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１．はじめに
現在、化石燃料に代わるエネルギーとして水素が注目を集めており、その利用方法の一
つとして燃料電池自動車（FCV）が挙げられる。FCV は、充塡された水素と空気中の酸素
との化学反応の際に発生する電気エネルギーを利用するため、二酸化炭素や窒素・硫黄酸
化物といった有害物質を排出しない究極のエコカーである。そのため、温室効果ガスが原
因とされている地球温暖化の対策の一環としても期待されている。
2014 年の 12 月にトヨタから MIRAI が発売されて以降、日本では FCV の導入が進み、
FCV の登録台数は年々増加している1。FCV の導入に伴い、水素を充塡する水素スタンド
も全国に普及しつつある。2014 年 7 月に初の商用の水素スタンドとなる「尼崎水素ステー
ション」（現 イワタニ水素ステーション尼崎）が兵庫県尼崎市に完成2して以降、2019 年
3 月 1 日時点において 113 箇所の商用の水素スタンドが、建設・計画中（平成 30 年度に追
加された 12 件を含む）も含めて存在している。
「水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂版」
3（2016

年 3 月 22 日改定）によれば、水素スタンドは 2020 年度までに 160 箇所程度、20

25 年度までに 320 カ所程度の普及を目標としていることからも、水素スタンドの数は今後
も増加すると見込まれる。

図 1-1

我が国における水素スタンドの普及状況4

1

消防庁 水素スタンドの多様化に対応した給油取扱所等に係る安全対策のあり方に関す
る検討会資料
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/suiso_anzen/01/shiryo1-2-1.pdf
2日本初の「商用水素ステーション」がオープン【岩谷産業】
http://guide.jsae.or.jp/topics/88178/
3 水素・燃料電池戦略協議会
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160322009/20160322009-c.pdf
4 日本水素ステーションネットワーク合同会社からの提供資料（2019 年 3 月 7 日）
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水素スタンドは、建設されてからまだ日が浅い施設であるため、その構造は、広く認知
されていないと思われる。水素スタンドは、定置式スタンドと移動式スタンドに分けられ、
このうち定置式のスタンドは次の 2 種類のスタンドに分類5される。


オンサイト型
LP ガス、天然ガス等、水素の原料となるガス又はアルコール類の液体を圧縮水素ス

タンド内に設けた（水蒸気）改質装置により改質し水素を発生させ、その水素を燃料電
池自動車等へ供給するタイプの 圧縮水素スタンドを「オンサイト型圧縮水素スタンド」
という。


オフサイト型
精製した水素ガスを水素トレーラー、 水素カードル等の容器により運送し、圧縮水
素スタンドの外部から水素の供給を受けるタイプの圧縮水素スタンドを「オフサイト
型圧縮水素スタンド」という。

図 1-25 オンサイト型・オフサイト型水素スタンドの概要
水素スタンドを巡る現在の情勢を鑑み、燃料電池自動車、水素スタンドをはじめとする
高圧ガスを使用する新エネルギー利用システムの安全な普及のためには、技術の進展や知
見の蓄積等の変化を踏まえ高圧ガス保安法に基づく適切な規制を行うことが不可欠である。
特に水素スタンド関連の高圧ガス設備に関しては、新しく導入された技術・設備であり急
速に導入が拡大しつつあるが、長年の運用経験により成熟した技術ではなく、また、水素
社会の本格化に伴い、今後の日本を支えるエネルギーとして一定規模を占めることが見込
まれる中、自主保安を基軸に AI（人工知能）、BD（ビッグデータ）、IoT（Internet of
Things）等の高度保安技術の活用が求められている。
5

高圧ガス保安法圧縮水素スタンド技術基準解説 第二版（平成 29 年 3 月、高圧ガス保安
協会）
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このような状況の中、規制改革実施計画（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）において、「水
素スタンド設備の遠隔監視による無人運転の許容」について検討を開始することが挙げら
れるなど、水素スタンドの遠隔監視による無人運転の実現に向けた検討の議論が進められ
ている。この水素スタンドの遠隔監視による無人運転が実現できれば、各スタンドの運営
費の低減につながり、更に水素スタンドの建設が進むものと思われる。この実現に向けた
第一歩として、国内の一部の水素スタンドではセルフ化が試験的に行われてもいる。
これに対して、国内には水素スタンド以外にもガソリンスタンド・天然ガススタンド・
液化石油ガス（LP ガス）スタンドが、水素スタンドの建設以前から存在している。水素以
外の他の燃料種のスタンドにおいては、唯一ガソリンスタンドのみでドライバーによる給
油、所謂、セルフ式が認められてはいるが、いずれのスタンドもその種類や営業形態を問
わず、スタンドを監視・管理するための保安監督者や危険物取扱者等が置かれることにな
っている。これら 3 種のスタンドの概要については以下のとおりとなる。


ガソリンスタンド
1919 年 2 月に初のガソリンスタンドとなる給油所が、日本石油（現 JXTG エネル

ギー株式会社）により東京都神田に建設6され、以降、100 年にわたり日本のエネルギー
インフラを支えている。1998 年には、初のセルフ式ガソリンスタンドとなる「セルフ 2
4 草薙店」（現 セルフ清水草薙 SS）が、鈴与商事株式会社により開業7,8されて以降、
2000 年台に急速に増加し、2017 年 3 月末時点で約 9,9009（全方式のガソリンスタンド
は約 30,70010）のセルフ式ガソリンスタンドが全国に展開されている。


天然ガススタンド
天然ガススタンドについては、1990 年台後半以降、2000 年台に急速に増加したもの

の、2008 年以降は減少に転じ、2017 年時点では約 260 の天然ガススタンドが設置され
ており11、現在のところセルフ式天然ガススタンドのサービスは日本では展開されてい
ない。

https://www.noe.jxtg-group.co.jp/ayumi/1910-1920.html （2019 年 2 月 21 日閲覧）
https://www.suzuyo.co.jp/company/history/ （2019 年 2 月 21 日閲覧）
8 http://www.s-netshizuoka.com/store/shimizu_kusanagi.html （2019 年 2 月 21 日閲覧）
9 「セルフ SS 出店状況」について（2017 年 7 月 26 日、一般財団法人日本エネルギー経済
研究所 石油情報センター）
、https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20170726_1.pdf
10 揮発油販売業者数及び給油所数の推移（登録ベース）
（2018 年 7 月 19 日、資源エネルギ
ー庁）
、http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180719011/20180719011-1.pdf
11 https://www.gas.or.jp/ngvj/spread/ngv_spread.html
（2019 年 2 月 21 日閲覧）
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LP ガススタンド
1962 年に LP ガス自動車がタクシーに採用されるようになるにともない、初の LP ガ

ススタンドが大阪に建設され12,13、現在は約 1,900 の LP ガススタンドが設置されており、
現在のところセルフ式 LP ガススタンドのサービスは日本では展開されていない。
水素スタンドと比較すると、ガソリン・天然ガス・LP ガスの各種スタンドは、十分な運
転実績を有してはいるが、いずれのスタンドにおいても監視カメラをはじめとした遠隔監
視を活用したスタンドの無人運転は実施されていない。
そのため、遠隔監視を活用した水素スタンドの運転の許容の検討にあたっては、国内に
ある他の燃料種のスタンドや海外のスタンドの事例と比較しながら、議論を進めていくこ
とが必要である。なお、遠隔監視を活用した水素スタンドの模式図を図 1-3 に示す。
一方、遠隔監視技術の進展は目覚ましいものがある。インターネット、高速モバイル通
信、ネットワークカメラ、IoT、AI といった技術の活用により、我々は様々な利益を享受す
ることが可能となったが、新たな問題も発生した。それは、DDoS 攻撃やコンピュータウィ
ルス感染などを始めとしたサイバーセキュリティに関する問題である。このように、遠隔
監視技術を活用するにあたっては適切な対策が必要な課題があるのも事実である。
そこで本事業では、遠隔監視による保安確保技術の実態及びサイバーセキュリティも含
めた保安上の実態について、国内外の水素スタンド及び水素以外のガソリンスタンド、天
然ガススタンド、LP ガススタンド等の事例調査も踏まえ、整理検討を行い、水素スタンド
の保安規制の見直し議論に向けた検討に資するものとする。そのため、今後、水素スタン
ドの安全性を更に高めるための重要なポイントの 1 つである遠隔監視を活用した保安管理
技術について、水素スタンド等を対象とした海外動向の調査を実施し、遠隔監視型水素ス
タンドで運転を実施した場合における保安上の課題を検討するための情報を整理し、取り
まとめた。以下、本事業の調査・検討結果を示す。

12
13

https://www.japanlpg.or.jp/lgv/lpgstand03.html （2019 年 2 月 21 日閲覧）
https://enepi.jp/articles/587 （2019 年 2 月 21 日閲覧）
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現場へ駆付け
消防・警察等
スタンドからの直接通報

映像転送・通報・通話
監視カメラ

問い合わせ対応・
緊急時の駆付け
スタンドへの
駆付け指示

緊急用電話

緊急時の
駆付け

水素スタンド

水素スタンド敷地外に設置する
遠隔監視場所
（遠隔操作などは行わない）
駆付け者

図 1-3 水素スタンドにおける遠隔監視の模式図
なお、本報告書では、法令・規格等の内容は概要である。正確な内容については、法令
等の関係条項を参照されたい。
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２．事業の目的・方針
２．１ 事業の目的
遠隔監視技術は、近年目覚しい進歩を遂げている。この技術を水素スタンドに応用する
ことによって、規制改革実施計画にて要望されている水素スタンドの遠隔監視を活用した
無人運転の実施の下地を作ることができる。
そこで本事業では、日本、米国、ドイツ、カナダおよびフランスの 5 か国を対象に、水
素スタンド・ガソリンスタンド・天然ガススタンド・ＬＰガススタンドについて、遠隔監
視等による保安管理技術の実態等について調査を実施するとともに、遠隔監視等に対して
考えられるリスク（事故・災害やサイバーテロ、コンピュータウィルス等）
、およびそれら
のリスクに対応した事故防止対策、サイバーセキュリティ等について調査・検討を実施す
る。
得られた調査および検討結果をもとに、水素スタンドにおいて遠隔監視技術を活用し、
遠隔監視を活用した水素スタンドの運転に向けた保安上の課題について整理を行い、課題
に対する対策、規制・技術基準上の扱いに関する提言をまとめ、もって近未来に想定され
る水素スタンドの姿とこれを実現するための課題の検討に資するものとする。

２．２ 事業の調査方法
本事業の調査方法としては、国内においてはヒアリング調査を中心に実施し、国外につ
いては文献調査（Web 上の公開情報を含む。以下、同様。
）及び規制・技術基準等の文献調
査を行い、必要に応じて電話、メール等を活用し、情報収集を行う。
国内については、現状遠隔監視技術を用いた水素スタンド等の運転は現在実施されてお
らず、遠隔監視技術や技術基準等の整備は行われていないことから、公開情報での情報収
集は困難である。そのため、各種業界団体等に対し、遠隔監視技術等についての検討状況
について、ヒアリング調査を実施する。
水素スタンド等に係る法令、技術基準については、デスクトップ調査を実施し、必要に
応じて規制当局、ガソリンスタンドを運営している事業者等に対して電話インタビューを
行い調査結果の補強を行う。
上記の手段によって得られた調査結果等を有識者からなる委員会にて審議を行い、保安
規制の見直しに向けた検討を行う。なお、委員会の概要・委員名簿については、第 4 章を
参照されたい。
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３．本調査報告書で使用する用語の解説・表記法
本報告書で使用する用語については、以下のとおりである。
用語
圧縮水素スタ
ンド
圧縮天然ガス
スタンド
液化石油ガス
スタンド

解説等
当該圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当
該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する定置式製造設備をいう。本
報告書では「水素スタンド」と表記
圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当
該圧縮天然ガスを充塡するための処理設備を有する定置式製造設備をい
う。本報告書では「天然ガススタンド」と表記
液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該液化石油
ガスを直接充塡するための処理設備を有する定置式製造設備をいう。本報
告書では「LP ガススタンド」と表記

水 素 ス タ ン ド 圧縮水素・ガソリン・圧縮天然ガス・LP ガスの各種燃料のスタンドのこ
等
高圧ガス保安
法
一般高圧ガス
保安規則

とを指す。
「保安法」と表記
「一般則」と表記
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、又は移動式圧縮
水素スタンドにより、専ら常用の圧力が八十二メガパスカル以下の圧縮水
素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充塡する者
であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免

保安監督者

状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであ
り、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し六月以上の経験を有する者
にその製造に係る保安について監督させるものを指す。なお、保安監督者
については、スタンドに常駐の義務はないが、保安監督者が不在の際の連
絡体制を確保する必要がある。
水素スタンドの各種設備を管理しているコンピュータシステムや監視カ
メラなどの情報を、通信回線を介してスタンド敷地外の事業者拠点（他の

遠隔監視

水素スタンドや監視センターなど）と共有し、その情報にもとづいて敷地
外の監視員が水素スタンドの状態を監視すること。ただし、監視対象が水
素スタンド以外となる場合は、監視カメラの映像を遠隔地から確認するこ
とを指す。

遠 隔 監 視 を 活 水素スタンドの敷地内に保安監督者や水素スタンドの従業者等が不在で
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用した水素ス

あっても水素スタンドの営業（水素の販売や安全管理など）が行えるよう

タンドの運転

にすること。安全管理のため、水素スタンドに設置した監視カメラ等によ
り、水素スタンドの敷地外の場所から遠隔監視を行うことを前提とする。
必要に応じ、本報告書では「遠隔監視運転」や「遠隔監視型水素スタンド」
という表現も使用

セルフ式/
セルフ化

ドライバー自らが、充塡又は給油を行うこと。

10

４．委員会の概要
本調査では、水素スタンドだけではなく、ガソリンスタンド・天然ガススタンド・ＬＰ
ガススタンドも調査対象とし、将来的な遠隔監視の活用による水素スタンドの運転に向け
た検討に資するために、学識経験者、通信事業者、各スタンドの関連団体等から有識者を
選定し、保安規制の見直しのために技術的な検討を行った。
なお、表 4-1 は今回の委員会の構成、表 4-2 には委員会の開催状況をそれぞれ示す。
表 4-1 委員会の構成
敬称略、委員長以下五十音順
氏名
委員長

木村 雄二

所属
工学院大学 名誉教授
一般社団法人 日本ガス協会

金子 大樹

天然ガス普及ユニット エネルギーシステム部
天然ガス自動車グループ 副課長

境野 哲

NTT コミュニケーションズ株式会社 担当部長

新

国立大学法人電気通信大学

誠一

中井 孝和
委員

平瀬 裕介
矢島 匡

教授

東邦液化ガス株式会社 ガス営業本部長付 部長
（一般社団法人 全国 LP ガス協会）
一般社団法人 水素供給利用技術協会 技術部 部長
矢島匡法律事務所 弁護士

藤木 正治

危険物保安技術協会 業務部長

星川 晃一

一般社団法人 日本自動車連盟 ロードサービス部

吉田 剛
蓮仏 達也

技術課

一般財団法人 石油エネルギー技術センター
自動車・新燃料部 主任研究員
日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社
技術開発本部 開発部 主任技師
表 4-2 委員会の開催状況
実施日

審議内容

1 回目

2018 年 12 月 25 日（火）

キックオフ、事業の方向性検討

2 回目

2019 年 2 月 8 日（金）

各種スタンドの紹介、事業の中間報告

3 回目

2019 年 3 月 8 日（金）

最終報告書の内容審議
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５．遠隔監視とサイバーセキュリティの実態
５．１ 遠隔監視の現状
５．１．１ 遠隔監視の普及とサイバーセキュリティをめぐる情勢
情報通信技術の発達に伴い、人や設備を遠隔で見守り監視する手法も進化を遂げ、ビル、
工場、鉄道、店舗、銀行、医療、介護などの現場で幅広く使われるようになっている。遠
隔監視を行うための機器や通信手段としては、対象設備の状態を常時監視する現場のコン
ピュータ、監視カメラ、各種センサー、通信サービス（光回線、モバイル回線、インター
ネット、IP-VPN 等）
、データセンターなどが挙げられ、現在ではこれらの機器や通信手段
が様々な分野に活用されている。このうち遠隔監視機器の代表例である監視カメラについ
ては、特に近年、社会的に犯罪を抑制するための手法として活用する意識が高くなってき
たことからも、その導入範囲は年々増加の一途を辿っており、現在では、オフィスビルや
各家庭内だけではなく、空港、駅、高速道路、駐車場、ショッピングモール、ATM、病院
といった不特定多数の人々が多く集まる場所にも数多く導入されている。総務省が毎年発
行している情報通信白書の平成 27 年度版14によれば、我が国におけるビッグデータ流通量
は今後も増加し続け、データ流通量のメディア別推移を見ると「防犯・遠隔監視カメラデ
ータ」が最も大きい。また、データ流通量の経年推移で見ても「防犯・遠隔監視カメラデ
ータ」の伸びが大きく、監視カメラが広く導入されている現状が分かる。また、遠隔操作
は、操作対象機器等を離れた場所から操作・制御することができる技術であり、テレビの
リモコン操作からビルの空調管理、プラントにおけるバルブ等の操作まで、様々な分野に
渡って使用されている。一般的な遠隔監視・遠隔操作の模式図を図 5-1 に示す。

監視カメラ

遠隔監視

遠隔操作
（空調管理、出入口の管理 等）
STATION

監視者

図 5-1 一般的な遠隔監視・遠隔操作の模式図
産業界に目を転じれば、今後の産業構造の変化や労働人口の減少、更には、熟練技術者
14

総務省 平成 27 年度版情報通信白書
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc254310.html
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の退職などの課題が山積している。このような問題の対処法の一つとして、IoT 機器の活
用が叫ばれている。製造業においては、1980 年代からコンピュータを活用した監視や制
御技術の導入が一般化している15。特に大規模なプラントを運営する事業所では、運転監
視に関係するシステムが多数存在する。その基本構成を図 5-2 に示す。

図 5-2 プラントの遠隔監視に関係する制御系システムの例 15
このシステム系は運転監視システムを中心に、DCS（Distributed Control System：分
散制御システム）
、中央監視システム、特殊センサーによる監視システムから構成される。
中央監視システムは DCS が担当することもあるが、独立して設置される場合もある。警
報関係は集約される場合が多いが、その他の機能が連携されることは多くはない。
本事例のように、IoT 機器の利用によりプラントの運転監視を遠隔からでも一括して行
うことができるなど、利便性を享受することができる。しかし、IoT 機器を活用する際に
は、そのセキュリティが問題となる。情報システムは一般的に IT 系（情報系）と OT 系
（制御系）に分けることができる。IT 系のシステムに対するセキュリティ対策の必要性は
広く認知され、機器構成が比較的シンプルで機器や OS を更新する頻度が高いため強固な
セキュリティ対策が取られていることが多いのに対して、OT 系、いわゆる制御系に対し
ては、IT 系と比較して機器や OS の更新頻度が低く旧式の設備が長く使われ、多種多様な
装置が複雑につながっているため、技術的な問題やコスト的な問題からセキュリティ対策
が十分になされていないこともある。
そのようなセキュリティ対策が不十分な OT 系システムを、インターネットのようなオ
ープンな通信ネットワークを使って外部と接続し遠隔監視の仕組みを作ると、DDoS 攻撃
やコンピュータウィルス感染、遠隔不正操作といったサイバー攻撃を受けた場合の被害が
大きくなるリスクが高まる。
また、監視カメラを使用する際、映像の転送回線がインターネットのような外部のネッ
15

平成 29 年度石油精製等に係る保安対策調査等事業 （4）ＩＴ障害やテロ等の想定外事
象を踏まえた遠隔監視技術等の活用による保安体制のあり方に関する調査（平成 30 年 3
月、高圧ガス保安協会）
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トワークに接続され、カメラや通信機器に適切なセキュリティ対策が施されていない場合
には、監視カメラを踏み台にする乗っ取りなどのサイバー攻撃の被害に遭う（他者へのサ
イバー攻撃に加担してしまう）リスクが高まる。
制御系システムのリスク原因は、
「自然災害等」
「故障・不具合」
「人為的なミス」
「サイ
バー攻撃」の 4 つに分けることが出来る 15。このうちサイバー攻撃については、近年多く
の事案が報告されていることから、サイバーセキュリティの必要性やサイバー攻撃のリス
クを軽減するための対応策を立案することの必要性が社会的に広く認知されてきている。
遠隔監視による水素スタンドの運転を行う際は、設備を監視制御するコンピュータや監視
カメラ、センサー等の情報を水素スタンドの敷地外から遠隔監視できるようにするため、
それらを外部のネットワーク（通信事業者が提供する通信サービス）に接続することから、
サイバーセキュリティの観点からのリスクアセスメントやリスク軽減策の実施が不可欠
である。

