具の使用時間が異常に長い場合、燃焼器具の消し忘れ、又は器具栓の不完全

閉止などによるガス漏れと判断し、ガスを遮断することを確認する。 

②試験日 

2019.12.12 - 2019.12.25  

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 5台（No.1～5） 

④試験条件 （LIA－870,871 13(1)より抜粋） 

通常の使用状態において、任意の 2区分の試験流量を流したとき、当該ガス流量区

分の制限時間で遮断及び遮断表示することを確認する。本試験では区分 10,11て実施。 

 

 

 

 

⑤試験結果 

当該ガス流量区分の制限時間で「（使用時間遮断）」で遮断及び遮断表示することを

確認。詳細は下表に示す。 

 

 

 

〈流量区分：10〉 

流量区分 制限時間
（分）

10 60

11 50

流量範囲（L/h)

855～1000

1000～1165

流量区分
試験流量

（L/h)
No. 開始時間 遮断時間

継続時間
（分）

1 12:35 13:35 60

2 11:57 12:57 60

3 11:44 12:44 60

4 12:03 13:03 60

5 14:47 15:47 60

1 13:42 14:32 50

2 13:40 14:30 50

3 12:49 13:39 50

4 11:04 11:54 50

5 15:52 16:42 50

1100

10

11

900
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図 7.2.表示の写真 

 

〈流量区分：11〉 

 

図 7.2.表示の写真 

 

⑥考察 

燃焼器具の消し忘れ、又は器具栓の不完全閉止などによるガス漏れを検知し、ガス

を遮断する性能を有していると判断する。 

 

3) 復帰安全確認中漏えい遮断試験 

①目的 

ガスを遮断した後、遮断弁を開けて復帰させた場合に、燃焼器具の閉め忘れ等のガ

スの流れがあった場合、再遮断することを確認する。 

②試験日 

2019.12.10 - 2019.12.19 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 5台（No.1～5） 

④試験条件 （LIA－870 6より抜粋） 

<遮断> 

21L/h以上の流量を流した状態で復帰操作をしたとき、20秒以内に遮断及び遮断

表示することを確認する。 

<復帰> 

流量無し状態で復帰操作をしたとき、20秒以内に復帰することを確認する。 

⑤試験結果 

<遮断> 

21L/h以上の流量を流した状態で復帰操作をしたとき、20秒以内（下記秒数）          

で「（復帰安全確認中漏えい遮断）」にて遮断及び遮断表示することを確認。 
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4) 流量式微小漏えい試験 

①目的 

微小な漏えいを流量で検知し、30日間連続して微小なガス流量が確認された場合警

告表示することを確認する。 

②試験日 

2019.12.17 - 2020.1.16 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.1） 

④試験条件 （LIA－870 21より抜粋）  

3L/h未満の流量を継続して 30日間流した際に、警告表示することを確認する。 

⑤試験結果 

3L/h未満の流量を継続して流し、30日経過したところで、「（流量式微小漏えい警

告）」を表示することを確認。 

 

 

 

⑥考察         

 微小漏えいが継続して発生している場合、検知・警告する性能を有していると判

断する。 

 

5) 圧力式微小漏えい試験 

①目的 

微小な漏えいを圧力で検知し、30日間一定圧力の上昇がなかった場合、警告表示す

ることを確認する。 

②試験日 

2019.12.17 - 2020.1.16 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.2） 

④試験条件 （LIA－870 20より抜粋） 

ガス使用停止直後の圧力と予め設定された時間経過後の圧力（ガス未使用時）との

圧力差が 0.2kPa未満の状態を連続して 30日間検知した時に警告表示することを確認

する。 
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⑤試験結果 

ガス使用停止直後の圧力と予め設定された時間経過後の圧力との圧力差が 0.2kPa

未満の状態を連続して 30日間検知した時に「（圧力式微小漏えい警告）」を表示する

こと確認。 

 

 

 

 

⑥考察 

微小漏えいが継続して発生している場合、検知・警告する性能を有していると判断

する。 

 

6) 調整圧力異常試験 

①目的 

燃焼器具使用時の圧力を確認し、異常の場合は警報表示することを確認する。 

②試験日 

2019.12.18 - 2020.1.10 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.3） 

④試験条件 （LIA－870,871 23より抜粋） 

ガス使用中で圧力が安定している状態において、規定の範囲（2.3～3.3kPa)外の圧

力を 30 日以内に 24時間以上の間隔で 15回検知した場合、調整圧力異常と判断し、

警報表示することを確認する。 

⑤試験結果 

質量販売用調整器の調整圧を規定範囲外の値に設定できないため、単段式圧力調整

器の調整圧を可変できるように改良し測定を行った。 

 

〈調整圧上限異常警告〉 

計測した調整圧力が規定範囲外（3.5kPa）の状態を 30日間で累積 15回検知後、「（調

整圧異常警告）」を表示することを確認。 
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〈調整圧下限異常警告〉 

計測した調整圧力が規定範囲外（2.1kPa）の状態を 30日間で累積 15回検知後、「（調

整圧異常警告）」を表示することを確認。 

 

 

 

 

⑥考察 

圧力調整器の異常を検知・警告する性能を有していると判断する。 

 

 

7) 閉そく圧力異常試験 

①目的 

燃焼器具停止時の調整器閉塞圧力を確認し、異常の場合は警報表示することを確認

する。 

②試験日 

2019.12.24 - 2020.1.16 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.5） 

④試験条件（LIA－870,871 23より抜粋） 

ガス未使用の状態で、計測した閉そく圧力が異常圧力（3.6kPa以上）を 24時間以

上の間隔で 15回検知した場合、警告表示することを確認する。 

⑤試験結果 

質量販売用調整器の閉塞圧を規定範囲外の値に設定できないため、単段式圧力調整

器の閉塞圧を可変できるように改良し測定を行った。計測した閉そく圧力が異常圧力

（3.6kPa以上）を 24 時間以上の間隔で 15回検知後、「（閉そく圧異常警告）」を表示

することを確認。 

 

 

 

⑥考察 

圧力調整器の異常を検知・警告する性能を有していると判断する。 
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8) 圧力低下遮断試験 

①目的 

通常の使用状態においてガス圧力が低下したとき遮断することを確認する。 

②試験日 

2019.12.13 - 2019.12.25 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 5台（No.1～5） 

④試験条件（LIA－870,871 18(1)より抜粋） 

通常の使用状態において、流量 21L/hで 30秒以上継続した後に、2.8kPaの圧力か

ら徐々に圧力を低下させ、0.2～1.0kPaの範囲内で遮断及び遮断表示することを確認

する。また、流量無し状態で、遮断しないことを確認する。 

⑤試験結果 

通常の使用状態において、流量 21L/hで 30秒以上継続した後に、2.8kPaの圧力か

ら徐々に圧力を低下させ、0.2～1.0kPaの範囲内で 「（圧力低下遮断）」で遮断及び

遮断表示することを確認。 

 

