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１．総論 

 

１．１ 目的 

 我が国の都市ガスは、ガスの供給条件として単位体積当たりの熱量の標準値（毎月の算術平均値

の最低値）を定め、熱量の変動を制限する「標準熱量制」によりガスを供給している。この標準熱量

制により一定の熱量のガスが供給されることで、燃焼機器の安全性や効率性、公平な課金といった

需要家メリットを確保し、ガス利用の普及・高度化が進められてきた。 

しかし、我が国に輸入される LNG は産地毎に熱量が異なっており、標準熱量制によりガスの熱量

を一定のものにするためには、都市ガスを製造する工程において、熱量調整設備で LNG に LPG を添

加するなどして熱量を調整することが必要であり、当該設備を保有しない事業者は、当該事業者自

らが熱量調整設備を整備するか、設備を保有している他の事業者にガスの製造を委託することにな

るなど、ガス小売事業への参入障壁であるとの声も聞かれる。 

これに対し、欧州や韓国などの諸外国では、一定の範囲（バンド）内の熱量で都市ガスを供給する

ことができる「熱量バンド制」が導入されており、熱量バンド制に移行することにより、ガス小売事

業への新規参入が増大する可能性がある。また、昨今の米国産天然ガスの輸入事例のように、将来

的には低熱量なシェールガスの輸入量が増加する可能性があり、低熱量の LNG が増加することで、

添加する LPG が増加する可能性が考えられる。現時点では LPG は LNG に比べて熱量当たり単価が高

いことなどからも、標準熱量制を維持することによるコストが増大し、熱量バンド制に移行するメ

リットが大きくなることが考えられる。 

ただし、熱量バンド制への移行の検討にあたっては、供給されるガスの熱量が変動することによ

る燃焼機器への影響を確認することが必要である。また、熱量バンド制に移行するために燃焼機器

に必要となる対応策の内容と当該対応策に係るコストを試算することで、熱量バンド制への移行に

よるメリットとデメリットを比較・検証することが可能となる。 

また、規制改革実施計画（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）においても、「現行の標準熱量制から

熱量バンド制への移行について、諸外国における都市ガスの供給状況等を踏まえて検討し、結論を

得る。その際、LPG・LNG の市況、熱量調整に関する燃焼機器及び導管等の供給設備への影響とこれ

らの対策コスト試算等に関する調査を行い、移行に向けて検討を要する論点の中間整理を行った上

で、課金方法や費用負担等に関する制度設計の検討を行う。」とされている。 

このため、本委託調査では、熱量バンド制への移行の検討を進める一環として、熱量バンド制に

移行した場合の燃焼機器への安全面・性能面等の影響、影響のある燃焼機器の対応策の検討等を実

施することを目的とし、有識者、既存ガス事業者、新規参入事業者、燃焼機器のメーカー及び各種業

界団体などから構成する実務検討会を設置し調査を行った。 
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１．２ 調査の内容及び調査の項目 

 ガスの燃焼機器は、家庭用・業務用・産業用と幅広く普及しているが、熱量バンド制に移行し、現

在供給されている熱量とは異なる熱量のガスが供給された場合及び熱量の異なるガスが変動しなが

ら供給された場合に、燃焼機器への安全面・性能面等の影響が大きいと考えられる主な燃焼機器に

ついて、影響調査及び対応策の検討等を実施した。 

実機検証による調査対象機器は、平成 16 年度～平成 18 度にかけて調査を行った未熱調天然ガス

燃焼性影響調査（以下、「未熱調調査」）以降に普及が進んだ家庭用燃料電池及び、出荷台数が多いな

ど熱量バンド制への移行にあたり特に影響が大きいと考えられるガスこんろについて、実務検討会

にて検討し型式を決定した。 

ガスの熱量バンド幅を 40MJ/㎥～46MJ/㎥、42MJ/㎥～46MJ/㎥とし、下限値及びバンド幅の範囲内

で変動するガスが供給された場合の調査対象機器への影響調査とそれぞれの調査内容は以下のとお

り。 

 

① メーカーへのヒアリング調査 

実務検討会で選定された調査対象機器について、機器のメーカーに対して燃焼確認及び対応策

の必要性、具体的な対応策等についてのヒアリング調査を実施した。 

ヒアリング調査では、上記の熱量バンド幅に加えて 38MJ/㎥～46MJ/㎥についても調査を実施し

た。 

 

② 検査機関による影響調査 

燃料電池・ガスこんろについて、メーカーへのヒアリング調査により安全面・性能面において影

響が出る可能性がある試験を選定し検査機関において燃焼確認等の影響調査を実施した。 

工業炉のように調査対象機器の調達が容易ではなく、実際にガスを使用して調査を行うことが

困難なものについては、各業界団体へのヒアリング調査にて影響の確認を実施した。 

調査内容は、ガスの熱量に影響のある安全面・性能面等について調査を行い、安全面の調査で

は、燃焼機器が正常に稼働するかどうか、失火や CO が排出されないかどうかなどの調査を、性能

面の調査では、一定の熱量で効率的に稼働する設定になっている燃焼機器の効率が低下しないか

などの調査を実施した。 

 

③ 対応策の検討 

②の検査機関又はメーカーによる影響調査の結果、調査対象機器への影響がある場合は、必要

となる対応策についての調査を実施した。 
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１．３ 検討体制 

 調査対象機器、調査内容、ガス消費機器への対応策の検討等を行うため、有識者、既存ガス事業

者、新規参入事業者、各種業界団体から構成する実務検討会を設置し、１．２の事項を評価した。 

 実務検討会のメンバー構成は、次の通りである。 

 

実務検討会 

委員長 植田 利久 慶應義塾大学 教授 

委員  岡崎 貴行 東京電力エナジーパートナー株式会社 

委員  近藤 三郎 一般社団法人 日本厨房工業会 

委員  里見 知英 燃料電池実用化推進協議会 

委員  清水 明  一般社団法人 日本陸用内燃機関協会 

委員  高橋 良治 一般社団法人 日本工業炉協会 

委員  長沢 圭介 一般社団法人 日本ガス協会 

委員  花房 明  一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 

委員  山本 和則 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 

 

１．４ 審議経過 

 実務検討会 

  第１回 平成３０年１２月５日（水） 

   〇 委員会規約の承認 

〇 実機検証を実施する型式/試験項目の承認(燃料電池･ガスこんろ)  

〇 影響調査を実施する機種・試験まとめ 

〇 燃焼機器への影響調査のヒアリング内容の検討と承認 

 

  第２回 平成３１年１月２２日（火） 

   〇 前回議事録の確認  

〇 ヒアリングシート①の結果の報告と追加ヒアリングの検討 

〇 実機検証機器の試験結果の報告（実施分）と追加試験の検討 

 

  第３回 平成３１年３月７日（木） 

   〇 前回議事録の確認  

〇 ヒアリング調査結果についての報告 

〇 実機検証機器の試験結果の報告 

〇 次年度への課題の整理について 
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１．５ 審議結果まとめと次年度への課題 

 

１．５．１ 実機検証による影響調査について 

 今年度については、家庭用燃料電池とガスこんろについて現在販売されている型式の中から機種を選

定し、新品の製品にて実機検証を行った。確認試験を行った結果、省令・JIS 等で定められている安全面

の基準値を超えないことが確認された。 

しかしながら、燃焼性能の試験において、熱量と CO％との間に相関が見られない試験結果となった機

種が確認されたことや、ヒアリングにおいても安全面・性能面での懸念が出ていることから継続的な調

査が必要となる。機種の選定にあっては、実務検討会や未熱調調査においても、経年機器の方が熱量変動

の影響を受けやすいという意見も出ていることから、経年機器についても確認する必要がある。 

また、大気汚染防止法など環境面の規制もあることから、窒素酸化物の排出量に関する影響についても

調査を行う必要がある。 

 

１．５．２ ヒアリングによる影響調査について 

 熱量バンド制に移行した際の機器の影響についてヒアリング調査を行った。変動速度など条件付きで

影響なしという返答は一部あったものの、大半が「影響が出る、影響が出る可能性がある」という返答で

あり、熱量の幅が広くなる程、その影響は強くなる。対策については、変動への対応が難しいという理由

から対策不可能という意見、熱量変動を検知できるセンサーとフィードバック制御の開発が実現すれば

対策可能といった意見など様々であった。また、経年機器への対策については、対策の検証用に機器を入

手することが困難といった理由などから、新規開発より厳しい状況であることが判明した。 

対策が難しいものにあっては、対策が可能となる条件の確認等、コスト算出に向けて詳細を詰めていく

必要がある。また、発生するコストについても、開発費、改造費だけでなく、現地での性能試験評価を実

施するため連続的にガスの組成を分析するための費用が発生するなど、多種多様なコストが発生するこ

とから、算出するコストの内容についても整理が必要となる。 

 

１．５．３ その他 

 省令・JIS 等の基準はメーカーが製品を開発・製造する際に確認する基準の一つになっていることから、

熱量バンド制に移行する際には見直しが必要となる。このような直接的でない内容についても、熱量バ

ンド制に移行する際には対応が必要となることから、これらの事項についても整理する必要がある。 

 

 

 熱量バンド制に移行した際の影響調査については、国内で使用されている全てのガス機器についても

れなく調査することは困難であるが、各種団体やガス機器メーカーが持っている知見を生かし、幅広く

調査を実施した。コスト算出などに向けて、引き続き各種団体からの協力を得るだけでなく、必要に応じ

てガスを使用するユーザーからのヒアリング、未熱調調査の活用など、より効果的な調査が実施できる

ように進める必要がある。  
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２．熱量変動による燃焼機器の影響等調査まとめ 

２．１ 家庭用ガス燃焼機器 

  現在、国内で製造されている全ての家庭用ガス燃焼機器は、「JIS S 2093 5.試験ガス」に規定され

ている、37.05MJ/㎥、39.14MJ/㎥、49.15MJ/㎥の試験ガスを用いて、第三者認証機関により安全性が確

認されている。本委託調査で検討されている熱量の幅（40MJ/㎥～46MJ/㎥）の範囲であれば、熱量に変

動がない条件において、安全面については問題ないことが予想される。今回、実務検討会で具体的に提

示された 3 種類の試験ガス（熱量 40MJ/㎥、42MJ/㎥、46MJ/㎥）で、熱量が変動しない条件において、

ヒアリングと一部機器の実機を用いての双方で影響調査を実施したところ、省令・JIS 等で決められて

いる安全面への影響について、基準値を超えないことが再確認された。 

熱量が変動する条件での安全面への影響については、熱量が急激に大きくなると炎が大きくなり、服

袖引火や湯温の上昇、安全装置（調理油過熱防止装置等）の作動温度が遅れる、逆に熱量が急激に小さ

くなった場合には、小火時にバーナーの燃焼により発生する上昇気流の影響により失火するなどの懸

念が業界からあげられたが、ガスこんろについて、実機で確認したところ、安全面に影響がある結果は

確認されなかった。温水機器では熱量が変動することにより出湯温度が急上昇し、使用者の火傷が懸念

される等といった安全面に関する意見も出ているため引き続き検証する必要があると考える。 

  性能面については、熱量が下がると、加熱対象物が使用用途に必要な熱量を得るまでの時間が長く

なることから、調理時間が増加するなどの影響が出ることが懸念される。こんろの湯沸かし時間やグリ

ル庫内の加熱に要する時間を計測した結果、一定の温度まで加熱するのに要する時間を 42MJ/㎥と

46MJ/㎥との比較で約 8%、40MJ/㎥と 46MJ/㎥との比較で約 10%の差が発生するなどの影響が確認され

た。この事象は他品目でも同様に発生することが想定され、例えば暖房機器では部屋の温度を上げるの

に要する時間の変動、温水機器では風呂の追い炊き時間の変動等といった影響が出る。 

また、調理機器の自動調理機能等、熱量が一定であることを前提に燃焼時間を制御している機器につ

いては、熱量が変動することによって加熱時間が不足、または過多となる懸念があり、ガスこんろの自

動調理機能、炊飯器、オーブン等の製品でも焼き色に差が出るなど仕上がりにばらつきが発生すること

が想定される。さらに、ユーザーに省エネルギーに対する意識を高めるために温水機器に採用されてい

るエネルックリモコン1のガス料金等の精度低下への影響についても意見が出ている。性能面への影響

については、上述のような影響が発生した場合にユーザーからの問い合わせが増加することが予想さ

れ、対応するメーカーの負担が増えるといった懸念もある。 

これらの影響については、熱量バンドの幅が広くなるほど、影響がより顕著に出ることが推測され、

実機を用いた影響調査でもその傾向は確認されている。 

法令への影響については、ガス事業法でガス用品として規制対象製品に指定されている品目がある

ことから、熱量バンド制となった場合については、技術上の基準等の見直しの要否も検討が必要とな

る。 

また、熱量バンド制となることで BL 認定2の要件となっている性能(温水機器の温度収束)を満たせ

なくなる可能性がある。 

                                                      
1 ガス・お湯などの使用量や使用料金等を表示する機能を持つリモコン 
2 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定 
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  新規開発及び既設の製品への対策については、例えば、42MJ/㎥を中心値として±1MJ/㎥の変動とす

るなどのように、熱量バンドの幅が 2MJ/㎥以内であれば機器の仕様を熱量バンドの幅の中心値に合わ

せることで対策が可能である。熱量が製品設計時の中心値から±1MJ/㎥を超える場合は対策が難しい。 

 

２．２ 業務用ガス燃焼機器 

JIS S 2103 等の規格に準拠するよう開発されている機器にあっては、熱量が変動しない条件では安

全面への影響が出にくいと考えられるが、業務用の機器は特別仕様などJIS等では想定していない様々

な製品が存在するため、CO の発生や不着火など燃焼不良を懸念する意見もあった。未熱調調査では、

フライヤーや焼き物器において熱量が下がると燃焼性能が悪くなるという報告がされている。熱量が

変動する条件については、家庭用機器と同様に熱量が急に大きくなることによって炎が大きくなり、火

傷等のおそれがある。 

性能面については、家庭用ガス燃焼機器と同程度の調理時間の変化・調理の仕上がりのばらつきの発

生と、それらに伴う苦情が増加、ガス機器に対する信頼性の低下についての懸念がある。 

また、調理時間の変化による副次的な影響に、食中毒の可能性を懸念する意見もあった。これは、業

務用厨房機器を用いる現場では、調理方法をマニュアル化することにより加熱時間を一定に管理して

いることが多く、熱量が低下すると、加熱不足が発生する可能性があるためである。 

これらの影響については、熱量のバンド幅が広くなるほど、影響がより顕著に出ることが想定されて

おり、実機を用いた家庭用ガスこんろの影響調査の結果からもこの傾向は推測することができる。 

法令・補助金に関する意見はなかったが、熱量バンド制に移行した際には第三者認証機関等において

追加で確認する試験基準などを明確にすべきという意見があった。 

   

２．３ 燃料電池 

  安全面では、システム障害が発生する前にシステムを停止する制御が燃料電池内部で確立されてお

り、問題が発生する可能性は極めて低い。実機を用いての検証でも省令や JIS 等で決められている安

全面の基準値を超えないことが確認された。また、熱量を変動させた条件においても、運転が維持でき

ないなどの機器の異常は確認できなかったが、機器内部の温度などのパラメータを解析した結果、本来

の設計意図とは異なる状態で運転されていることが確認された。機器の設計余裕度により、その影響が

軽減されていたため、機器外部で異常が認識されるには至っていないと考えられる。しかし、システム

として想定から外れた状態での運転状態となっているため、負荷変動3や温度低下などが発生すると既

に余裕度がない事から機器が停止する可能性がある。さらに、こうした設計条件を逸脱した状態での運

転が継続することにより、耐久性が低下する可能性も大きい。 

補助金への影響については、性能が低下することによる補助金対象からの除外や、耐久性が低下する

ことによるお客様への保証、および処分制限期間内での撤去となった場合は補助金の返納が発生する

可能性がある。家庭用燃料電池については、ほとんどが家庭用燃料電池システム導入支援事業補助金等

の対象となっているため、その影響は大きい。 

                                                      
3 電力需要の変動に合わせて発電出力を変化させる制御。発電出力値に合わせてガスの消費(供給)量も変化さ

せる。 
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これらの影響については、熱量のバンド幅が広くなるほど、影響がより顕著に出ることが想定され