５．１．２ 各国の水素スタンド等における遠隔監視実施の現状
水素スタンド等の遠隔監視の現状については、以下の通りである。
我が国における水素スタンドについて、2015 年 6 月 30 日に閣議決定された「規制改革
実施計画」に盛り込まれた「水素スタンドにおけるセルフ充塡の許容」について検討を進
めてきた結果、具体的なセルフ充塡の要件や方法を示した「セルフ水素スタンドガイドラ
イン（JPEC-TD 0004（2018）2018 年 5 月 21 日制定、一般財団法人石油エネルギー技術
センター）
」が制定され、2018 年 10 月 23 日に ENEOS 横浜綱島水素ステーションで国内
初のセルフ充塡が開始された16。ただし、利用者側は保安教育を受け、また事業者と準委託
契約等の契約行為が必要となる。また、ガソリンスタンドについては、セルフサービス式
であるが、実態は店内の職員による安全確認、給油開始ボタンの操作等が行われており、
遠隔監視を活用した水素スタンドで想定される運転の状況と同じにはなっていない現状で
ある。
我が国以外の調査対象国における水素スタンド等の運用の現状は以下のとおりであっ
た。


米国においては、すべての州・地域ではないが、完全な無人化が行われている。



カナダでは無人運転が実施されている水素スタンドがある。



フランスおよびドイツにおいては、法令にて完全な無人化が想定されており、実施
可能な状況である。

16

ENEOS 横浜綱島水素ステーション、お客様によるセルフ充塡開始について：
https://www.noe.jxtg-group.co.jp/newsrelease/2018/20181018_01_02_1080071.html
（2019 年 2 月 20 日閲覧）
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フランスには 2,000 弱の LP ガススタンドが存在し17、セルフ化が行われている18。

５．１．３ 水素スタンドの遠隔監視に関する国際規格（ISO/TS 19880-1:2016）
近年、水素技術分野において、国際標準化機構（ISO）が規格作成を進めており、水素
の国際標準化を推進する技術委員会は「エネルギー利用を目的とした水素の製造、貯蔵、
輸送、測定および利用に関するシステム・装置に関わる標準化」を目的として、1989 年
11 月に ISO の中の第 197 番目の委員会（TC197：Technical Committee 197）として設
立された。
TC197 には水素スタンドの一般要件の規格を検討する WG24 を含む、14 のワーキング
グループ（WG）が活動している。
WG24 の検討結果は、ISO/TS（標準仕様書：Technical specifications） 19880-1 Gaseous
hydrogen - Fuelling stations - Part 1:General requirements（水素ガス充塡スタンド - 第
1 部：一般要件）として、2016 年 7 月 1 日に発行された。なお、現在 ISO/TS 19880-1 の
改訂案が審議中であり、DIS（Draft international standard：国際規格案）が 2018 年 2
月 に 登 録 さ れ て い る 。 DIS は 、「 投 票 し た TC/SC （ TC:Technical committee 、 SC:
Subcommittee）の P メンバー（Participating member）の 2/3 以上が賛成」かつ「反対
が投票総数の 1/4 以下」の場合に FDIS（Final Draft international standard：最終国際
規格案）として登録され、FDIS の承認後に正式に国際規格の発効となる。
無人設備については、遠隔監視について規定しており、
「6.4 Remote system control（遠
隔システム制御）
」と「12.11 Service manual（サービスマニュアル）
」の 2 箇所で規定し
ている。サイバーセキュリティに関する規定はない。
規定内容について表 5-1 に示す。
表 5-1

ISO/TS 19880-1:2016 の遠隔監視における規定概要

項目
6.4

規定概要
・水素燃料補給所は以下の機能を備えてもよい。

遠隔システム

－遠隔監視／データ伝送。

制御

－遠隔操作、例えば燃料補給や故障後のスタンドの再起動の許可
－遠隔制御プログラムの変更（ソフトウェアの更新、書き込みなど）。
・製造業者またはオペレータが故障後にスタンドを再起動、または制御ロ
ジックを遠隔で変更可能とした場合、メンテナンススタッフの現場待機
を含めて、これを安全に実行するための措置を定義すべきである。

17

18

欧州の LP ガス自動車事情と日本の課題（平成 29 年 5 月 16 日、ＬＰガス自動車普及促
進協議会）
、http://www.lpgcar.jp/info/dl/20170522.pdf
平成 28 年度石油産業体制等調査研究 LP ガス自動車普及に関する海外実態調査（平成
29 年 2 月、日本 LP ガス協会）
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項目

規定概要
・これらの制御コード変更機能には、次のものがある。
－遠隔で制御パラメータを変更する。
－遠隔監視システムへのアップグレードを認証する。
－パラメータ変更を認証する。
－パラメータをアップロードする。
－操作を許可する。
－すべての変更を無効にする／復元する。
－ドキュメントの検証とバックアップ。

12.11

・技術文書には、調整、整備および予防検査、修理のための適切な手順を

サービス

詳述した整備マニュアルが含まれるべきである。保守/サービスの間隔

マニュアル

と記録に関する推奨事項は、そのマニュアルの一部であるべきである。
適切な動作を検証するための方法が提供されている場合（例えばソフト
ウェアテストプログラム）、それらの方法の使用は詳細にされるべきで
ある。
・機器の操作をプログラム化できる場合は、プログラミング方法、必要な
機器、プログラムの検証、および追加の安全手順（必要な場合）に関す
る詳細情報が提供されるべきである。
・水素スタンドに、遠隔監視／データ伝送、遠隔操作、または遠隔制御プ
ログラム修正の機能がある場合は、6.4 を参照し、スタンド建設事業者
あるいはインテグレータは、機器を操作する人に対し、スタンドを遠隔
監視し、スタンドからデータを受信し、かつ／あるいは無人スタンドで
燃料補給を許可することができるよう、指示／手順を提供すべきであ
る。
（注記）エンドユーザーが水素スタンドの機器を操作することが期待され
ない場合、サービスマニュアルをエンドユーザーに提供する必要はな
い。

５．２ サイバーセキュリティに関する規格とサイバー攻撃事例
５．２．１

サイバーセキュリティに関する規格

サイバーセキュリティに関する規格は様々な分野で制定されている。以下、(1)～(6)に
て代表的なサイバーセキュリティの規格を紹介する。
水素スタンドの遠隔監視を行うにあたっては、これらの規格を参考にしながら費用対効
果や技術的実現性等も考慮に入れて、水素スタンドに必要なセキュリティ管理のルールを
定め、導入・運用していくことが望まれる。
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(1) IEC 6244319
（a）概要
セ キ ュ リ テ ィ の 国 際 標 準 規 格 と し て 、 IEC （ International Electrotechnical
Commission：国際電気標準機関）が標準化を進めている汎用の産業オートメーションお
よび制御システム（IACS：Industrial Automation and Control Systems）を対象とした
IEC62443 シリーズがある。IEC 62443 として体系化および発効を予定している規格は
表 5-2 に示すとおり、Part1 から Part4 までの 4 区分 13 編があり、8 編が発行されてい
る。
表 5-2
規格番号

IEC62443 シリーズ

タイトル

概要

発効

（枝番のみ）
1-1

Terminology, concepts and

概念とモデルの説明。

○

用語と略語の用語集。

－

System Security Compliance

産業用制御装置(IACS)のライフ

－

Metrics

サイクルを管理するためのサイ

models
1-2

Glossary of Terms and
Abbreviations

1-3

バーセキュリティ準拠基準。
1-4

Security life cycle and use cases

車両を対象としたセキュリティ

－

のライフサイクルとユースケー
ス。
2-1

Establishing an industrial

産業用制御装置のセキュリティ

automation and control system

管理システムに必要な要素の定

security program

義及びその要素の開発方法に関

○

するガイダンス。
CSMS 認証の制度がある。
2-2

Implementation guidance for an

産業用制御装置のセキュリティ

IACS security management system

マネジメントを効果的に運用す

－

るための指針。
2-3
2-4

19

Patch management in the IACS

産業用制御装置のパッチ管理シ

environment

ステムの適用のガイダンス。

Security program requirements

産業用制御装置の供給者への要

for IACS service providers

求条件。

○
○

IEC/TS 62443-1-1:2009 Industrial communication networks – Network and system
security –Part 1-1: Terminology, concepts and models
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規格番号

タイトル

概要

発効

Security technologies for

サイバー攻撃や不正侵入から産

○

industrial automation and

業用制御装置を守るための防御

control systems

技術、低減方法、ツールについて

（枝番のみ）
3-1

の情報。
3-2
3-3

Security risk assessment and system

制御系システムのセキュリティ

design

リスク評価を行うための条件。

System security requirements

1-1 での 7 つの基本要件に関連す

and security levels

る詳細な技術システム要件（SR）

－
○

を提供。
4-1

Secure product development

産業オートメーションおよび制

lifecycle requirements

御システムを構成する製品の開

○

発プロセスの規定。
EDSA 認証制度がある。
4-2

Technical security requirements

産業オートメーションおよび制

for IACS components

御システムの構成品のセキュリ

○

ティの技術要件の規定。
EDSA 認証制度がある。
対象としている産業オートメーションおよび制御システム（IACS）は、製造および加
工工場や施設で、自動化、遠隔制御または遠隔監視された状態で使用される制御システ
ム、建物の環境制御システム、公益事業（電気、ガス、水道など）
、パイプライン、石油
などが含まれる。
表 5-3 に、IEC62443-1-1 の産業オートメーションおよび制御システム（IACS）の基
本的な要件を示す。

表 5-3 IEC62443-1-1 における産業オートメーションおよび制御システム（IACS）の
基本的な要件
項目
アクセス制御

概要
選択された装置、情報、またはその両方へのアクセスを制御して、装
置または情報への許可されていないアクセスから保護する。

使用管理

選択された機器、情報、またはその両方の使用を管理して、不正な機
器の操作または情報の使用から保護する。

データの完全性

許可されていない変更から保護するために選択された通信チャネル
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項目

概要
上のデータの完全性を保証する。

データの機密性

盗聴から保護するために、選択された通信チャネル上のデータの機密
性を保証する。

データフローの

許可されていないソースへの情報の公開から保護するために、通信チ

制限

ャネル上のデータのフローを制限する。

イベントに対す

適切な当局に通知し、違反の法医学的証拠を報告し、ミッションクリ

るタイムリーな

ティカルまたはセーフティクリティカルな状況でタイムリーな是正

対応

措置をとることにより、セキュリティ違反に対応する。

リソースアベイ

サービス拒否攻撃から保護するために、すべてのネットワークリソー

ラビリティ

スのアベイラビリティを保証する。

IEC62443 におけるセキュリティとは、以下を意味する。


違法または不必要な侵入



適切かつ意図された操作に対する妨害



産業オートメーションおよび制御システム（IACS）の機密情報への不適切なアクセ
スの防止
セキュリティは、脅威、リスク、対策、およびそれらの間の関係に基づいている。

IEC62443-1-1 では、これらリスクとリスクを増大させる脅威を正しく評価し、対策を講
じることで設備・機器を保護することができるとしている
IEC62443-2-1 は、制御システムのオーナーが行うべき活動の要件を示している。具体
的には、マネージメントやセキュリティポリシーの作成、運用など、設備を長期にわた
ってセキュアに維持するためのライフサイクルと、その中で必要な活動（たとえばセキ
ュリティレベルを設定し維持する活動など）を定義している。
IEC62443-3-1 は、一般的なセキュリティ技術の解説と、それらの技術や製品が、制御
システムのネットワークにおいてどのように活用すべきかを解説している。
IEC62443-3-3 は、脅威や脆弱性を洗い出し特定するための 7 項目を示している。
IEC62443-4-1 および 2 は、デバイス単体の機能をセキュリティレベルと対比し、達成
するための製品開発者の活動を規定するものであり、制御システムの構成品の技術要件
を示している。

（b） 認証制度
制御システムに関する認証制度は、制御系システムのサイバーセキュリティマネジメ
ントシステム（CSMS：Cyber Security Management Systems for IACS（Industrial
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Automation and Control System）
）で、IEC62443-2-1 の基準を適用した認証制度であ
る。本制度は、日本から提案して構築された認証制度であり、認証機関として（一財）
日本品質保証機構（JIS）および BSI グループジャパン株式会社が認証業務を行っている。
製品に関する認証制度は、国際計測制御学会のメンバーを中心とした ISCS（ISA
Security Compliance Institute）が開発した制御機器認証プログラム（EDSA：Embedded
Device Security Assurance)である。このプログラムの一部は、IEC62443-4-1 および 2
に取り込まれている。日本では、認証機関として技術研究組合制御システムセキュリテ
ィセンター(CSSC)が認証業務を行っている。

(2) NIST SP800-82 Guide to Industrial Control Systems（ICS） Security20
米 国 の 国 立 の 研 究 機 関 で あ る NIST （ National Institute of Standards and
Technology：米国国立標準技術研究所）では、産業用制御システム（ICS：Industrial
Control Systems）セキュリティのガイドライン（NIST SP800-82 Guide to Industrial
Control Systems (ICS) Security）を 2011 年と 2015 年に公開している。このガイドライ
ンには、SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition：監視制御とデータ取得）
システム、分散制御システム（DCS）
、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
などを含む産業用制御システムのセキュリティを確保するための一般的なトポロジー、
接続、ネットワーク構成を示し、セキュリティアーキテクチャ、システムの脅威と脆弱
性、その対応策などがまとめられている。

(3) CIP Standard21
電力分野においては、電力設備、システムの構築に係る技術的な国際標準の制定が進
められており、サイバーセキュリティに関しては、米国の NREC（North American
Electric Reliability Corporation：北米電力信頼性評議会）が、重要インフラ事業を遂行
する上で実施すべきセキュリティ規準を 10 項目に分類し定義した CIP Standard
（Critical Infrastructure Protection Standard：重要インフラ保護サイバーセキュリテ
ィ基準）を制定している。2013 年に制定された CIP version5 の 10 項目の基準の概要を
表 5-4 に示す。

20

21

Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security（2015 年 5 月、NIST Special
Publication 800-82）
、
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-82r2.pdf
https://www.nerc.com/pa/Stand/pages/cipstandards.aspx （2019 年 3 月 8 日閲覧）
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表 5-4
番号
CIP-002-05

CIP version5 の 10 項目の基準の概要

タイトル

概要

BES Cyber System

セキュリティ要件を明確にするために大

Categorization

規模電力システム(BES)とその資産を識別
し分類する。

CIP-003-05

CIP-004-05

Security Management

持続可能なセキュリティマネジメントを

Controls

規定する。

Personnel & Training

リスク評価、トレーニング、セキュリティ
意識の向上により、大規模電力システムに
対する誤操作等によるリスクを低減する。

CIP-005-05

Electronic Security

大規模電力システムのサイバーシステム

Perimeter(s)

を取り巻く電子的なセキュリティ境界を
特定し、電子的なアクセスを管理する。

CIP-006-05

CIP-007-05

Physical Security of BES

大規模電力システムのサイバーシステム

Cyber Systems

を特定し、物理的なアクセスを管理する。

System Security Management

重要なサイバー資産のセキュリティを確
保するための手法、プロセス、手続きを策
定する。

CIP-008-05

Incident Reporting and

インシデントを特定し、サイバーセキュリ

Response Planning

ティのインシデントの結果としてリスク
を低減し、信頼できる運用を行う。

CIP-009-05

Recovery Plans for BES Cyber

大規模電力システムを継続的に安定させ

Systems

るための復旧計画によって、信頼できる機
能を復旧する。

CIP-010-01

CIP-011-01

Configuration Change

構成変更管理と脆弱性評価により、大規模

Management and

電力システムの未承認の変更を発見し防

Vulnerability Assessments

止する。

Information Protection

大規模電力システムを保護するために、守
るべき情報を特定し、不正アクセスを防止
する。

【以下の(4)~(6)の規格は、遠隔監視技術とは直接の関係はないものであるが、水素スタンド
等全体のサイバーセキュリティに関する規格の一例として紹介する。】
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(4)PCI DSS
PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）は、カード会員データのセキュ
リティを促進および強化し、世界規模で一貫したデータセキュリティ対策を幅広く採用
できるようにするために開発された、世界規模のペイメントカード業界のデータセキュ
リティ標準である。
PCI DSS は、クレジットカードの不正利用の防止を目的として、主要なクレジットカー
ド企業でセキュリティ基準審議会（PCI SCC：the Payment Card Industry Security Standards
Council）を 2006 年 9 月に組織し、開発された。
欧米において PCI DSS は、ペイメントカード処理に関わる、水素スタンド等を含むす
べての事業体に適用される。事業体には、加盟店、処理者、取得者、発行者およびサー
ビス提供者、さらにカード会員データ（CHD）および/または機密認証データ（SAD）を
保存、処理、または送信するその他すべての事業体を含んでいる。また、PCI DSS は、カ
ード会員データを保護するための最低限の要件で構成されており、リスクをさらに軽減
するための追加の管理および慣行、さらには地域、地域、およびセクターの法規制によ
って強化される可能性がある。さらに、法律または規制の要件により、個人を特定でき
る情報またはその他のデータ要素（カード所有者名など）に対する特別な保護が必要に
なる場合がある。
無人設備に関連する規定箇所は、「PCI DSS 要件（PCI DSS Requirements）22」の 9.1.3
節および 9.9.2 節である。規定内容について表 5-5 に示す。
表 5-5 PCI DSS の無人設備における規定概要
項目
9.1.3

規定概要
・ワイヤレスアクセスポイント、ゲートウェイ、ハンドヘルドデバイス、ネット
ワーキング/通信ハードウェアおよび電気通信回線への物理アクセスを制限す
る。
・この項目に関するガイダンスは次のように述べている。
－ワイヤレスコンポーネントおよびデバイスへのアクセスに対するセキュリ
ティがないと、悪意のあるユーザーは組織の無人ワイヤレスデバイスを使用
してネットワークリソースにアクセスしたり、自分のデバイスをワイヤレス
ネットワークに接続して不正アクセスを取得したりする可能性がある。
－さらに、ネットワーキングおよび通信ハードウェアを保護することで、悪意
のあるユーザーがネットワークトラフィックを傍受したり、自分のデバイス
を有線ネットワークリソースに物理的に接続したりすることを防ぐ。

9.9.2
22

・デバイスを定期的に検査して、改ざん（例えば、デバイスへのカードスキマー

Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard Requirements and Security
Assessment Procedures Version 3.0
（2013 年 11 月、
PCI Security Standards Council）
、
https://www.pcisecuritystandards.org/minisite/en/docs/PCI_DSS_v3.pdf
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項目

規定概要
の追加）、または置き換え（例えば、シリアル番号または他のデバイス特性を
調べて、それが不正なデバイスと交換）が行われていないことを確認する。
・この項目に関するガイダンスは次のように述べている。
－デバイスを定期的に検査することで、組織はデバイスの改ざんや交換をより
迅速に検出し、それによって不正なデバイスを使用することによる潜在的な
影響を最小限に抑えることができる。
－検査の頻度は、機器の設置場所、機器の取り扱いの有無などの要因によって
異なる。例えば、組織の担当者の監督なしに公共の場所に置かれた機器は、
安全な場所に置かれている機器や一般にアクセス可能なときに監視されて
いる機器よりも頻繁に検査されることがある。検査の種類と頻度は、年間リ
スク評価プロセスで定義されているように、加盟店によって決定される。

(5)PA-DSS
PA-DSS（Payment Application Data Security Standard：ペイメントアプリケーショ
ンデータセキュリティ基準）は、セキュリティ基準審議会（PCI SCC）が管理するプロ
グラムペイメントアプリケーションのベストプラクティス（PABP）である。PA-DSS の
概要について表 5-6 に示す。
表 5-6 ペイメントアプリケーションデータセキュリティ基準（PA-DSS）v3.023
・PA-DSS は、Visa Inc. の監督の下、ペイメントアプリケーションベストプラクティス
（PABP）と以前呼ばれていた、PCI Security Standards Council が管理するプログラ
ムである。
・PA-DSS の目的は、ソフトウェアベンダーやその他の事業体による安全なペイメント
アプリケーションの開発を促進し、開発されたペイメントアプリケーションが PCI
DSS に確実に準拠するようにすることである。
・安全なペイメントアプリケーションとは、完全な磁気ストライプデータ、CVV2 デー
タ、PIN データなどの禁止されているデータを保存しないアプリケーションのことで
ある。
・第三者に販売、配布、またはライセンス供与されるペイメントアプリケーションは、
PA-DSS 要件に従う必要がある。加盟店やサービスプロバイダによって開発された第
三者に販売されない社内ペイメントアプリケーションには PA-DSS 要件は適用され
ないが、このようなペイメントアプリケーションも PCI DSS に準拠してセキュリテ
ィで保護される必要がある。
23

PCI Security Standards Council, LLC ：
https://ja.pcisecuritystandards.org/minisite/en/pa-dss-v3-0.php （2019 年 2 月 20 日
閲覧）
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ただし、PA-DSS は、承認または決済の一環としてカード会員データを保存、処理、ま
たは送信する支払いアプリケーションを開発するソフトウェアベンダーおよびその他の
アプリケーションに適用され、これらの支払いアプリケーションは第三者に販売、配布、
またはライセンス供与される。
欧米のガソリンスタンドの無人運転における通信回線は、通常のインターネット回線
であり、ローカルネットワークに PA-DSS の標準を用いている。
ただし、これらの基準は、主にカード決済のためのネットワークやセキュリティの基
準であり、燃料タンク等の活用を睨んだネットワークやセキュリティの基準ではない。
すなわち、PA-DSS は、ペイメントカード業界のデータセキュリティ標準である。