 

 

＜流量あり（21L/h)＞ 

 

 

 

流量無し状態で、遮断しないことを確認。 

＜流量なし＞ 
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⑥考察 

ガスの圧力低下を検知し、ガスを遮断する性能を有していると判断する。 

 

9) 感震遮断試験 

①目的 

内蔵された感震器が地震を検知した場合、ガスを遮断することを確認する。 

②試験日 

2019.12.16 - 2019.12.23 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 5台（No.1～5） 

④試験条件 （LIA－870 17より抜粋） 

通常の使用状態において振動試験機を用いて正弦波周期が 0.3～0.7秒の範囲内で

水平振動加速度を毎秒 9～11Gal の割合で全方向に徐々に増加した時、80～250Galの

範囲内で感震器が揺れを検知し、遮断及び遮断表示することを確認する。 

⑤試験結果 

下表に示す遮断値にて「（感震器作動遮断）」で遮断及び遮断表示することを確認。 

 

 

<No.1> 
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<No.2> 

 

 

<No.3> 

 

 

  

感震方向 周期(秒) 感震方向 周期(秒)

1回目 134 1回目 152

2回目 129 2回目 151

3回目 132 3回目 152

平均 132 平均 152

1回目 132 1回目 151

2回目 134 2回目 152

3回目 131 3回目 149

平均 132 平均 151

1回目 155 1回目 154

2回目 156 2回目 163

3回目 156 3回目 166

平均 156 平均 161

遮断値（Gal）

X

0.7

Y

0.7

0.5 0.5

0.3 0.3

遮断値（Gal）
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<No.4> 

 

 

<No.5> 

 

 

⑥考察 

地震などの揺れを検知し、ガスを遮断する性能を有していると判断する。 
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10) 振動試験 

①目的 

試作品をＦＲＰ容器に取付けた状態での実車輸送を想定し、振動が加わった際の影

響を確認する 

②試験日 

2020.1.17 - 2020.1.22 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.2） 

④試験条件 

次に挙げる振動条件を加えた後の外観及び気密（5kPa×5分）を確認する。 

実使用を想定し、試作品を FRP容器に取付け状態で、振動試験機台座に固定する。 

＜振動条件＞ 

周波数範囲：10～150Hz 

振動加速度：2m/s2 

周波数変化：1オクターブ/min 

軸あたりの掃引サイクル数：20 

＜振動方向＞ 

 

     X方向           Y方向          Z方向 
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⑤試験結果 

振動方向：Ｘ方向 

<外観確認> 

・ロック機構に異常なし 

・配管の各接続部に緩みなし 

・ねじに緩みなし 

 

 

<気密確認> 

5kPa×5 分で漏れなし（圧力低下量 0kPa） 

正面 背面

左側面 右側面

ロック部（左） ロック部（右）
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振動方向：Ｙ方向 

<外観確認> 

・ロック機構に異常なし 

・配管の各接続部に緩みなし 

・ねじに緩みなし 

 

 

<気密確認> 

5kPa×5 分で漏れなし（圧力低下量 0kPa） 

正面 背面

左側面 右側面

ロック部（左） ロック部（右）
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振動方向：Ｚ方向 

<外観確認> 

・ロック機構に異常なし 

・配管の各接続部に緩みなし 

・ねじに緩みなし 

 

 

<気密確認> 

5kPa×5 分で漏れなし（圧力低下量 0kPa 

正面 背面

左側面 右側面

ロック部（左） ロック部（右）
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⑥考察 

輸送振動による緊急遮断バルブの外観異常は認められなかった。 

 

11) 設置姿勢試験 

①目的 

質量販売用のガス容器が傾斜のある場所に設置された場合を想定し、設置姿勢（角

度）による緊急遮断バルブの感震器作動を確認する。 

②試験日 

2020.1.22 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.2） 

④試験条件 

試作品を FRP 容器に取付けた状態で前後左右に n°(1～20）傾けた場合の感震器作

動を確認する。フル充填時を想定し、容器に 7.5kgのウエイトを装着。 
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⑤試験結果 

試作品は下記傾斜角度で滑るのみでは感震器作動遮断しなかったが、転倒すると

「感震器作動遮断）」で遮断及び遮断表示することを確認。 

 

 

 

 

 

⑥考察 

緊急遮断バルブは傾斜 14～18°から滑り始めたが、感震器が作動せず、傾斜による

感震器の作動は確認できなかった。しかし、滑り出し角度から転倒した場合、ガスを

遮断する性能を有していると判断する。 
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12) 落下試験 

①目的 

誤って試作品を落下させてしまった場合の影響を確認する。 

②試験日 

2020.1.17 - 2020.1.22 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.3） 

④試験条件 

FRP容器取付前に試作品を落下させてしまった場合を想定。試作品を持ち上げた高

さ（腰の高さ：80cm）から重力方向に落下させた後、外観及び気密（5kPa×5 分）を

確認する。  

＜落下姿勢＞ 

 

 

 

 

⑤試験結果 

<外観確認> 

・配管の各接続部に緩みなし 

・ねじに緩みなし 

・三脚部、固定用ベースに変形等の異常なし 
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<気密確認> 

5kPa×5 分で漏れなし（圧力低下量 0kPa） 

⑥考察 

落下による緊急遮断バルブの外観異常は認められなかった。 

 

  

正面 背面

左側面 右側面

上面
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⑥考察 

緊急遮断バルブは 2～3N・m以上の衝撃が加わった際、ガスを遮断することが確認

された。 

 

14) 転倒試験 

①目的 

転倒した際の外観及び緊急遮断バルブの挙動を確認する。 

②試験日 

2020.1.22 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.2） 

④ 試験条件 

試作品を FRP 容器に取付けた状態で、前後左右に転倒させた後の外観、緊急遮断バ

ルブの挙動及び気密（5kPa×5分）を確認する。ガスは未充填。 
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全方向の転倒で感震器作動遮断が確認された。緊急遮断バルブは転倒を検知し、ガス

を遮断する性能を有していると判断する。 

 