る。さらに、熱量が下がる場合不燃性ガスなどの不活性成分の混合割合も増える可能性があるが、燃料

電池では、窒素などの不燃性ガスも機器に大きな影響を与えることが分かっているため、熱量バンド制

への移行を考えるには、供給されるガスがどのような組成となるかで対応策が変わるためガスの組成

の検討も必要になる。 

新規開発での対策方法としては、熱量の変動幅が小さく熱量のみが低下する条件であれば、運転パラ

メータの見直しで対応できる可能性はある。運転パラメータの見直しで対応できない場合は、熱量・組

成の変化を検知できるセンサーを開発し、補正制御を実施すれば変動幅によっては対応が可能となる

が、いずれの場合も開発・検証が必要となる。既設製品への対策についても、熱量の変動幅が小さく熱

量のみが低下する条件であれば、運転パラメータの見直しで対応できる可能性はあるが検証は必要と

なる。 

本委託調査では、現在製造・販売されている家庭用燃料電池を購入し、実機にて各種試験を実施した

が、経年機器については未調査である。現在、製造・販売していない製造事業者の製品も国内では数多

く稼働しており、実務検討会でも旧型の燃料電池の方が影響を受けやすいという意見も出ていること

から、経年機器への影響調査は必要であり、これらの影響調査を確認した上でコストを検討する必要が

あると考える。 

 

２．４ 空調機 

  吸収冷温水機については、各地の供給ガスの仕様に対して最適な燃焼状態となるように、納入先毎

に燃焼機器を調整しているため、熱量が変動した場合の影響が大きく、CO、NOx の増加、振動燃焼4、不

着火、失火、異音発生や、異常停止など安全面での問題が起こる可能性が高い。性能面については、熱

量が増加すると、冷温水機への入熱量過多により、高温再生器の温度・圧力が上昇し異常停止に至る。

逆に、熱量が減少すると、冷温水機への入熱量過少により、一時的に冷房・暖房能力不足が生じる。ま

た、バンド幅が広くなる程、ターンダウン特性5が悪化し、比例制御ができる幅が狭くなる。 

ガスヒートポンプ冷暖房機については、吸収冷温水機と比較すると影響は小さいが、安全面で熱量が

変動した際に一時的に COが発生、性能面でも一時的な停止と効率・空調能力が低下するという可能性

がある。 

法令への影響については、排気ガス中の NOx 濃度が大気汚染防止法、各自治体条例等の基準値を超

える可能性がある。 

補助金への影響については、効率が下がることによるグリーン購入法などへの影響に加え、効率を現

地評価する際に、流れているガスの発熱量などが把握できないため、評価ができないという懸念も出て

いる。 

  熱量のバンド幅に対する影響については、バンド幅が広くなるほど、影響がより顕著に出るという

ヒアリング結果となっているのに加え、バンド幅が吸収冷温水機では 4MJ/㎥、ガスヒートポンプ冷暖

房機では 8MJ/㎥までバンドの幅が広がると安定燃焼が得られない機器が出る可能性が高まる。 

                                                      
4 燃焼室内で燃焼が周期的な圧力変動をするとき不安定な燃焼状態となること 
5 定格ガス流量と制御可能な最小ガス流量の比 



- 8 - 

 

  新規開発での対策については、熱量を監視し空燃比6を制御する機能が開発できれば対策は可能とな

るが、現時点では検討できていないため、開発が可能かどうか不明である。既存製品への対策について

は、新規開発での対策と同じとなるが、対策を検証するための機器の入手が難しいことや、取引を中止

したメーカーのバーナーを組み込んだ製品も存在するため、新規開発より対応は困難となる。さらに

は、既設設備への対策を同時に実施することは人的資源の問題もあり対応が困難である。 

 

２．５ ガスエンジン（出力：２００～９０００kW） 

安全面への影響について、バンド幅の中心値で熱量を調整した場合でも 0.003～0.020MJ/㎥・秒以上で、

熱量が上昇すると、空燃比制御が追い付かず、空燃比がリッチ側にずれ、ノッキング7等異常燃焼が発生

する可能性があり、その結果燃焼室、エンジン全体の損傷につながるおそれがある。逆に、熱量が低下し

た場合には空燃比制御が追い付かず、空燃比がリーン側にずれ不安定燃焼、失火の可能性がある。また、

ガス供給速度が追い付かず、機関停止する可能性もある。また、熱量変動が３時間以上となる長期変動に

おいても、空燃比制御範囲を超えた機種については影響が出る。 

性能面への影響について、バンド幅の中心値で熱量を調整した場合でも 0.003～0.020MJ/㎥・秒以上で

熱量が上昇すると、NOx 値が上昇し、環境規制値（大気汚染防止法、各自治体条例・指導要綱）、各メー

カー保証値を上回る可能性がある。また、突発的なノッキング発生によるディレート制御8がかかり出力

維持ができなくなる可能性もある。熱量が低下した場合には、効率（燃料消費率）が低下し、保証値を維

持できなくなる可能性がある。また、ガス供給速度が追い付かず出力を維持できなくなる可能性もある。

さらに、燃焼不安定による未燃ガスの排出増、排ガス組成（NOx、CO2、THC、CO）も変化する。 

法令への影響について、NOx など環境規制値（大気汚染防止法、各自治体条例・指導要綱）を満足しな

くなる可能性がある。 

補助金への影響について、熱量変動の影響により年間発電量、効率保証値、NOx など契約値を逸脱し、

補助金対象から外れ事業が成立しなくなる可能性がある。空調機と同様に、効率について現地評価する

際に、流れているガスの熱量などが把握できないため、評価ができないという懸念も出ている。 

 熱量のバンド幅に対する影響については、バンド幅が広くなるほど、影響がより顕著に出るというヒ

アリング結果となっているのに加え、バンド幅が広くなるほど、対応が困難となる機種が増加する。 

 熱量バンド制に移行した場合、新規開発での対策について、対策は可能と考えるが、空燃比制御技術、

熱量変動検知フィードバック技術、点火系、給気系、安全装置等、新規開発を要する技術的課題が多岐に

わたるため、数年の開発期間と開発費が必要となるが、エンジン機種毎に適用部品、調整条件等技術内容

が異なるため、全機種の対応は困難となる。 

既設製品への対策についても対策は可能と考えるが、対策するための技術開発と、それに基づく部品交

換、機器追加、制御変更が必要である。但し、型式の古いエンジンに対し開発投資をすることは費用面で

難しい状況となっている。 

 

  

                                                      
6 混合ガスとなる空気と燃料の質量比 
7 燃焼室壁面の予混合気が圧縮され自己点火することによって生じる異常燃焼 
8 異常検知時に、安全のためエンジン出力（発電出力）を低減する制御 
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２．６ 工業用燃焼炉 

 安全面については、想定するバンド幅が 40MJ/㎥～46MJ/㎥の範囲内であれば、変動幅を加味した

空気比設定とすることで、安全面・性能面において影響を抑えられる工業炉種もあるが、失火や不完

全燃焼といった異常燃焼の発生、さらに、異常燃焼により発生した CO が煙道や工場内に滞留し、予

期せぬ爆発や作業員の健康被害を懸念する意見もあった。 

性能面については、炉の省エネ効率が下がることに加え、炉内温度の変動、雰囲気ガス9の成分が

変わることにより、炉内で製造する工業製品への品質に大きな影響を与える場合がある。 

法令への影響について、NOx など環境規制値（大気汚染防止法、各自治体条例等）を満足しなくな

る可能性がある。また、省エネ法で定めるエネルギー消費効率改善の目標（年１％）との整合性が不

明確となる。 

熱量のバンド幅に対する影響については、バンド幅が広くなるほど、影響がより顕著に出るという

ヒアリング結果となっているのに加え、バンド幅が広くなるほど、対応が困難となる機種が増加す

る。 

新規開発での対応については、バンド幅次第ではバーナーの調整、熱量を監視し空燃比を制御する

機能が開発できれば対応可能という意見の他に、増熱設備の設置や、熱量が安定して供給される LP

ガス仕様への転換に関する意見もあった。 

既存設備への対策については、新規開発の同様の対策が必要となるのに加え、対策作業中の操業停

止が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 浸炭などの処理を目的に炉の中に入れるガスのこと 



- 10 - 

 

３．ヒアリングによる熱量バンド制に移行した場合のガス機器への影響調査 

 熱量バンド制に移行した場合、ガス機器にどのような影響が出るかについて下記内容によるヒア

リング調査を行い、ガス機器への影響調査を行った。 

 

《ヒアリング項目》 

① 影響の有無 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

⑥ 新規開発での対策について 

⑦ 既設製品への対策について 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

⑨ その他 

 

 ヒアリング結果及び熱量バンド制に移行した場合の対応策について、品目ごとに分類しまとめた

ものを事項に示す。 
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３．１ 家庭用ガス燃焼機器  

３．１．１ 調理機器 

① 影響の有無 

・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・低熱量ガスで小径なべに合わせた火力調節後、高熱量ガスになると炎あふれになり、こんろ服袖

引火が発生しやすくなる可能性がある。 

 ・使用中にガスの熱量が上昇すると、温度の上昇が急となり、過熱を防止するセンサー（調理油過

熱防止機能・グリル庫内センサー）の誤検知により過熱防止装置の作動が遅れる方向となる。ま

た、煮込み調理中での熱量上昇は、焦げる方向となる。 

◆性能面への影響 

・調理を時間により制御している場合、熱量が変動すると、調理の都度、仕上がりに変動が出る

（こんろのオート調理機能、炊飯器の炊き分け機能など）。 

・調理を温度により制御している場合、熱量が変動すると、調理時間に変動が出る。 

・熱量低下により、火力操作により小火にした際の失火、リフト10、火移り11、燃焼音、点火性能

等、こんろ・グリルバーナーの基本性能が悪化する可能性がある。 

・熱量が変動すると温度調節性能に影響するため、熱効率が変動する可能性がある。 

◆法令・補助金関連 

・現在の性能評価のための試験ガスは JIS 規格等で決められているが、熱量バンド制導入の場合

の対応について、JIS 改正等の検討をしておく必要がある。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。熱量が 40MJ/㎥より更に低下することにより、効率や調理性能の確認が必要

になる。 

 

 

 

 

                                                      
10 燃料と空気との混合気の燃焼速度が炎口からの噴出速度より遅い場合に，炎が炎口から浮き上がること 
11 炎口から炎口に炎が燃え移ること 



- 12 - 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

・ガス成分、比重12、燃焼速度(MCP)13が変化するとウォッベ指数14が変化し、性能（点火、燃焼性）

影響が出る。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・熱量変動に対応できる技術がないため、対応は難しい。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・熱量変動に対応できる技術がないため、現状の機能を維持できる対応は難しい。 

・既設製品の入手が難しいこと、経年劣化の状態が均一でないことから、既設製品を評価し、対応

策を検討することが難しい。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②,③,④と同じ影響が出る。 

・調理性能等に影響が予測され、顧客より問い合わせが増加することが予測される。 

 

⑨ その他 

・調理時間や調理性能（焼き具合）が変化することが考えられ、消費者側の評価・意見を採り入れ

る必要がある。 

・既設置品については、所在を把握していないので、全ての対応は不可能。 

  

                                                      
12 同容量のガスと空気の重量の比率を空気を 1 として表したもの 

(ガスの比重が 1 より大きい場合は空気より重く、1 より小さい場合は空気より軽い) 
13 燃焼が周囲に伝播されていく際に、火炎が火炎面に垂直な方向に未燃焼混合ガスの方へ移動する速度 

（燃焼速度はガスの成分、空気との混合割合、混合ガスの温度、圧力等によって異なる） 
14 ガス機器のノズル（バーナーに供給する燃料の噴出部）から単位時間に噴出するガスの熱量の大きさを示

す指数 
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３．１．２ 家庭用温水機器 

① 影響の有無 

・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・手動温度調節タイプの機器については、ユーザーが温度調節をした後に熱量変動すると湯温が

変化して熱い湯（またはぬるい湯）となる。熱量が増加した場合は機器内で沸騰し、熱湯の飛散、

やけどが懸念される。 

・手動温度調節タイプ以外の機器であっても、再出湯時の温度変動が±3℃を超え、JIS などで規

定する基準を満たさない可能性がある。 

・火炎センサー、温度センサーを持つ機種でガス成分が急変すると、失火や、一定時間燃焼不良が

起こる可能性がある。 

・低 NOx（濃淡燃焼）バーナーで、12A、13A ガスを自動判定する機器において、ガス種変動によ

り、CO 濃度が増加など、燃焼不良が発生するおそれがある。また、特に既設製品においては、

空燃比の変動により耐久性への影響が懸念される。 

・不完全燃焼防止装置（室内酸欠、給気・排気閉塞時）の性能に影響する可能性がある。 

・風呂の追い焚き、湯張りの湯温が高く（低く）なる可能性がある。 

◆性能面への影響 

   ・熱交換器の耐久性に影響する可能性がある。 

・BF 式15の機器の場合、燃焼音が変化する可能性がある。 

   ・エネルックリモコンのエネルック表示のガス使用量より、実際の使用量が少なく（多く）なり、

料金設定の単位［円/㎥］を見直すか、換算を促す注記を取扱説明書に追加する必要がある。 

・追い焚き時間が長くなる。 

・浴室暖房時に浴室が温まるまでに時間がかかる。 

・給湯器の熱効率に影響が懸念され、省エネ性への影響が心配される。 

   ・自動湯張り運転時に、湯張り完了前お知らせの時間の精度が悪くなる。また、残り湯判定を誤計

算してしまうので浴槽の水位が変動する。 

◆法令・補助金関連 

・燃焼不良の発生や、不完全燃焼防止機能の不具合などが発生した場合、ガス事業法にて求められ

ている機器の性能が満足できない可能性がある。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

                                                      
15 Bakanced draft Flue の略、屋外から取り入れた空気により燃焼し、排ガスも屋外に排出する方式で給排気

を自然通気力により行う機器（自然給排気方式） 
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④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

    ・ガス成分、比重、燃焼速度（MCP）が変化するとウォッベ指数が変化し、性能（点火、燃焼性）に

影響が出る。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

   ・熱量変動に対応できる技術がないため対応不可能。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

   ・熱量変動に対応できる技術がないため対応不可能。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②,③,④と同じ影響が出る。 

 

 ⑨ その他 

  ・既設置品については、所在を把握していないので、全ての対応は不可能。 
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３．１．３ 家庭用ガス暖房機器 

① 影響の有無 

・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・酸欠時の不完全燃焼防止性能は 45MJ/㎥のガスを基準に確認しているため、ガス成分によっては

不完全燃焼防止装置16が正常に作動するか確認が必要。 

◆性能面への影響 

   ・熱量が低下した場合、ガスファンヒーター及び FF 式17温風暖房機などは温風温度が下がる為、

通常の温風温度と比べて違和感がある。室温立ち上がり性能にばらつきや遅れが発生する。 

・熱量が低下した場合、ガス FF 式温風暖房機などは熱効率が下がることが懸念される。 

・赤外線ストーブはプレートの色が変化することにより、見た目の違和感があるというクレーム

となる懸念がある。 

・ガス暖炉では炎の色が変化することにより、見た目の違和感があるというクレームとなる懸念

がある。 

  ◆法令・補助金関連 

   ・特になし。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

・38MJ/㎥では最小能力時に途中失火の可能性がある。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

    ・ガス成分、比重、燃焼速度（MCP）が変化するとウォッベ指数が変化し、性能（点火、燃焼性）影

響が出る。 

 

 

                                                      
16 室内の酸素濃度の低下，機器内の熱交換器のフィンが詰まっている状態で燃焼させると、酸化反応が最後

まで完結せず、反応途中の中間生成物(一酸化炭素など)が発生状態を不完全燃焼といい、この不完全燃焼

による CO 中毒事故を予防する装置 
17 Forced draft Flue の略、屋外から取り入れた空気により燃焼し、排ガスも屋外に排出する方式で給排気を

ファンにより給排気を強制的に行う機器（強制給排気方式） 
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⑥ 新規開発での対策について 