(6)欧州指令
EU はサイバーセキュリティに関する欧州指令 2016/114824を 2016 年 6 月に発行して
おり、ドイツでは同指令に対応する法律を 2017 年 6 月に、フランスでは 2018 年 9 月 14
日にそれぞれ施行している。
同指令は、一般的なサイバーセキュリティに関するものであり、有人無人を問わず、
特に燃料供給スタンドに関する現在の法律ではないものの、サイバー攻撃のリスクをカ
バーする、より厳格なセキュリティチェックの必要性について言及している。
ドイツの検査および認証機関の 1 つである TÜV による最近の報告では、検査官はセキ
ュリティに対する非物理的脅威のテストのレベルを、充塡所に対する物理的セキュリテ
ィの脅威に対して安全性が確保されるレベルまで引き上げる必要性を強調した。並びに、
ガソリンポンプやペイメントシステムがサイバー攻撃を受けにくいように、アルゴリズ
ム、デジタルインターフェース、データのセキュリティを個別にテストする必要がある
と述べている。
フランスでは、多くの法律25でサイバーセキュリティ全般について規制がかけられてい
る。サイバー攻撃やデータ漏えいは燃料供給スタンドの問題として認識されており、例
として以下のような問題が指摘されている。


カードスキミングによるクレジットカード/デビットカードからの情報漏えいでは、
スタンドのカードリーダーは監視（カメラ、目視いずれも）から離れている場合が
多いため、スキミングデバイスの設置が比較的容易であること。


24

25

料金を払わずに、缶等にガソリンを補給することが可能となること。

EU legislation, Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the
Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of
network and information systems across the Union, July 6th 2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001
.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC（2019 年 2 月 20 日閲覧）
For example, Law of November 15th 2011 relating to daily safety, law of March 9th
2004, law regarding confidence in the digital economy of June 21st 2004, law relating
to electronic communication of July 9th 2004, law relating to the fight against
terrorism or January 23rd 2006.
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５．２．２

サイバー攻撃事例

国内外のサイバー攻撃の事例は数多く報告されているが、以下に国外のガソリンスタ
ンドにおけるサイバー攻撃事例を示す。水素スタンドの遠隔監視を行うにあたっては、
こうした事例・ガイドライン（9 章に後述するものも含む）も参考にして、サイバー攻撃
による被害を防止したり最小化したりするためのセキュリティ管理策を導入・運用する
ことが望まれる。

(1)自動タンクゲージのパスワードが発覚した事例26
2015 年米国において、約 5,000 のガソリンスタンドの自動タンクゲージ（ATG：燃料
計量のためのゲージ）のパスワードがインターネットに公開されていたことが分かった。
また、2018 年 5 月段階において、同じ脆弱性を有するガソリンスタンドが 5,635 件ある
ことが分かった。この状況の場合において、以下の事象が発生する可能性が指摘されて
いる。


ハッカーによる燃料タンクのオーバーフロー制限の変更



上記による火災・爆発の発生



燃料の不正入手



ある地域のすべてのガソリンスタンドの燃料タンクを空にし、燃料不足に陥れる
こと

(2)カードスキマーを活用した犯罪事例 26
ATM のカードスキマーが、ガソリンスタンドのガスポンプに埋め込められ、犯罪に利
用された事例が 2016 年より確認されるようになった。この犯罪は、危険物に対する保安
には直接関係はないが、今後日本で完全無人化を実施する場合に留意すべき点の 1 つと
思われる。

上記の 2 例からも推測されるとおり、水素スタンドへのサイバー攻撃に対して適切な備
えが必要である。そのため、遠隔監視を活用した水素スタンドの運転を行う場合もサイバ
ーセキュリティ対策の実施が重要である。

26https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-increasingly-targeting-gas

-stations-and-credit-cards-at-the-pump/（2019 年 2 月 20 日閲覧）
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６．水素スタンドにおける遠隔監視による保安管理技術活用に関する実態調査
６．１ 国内水素スタンドにおける調査
６．１．１ 水素スタンドの概要
2014 年 7 月に初の商用の水素スタンドとなる「尼崎水素ステーション」
（現 イワタニ
水素ステーション尼崎）が兵庫県尼崎市に完成 2 して以降、2019 年 3 月 1 日時点において
113 箇所の商用水素スタンドが、建設・計画中（平成 30 年度に追加された 12 件を含む）
も含めて存在する。

図 6-1

我が国における水素スタンドの普及状況（再掲）

「水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂版 3」
（2016 年 3 月 22 日改訂）によると、水素
スタンドは 2020 年度までに 160 箇所程度、2025 年度までに 320 箇所程度の普及を目標
としている。

６．１．２ 水素スタンドに係る適用法令
水素スタンドで充塡を行う行為は、保安法における高圧ガスの製造となる。
高圧ガスの製造者は、表 6-1 により都道府県知事の許可を受けることまたは届け出るこ
とが必要であり、製造許可を受けた事業所の従業者または届け出を行った事業所の従業者
が行わなければならない。このため、水素の充塡作業は、所定の国家資格と所定の経験年
数を持つ保安監督者の下、教育・訓練を受けた従業者のみが行うことができるとされてい
る。

26

表 6-1 保安法の概要（製造）
法第 5 条

製造の許可等

・容積が 100m3 以上の設備を使用して高圧ガスの製

第1項

（法第 5 条第 1 項）

造をしようとする者は、事業所ごとに、都道府県知
事の許可を受けなければならない。

法第 5 条

製造の許可等

・事業所ごとに、製造開始の日の二十日前までに都

第2項

（法第 5 条第 2 項）

道府県知事に届け出なければならない。（前項の場
合を除く。
）

一方、「水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会」にて行われた検討において、
水素スタンドにおける利用者によるセルフ充塡は、高圧ガスの製造許可を受けた事業者と
利用者の関係を、事業者とその従業者の関係とみなすことで、可能である27とされた。

６．１．３ 水素スタンドにおけるセルフ式充塡と遠隔監視による無人運転に関するこ
れまでの検討
水素スタンドの利用者によるセルフ充塡は、事業者と利用者の間で、利用者が水素充塡
のために実施する作業（ノズル着脱等）を行なう準委任契約を結び、かつ利用者が作業を
行うために必要な保安教育を実施するなどの条件を満たした場合にのみ、
「セルフ充塡（ノ
ズル着脱等）
」を実施することができる。水素スタンドには従業者が常駐し、設備の監視
と日常点検を実施し、異常時・緊急時は従業者が、状況確認を実施、対応を行う。
実際の水素充塡は、水素スタンドの従業者の管理のもと、利用者が「充塡準備完了」を
発信した後、ノズルの接続が完全であることを確認の上、充塡制御プログラムに従い、通
常、自動で行われている（図 6-2 の「有人セルフ」
）。

27

有人セルフの実現に向けた取組 セルフ水素スタンドガイドライン JPEC-TD
0004(2018)について（2018 年 6 月 21 日、第 6 回 水素・燃料電池自動車関連規制に関す
る検討会、燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
）、
http://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_nenryo/pdf/006_03_00.pdf

27

※上図では、ドライバーが実施するのは「ノズル脱着作業等」とあるが、ドライバーが水素の充塡におい
て実施するのは「ノズル脱着作業」のみであり、
「等」は充塡前後の作業を指すものと考えられる。

図 6-2 水素スタンドの想定される形態28
日本では、水素スタンドの遠隔監視による無人運転（図 6-2 の「無人セルフ」）は実施
されていない。将来の実現が想定される無人スタンドでは、次のような運用が想定されて
いる29。


従業者は水素スタンドに常駐せず、監視ステーション（図 6-3 では「集中監視セン
ター」
）などで遠隔で集中的に水素スタンドの設備を監視する。



従業者は定期的に巡回して現状と同等の日常点検等を実施する。



利用者は充塡ノズルの脱着等を行い、自動で水素充塡を行う。



異常時・緊急時は構内放送等により避難誘導を行うとともに、従業者が駆けつけて
状況確認を実施し、対応を行う。

規制改革実施計画の要望事項（
「人」に関する要望項目）について（2018 年 6 月 21 日、
第 6 回 水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会、燃料電池実用化推進協議会
（FCCJ）
）
、
http://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_nenryo/pdf/006_01_00.pdf
29規制改革実施計画の要望事項について（2018 年 9 月 21 日、第 7 回 水素・燃料電池自動
車関連規制に関する検討会、燃料電池実用化推進協議会（FCCJ））
、
http://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_nenryo/pdf/007_01_00.pdf
28

28

図 6-3 将来の水素スタンドの運用（無人スタンド）29
「水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会」では以下の考え方が示された。


これまでの水素スタンドの運営実績に加え、今後、有人セルフの運営実績、保安監
督者の兼務などの運営実績を積み、その経験から得たものの活用や技術開発を進め、
遠隔監視による無人セルフの実現を目指す。28



将来の水素スタンドは、運営事業者、立地、などの条件により、有人スタンド（現
行）
、有人セルフ、無人セルフが混在して普及していくと考えている。28

29

６．２ 海外水素スタンドにおける調査
６．２．１ 調査対象国の水素スタンドの概要
海外においては、米国、カナダ、ドイツ、フランスを始めとする欧州において、水素ス
タンドの普及が進んでいる。
表 6-2 に欧米の商用の水素スタンドの運転状況を示す。
ドイツでは、2018 年に 17 の新しい水素スタンドが運転を開始し、2018 年末の時点で
60 の商用の水素スタンドが運転中となり、世界で 2 番目に大きな水素供給インフラを持つ
国となった30。また、カナダでは、無人運転を行っている水素スタンドの事例がある。
表 6-2 各国の水素スタンドの運転状況31
米国

カナダ

フランス

ドイツ

運転中

42

4

17

60

計画中

33

7

12

38

以下に、米国、カナダ、ドイツ、フランスを対象とした適用法規等の調査結果を示す。

６．２．２ 調査対象国の水素スタンドに係る適用法規
本項では、調査対象国の水素スタンドにおける適用法規を中心に調査結果を掲載するが、
遠隔監視・遠隔制御等については、後述の表 6-12 に記載してある。

(1) 米国
（a） IFC
IFC（International Fire Code：国際消防規則）が、42 の州、コロンビア特別区（ワ
シントン D.C）、ニューヨーク市、グアム、プエルトリコにおいて、施行または採用さ
れている。規則として採用されれば、それはその管轄の規制として機能する。IFC は、
規範的かつ実績に関連する規定し、出火防止および防火システムに関する最低限の規則
を定めている。IFC は、モデルとなる規則として、連邦の法および手続きに従って採用
されることを意図している。
IFC の採用は、米国における各自治体レベルの AHJ（Authority Having Jurisdiction：
規制管轄局）が可否を決定する。IFC のようなモデルコードを採用する場合、一部の地

30https://globenewswire.com/news-release/2019/02/15/1726095/0/en/Highest-increase-of-

hydrogen-refuelling-stations-in-Germany-worldwide-in-2018-again.html （2019 年 3
月 1 日閲覧）
31 https://www.netinform.net/h2/h2stations/h2stations.aspx （2019 年 2 月 19 日閲覧）
等の各種公開情報を基に作成

30

域では、現地の慣行や法令が反映されるように規則を修正する。
IFC 第 23 章自動車燃料供給施設と修理工場（Chapter 23 Motor Fuel Dispensing
Facilities and Repair Garages）には、乗用車、船舶、フリート車両（レンタカーやタク
シー等の組織がまとめて管理する乗用車群）、航空機の燃料供給設備、および修理工場
について規定されている。
無人設備に関連する規定箇所は、「2304.3 無人セルフサービス燃料供給設備（2304.3
Unattended Self-service Motor Fuel-dispensing Facilities）」である。
規定内容について表 6-3 に示す。
表 6-3 IFC の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要
項目
一般

規定概要
・承認されれば、無人セルフサービス燃料供給設備として認可される。
・承認の条件として、所有者または運営者は、毎日の現場視察、定期
的な機器の点検およびメンテナンスを行い、その責任を負うことと
する。

ディスペンサー

・ディスペンサーは、引火性または可燃性の液体に対して定められた
「燃料ディスペンシングシステムのための仕様」（2306.7）に適応
する必要がある。
・さらに、無人スタンドでは、承認されていない限りコイン/紙幣で操
作するディスペンサーは使用できない。

緊急制御

・緊急制御は、すべてのスタンドで別項目の「緊急切断スイッチ」の
仕様に準拠している必要がある。
・さらに、無人スタンドでは、緊急制御を手動でリセット可能にする
必要がある。

取扱説明書

・ディスペンサーの取扱説明書は、すべてのディスペンサーの承認さ
れた場所に目立つように掲示されなければならず、その上部に緊急
管理の場所を示さなければない。

緊急手順

・承認された緊急手順のサインは、次のように目立つ場所に掲示する
必要がある。

・これはすべてのスタンドに必要な標識に加えて示す。
連絡事項

・コインの操作を必要としない電話、あるいはほかに承認された、消
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項目

規定概要
防署に通知するための明確に示された手段が、消防法官（fire code
official）によって承認された場所に設置されなければならない。

数量制限

・無人スタンドにあるディスペンサーにより供給される燃料の量は、
承認されているプログラム済みのカードによって量が制限される
ものとする。

（b） NFPA 30A
燃料スタンドは、NFPA 30A（Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages
（2018 年版））でカバーされている。NFPA 30A は、自動車や船舶の燃料タンクに対す
る、液体や気体の燃料供給における保護手段を提供し、火災や爆発の危険性の軽減に寄
与する。
無人設備に関連する規定概要について表 6-4 に示す。
表 6-4 NFPA30A の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要
項目
定義

規定概要
・勤務中の係員がいない自動車向け燃料供給設備。
・顧客は、コイン、紙幣、会員証、またはクレジットカード
を使用して支払いを行う。
・原則、現金の使用は禁止であり、使用する場合は、AHJ の
許可が必要である。

非常用電気切断

・無人のモーター燃料供給設備では、遮断装置または切断装
置は利用客からすぐにアクセス可能でなければならず、少
なくとも 1 つの予備の遮断装置または切断装置は個々のア
イランドの各グループからいつでもアクセス可能でなけ
ればならない。
・遮断装置または切断装置には、「緊急燃料遮断」またはそ
れに相当する文言を記した標識を表示しなければならな
い。

固定の防火装置

・AHJ が要求する場合には、追加の防火対策を提供しなけれ
ばならない。
・これには、固定された抑制システム、自動火災検知、手動
火災警報、現場外への警報の送信、および 1 回の処理あた
りの配送量の制限が含まれる。

動作要件

・AHJ によって承認された場合、無人セルフサービス施設は
許可される。
・取扱説明書はディスペンシングエリアに目立つように掲示
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項目

規定概要
する。
・指示には、緊急制御の場所、および使用者が自分の車の外
側に留まっている間、および給油中は給油ノズルを監視し
ているという要件が含まれていなければならない。
・緊急指示は、給油エリアに目立つように掲示するものとす
る。 指示書には、次の文言またはそれと同等の文言が組
み込まれていなければならない。

・これはすべてのスタンドに必要な標識に加えて示す。
・ラッチ開放装置付きの自動閉鎖型ホースノズルバルブを備
えなければならない。ホースノズルバルブは別項の一般要
件を満たしている必要がある。
・電話、あるいはほかに承認された消防署に通知するための
明確に示された手段が、AHJ によって承認された場所に提
供されなければならない。
（c）NFPA52
NFPA52（Vehicular Natural Gas Fuel Systems Code（2016 年版））は、液化天然ガス、圧
縮天然ガススタンドおよび水素スタンドを対象としている。NFPA 52 は、圧縮天然ガス、
液化天然ガスおよび水素のエンジンの燃料システムおよびスタンドに関連する火災なら
びに爆発の危険性を軽減する手段を提供することで、人と設備を保護する。
NFPA52 は液化天然ガスおよび圧縮天然ガススタンドを対象としていたが、2006 年度
版から水素も対象としている。
ただし、無人設備に関連する規定は、液化天然ガススタンドのみで、水素スタンドに
ついて規定はない。
（d） NFPA2
NFPA2（Hydrogen Technologies Code（2016 年版））は、圧縮水素ガスあるいは極低温
の液化水素の製造、設備、貯蔵、配管、利用および取扱いのための基本的な安全対策を
示している。
無人設備に関連する規定概要について表 6-5 に示す。
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表 6-5

NFPA2 の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要

項目
定義（NFPA30A の引用）

規定概要
・勤務中の係員がいない自動車向け燃料供給設備。
・利用者は、コイン、紙幣、会員証、またはクレジットカー
ドを使用して支払いを行う。
・原則、現金の使用は禁止であり、使用する場合は、AHJ の
許可が必要である。

圧縮およびプロセス機器

・水素ガスの圧縮機器を従業員の立ち会いなしで操作する行
う場合、高い排出と低い吸い込みの圧力でも自動的に停止
する機能が備わっていなければならない。

固定の防火装置
（NFPA30A の引用）

・AHJ が要求する場合には、追加の防火対策を提供しなけれ
ばならない。
・これには、固定された抑制システム、自動火災検知、手動
火災警報、現場外への警報の送信、および 1 回の処理あた
りの配送量の制限が含まれる。

動作要件（NFPA30A の引 ・AHJ によって承認された場合、無人セルフサービス施設は
用）

許可される。
・取扱説明書はディスペンシングエリアに目立つように掲示
する。
・指示には、緊急制御の場所、および使用者が自分の車の外
側に留まっている間、および給油中は給油ノズルを見てい
るという要件が含まれていなければならない。
・緊急指示は、給油エリアに目立つように掲示するものとす
る。指示書には、次の文言またはそれと同等の文言が組み
込まれていなければならない。

・これはすべてのスタンドに必要な標識に加えて示す。
・ラッチ開放装置付きの自動閉鎖型ホースノズルバルブを備
えなければならない。ホースノズルバルブは別項の一般要
件を満たしている必要がある。
・電話、あるいはほかに承認された消防署に通知するための
明確に示された手段が、AHJ によって承認された場所に提
供されなければならない。
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項目
緊急制御

規定概要
・緊急制御設備が AHJ にアクセス可能な位置になければなら
ない。ただし、制御設備は、ディスペンサーから 20ft（6m）
以上 100ft（30m）以下に位置していなければならない。
・追加の緊急制御設備が各ディスペンサーのグループあるい
はディスペンサーの制御に用いる屋外機器になければな
らない。
・緊急制御設備は、スタンドの全てのディスペンサーの動力
を停止できなければならない。
・緊急制御設備は、AHJ によって承認された場合に限り、手
動でリセットができる。

(2) カナダ
（a）NFC（National Fire Code of Canada）
NFC（National Fire Code of Canada：カナダ国家消防規則）は、カナダ建築・消防規則委
員会（the Canadian Commission on Building and Fire Codes）およびカナダ国立研究評議会
（the National Research Council of Canada）によって発効されており、最新版は 2015 年版
である。
NFC は、州および準州政府が採用可能な、目的に基づく国家モデルコードである。こ
れは、変更せず、または現地のニーズに合わせて修正して、NFC を採用することを意味
する。
NFC は以下の技術的内容を規定している。


建物および施設の建設、使用または解体に関連する活動



建物や施設の特定の要素の状態



特定の危険に関連する施設の特定の要素の設計または建設



現在または意図されている建物の使用に対する保護措置

無人設備32に関連する規定箇所は、
「第 4 部引火性および可燃性液体
（Part 4 Flammable
and Combustible Liquids）」であり、以下の貯蔵、取扱い、使用および処理に適用され
る。



建物、構造物、および開放区域内の可燃性液体および可燃性液体
燃料供給スタンドで可燃性ガスとして分類された危険物

4.6.8.4 項に、無人セルフサービス給油スタンド関する規定がある。規定の概要を表 6-6
に示す。

32

NFC では、利用客がディスペンサーを取り扱う海洋燃料供給ステーション以外の燃料供
給ステーションを「セルフサービスアウトレット（self-service outlet）」と呼んでいる。
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表 6-6 NFC の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要
項目

規定概要

カードまたはキーで作動

・カードまたはキー作動式のディスペンサーは、無人セルフ

するディスペンサー

サービス店で使用できる。
・カードまたはキーで作動するディスペンサーの操作は、デ
ィスペンサーを操作するためのカードまたはキーの所有を
供給業者によって許可された人に制限されている。

取扱説明書

・取扱説明書は、すべてのディスペンサーアイランドに常時
掲示されるものとし、平易な内容とする。

緊急時

・電話、あるいはほかの消防署に通知するための明確に示さ
れた手段は、利用客がすぐにアクセスできる場所に提供さ
れなければならない。
・漏えいや事故が発生した場合には、地元の消防署の電話番
号を含む以下の緊急の指示を、利用客に知らせるために目
立つように掲示する必要がある。
－緊急遮断スイッチを使用する。
－消防署に連絡する。

（b）CAN/BNQ1784-000/2007
CAN/BNQ1784-000/2007（CHIC：Canadian Hydrogen Installation Code）は、カナ
ダ規格協会（CSA）が作成した水素製造装置の設置要件を規定した規格で、水素ステー
ションも対象としている。石油精製所および化学プラントにおける原料として直接製造
される水素は対象としていない。最新版は 2008 年であるが、現在もアルバータ州カルガ
リーの水素ステーションの建設の際の規格として採用されている33。