15) 高温動作試験 

①目的 

通常の使用状態において、温度変化（高温）により使用上支障のある影響を受けな

いものであることを確認する。 

②試験日 

2019.12.23 - 2019.12.26 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.4） 

④試験条件 （LIA－870 29より抜粋） 

遮断弁を開の状態とし、温度 70℃の恒温槽内に入れ使用状態で１時間放置した後の

遮断弁の動作及び外部漏れ，内部漏れがないことを確認する。 

外部漏れは遮断弁を開状態とし、10kPa×3分で漏れがないことを確認する。内部漏れ

は遮断弁を閉状態とし、4.2kPa×3分で漏れ量が 0.55ＮＬ/h以下であることを確認す

る。 

⑤試験結果 

外部漏れ確認時の圧力（10kPa）は調整器の安全弁吹き出し圧力より高く、試作品

の仕様では 10kPa まで圧力を上昇できないため、調整器と緊急遮断バルブの間にガス

栓を設置し、外部漏れ測定時はガス栓を閉栓して測定を行った。 

 

 
 

 

 

<遮断弁の動作確認> 

遮断弁を開の状態とし、温度 70℃の恒温槽内に入れ使用状態で１時間放置した後、

テスト遮断にて遮断弁が閉じることを確認。 
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<外部気密確認> 

10kPa×3分で漏れなし（圧力低下量 0kPa） 

<内部気密確認> 

4.2kPa×3分で漏れなし（漏れ量 0ＮＬ/h） 

⑥考察 

高温環境下での使用が可能である性能を有していると判断する。 

 

16) 低温動作試験 

①目的 

通常の使用状態において、温度変化（低温）により使用上支障のある影響を受けな

いものであることを確認する。 

②試験日 

2020.1.7 - 2020.1.10 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.4） 

試験条件 （LIA－870 29 より抜粋） 

遮断弁を開の状態とし、温度-10℃の恒温槽内に入れ使用状態で１時間放置した後

の遮断弁の動作及び外部漏れ，内部漏れがないことを確認する。 

外部漏れは遮断弁を開状態とし、10kPa×3分で漏れがないことを確認する。内部漏れ

は遮断弁を閉状態とし、4.2kPa×3分で漏れ量が 0.55ＮＬ/h以下であることを確認す

る。 

④試験結果 

外部漏れ確認時の圧力（10kPa）は調整器の安全弁吹き出し圧力より高く、試作品

の仕様では 10kPa まで圧力を上昇できないため、調整器と緊急遮断バルブの間にガス

栓を設置し、外部漏れ測定時はガス栓を閉栓して測定を行った。 
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<遮断弁の動作確認> 

遮断弁を開の状態とし、温度-10℃の恒温槽内に入れ使用状態で１時間放置した後、

テスト遮断にて遮断弁が閉じることを確認。 

 

 

 

<外部気密確認> 

10kPa×3分で漏れなし（圧力低下量 0kPa） 

<内部気密確認> 

4.2kPa×3分で漏れなし（漏れ量 0ＮＬ/h） 

⑥考察 

低温環境下での使用が可能である性能を有していると判断する。 

 

 

17) 高湿試験 

①目的 

通常の使用状態において、湿度変化により使用上支障のある影響を受けないもので

あることを確認する。 

②試験日 

2020.1.10 - 2020.1.16 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.4） 

④試験条件 （LIA－870 29より抜粋） 

遮断弁を開の状態とし、温度 40±2℃、湿度 90％以上の湿度試験装置内に 48時間

放置した後、取出し、遮断弁の動作確認及び外部漏れ，内部漏れがないことを確認す
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る。外部漏れは遮断弁を開状態とし、10kPa×3分で漏れがないことを確認する。内部

漏れは遮断弁を閉状態とし、4.2kPa×3分で漏れ量が 0.55ＮＬ/h以下であることを確

認する。 

④試験結果 

外部漏れ確認時の圧力（10kPa）は調整器の安全弁吹き出し圧力より高く、試作品

の仕様では 10kPa まで圧力を上昇できないため、調整器と緊急遮断バルブの間にガス

栓を設置し、外部漏れ測定時はガス栓を閉栓して測定を行った。 

 

 
 

 

<遮断弁の動作確認> 

遮断弁を開の状態とし、温度 40±2℃、湿度 90％以上の湿度試験装置内に 48時間

放置した後、取出し、テスト遮断にて遮断弁が閉じることを確認。 

 

 

 

<外部気密確認> 

10kPa×3分で漏れなし（圧力低下量 0kPa） 

<内部気密確認> 

4.2kPa×3分で漏れなし（漏れ量 0ＮＬ/h） 

⑥考察 

高湿環境下での使用が可能である性能を有していると判断する。 
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18) ロック機構耐久試験 

①目的 

試作品と FRP 容器を固定するロック機構を繰り返し動作させた後の状態を確認する。 

②試験日 

2020.1.27 

③試験サンプル仕様・数量 

緊急遮断バルブユニット 1台（No.5） 

④試験条件 

ロック状態・アンロック状態を 500回繰り返した後のロック状態及び各部品状態を

確認する。なお、繰返し回数 500は次の条件より算出した値とする。 

＊4回/月   ×   12ヵ月   ×   10年 ＝ 480回 →500 回とする 

（取り外し頻度）    （設計年数） 

⑤試験結果     

500回繰り返し後、 ロック機構が正常に作動することを確認した。 

 

 

⑥考察 

ロック部左（外側） ロック部左（内側）

ロック部右（外側） ロック部右（内側）
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10 年間に想定される繰返し回数の耐久性能を有していると判断する。 

 

7.2.3.3 技術的課題の抽出 

評価結果から抽出された、緊急遮断バルブ及び取り付け治具の技術的課題を次に挙げる。 

 

1) 合計・増加流量遮断値 

合計流量遮断及び増加流量遮断の遮断値はガス消費パターンを学習して、定められた

上限値、下限値の範囲内で自動設定されるが、合計増加遮断の遮断値設定範囲は 900～

3,400L/h、増加流量遮断の遮断値設定範囲は 900～2,500L/hであり、容量 1kg/h（およ

そ 500L/h）仕様の質量販売用調整器とは流量範囲が合わない。 

遮断の設定値を一定割合で下げ、上限を 500L/h(1kg/h)に変更することは容易である

が、質量販売の多様な形態を考慮すると、現在の容量 1kg/h（およそ 500L/h）仕様の質

量販売用調整器では容量不足となることが予想される。 

よって、1kg/h調整器に準拠する遮断値設定範囲についての新たな基準化検討、又は

圧力調整器の容量制限基準見直し検討が必要である。 

 

2) ロック強度 

転倒試験にて、転倒時の衝撃によりロック部の外れが認められた。脱着性を阻害せず、

ロック強度を上げる検討が必要である。 

 

3) ＦＲＰ容器から取り外し後の取扱い性 

緊急遮断バルブユニットをＦＲＰ容器から取り外した際、圧力調整器を固定する箇所

がなく損傷を与える可能性があるため、商品化の際には固定できる方法等の検討が必要

である。 

 