   ・熱量変動に対応できる技術がないため対応不可能。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

  ・熱量変動に対応できる技術がないため対応不可能。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②,③,④と同じ影響が出る。 

 

⑨ その他 

・既設置品については、所在を把握していないので、全ての対応は不可能。 
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３．１．４ 家庭用衣類乾燥機  

① 影響の有無 

  ・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

   ・特になし。 

◆性能面への影響 

・熱量低下で、低下前よりも乾燥終了までの時間が増える（使用者からのクレームの懸念）。 

・取説、カタログにも目安乾燥時間は記載されているため、熱量低下によってどの程度乾燥時間が

変化するか確認が必要。 

◆法令・補助金関連 

   ・特になし。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

    ・ガス成分、比重、燃焼速度（MCP）が変化するとウォッベ指数が変化し、性能（点火、燃焼性）影

響が出る。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・熱量変動に対応できる技術がないため対応不可能。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・熱量変動に対応できる技術がないため対応不可能。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②,③,④の記載事項と同じ影響が出る。 

 

⑨ その他 

   ・既設置品については、所在を把握していないので、全ての対応は不可能。 
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３．２ 業務用ガス燃焼機器 

① 影響の有無 

  ・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

 ・第三者認証機関による認証品であれば影響は少ない。 

   ・既設製品、新規納入品ともに、CO の発生、小火時の失火、リフト、火移りの不良、不着火、立

ち消え点火性能の低下、吹きこぼれなどの可能性がある。 

・強制燃焼式バーナーの場合、空気比が変わるため、その都度調整が必要。 

・高熱量になると炎が急に大きくなり、やけどの可能性がある。 

◆性能面への影響 

・使用中に変化があった場合、特に調理を時間で制御している機器は仕上がり、炊きあがりに毎回

ばらつきが出ることになる。トロ火で煮込み中、炊飯中等に高熱量になった場合の焦げ付き、炊

飯早切れによる食中毒や食品廃棄物の増加などが考えられる。 

・機器運転中の温度維持ができないおそれがある。 

・熱量が下がった場合、加熱不足による食中毒や食品廃棄物の増加などが考えられ、調理マニュア

ル、運用方法の見直しが必要。 

◆法令・補助金関連 

   ・出荷試験時の試験ガス、第三者認証機関の試験基準について検討が必要。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

    ・特になし。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・製品の試験の基準や試験方法等の整備が必要となる。 

・製品仕様上、熱量が変動することへの対策が難しい時間で調理を行うものはお客様への説明が必

要となる。 
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⑦ 既設製品への対策について 

・瞬時変動は検出が難しいため機器での対応は困難である。 

・変動する都度、器具ガバナ18の調整・ノズル交換19・レシピ調整を行う事になるため、対応ができ

ない。 

・近年の省エネ化に伴い高効率化のため強制燃焼式のバーナーを利用しているものもあるが、空燃

比の調整範囲が狭いため対応ができない。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・CO の発生、小火時の失火、リフト、火移りの不良、不着火、立ち消えなどが発生する可能性があ

る。 

・調理、炊飯の仕上がりの違いによる顧客からのクレームがあっても、熱量変動によるものか、機

器不調によるものかの見極めが難しい。 

 

⑨ その他 

 ・特になし。 

  

                                                      
18 ガス機器に内蔵又は付属されたガス圧を調整する装置 
19 バーナー供給する燃料の噴出部 



- 20 - 

 

３．３ 燃料電池  

３．３ 燃料電池  

① 影響の有無 

・机上検証及び、要素部品での試験データから、影響が出る、または影響が出る可能性があるとい

う結果になった。 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・影響ない。 

◆性能面への影響 

   ・熱量変動により安定運転が継続できなくなる可能性があり、その結果、最終的に発電停止に至る

可能性がある。 

・熱量低下により発電出力、熱出力、発電および総合効率等が低下し、仕様性能を満たせない可能

性がある。 

・熱量変動により主要構成部材の電極触媒や改質触媒の劣化を早め、耐久性に影響を及ぼす可能

性がある。 

  ◆法令・補助金関連 

   ・仕様書上の性能が発揮できない、耐久性の低下などの理由により、家庭用燃料電池システム導入

支援事業補助金等の処分制限期間内での撤去が発生した場合、補助金を返納しなければならな

い。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面・性能面・法令・補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

・熱量の低下の要因が、不活性ガス等の混入である場合は、より大きな影響が出る。 
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⑤ 熱量以外の要因による影響 

   ・ガス組成の変動による影響の可能性がある。不活性ガスや硫黄等の混入により運転・制御に大き

く影響し、単位燃料あたりの水素量についても性能や信頼性に影響を与える。また、直接内部改

質方式20の燃料電池の場合、改質吸熱が変化することによる発電部温度分布への影響や炭素析出

21の可能性がある。 

  

⑥ 新規開発での対策について 

   ・想定されている変動幅が大きいため、現時点で具体的対応策が検討できない。 

   ・今後、ガスの熱量や組成の変化を検知できるセンサーが開発できれば、変動幅によっては対応で

きる可能性がある。 

   ・変動幅が小さく、熱量が低下するのみであれば、運転パラメータの見直しのみで対応できる可能

性がある。 

   ・変動幅が大きい場合、ガス性状・熱量等を計測し燃料流量補正制御を行う必要があり、新たな技

術の開発・実証が必要となる。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

   ・バンド幅が小さい場合については、ソフトウェア・部品の変更で対応できる可能性もあるが、設

置需要家先での対応が難しい。また、対応可能な場合でもシステム検証が必要となる。 

   ・海外で稼働実績があるが、実際にどれほどの変動幅があったかの確認と、バンド幅、変動速度な

ど定量的な検討が必要。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

   ・熱量変動により装置停止が頻発する。 

・セル22の寿命に与える影響については未検証であるが、効率の低下、セルの短寿命化などが発生

する可能性がある。 

・上記②,③,④に記載した状況が発生する可能性がある。 

 

⑨ その他 

   ・特になし 

                                                      
20 一般的な燃料電池システムは燃料となる水素を都市ガスから改質器において高温化で水蒸気改質反応によ

り発生させて燃料電池本体に供給しているが、高温作動型の燃料電池ではエネルギー効率を向上させるた

めに電池の発電の際の発熱(排熱)を改質反応の加熱に使えるよう電池の内部にこの改質機能を一体化させ

た構成の直接内部改質方式も開発されている（間接内部改質方式の場合は、電池の発熱を直接改質器の加

熱に使えるよう電池部に改質器を組み合わせた方式で電池の発電部と改質部は異なる構造となっている）。 
21 都市ガスと水蒸気を高温で反応させて水素を生成させる改質器において、供給される水蒸気の比率が

量論比(理論値)近くあるいは以下になると改質触媒上に炭素が生成・析出して活性が低下する。 
22 燃料の水素と空気中の酸素を電極触媒と電解質膜を通して燃焼させずに電気化学的に反応させ電流を発生

させる燃料電池の基本構成単位。 
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３．４ 空調機  

３．４．１ 吸収冷温水機 

① 影響の有無 

  ・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

  ・実機にて検証を行い、影響が出るという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・吸収冷温水機は、あらかじめ決められた供給ガスの仕様に対して最適な燃焼状態となるように

納入先毎に燃焼機器を調整して機器の運転を行っている。この供給ガスの熱量が変動すると空

燃比が変わり、その結果異常燃焼による CO 発生、NOx の上昇、振動燃焼、不着火、失火、異音

発生などの問題が起きる可能性が高い。 

◆性能面への影響 

・初期設定した熱量から異なる熱量のガスが流れた場合、下記の事象が発生する可能性がある。 

〇熱量増加時：冷温水機への入熱量過多により、高温再生器温度・圧力が上昇し、異常停止に

至る。 

〇熱量減少時：冷温水機への入熱量過少により、一時的に冷房、暖房能力不足が生じる。 

◆法令・補助金関連 

・補助金などにおいて、空調熱源機器の成績を示す係数の一つである IPLV23などの部分負荷特性が

要件にある場合、現地評価にてデータ取得できない。 

・NOx の上昇により法令で定められた基準値をオーバーする。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。特に CO 発生の懸念は大きくなる。 

・一部のモデル(元混合式24の面燃焼バーナー25を搭載したモデル)では、仮に都度燃焼の再調整を

実施するとしても、42MJ/㎥ N 未満の熱量では安定燃焼させることが不可能となる。 

◆性能面への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

                                                      
23 Integrated Part Load Value の略、米国 ARI（Air conditioning & Refrigeration Institute)が負荷の異なる 4

点（25%、50%、75%、100%）の成績係数 COP（Coefficient Performance)から期間成績係数を定義した

簡易的指標 
24 バーナーの内部又は別に設けた混合室で，ガスと燃焼用空気の全量又は一部とを混合して，バーナーから

吹き出して燃焼を行う形式 
25 燃料ガスと燃焼用空気との混合気が多孔質体を通じて噴出し燃焼することでその多孔質体に生じる幅射熱

と、燃焼による炎とによって加熱するバーナー 
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・吸収冷温水機の安定制御範囲に関するターンダウン特性にも影響、比例制御幅が狭くなること

が懸念される。 

◆法令・補助金関連 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

・バーナーは高温再生器の炉とマッチング試験を行って性能担保を行っている。マッチングによっ

て燃焼音、異音の低減、NOx 特性改善、バーナー火炎の保炎性能改善、ターンダウン性能の担保

を行っている。成分・燃焼速度（MCP）・ウォッベ指数・比重などのガスの特性と炉の形状、バー

ナヘッドによるミキシングとによって、これらの性能は大きく影響を受ける。 

・燃焼速度（MCP）が下がると点火性能が低下する。また、火炎のリフトやブローオフ26といった燃

焼安定性上の影響が予想されるため、熱量だけでなく燃焼速度（MCP）にも制約を受ける。 

・機器へのバーナーからの熱入力は熱量ではなく、ウォッベ指数で決まるため、能力影響の検討に

はウォッベ指数が必要となる。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・熱量計等により熱量を監視し、空燃比を自動調整する制御を実現することができれば対応できる

可能性はあるが、熱量の変動速度次第となる。自動調整の制御開発には時間も費用も必要となる。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・熱量計等により熱量を監視し、空燃比を自動調整する制御を実現することができれば対応できる

可能性はあるが、熱量の変動速度次第となる。自動調整の制御開発には時間も費用も必要となる。 

・新制御方式が開発できても、最終的には実機での確認が必要となるが、実機の入手が困難な状況

であり、対応は不可能である。 

・機種数が多く、全ての機器を実験等による仕様確認は莫大な工数と費用が掛かり現実的ではない。

また取引を中止したバーナーメーカーもあり、技術確立への支援を得ることが難しい。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・安全面、性能面での問題が発生し、安定した運転ができない。 

〇燃焼できないため、冷暖房ができなくなる。 

〇不完全燃焼により、COの発生による人的被害の発生のおそれがある。 

〇振動燃焼の発生による機器損傷のおそれがある。 

                                                      
26 炎が吹き飛んで消えること 
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〇冷凍能力／加熱能力不足のおそれがある。 

〇温度制御している工程にて使用している場合は、工程が停止した際の補償を求められるケース

が発生することが懸念される。 

 

⑨ その他 

・既設機は現地での調整若しくは燃焼機器の改造等といった現地対応が必要となり、莫大な費用

と時間が掛かり、全ての機器に同時に対応することは現実的に不可能である。 

・新たに対策仕様の機器と燃焼安全基準との整合など、規格改定にまで及ぶ可能性がある。 
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３．４．２ ガスヒートポンプ  

① 影響の有無 

  ・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

  ・実機にて検証を行い、影響が出るという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・一時的に COが発生する可能性がある。 

◆性能面への影響 

・一時的に停止する場合がある。（停止後は正常に運転再開可能） 

・効率、空調能力が低下する場合がある。 

・効率、空調能力が低下する可能性がある。 

◆法令・補助金関連 

・基準や試験規格が変わらなければ影響ない。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場

合より大きくなる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・38MJ/㎥では不具合（エンスト、失火、調速不良）発生によりシステムが停止し、運転の維持は

できない。 

・ガスが切り替わる際、及び切り替わった後において不完全燃焼による CO の排出などの懸念が

ある。 

◆性能面への影響 

・ガスが切り替わる際、及び切り替わった後においてエンジン出力低下による空調能力低下が発

生する。また、機器寿命の低下などの懸念がある。 

・出力面では熱量の低下に伴って低下、効率面では燃焼温度の低下により、効率低下が予想さ   

れる。 

◆法令・補助金関連 

・空調機の効率が低下する可能性がある。また、大気汚染物質が増える可能性がある。 

・高効率の指定のある補助金（グリーン購入法など）については、効率低下による適合是非の検

討が必要。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

・燃焼速度（MCP）が上がった場合に NOx 排出量の上昇が考えられる。 
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⑥ 新規開発での対策について 

・熱量が 42～46MJ/㎥であれば、新規設計により対応できる可能性はあるが、バンド幅が大きい場

合は、新規開発でも対応できない可能性がある。 

・バンド制に対応できる制御改善が必要となるが、対応できるかについては検討が必要。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・部品交換により対策可能な機器もある。 

・熱量変動幅が大きい場合は対策にならない可能性がある。 

・古い機種や特別注文機器などは、対策対象部品自体を調達できないため、対策立案ができない等

によって対策できないものが多い。 

・考えられる対策としてセンサー・制御の後付けがあるが、後付することが不可能。 

・ガス混合機の交換と制御の変更が必要だが、既設品に対応できるものがない。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②,③,④と同じ影響が出る。 

 

⑨ その他 

・JIS B 8627 の性能試験時の試験ガスの規定から外れる（試験ガス規定 43.5～46.5MJ/m3）ため、

試験ができない場合がある。 
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３．５ ガスエンジン（出力：２００～９０００ｋW） 

① 影響の有無 

  ・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

  ・実機にて検証を行い、影響が出るという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

      ・熱量変動速度はエンジンにより異なるが、44MJ/㎥（中央値）で調整し、変動速度が 0.003～

0.020MJ/㎥・秒以上では下記の影響が出る。 

〇熱量上昇時：空燃比制御が追い付かず、空燃比がリッチ側にずれ、ノッキング等異常燃焼

が発生する可能性がある。その結果、燃焼室、エンジン全体の損傷につなが

るおそれがある。 

〇熱量低下時：空燃比制御が追い付かず、空燃比がリーン側にずれ、不安定燃焼、失火の可

能性がある。また、ガス供給速度が追い付かず、機関停止する可能性がある。 

    ・エンジンを 44MJ/㎥（中央値）にて調整した場合、42～46MJ/㎥変動が３時間以上であれば新型

エンジンでは影響が小さい。但し、旧型エンジンの場合空燃比制御範囲を超え、長時間変動に

おいても対応不可の機種も多数存在する。 

◆性能面への影響 

・熱量変動速度はエンジンにより異なるが、44MJ/㎥（中央値）で調整し、変動速度が 0.003～

0.020MJ/㎥・秒以上では下記の影響が出る。 

    〇熱量上昇時：NOx 値が上昇し、環境規制値（大気汚染防止法、各自治体条例・指導要綱）、各

メーカー保証値を上回る可能性がある。また、突発的なノッキング発生による

ディレート制御がかかり出力維持ができなくなる可能性がある。 

〇熱量低下時：効率（燃料消費率）が低下し、保証値を維持できなくなる可能性がある。また、

ガス供給速度が追い付かず、出力を維持できなくなる可能性がある。さらに、燃

焼不安定による未燃ガスの排出増、排ガス組成（NOx、CO2、THC、CO）も変化する。 

   ・変動時間が３時間以上の場合においても、エンジン調整条件がベストチューニングよりずれる

ため、運転自体は維持可能であっても保証性能範囲（効率、NOx などの排ガス性状、信頼性）を

逸脱する可能性あり。また、熱量 45MJ/㎥を基準に設計しているエンジンにおいて下限 42MJ/㎥

の場合、燃料供給不足により出力を維持できない可能性がある。 

  ◆法令・補助金関連 

   ・排ガス成分が変化し、NOx など環境規制値（大気汚染防止法、各自治体条例・指導要綱）を満足

しなくなる可能性がある。 

・熱量変動の影響により年間発電量、効率保証値、NOx など契約値を逸脱し、補助金対象から外れ

事業が成立しなくなる可能性がある。 
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③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