7.9.7 項に、無人スタンドに関する規定がある。規定内容について、表 6-7 に示す。
表 6-7

CAN/BNQ1784-000/2007 の無人スタンドにおける規定概要

項目
7.9.7
公共の無人スタンド

規定概要
・公共の無人スタンドの場合は、鍵やセキュリティカードと
いったセキュリティ装置を水素供給システム操作に対し備
えなければならない。

33

平成２９年度非化石エネルギー等導入促進対策調査等事業（水素燃料電池式フォークリ
フト等の規制基準調査）報告書（平成 30 年 3 月）
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000087.pdf
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(3) ドイツ
（a）TRBS 3151/TRGS 751
職場における/危険物に対する安全のための技術基準- 埋立地およびガス充塡施設での
火災、爆発、および圧力の危険の防止34（TRBS3151/TRGS751）は、ドイツの連邦法の一
つであり、労働社会省（BMAS：Bundesministerium für Arbeit und Soziales）が所管してい
る。
すべての燃料（ガソリン、CNG、LNG、LPG、水素）スタンドの規定が含まれており、
無人のガソリンスタンドにも適用される特別規定がある。
規定内容について、表 6-8 に示す。
表 6-8 TRBS3151/TRGS751 の無人燃料スタンドにおける規定概要
項目

規定概要
・ディスペンサーには、フューエルポンプに作用するノンラ

4.1.2
液体燃料ディスペンサー

ッチ装置（例：ポンプの電気ボタン）と 4.2.6（3）に記載さ

の電源を切るための指令

れている速動型バルブを装備しなければならない。

装置

・機器停止ボタンを取り付けなければならない。

4.1.3

・機器停止ボタン（スイッチ）は、容易に認識可能であり、

現場監督なしの運用のた

いつでも障害物なしにアクセス可能でなければならない。

めの追加要件

視認性やアクセシビリティに影響を与えない限り、機器停
止ボタンをカバーすることができる。
・誤動作や損傷を報告するために、例えば雇用主、監視者ま
たはそれらに任命された人へ常に連絡可能でなければなら
ない。
・地上に露出したパイプラインを備えた地上貯蔵タンクまた
は加圧式分配施設を備えた給油施設を停止させるときは、
自動メッセージが、例えば雇用主、監視者あるいはそれら
に任命された人へ常に送信されなければならない。
・混乱や損傷は、タイムリーに対処する必要がある。

4.2.6(3)

・貯蔵容器と供給装置の間（貯蔵容器の真後ろ）のパイプラ
インには、コンベアのスイッチあるいは電源が切れるとす
ぐに閉止する速動型バルブが必要である。

（b）ISO/TS 19880
ドイツでは、水素スタンドの要件について ISO を参照している。
34

Technische Regeln für Betriebssicherheit/Gefahrstoffe – Vermeidung von Brand-,
Explosions- und Druckgefahrdungen an Tankstellen und Gasfüllugnanlagen zur
Befüllung von Landfahrzeugen
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近年、水素技術分野において、国際標準化機構（ISO）が規格作成を進めており、水素
の国際標準化を推進する技術委員会は「エネルギー利用を目的とした水素の製造、貯蔵、
輸送、測定および利用に関するシステム・装置に関わる標準化」を目的として、1989 年
11 月に ISO の中の第 197 番目の委員会（TC197：Technical Committee 197）として設
立された。
TC197 には水素スタンドの一般要件の規格を検討する WG24 を含む、14 のワーキン
ググループ（WG）が活動している。なお、現在 ISO/TS 19880-1 の改訂案が審議中であ
り、DIS（Draft international standard：国際規格案）が 2018 年 2 月に登録されている。
DIS は、
「投票した TC/SC の P メンバーの 2/3 以上が賛成」かつ「反対が投票総数の 1/4
以下」の場合に FDIS（Final Draft international standard：最終国際規格案）として登
録され、FDIS の承認後に正式に国際規格の発行となる。
WG24 の検討結果は、ISO/TS 19880-1 Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part
1:General requirements（水素ガス充塡スタンド - 第 1 部：一般要件）として、2016
年 7 月 1 日に発行された。
無人設備については、遠隔監視について規定しており、「6.4 Remote system control
（遠隔システム制御）
」と「12.11 Service manual（サービスマニュアル）
」の 2 箇所で
規定している。サイバーセキュリティに関する規定はない。
規定内容について表 6-9 に示す。
表 6-9 ISO/TS 19880-1:2016 の遠隔監視における規定概要（再掲）
項目
6.4

規定概要
・水素スタンドは以下の機能を備えてもよい。

遠隔システム制

－遠隔監視／データ伝送。

御

－遠隔操作、例えば燃料補給や故障後のスタンドの再起動の許可
－遠隔制御プログラムの変更（ソフトウェアの更新、書き込みなど）。
・製造業者またはオペレーターが故障後にスタンドを再起動、または
制御ロジックを遠隔で変更可能とした場合、メンテナンススタッフ
の現場待機を含めて、これを安全に実行するための措置を定義すべ
きである。
・これらの制御プラグラム変更機能には、次のものがある。
－遠隔で制御パラメータを変更する。
－遠隔監視システムへのアップグレードを認証する。
－パラメータ変更を認証する。
－パラメータをアップロードする。
－操作の許可。
－すべての変更を無効にする／復元する。
－ドキュメントの検証とバックアップ。
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項目
12.11

規定概要
・技術文書には、調整、整備および予防検査、修理のための適切な手

サービスマニュ

順を詳述した整備マニュアルが含まれるべきである。保守/サービス

アル

の間隔と記録に関する推奨事項は、そのマニュアルの一部であるべ
きである。適切な動作を検証するための方法が提供されている場合
（例えばソフトウェアテストプログラム）、それらの方法の使用は
詳細にされるべきである。
・機器の操作をプログラム化できる場合は、プログラミング方法、必
要な機器、プログラムの検証、および追加の安全手順（必要な場合）
に関する詳細情報が提供されるべきである。
・水素スタンドに、遠隔監視／データ伝送、遠隔操作、または遠隔制
御プログラム修正の機能がある場合は、6.4 を参照し、スタンド建設
事業者あるいはインテグレータは、オペレーターに対し、スタンド
を遠隔監視し、スタンドからデータを受信し、かつ／あるいは無人
スタンドで燃料補給を許可することができるよう、指示／手順を提
供すべきである。
（注記）エンドユーザーが、水素スタンドの機器を操作することが期
待されない場合、サービスマニュアルをエンドユーザーに提供する
必要はない。

(4) フランス
（a）Installations 39lasses pour la protection de l’environnement（classified facilities for
the protection of the environment）
全 て の 燃 料 供 給 ス タ ン ド は 、「 環 境 保 護 の た め の 分 類 さ れ た 施 設 」（ ICPE ： (a)
Installations 39lasses pour la protection de l’environnement）のカテゴリー1.4 の可燃
性物質のカテゴリーに分類され、必要な環境要件および安全要件を満たさなければなら
ない。
水素スタンドは、ICPE カテゴリー1416 に分類され、公衆に開放されている、自動車の
燃料タンクに移送する設備を対象としている。
（b）Arrêté du 22 octobre 2018（the Order of 22nd October 2018）
水素スタンドの要件は、Arrêté du 22 octobre 2018（環境保護のための分類された設備の
カテゴリー1416 の下の宣言の対象となる水素スタンドに適用される一般要件に関する
2018 年 10 月 22 日の命令）35で規定されている。
35

Arrêté du 22 octobre 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/22/TREP1816561A/jo/texte（2019 年
3 月 1 日閲覧）
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第 31 条に操作の監視について規定がある。規定の概要を表 6-10 に示す。
表 6-10

Arrêté du 22 octobre 2018 の無人の水素スタンドに適用される要件

項目
第 31 条

規定概要
・現場監視なしのセルフサービススタンドの場合、監視者は保管場所

操作の監視

と生産場所、流通場所の両方について施設の遠隔監視システムを使

311 条

用する。このシステムが故障した場合、供給および配給作業は停止

一般条項

される。修理されるまでは、現場でのモニタリングが実施されてい
る場合にのみステーションは運転を再開することができる。
・火災、漏洩または緊急停止（自動または手動で引き起こされる）の
場合に監視者に警告されなければならない。
・1 人または複数の専門家への連絡手段、手順が整備されている。この
手順には、利用可能な情報に関する外部緊急サービスを呼び出すた
めの条件とそれらを受信するための手順が指定されている。
・検査の対象：
 施設の補助文書、記録、検査報告書および日誌の提示
 あらゆる火災、漏えい、または緊急停止の開始を検出することを可
能にする遠隔監視システムの作動
 専門家を指定する適切な手順とその連絡方法
 外部の緊急サービスを呼び出すための条件の提示

322 条
安全検査

・施設の適切な運用について週に 1 回、遠隔または現場で検査が行わ
れる。

(5) 調査対象国の水素スタンドに関する適用法規等の一覧
表 6-11 および表 6-12 に米国、カナダ、ドイツ、フランスにおける無人水素スタンドの
適用法規及び無人セルフサービス充塡設備のための条件等の一覧をそれぞれ示す。
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表 6-11 海外水素スタンドにおける適用法規
項目
対象スタンド

米国
無人水素スタンドあり

関連法規

国際消防コード（IFC、
International Fire Code）に規定が
あり、米国 42 州で採用され、適用
されている
ただし、適用の可否は、米国にお
ける各自治体レベルの AHJ（規制
管轄局）による

関連技術基準

NFPA30：タンクに燃料を供給す
るための技術基準
NFPA52：LNG、CNG 燃料供給
に関する技術基準、水素においても
基本的にこの基準が適用されてい
る
NFPA2：圧縮水素ガスあるいは
極低温の液化水素の製造、設備、貯
蔵、配管、利用および取扱いのため
の基本的な安全対策

カナダ
無人水素スタンドについては確
認できなかった
カナダ国家消防法（NFC、
National Fire Code of Canada）に
規定がある
ただし、州および準州政府が採用
できる、目的に基づいた国家モデル
コードである。これは、変更せず、
または現地のニーズに合わせて修
正して、NFC を採用することを意
味する
CAN/BNQ1784-000/2007：カナ
ダ規格協会（CSA）が作成した水素
製造装置の設置要件を規定した規
格で、水素スタンドも対象
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ドイツ
無人水素スタンドあり

フランス
無人水素スタンドあり

職場における/危険物に対する安
全のための技術基準/危険物 - 埋立
地およびガス充塡施設での火災、爆
発、および圧力の危険の防止
（TRBS 3151 / TRGS 751）

・環境保護のために分類された設備
のカテゴリー1416 の下の宣言の
対象となる設備に適用される規
則に関する 2018 年 10 月 22 日の
命令

ISO/TS 19880-1:2016：Gaseous
hydrogen - Fuelling stations Part 1:General requirements（水
素ガス充塡スタンド - 第 1 部：一
般要件）

ICPE：Facilities Classified for
Environmental Protection（環境保
護に分類された施設）における技術
基準を満たす必要がある
NF S 61 917、NF X 08 070：火
災の危険性がある場所に備えなけ
ればならない特定の機器に関する
規格
Guide de Lecture des Textes
Relatifs：全ての燃料供給スタンド
に対する要件

表 6-12 海外水素スタンドにおける無人セルフサービス充塡設備のための条件
項目
支払い

保安
メンテナ
ンス
ディスペ
ンサー、バ
ルブの要
件

非常用動
力切断

米国
・利用者は、コイン、紙幣、会員証、または
クレジットカードを使用して支払いを行
う。
・原則、現金の使用は禁止であり、使用する
場合は、AHJ の許可が必要である。
・所有者または運営者は、毎日の現場視察を
行い、その責任を負う。
・所有者または運営者は、定期的なメンテナ
ンスを行い、その責任を負う。
・承認されていない限りコイン/紙幣で操作す
るディスペンサーは使用できない。
・ラッチ開放装置付きの自動閉鎖型ホースノ
ズルバルブを備えなければならない。ホー
スノズルバルブは別項の一般要件を満たし
ている必要がある。

・緊急制御設備が AHJ にアクセス可能な位置
になければならない。ただし、制御設備は、
ディスペンサーから 20ft（6m）以上 100ft
（30m）以下に位置していなければならな
い。
・追加の緊急制御設備が各ディスペンサーの
グループあるいはディスペンサーの制御に
用いる屋外機器になければならない。
・緊急制御設備は、スタンドの全てのディス
ペンサーの動力を停止できなければならな
い。
・遮断装置または切断装置は利用者からすぐ
にアクセス可能でなければならず、少なく
とも 1 つの予備の遮断装置または切断装置
は個々のアイランドの各グループからいつ
でもアクセス可能でなければならない。
・遮断装置または切断装置には、
「緊急燃料遮
断」またはそれに相当する文言を記した標
識を表示しなければならない。
・緊急制御を手動でリセット可能にする必要
がある。

カナダ
－

ドイツ
－

フランス
－

－

－

・施設の適切な運用について週に 1 回、遠隔
または現場で検査が行われる。

・カードまたはキー作動式のディスペンサー
が使用できる。
・カードまたはキーで作動するディスペンサ
ーの操作は、カードまたはキーの所有を供
給業者によって許可された人に制限されて
いる。
・鍵やセキュリティカードなどのセキュリテ
ィ装置を水素供給システム操作に対し備え
なければならない。
－

・ディスペンサーには、フューエルポンプに
作用するノンラッチ装置と速動型バルブを
装備しなければならない。
・貯蔵容器と供給装置の間（貯蔵容器の真後
ろ）のパイプラインには、コンベアのスイ
ッチが切れるか電源が切れるとすぐに閉止
する速動型バルブが必要である。

－

・ディスペンサーには機器停止ボタンを取り
付けなければならない。
・機器停止ボタン（スイッチ）のための指定
された場所は、容易に認識可能であり、い
つでも障害物なしにアクセス可能でなけれ
ばならない。視認性やアクセシビリティに
影響を与えない限り、機器停止ボタンをカ
バーすることができる。
・地上に露出したパイプラインを備えた地上
貯蔵タンクまたは加圧式分配施設を備えた
給油施設を停止させるときは、自動メッセ
ージを、例えば事業主、監視ステーション
職員あるいはそれらに任命された人に常に
送信されなければならない。

－
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取扱
説明書

・ディスペンサーの取扱説明書は、ディスペ
ンサーが設置された場所に目立つように掲
示されなければならず、その上部に緊急管
理の場所を示さなければならない。
・緊急制御の場所、使用者が自分の車の外側
にいる間、および給油中は給油ノズルの監
視が含まれていなければならない。

・取扱説明書は、すべてのディスペンサーア
イランドに掲示され、いつでも見ることが
でき、平易な内容とする。

連絡事項

・承認された緊急手順のサインは、目立つ場
所に掲示する必要がある。
・コインの操作を必要としない電話、あるい
はほかに承認された消防署に通知するため
の明確に示された手段が、消防法官（fire
code official）によって承認された場所に設
置されなければならない。

数量制限

・ディスペンサーにより供給される燃料の量
は、承認されているプログラム済みのカー
ドによって量が制限される。

・漏えいや事故が発生した場合には、地元の
消防署の電話番号を含む以下の緊急の指示
を利用者に知らせるために目立つように掲
示する必要がある。
－緊急遮断スイッチを使用する。
－消防署に連絡する。
・電話、あるいはほかの消防署に通知するた
めの明確に示された手段は、利用者がすぐ
にアクセスできる場所に提供されなければ
ならない。
－

防火装置

・AHJ が要求する場合には、追加の防火対策
を提供しなければならない。
・上記には、固定された抑制システム、自動
火災検知、手動火災警報、現場外への警報
の送信、および 1 回の処理あたりの配送量
の制限が含まれる。

－
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・技術文書には、調整、整備および予防検査、
－
修理のための適切な手順を詳述した整備マ
ニュアルが含まれる。保守/サービスの間隔
と記録に関する推奨事項は、そのマニュア
ルの一部である。適切な動作を検証するた
めの方法が提供されている場合（例えばソ
フトウェアテストプログラム）、それらの方
法の使用は詳細にされる。
・機器の操作をプログラム化できる場合は、
プログラミング方法、必要な機器、プログ
ラムの検証、および追加の安全手順（必要
な場合）に関する詳細情報が提供されるべ
きである。
・水素スタンドに、遠隔監視／データ伝送、
遠隔操作、または遠隔制御プログラム修正
の機能がある場合は、スタンド建設事業者
やインテグレータは、機器を操作する人に
対し、スタンドを遠隔監視し、スタンドか
らデータを受信し、かつ／あるいは無人ス
タンドで燃料補給を許可することができる
よう、指示／手順を提供すべきである。
・誤動作や損傷を報告するために、例えば事 ・1 人または複数の専門家に連絡するための
業主、監視ステーション職員またはそれら
手段・手順が整備されている。この手続き
に任命された人へ常に連絡が可能でなけれ
はまた、利用可能な情報に関する外部緊急
ばならない。
サービスを呼び出すための条件とそれらを
受信するための手続きが指定されている。
・火災、漏洩または緊急停止（自動または手
動）の場合に監視ステーション職員に警告
されなければならない。

－

－

－

－

遠隔監視
遠隔制御
システム

－

－

・水素スタンドは以下の能力を備えてもよい。 ・監視ステーション職員は保管場所と生産場
－遠隔監視／データ伝送。
所、流通場所の両方について施設の遠隔監
－遠隔操作、例えば燃料補給や故障後のス
視を使用する。このシステムが故障した場
タンドの再起動の許可の付与。
合、供給および配給作業は停止される。修
－遠隔制御プログラムの修正（ソフトウェ
理を待っている間、現場でのモニタリング
アの更新、書き込みなど）
。
が実施されている場合にのみスタンドは運
・製造業者または機器を操作する人が故障後
転に戻ることができる。
にスタンドを再起動するか、または制御ロ
ジックをリモートで変更する機能が提供さ
れる場合、メンテナンススタッフの現場待
機を含めて、これを安全に実行するために
取るべき措置を定義するべきである。
・これらの制御プラグラム変更機能には、次
のものがある。
－遠隔から制御パラメータを変更する。
－遠隔監視システムへのアップグレード
を認証する。
－パラメータ変更を認証する。
－パラメータをリモートで変更する。
－パラメータをアップロードする。
－操作の許可。
－すべての変更を無効にする／復元する。
－ドキュメントの検証とバックアップ。
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６．２．３ 調査対象国の水素スタンドにおける遠隔監視の事例
欧米における無人の水素スタンドの一例を図 6-に示す。無人の水素スタンドにおいては、
利用者は充塡カードの発行を受ける際に、ディスペンサーに関する取扱いについて説明を
受け、ディスペンサーにも取扱いに関する注意が掲示されている。利用者は、集中管理セ
ンター（TCC：Technical Control Center）と、必要に応じて、インターフォンや携帯電
話で対話を行うことが可能である。また、現場サービス技術者（FST：Field Service
Technician）が定期的な巡回を行っており、安全に配慮し、トラブル時には、現場に駆け
つける仕組みとなっている。
例えばドイツにおける無人運転では、図 6-に示すように、レベル 1 の警報（火災警報、
ガス警報、緊急停止ボタン等）が発せられた際には、プロセス・ロジック・コントローラ
ー（PLC）がコンプレッサーを自動停止し、ディスペンサーのベントバルブを開放し、さ
らに他のバルブをすべて閉鎖する仕組みとなっている。また、警報は TCC に伝達される。
TCC は、水素専属の専門家による 24 時間体制が構築されているＨ２Ｍに警報を伝達し、
Ｈ２Ｍは遠隔で PLC にアクセスし、スタンドの状況を遠隔で判断し、ハザードの状態、
圧力・センサー状況を把握し、さらに地元パートナーからの情報取集を行う。その後、事
態に応じた対応を実施する。
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図 6-4

図 6-5

AIR LIQUIDE 社の欧米における水素スタンドの無人運転のポイント 29

AIR LIQUIDE 社のドイツにおける集中管理センター（TCC）の機能の例 29
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６．３ 第 6 章のまとめ
本節では、国内外における水素スタンドの概要や水素スタンドに係る適用法令等を取り
まとめた内容を以下の表 6-13 に示す。ただし、海外とは調査対象国である「米国・カナ
ダ・フランス・ドイツ」の 4 カ国を示すものとする。
表 6-13 第 6 章のまとめ
日本

海外

・国内に 100 ヶ所を超える商用の水 ・最も多いドイツでも商用の水素スタ
ンド数は約 100 ヶ所（計画中を含

素スタンド
概要

・今後もスタンド数は増加傾向

む）
・無人運転を実施している水素スタン
ドが存在

適用法規

・国ごとにより差有（詳細は表 6-10

・保安法

参照）
・遠隔監視を活用した水素スタンドの ・無人運転を実施している水素スタン

遠隔監視の
実態

運転は実施していない

ド有

・ただし、遠隔監視を活用した水素ス
タンドの運転へ向けての検討は実
施されている

海外では既に水素スタンドの遠隔監視・無人化が実施され一定の安全が確保されている
ことから、技術的には日本でも同様に実施が可能であると考えられるが、今後、日本にお
ける遠隔監視を活用した水素スタンドの運転の課題としては、以下のような点が挙げられ
る。
 将来的には、集中管理センターなどのように水素スタンドの遠隔監視・遠隔操作を
行う施設が必要