3) 三脚の収納性 

三脚を収納した際、脚が重なりユニットが水平状態にならず不安定となるため、商品

化の際には専用の足を製作するなどの措置が必要である。 
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7.2.4 緊急遮断バルブの使用方法の検討 

7.2.4.1 質量販売の多様な形態 

（１）質量販売の実績のある消費先 

 平成 27年度の安全技術普及事業（事故発生原因分析等調査）において、本省所管の販

売事業者（平成 27年当時、51社に対し 5通の調査票を事業所に配布依頼、51社から合計

203 通の調査票を回収）に対しアンケート調査を実施している。質量販売の実績のある消

費先について複数回答を可として列挙する設問では以下の消費先が報告されている。 

 

表 7.2.4.1.1 質量販売の実績のある消費先 

実績のある消費先 チェック数 実績のある消費先 チェック数 

祭・イベント※１・※３  １６０ 個人宅（屋内）   ３６ 

屋台※３  １１５ ホテル・旅館   ２２ 

設備工事中の仮設供給   ８１ 別荘   １０ 

個人宅（庭先）   ６０ 海の家    ６ 

飲食店   ５１ 山小屋・離島・僻地※２    ２ 

公民館・事務所   ４９ その他※２・※４   １４ 

移動販売車※３   ４８ 販売実績が無い    ５ 

バーベキュー※２※３   ４５   

食品加工販売所   ４４ 合計  ７４８ 

 

※１：祭・イベントは地域の催しで会場が決まっているが、イベント会社がガスの手配を

する場合には様々な会場で同一の容器が使用される可能性がある。 

※２：電波の届かない場所で使用する可能性がある 

※３：消費先が遠くへ移動する可能性がある 

※４：その他の中にキャンピングカーが含まれている 

 

 当該調査の結果から、本省所管の販売事業者においては、屋台や移動販売車など屋外で

移動しながらガスを消費する消費形態のみではなく、移動しない消費形態も多い。移動し

ない消費形態の中には、山小屋・離島・僻地のような消費設備調査をしにくい消費先や、

一般住宅（屋内）、飲食店、食品加工販売所など多様な消費形態があり、その中には建物

内でガスを消費する体積販売とほぼ同じ消費形態も存在する。 
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2) 学園祭、運動会等の行事（13件） 

  ＜用途＞ 

   ・家庭用 

  ＜使用場所＞ 

   ・屋外 

  ＜場所の特定＞ 

   ・基本的にはできるが、イベント会社が間に入る場合にはできない 

  ＜容器の種類と本数＞ 

   ・容器は 5～20kg 

   ・複数本の容器を持ち運んでいる事例があるが、1本ずつ使用 

  ＜配管の有無、設備の形態＞ 

   ・配管は無く、ゴム管等での接続をする形態（13件） 

 

3) バーベキュー（2件） 

  ＜用途＞ 

   ・家庭用 

  ＜使用場所＞ 

   ・屋外 

  ＜場所の特定＞ 

   ・施設に対して供給する場合はできるが、持ち運びがある場合にはできない 

  ＜容器の種類と本数＞ 

   ・容器は 5kg～10kg 

   ・１本の容器を使用 

  ＜配管の有無、設備の形態＞ 

   ・配管は無く、ゴム管等での接続をする形態（2件） 

  

4) キャンピングカー、ワゴン車・移動販売車、キッチンカー（2件） 

  ＜用途＞ 

   ・家庭用、業務用 

  ＜使用場所＞ 

   ・屋外（ただし、ガスの消費は車内がほとんど） 

  ＜場所の特定＞ 

   ・できない 

  ＜容器の種類と本数＞ 

   ・容器は５ｋｇ～２０ｋｇ 

130



・複数本の容器を持ち運んでいる事例があり、１本ずつ使用する場合と複数本を自動

切替式調整器により接続する場合がある 

  ＜配管の有無、設備の形態＞ 

   ・配管が無く、ゴム管等での接続をする形態（1件） 

   ・配管が施工してある厨房のような形態（1件） 

 

5) 飲食店、旅館など業務用施設内（6件） 

  ＜用途＞ 

   ・業務用 

  ＜使用場所＞ 

   ・屋内 

  ＜場所の特定＞ 

   ・できる 

  ＜容器の種類と本数＞ 

   ・容器は 5kg～10kg 

   ・調整器とガス栓の接続された複数本の容器を保管しているが、1本ずつ使用 

  ＜配管の有無、設備の形態＞ 

   ・配管が無く、ゴム管等での接続をする形態（6件） 

 

6) 一般家庭（58 件） 

  ＜用途＞ 

   ・家庭用 

  ＜使用場所＞ 

   ・屋外と屋内 

  ＜場所の特定＞ 

   ・できる 

  ＜容器の種類と本数＞ 

   ・容器は 2kg～50kg 

   ・複数本の容器を保管している事例があり、1本ずつ使用する場合と複数本を自動切

替式調整器により接続する場合がある 

  ＜配管の有無、設備の形態＞ 

   ・配管が無く、ゴム管等での接続をする形態（43件） 

   ・配管が施工してある一般家庭における体積販売と同様の形態（15件） 
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7) イベントなどの仮設店舗（3件） 

  ＜用途＞ 

   ・業務用 

  ＜使用場所＞ 

   ・屋外（ただし、ガスの消費はプレハブ内がほとんど） 

  ＜場所の特定＞ 

   ・基本的にはできるが、イベント会社が間に入る場合にはできない 

  ＜容器の種類と本数＞ 

   ・容器は 20kg～50kg 

・複数本の容器を持ち運んでいる事例があり、1本ずつ使用する場合と複数本を自動

切替式調整器により接続する場合がある 

  ＜配管の有無、設備の形態＞ 

   ・配管が無く、ゴム管等での接続をする形態（1件） 

   ・配管が施工してある厨房のような形態（2件） 

 

8) 別荘・山小屋、事務所（12件） 

  ＜用途＞ 

   ・家庭用、業務用 

  ＜使用場所＞ 

   ・屋外と屋内 

  ＜場所の特定＞ 

   ・できる 

  ＜容器の種類と本数＞ 

   ・容器は 2kg～50kg 

   ・複数本の容器を保管している事例があり、1本ずつ使用する場合と複数本を自動切

替式調整器により接続する場合がある 

  ＜配管の有無、設備の形態＞ 

   ・配管が無く、ゴム管等での接続をする形態（4件） 

   ・配管が施工してある一般家庭における体積販売と同様の形態（8件） 

 