   ・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、影響の程度は 42～46MJ/㎥の場合より大き

くなり、多くの機種で対応が困難となる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

   ・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、影響の程度は 42～46MJ/㎥の場合より大き

くなり、ほとんどの機種で対応が困難となる。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

   ・熱量変動はガス組成とリンクしており、ノッキングに対する指標であるメタン価27が変化する。

メタン価が調整基準値より下がると、ノッキングのため出力が維持できなくなり、また停止の可

能性も出る。さらに、それに伴い効率も低下するなど性能に大きく影響する。また、空燃比のず

れ以外、メタン価変化により安全上危険な状態となり、ノッキングによる損傷など事故の可能性

が高くなる。 

・熱量バンド制となった場合、メタン価の範囲も規定が必要である。 

・メタン価について、品質保証上制限を設けているが、熱量変動によりその制限を逸脱すると考え 

られ、メーカーとしての品質保証基準の見直しが必要となってくる。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・対策は可能と考えるが、数年の開発期間と開発費が必要となる。また、エンジン機種毎に適用部

品、調整条件等技術内容が異なるため、全機種の対応は困難。 

・対策は、空燃比制御技術、熱量変動検知フィードバック技術、点火系、給気系、安全装置等多岐

にわたる。また、バンド幅が広くなる程、開発の難易度は上がる。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

   ・対策に要する技術開発と、それに基づく部品交換、機器追加、制御変更が必要となるが、技術的

には対策は可能。但し、型式の古いエンジンに対し開発投資をすることは費用面で難あり。 

〇部品交換：空燃比制御装置、点火装置、安全装置等 

〇機器追加：燃料熱量計 

〇制御変更：ノッキング、負荷変動、回転変動、熱量計入力等における各機器制御、安全装置の

作動 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

   ・安全面、性能面、また排ガス規制に対して対応できない。特に、ノッキング発生の可能性が大き

くなり、ユーザーがそのまま使用した場合、重大事故につながる。 

                                                      
27 燃料の耐ノッキング制を示すパラメータで、純メタンを 100 とした指標 

（メタン価が高いほどノッキングが発生しにくくなる） 
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・大幅な出力減が必要となり、または運用リスクのため運用停止とする可能性もある。 

・上述の理由により、ユーザーに多大な損失が生じることとなる。 

 

⑨ その他 

  ・特になし。 
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３．６ 工業炉 

３．６．１ 燃焼炉一般 

① 影響の有無 

   ・机上検証を行った結果、影響が出る、影響が出る可能性がある。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・理論空気量が変化し、燃焼不良による CO発生・失火の可能があり、炉の構造によっては、煙道

や工場内に滞留した COが予期せぬ爆発や作業員の健康被害を引き起こす可能性がある。 

◆性能面への影響 

・燃焼不安定、温度未到達、温度不均一などにより、所定の条件が得られないことによる製品不良、

または失火、着火不良等に伴う工程遅れとなる可能性がある。 

◆法令・補助金関連 

・省エネ法で定めるエネルギー消費効率改善の目標（年１％）との整合性が不明確となる可能性が

ある。 

・大気汚染防止法（NOx）の規制値を遵守できなくなる可能性がある。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場合

より大きくなる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場合

より大きくなる。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

・ウォッベ指数が変動するとバーナー燃焼量に影響が出る。 

・燃焼速度（MCP）が変動すると火炎長に影響が出るため、ガラス加工に支障が出る。 

・成分、比重が変動すると流量等の計測機器の見直しが必要となる。 

・Ｃ3以上の成分が減少すると着火性が悪くなる可能性がある。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・工業炉は多種多様であり、個別に設計され製造されているケースが一般的であるため、対策の可否

については基本的には個別に調査することが必要となる。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・質問の⑥に加え、現地調整等が必要になる。少なくとも操業停止を伴う。 
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⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②に記載した同様の影響が出る 

 

⑨ その他 

   ・特になし。 
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３．６．２ 加熱炉 

① 影響の有無 

・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・熱量バンド幅の中間値に空気比の設定を行い、熱量の変動速度が 0.5MJ/㎥･秒以内であれば、影響

は出ない可能性が高い。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・熱量バンド幅の中間値に空気比の設定を行い、熱量の変動速度が 0.5MJ/㎥･秒以内であれば、影

響は出ない可能性が高い。 

◆性能面への影響 

・熱量バンド幅の中間値に空気比の設定を行い、熱量の変動速度が 0.5MJ/㎥･秒以内であれば、影

響は出ない可能性が高いが、省エネ性能に影響が出る可能性がある。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・燃焼異常(失火、発煙など)が発生する可能性がある。 

◆性能面への影響 

・省エネ性能に大きな影響が出る可能性がある。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

・特になし。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・バンド幅によっては、バーナー調整により対応可能 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・バンド幅によっては、バーナー調整により対応可能 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②,③,④と同様の影響が出る。 

 

⑨ その他 

 ・特になし。 
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３．６．３ ガス変性炉 

① 影響の有無 

・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・炉及び発生機用熱源バーナーの失火や未燃ガス流出が発生する可能性がある。 

◆性能面への影響 

・雰囲気ガスの成分変動、炉及び発生機用熱源バーナーの能力低下による処理製品の品質低下 

◆法令・補助金関連 

・大気汚染防止法「ばい煙の排出の制限」に規定(はいじん・窒素酸化物)されている基準値を遵守

できるかが懸念される。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場合

より大きくなる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場合

より大きくなる。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

・特になし。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・変動速度が緩やかな変動であれば、組成分析等によるフィードバック制御を付加することで対策

できる可能性があるが、費用増となるためユーザー企業の了承が必要となる。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・増熱設備を増設し、メタン以外の炭化水素を混合すれば対策可能。 

・LP ガスへのガス種変換を行う。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②,③,④と同じ 

  

⑨ その他 

・多数存在する既存の雰囲気ガス発生機（及びバーナー空燃比制御で炉内雰囲気を保っている設備

等）において、供給ガスの組成及びカロリー変動により、大掛かりな改造及び品質面での再確認
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の間、操業への影響が発生する懸念がある。  
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３．６．４ ガス変成炉を使用しない浸炭炉 

① 影響の有無 

・机上検証を行い、影響が出る、または影響が出る可能性があるという結果になった。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・影響なし 

◆性能面への影響 

・浸炭反応は都市ガスに含まれるメタン以外の炭化水素ガスによって起きるため低熱量になると

浸炭力が低下し、処理品の品質低下が発生する。 

◆法令・補助金関連 

・影響なし 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 42～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場合

より大きくなる。特に 40MJ/㎥以下ではメタンのほかは窒素のみと見込まれるので浸炭力はゼロと

なり、浸炭処理が不可能になる。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

・バンド幅が 40～46MJ/㎥の場合と同じ影響となるが、発生確率・影響の程度は 42～46MJ/㎥の場合

より大きくなる。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

・ガス成分(メタン以外の炭化水素) 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・混合設備を増設し、メタン以外の炭化水素を混合すれば対策可能。 

・LP ガスへのガス種変換を行う。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・混合設備を増設し、メタン以外の炭化水素を混合すれば対策可能。 

・LP ガスへのガス種変換を行う。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・浸炭力低下による処理品の品質低下が発生する。 

 

⑨ その他 

 ・特になし。 
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３．６．５ 窯業用（セラミック焼成炉・ガラス製品製造用炉等）プロセス炉 

① 影響の有無 

・机上検証を行った結果、影響がで出る、影響が出る可能性がある。 

 

② バンド幅が 42～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・ほぼ問題ないものと想定される（但し通常調整を要する）。 

◆性能面への影響 

・省エネ性能低下及び焼成物への品質不良（色彩異常等）の懸念がある。 

 

③ バンド幅が 40～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・不完全燃焼による CO発生・炉圧上昇の懸念がある。少なくとも通常調整を要する。 

◆性能面への影響 

・省エネ性能低下及び焼成物への品質不良の懸念がある。 

 

④ バンド幅が 38～46MJ/㎥となった場合の安全面、性能面、法令･補助金関連等への影響 

◆安全面への影響 

・不完全燃焼による CO 発生・炉圧上昇の懸念がある。調整しても失火等燃焼不具合となる懸念が

ある。 

◆性能面への影響 

・省エネ性能が大きく低下する。焼成物への品質不良（色彩異常等）が発生する。 

 

⑤ 熱量以外の要因による影響 

・特になし。 

 

⑥ 新規開発での対策について 

・バンド幅によってはバーナー調整で対応可能、40MJ/㎥以下においては不可能となる場合が増え

ることが想定される。 

・濃度計、コントローラ追加等の対応も考えられる。 

 

⑦ 既設製品への対策について 

・バンド幅によってはバーナー調整で対応可能、40MJ/㎥以下においては不可能となる場合が増え

ることが想定される。 

・濃度計、コントローラ追加等の対応も考えられる。 

 

⑧ バンド未対策の既設製品への影響について 

・質問②,③,④と同じ。 
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⑨ その他 

・特になし。 
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４．実機を用いた熱量バンド制に移行した場合のガス機器への影響調査 

今年度の調査については、現在販売されているガス機器の中から、未熱調調査で調査されていない家

庭用燃料電池及び、出荷台数が多く熱量バンド制に移行した際に影響が大きいガスこんろについて調

査を行った。 

 

４．１ 試験機器の選定 

  試験機種の選定については、現在販売されている機種の中から、対象の製品を製造する製造事業者

に、熱量変動の影響の受けやすい機種についてヒアリング調査を行い、燃料電池を２機種、ガスこんろ

を６機種選定した。 

 

４．２ 試験ガス 

  本委託調査では、試験ガスについては、主な LNG 調達事業者が調達する LNG の熱量を踏まえた 40MJ/

㎥～46MJ/㎥、大半のガス機器が対応しているガスグループ（13A）の熱量を踏まえた 42 MJ/㎥～46 MJ/

㎥の２種類のバンド幅での影響について調査を行った。 

 

４．２．１ 試験ガス成分 

 実機検証に用いた試験ガスの目標値と分析結果の一例を表１に示す。 

40MJ/㎥と 42MJ/㎥については、ヒアリングにより、窒素がおよぼす影響について記載があったため

混合することとし、混合割合については新潟(南長岡)のガス田の組成例を参考に決定した。46MJ/㎥に

ついては、現行の供給ガスを想定しており、LNG 化の際に不純物が除去されることから、窒素の添加は

しないこととした。また、46MJ/㎥の熱量については、資源エネルギー庁のガス事業制度検討ワーキン

ググループ28資料(平成 30 年 10 月 29 日)から 46.04655MJ/㎥を超える熱量となるように目標値の設定

を行った。 

 

表１． 試験ガスの目標値と分析結果の一例 

試験ガス種類 CH4(%) C3H8(%) N2(%) CO2(%) 熱量(MJ/㎥)※ 

40MJ/㎥ 
目標値 96.5 1.5 2.0 ― 39.97 

分析結果 95.87 1.53 2.1 0.5 39.84 

42MJ/㎥ 
目標値 93.0 5.0 2.0 ― 42.02 

分析結果 92.49 4.98 2.06 0.47 41.99 

46MJ/㎥ 
目標値 89.4 10.6 0 ― 46.14 

分析結果 88.83 10.74 0 0.43 46.37 

  ※0℃換算での高位発熱量 

 

 

                                                      
28 総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会ガス事業制度検討ワー

キンググループ 
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４．２．２ 試験ガスの変動パターン 

  ガスの変動パターンについては、最も厳しい条件となる、バンド幅の上限から下限、下限から上限に

瞬時に切り替える変動にて試験を実施した。 
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４．３ 確認試験の内容 

４．３．１ 燃料電池 

  燃料電池について、表２にある試験項目について試験を実施し、熱量による機器への影響調査を行

った。なお、試験ガスは表２に記載されている熱量とし、試験方法は表３による。 

 

表２.燃料電池 試験実施項目一覧 

試 験 項 目 
熱量(MJ/㎥) 熱量切替 

46 42 40 ↗ ↘ 

安全面 

ガス消費量試験 ○ ○ ○ ― ― 

点火性能試験 ○ ― ○ ― ― 

燃焼状態試験 ○ ○ ○ ○ ○ 

耐風試験（屋外式及び FF 式の点火・燃焼試験） ○ ― ○ ○ ○ 

耐雨試験（屋外式及び FF 式の点火・燃焼試験） ○ ― ○ ○ ○ 

安全装置試験(立消え安全装置) ― ― ○ ― ― 

性能面 
電気出力試験 ○ ○ ○ ― ― 

発電効率試験 ○ ○ ○ ― ― 

  

表３．燃料電池試験方法 

試 験 項 目 
試 験 方 法 

固体高分子型 固体酸化物型 

ガス消費量試験 JIS C 8823 6.1 JIS C 8841-3 9.1.1 

点火性能試験 JIS C 8823 8.1 JIS C 8841-2 10.2.1 

燃焼状態試験 JIS C 8823 8.2 JIS C 8841-2 10.2.2 

耐風試験（屋外式及び FF 式の点火・燃焼試験） JIS C 8823 9 JIS C 8841-2 10.3 

耐雨試験（屋外式及び FF 式の点火・燃焼試験） JIS C 8823 10 JIS C 8841-2 10.4 

安全装置試験(立消え安全装置) JIS C 8823 19 JIS C 8841-2 10.6 

電気出力試験 JIS C 8823 13 JIS C 8841-3 9.3 

発電効率試験 JIS C 8823 14 JIS C 8841-3 9.4.1 
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４．３．２ガスこんろ 

  ガスこんろについて表４にある試験項目について試験を実施し、熱量による機器への影響調査を行

った。なお、試験ガスは表４に記載されている熱量とし、試験方法は表５による。 

 

表４．試験実施項目一覧 

試 験 項 目 
熱量(MJ/㎥) 熱量切替 

46 42 40 ↗ ↘ 

安全面 

ガス消費量 ○ ○ ○ ― ― 

燃焼状態(無風状態) 
CO％ ○ ○ ○ ― ― 

CO%以外 ○ ― ○ ― ― 

燃焼状態(過大なべ使用試験) ○ ― ○ ― ― 

燃焼状態(温度センサ作動時) ○ ― ○ ― ― 

燃焼状態(キャビネット扉開閉時) ○ ― ○ ― ― 

電気点火性能 ○ ― ○ ― ― 

立消え安全装置 ○ ― ○ ― ― 

連続燃焼 ○ ― ○ ― ― 

燃焼音（鍋なし） ○ ― ○ ― ― 

熱量増加による影響①（服袖引火） ― ― ― ◆ ― 

熱量増加による影響②（調理油防止機能の悪化） ― ― ― ◆ ― 

性能面 

こんろの熱効率・グリル部エネルギー消費量試験 ○ ○ ○ ― ― 

こんろ部加熱速度試験・グリル部加熱速度試験 ○ ○ ○ ― ― 

こんろ部湯沸し機能（カスタマイズ）影響確認 ● ● ● ― ― 

オート調理確認（グリル）トースト焼き色比較 ◆ ◆ ◆ ― ― 

熱量変動による影響（とろ火性能の悪化） 

熱量増加：焦げ、熱量減少：失火 
― ― ― ◆ ◆ 

グリル性能 

初回焼き上がり時間・連続調理による焼き性能 
― ◆ ◆ ― ― 

オート調理確認（こんろ） 

熱量による仕上がりの差(湯沸し・炊飯・温調) 
◆ ◆ ◆ ― ― 

○：事務局にて試験を実施した項目 

 ◆：日本ガス石油機器工業会が試験を実施した項目 

 ●：日本ガス石油機器工業会が試験を実施、影響が確認されたため事務局にて試験を実施した項目 

  



- 42 - 

 