遠隔監視を活用した水素スタンドの運転にあたっては、ガイドラインなど何らかの
基準が必要
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７．ガソリン・天然ガス・LP ガススタンドにおける遠隔監視による保安管理
技術活用に関する実態調査
７．１ 国内スタンドにおける調査
７．１．１ 各スタンドの概要
(1) ガソリンスタンド
1919 年 2 月に初のガソリンスタンドとなる給油所が、日本石油（現 JXTG エネルギ
ー株式会社）により東京都神田に建設 6 され、以降、100 年にわたり我が国のエネルギー
インフラを支えている。
1998 年には、初のセルフ式ガソリンスタンドとなる「セルフ 24 草薙店」（現 セルフ
清水草薙 SS）が、鈴与商事株式会社により開業 7,8 されて以降、2000 年台に急速に増加し、
2017 年 3 月末時点で約 9,9009（全方式のガソリンスタンドは約 30,70010）のセルフ式ガ
ソリンスタンドが全国に展開されている。

(2) LP ガスおよび天然ガススタンド
LP ガススタンドについては、1962 年に LP ガス自動車がタクシーに採用されたことに
ともない、初の LP ガススタンドが大阪に建設され

12,13、現在は約

1,900 の LP ガススタ

ンドが設置されている。一方、現在のところセルフ式 LP ガススタンドのサービスはでは
展開されていない。
天然ガススタンドについては、1990 年台後半以降、2000 年台に急速に増加したものの、
2008 年以降は減少に転じ、2017 年時点では約 260 の天然ガススタンドが設置されている
11。一方、現在のところセルフ式天然ガススタンドのサービスは展開されていない。

７．１．２ 各スタンドに係る適用法規
(1) ガソリンスタンド
ガソリンや灯油は引火性のある第 4 類危険物で、ガソリンスタンドにおける給油は国家
資格である危険物取扱者の資格を所持する者が行う業務であり、かつては利用者が自ら給
油作業等を行うことは認められていなかった。ガソリンスタンドに適用される法規として、
消防法では、第 3 章第 10 条において、施設の構造等は「位置、構造及び技術上の基準」
に適合するとともに、ガソリンスタンドにおける危険物の貯蔵又は取扱いは、「貯蔵及び
取扱いの技術上の基準」に従って行うこととされ、具体的な技術基準が、「危険物の規制
に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」に定められている。また、消防法第 13
条において、危険物の取扱いは、危険物取扱者又は危険物取扱者の立ち会いの下に取り扱
うこととされている。
利用者が自ら給油作業等を行うセルフ式のガソリンスタンドについては、1995 年 3 月
に閣議決定されて設置された調査検討委員会において、消防法第 11 条第 2 項後段に定め
られている「公共の安全の維持」
「災害発生防止」の観点がクリアされれば保安上の問題
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に影響はない可能性があるとの検討が行われた。その結果、「危険物の規制に関する政令
の一部を改正する政令（平成 10 年政令第 31 号）
」および「危険物の規制に関する規則の
一部を改正する省令（平成 10 年自治省令第 6 号）
」が 1998 年に公布、利用者自らに給油
等をさせるガソリンスタンドに関係する部分については 1998 年 4 月 1 日から施行、セル
フ式のガソリンスタンドが解禁された。
これらの改正により、セルフスタンドにおいて以下のような条件付きで利用者が自らの
給油を行うことができるよう規制が緩和された。


監視：危険物取扱者による監視室内からの直接監視もしくは監視カメラ等の間接監
視を実施。



給油量：ガソリン・ハイオクが 100L、軽油が 200L まで。



給油速度：毎分 30～35L（軽油の高速型は毎分 35～70L）
。



給油時間：4 分まで（ただし大型トラックなどが利用するスタンドの場合は、軽油の
み 4 分以上になっている給油機がある）
。

(2) LP ガスおよび天然ガススタンド
LP ガススタンドおよび天然ガススタンドで充塡を行う行為は、水素スタンドと同様に
保安法における高圧ガスの製造となる。

７．１．３ 各スタンドにおけるセルフ式充塡等のこれまでの検討
(1) ガソリンスタンド
前項のとおり、条件をクリアした場合に、ガソリンスタンドにおいて利用者は自ら給油
を行うことができる。しかし、政令の規定どおり、危険物取扱者危険物取扱免状を取得し
ていない無資格者が危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者の立ち会いが必要なため、セ
ルフ式スタンドは危険物取扱者が常駐する「有人セルフ」となっており、「無人セルフ」
ではない。
なお、給油行為の遠隔監視とは異なるものであるが、2015 年度に総務省消防庁は、「地
域特性に応じた給油取扱所の運用形態に係る安全確保策のあり方に関する検討会」で、顧
客の来店時に給油を行う従業者が駆けつける形態のフルサービスのガソリンスタンドに
ついて検討を行っていた。この検討会では、中山間地域等における給油取扱所においては、
利用者の来店が極端に少なく、かつ、従業員数の確保が難しい等の問題をかかえており、
安全を確保しつつ、地域特性に応じた効率的なスタンドの運用形態に資するため、通常は
スタンドに常駐している危険物取扱者が例外的にスタンドの隣接店舗等に所在し、スタン
ドを常に目視できない場合も含めて呼び出しに応じて給油等を行う場合において想定さ
れる火災危険性に対する安全確保策のあり方について以下のような検討を行っている。た
だし、この検討会においては、給油時には危険物取扱者が立ち会うものであるため、ガソ
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リンスタンドの完全無人化そのものを想定しているわけではない。


給油ノズルのロック：危険物取扱者が不在の下、いたずら等による危険物の漏洩や
火災の発生を防止するほか、顧客自らの給油行為を防止するため、以下の策を講ず
る。


給油ノズルの施錠



固定給油設備等の主電源の遮断



ＰＯＳカードシステムによる固定給油設備等のポンプ停止
・インターフォン：利用者が従業員を呼び出す場合に利用する。
・センサー・監視カメラ：スタンド内に進入してきた車両や人を従業員が覚知す
る方法であり、スタンドを直視できない場合には有効な機器とされている。



センサー：車両検知センサー（２箇所に分けて設置されたセンサーの間を物体
が遮断することで検知するもの）や、人感センサー（一定の検知範囲内にある
物体の動きを検知するもの）があり、それぞれ検知方法が異なるが、音声によ
る報知機能を有するものや、隣接店舗等の離れた場所にチャイム音等で報知す
るものがある。



監視カメラ：利用者の来店、利用者以外の車両等の進入、いたずら、事故の発
生等、給油取扱所の状況を隣接店舗等に設置されたモニターで確認する。



看板等による表示：呼び出しに応じて給油等を行う給油取扱所であることや、セル
フサービスの給油取扱所ではないこと等、必要な情報を顧客に認識させるため、看
板、床面ペイント又は電光掲示板等により表示する。
検討会では、5 箇所（高知県、宮崎県、広島県、長崎県および北海道）のスタンドにお

いて、図 7-1 に示すような 4 つのパターンにより実証実験を行っている。
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図 7-1 スタンドの運用形態に関する実証実験のパターン36
36

地域特性に応じた給油取扱所の運用形態に係る安全確保策のあり方に関する報告書
（2016 年 3 月、地域特性に応じた給油取扱所の運用形態に係る安全確保策のあり方に関
する検討会）
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h27/local/pdf/houkokusyo.pdf
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実証実験の結果を踏まえ、スタンド来客時の安全確保策として設置する対策機器等につ
いて、表 7-1 のようにまとめている。
表 7-1 スタンド来客時の安全確保策として設置する対策機器等のまとめ 36

(2) LP ガスおよび天然ガススタンド
LP ガススタンドは、2006 年度にセルフ式 LP ガススタンド可能性について調査37が行
われている。その調査報告によれば、人件費を中心としたコスト削減や人材不足や技術教
育の面でセルフ化の優位性があるものの、高圧ガスの製造を利用者が行うことの保安面に
対する危機感や、設備改善日によるコスト上昇の懸念を不安材料としている。
なお、天然ガススタンドのセルフ式、無人式に関する検討の情報は確認できなかった。

37

平成 18 年度石油ガス販売事業者構造改善調査事業 流通合理化に向けたセルフ方式 LPG
スタンド可能性調査結果概要（東京オートガス・エネクスクリーンパワーエナジー・LPG
スタンド流通合理化調査検討会）
、
https://www.lpgc.or.jp/corporate/ene/images/kaizen18/21.pdf
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７．２ 海外スタンドにおける調査
７．２．１ 調査対象国の各スタンドの概要
米国においては、無人のセルフサービスのスタンドが許可されており、2001 年初めから
運転を開始している。例えば、オハイオ州アクロンでは、無人の圧縮天然ガス供給および
電気自動車の急速充電施設が稼働している38。
カナダにおいては、無人のセルフサービスのスタンドが許可されている。
「ghost station」とも呼ばれる無人の小売またはカードロックのガソリンスタンドは、現
場に人員を配置することなく、遠隔地で小売または卸売の燃料（ガソリン、液化天然ガス、
LP ガス）を販売する。これらは、カナダ北部の遠隔地の高速道路から作業キャンプまで、
そして小さな草原の町から大森林地帯まで、カナダ全土に普及している39。
ドイツでは、無人のガソリンスタンドは増加傾向にある。ただし、多くの顧客がカード
ではなく現金で支払うことを好む傾向にあり、増加の速度は緩やかである。無人のスタン
ドはドイツ国内に 3 箇所のみ存在する（ウルム、ベルリン、ハンブルク）40。しかし、2018
年 5 月には運輸デジタルインフラ省から液化天然ガスをトラック用に促進することを目的
とした新しいガイドライン41が発行されており、インフラの整備が促進する可能性が高い。
液化天然ガススタンドはドイツ国内に約 7,100 箇所運転しており、現在も無人スタンドを
含めて増加傾向にある42。
フランスでは、2011 年時点で、欧州で無人ガソリンスタンドでのガソリン販売量が最も
多く（国内売上高の 9.8％）、現在も欧州における無人ガソリンスタンドの販売量をリー
ドしている43。液化天然ガススタンドは、2014 年以降増加傾向にあり、GazMobilité による
38https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Is-This-The-Gas-Station-Of-The-Future.h

tml （2019 年 3 月 1 日閲覧）
Unattended retail or cardlock gas stations,
http://www.westeel.com/fuel-vault-unattended-ghost-station（2019 年 3 月 1 日閲覧）
40 Heise Autos online, First LNG Filling Station in Germany opens, 18th September
2018,
https://www.heise.de/autos/artikel/Erste-LNG-Tankstelle-in-Deutschland-eroeffnet-41
67609.html（2019 年 3 月 1 日閲覧）
41 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, May 2018
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/richtlinie
-foerderung-von-energieeffizienten-nutzfahrzeugen.html（2019 年 3 月 1 日閲覧）
42 Deutscher Verband Flüssiggas, page on Tankstellen (filling stations),
https://www.dvfg.de/fahren-mit-fluessiggas/autogas-tankstellen/ （2019 年 3 月 1 日閲
覧）
43 Reportlinker.com, Unmanned Service Station Retailing in Europe, November 2011,
https://www.prnewswire.com/news-releases/unmanned-service-station-retailing-in-eu
rope-market-size-retailer-strategies-and-competitor-performance-134739483.html
（2019 年 3 月 1 日閲覧）
39
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と、28 のスタンドが現在運転中である（ただし、無人液化天然ガススタンドの数は不明）
44

。
LP ガススタンドについては、約 2,000 弱の LP ガススタンドが存在している 17（ただし、

セルフ化は行われている 17）。

以下に、米国、カナダ、ドイツ、フランスを対象とした適用法規等の調査結果を示す。

７．２．２ 調査対象国の各スタンドに係る適用法規
本項では、調査対象国の各スタンドにおける適用法規を中心に調査結果を掲載するが、
遠隔監視・遠隔制御等については、後述の表 7-14 に記載してある。

(1) 米国
(a) IFC
IFC（International Fire Code：国際消防規則）が、42 の州、コロンビア特別区、ニ
ューヨーク市、グアム、プエルトリコにおいて、施行または採用されている。規則とし
て採用されれば、それはその管轄の規制として機能する。IFC は、規範的かつ実績に関
連する規定を定め、出火防止および防火システムに関する最低限の規則を定めている。
IFC は、モデルとなる規則として、連邦の法および手続きに従って採用されることを意
図している。
IFC の採用は、米国における各自治体レベルの AHJ（Authority Having Jurisdiction：
規制管轄局）が可否を決定する。IFC のようなモデルコードを採用する場合、一部の地
域では、現地の慣行や法令を反映するように規則を修正する。
IFC 第 23 章自動車燃料供給施設と修理工場（Chapter 23 Motor Fuel Dispensing
Facilities and Repair Garages）には、乗用車、船舶、フリート車両（レンタカーやタク
シー等の組織がまとめて管理する乗用車群）、航空機の燃料供給設備、および修理工場
について規定されている。
無人設備に関連する規定箇所は、「2304.3 無人セルフサービス燃料供給設備（2304.3
Unattended Self-service Motor Fuel-dispensing Facilities）」である。
規定内容について表 7-2 に示す。

44

Gaz Mobilité website, Natural Gas Stations in France page,
https://www.gaz-mobilite.fr/stations-gnv-france/
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表 7-2 IFC の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要（再掲）
項目
一般

規定概要
・承認されれば、無人セルフサービス燃料供給設備として認可される。
・承認の条件として、所有者または運営者は、毎日の現場視察、定期
的な機器の点検およびメンテナンスを行い、その責任を負うことと
する。

ディスペンサー

・ディスペンサーは、引火性または可燃性の液体に対して定められた
「燃料ディスペンシングシステムのための仕様」（2306.7）に適応
する必要がある。
・さらに、無人スタンドでは、承認されていない限りコイン/紙幣で操
作するディスペンサーは使用できない。

緊急制御

・緊急制御は、すべてのスタンドで別項目の「緊急切断スイッチ」の
仕様に準拠している必要がある。
・さらに、無人スタンドでは、緊急制御を手動でリセット可能にする
必要がある。

取扱説明書

・ディスペンサーの取扱説明書は、すべてのディスペンサーの承認さ
れた場所に目立つように掲示されなければならず、その上部に緊急
管理の場所を示さなければない。

緊急手順

・承認された緊急手順のサインは、次のように目立つ場所に掲示する
必要がある。

・これはすべてのスタンドに必要な標識に加えて示す。
連絡事項

・コインの操作を必要としない電話、あるいはほかに承認された、消
防署に通知するための明確に示された手段が、消防法官（fire code
official）によって承認された場所に設置されなければならない。

数量制限

・無人スタンドにあるディスペンサーにより供給される燃料の量は、
承認されているプログラム済みのカードによって量が制限されるも
のとする。

(b) NFPA 30A
燃料スタンドは、NFPA 30A（Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages
（2018 年版））でカバーされている。NFPA 30A は、自動車や船舶の燃料タンクへの液
体や気体の燃料供給における保護手段を提供することで、火災や爆発の危険性の軽減に
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寄与する。
無人設備に関連する規定概要について表 7-3 に示す。
表 7-3 NFPA30A の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要（再掲）
項目
定義

規定概要
・勤務中の係員がいない自動車向け燃料供給設備。
・顧客は、コイン、紙幣、会員証、またはクレジットカード
を使用して支払いを行う。
・原則、現金の使用は禁止であり、使用する場合は、AHJ の
許可が必要である。

非常用電気切断

・無人のモーター燃料供給設備では、遮断装置または切断装
置は利用客からすぐにアクセス可能でなければならず、少
なくとも 1 つの予備の遮断装置または切断装置は個々のア
イランドの各グループからいつでもアクセス可能でなけ
ればならない。
・遮断装置または切断装置には、「緊急燃料遮断」またはそ
れに相当する文言を記した標識を表示しなければならな
い。

固定の防火装置

・AHJ が要求する場合には、追加の防火対策を提供しなけれ
ばならない。
・これには、固定された抑制システム、自動火災検知、手動
火災警報、現場外への警報の送信、および 1 回の処理あた
りの配送量の制限が含まれる。

動作要件

・AHJ によって承認された場合、無人セルフサービス施設は
許可される。
・取扱説明書はディスペンシングエリアに目立つように掲示
する。
・指示には、緊急制御の場所、および使用者が自分の車の外
側に留まっている間、および給油中は給油ノズルを監視し
ているという要件が含まれていなければならない。
・緊急指示は、給油エリアに目立つように掲示するものとす
る。指示書には、次の文言またはそれと同等の文言が組み
込まれていなければならない。
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項目

規定概要

・これはすべてのスタンドに必要な標識に加えて示す。
・ラッチ開放装置付きの自動閉鎖型ホースノズルバルブを備
えなければならない。ホースノズルバルブは別項の一般要
件を満たしている必要がある。
・電話、あるいはほかに承認された消防署に通知するための
明確に示された手段が、AHJ によって承認された場所に提
供されなければならない。
(c) NFPA52
NFPA52（Vehicular Natural Gas Fuel Systems Code（2016 年版））は、液化天然ガス、天
然ガススタンドおよび水素スタンドを対象としている。NFPA 52 は、圧縮天然ガス、液
化天然ガスおよび水素のエンジンの燃料システムおよびスタンドに関連する火災および
爆発の危険性を軽減する手段を提供することで、人と設備を保護する。
無人設備に関連する規定概要について表 7-4 に示す。
表 7-4 NFPA52 の無人液化天然ガススタンドにおける追加の規定概要
項目

規定概要

13.4.1.1.1（項題なし）

・無人液化天然ガススタンドは、すべての機器を改ざんから保
護するように設計されなければならない。
・それはすなわち、貯蔵および移動用機器の改ざんを防止する
ように保護しなければならない。

(d) NFPA57
液化天然ガス燃料補給所は、NFPA57（Liquefied Natural Gas (LNG) Vehicular Fuel
Systems Code（2002 年版））でもカバーされている。NFPA57 は、あらゆるタイプの
車両の液化天然ガスエンジン燃料システムの設計、設置、運用、およびメンテナンス、
それらに関連するスタンド、および 7 万ガロン（265 ㎥）以下の ASME コンテナに液化
天然ガスを貯蔵する施設に適用される。
第 6 章「液化天然ガス燃料供給施設（LNG Fueling Facilities）」は、あらゆる種類の
車両用のエンジン燃料用液化天然ガスの貯蔵および供給に使用されるコンテナ、圧力容
器、ポンプ、気化装置、建物、構造物および関連装置の設計、配置、建設、設置、漏洩
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物の封じ込めおよび操作に適用される。
無人設備に関連する規定概要について表 7-5 に示す。内容は NFPA52 と同じである。
表 7-5 NFPA57 の無人液化天然ガススタンドにおける追加の規定概要
項目
5.2（項題なし）

規定概要
・無人液化天然ガススタンドは、すべての機器を改ざんから保
護するように設計されなければならない。
・貯蔵および移動用機器の改ざんを防止するように保護しなけ
ればならない。

(e) NFPA58
LP ガススタンドは、NFPA58（Liquefied Petroleum Gas Code（2017 年版））でもカバー
されている。NFPA58 は、安全な LP ガスの保管、取り扱い、輸送および使用に関する業
界標準である。
無人設備に関連する規定概要について表 7-に示す。
表 7-6 NFPA58 の無人 LP ガススタンドにおける追加の規定概要
項目
15.2.1.6（項題なし）

規定概要
・施設が使用されている場合、またはプロセスやシステムをメ
ンテナンスするためにバルブを開く必要がある場合を除き、
稼働していない施設はコンテナの内部バルブおよび緊急遮断
バルブを閉じるものとする。

(2) カナダ
(a) NFC（National Fire Code of Canada）
NFC（National Fire Code of Canada：カナダ国家消防規則）は、カナダ建築・消防規則委
員会（the Canadian Commission on Building and Fire Codes）およびカナダ国立研究評議会
（the National Research Council of Canada）によって発効されており、最新版は 2015 年版
である。
NFC は、州および準州政府が採用可能な、目的に基づいた国家モデルコードである。
これは、変更せず、または現地のニーズに合わせて修正して、NFC を採用することを意
味する。
NFC は以下の技術的内容を規定している。

建物および施設の建設、使用または解体に関連する活動


建物や施設の特定の要素の状態



特定の危険に関連する施設の特定の要素の設計または建設



現在または意図されている建物の使用に対する保護措置
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無人設備

32

に関連する規定箇所は、「第 4 部引火性および可燃性液体（Part 4

Flammable and Combustible Liquids）」であり、以下の貯蔵、取扱い、使用および処
理に適用される。

建物、構造物、および開放区域内の引火性および可燃性液体


燃料供給スタンドで可燃性ガスとして分類された危険物

4.6.8.4 項に、無人セルフサービス給油スタンド関する規定がある。規定内容について
表 7-に示す。
表 7-7 NFC の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要（再掲）
項目

規定概要

カードまたはキーで作動

・カードまたはキー作動式のディスペンサーは、無人セルフ

するディスペンサー

サービス店で使用できる。
・カードまたはキーで作動するディスペンサーの操作は、デ
ィスペンサーを操作するためのカードまたはキーの所有を
供給業者によって許可された人に制限されている。

取扱説明書

・取扱説明書は、すべてのディスペンサーアイランドに常時
掲示されるものとし、平易な内容とする。

緊急時

・電話、あるいはほかの消防署に通知するための明確に示さ
れた手段は、利用客がすぐにアクセスできる場所に提供さ
れなければならない。
・漏えいや事故が発生した場合には、地元の消防署の電話番
号を含む以下の緊急の指示を、利用客に知らせるために目
立つように掲示する必要がある。
－緊急遮断スイッチを使用する。
－消防署に連絡する。