7.2.4.2 緊急遮断バルブが対応できる質量販売の形態 

（１）緊急遮断バルブで対応できる質量販売の設備の形態 

1）用途 

 家庭用、業務用どちらでも使用可能 

2) 使用場所 

  屋外や屋内、車内でも使用可能 
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3)設備の形態 

 現在の緊急遮断バルブは、FRP 容器によって、配管が無く、ゴム管等での接続をす

る形態を中心に検討が進んでいるが、配管が施工してある業務用厨房のような形態や

配管が施工してある一般家庭における体積販売と同様の形態などにも対応すること

が可能な設計となっている。 

4) 容器の種類と本数 

 容器の種類と本数については、2kgから 50kg の種類があり、容器を複数本設置する

形態が存在する。2kg 容器に緊急遮断バルブを接続することは考えにくいが、様々な

容量の容器、複数本設置についても対応することが可能な設計となっている。 

 

（２）様々な質量販売の形態に対応するための使用方法 

 今回は FRP 固定ユニットを製作しているが、その他の使用方法を実現するための治

具については、製作まではせずに使用方法のイメージとして提案する。 

 

 

図 7.2.4.2.1 FRP固定ユニット 

 

 また、容器の接続をクイックカップリングとして、現在は市場にないものの他の接続部

全てを迅速継手方式とするなど、緊急遮断バルブを簡便に使用するために有効な接続方法

についても使用方法のイメージとして提案する。 
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 ②質量販売の様々な形態への対応 

遮断の設定値を一定割合で下げ、上限を 500L/h(1kg/h)に変更することは容易である

が、質量販売の多様な形態を考慮すると、現在の容量 1kg/h（およそ 500L/h）仕様の質

量販売用調整器では容量不足となることが予想される。 

 ③技術基準の検討の必要性 

1kg/h調整器に準拠する遮断値設定範囲についての新たな基準化検討、又は圧力調整

器の容量制限基準見直し検討が必要である。これは室用販売時に使用できるホースの種

類など技術上の基準を含めた今後の保安規制の在り方に追随して決めていくことにな

ると予想される。 

④緊急遮断バルブの対応 

 現在の仕様であっても、遮断の設定値を 500L/h(1kg/h)とした製品を市場に投入する

ことは技術的に可能であり、少ない流量区分に応じた使用時間（継続使用時間遮断機能）

を利用することもできる。また、使用する機能を制限して、感震遮断器として使用する

こともできる。最大限の安全性を担保する使用方法から必要最小限の使用方法まで、設

定によって対応できるような仕様となっている。 

 

 

（２）一般住宅での利用 

近年多発している自然災害による大規模停電により、オール電化住宅ではガスの重要性

が見直されており、生活を維持するためにガスを利用したいという潜在ニーズがあるもの

と考える。このようなニーズにもマイコンメータと同等の機能を有する緊急遮断バルブで

対応することが可能である。通信機能もマイコンメータと同等であり、集中監視システム

との連動も可能であることから、スマートフォンを利用したサービスや、容器の残量管理

など、様々なニーズに応えることができる。 
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図 7.2.4.3.2 一般住宅での設置例 

＜課題＞ 

①容器の本数 

容器の本数を増やすことで消費量が多い給湯にも利用することができるが、設置例に

もあるとおり、クイックカップリングの高圧ホースの基準はあるものの生産実績が少な

く、複数の FRP容器を利用するためには自動切換式調整器とクイックカップリング接続

することについても検討していく必要がある。 

 ②圧力調整器の形状等、技術基準の検討 

 直管型の形状を安全面において利用する接続方法としては、体積販売でいうところの

供給管（調整器の出口からガスメーターまでの管）を排除することで接続部を減らした

接続方法も考えられる。これに加えて、クイックカップリング接続の利用を増やすため

には、既存のクイックカップリング接続の高圧ホースの技術基準に合わせて、新たな圧

力調整器の技術基準についても検討することでより安全性を高めることができる。その

他、体積販売に比べて技術基準の適用範囲が限定されており、適用範囲の再検討が必要

と考えられる。 

 また、これらの技術基準の検討によって施工方法が変わるため、適切な施工方法につ

いても併せて検討する必要がある。 
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＜課題＞ 

 ①ガス警報器との無線連動の標準化 

現在、各社でガス警報器を無線化するための検討が行われているが、市場の動向を

踏まえて、メーカ間で接続ができなくなるなどの問題が発生しないよう、標準化につ

いても検討していく必要がある。 

 

138



139



8.1.2.1 スマートフォン利用によるＬＰガス容器管理方法の調査 

平成 30 年度に高圧ガス保安協会で試作した緊急遮断バルブ（原理試作）及びスマートフォン連携

機能を用い、集中監視センター（または販売事業者等）との間で屋内／屋外使用、中・長距離の移動

等について通信試験を行う。また、質量販売された容器の多様な使用形態を想定し、当システムの運

用を考慮しつつ、技術的課題を調査・検討した。 

 

8.1.2.2 通信試験の実施 

通信試験については「8.3.1 LP ガス容器の災害対策等の調査」と同時に実施した。スマートフォ

ンを操作し、PC 上に構築した模擬的な集中監視センターに情報が上がることで通信の確認を実施し

た。 

スマートフォンを使用することで LTECatM1 のように基地局が変わるごとに通信を確立する必要が

なく、移動中においても、スマートフォンに搭載された GPS機能によって容器の位置を探索できるこ

とを確認した。 

 

8.1.2.3 技術的課題 

スマートフォンと緊急遮断バルブが離れると通信できなくなるため、消費者が普段使用しているス

マートフォンを利用すると、不便を感じることが予想される。遮断弁の復帰は緊急遮断バルブ本体で

行うことができるようにするなど運用の方法を決める必要がある。また、スマートフォンの特徴を生

かしたサービスについても検討する必要がある。 

試作した緊急遮断バルブは平成 30 年度から設計を変え、現行のマイコンメータと同じ機能を持た

せてあるため、質量販売された容器の多様な使用形態に応じた運用方法を販売事業者側が決めること

ができるようになっている。 

 

8.1.3.1 ＬＰガス容器の災害対策等の調査 

災害や盗難時にＬＰガス容器の捜索を可能にするため、無線、位置情報計測システム（GPS）、加

速度センサ、電池等を内蔵したデバイスを LPガス容器に取付けた場合を想定し、技術的課題を調査・

検討した。通信試験を実施するが「8.1.1 集中監視システムとの連携の調査」及び「8.2.1 スマート

フォン利用によるＬＰガス容器管理方法の調査」における屋内／屋外使用、中・長距離の移動等につ

いての通信試験も兼ねて実施することとした。 

 

8.1.3.2 土砂に埋もれた容器の探索方法に関する平成 30年度の調査 

 平成 30年度の調査結果から、LPガス容器ごとに無線を使用したデバイスを取り付けて土砂の中か

ら容器を探索することは困難であることが判明している。技術的な課題としては、容器ごとに取り付

ける無線を使用したデバイスが高価であること、RFID（RF タグ）のように安価なデバイスがあった

としても、土砂に埋もれることで電波が減衰するため容器の探索には利用できないことが報告されて

いる。 

 