表５．ガスこんろ試験方法 

試 験 項 目 試 験 方 法 

ガス消費量 JIS S 2093 9 

燃焼状態(無風状態)  JIS S 2093 10 

燃焼状態(過大なべ使用試験) JIS S 2103 表４ 燃焼状態 過大鍋使用状態 

燃焼状態(温度センサ作動時) JIS S 2103 表４ 燃焼状態 温度センサ作動時 

燃焼状態(キャビネット扉開閉時) JIS S 2103 表４ 燃焼状態 キャビネット扉開閉時 

電気点火性能 JIS S 2093 13 

立消え安全装置  JIS S 2093 14 

連続燃焼  JIS S 2103 表４ 連続燃焼 燃焼状態 

燃焼音（鍋なし） 
JIS S 2093 10 f)と同じ状態にて設置し、鍋が無い状

態で連続騒音を測定 

熱量増加による影響①（服袖引火） 
 JIS S 2093 ９と同じ状態とし、ガスを切り替え炎の

大きさの変化を確認 

熱量増加による影響②（調理油防止機能の悪化） 

 JIS S2013 表 4 調理油過熱防止装置と同じ状態と

し、調理油過熱防止装置が作動する直前にガスを切

り替え、調理油過熱防止装置の作動温度を確認 

こんろの熱効率 JIS S 2103 表４ こんろの使用性能 熱効率 

グリル部エネルギー消費量試験 

経済産業省 告示(ガス調理機器のエネルギー消費性

能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者

等の判断の基準等) 3 (2) 

こんろ部加熱速度試験 

JIS S 2103 表４ こんろの使用性能 熱効率と同じ状

態としし、20℃から 98℃まで温度が上昇する時間を

測定 

グリル部加熱速度試験 

経済産業省 告示(ガス調理機器のエネルギー消費性

能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者

等の判断の基準等) 3 (2)と同じ条件にて試験を行

い、グリルブロックの温度が上昇する時間を測定 

こんろ部湯沸し機能（カスタマイズ）影響確認 

アルミ 3L やかんに水を１L 入れ、ガス機器のモード

を湯沸しモードに設定、カスタマイズ機能を早め

（1/5 段階）、標準（3/5 段階）、遅め（5/5 段階）の

3 種類の設定で湯沸かし(98℃)を検知するまでの時

間と、停止時の湯温を確認する。その他の機器の状

態は JIS S 2093 9 と同じとする 

オート調理確認（グリル）トースト焼き色比較 
JIS S 2093 ９と同じ状態とし、トーストモードに設

定しトーストを焼き、焼き色を比較 
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表５．ガスこんろ試験方法（続き） 

  

試 験 項 目 試 験 方 法 

熱量変動による影響（とろ火性能の悪化） 

熱量増加：焦げ、熱量減少：失火 

火力調整以外は JIS S 2093 9 と同じ状態とし、火力を

ガス消費量が最小となる条件に調整した状態で、ガス

を切り替え、とろ火性能を確認 

グリル性能 

初回焼き上がり時間・連続調理による焼き性能 

JIS S 2093 9 と同じ状態とし、グリルに魚(アジ)を取

扱説明書に記載されている最大量を入れて調理した

際に初回の焼き上がり時間と連続調理した際の焼き

性能を確認 

オート調理確認（こんろ） 

熱量による仕上がりの差(湯沸し・炊飯・温調) 

JIS S 2093 9 と同じ状態とし、それぞれのガスこんろ

がもつオート調理機能にて調理し、調理性能・仕上が

り時間を確認 
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４．４試験結果 

４．４．１燃料電池 

４．３．１に記載した試験項目について 2社の新品で実施した試験結果を下記に示す。 

安全面への影響については、JIS 等で決められている基準値を超えないことが確認された。また、熱量

を変動させた条件においても、安全面への影響や、運転が維持できないなどの異常も確認出来なかった。

しかし、機器内部の温度などのパラメータを解析した結果、両機種とも設計意図を外れた余裕が少ない

状態での運転となっていることが確認された。 

一部の内部パラメータに異常値が検出されているが、機器のリカバリー制御により影響が軽減された

ため、今回の試験中に機器外部で異常確認するには至っていない。しかし負荷変動、温度低下などの作動

環境によっては、運転停止にいたることが予想される。このような状態での運転は、耐久性にも影響を与

えることが推測できる。 

性能面では、発熱量が低いガスの場合の一部で発電効率が上昇いているケースがみられた。このケース

では定格発電の設定にもかかわらず指定された発電出力を達成できない運転状態が確認されており、規

定された仕様・性能が発揮できていない。これは設計よりも低熱量ガスが供給されたために通常設定さ

れたガス流量では、発電量に必要な量の水素がセルに十分供給できないことからセル電圧が低下し、そ

のためにセルの損傷を防ぐための制御機構が働き出力を下げた結果となっている。こうした設計限界を

回避する機能が作動する水素量の少ない裕度のない運転状態になったことから結果的に通常運転時より

も高い発電効率の状態が記録されたものと推察される。 

 

【試験結果について】 

※熱量の影響を明確にするため、ガス消費量試験・燃焼状態試験(CO%)・電気出力試験・発電効率試験

の試験については、得られた試験結果を下記計算式にて変化率に換算しグラフ化 

変化率 =
各発熱量の試験結果

46𝑀𝐽/㎥の試験結果
× 100 

※CO％の試験は、JIS B 8823 8.2, JIS B 8841-2 10.2.2 に基づき算出しているため、酸素 0％換算さ

れており、この結果を上記式により換算しグラフ化 

※40MJ/㎥で試験を実施し、影響がない結果となった試験については 42MJ/㎥、46MJ/㎥の試験は省略 

※熱量切替についても、40MJ/㎥⇔46MJ/㎥の変化にて試験を実施し、影響がない結果となった試験いつ

いては、42MJ/㎥⇔46MJ/㎥の試験は省略 
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《ガス消費量》 

 

 

 

 

 

40MJ/㎥ 42MJ/㎥ 46MJ/㎥ 相関係数

❶ 97.2 97.9 100 1.00
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40MJ/㎥ 42MJ/㎥ 46MJ/㎥ 相関係数

❷ 99.0 101.6 100 0.22
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《電気点火性能》 

 

 

《燃焼状態》 

 

  

項目 ガス発熱量 ❶ ❷

点火回数 3 / 3 3 / 3

爆発的に点火 なし なし

点火回数

爆発的に点火

点火回数 3 / 3 3 / 3

爆発的に点火 なし なし

46MJ/㎥

42MJ/㎥

40MJ/㎥

項目 ガス発熱量 ❶ ❷

46MJ/㎥ OK
爆着:なし

OK
爆着:なし

42MJ/㎥ OK
爆着:なし

OK
爆着:なし

40MJ/㎥ OK
爆着:なし

OK
爆着:なし

46MJ/㎥ OK OK

42MJ/㎥ OK OK

40MJ/㎥ OK OK

40 ↗ 46MJ/㎥ OK OK

46 ↘ 40MJ/㎥ OK OK

46MJ/㎥ なし なし

42MJ/㎥ なし なし

40MJ/㎥ なし なし

40 ↗ 46MJ/㎥ なし なし

46 ↘ 40MJ/㎥ なし なし

46MJ/㎥

42MJ/㎥

40MJ/㎥

46MJ/㎥ なし なし

42MJ/㎥ なし なし

40MJ/㎥ なし なし

40 ↗ 46MJ/㎥ なし なし

46 ↘ 40MJ/㎥ なし なし

消火

逆火

別紙参照

理論乾燥燃焼ガス中の

CO濃度（体積％）

（以下CO%）

火移り

燃焼状態
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《燃焼状態（CO%）》 

 

 

 

 

 

40 42 46 相関係数

❶ 100.0 98.7 100 0.189
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40MJ/㎥ 42MJ/㎥ 46MJ/㎥ 相関係数

❷ 97.2 97.9 100 0.996
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《耐風試験》 

 

 

《耐雨試験》 

 

 

 

 

ガス発熱量 ❶ ❷

点火回数 3 / 3 3 / 3

爆発的に点火 なし なし

点火回数

爆発的に点火

点火回数 3 / 3 3 / 3

爆発的に点火 なし なし

46MJ/㎥
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし

42MJ/㎥

40MJ/㎥
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし

46MJ/㎥ OK OK

42MJ/㎥

40MJ/㎥ OK OK

40 ↗ 46MJ/㎥ OK OK

46 ↘ 40MJ/㎥ OK OK

項目

点火

46MJ/㎥

42MJ/㎥

40MJ/㎥

火移り

燃焼状態

ガス発熱量 ❶ ❷

点火回数 3 / 3 3 / 3

爆発的に点火 なし なし

点火回数

爆発的に点火

点火回数 3 / 3 3 / 3

爆発的に点火 なし なし

46MJ/㎥
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし

42MJ/㎥

40MJ/㎥
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし

46MJ/㎥ OK OK

42MJ/㎥

40MJ/㎥ OK OK

40 ↗ 46MJ/㎥ OK OK

46 ↘ 40MJ/㎥ OK OK

46MJ/㎥

42MJ/㎥

40MJ/㎥

火移り

項目

点火

燃焼状態
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《安全装置（立消え安全装置）》

 

 

  

ガス発熱量 ❶ ❷

46MJ/㎥

42MJ/㎥

40MJ/㎥ OK OK

項目

改質器のバーナの

火が消えた場合
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《電気出力・発電効率》 

 

 

 

 

40MJ/㎥ 42MJ/㎥ 46MJ/㎥ 相関係数

電気出力 99.4 100.0 100 0.756

発電効率 101.6 101.6 100 -0.500
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40MJ/㎥ 42MJ/㎥ 46MJ/㎥ 相関係数

電気出力 98.3 99.7 100 0.849

発電効率 99.7 98.6 100 -0.176
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４．４．２ガスこんろ 

  ４．３．２に記載した試験項目について実施した試験結果を下記に示す。 

  ガス用品の技術上の基準等に関する省令・JIS 等で決められている規定を満たさない試験結果は確認

できなかった。また、熱量が変動した場合の安全面についても、確認を行ったが、安全面で影響がある

という結果は確認できなかった。試験結果と熱量との間の相関についても確認を行った結果、上火・下

火の両面焼きのグリル部の理論乾燥燃焼ガス中の CO 濃度で、熱量との相関がないものが確認された。

これは、グリル上火バーナーは表面燃焼方式であるため、燃焼火炎が炎口面近傍に形成される事で、火

炎がバーナーに冷却される傾向となる。このため、熱量の低いガスの場合、火炎温度が低減しやすい炎

口端面から COが発生する傾向となる。一方、グリル下火バーナーは、ブンゼン燃焼となるため、熱量

の低いガスでは火炎の伸びが抑えられ、冷却物への接触緩和により CO%が改善される傾向となる。この

２つの傾向が重なったため、熱量との間に相関がないという結果となったと考えられる。 

  性能面に関しては、こんろ部及びグリル部の加熱の時間及び、オート調理機能（湯沸し機能）で熱量

の影響による差が確認された。湯沸し機能については、熱量が下がることにより、想定している温度上

昇曲線が緩やかになり、カスタマイズ制御を「早め」に設定すると、目標温度に到達する前に消火して

しまい発生する。性能面に関しては、ユーザーが受ける感覚は個人差があるものの、調理時間の延長や

料理の仕上がりにばらつきが発生することでクレームの増加につながる可能性がある。 

一方でこんろの熱効率・グリルエネルギー消費量は、熱量との間に相関が見られなかった。この結果

は、測定のばらつきの範疇とも考えられるが、熱量の差によって各バーナーの火炎となべ底の接触面積

に違いが生じることによって発生している可能性もある。 

 

 

【試験結果について】 

※熱量の影響を明確にするため、ガス消費量・燃焼状態(CO%)・連続燃焼(CO%)・こんろの熱効率・グ

リル部エネルギー消費量・加熱速度試験の試験については得られた試験結果を下記計算式にて変化

率に換算しグラフ化 

変化率 =
各発熱量の試験結果

46𝑀𝐽/㎥の試験結果
× 100 

※CO％の試験は、JIS S 2093 10 に基づき算出しているため、酸素 0％換算されており、この結果を上

記式により換算しグラフ化 

※40MJ/㎥で試験を実施し、影響がない結果となった試験については 42MJ/㎥の試験は省略 

※熱量切替についても、40MJ/㎥⇔46MJ/㎥の変化にて試験を実施し、影響がない結果となった試験いつ

いては、42MJ/㎥⇔46MJ/㎥の試験は省略 

※型式①はグリル部がグリドル構造29のため、グリル部のエネルギー消費量・加熱時間の試験は未実施 

※型式⑤は 2 口のグリル付きこんろのため、中央こんろの試験結果は未実施 

※型式①の中央こんろ以外は、点火事に火力が最小に落とせないため未実施 

※型式①,②,③,⑥は右/左こんろが同じ燃焼仕様のため、左こんろの熱効率・加熱時間の試験は省略 

                                                      
29 直火で加熱したプレートによって主として伝導熱で調理する機器 
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《ガス消費量》 

 

 

 

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 全点火

40MJ/㎥ 91.6 90.1 91.1 91.3 90.6

42MJ/㎥ 95.3 93.7 94.3 94.2 93.2

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.993 0.999 0.999 1.000 0.998
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 全点火

40MJ/㎥ 91.5 91.0 90.8 90.7 91.9

42MJ/㎥ 94.0 93.8 94.6 93.6 92.8

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.999 1.000 0.996 1.000 0.973
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 全点火

40MJ/㎥ 89.9 90.3 90.7 90.0 92.6

42MJ/㎥ 94.7 94.4 91.5 92.9 96.2

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.987 0.995 0.967 0.999 0.986
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 全点火

40MJ/㎥ 91.6 91.1 90.6 91.1 93.7

42MJ/㎥ 93.7 91.7 92.1 92.5 94.6

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.996 0.962 0.984 0.983 0.980
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 全点火

40MJ/㎥ 91.3 92.0 90.1 91.4

42MJ/㎥ 94.4 94.1 93.1 95.5

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 1.000 0.997 1.000 0.986
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 全点火

40MJ/㎥ 89.9 90.3 90.7 90.0 92.6

42MJ/㎥ 94.7 94.4 91.5 92.9 96.2

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.987 0.995 0.967 0.999 0.986



- 61 - 

 

《燃焼状態(無風状態)》 

 

 

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

46MJ/㎥
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし

42MJ/㎥
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし

40MJ/㎥
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし
OK

爆着:なし

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし なし なし なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし なし なし なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

46MJ/㎥ OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

42MJ/㎥ OK OK OK OK

40MJ/㎥ OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし なし なし なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

46MJ/㎥

42MJ/㎥

40MJ/㎥

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし なし なし なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし なし なし なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし なし なし なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし

⑥

連続騒音（dB)

項目
①

ガス発熱量

火移り

リフティング

消火

炎の均一性

逆火

56

56

56

50

50

消火音

すすの発生

黄炎の接触

（電極部への接触）

炎のあふれ

（こんろ部を除く）

 ②

理論乾燥燃焼ガス中のCO濃度(CO%) 別紙参照

③ ④ ⑤

50

50

53

52

55

55

55

55
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《燃焼状態(無風状態)》 

 

 

 

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 56.7 51.4 45.5 66.7

42MJ/㎥ 83.3 82.9 84.8 84.1

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.948 0.936 0.904 0.976
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 53.7 62.4 55.3 91.3

42MJ/㎥ 77.6 87.1 61.7 89.1

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.978 0.933 0.980 0.866
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 55.6 54.7 42.5 101.9

42MJ/㎥ 77.8 71.7 62.5 103.8

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.982 0.999 1.000 -0.655
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 42.3 54.9 56.5 101.2

42MJ/㎥ 65.4 73.2 72.5 102.4

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.997 0.997 0.999 -0.655
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 61.0 66.7 78.0

42MJ/㎥ 73.2 66.7 88.0

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 1.000 0.945 0.991
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 61.5 56.3 44.9 65.1

42MJ/㎥ 83.1 83.1 61.2 69.8

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.967 0.949 0.999 0.978
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《燃焼状態(過大なべ使用時)》 

 

 

 

《燃焼状態(温度センサ作動時)》 

 

 

 

《燃焼状態(キャビネット扉開閉時)》 

 

 

 

 

 

 

 

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし なし なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

⑤ ⑥
項目 ガス発熱量

①  ② ③ ④

炎の安定性

(消火または逆火)

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし

⑥
項目 ガス発熱量

バーナの炎の安定性

(消火または逆火)

①  ② ③ ④ ⑤

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

46MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

42MJ/㎥ なし なし なし

40MJ/㎥ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

①  ② ③

バーナの炎の安定性

(消火または逆火)