(b) B108-18 Natural gas refuelling stations installation code
B108-18 天然ガススタンド設置規則（Natural gas refuelling stations installation code）は、
自動車用の天然ガススタンドを設置するために、多くの州で要求されているカナダの連
邦規則であり、天然ガススタンドの供給に関与する供給業者、設置業者および所有者を
対象とする。
B108 は、1995 年に初めて施行、1999 年、2014 年、および 2018 年に改訂された。輸送
に関連する温室効果ガス排出量の削減という目的と共に、国の代替燃料展開イニシアチ
ブをサポートするように設計されている。特に、2018 年の改訂では、先端技術に対応し
ている。
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無人設備45に関する規定箇所は、「第 2 部液化天然ガス燃料補給所の設置コード（Part 2
Liquefied natural gas refuelling stations installation code）」であり、移動式給油ユニットを含
む液化天然ガススタンドの設計、配置、建設、運用、運転員訓練および保守に適用され、
最大 265 ㎤（70,000 ガロン）の容量のタンクを液化天然ガス車への供給作業に使用する。
また、液化天然ガス車に供給することを目的として液化天然ガスの受け取り、貯蔵に
使用される場合、工場で製造され組み立てられたスタンドにも適用される。
5.5 節、8.3.3 項および 12.8 節に、無人セルフサービス給油スタンド関する規定がある。
規定内容について表 7-に示す。
表 7-8 B108-18 の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要
項目
液化天然ガススタンド設備

規定概要
リモート通知
・液化天然ガススタンドが無人で動作するように設
計されている場合は、異常な圧力、温度、または
その他の問題の兆候を示すために、最寄りの施設
にアラームを送信できるアラーム回路を装備する
必要がある。

測定および電気サービス

フェイルセーフシャットダウン
・無人液化天然ガス燃料補給所の監視者は、遠隔で
制御システムに接続する手段を持ち、故障や緊急
停止のために自動で監視者に通知するシステムま
たはダイヤルアウトシステムを持つものとする。
・製造所が推奨する頻度で、ただし 1 週間に 1 回以
上、スタンドを直接点検し、その結果を記録する。

防火、安全、およびセキュリティ

・無人液化天然ガススタンドは、緊急事態が発生し
た場合に、スタンドが以下のいずれかの能力を有
するように設計されなければならない。
－自動でシャットダウンする。
－ESD（Electro-Static Discharge：静電気放電・サ
ージ）ボタンにより手動でシャットダウンする。

(c) Liquid Fuels Handling Code（LFHC）
オンタリオ州の TSSA（the Technical Standards and Safety Authority：技術基準・安全局）
によって承認された、LFHC（Liquid Fuels Handling Code：液体燃料取扱規則）46は、バル
45B108

では、給油所の稼働状況を監視し、現場でセキュリティを確保し、緊急時の対応を提供
するために、監視者が現場に継続的に立ち入っていないステーションと定義されている。

46

Liquid Fuels Handling Code Section - Liquid Fuels Handling Code ：
https://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/displaynoticecontent.do?noticeId=MT
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クプラント、マリーナ、小売店および民間店でのガソリンおよび関連製品の貯蔵および
取り扱いを規制の対象としている。LFHC は、ガソリン、その他の石油製品（ワックスや
アスファルトを除く）、および燃料として使用されるその他の液体製品に適用される。
最新版は 2017 年版である。
遠隔監視小売拠点（remotely monitored retail sites）47に関連する規定箇所は、5.3 節およ
び 6.1.3 項である。規定内容について表 7-に示す。
表 7-9 LFHC の無人セルフサービス燃料供給設備における規定概要
項目
トレーニング

規定概要
・施設の利用者は非常停止、通信システム、消火器の場
所について、以下のとおり訓練を受けなければならな
い。
（a）機器の最初の使用前または使用時、およびその後は
少なくとも年に 1 回。
（b）場所の変更により、以前の訓練で提供された情報を
無効にする変化がもたらされた場合。

双方向通信

・施設は現場から監視ステーションへの双方向通信のシ
ステムを持っている必要がある。

緊急遮断

・施設には 2 つのシングルアクション緊急遮断装置を装
備する必要がある。1 つはポンプ/ディスペンサーの近
くに配置し、もう 1 つは供給エリアから離れた場所に
配置する。
・許可された人だけが緊急遮断をリセットできる。
・非常停止装置は、監視スタンドで可聴式または可視式
のアラームと、施設に入るすべての人が継続的に目視
できるアラームを作動させる必要がある。

サイン（サイネージ）

・すべての供給施設：
－供給場所に近づくと、すべての人に見える看板が必
要である。
（a）大きさが 20cm×28cm 以上であること。
（b）以下のいずれかの表示
（i）黄色の背景の上に、高さ 25mm 以上の黒い文字
で「禁煙 – 発火装置を切る」。
（ii）白地に直径 10cm 以上の赤と黒の国際的な禁煙

47

MzMzMx&statusId=MjAzMDk4 （2019 年 2 月 27 日閲覧）
LFHC では、
「一般の人々が遠隔監視の下で燃料を供給することが可能と認可された施設」
と定義されている。
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項目

規定概要
および発火の禁止の記号。
－これらは標準色の「安全黄色」、「交通標識黒」、
および「交通標識赤」でなければならない。
－ガソリンを充塡するのに適した携帯用容器の種類を
明記した看板が、すべての人にはっきりと見える場
所になければならない。
－ディーゼル供給機器は、「ディーゼル」という言葉
で明確に識別される必要がある。「ディーゼル」と
いう言葉は、あらゆる商号において目立たせなけれ
ばならない。
・遠隔監視されている小売拠点の特記事項：
－英語の絵文字または絵文字が必要である。
（a）次の場所
（i）緊急停止装置
（ii）消火器
（iii）通信システム

（b）視覚警報が作動したときに利用者が施設から離れ
なければならないという警告。
－絵文字を使用しない場合は、標識の文字の高さが 25
mm 以上でなければならない。
ノズル

・高速ポンプに使用されるノズルは、ノズルが充塡ネッ
クから落ちないようにする装置を備えたトラックノズ
ルでなければならない。
・ノズルは 25 mm 以下、燃料供給量は 120 L / 分を超え
てはならない。

アンダーディスペンサー消火

・すべてのディスペンサーにアンダーディスペンサー消
火が提供される必要がある。

カードロック/キーロック

・カードロック/キーロックの供給装置は、クラス I 製品
200 L を供給した後およびクラス II 製品 1000 L を供給
した後に自動的に停止するように設置する必要があ
る。
・高速道路上のどの車両にも燃料を供給できないように、
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項目

規定概要
供給装置を設置する必要がある。
・カードロック/キーロック設備には、次のものが必要で
ある。
(a)製品の安全な供給を可能にするために常に十分に
供給設備を照らすための自動制御照明。
(b)安全な操作方法と緊急電話番号を明記した標識。
・カードロック/キーロック設備の承認を受けた人は、毎
年、カード/キー利用者に安全な操作や緊急時の手続き
など、本規範の要件に関する詳細なトレーニングを提
供する必要がある。認可保持者はトレーニングの記録
を保管しなければならない。
・カードロック/キーロックディスペンサーから燃料を供
給する人は、給油される車両近くに常に待機していな
ければならない。
・認証保持者は、カードロック/キーロックの毎日の検査
で、以下を行わなければならない。
－流出のチェック
－すべての機器の安全な操作を保証

LFHC では、遠隔監視されている小売拠点のビデオ監視に関して 5.3.9 項～5.3.12 項に
規定している。規定内容について表 7-に示す。
表 7-10 LFHC の遠隔監視されている小売拠点のビデオ監視に関する規定概要
項目
リアルタイムビデオ監視

規定概要
・施設はリアルタイムのビデオ監視を装備し、訓練を受けた
要員によって継続的に監視されなければならない。
・ビデオ監視はすべての給油位置を監視しなければならない。
・モニターはディスペンサー専用でなければならず、また洗
車を監視してもよいが、店の様子の監視であってはならな
い。
・ビデオ監視システムは、最低 78 時間の映像を録画および保
存できる必要がある。
・モニターに表示される画像は、給油エリアに立っている人
が保持している車両のナンバープレートを監視員が読める
ように、適切なサイズと明瞭さでなければならない。
・ビデオ監視システムは、監視対象の各ディスペンサーと連
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項目

規定概要
動し、ビデオ監視システムが故障すると、そのシステムで
監視されているすべてのディスペンサーが自動的に遮断さ
れるようにする必要がある。

監視ステーション

・監視ステーションは CAN / ULC-S561 の要件を満たす必要
がある。
・1 人担当者は、48 を超えない供給場所を監視できる。
・監視ステーション職員の雇用主は、
（a）監視ステーション職員がオンタリオ規則 217/01 およ
び本規範を遵守することを確実にするために、あらゆる
合理的な予防策を講ずること。
（b）監視ステーション職員が訓練を受けていることを確認
する。
（i）すべての機器の使用。
（ii）製品のこぼれや漏えい、あるいは緊急事態が発生
した場合に、行動を起こすこと。
（c）監視ステーション職員が作業している期間、訓練の記
録を保管する。
・監視ステーション職員は、最低でも、ガソリンスタンドの
乗務員と監視者用の TSSA チェックリストの要件に従って
トレーニングを受ける必要がある。

(3) ドイツ
(a) TRBS 3151/TRGS 751
職場における/危険物に対する安全のための技術基準- 埋立地およびガス充塡施設での
火災、爆発、および圧力の危険の防止48（TRBS3151/TRGS751）は、ドイツの連邦法の一
つであり、労働社会省（BMAS：Bundesministerium für Arbeit und Soziales）が所管してい
る。
すべての燃料（ガソリン、圧縮天然ガス、液化天然ガス、LP ガス、水素）スタンドの
規定が含まれており、無人のガソリンスタンドにも適用される特別規定がある。
規定内容について、表 7-4 に示す。

48

Technische Regeln für Betriebssicherheit/Gefahrstoffe – Vermeidung von Brand-,
Explosions- und Druckgefahrdungen an Tankstellen und Gasfüllugnanlagen zur
Befüllung von Landfahrzeugen
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表 7-4

TRBS3151/TRGS751 の無人燃料スタンドにおける規定概要（一部再掲）

項目
4.1.2

規定概要
・ディスペンサーには、フューエルポンプに作用するノンラ

液体燃料ディスペンサー

ッチ装置（例：ポンプの電気ボタン）と 4.2.6（3）に記載さ

の電源を切るための指令

れている速動型バルブを装備しなければならない。

装置

・機器停止ボタンを取り付けなければならない。

4.1.3

・無人給油所では、ディスペンサーからの液体燃料の供給は、

現場監督なしの運用のた
めの追加要件

1 回の燃料補給操作につき最大 90 リットルであること。
・機器停止ボタン（スイッチ）は、容易に認識可能であり、
いつでも障害物なしにアクセス可能でなければならない。
視認性やアクセシビリティに影響を与えない限り、機器停
止ボタンをカバーすることができる。
・誤動作や損傷を報告するために、例えば雇用主、監視者ま
たはそれらに任命された人へ常に連絡が可能でなければな
らない。
・地上に露出したパイプラインを備えた地上貯蔵タンクまた
は加圧式分配施設を備えた給油施設を停止させるときは、
自動メッセージが、例えば雇用主、監視者あるいはそれら
に任命された人に常に送信されなければならない。
・混乱や損傷は、タイムリーに対処する必要がある。

4.2.6(3)

・貯蔵容器と供給装置の間（貯蔵容器の真後ろ）のパイプラ
インには、コンベアのスイッチあるいは電源が切れるとす
ぐに閉止する速動型バルブが必要である。

5.1.1(5)

・無人のガソリンスタンドでは、理解しやすい給油指示を提
供しなければない。
・例えば、エルゴノミクスユーザーガイドまたは自明のピク
トグラムがあり得る。

5.1.2（2）

・監督なしで完全にまたは部分的に作動するガソリンスタン
ドまたは液化天然ガス充塡ステーションでは、損害を報告
するために、雇用主または監視者の緊急番号またはそれら
が指定した組織を表示しなければならない。
・ガソリンスタンドの開業許可は、ガソリンスタンドが配置
されている地域当局によって許可される。
・許可を与える前に提供されなければならない情報として、
無人スタンドの場合の安全確保の詳細な説明と、スタンド
利用者が緊急の場合に連絡しなければならない個人/会社に
関する情報を含む、詳細な監督方法に関する情報がある。
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(b) CCTV の設置
燃料供給スタンドでは CCTV を設置することが法律で許可されており、ほとんどのス
タンドで設置を行っている。ただし、スタンドでビデオ監視に関する法的要件はない。
ただし、ドイツでは、連邦データ保護法（BDSG：Bundesdatenschutzgesetz（Federal Data
Protection Act））によってビデオ監視は非常に厳しく管理されている。同法のセクション
4 では、公的にアクセス可能なスペースのビデオ監視について言及し、これは特定の状況
でのみ許可されることを規定している（公的機関がそのタスクを実行する、アクセスを
許可または拒否する者を決定する権利を行使する、特定の目的の下利用者の正当な利益
を保護する）。
燃料供給スタンドの場合、有人/無人関係なく、以下のように現場の監視のためにおい
て許可されることを意味する49。


ステーションの所有者の社内規則を確実に順守するため。



特定の目的（例えば、盗難の具体的な疑い）を確実にするため。



監視は、監視対象の正当な保護された権利を無効にしてはならない。

(4) フランス
(a) Installations classées pour la protection de l'environnement（classified facilities for
the protection of the environment）
全 て の 燃 料 供 給 ス タ ン ド は 、「 環 境 保 護 の た め の 分 類 さ れ た 施 設 」（ ICPE ： (a)
Installations classées pour la protection de l'environnement）のカテゴリー1.4 の可燃
性物質のカテゴリーに分類され、必要な環境要件および安全要件を満たさなければなら
ない。
ガソリンスタンドは、ICPE カテゴリー1435 に分類され、設備は、公衆に開放されて
いるかどうかにかかわらず、燃料は固定貯蔵タンクから自動車の燃料タンクに移送され
ることが求められる。
液化天然ガススタンドは、ICPE カテゴリー1413 に分類され、
「加圧下の天然ガスまた
はバイオガスタンクへの充塡装置」50を対象としている。
LP ガススタンドは、ICPE カテゴリー1414-3 に分類され、「エンジンのためのタンク
充塡設備あるいは安全装置のためのその他機器」51を対象としている。

Tankstelle.net, Internet article on Video Surveillance
http://www.datenschutz-tankstelle.net/datenschutz-tankstelle.videoueberwachung.ht
ml （2019 年 3 月 1 日閲覧）
50 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10455 （2019 年 3 月 1 日閲覧）
51 Environnance website,
http://www.environnance.fr/pages/nomenclature-icpe/1--substances/1.4--inflammable
s/1414.php#criteres（2019 年 3 月 1 日閲覧）
49
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(b) Arrêté du 15 avril 2010（the Order of 15th April 2010）
ガソリンスタンドの要件は、Arrêté du 15 avril 2010（環境保護のための分類された設
備のカテゴリー1435 の下の宣言の対象となるガソリンスタンドに適用される一般要件に
関する 2010 年 4 月 15 日の命令）52で規定されている。
同法は、有人/無人のガソリンスタンドを含めたガソリン小売業を対象としており、LP
ガスおよび航空用燃料を除く自動車用燃料として使用するための、20℃の飽和蒸気圧が
13kPa 以上の、添加剤を含む/含まない全ての石油精製物としてのガソリンを対象として
いる。
同法では、無人のガソリンスタンドのための規格やガイドラインは特にない。
(c) Arrêté du 7 janvier 2003（the Order of 7th January 2003）
液化天然ガススタンドの要件は、Arrêté du 7 janvier 2003（環境保護のために分類さ
れた設備のカテゴリー1413 の下の宣言の対象となる設備に適用される規則に関する
2003 年 1 月 7 日の命令）53で規定されている。
同法では、無人の液化天然ガススタンドのための規格やガイドラインは特にない。

(d) Arrêté du 30 août 2010（the Order of 30th August 2010）
LP ガススタンドの要件は、Arrêté du 30 août 2010（環境保護のために分類された設
備のカテゴリー1414-3 の下の宣言の対象となる設備に適用される規則に関する 2010 年 8
月 30 日の命令）54で規定されている。
同法では、無人の LP ガススタンドのための規格やガイドラインは特にない。
(e) NF S 61 917、NF X 08 070、NF C 15-100
AFNOR（Association Française de Normalisation：フランス規格協会）は、燃料供
給スタンドを含む火災の危険性がある場所に備えなければならない特定の機器に関する
規格を発行している。例えば、安全に関する指示に NF S 61 917、NF X 08 070 があり、
火災の危険がある場所で使用する必要がある。
また、全ての燃料供給スタンドの電気機器は、低電圧電気設備に関するフランスの規
52

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux
stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000022099072
（2019 年 3 月 1 日閲覧）

53

Arrêté du 1 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1413
Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire
https://aida.ineris.fr/consultation_document/35414 （2019 年 3
月 1 日閲覧）
Arrêté du 30 août 2010 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414-3
https://aida.ineris.fr/consultation_document/4003（2019 年 3 月 1 日閲覧）

54
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格 NF C 15-100 を満たす必要がある。
(f) Guide de Lecture des Textes Relatifs（Guide to Reading Texts）
環境エネルギー省が所管する法律順守のためのガイドライン55は、全ての燃料供給スタ
ンドに対する要件を示したもので、無人のガソリンスタンドおよび液化天然ガススタン
ドに適用される要件も示している。
同ガイドにおける要件を表 7-5 に示す。なお、無人のガソリンスタンドおよび液化天
然ガススタンドに適用される要件は同じである。

表 7-5

Guide de Lecture des Textes Relatifs の無人のガソリンスタンドおよび液化天
然ガススタンドに適用される要件

項目
附属書 1、2.7

規定概要
・すべてのガソリンスタンドに必要な遮断装置（すべての電気設備に
取り付けなければならない）は、無人スタンドの場合、手動制御の
近くで操作でき、固定消火用の自動トリガー装置が有人スタンドの 2
倍でなければならない。
・自動消火装置、警報装置または検知システムが作動した場合、それ
らは指名された管理者に送信されなければならない。

附属書 1、4.2
消火活動

・すべての燃料供給スタンドが火災の危険に適切な消火装置を備えて
いなければならない。
・適切な消火装置には、以下が含まれる。
－2 つの消火栓。
－火災および救急隊員に警告する任意の手段。
－各ディスペンサーアイランドの光学式または可聴式の制御システ
ム。
－各ディスペンサーアイランドの消火器 233B。
－危険の場合に従うべき手順。
－各技術スペースおよび保管場所に不燃性吸収性製品の備蓄（少な
くとも 100 リットル）、消火器 233B。
－電気パネル用の二酸化炭素消火器（2kg）
。
－消火装置の取り付け時には、少なくとも 1 つの耐火カバーを取り
付けること。

55

Guide de Lecture des Textes Relatifs aux Installations de Stockage et de
Chargement/Déchargement de Liquides Inflammables, May 2017 version (Guide to
Reading Texts about stocking, loading and unloading inflammable liquids
https://aida.ineris.fr/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/94330/2017%2005_
Guide%20liquides%20inflammables%20-VF.pdf
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項目

規定概要
・手動装置と同等に効率的な自動消火装置を使用すること。

附属書 1、4.9.2 ・カテゴリーB56の製品の場合、一度に供給できる量は 120 リットルを
消火活動

上限とする（訓練を受けた要員のためにアクセスが確保されている
給油所を除く）
。
・ディスペンサーは、支払いシステムからの承認後にのみロック解除
できる。

附属書 1、4.9.4

・直ちに全ての配給施設の運転停止を可能とする通信装置をポンプの
近くに配置すること。
・設置を監視するように指定された人に直ちに警告する通信装置を設
置すること。

(g) CCTV の設置
CCTV はフランスで厳しく規制されており、近年さまざまな法律の対象となっている。
最新の規制法は、Code de laSécuritéIntérieur（2012）であり、これは第 251 条 1 から
6 の「一般に公開されている」場所でのビデオ監視に関する規定を含んでいる。燃料供給
スタンドは、
「一般に公開されている」場所に分類され、使用するカメラの種類、録画の
長さ、撮影する地域、使用する看板、データアクセスの詳細など、地方自治体に CCTV
の設置場所を登録する必要がある。また、ビデオ監視が動作している燃料供給スタンド
には、以下のような情報57を掲示する必要がある。