8.1.3.3 通信試験 

平成 30 年度の調査結果を踏まえ、本年度は、昨年度の調査を踏まえ、無線として SIGFOX と LTE

を採用し、位置情報計測システム（GPS）、加速度センサ、電池等を内蔵したデバイスを製作した。
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土砂に埋もれた容器については、平成 30 年度の調査結果と同様、価格と電波の減衰の問題が想定さ

れるが、調査時には水没させて確認できるよう、耐水性のあるケースに入れることとした。 

調査に使用するデバイスとしては、SIGFOX を搭載した崖崩れを監視するための落石傾斜センサを開

発したメーカと調整し、評価用キットとして使用することとした。当該落石傾斜センサには無線、位

置情報計測システム（GPS）、加速度センサ、電池が搭載されており、製品を開発する際の評価用キ

ットを調査に使用した。 

 

表 8.1.3.3.1 落石傾斜センサの仕様 

 

  

傾斜センサが加速度センサも兼ねており、アラームの送信に関するしきい値を変えることもできる。

また、データの受信に必要なサーバも利用でき、既存品を転用することで、特段の開発をしなくとも

LPガス容器の災害対策について検討することが可能となった。 

 

 

図 8.3.3.1 デモ確認時のサーバへの表示の様子 

 

 一方、LTE については、既存の LTECatM1及びスマートフォンを利用して、SIGFOX と同様の調査を

実施した。なお、今回使用する LTECatM1デバイスは、平成 30年度に高圧ガス保安協会で試作された

緊急遮断バルブ（原理試作）でも使用しており、実施する調査は「7.1.1 集中監視システムとの連携
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の調査」及び「7.1.2 スマートフォン利用によるＬＰガス容器管理方法の調査」における屋内／屋外

使用、中・長距離の移動等について通信試験も同時に検証することとした。なお、スマートフォンに

ついては電波が届く限り通信ができており、移動中においても位置の特定が可能であることを確認し

た。 

 

8.1.3.4 試験結果のまとめと考察 

（１）移動している容器の探索 

【SIGFOX + GPS】 

通信試験で用いたソフトでは、測定周期を 3分に固定し SIGFOXの通信品質を計測することを目的

としていたため、GPS の再取得は行わない。 

実運用では、測定周期は 30分で固定するが GPSの衛星を再取得する時間を設けているため、通信

試験での結果に比べて GPSの取得率は向上し、容器の探索も可能であると考える。 

  

ユーザーがリアルタイムに位置を特定することは SIGFOX ではできない。 

SIGFOX のユーザーの指示は端末からのデータ受信のタイミングでのみ行えるため、リアルタイ

ムの探索はできない仕様である。 

 

移動しながら位置特定を行う際の技術的改良点 

移動しながら位置特定を行う方法としては、2つ考えられる。 

1.実運用で実施している GPS取得のリトライと GPS補正をかけて精度を向上させる方法 

2.容器が静止している状態でのみ位置情報を発報する方法 

 

容器が静止している状態でのみ位置情報を発報する方法は、移動中の細かな情報ではなく、

信号で止まった場合や駐車中の位置情報から移動販売車の移動軌跡を特定することが可能であ

ると考える。リアルタイムではなくとも、通信ポイントごとの情報をつなぎ合わせることで、

ある程度は移動経路の特定が可能である。 

 

【スマートフォン・LTE CatM1】 

スマートフォンにおいては、電波が届く限り位置の特定が可能であった。LTECatM1においては、

NCU に対して基地局の切り替えを行う設定を行うことで、移動する容器においても通信が行えるよ

うになり、スマートフォン同様、位置特定できる。 

  

（２）水中、土の中での容器探索 

【SIGFOX + GPS】 

容器のアンテナが水中に浸かってしまった場合は、電波の減衰により通信ができないため位置特

定はできない。 

また、土の中に埋まってしまった場合も、土壌水分量により通信ができない場合がある。 

そのため、水没前や土砂に埋まる前に通信を行い、容器の位置特定を行う必要がある。 

今回作成したセンサは、水位センサや、傾斜センサを搭載しているため、容器が流される前から

水没する前までは定期的に通信をするため、位置の推定はできる。 
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【スマートフォン・LTE CatM1】 

SIGFOX の通信と同様で、水没もしくは土の中に埋まってしまった場合は、通信は困難となり、

位置特定はできないと考えられる。 

  

（３）都心部での容器探索 

【SIGFOX + GPS】 

LP ガス容器に取り付けた傾斜センサ(SIGFOX + GPS)では定点観測において、基地局が設置され

ている場所では問題なく通信できるため、位置特定は可能である。 

 

次に定点観測である LPガス容器に設置するのではなく、都心部で見かける移動販売車等にセン

サを付けることを想定する。 

実運用ソフトでは、GPSの取得をリトライするため位置特定は可能であるが、GPSの精度向上の

ために GPSの補正処理が考えられる。 

GPS の補正は、加速度センサやジャイロセンサと取得した GPS データによる補正が考えられる。 

トンネル等に入り GPS が取得できなくなった場合は、前回取得した GPS データと加速度センサの

データにより、位置を推測する手法である。 

補正を行うことで、移動販売車に容器を付けた場合でも精度の高い位置特定を行えると考察する。 

 

【スマートフォン・LTE CatM1】 

スマートフォンにおいては、電波が届く限り位置の特定が可能であった。LTECatM1においては、

NCU に対して基地局の切り替えを行う設定を行うことで、移動する容器においても通信が行えるよ

うになり、スマートフォン同様、位置特定できる。住宅街においては、基地局が密に設置されて

いるため、詳細な位置特定が可能と考える。 

 

（４）試験結果のまとめ 

 [SIGFOX] 

通信試験で得られた SIGFOXの結果は下記のとおりである。 

・移動中 30km～100km の通信試験で受信感度は低下するが、基地局が設置されている範囲であれ

ば通信できる。 

・地下駐車場のような、基地局が設置されていない場所では通信できない。 

・端末の近くに高い障害物がある場合は、容器が移動中/停止中を問わずに通信できない傾向にあ

る。 

・端末のアンテナが水中に浸かっている場合は、通信はできない。 

[スマートフォン・LTECatM1] 

通信試験で得られた LTEの結果は下記のとおりである。 

・CatM1そのものは移動に対応できる仕様であるが、NCUが移動に対応していないため、基地局の

エリアが外れると新たな基地局を探す操作が必要となる。 

・スマートフォンでは移動中でも通信が可能である。 

・SIGFOXと比較して基地局が多いため、通信が安定しており、容器の探索には適している。 

・端末のアンテナが水中に浸かっている場合は、通信ができない。 
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[GPS] 