項目 ガス発熱量
⑥④ ⑤
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《電気点火性能》 

 

 

《立消え安全装置》 

 
 

ガス発熱量 ガス量調節 ガス圧 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

点火回数 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

点火回数 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

点火回数 20 20 20 20 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし なし なし なし なし

点火回数 20 20 20 20 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし なし なし なし なし

点火回数 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし

点火回数 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし

点火回数 20

爆発的に点火 なし

点火回数 20

爆発的に点火 なし

点火回数 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

点火回数 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

点火回数 20 20 20 20 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし なし なし なし なし

点火回数 20 20 20 20 20 20 20 20

爆発的に点火 なし なし なし なし なし なし なし なし

試験条件
判定

⑤ ⑥①  ② ③ ④

最高圧

最低圧

最大

46MJ/㎥

最小

最高圧

最低圧

最低圧

最小

最高圧

最低圧

42MJ/㎥

40MJ/㎥

最大

最高圧

最低圧

最小

最高圧

最低圧

最大

最高圧

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 17 17 15 27 30 27 15 27 28 24 16 18 19 17 11 28 29 29 22 22 23 23

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 17 17 16 26 30 27 15 26 25 24 15 17 18 17 11 26 28 28 22 22 23 23

⑥
ガス発熱量

①  ② ③ ④ ⑤
項目

点火時の開弁時間(s)

消火時の弊弁時間(s)
46MJ/㎥

42MJ/㎥

40MJ/㎥

点火時の開弁時間(s)

消火時の弊弁時間(s)

点火時の開弁時間(s)

消火時の弊弁時間(s)
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《連続燃焼》 

 

 

《連続騒音(鍋無し)》 

 

 

 

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

55.3 51.1 42.9 66.7 50.0 46.4 50.0 91.3 53.6 43.1 43.2 101.9 37.1 55.2 53.8 101.2 60.0 61.9 78.0 63.1 57.3 45.3 65.1

④ ⑤ ⑥

46MJ/㎥
逆火

理論乾燥燃焼ガス中のCO濃度(vol%）

ガス発熱量 項目
①  ② ③

42MJ/㎥
逆火

理論乾燥燃焼ガス中のCO濃度(vol%）

40MJ/㎥
逆火

理論乾燥燃焼ガス中のCO濃度(vol%）

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル 右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

46MJ/㎥

42MJ/㎥

40MJ/㎥

⑤ ⑥
項目 ガス発熱量

①  ② ③ ④

連続騒音（dB)

45 45 44 41

48 50 50 49 46 47

45 42

47
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《こんろ部熱効率・グリル部エネルギー消費量》 

 

 

 

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 100.2 100.0

42MJ/㎥ 99.8 99.8

46MJ/㎥ 100.0 100.0

相関係数 -0.327 0.189
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 100.2 100.4 98.5

42MJ/㎥ 100.0 100.0 99.0

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 -0.756 -0.756 1.000
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 100.4 101.1 97.9

42MJ/㎥ 100.2 100.6 97.9

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 -0.982 -0.982 0.945
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 99.6 100.6 101.0 100.0

42MJ/㎥ 99.4 99.4 99.6 100.0

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.786 -0.327 -0.545 ―
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 100.6 100.4 96.4

42MJ/㎥ 100.4 100.0 97.0

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 -1.000 -0.756 0.980
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 100.0 100.4 94.6

42MJ/㎥ 99.6 100.0 96.7

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 0.189 -0.756 0.997
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《加熱時間》 

 

 

 

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 108 111

42MJ/㎥ 104 108

46MJ/㎥ 100 100

相関係数 -0.980 -0.997
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 103.7 109.1 108.0

42MJ/㎥ 102.0 105.3 107.4

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 -0.988 -0.996 -0.964
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 107.9 107.9 108.5

42MJ/㎥ 105.6 106.6 107.6

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 -0.999 -0.984 -0.973



- 80 - 

 

 

 

 

 

右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 109.8 108.5 107.4 110.9

42MJ/㎥ 104.4 105.5 105.9 109.9

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0 100.0

相関係数 -0.970 -1.000 -0.989 -0.970
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 107.0 107.7 105.6

42MJ/㎥ 104.7 106.7 103.2

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 -1.000 -0.978 -0.994
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右こんろ 左こんろ 中央こんろ グリル

40MJ/㎥ 105.9 108.2 106.7

42MJ/㎥ 103.4 104.3 104.2

46MJ/㎥ 100.0 100.0 100.0

相関係数 -0.995 -0.987 -0.999
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《こんろ部湯沸し機能（カスタマイズ）影響確認》 

 

  

早め（1/5段階）

標準（3/5段階）
遅め（5/5段階） 3’37”4’45” 4’07” 4’39” 3’38” 4’41”

3’35”
4’10” 4’06” 4’05” 3’39” 4’02” 3’39”
3’34” －（85℃） 3’34” －（95℃） 3’38”

カスタマイズ 40MJ/m3 42MJ/m3 46MJ/m3

検知時間 98℃到達 検知時間 98℃到達 検知時間 98℃到達
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５．参考資料 

 

平成３０年度第１回熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 議事録 

  

日  時：平成３０年１２月５日（水）１０：００～１２：１５ 

場  所：一般財団法人日本ガス機器検査協会 本部 第１,第２会議室 

出 席 者：（敬称略、順不同） 

(1)熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会  

（委 員 長） 植田 利久（慶應義塾大学 教授） 

（委  員） 岡崎 貴行（東京電力エナジーパートナー株式会社） 
近藤 三郎（一般社団法人 日本厨房工業会（株式会社コメットカトウ）） 
里見 知英（燃料電池実用化推進協議会） 
清水 明  （一般社団法人 日本陸用内燃機関協会（JFEエンジニアリング株式会社）） 
高橋 良治（一般社団法人 日本工業炉協会） 
長沢 圭介（一般社団法人 日本ガス協会） 
花房 明 （一般社団法人 日本ガス石油機器工業会（リンナイ株式会社）） 
山本 和則（一般社団法人 日本冷凍空調工業会（川重冷熱工業株式会社）） 
 

(2) オブザーバー 
香川 太郎（東京電力エナジーパートナー株式会社） 
久保田 淳（              〃               ） 
桑葉 孝一（燃料電池実用化推進協議会(アイシン精機株式会社)） 
龍井 洋  （燃料電池実用化推進協議会(パナソニック株式会社)） 
栗太 清文 （一般社団法人日本工業炉協会（日本ファーネス株式会社）） 
芥川 弘一（一般社団法人日本ガス協会） 
佐藤 裕紀（        〃           ） 
駒木 裕史 （一般社団法人日本ガス石油機器工業会（株式会社ガスター）） 
末廣 秀行 (一般社団法人日本冷凍空調工業会（アイシン精機株式会社）) 
川越 敦史（資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室） 
中本 亨 （          〃              ） 
中嶋 正登 (経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 
林崎 公徳（経済産業省 産業保安グループ 製品安全課） 
邉見 泰之（ 〃  ）   
 

(3)事務局 
丹羽 哲也（一般財団法人日本ガス機器検査協会） 
圓福 貴光（ 〃  ） 
戸谷 敬 （ 〃  ） 
吉冨 達雄（ 〃  ） 
渡辺 卓  （              〃              ） 

（以上 28 名） 
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議  題： 

１． 事務局挨拶  
 ２． 御挨拶（ガス市場整備室様） 
 ３． 委員紹介     
 ４． 委員長の選出    
 ５． 委員会規約の承認 [審議事項] 
 ６． 実務検討会の目的とスケジュールについて 
 ７． 実機検証を実施する型式/試験項目の承認(燃料電池･ガスこんろ)  
    ７．１  ヒアリング結果の報告 
   ７．２  追加提案に関わる説明（FCCJ・JGKA） 
   ７．３  影響調査を実施する機種・試験まとめ [審議事項] 
 ８． 燃焼機器への影響調査のヒアリング内容の検討と承認 [審議事項] 
 ９． 実務検討会の検討内容について  
１０． その他 
 

配付資料： 

資料 No.１ 熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 規約（案）  [委員限り] 

資料 No.２ 実務検討会の目的とスケジュールについて（平成30年度） 

資料 No.３－１ 機器選定ヒアリング結果 

資料 No.３－２ 実機検証に関する追加提案(ガスこんろ) 

資料 No.３－３ 影響調査を実施する機種・試験まとめ（平成 30 年度） (案) 

資料 No.４－１ 燃焼機器への影響調査のヒアリングシート（案） 

資料 No.４－２ 燃焼機器への影響調査のヒアリングについて 

資料 No.５ 実務検討会の検討内容について 

熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 委員名簿 

 

議事摘録： 

１．事務局挨拶 

事務局から開会の挨拶があった後、全委員の出席により委員会が成立した旨の報告があ

った。その後、委員の紹介があった。 

 

２．御挨拶（ガス市場整備室様） 

  本事業の委託元であるガス市場整備室より、本事業に至る背景のご説明とご挨拶があっ

た。 

 

３．委員紹介 

  事務局から委員の紹介があった。 

 

４．委員長の選任 

事務局から、植田委員に本年度の委員長をお願いしたい旨の提案があり、委員全員の承

認により、植田委員が委員長に選出された。 
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５． 委員会規約の承認 [審議事項] 

  事務局から、資料 No.１に基づいて、「熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実

務検討会 規約（案）」についての説明があった後、異議無く承認された。 

 

６． 実務検討会の目的とスケジュールについて 

  事務局から、資料 No.2 に基づいて、実務検討会の目的、検討の手順、スケジュールに

ついて説明があった。 

 

７． 実機検証を実施する型式/試験項目の承認(燃料電池･ガスこんろ)  

７．１  ヒアリング結果の報告 

  事務局から、資料 No.3-1 に基づいて、機種選定ヒアリング結果の報告があった。 

 

 ７．２  追加提案に関わる説明（FCCJ・JGKA） 

  燃料電池実用化推進協議会から資料 No.3-1 に基づいて燃料電池の実機検証に関する追

加提案に関する事項について説明があった後、以下の質疑応答があった。 

 

〇 東芝製の燃料電池は現在販売されていないが、市場には相当程度の数が出荷されてい

るため熱量変動による影響を調査する必要があるのではないか。 

→ 東芝製燃料電池だけではなく、過去に販売された他社製品も含めて既設品の懸念はあ

る。ただし、既設品は購入できないので実機試験での確認が難しいという問題もある。

アンケートでの対応も含めて今後の対応をご検討頂きたい。 

〇 資料No.2では安全面と性能面での大括りの評価となっているが、「効率性」、「耐久性」、

「環境性」という切り口でも評価できるのではないか。また、安全面についても CO 中

毒や立ち消え等の影響、ガスこんろについては服袖引火等の懸念がある。効率性につ

いても発電効率や総合効率等があるため、分類を明記した上で評価をお願いしたい。 

○ 経年機器の実機試験も必要だと思うが、購入の問題があるため実現が難しい面もある。

全ての機種について検討できればよいが、現実的には難しいため、報告書では経年機

器の評価はできておらず、また一定の条件下で行った調査である等、調査の限界を明

記する必要があると考える。 

→ 初めから全ての条件を想定して検討することは難しいので、まずは気になる点を実施

してみて、その結果を基に予想されること等を追加で検討していけばよいというスタ

ンスで機種選定に関するアンケートは回答している。実際に試験が難しいものもある

ため、まずはこのような形で進めればよいのではないか。 

 〇 バンド幅が 40MJ/Nm3～46MJ/Nm3の幅で影響調査をしているが、幅がもう少し狭い（例

えば 44MJ/Nm3～46MJ/Nm3等）と違う回答となるか。 

 → 幅次第で回答は異なる。 

 

その後、一般社団法人日本ガス石油機器工業会から資料 No.3-2 に基づいて、こんろの
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実機検証に関する追加提案について説明があった後、以下の質疑応答があった。 

 

 〇 燃料電池の部分でも話にあがったが、経年変化の影響も懸念事項として考えられる。

経年変化については今すぐに評価することはできないため、今後の課題として報告書

の中で整理する必要があると思う。また、先ほどご意見があったとおり、調査の範囲

は報告書で明記する必要があるのではないか。 

 → 本事業で全ての試験を実施できるわけではないので、ご指摘の点等は今後実施するヒ

アリング調査（アンケート）を基に報告書として取り纏める。考慮して欲しい点があ

ればヒアリングシートに記載いただければ、試験が可能か検討する。調査の範囲につ

いては事業報告書で明記する。 

 
 
７．３  影響調査を実施する機種・試験まとめ [審議事項] 

  事務局から、資料 No.3-3 に基づいて、試験ガス成分、試験ガス熱量切替、について説

明があった。その後、以下の質疑応答があり、試験ガス成分、試験ガス熱量切替の内容に

ついては承認された。 

 

〇 資料 No.3-3 の【試験ガス成分】の発熱量の表記について、桁数が多いが何か意図は

あるか。 

→ 特に理由はなく、計算した結果を参考までに記載した。 

〇 試験ガス成分については、まずはこの内容で進めればよいと思う。気になる点が発生

したら、可能な場合は追加で確認試験を実施すればよいのではないか。なお、全ての

機器で試験ができないのと同様、ガスの成分についても全てを網羅した形で評価する

ことはできない。よって、そのことは報告書に明記してほしい。 

→ 試験ガス成分については、まずはこの内容でスタートし、追加検討の必要があれば都

度検討するという形でお願いしたい。 

 〇 試験ガスの切り替えが瞬時ということだが、どれくらいの切り替えスピードか。 

 → 三方弁での切り替えを考えているため、秒単位での切り替えとなる。 

 〇 燃料電池においては酸素の影響が大きい。プロパンエアー等まで想定する必要がある

か。 

 → 天然ガスを増熱するか否かという視点で検討が始まったため、プロパンエアーは想定

しなくてもよいと考えている。なお、ＪＩＡの試験設備ではエアーは添加できない。 

 〇 燃料電池は不純物の影響がある。この事業の範囲か否かは不明であるが、ガスの成分

規制がないため不純物の影響は気になるところである。その点についても報告書で触

れてほしい。 

 〇 付臭剤の影響を調べることはできないか。硫黄成分の影響についても検討できないか。 

 → ＪＩＡでは設備的に不可能である。 

→ 燃料電池については付臭剤が設定量を超えると影響がでることは明確である。 

 〇 燃料電池については窒素よりも二酸化炭素の影響が大きいことが想定される。よって、
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今年度は難しいにしても次年度、二酸化炭素の影響についても検討して頂けないか。 

 → ＪＩＡの設備では対応できないため、メーカーに検証をお願いするか、ヒアリング等

での対応となる。メーカーに検証をお願いできるか否かにつては別途相談させて頂き

たい。 

 〇 上記ご指摘頂いた点は制度の実用化段階では細かく検討する必要があるかもしれな

いが、まずは提案頂いた試験ガス成分、試験ガス熱量切替で進めることとする。 

 

  続いて、事務局から、資料 No.3-3 に基づいて、燃料電池に係る実機検証機種、試験実

施項目について説明があった。その後、以下の質疑応答があり、実機検証機種、試験実施

項目の内容については承認された。 

 

 〇 メーカーへの機種選定ヒアリング結果の中に追加確認必要な項目として 

熱出力、総合効率といった記載があるが、熱出力、総合効率を燃料電池の実機試験に

追加することは難しいか。 

 → ヒアリング結果を踏まえ、試験方法が明確になってから実施可否を判断することにな

る。 

 〇 熱量切り替え試験をする際、一般的な性能試験ではそれほど長時間試験は行わないと

思うが、燃料電池においては数時間から数十時間かけて試験を行うと変調を来たす場

合もあると考えられるが実機試験に追加することは難しいか。 

 → 初期段階では燃料電池本体で対応してしまうため、影響がでるのは数年先になると聞

いている。よって、本事業での評価は難しい。ヒアリング等での対応になると思う。 

 

  その後、事務局から、資料 No.3-3 に基づいて、ガスこんろに係る実機検証機種、試験

実施項目について説明があった。その後、以下の質疑応答があり、実機検証機種、試験実

施項目の内容については承認された。 

 

 〇 ガスこんろについて、熱量切替の試験はＪＩＡでは実施しないということか。 

 → メーカーでの検証結果を踏まえて、影響がでそうなものはＪＩＡで試験を実施する。 

 