ビデオ監視を実施中であること。



担当者氏名。



監視の法的根拠（通常、場所を安全にするための所有者の正当な利益）。



画像の保存期間。



規制当局の CNIL に苦情を申し立てることが可能であること。



記録へのアクセスを求めるために従うべき手順。

フランスの燃料供給スタンドでは、ビデオ監視の使用はフランスでは必須ではないが、
ほとんどのスタンドには監視カメラが設置されている58。

56

57

58

発火点が 55℃以下でクラス A 液体（発火点が 0℃未満で、35℃の飽和蒸気圧が 105Pa
よりも大きいもの）ではないもの Annex 1, 1.8 of legislation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000022099072
（2019 年 3 月 1 日閲覧）
Commission Nationale Informatique & Libertés (CNIL), La vidéosurveillance au
travail, Video surveillance at Work, 2018 Edition
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/_videosurveillance_au_travail.pdf
Agri Video System website, Video surveillance for petrol stations,
http://www.agri-video-system.com/journal-visionaute-22-l-interet-de-la-videosurveilla
nce-pour-les-stations-essence.html（2019 年 3 月 1 日閲覧）
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さらに、2007 年 8 月 3 日の大統領令では、ビデオ監視に適用される新しい技術基準を
定義している。2009 年 8 月 21 日以降、燃料供給スタンドを含めたすべての CCTV 設備
はこれらの基準に準拠する必要がある。例えば、たとえば、システムに接続できるカメ
ラの台数、画像の品質などが含まれる。

(5) 調査対象国におけるガソリン・天然ガス・LP ガススタンドの適用法規等について
表 7-13 および表 7-14 に米国、カナダ、ドイツ、フランスにおけるガソリン・天然ガス・
LP ガススタンドの適用法規のまとめ、および無人セルフサービス燃料供給設備のための
条件まとめた一覧を示す。
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表 7-6 海外スタンド（ガソリン・天然ガス・LP ガススタンド）における適用法規
項目
対象スタンド

米国
ガソリンスタンド
LP ガススタンド
液化天然ガススタンド
天然ガススタンド
上記すべてで無人スタンドあり。

カナダ
ガソリンスタンド
LP ガススタンド
液化天然ガススタンド
天然ガススタンド
上記すべてで無人スタンドあり。

ドイツ
ガソリンスタンド
液化天然ガススタンド
LP ガススタンド
上記すべてで無人スタンドあり。

関連法規

国際消防コード（IFC、
International Fire Code）に規定が
あり、米国 42 州で採用され、適用
されている。
ただし、適用の可否は、米国にお
ける各自治体レベルの AHJ（規制
管轄局）による。

カナダ国家消防法（NFC、
National Fire Code of Canada）に
規定がある。
ただし、州および準州政府が採用
可能な、目的に基づいた国家モデル
コードである。これは、変更せず、
または現地のニーズに合わせて修
正して、NFC を採用することを意
味する。

職場における/危険物に対する安
全のための技術基準/危険物 - 埋立
地およびガス充塡施設での火災、爆
発、および圧力の危険の防止
（TRBS 3151 / TRGS 751）

関連技術基準

NFPA30：タンクに燃料を供給す
るための技術基準
NFPA52：液化天然ガス、圧縮天
然ガス燃料供給に関する技術基準、
水素においても基本的にこの基準
が適用されている。
NFPA58：LPG スタンドに関す
る技術基準

カナダ労働安全センター基準
B108-18：天然ガススタンド設置
規則、自動車用の天然ガススタンド
を設置するために、多くの州で要求
されているカナダの連邦規則であ
る。
LFHC：オンタリオ州の小売店お
よび民間店等でのガソリンおよび
関連製品の貯蔵および取り扱いを
規制の対象としている。

労働安全衛生法にてガソリンス
タンドの規定はあるものの、関連の
技術基準は存在しない。
法令の中で、リスクアセスメント
の実施を示唆しており、その内容に
ついて第三者認証機関が承認する
ことにより水素スタンドを含むガ
ソリンスタンド等の運用が可能と
なる。
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フランス
ガソリンスタンド
液化天然ガススタンド
で無人スタンドあり。
LP ガススタンド
セルフスタンドあり。
・ガソリンスタンド：環境保護のた
めの分類された設備のリストの
うちの 1435 の見出しの下の宣言
の対象となる給油所に適用され
る一般要件に関する 2010 年 4 月
15 日の命令
・液化天然ガススタンド：環境保護
のために分類された設備のカテ
ゴリー1413 の下の宣言の対象と
なる設備に適用される規則に関
する 2003 年 1 月 7 日の命令
・LP ガススタンド：環境保護のた
めに分類された設備のカテゴリ
ー1414-3 の下の宣言の対象とな
る設備に適用される規則に関す
る 2010 年 8 月 30 日の命令
ICPE：Facilities Classified for
Environmental Protection（環境保護に
分類された施設）における技術基準を満
たす必要がある
NF S 61 917、NF X 08 070：火災の
危険性がある場所に備えなければなら
ない特定の機器に関する規格
Guide de Lecture des Textes
Relatifs：全ての燃料供給スタンドに対
する要件

表 7-7
項目
支払い

保安
メンテナ
ンス

ディスペ
ンサー、バ
ルブの要
件

非常用動
力切断

海外スタンド（ガソリン・天然ガス・LP ガススタンド）における無人セルフサービス燃料供給設備のための条件

米国
・利用者は、コイン、紙幣、会員証、または
クレジットカードを使用して支払いを行
う。
・原則、現金の使用は禁止であり、使用する
場合は、AHJ の許可が必要である。
・所有者または運営者は、毎日の現場視察を
行い、その責任を負う。
・所有者または運営者は、定期的なメンテナ
ンスを行い、その責任を負う。

カナダ
－

・無人液化天然ガススタンドは、製造所が推
奨する頻度で、ただし 1 週間に 1 回以上、
スタンドを直接点検し、その結果を記録す
る。
・認証保持者は、カードロック/キーロックの
毎日の検査で、以下を行わなければならな
い。
－流出のチェック
－すべての機器の安全な操作を保証
・承認されていない限りコイン/紙幣で操作す ・カードまたはキー作動式のディスペンサー
るディスペンサーは使用できない。
が使用できる。
・ラッチ開放装置付きの自動閉鎖型ホースノ ・カードまたはキーで作動するディスペンサ
ズルバルブを備えなければならない。ホー
ーの操作は、カードまたはキーを所有する
スノズルバルブは別項の一般要件を満たし
ことを供給業者によって許可された人に制
ている必要がある。
限されている。
・無人 LPG スタンドが使用されている場合、 ・高速ポンプに使用されるノズルは、ノズル
またはプロセスやシステムをメンテナンス
が充塡ネックから落ちないようにする装置
するためにバルブを開く必要がある場合を
を備えたトラックノズルでなければならな
除き、稼働していない施設はコンテナの内
い。
部バルブおよび緊急遮断バルブを閉じるも ・ノズルは 25 mm 以下、燃料供給量は 120 L
のとする。
/ 分を超えてはならない。
・すべてのディスペンサーにアンダーディス
ペンサー消火が提供される必要がある。
・遮断装置または切断装置は利用者からすぐ ・無人 LNG スタンドは、緊急事態が発生し
にアクセス可能でなければならず、少なく
た場合に、スタンドが以下のいずれかの能
とも 1 つの予備の遮断装置または切断装置
力を有するように設計されなければならな
は個々のアイランドの各グループからいつ
い。
でもアクセス可能でなければならない。
－自分自身でシャットダウンする。
・遮断装置または切断装置には、
「緊急燃料遮
－ESD（Electro-Static Discharge：静電
断」またはそれに相当する文言を記した標
気放電・サージ）ボタンにより手動でシ
識を表示しなければならない。
ャットダウンする。
・緊急制御を手動でリセット可能にする必要 ・施設には 2 つのシングルアクション緊急遮
がある。
断装置を装備する必要がある。1 つはポン
プ/ディスペンサーの近くに配置し、もう 1
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ドイツ
－

フランス
－

－

－

・ディスペンサーには、フューエルポンプに
作用するノンラッチ装置と速動型バルブを
装備しなければならない。
・貯蔵容器と供給装置の間（貯蔵容器の真後
ろ）のパイプラインには、システム停止シ
ステムに統合されており、コンベアのスイ
ッチが切れるか電源が切れるとすぐに閉止
速動型バルブが必要である。

・ディスペンサーは、支払いシステムからの
承認後にのみロック解除できる。

・ディスペンサーには機器停止ボタンを取り
付けなければならない。
・機器停止ボタン（スイッチ）のための指定
された場所は、容易に認識可能であり、い
つでも障害物なしにアクセス可能でなけれ
ばならない。視認性やアクセシビリティに
影響を与えない限り、機器停止ボタンをカ
バーすることができる。
・地上に露出したパイプラインを備えた地上
貯蔵タンクまたは加圧式分配施設を備えた
給油施設の機器停止させるときは、自動メ

・直ちに全ての配給施設の運転停止を可能と
する通信装置をポンプの近くに配置するこ
と。

項目

米国

取扱
説明書

・ディスペンサーの取扱説明書はすべてのデ
ィスペンサーが設置された場所に目立つよ
うに掲示されなければならず、その上部に
緊急管理の場所を示さなければない。
・緊急制御の場所、および使用者が自分の車
の外側に留まっている間、および給油中は
給油ノズルを見ているという要件が含まれ
ていなければならない。
・承認された緊急手順のサインは、目立つ場
所に掲示する必要がある。
・コインの操作を必要としない電話、あるい
はほかに承認された消防署に通知するため
の明確に示された手段が、消防法官（fire
code official）によって承認された場所に設
置されなければならない。

連絡事項

数量制限

・無人スタンドにある供給機器（Dispensing
equipment）は、次のいずれかに従わなけ
ればならない。
a.供給装置（Dispensing devices）は、途
切れのない燃料供給を 25 ガロン（95 L）
に制限し、供給を再開するには手動操作
が必要となるようにプログラムまたは

カナダ
つは供給エリアから離れた場所に配置す
る。
・非常停止装置は、監視スタンドで可聴式ま
たは可視式のアラームと、施設に入るすべ
ての人が継続的に目視できるアラームを作
動させる必要がある。
・許可された人だけが緊急遮断をリセットで
きる。
・取扱説明書は、すべてのディスペンサーア
イランドに掲示されるものとし、いつでも
見ることができ、平易な内容とする。

・漏えいや事故が発生した場合には、地元の
消防署の電話番号を含む以下の緊急の指示
を利用者に知らせるために目立つように掲
示する必要がある。
－緊急遮断スイッチを使用する。
－消防署に連絡する。
・電話、あるいはほかの消防署に通知するた
めの明確に示された手段は、利用者がすぐ
にアクセスできる場所に提供されなければ
ならない。
・液化天然ガススタンドが無人で動作するよ
うに設計されている場合は、異常な圧力、
温度、またはその他の問題の兆候を示すた
めに、最寄りの施設にアラームを送信でき
るアラーム回路を装備する必要がある。
・施設は現場から監視ステーションへの双方
向通信のシステムを持っている必要があ
る。
・カードロック/キーロックの供給装置は、ク
ラス I 製品 200 L を供給した後およびクラ
ス II 製品 1000 L を供給した後に自動的に
停止するように設置する必要がある。
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ドイツ
ッセージを、例えば事業主または監視ステ
ーション職員あるいはそれらに任命された
人に常に送信されなければならない。

フランス

・理解しやすい給油指示を提供しなければな
い。
・例えば、エルゴノミクスユーザーガイドま
たは自明のピクトグラムがあり得る。

－

・監督なしで完全にまたは部分的に作動する
ガソリンスタンドまたは液化天然ガススタ
ンドでは、損害を報告するために、事業主
または監視ステーション職員の緊急番号ま
たはそれらが指定した組織を表示しなけれ
ばならない。

・自動消火装置、警報装置または検知システ
ムが作動した場合、それらは指名された管
理者に送信されなければならない。
・設置を監視するように指定された人に直ち
に警告する通信装置を設置すること。

・無人給油所では、ディスペンサーからの液
体燃料の供給は、1 回の燃料補給操作につ
き最大 90 リットルであること。

・カテゴリーB の製品の場合、一度に供給で
きる量は 120 リットルを上限とする（訓練
を受けた要員のためにアクセスが確保され
ている給油所を除く）。

項目

防火装置

遠隔監視
遠隔制御
システム

米国
設定する。
b.供給される燃料の量は、承認されている
プログラム済みのカードによって量が
制限されるものとする。
・AHJ が要求する場合には、追加の防火対策
を提供しなければならない。
・これには、固定された抑制システム、自動
火災検知、手動火災警報、現場外への警報
の送信、および 1 回の処理あたりの配送量
の制限が含まれる。

カナダ

ドイツ

フランス

－

－

・無人液化天然ガススタンドは、すべての機
器を改ざんから保護するように設計されな
ければならない。それはすなわち、貯蔵お
よび移動用機器の改ざんを防止するように
保護しなければならない。

・無人液化天然ガス燃料補給所の監視ステー
ション職員は、遠隔で制御システムに接続
する手段を持ち、故障や緊急停止のために
自動で監視ステーション職員に通知するシ
ステムまたはダイヤルアウトシステムを持
つものとする。
・施設はリアルタイムのビデオ監視を装備し、
訓練を受けた要員によって継続的に監視さ
れなければならない。
・ビデオ監視はすべての給油位置を監視しな
ければならない。
・モニターはディスペンサー専用でなければ
ならず、また洗車を監視してもよいが、店
の様子の監視であってはならない。
・ビデオ監視システムは、最低 78 時間の映像
を録画および保存できる必要がある。
・モニターに表示される画像は、給油エリア
に立っている人が保持している車両のナン
バープレートを監視員が読めるように、適
切なサイズと明瞭さでなければならない。
・ビデオ監視システムは、監視対象の各ディ
スペンサーと連動し、ビデオ監視システム
が故障すると、そのシステムで監視されて
いるすべてのディスペンサーが自動的に遮
断されるようにする必要がある。

－

・すべてのガソリンスタンドに必要な遮断装
置（すべての電気設備に取り付けなければ
ならない）は、無人スタンドの場合、手動
制御の近くで操作でき、固定消火用の自動
トリガー装置が有人スタンドの 2 倍でなけ
ればならない。
・すべての燃料供給スタンドは火災の危険に
適切な消火装置を備えていなければならな
い。
・手動装置と同等に効率的な自動消火装置を
使用すること。
－
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項目
サイン

米国
－

トレーニ
ング

－

カナダ
・供給場所に近づくと、すべての人に見える
看板が必要である。
－禁煙 – 発火装置を切る
－油種
－緊急停止装置、消火器、通信システムの
場所
－視覚警報が作動したときに利用者が施
設から離れなければならないという警
告
・カードロック/キーロック設備の承認を受け
た人は、毎年、カード/キー利用者に安全な
操作や緊急時の手続きなど、本規範の要件
に関する詳細なトレーニングを提供する必
要がある。認可保持者はトレーニングの記
録を保管しなければならない。
・施設の利用者は非常停止、通信システム、
消火器の場所について、以下のとおり訓練
を受けなければならない。
（a）機器の最初の使用前または使用時、
およびその後は少なくとも年に 1 回。
（b）場所の変更により、以前の訓練で提
供された情報を無効にする変化がも
たらされた場合。
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ドイツ
－

フランス
－

－

－

７．２．３ 調査対象国の各スタンドにおける遠隔監視の事例
(1) 米国
米国において、無人のガソリンスタンド等においては、無人の状態で支払いを行う必要がある
ことから、燃料供給システムと支払が関連付けられた情報が必要となり、無人で決済するシステ
ムが必要である（英語では、
「Pay at the pump」という。）。現在では、こういったシステムを
開発する企業として、InfoNet 社、ORPAK 社、Petro Pay System 社といった企業が参入してい
る。
ここでは、InfoNET 社のシステム59について、紹介を行う。
InfoNET 社の Fuel Commander EMV システムの基本的な構成を図 7-2 に示す。Fuel
Commander EMV システムは、カード用の支払い端末、Dell のコンピューターと Infonet シス
テムのソフトウェアで構成されたリモート管理セルフサービス無人給油システムである。このシ
ステムは、監視者とリモートでの遠隔監視が行われ、24 時間 365 日のセルフサービス給油を提
供している。また、支払はカードのみを対象としている。また、遠隔監視に関する規則について
は、連邦、州等で存在し、それぞれの規定を満たす対応を行っている。また、ユーザーは常に監
視者と連絡を取ることが可能な状況である。

図 7-2 Fuel Commander の基本概念 59

59

FUEL COMMANDER EMV - DETAIL PRODUCT INFORMATION （2018）

76

(2) カナダ
カナダの Westeel 社は、過去 60 年に渡り燃料タンクの設計を手掛けている事業者であり、同
社の設計した燃料タンクを拡張する形で、国内でも有数の「ghost station」とも呼ばれる各種燃
料（ガソリン、圧縮天然ガス、LP ガス、液化天然ガス）の無人スタンドにおける設計の実績を
有する。無人スタンドのための機能として、以下を考慮している。


最大 3 種類の燃料を貯蔵するのに適したコンパートメントタンク。



1 つ以上のシングルまたはデュアルスキッドマウントディスペンサー。



LED 照明。



クレジットカードおよびデビッドカードによる支払い。



取引処理のための WiFi、有線インターネット回線、携帯電話あるいは衛星接続設備。



ガラスドア付きのカードリーダー。



カメラシステム。


第三者による遠隔監視。



DVD-R ストレージ付の連続的なカメラ監視（オプションとして、タイムスタンプ付モ
ーション検知）



リモート録画。

７．３ 第 7 章のまとめ
本節では、国内外における各種スタンドの概要や各種スタンドに係る適用法令等を取りまとめた
内容を以下の表 7-15 に示す。
表 7-15 国内外におけるガソリン・天然ガス・ＬＰガスの各種スタンドについて
日本

海外

・ガソリンスタンドではドライバーに

・各国において無人スタンドが存在

よる給油が条件付で認可
概要

・天然ガス・LP ガススタンドではセ
ルフ充塡は行われていない
・いずれのスタンドも減少傾向
・ガソリンスタンドは消防法

適用法規

・国ごとにより差有（詳細は表 7-14

・天然ガス・LP ガススタンドは保安

参照）

法
遠隔監視の
実態

・ガソリンスタンドでは、直接監視も ・ディスペンサーやシステムの仕様が
しくは監視カメラ等の間接監視下で

遠隔監視による給油・充塡に既に対

セルフ給油を実施

応

また、水素スタンドとガソリンスタンド・天然ガススタンド・LP ガススタンドの概要等を比較
すると表 7-16 のとおりとなる。
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表 7-16

水素スタンドとその他スタンドとの比較（表 6-13 と表 7-15 のまとめ）
水素スタンド

国内

ガソリン・天然ガス・LP ガススタンド
海外

国内

海外

・国内に 100 ヶ所を超える商 ・最も多いドイツでも商用の ・ガソリンスタンドではドラ ・各国において無人スタンド
用スタンド
・今後もスタンド数は増加傾
スタンドの概要

向

水素スタンド数は約 100 ヶ

イバーによる給油が条件

所（計画中を含む）

付で認可

が存在

・無人運転を実施している水 ・天然ガス・LP ガススタンド
素スタンドが存在

ではセルフ充塡は行われ
ていない
・いずれのスタンドも減少傾
向

保安法

・国ごとにより差有（詳細は ・ガソリンスタンドは消防法 ・国ごとにより差有（詳細は
表 6-10 参照）

スタンドの適用法令

・天然ガス・LP ガススタンド

表 7-14 参照）

は保安法
・遠隔監視を活用した水素ス ・無人運転を実施しているス ・ガソリンスタンドでは、直 ・ディスペンサーやシステム
タンドの運転は実施してい

タンド有

ない
遠隔監視の実態

・ただし、遠隔監視を活用し

接監視もしくは監視カメ

の仕様が遠隔監視による給

ラ等の間接監視下でセル

油・充塡に既に対応

フ給油を実施

た水素スタンドの運転へ向
けての検討は実施されてい
る
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８．遠隔監視を活用した水素スタンドの運転に向けた保安上の課題調査
８．１ 実現が想定される我が国の遠隔監視を活用した水素スタンド
「水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会」では、規制改革実施計画の要望事項の一つ
として、
「水素スタンドの遠隔監視による無人運転の許容」について検討している（図 8-1 の「無
人セルフ」
）
。
ここで、一部試験的に実施されている「有人セルフ」に対して、想定されている遠隔監視によ
る無人運転では、スタンドの従業者は運転状況を敷地外で遠隔監視を行い、日常点検を巡回によ
り実施することが示されている。

※上図では、ドライバーが実施するのは「ノズル脱着作業等」とあるが、ドライバーが水素の充塡において実施
するのは「ノズル脱着作業」のみであり、
「等」は充塡前後の作業を指すものと考えられる。

図 8-1

水素スタンドの想定される形態（再掲）

一般則第 7 条の 3 では、水素スタンドには水素を遮断する装置や充塡設備に過充塡防止のため
の措置を設けるなど、様々な設備対策を設けることが明記されている。しかし、遠隔監視を活用
した水素スタンドの運転を行う場合、予期せぬ事態が発生することもありうる。
そこで本節では、保安監督者又は従業者が、水素スタンド内に不在となる場合もある代わりに、
遠隔監視機器の代表例である監視カメラを水素スタンドに設置して、水素スタンド敷地外にある
施設等にて、その監視カメラ映像を確認する水素スタンドを検討のモデルケースとして考える。
ただし、この基本的な遠隔監視を活用したモデル水素スタンドは、監視行為を水素スタンド敷地
外から行うもののみであるとし、水素スタンドに設置されている各種設備の操作自体は遠隔で実
施せず、計器室や実際のスタンドで行うものとする。このような水素スタンドを図 8‐2 に示す。
現在の法令では、水素スタンドには保安監督者又は従業者が常駐しているが、モデルケースの
水素スタンドでは、監視する者が水素スタンドに不在となる場合がある。
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このような遠隔監視を行う場合、保安監督者又は従業者が水素スタンドに常駐している場合と
比べた主なリスク要因としては、「保安監督者又は従業者のいずれもいないこと（人の駆付けに
時間がかかること）」、「通信回線で外部と接続されること」の 2 つに大別される。これら 2
つに起因する主なリスクを、第 7 章までの調査結果及び第 4 章に記載した委員等からのコメント
を踏まえ、以下の表 8‐1 に示す。
現場へ駆付け
消防・警察等
スタンドからの直接通報