通信試験で得られた GPSの結果は下記のとおりである。 

・定点観測や、徒歩での移動では、GPSデータを取得できる。 

・移動中 30km～100km の通信試験では、衛星を取得に失敗することが多い。 

・地下駐車場や、建物内のような、空が見えない環境では、GPSデータを取得できない。 

・水中に浸かっている場合は、GPSデータを取得できない。 

・車や電車のように高速で移動するものにセンサを設置する場合は、GPS位置情報特定のために補

正をかけて精度を向上する必要がある。 

・GPS補正以外の方法は「移動しながら位置特定を行う際の技術的改良点」で記載している方法を

用いることで位置情報の特定は可能である。 

 

8.1.3.5 本年度製作の SIGFOX を搭載したデバイスの災害における利用 

容器の位置特定については、SIGFOX 本来の使用方法が定点観測であるため、移動しながら使用す

ることを想定したスマートフォンが安定した結果が得られた。また、LTEは送信できるデータが多い

ため、より多くのデータ量を使用した付加サービスが可能である 

一方、SIGFOX 本来の使用方法は移動ではなく定点観測であるため、今回の調査では、移動使用に

ついて LTE特にスマートフォンと同等レベルの安定性は得られなかった。これは移動使用という本来

の使用目的と異なる方法で使用したことに起因する。なお、リアルタイムではなくとも、通信ポイン

トごとの情報をつなぎ合わせることで、ある程度は移動経路の特定が可能である。 

本年度製作の SIGFOX を利用したデバイスを定点観測により災害時に利用する可能性について検討

する。比較のため SIGFOXと LTE の特色を下記にまとめる。基本的には送信したいデータと送信頻度

などの仕様によって最適な方式を選定することになるため、使用方法によって使い分けがなされるこ

とになる。  

この場合、マイコンメータの感震センサを加速度センサに置き換え、既存の集中監視システムを使

用することも可能であることから、通信の方法については SIGFOXに限る必要はない。 

 

 SIGFOXは下記の特徴がある。 

  ・長距離通信 

  ・同一エリアに複数台の基地局を設置 

  ・送信するデータは同じデータを3回送信する 

この特徴から、基地局に何かしらの障害が発生したとしても、 

  ・同一エリア内の他の基地局に届く 

  ・少し離れた近隣エリアの基地局に届く 

  ・同一データを複数回送信することで、遠方の基地局に届く確率が上がる 

このことにより、災害に対しても強い通信方式であると言える。 

 また、今回の台風15号により約20台の基地局が停電によりダウンしたが、ユーザーからデー

タが届かない等の問い合わせは一切なかった。 基地局がダウンしても複数の基地局でカバー

し合うSIGFOXの特徴により、大きな問題が発生しなかったと思われる。ただし、接続している

端末の数が不明であるため、高負荷の状態となった場合の問題については検証できなかった。 
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8.2 緊急遮断バルブの検討 

8.2.1 目的 

振動、流量、圧力センサ等を搭載し、ガスの異常な使用を検知した場合に瞬時にガスを 停止する

等、マイコンメータ並みの安全機能を持った緊急遮断バルブを５台程度試作する。試作した緊急遮断

バルブを質量販売用の FRP 容器に取付け、保安機能（合計・増加 流量遮断、使用時間遮断、感震遮

断等）評価試験、外的ストレス（振動、落下、耐衝撃、 転倒、輸送、環境等）評価試験、その他（ロ

ック機構耐久等）評価試験を行い、技術的課題を調査・検討する。 

 

8.2.2 緊急遮断バルブの設計変更 

（１）平成 30年度における緊急遮断バルブ構想設計 

 平成 30 年度は、遮断弁、制御基板（マイコン）、振動センサ、計量部、圧力センサ、通信部、

圧力調整器、電池、ガス取り出し口を一体化し、FRP容器に取付け／取外し可能な緊急遮断バルブ

の一次設計を行った。 

圧力調整器と緊急遮断バルブを切り分けることにより、平成 30年度に設計した緊急遮断バルブ

に対する指摘事項を解決することとした。 

 

1) トップヘビーとなる問題 

 圧力調整器を内部に収納する構造が不要となれば、軽量化と小型化が可能となる。また、転倒

防止のためには重心を低くすることに加え、容器の固定が重要である。 

 平成 27年度の安全技術普及事業（事故発生原因分析等調査）において、本省所管の販売事業者

（平成 27 年当時、51 社に対し 5 通の調査票を事業所に配布依頼、51 社から合計 203 通の調査票

を回収）に対しアンケート調査を実施している。消費設備調査時の指摘事項として最も多かった

のが容器の転落・転倒防止措置に関するものであったが、容器を固定する場所がないことから改

善ができないという回答が多く、道路のガードレルに固定することの許可が出ないという具体的

な事例も報告されている。 

 緊急遮断バルブを固定する治具に折りたたみ式の足を付け、簡易的な容器スタンドとすること

も可能であり、容器の転落・転倒防止措置の問題を解決できる。 

 

2) 容器バルブが操作しにくくなる問題 

 容器バルブの上部が開放されることで、操作性が向上する。 

 

3) 圧力調整器に異常が発生した際の危険性 

 操作性の向上によって、対応が容易となる。 

 

 また、緊急遮断バルブの普及については、圧力調整器と切り分けることで、FRP容器による質量

販売用の緊急遮断バルブとしての用途のみではなく、体積販売用途にも転用することができ、ス

ケールメリットによる低価格化を狙うこともできるものを目指すこととした。 

 

（２）保安機能・その他の機能 

 低コスト化のため内蔵する機器は既存のマイコンメータで使用される機器を流用することとし
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た。特に制御基板は、マイコンメータのものを利用した。 

 

8.2.3 試作 

試作の要件及びユニットイメージ図に従って５台試作した。試作の詳細について、（１）緊急遮断

バルブ、（２）ＦＲＰ容器取り付け治具、（３）緊急遮断バルブユニット、（４）外観写真の順に述

べる。 

（１）緊急遮断バルブ 

1) 構成 
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2) 外観図 
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（２）ＦＲＰ容器取り付け治具 

1) 構成 
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2) 外観図 

＜三脚収納時＞ 
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＜三脚使用時＞ 
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（３）緊急遮断バルブユニット 

1) 構成 
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2) 外観図 
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（７．５ｋｇタイプＦＲＰ容器取付け状態） 
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3) 機構詳細 

①ロック機構部 

下記手順でＦＲＰ容器と緊急遮断バルブユニットを固定する。 

１．緊急遮断バルブユニットをＦＲＰ容器に取付け後、ロック機構部をＦＲＰ容器側に押す。 

 