８． 燃焼機器への影響調査のヒアリング内容の検討と承認 [審議事項] 

 事務局から、資料No.4-1及び資料No.4-2に基づいて、ヒアリング内容及び前提条件、

期間等について説明があった。その後、以下の質疑応答があり、一部修正を加えることで

資料 No.4-1 の内容については承認された。 

 

〇 資料 No.4-1 4/5 ページの 4.の質問は 3/5 ページの 3.3 の続きという認識でよいか。 

→ 資料 No.4-1 の 4.の質問は独立した質問であり、3.3 の続きではない。 

〇 ヒアリングシートを配布するにあたって、瞬時切り替えのスピードの目安を教えて頂

けないか。 
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→ 日本の場合は色々な製造所から複雑に混ざり合って供給されることになると思うの

で、瞬時で切り替わる場合もあるし、時間をかけて切り替わる場合もあると思う。よ

って、幅広にヒアリングして頂くのがよいのではないか。 

→ 瞬時は秒単位での切り替え、瞬時以外については 3時間かけて変化（ヒアリングシー

トに例として記載）を参考に調査頂いてはどうか。 

〇 過去に同様な検討をしたことがあるが、そのときは瞬時切り替えのスピードは

0.5MJ/Nm3・sを目安とした。切り替えスピードはガス圧と消費機器の消費量によって

変わるものであるが、考えられる最も厳しい条件を想定した結果として、0.5MJ/Nm3・

sが導き出された。 

 → 当該事例について、報告書等の出典を教えて頂くことはできないか。 

 → 機密保持契約を結んでいるため難しい。 

 〇 資料 No.4-1 の 2/5 ページ、3/5 ページの《性能面への影響》の部分について、「環境

性」、「耐久性」等を明記してはどうか。 

 → 修正する方向で検討する。 

 〇 こんろと燃料電池については瞬時切り替えの試験方法で問題がでなければ、それより

遅い切り替え速度の場合においても影響はないと考えて問題ないか。 

 → こんろについては、瞬時切り替えが一番厳しい方法である。燃料電池については制御

の仕方で変わってくるかもしれないが、まずは瞬時切り替えで影響を見てはどうかと

思う。一般的には瞬時切り替えの方が厳しい条件と考えられる。 

 ○ こんろについて（瞬時ではなく、緩やかに切り替わっていくなら問題がなさそうに聞

いたが、性能面で影響が出ることは考えられるのではないか。例えば昨日と今日では

同じ調理時間でも（安全に使用できても）焼き具合等が変わる、ということがあれば、

性能面への影響と言えるのではないか。 

 → 指摘のとおりで、影響の大小は別として、性能が変わることになる。緩やかに切り替

わる場合の影響の中で記載してもらいたい。 

 〇 資料 No.4-1 の 1/5 ページの 1.の項目について、調査実績があるか否かも確認した方

がよいのではないか。 

 → 資料 No.4-1 の 1/5 ページの 2.の項目で、「影響がでる、影響がでる可能性がある」

場合も理由を記載させてはどうか。 

 → ご提案頂いたとおり、何れの場合も理由を記載するフォーマットに修正する。 

 〇 一方向の切り替えだけでなく、熱量変動が繰り返される場合に影響がでるかもしれな

い。 

 → そのような懸念も含めて、ヒアリング調査の際にご検討頂きたい。 

 〇 資料 No.4-2 の【ヒアリングの前提条件】欄に「46.04665MJ」と記載されているが、

この表記は有効数字の考え方として不備がないか。 

 → 実際には 46MJ/Nm3 より少し高い基準値として当該値を使っている事業者があるとい

うことではないか。 

〇 今回配布された資料について、発熱量の単位が「MJ」と表記されているが、書面上は
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正確な表記「MJ/Nm3」にした方がよいのではないか。 

→ 修正する。 

 〇 資料 No.4-2【ヒアリングの前提条件】に記載されている天然ガスの成分例について、

各成分の上限はあるか。酸素も含めて検討した方がよいか。 

 → 上限は決めていない。影響がある成分についてはヒアリングシートに記載して頂きた

い。 

 〇 ヒアリングシート①の期限が平成 31 年 1 月 9 日、ヒアリングシート②の期限が平成

31 年 2 月 6 日という認識でよいか。 

 → そのとおりである。 

 〇 集計したもののみを事務局へ提出すればよいか。 

 → まずは集計したものを提出して頂きたい。 

 〇 各団体で集計するとのことだが、影響のない品目を含めて全てのを揃える必要がある

か。品目数が非常に多いため確認させて頂いた。 

 → 状況をみて別途相談させてほしい。 

 

９． 実務検討会の検討内容について 

事務局から、資料 No.5 に基づいて、今後の実務検討会での検討内容について説明があ

った。 

 

１０．その他 

  事務局より以下の連絡があった。 

 ○ 本委員会の出席者については報告書等で公開される可能性があるため、不都合が生じ

る場合は事務局まで連絡を頂きたい旨の説明があった。 

○ 第 2回実務検討会は、平成 31 年 1 月 22 日 15:00～、第 3回実務検討会は平成 31 年 3

月 7 日 15:00～を予定している旨の報告があった。 

以上 
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平成３０年度第２回熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 議事録 

  

日  時：平成３１年１月２２日（火）１５：００～１７：００ 

場  所：一般財団法人日本ガス機器検査協会 本部 第１,第２会議室 

出 席 者：（敬称略、順不同） 

(1)熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会  

（委 員 長） 植田 利久（慶應義塾大学 教授） 

（委  員） 岡崎 貴行（東京電力エナジーパートナー株式会社） 
近藤 三郎（一般社団法人 日本厨房工業会（株式会社コメットカトウ）） 
里見 知英（燃料電池実用化推進協議会） 
清水 明  （一般社団法人 日本陸用内燃機関協会（JFEエンジニアリング株式会社）） 
高橋 良治（一般社団法人 日本工業炉協会） 
長沢 圭介（一般社団法人 日本ガス協会） 
花房 明 （一般社団法人 日本ガス石油機器工業会（リンナイ株式会社）） 
山本 和則（一般社団法人 日本冷凍空調工業会（川重冷熱工業株式会社）） 
 

(2) オブザーバー 
久保田 淳（東京電力エナジーパートナー株式会社） 
由利 剛 （一般社団法人 日本厨房工業会） 
吉野 高広（          〃            ） 
桑葉 孝一（燃料電池実用化推進協議会(アイシン精機株式会社)） 
浦田 隆行（燃料電池実用化推進協議会(パナソニック株式会社)） 
栗太 清文 （一般社団法人日本工業炉協会（日本ファーネス株式会社）） 
芥川 弘一（一般社団法人日本ガス協会） 
佐藤 裕紀（        〃           ） 
駒木 裕史（一般社団法人日本ガス石油機器工業会（株式会社ガスター）） 
末廣 秀行 (一般社団法人日本冷凍空調工業会（アイシン精機株式会社）) 
川越 敦史（資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室） 
中本 亨 （          〃              ） 
中嶋 正登 (経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 
林崎 公徳（経済産業省 産業保安グループ 製品安全課） 
邉見 泰之（ 〃  ）   
 

(3)事務局 
丹羽 哲也（一般財団法人日本ガス機器検査協会） 
圓福 貴光（ 〃  ） 
戸谷 敬 （ 〃  ） 
吉冨 達雄（ 〃  ） 
渡辺 卓  （              〃              ） 

（以上 29 名） 
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議  題： 

１． 事務局挨拶 
２． 前回議事録の確認  
３． ヒアリングシート①の結果の報告と追加ヒアリングの検討 
４． 実機検証機器の試験結果の報告（実施分）と追加試験の検討 
   ４．１ 試験結果の報告 
   ４．２ 試験の追加提案と試験省略について［審議事項］ 
５． スケジュール等について 
６． その他 
 

配付資料： 

資料 No.１ 第１回 熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 議事録(案） 

資料 No.２－１ ヒアリングシート①（日本ガス石油機器工業会） 

資料 No.２－２ ヒアリングシート①（日本厨房工業会） 

資料 No.２－３ ヒアリングシート①（燃料電池実用化推進協議会） 

資料 No.２－４ ヒアリングシート①（日本冷凍空調工業会） 

資料 No.２－５ ヒアリングシート①（日本陸用内燃機関協会） 

資料 No.２－６ ヒアリングシート①（日本工業炉協会） 

資料 No.３－１ 実機検証 機器進捗一覧 

資料 No.３－２ 実機検証 試験記録(実施分) 

資料 No.３－３ 実機検証 試験について（追加と省略） 

資料 No.４ スケジュール等について 

参考資料１ 実機検証機器 試験方法 

熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 委員名簿 

 

議事摘録： 

１．事務局挨拶 

事務局から開会の挨拶があった後、全委員の出席により委員会が成立した旨の報告があ

った。その後、委員の紹介があった。 

 

２．前回議事録案の確認 

事務局から前回議事録(案)の説明があり、以下の質疑応答があった後、異議なく議事録

は承認された。 

 

〇 第 2 回ガス事業制度検討ワーキンググループにおいて、草薙委員が「事務局がご提案

されている熱量バンドの調査対象の上限は、46 メガジュールということですけれど

も、47 メガジュールにすることはできないのかと、そういうご検討をいただけない

か」と発言されているが、47MJ/Nm3まで検討しなくて問題ないか。 

→ 草薙委員には事後説明しており、第 2回ガス事業制度検討ワーキンググループの資料

にも記されているとおり、46.04655MJ/Nm3 を含めた 46MJ/Nm3 とし、記載としては四
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捨五入した 46MJ/Nm3として調査する形でご納得頂いている。よって、47MJ/Nm3まで検

討する予定はない。 

 

３．ヒアリングシート①の結果の報告と追加ヒアリングの検討 

  事務局から資料 No.2-1 に基づいて、ヒアリングシート①（日本ガス石油機器工業会）

の説明があった。 

  引き続き、事務局から資料 No.2-2 に基づいて、ヒアリングシート①（日本厨房工業会）

の説明があった後、以下の質疑応答があった。 

 

〇 業務用機器はお客様へ調理物を提供するための機器である。現在は人手不足等で調理

経験がない者も対応している現実があり、そのような場合は一定時間調理することで

食の安全を担保しているのが現状である。熱量が変動する場合、一定時間の調理では

食の安全が担保できないことも考えられるため、慎重に対応していきたいと考えてい

る。 

〇 2018 年 10 月のガス事業制度検討ワーキンググループで、熱量が変動した際の問題の

実例（計画外に 7%熱量が上昇して水産練り製品が焦げた）が挙げられていたので、今

後は消費者視点での意見を収集してもよいのではないか。 

 

  その後、事務局から資料 No.2-3 に基づいて、ヒアリングシート①（燃料電池実用化推

進協議会）の説明があった後、以下の質疑応答があった。 

 

〇 一部の業務用燃料電池で SOFC セルスタックモジュールの要素試験を実施したとして

いるが、製品（システム）としては確認していない旨をご理解頂きたい。化学反応を

含めた複雑な制御をしていることから、どこまで熱量変動を吸収できるかは制御の冗

長性という点にもより個々に異なると思う。机上検討ということで明確には分かって

おらず、停止する影響の可能性があるという回答としている。 

〇 家庭用燃料電池は机上検証 4件と記載されているが、調査結果には現在燃料電池を製

造していない事業者も含まれているか。 

→ 東芝と JXTG エネルギーにもヒアリングをしたので、調査結果に入れてある。 

 

  その後、事務局から資料 No.2-4 に基づいて、ヒアリングシート①（日本冷凍空調工業

会）の説明があった。 

引き続き、事務局から資料 No.2-5 に基づいて、ヒアリングシート①（日本陸用内燃機

関協会）の説明があった後、以下の質疑応答があった。 

 

〇 ガスエンジンの場合は発熱量以外にも、ガスの組成変動によってメタン価が変化する

と影響がでることをご理解頂きたい。 

〇 資料 No.2-5「ヒアリングシート①」には「熱量、組成分析はガス供給事業者にて都度
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お願いしたい」と記載されているが、仮にバンド制に移行となった場合、熱量の範囲

は定められるものの、その組成については千差万別である他、複数の事業者がそれぞ

れガスを注入した場合、ガス導管内でガスが混ざることになるため、消費機器にどの

ようなガスが届くか、明確にすることは困難であると認識している。 

  今後の議論の参考にして頂きたい。 

 

その後、事務局から資料 No.2-6 に基づいて、ヒアリングシート①（日本工業炉協会）

の説明があった後、以下の質疑応答があった。 

   

〇 工業炉は種類が多く、まとめることが難しいため、種類ごとに併記した。資料 No.2-

6(2/4)は主に加熱用途関係であり、「問題なし」と記載されているが、少なくともメ

ーカー調整は必要な旨はご理解頂きたい。何もせずに問題なしということではない。

また、資料 No.2-6(3/4)は金属熱処理用途関係がまとまっている。都市ガスを燃焼さ

せ金属熱処理用の雰囲気ガスを作るということで、インパクトが大きい結果となって

いる。特に 10 番の浸炭炉は都市ガスを直接炉に導入し、プロセスガスとして用いて

いることから都市ガス成分の影響を大きく受ける結果となっている。 

〇 ヒアリングシート①の質問 2．「「1.」を返答頂いた理由（実機検証済み・机上検証に

よる等）」の部分が全て空欄だが、机上検証という認識でよいか。 

→ 過去の経験に基づく回答であることをご理解頂きたい。 

 

  その後、全体を通して以下の質疑応答があった。 

 

〇 家庭用小型ガスエンジンコジェネ（エコウィル）、天然ガス自動車等、今回のヒアリ

ングシートで網羅されていない熱量変動の影響を受けそうな機器を取り扱っている

団体様の委員会参加や影響調査等も今後ご検討頂きたい。 

〇 過去にＪＩＡが取り纏めた未熱調天然ガス燃焼性影響調査事業報告書で懸念が示さ

れた機器（例えば、全一次燃焼式のパルス燃焼式フライヤー等）について、今年度の

事業の調査対象になっている機器となっていない機器があると思う。一度整理して頂

き、報告書をまとめる際に活用頂きたい。今回の調査対象となっていない機器につい

ても、過去の調査結果を活用する等して報告書をまとめた方がよいと思う。ご検討頂

きたい。 

〇 過去の調査では経年機器の方が影響が出やすいという申し送りもあったが、熱量変動

による影響は経年機器の方が顕著にでるという認識でよいか。 

→ 工業炉については既存品の対応の方が影響が大きいと考える。 

→ 経年機器の方が基準値を超えるか否かを判断する意味では厳しくなる傾向にあると

思うので、確認する価値はあると思う。 

〇 ガス事業制度ワーキングにおいて、燃料電池は窒素が多量に入るとアンモニアが生成

され機器に悪影響を与えるという発言があったが、実際にはどうか。 
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→ 機種によっても違うが、耐久性に影響する。微妙なことを言えば、発電効率にも影響

する。熱量の話だが、どういうガス組成かを定義しないと当該検討は進まない。 

〇 今までは燃焼機器についてはウォッベ指数と燃焼速度で考えてきたが、燃料電池につ

いては組成の違いによって影響がでるので、今後はガスの品質（組成）についても検

討する必要があるかもしれない。 

〇 今後追加した方がよい調査項目等はあるか。 

→ 無いようであれば、今回提示した資料をまとめる。 

〇 資料 No.2-1｢ヒアリングシート①（日本ガス石油機器工業会）」の「法令・補助金関連」

の部分は具体的な記載があるが、他団体でも該当することがあれば横並びに調整する

必要があるのではないか。 

→ 事務局としてまとめる際に考慮するので、追記等があれば事務局まで連絡して頂きた

い。 

 

４．実機検証機器の試験結果の報告（実施分）と追加試験の検討 

４．１ 試験結果の報告 

事務局から資料 No.3-1、資料 No.3-2、参考資料 1 に基づいて、実機検証試験の進捗及

び結果の説明があった後、以下の質疑応答があった。 

 

〇 ガスこんろについて、JIA の評価では問題が出ていないが、お客様への利便性という

視点で、湯沸かし機能に影響があることが確認できている。 

〇 資料 No.3-2 について、ガスこんろを①～⑥として整理しているが、各番号に該当す

るガスこんろの型式を教えてほしい。 

→ 別途連絡する。 

 

４．２ 試験の追加提案と試験省略について［審議事項］ 

事務局から資料 No.3-3 に基づいて、実機検証試験の追加と省略について説明があった

後、以下の質疑応答があった。その後、資料 No.3-3 の 1.1.2 の「こんろ部：」欄につい

て「上昇温度を測定」から「上昇時間を測定」に修正する旨の連絡があり、当該修正をも

って資料 No.3-3 は承認された。 

 

〇 追加試験の 2項目（「グリル熱効率試験」と「加熱速度試験」）では何を評価したいの

か。 

→ 46MJ/Nm3と 40MJ/Nm3のガスで試験を実施することで、熱量変動による影響を確認した

いと考えている。 

→ まずは実施した結果を確認し全体像をつかんだ上で何かあれば提案する。 

〇 燃料電池の 42MJ/Nm3試験項目の省略について、PEFC と SOFC では違いがあるような気

がするが、どちらかで確認しておけば、ここに記載されている試験についてはそれが

代表するという考えでよいか。 
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→ 40MJ/Nm3と 46MJ/Nm3の試験結果が出てから相談させて頂く。 

 

５． スケジュール等について 

  事務局から、資料 No.4 に基づいて、今後のスケジュールについての説明があった後、

以下の質疑応答があった。。 

〇 次年度の調査事項については第 3回実務検討会で決まるか。 

→ 第 3回実務検討会では、次年度への申し送りを取り纏める。次年度の事業は仕切り直

しとなる。 

→ 今年度のヒアリングシートに、「NOx 値の影響が懸念される」という記載が散見される

ので、NOx 値の測定も今後の調査に入れていくべきではないか。各都市ごとで排出基

準も定められていると認識しているので、次年度以降の調査の対象としていただけれ

ばと考えている。また、「評価試験が必要」といった回答も散見されたので、そのよ

うな項目は次年度以降検討頂けるような方向性を示して頂きたい。 

〇 資料 No.3-2 でガスこんろの燃焼試験結果が CO%としてまとめられているが、実測値

を知ることで、どの様な事象が起きているかを推定できる。よって、CO、O2等の実測

値も教えてほしい。また、燃焼方式やガバナーの有無等、機器の情報も入れて頂きた

い。同じような機器を検討する際の参考にしたい。 

 

６． その他 

  事務局より以下の連絡があった。 

○ 第 3 回実務検討会は、平成 31 年 3 月 7 日 15:00～を予定しており、場所は別途ご連

絡する旨の報告があった。 

 

以上 
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平成３０年度第３回熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 議事録 

  

日  時：平成３１年３月７日（木）１５：００～１６：４５ 

場  所：一般財団法人日本ガス機器検査協会 本部 第１,第２会議室 

出 席 者：（敬称略、順不同） 

(1)熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会  

（委 員 長） 植田 利久（慶應義塾大学 教授） 

（委  員） 岡崎 貴行（東京電力エナジーパートナー株式会社） 
近藤 三郎（一般社団法人 日本厨房工業会（株式会社コメットカトウ）） 
里見 知英（燃料電池実用化推進協議会） 
清水 明  （一般社団法人 日本陸用内燃機関協会（JFEエンジニアリング株式会社）） 
高橋 良治（一般社団法人 日本工業炉協会） 
長沢 圭介（一般社団法人 日本ガス協会） 
花房 明 （一般社団法人 日本ガス石油機器工業会（リンナイ株式会社）） 
山本 和則（一般社団法人 日本冷凍空調工業会（川重冷熱工業株式会社）） 
 

(2) オブザーバー 
香川 太郎（東京電力エナジーパートナー株式会社） 
久保田 淳（              〃               ） 
吉野 高広（一般社団法人 日本厨房工業会） 
桑葉 孝一（燃料電池実用化推進協議会(アイシン精機株式会社)） 
加藤 玄道（燃料電池実用化推進協議会(パナソニック株式会社)） 
栗太 清文 （一般社団法人日本工業炉協会（日本ファーネス株式会社）） 
佐藤 裕紀（一般社団法人日本ガス協会） 
新谷 大輔（        〃           ） 
駒木 裕史（一般社団法人日本ガス石油機器工業会（株式会社ガスター）） 
末廣 秀行 (一般社団法人日本冷凍空調工業会（アイシン精機株式会社）) 
川越 敦史（資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室） 
中本 亨 （          〃              ） 
中嶋 正登 (経済産業省 産業保安グループ ガス安全室） 
林崎 公徳（経済産業省 産業保安グループ 製品安全課） 
 

(3)事務局 
圓福 貴光（一般財団法人日本ガス機器検査協会） 
戸谷 敬 （ 〃  ） 
吉冨 達雄（ 〃  ） 
渡辺 卓  （              〃              ） 

（以上 27 名） 
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議  題： 
１． 事務局挨拶 
２． 前回議事録案の確認  
３． ヒアリング調査結果についての報告 
４． 実機検証機器の試験結果の報告 
５． 次年度への課題の整理について 
６． その他 
 

配付資料： 

資料 No.１ 平成 30 年度 第 2 回 熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 

議事録(案） 

資料 No.２ ヒアリングシート② 

資料 No.３ 実機検証機器 試験結果 

資料 No.４ 次年度への課題の整理 

参考資料 1 平成30年度 調査結果まとめ (案) 

参考資料 2 ヒアリング調査まとめ(案) 

熱量変動による燃焼機器の影響等調査に係る実務検討会 委員名簿 

 
 

議事摘録： 

１．事務局挨拶 

事務局から開会の挨拶があった後、全委員の出席により委員会が成立した旨の報告があ

った。 

 

２．前回議事録案の確認 

事務局から前回議事録(案)の説明があった後、以下の質疑応答があり、当該部分を修正

することで議事録は承認された。 

 

〇 議事録案 3/6 ページの最後の「→」部分に「JX エネルギー」と記載されているが、正

式名称は「JXTG エネルギー」である。 

→ 「JX エネルギー」を「JXTG エネルギー」に修正する。 

 

３．ヒアリング調査結果についての報告 

  事務局から資料 No.2 に基づいてヒアリング調査結果の説明があった後、以下の質疑応

答があった。 

 

〇 資料 No.2（４／８）の７．の部分に一般社団法人日本厨房工業会様のコメントとして

「調理、炊飯の仕上がり違いによる顧客からのクレームでも、サービスマンが呼ばれ

ることになりますが、熱量変動によるものか、機器不調によるものかの見極めが難し

い」と記載があるが、確かにそのとおりだと思う。ガス機器を使用されるお客さまに

とっては、機器が原因なのか、ガスが原因なのか分からず、ガス事業者側への問合せ
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が増えることも想定されるので、ガス事業者の負担が増える可能性についても、ご留

意頂きたい。 

〇 資料 No.2（７／８）の８．の部分に一般社団法人日本冷凍空調工業会様のコメントと

して「現行生産機種、既設機も含め、安全にご使用いただくための対策の検討、検証

に相当な時間をかける必要があり莫大な費用が発生することが想定される。」と記載

されているが、ガス事業者側の立場としても熱量調整するには相応の人が必要で、人

員が不足している等の問題もある。また、地域によっても熱量は一律ではないので、

バンド制へ移行するにしても相当程度の移行期間等を設ける必要があると思う。 

〇 資料 No.2（５／８）の７．の部分に一般社団法人日本工業炉協会様のコメントとして

「プロパンガス、ブタンガス供給への転換」と記載されている点について、ガス事業

者にとっては大きな問題であると認識している。天然ガスシフトと逆行することにな

るため、業界団体からのご発言として、ぜひご留意いただきたい。 

〇 資料 No.2（１／８）の５．の対策の可否に関する一般社団法人日本ガス石油機器工業

会様の回答として「対応不可」と記載されているが、技術的に対応できないというこ

とか、それともコスト的に対応できないということか。技術的に対応できないという

ことであれば、より詳細な内容を教えてほしい。また、欧州で実績があるという点で、

欧州との違いについても教えてほしい。 

→ 熱量の変動幅によっては技術的に対応できないという意味である。実調理（焼き具合

や加熱時間等）への影響が大きい。欧州や韓国は熱量の変動幅が少ないと聞いている。

変動幅が少ない中で運用されているのではないか。 

〇 熱量の幅によって対応が異なるということで、どの様に考えるかは次年度の課題では

ないか。 

〇 実際の想定としてはどの程度の熱量幅が考えられるか。38MJ/m3～46MJ/m3が実際想定

される最大幅と考えてよいか。 

→ 実想定の熱量の幅はよく分からないが、バイオガス等の多種多様なガスを考えた場合、

二酸化炭素や窒素等の不活性ガスが混ざった状態で規定の熱量幅に調整されている

ものは燃焼機器の燃焼性に影響を与えるし、燃料電池については水素の生成量にも影

響を与える。よって、熱量だけではなく組成変動範囲についても検討する必要がある

と思う。 

〇 本委員会では天然ガスを対象に考えるという理解でよいか。 

→ 天然ガスが対象という認識である。その中で熱量が変動したときに、対策コストがど

れくらいかを検討する場が本委員会であると考えている。 

〇 エネルギー政策等を考えても、熱量の幅だけではなく組成についても検討することが

望ましいのではないか。 

→ 熱量の幅が変動するとどの様な影響を与えうるかという視点で調査してきたが、幅だ

けではないという論点があるようであれば、調査の中でご意見等を伺っていきたい。 

〇 資料 No.2（６／８）について、一般社団法人日本陸用内燃機関協会様が組成の影響が

ある旨を記載しており、また、８．に「ガス組成、熱量の分析モニタリングはガス事



- 100 - 

 

業者に実施して頂きたい」というコメントもあることから、仮に熱量計を設置するこ

ととなった場合、相応のコストがかかることが予想される。熱量だけに着眼しても大

きな変更が考えられ、本実務検討会では熱量変動による影響を主に検討するにしても、

組成に関する懸念事項は報告書等に明記しておくことが必要だと考える。 

〇 国によって違いがあるようだが、欧州のバンド制では熱量の幅は当然規定されており、

それ以外の規定の中にはメタン価の要素も入っている。本件に関連する事項について

海外の実態調査等も必要ではないか。ドイツでは 11 社程度のガス供給会社があり、

各社毎に供給ガスの熱量は異なるようであるが、エリア毎の熱量変動は少ないと聞い

た。 

〇 今年度のヒアリング調査結果として資料 No.2 をベースにまとめる。報告書の中で成

分について議論があった旨を記載することとする。 

 

４．実機検証機器の試験結果の報告 

事務局から資料 No.3 に基づいて、燃料電池に係る実機検証試験の試験結果の説明があ

った後、関係団体より以下の補足説明があった。 

〇 今回の試験結果は製品仕様の余裕度の部分で動作していたことが想像できる結果で

ある。新品の製品でこのように機器内での冗長性で熱量変動を吸収している状況であ

ることから、使用者に示した耐久性能を維持することは難しいと思われる。場合によ

ってはエラーで停止することも考えられる。 

 〇 今回の試験結果は機器外部から確認できる結果である。一方で機器内部のデータも残

しているので、それについては後日解析して報告する。今回は新品で試験したため、

ある程度の冗長性が制御上働き、見た目上はそれほど問題がない結果となったことが

想定される。設計した耐久性について、当該状態を維持した場合にどう変化するかと

いう解析も必要だと考えている。 

 

その後、以下の質疑応答があった。 

 

〇 ＪＩＡの試験は長時間運転させたものではないと思うが、その中で取得したデータを

解析することで設計上の耐久時間の運転が可能かどうかまで分かるか。それとも今後

の課題として残るか。 

→ 短時間の試験結果から例えば１０年後の耐久性まで議論できるかどうかは分からな

いが、この状態が継続することで機器の信頼性等に影響があるかどうかについてはあ

る程度解析できると考えている。その上で、来年度以降に追加の試験等をお願いする

ことになるかもしれない。 

〇 試験ガスに窒素が入っているが、窒素は改質の段階で水素と反応してアンモニアを発

生する。これによって触媒が劣化するという問題がある。先ほど熱量だけでなく組成

の問題の話があったが、燃料電池の場合は燃焼ではなく改質というプロセスがあるた

め、その段階でガスの組成が劣化の要素となる旨ご理解頂きたい。 
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引き続いて、事務局から資料 No.3 に基づいて、ガスこんろに係る実機検証試験の試験

結果の説明があった後、関係団体より以下の補足説明があった。 

 〇 グリルの CO 濃度について、両面焼きのグリルは上火と下火で同時に加熱するもので

あり、上火バーナーは表面燃焼式で下火バーナーはブンゼン燃焼式である。上火バー

ナーは熱量が低いガスの場合火炎温度が下がり CO が発生する傾向がある。一方で下

火バーナーは熱量の低いガスの場合は火炎の伸びが少なくなるため、調理物等の冷却

物への接触が緩和され CO が発生しない傾向となる。これらのバランスによって、試

験結果が変わってくる。 

 〇 こんろに関する安全性や諸性能等について評価した結果、こんろ部湯沸し機能につい

てのみ、影響が確認できた。カスタマイズ機能を「早め」に設定したときに 40MJ/m3

の時は 98℃に到達する前に検知してしまうという問題がある。また、98℃に到達す

る時間が熱量によって変わるという問題もあることが確認できた。 

 

  その後、以下の質疑応答があった。 

 

〇 資料 No.3 に CO％の試験結果が掲載されているが、一般のバーナーでいう燃焼空気比

はどの程度か。どれくらいの希釈量か。 

→ 試験方法が JIS に基づいているため、酸素 0％換算の値である。 

〇 このグラフに酸素 0%換算である旨を記載する必要がある。 

→ 承知した。 

〇 40MJ/m3、42MJ/m3、46MJ/m3で検討してきたが、実際の製品は 45MJ/m3をターゲットに

設計されていると思う。この場合、46MJ/m3 で影響はでているか。±1MJ/m3 であれば

許容範囲という認識でよいか。 

→ 46MJ/m3では影響がない。±1MJ/m3であれば問題がないと考えている。 

 

５． 次年度への課題の整理について 

  事務局から、資料 No.4 に基づいて、次年度への課題の整理に関する説明があった後、

以下の質疑応答があった。 

〇 燃料電池のデータ解析の結果分かった事項については次年度への課題として残して

ほしい。 

〇 ユーザー側の視点も重要であると認識している。安全性に問題がないとしても、利便

性・効率性で懸念があるという検証結果に対し、実際に機器を使用されるユーザーが

どのような印象を持たれるのかも、熱量バンド制への移行に際し必要な検討項目であ

ると思う。よって、次年度の実務検討会の確認事項の一つとして、ご検討頂きたい。 

〇 燃料電池の負荷変動試験等は未実施である。今回の実機試験で取得したデータの解析

結果によって試験方法を検討する。今年度未実施の試験については来年度の課題とし

て残しておいて頂きたい。 
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〇 経年変化は２つ要因があると考えている。経年機器の方が熱量変動の影響が大きいと

いう点と製品の余裕度のレンジで運転し続けると劣化を加速させ耐久性に影響を与

えるという点に整理できると思う。前者については経年機を準備して確認すればよい

が、後者の耐久性の評価は難しいと考えており、しっかりした協議が必要であると考

える。 

〇 燃料電池のデータ解析結果のフィードバック期限を確認したい。 

→ 3/11 の週の前半までにご連絡頂きたい。 

 

６． その他 

  事務局より、参考資料 2 はヒアリング結果をまとめたもの、参考資料 1は実機検証、実

務検討会、ヒアリングを含めてまとめたものであり、報告書として取り纏める旨の説明が

あった。また、意図と異なる記載となっていたり、ご意見等がある場合は 3/12 までに事務

局まで連絡がほしい旨の説明があった。 

  その後、資料の取り扱いには注意してほしい旨のお願いがあり、資料 No.3 については実

データが掲載されているため、今回は回収することとなった。 

最後に今年度の事業における実務検討会は今回が最後になる旨の連絡があった 。その

後、ガス市場整備室様より締めのご挨拶及び本委員会にご協力頂いたお礼の言葉があった。 

 

以上 

 