 

２．ロック機構部がＦＲＰ容器の持ち手部を乗り越え、挟み込むことでロックする。 

 

 

②転倒防止機構（三脚） 

下記手順でＦＲＰ容器と緊急遮断バルブユニットの転倒を防止する。 

１．緊急遮断バルブユニットをＦＲＰ容器に取付け後、三脚を左方向に回しロックを解除する。 

 

２．三脚を地面まで伸ばし、三脚を右方向に回しロックする。 
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（４）外観写真 

1) 緊急遮断バルブ 

 

 

  

正面 背面

左側面 右側面

上面 下面
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2) ＦＲＰ容器取り付け治具 

 

 

 

  

正面 背面

左側面 右側面

上面
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3) 緊急遮断バルブユニット 

 

 

 

8.2.4 緊急遮断バルブ及び取り付け治具の評価 

（１）評価項目の抽出 

DRBFM(Design Review Based on Failure Mode）にて緊急遮断バルブ及び取り付け治具の懸念事

項を洗い出し、必要な評価項目を抽出した。評価項目一覧表を次に示す。 

 

正面 背面

上面

左側面 右側面
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表１．評価項目一覧 
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（２）評価結果 

各評価項目について評価を実施したところ、すべての項目において問題のないことを確認した。

評価結果から抽出された、緊急遮断バルブ及び取り付け治具の技術的課題を次に挙げる。 

 

1) 合計・増加流量遮断値 

合計流量遮断及び増加流量遮断の遮断値はガス消費パターンを学習して、定められた上限値、

下限値の範囲内で自動設定されるが、合計増加遮断の遮断値設定範囲は 900～3,400L/h、増加流

量遮断の遮断値設定範囲は 900～2,500L/hであり、容量 1kg/h（およそ 500L/h）仕様の質量販売

用調整器とは流量範囲が合わない。 

遮断の設定値を一定割合で下げ、上限を 500L/h(1kg/h)に変更することは容易であるが、質量

販売の多様な形態を考慮すると、現在の容量 1kg/h（およそ 500L/h）仕様の質量販売用調整器で

は容量不足となることが予想される。 

よって、1kg/h調整器に準拠する遮断値設定範囲についての新たな基準化検討、又は圧力調整

器の容量制限基準見直し検討が必要である。 

 

2) ロック強度 

転倒試験にて、転倒時の衝撃によりロック部の外れが認められた。脱着性を阻害せず、ロック

強度を上げる検討が必要である。 

 

3) ＦＲＰ容器から取り外し後の取扱い性 

緊急遮断バルブユニットをＦＲＰ容器から取り外した際、圧力調整器を固定する箇所がなく損

傷を与える可能性があるため、商品化の際には固定できる方法等の検討が必要である。 

 

3) 三脚の収納性 

三脚を収納した際、脚が重なりユニットが水平状態にならず不安定となるため、商品化の際に

は専用の足を製作するなどの措置が必要である。 

 

8.2.5 緊急遮断バルブが対応できる質量販売の形態 

（１）緊急遮断バルブで対応できる質量販売の設備の形態 

1）用途 

 家庭用、業務用どちらでも使用可能 

2) 使用場所 

  屋外や屋内、車内でも使用可能 

3)設備の形態 

 現在の緊急遮断バルブは、FRP 容器によって、配管が無く、ゴム管等での接続をする形態を

中心に検討が進んでいるが、配管が施工してある業務用厨房のような形態や配管が施工してあ

る一般家庭における体積販売と同様の形態などにも対応することが可能な設計となっている。 

4) 容器の種類と本数 

 容器の種類と本数については、2kgから 50kg の種類があり、容器を複数本設置する形態が存

在する。2kg 容器に緊急遮断バルブを接続することは考えにくいが、様々な容量の容器、複数
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本設置についても対応することが可能な設計となっている。 

 

（２）様々な質量販売の形態に対応するための使用方法 

 今回は FRP固定ユニットを製作しているが、その他の使用方法を実現するための治具につい

ては、製作まではせずに使用方法のイメージとして提案する。 

 

 

図 7.2.4.2.1 FRP固定ユニット 

 

 また、容器の接続をクイックカップリングとして、現在は市場にないものの他の接続部全てを迅

速継手方式とするなど、緊急遮断バルブを簡便に使用するために有効な接続方法についても使用方

法のイメージとして提案する。 

 

 

（３）緊急遮断バルブの通信機能 

 緊急遮断バルブの通信機能としては、現行のマイコンメータと同じ機能を持たせることとしたた

め、有線、無線（LTE 含む）まで対応できるようになっている。 

 

（４）緊急遮断バルブの通信機能の運用方法 

 これまでの調査では、集中監視センターからの使用許可がない限りガスを使用できない最も厳し

い使用方法から、緊急遮断バルブ本体のみの使用方法まで検討している。緊急遮断バルブの通信機

能は現行のマイコンメータと同じであるため、電文によって、どの使い方でも対応できるようにな

っている。 

 

8.2.6 緊急遮断バルブの活用例と課題 

（１）屋台での活用 
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（２）一般住宅での利用 

近年多発している自然災害による大規模停電により、オール電化住宅ではガスの重要性が見直さ

れており、生活を維持するためにガスを利用したいという潜在ニーズがあるものと考える。このよ

うなニーズにもマイコンメータと同等の機能を有する緊急遮断バルブで対応することが可能であ

る。通信機能もマイコンメータと同等であり、集中監視システムとの連動も可能であることから、

スマートフォンを利用したサービスや、容器の残量管理など、様々なニーズに応えることができる。 

 

図 8.2.6.2 一般住宅での設置例 

＜課題＞ 

①容器の本数 

容器の本数を増やすことで消費量が多い給湯にも利用することができるが、設置例にもあると

おり、クイックカップリングの高圧ホースの基準はあるものの生産実績が少なく、複数の FRP容

器を利用するためには自動切換式調整器とクイックカップリング接続することについても検討

していく必要がある。 

 ②圧力調整器の形状等、技術基準の検討 

 直管型の形状を安全面において利用する接続方法としては、体積販売でいうところの供給管

（調整器の出口からガスメーターまでの管）を排除することで接続部を減らした接続方法も考え

られる。これに加えて、クイックカップリング接続の利用を増やすためには、既存のクイックカ

ップリング接続の高圧ホースの技術基準に合わせて、新たな圧力調整器の技術基準についても検

討することでより安全性を高めることができる。その他、体積販売に比べて技術基準の適用範囲

が限定されており、適用範囲の再検討が必要と考えられる。 

 また、これらの技術基準の検討によって施工方法が変わるため、適切な施工方法についても併

せて検討する必要がある。 
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