映像転送・通報・通話
監視カメラ

問い合わせ対応・
緊急時の駆付け
スタンドへの
駆付け指示

緊急用電話

緊急時の
駆付け

水素スタンド

水素スタンド敷地外に設置する
遠隔監視場所
（遠隔操作などは行わない）
駆付け者

図 8-2 本調査で念頭に置く、遠隔監視を活用した基本的な水素スタンド（再掲）
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表 8-1 図 8-2 のモデル水素スタンドにおいて考えられるリスクとそれに対する対応策
考えられるリスク

左のリスクに対する対応策
①緊急時にスタンドの構造を熟知する者のスタ

１）非常時の初動対応（初期消火等）の遅れ

ンドへの駆付け体制の整備
②更なる防火設備の導入などハード面の強化
①スピーカーやインターホンあるいは拡声器、
デジタルサイネージ、パトランプ等の設置

２）緊急時の避難誘導の遅れ

②水素スタンドへの駆付け
③近隣住民とのリスクコミュニケーション
①遠隔監視場所へ速やかに異常検知を伝えるシ
ステムの導入

３）消防や警察への通報の遅れ

②消防機関との情報共有
③緊急停止ボタンの設置およびその取り付け場
所
①警報装置の導入

４）いたずら行為の抑止力の低下

②警備会社の活用
①通信回線を複数確保

５）通信断絶（通信サービス障害や回線切断等）

②緊急時の通信用電源の確保
③遠隔監視が実施できなくなった場合における
水素スタンドの運転の緊急停止
①制御系システムのセキュリティ対策

６）通信回線を介したサイバー攻撃

②パスワード設定の適正化
③監視カメラの複数台設置
④セキュアな通信サービスの利用

８．２ 遠隔監視技術を利用した水素スタンドのリスクに対する対応策と提言
本節では、表 8-1 に掲げた各リスクに対する対応策及びこれらのリスクを回避するための提言
を以下に多少詳細に述べる。
１）非常時の初動対応（初期消火等）の遅れ
一般則第 7 条の 3 では、
水素スタンドに所定の防消火設備を設置することが規定されている。
現在の水素スタンドに設置されている防消火設備だけでは対応しきれない火災等が発生した場
合においては、保安監督者又は従業者による初期消火の活動が期待できる。しかし、遠隔監視
を活用した水素スタンドの運転を実施して、水素スタンド内に保安監督者又は従業者が不在と
なった場合、防消火設備によって鎮火させることができなければ延焼範囲が拡大する恐れがあ
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る。そのため、非常時の初動対応（初期消火等）の遅れに対する対応案は、以下の 2 点が考え
られる。
①緊急時にスタンドの構造を熟知する者のスタンドへの駆付け体制の整備
消防法第 25 条第 1 項には、「火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総
務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止又は人命
の救助を行わなければならない。」と規定されている。この「その他総務省令で定める者」
とは、消防法施行規則第 46 条第１項に規定されており、このうち第 3 号には「火災が発生
した消防対象物の居住者又は勤務者」と定められている。そのため火災発生などの緊急時に
おいては、当該水素スタンドに関係する者は、火災等発生後一定時間内に水素スタンドへ駆
付ける必要があると考えられる。消防隊が火災現場に到着するまでに消火や人命救助等だけ
ではなく、消防隊による消火活動を円滑にするために、消火場所の把握や火災原因の特定等
を行うことが求められる。
②更なる防火設備の導入などハード面の強化
一般則第 7 条の 3 においては、水素スタンドに設置される様々な機器等に安全対策を設け
る旨が記載されている。事故シナリオに応じた対策が求められるが、非常時の初動対応の実
施が遅れるリスクへの対策の一案として、例えば自動防火設備等を増強することにより、保
安監督者又は従業者のいずれもいない場合の初期消火をハード面で補強することなどを検討
する必要がある。

２）緊急時の避難誘導の遅れ
モデルケースのような水素スタンドでは、事故や災害などの緊急事態発生時に、来店中の利
用者だけではなく、近隣住人や通行人に対して緊急時の避難を直接呼びかけることができない。
当該リスクへの対応策としては、以下の 3 つが挙げられる。
①スピーカーやインターホンあるいは拡声器、デジタルサイネージ、パトランプ等の設置
遠隔監視をしている者が、監視カメラの映像を確認して、水素スタンドにて異常が発生し
ていることを認めた場合は、直ちに水素スタンドもしくは水素スタンドの近隣にいる者に対
して音声や光や文字により注意喚起を実施することができ、被害の拡大を防ぐことができる。
②水素スタンドへの駆付け
水素スタンドに駆付けた者は、上記①で述べた対応以外にも、水素スタンド付近にいる人
に対して、避難を呼びかける必要がある。ただし、避難誘導の即効性については、１）に劣
るが、現場にて判断を行うことができるため、避難誘導の精度は上がることが期待される。
この時、水素スタンドに駆付ける者は、遠隔監視をしている者又は遠隔監視をしている者か
ら指示を受けた者等が駆付けることが必要であると考えられる。
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③近隣住民とのリスクコミュニケーション
水素スタンドの近隣住民に対しては、水素スタンドに関する情報を定期的に提供するなど、
事業者がリスクコミュニケーションに努めることが有効である。これにより、緊急時におけ
る近隣住民の避難を円滑に進めることが期待される。

３）消防や警察への通報の遅れ
水素は燃える際に、その火炎が見えないという特徴を有するため、一般則第 7 条の 3 第 2 項
では、水素スタンド内に火炎検知装置を設ける旨が記載されている。
一般的に、消防機関への通報は現場の被害状況を確認してから行うものであるため、遠隔監
視対象の水素スタンドにおいて火炎検知装置が作動した場合は、遠隔監視をしている者又は遠
隔監視をしている者から指示を受けた者等が速やかに現場へ駈付ける必要があるが、この駆付
け時間の間にも被害の範囲が拡大する可能性がある。そのため、消防や警察への通報の遅れを
防ぐためには、次の点を考える必要がある。
①遠隔監視場所へ速やかに異常検知を伝えるシステムの導入
水素火災の場合、火炎が見えない可能性があるため、火災などの緊急時には発見が遅れる
可能性がある。水素スタンド内のディスペンサーの周囲と蓄圧器には、火炎検知装置の導入
が一般則第 7 条の 3 第 2 項に規定されている。そこで、この火炎検知装置の信号を、遠隔監
視をしている場所にて認知することが可能となれば、火災などの事象にいち早く気づくこと
ができる。
②消防機関との情報共有
水素スタンドは普及し始めた時期であり、水素スタンドの構造について詳細に理解してい
る者は、事業者や当該水素スタンドの保安監督者や従業者等を除けば、多くはないと考えら
れる。そのため、事業者は、水素スタンドがある地域を所管する消防組織等に対し、水素ス
タンドの構造等に関して事前に情報提供を行い、情報の共有化（一例としては、現場確認や
防災訓練等が考えられる）を図ることが望ましい。
③緊急停止ボタンの設置およびその取り付け場所
遠隔監視を活用した水素スタンドの運転を実施する場合においては、緊急停止ボタンの導
入が必要である。「緊急停止」の定義としては、ここでは水素スタンドの運転を安全に止め
ることを指すものとする。このボタンは、鉄道の駅などに導入されている列車の非常停止ボ
タンのように、目立つ位置に設置することが望ましい。そのため、水素スタンド入口など水
素スタンド内において目立つように設置することが必要である。また、保安監督者又は従業
者を始めとする水素スタンド事業者以外の者が当該ボタンを押した場合は、悪意を持って押
した場合等を除いて免責にするなど、ボタン操作の法的な取扱いを検討する余地もある。ま
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た、激甚災害で現場へ人が駆付けられない場合に遠隔で緊急停止させる方法が必要になる可
能性も考えられる。

４）いたずら行為の抑止力の低下
水素スタンドにおいては、営業時間内と営業時間外におけるリスクは同一ではないと考えら
れる。営業時間外においては、蓄圧器等があるバックヤードを除いては、高圧水素による危険
性は低いと考えられる。一方、営業時間内において遠隔監視による水素スタンドの運転を行う
場合、監視カメラが設置されているとはいえ、愉快犯等のいたずら行為が行われる危険性が高
まる可能性がある。そのため、水素スタンドの運転の状況や時間帯によるリスクを個別に検討
したうえで、いたずら行為に対する対応策が必要となる。ただし、いたずら行為については、
「スタンドの安全を脅かすもの」と「営業を阻害するもの」に分類ができると考えられる。以
下では、スタンドの安全を脅かす可能性のあるいたずら行為に対する対応方法について、有効
と考えられる策を示す。
①警報装置の導入
現在の水素スタンドに導入されている火災検知装置以外にも、人感センサー等の各種セン
サーを水素スタンドに導入して、異常事態に迅速に対応できるようにする。これらの警報装
置やセンサーの信号は、水素スタンド敷地外の遠隔監視場所にて認知できるようにし、不審
者を認知した場合は拡声器を使って注意したり退去を指示したりできるようにすることが望
ましい。
②警備会社の活用
水素スタンドの営業時間内であれば、保安監督者や従業者等が駆付けるなどの対応を取る
ことは可能であるが、水素スタンドの営業時間外では直ちに駆付けることも困難になる。こ
のような時には、警備会社の活用が考えられる。ただし、警備会社の活用は、防犯対策の一
環として考えられるものであり、本来水素スタンドに要求される保安体制の確保は、一義的
には事業者が責任を持って構築すべきである。

５）通信断絶（通信サービス障害や回線切断等）
監視カメラを水素スタンドに設置して、水素スタンド外にて監視カメラの映像を監視する場
合、災害による停電や通信回線の故障などにより、遠隔監視用の通信回線が断絶し、保安レベ
ルの低下が懸念される。このような通信断絶に対しては、以下のような対策が考えられる。
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①通信回線を複数確保
水素スタンドに設置した監視カメラの映像を転送する回線が 1 本しかない場合、通信回線
の不良や故障した際に、遠隔監視を行うことがでず、水素スタンドの安全監視ができなくな
ることが起こりうる。常時水素スタンドを遠隔監視して保安体制の高度化を図るためには、
映像の転送回線などを複数確保することにより、通信回線の不良や回線のメンテナンスなど
の事態に対応することができる。
②緊急時の通信用電源の確保
大地震等の大規模災害が発生した場合、設置した通信機器が使用できなくなる場合もある。
2018 年に発生した北海道胆振東部地震の際には大規模停電（ブラックアウト）や通信障害も
発生している。仮にこのような状態においても水素スタンドの遠隔監視を実施するためには、
停電時でも一定時間は通信機器が利用できるように非常用電源（保安電力）が必要である。
③遠隔監視が実施できなくなった場合における水素スタンドの運転の緊急停止
大災害等の発生により、遠隔監視をするために水素スタンドに設置した監視カメラが作動
しなくなるなどした場合、あるいはその恐れが高いと想定される場合は、直ちに水素スタン
ドの運転を安全に停止させる必要がある。この際には、自動異常検知・自動停止の機能とと
もに、最低限必要な通信手段が維持できているうちに水素スタンド外の監視場所から遠隔操
作等により運転を停止させることも有効である。

６）通信回線を介したサイバー攻撃
第 5 章でも述べたが、制御系のシステムに対するセキュリティ意識は近年高まってきてはい
るものの、依然として対策があまり取られていない事業所も多いのが現状である。そのため、
セキュリティ対策が十分に施されていない制御系ネットワークと遠隔監視用の通信回線が接続
されている場合、遠隔監視用の通信回線を通じて制御系ネットワークに侵入するなどのサイバ
ー攻撃が懸念される。このようなサイバー攻撃に対する対策の一例としては、以下が挙げられ
る。
①制御系システムのセキュリティ対策
制御系システムに対するサイバー攻撃のための侵入口は、システムを構成する機器と通信
経路（通信ネットワーク）に分類されることが報告されている

15。独立行政法人情報処理推

進機構（IPA）が 2017 年 10 月に作成した「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド」
60には、制御系システムのサイバーセキュリティ対策が用途と目的別にまとめられているこ

とから、各事業者や各スタンドにて制御系システムのセキュリティ対策を検討する際には、
本ガイドは有益であると考えられる。本ガイドを参考にしてセキュリティリスクアセスメン
60独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド（2017

年 10 月）
」
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トを実施し、必要な対策を導入・運用することは有効である。サイバーセキュリティ事故は
いつか必ず起きるものであるという前提に立って、事故を防御するための対策だけでなく、
サイバーセキュリティ事故が疑われる異常を早期に検知し、事故発生時の応急措置、事故原
因の解析・除去、システムの復旧、再発防止策の導入までを速やかに実施できるように準備
しておくことが肝要である。
②パスワード設定の適正化
監視カメラや通信機器を導入する場合には、適切なセキュリティ対策が施された製品を選
定して使用すべきである。また、それらを用いる場合、セキュリティ対策のための設定を怠
っていたりパスワード設定を初期状態のままにしたりしている事態が散見される。そのため、
遠隔監視用の通信回線が外部のネットワークを経由する場合には、監視カメラが乗っ取られ
て DDos 攻撃の手段（踏み台）として利用されるなど、サイバー攻撃が誘発される可能性が
ある。そのため、パスワードは初期のものを使用するのではなく、セキュリティを担保する
ために、長いパスワードを設定し、さらには、それを定期的に変更するなど、セキュリティ
運用ルールを徹底する工夫が必要である。
③監視カメラの複数台設置
遠隔監視を活用した水素スタンドの運転を行うためには、監視カメラを複数台設置するこ
とがサイバーセキュリティ対策上有効である。監視カメラを 1 台しか設置しない場合、サイ
バー攻撃による監視映像の異常が発生しても気づきにくい。例えば、スタンドに監視カメラ
を 1 台のみしか導入しない場合、何らかの原因によりその映像が改ざんされるなどすると、
スタンドでは事故が発生していても、遠隔監視場所の監視映像上では事故は発生していない
と誤認する可能性がある。監視カメラを複数台設置し、さらに各カメラの視野を一部重複さ
せることで、監視カメラの乗っ取りに気づける可能性が高まり、保安体制の高度化が期待で
きる。さらに、パスワード・製品仕様・接続形態等が異なるカメラを複数台設置することで、
全てのカメラが同時に不正操作されるリスクをより軽減できる可能性もある。
④セキュアな通信サービスの利用
遠隔監視用の通信手段として、誰もが自由にアクセスできるオープンなインターネットを
使用すると、サイバー攻撃の侵入ルートが多くなってセキュリティリスクが高まり、サイバ
ー攻撃対策のためのコストも高くなってしまう。そのため、セキュリティリスクを軽減する
ために、通信会社と契約している特定のユーザーが管理する特定の機器からしかアクセスで
きないクローズドな閉域ネットワークサービス（IP-VPN）を使用することが望ましい。閉
域網は、光回線とモバイル回線のどちらでも利用でき通信料金が低廉になったため、企業内
通信だけでなく遠隔監視や IoT など様々な分野で広く使われており、電力のデマンドレスポ
ンス（需給調整）サービス等でも利用が検討されている。水素スタンドの遠隔監視用にも、
そうしたセキュアな通信回線の利用を推奨したい。
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以上のとおり、図 8-2 のモデル水素スタンドのリスクに対する対応策の一例を示した。なお、
５）と６）については、サイバーセキュリティ上の懸念ではあるが、適切な対応策も考えられる。
サイバーセキュリティのガイドライン等については、第 5 章にても例を挙げたが、いくつか知ら
れている。そのため、他分野の知見も踏まえながら対応することが望ましい。
上記のとおり、遠隔監視を活用した水素スタンドの運転を行うにあたっては、諸々のリスクは
あるが、それらを低減する手法は一定程度確立しており対策は可能であると考えられる。ただし、
必要な対策は水素スタンドの立地環境などによっても変わることから、一般共通的な対策を施し
た上で、個別に追加的な対策を検討する必要がある。また、サイバー攻撃手法の進化や対策技術
の普及などにより時代とともに変化するため、常に PDCA サイクルを回してリスクアセスメン
トを行い、新たなリスクの発見・対策を行うことが必要である。
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９．本事業のまとめおよび近未来に想定される水素スタンドの姿とこれを実現するた
めの課題
９．１ 本事業のまとめ
本調査において、日本・米国・ドイツ・カナダ・フランスの 5 か国を対象として、水素スタン
ド等について、各スタンドに関連する法令や実態の調査を行った。更に、遠隔監視を活用した水
素スタンドの運転において課題となる事項を整理し、その解決策の一案を示した。
本事業におけるまとめを以下に示す。
◎遠隔監視とサイバーセキュリティ


水素スタンドの遠隔監視に関する国際規格が制定されていることから、国内にて遠隔監視
を活用した水素スタンドの運転を実現するに際しては、本規格は参考になると考えられる。



他の産業の分野においてもサイバーセキュリティに関する規格が制定されており、これら
の規格も参考になると考えられる。

◎海外の水素スタンド等の事例


海外のスタンドでは、水素スタンドの他、ガソリンスタンド等でも無人運転を実施してい
ることが判明した。特に、水素スタンド等の無人運転を実施している国々では、無人運転
を行う場合の要件について法令・規格が存在し、それらに順守した運転を行っている。

◎遠隔監視を活用した水素スタンドの運転に向けての課題


遠隔監視を活用して水素スタンドの運転を実施した場合、保安監督者又は従業者が水素ス
タンドに不在となることがある。その場合における各リスクの大きさに応じた適切な対策
を導入・運用する必要がある。



実際に遠隔監視型水素スタンドにて事故や災害が発生した場合、駆付け体制や消防機関等
への通報などの課題があるが、それぞれの対応策の一例を示した。それらの対応策の実施
や今後の更なる追加的な対応策については関係機関を交えて議論されることが望ましい。

９．２ 近未来に想定される水素スタンドの姿とこれを実現するための課題
第 8 章では、図 8-2 のような遠隔監視を活用した水素スタンドをモデルケースとし、想定され
るリスクに対する対策の例を示した。この図 8-2 のようなタイプの水素スタンド（遠隔操作など
は実施せず、水素スタンドの敷地外から遠隔監視のみを行う）は、遠隔監視型水素スタンド（図
9-1）の基本的な形式である、近未来に想定される水素スタンドの姿であると考えられる。この水
素スタンドの実現を行うためには、表 8-1 に示したリスク及び対応が考えられる。また、表 8-1
に示したリスクへの対応だけではなく、各水素スタンドの特徴に基づいた個別の追加対策の検討
も必要であると考えられる。なお、この水素スタンドで得られた知見やデータは、後述の９．３
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節で述べる、将来的に理想とされる水素スタンドの運転に向けての基礎とすることが望ましいと
思われる。
現場へ駆付け
消防・警察等
スタンドからの直接通報

映像転送・通報・通話
監視カメラ

問い合わせ対応・
緊急時の駆付け
スタンドへの
駆付け指示

緊急用電話

緊急時の
駆付け

水素スタンド

水素スタンド敷地外に設置する
遠隔監視場所
（遠隔操作などは行わない）
駆付け者

図 9-1 近未来に想定される水素スタンドの姿（再掲）

９．３ 将来的に理想とされる水素スタンドの体制
将来的に要求されると考えられる、高度な水素スタンドの運転を目指すためには、図 8-2 及び
図 9-1 に示すような遠隔監視を活用した水素スタンドにて十分な運転実績を積むことが肝要で
ある。
図 9-1 の近未来に想定される水素スタンドの発展系としては、図 9-2 に示すような集中監視セ
ンターを中心とした、複数の水素スタンドを遠隔監視する水素スタンドが考えられる。

消防・警察等
スタンドからの直接通報

現場へ駆付け

監視カメラ

スタンド情報転送

映像転送・通報・通話
問い合わせ対応・
緊急時の駆付け・
遠隔操作

指令伝達

水素スタンド事業者

緊急用電話

集中監視センター
（複数の水素スタンドを
一括して遠隔監視）

スタンドへ
の駆付け
指示

緊急時
の駆付け

スタンド近隣の別事業所
もしくは
宿直施設 等

水素スタンド

図 9-2 将来的に理想とされる水素スタンドの姿
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図 9-2 に示すような、将来的に理想とされる水素スタンドの運営体制においては、集中監視セ
ンターで複数の水素スタンドの遠隔監視を行うだけではなく、必要に応じて遠隔操作も行うこと
が想定されることから、より高度な保安体制の確保が可能となり、同時に水素スタンドの利用者
や近隣住民等に対しての安全性も確保できる。
このような水素スタンドの遠隔監視においては、第 8 章で述べた基本的な水素スタンドにて考
えられるリスクに加えて、「監視対象の増加に起因する事故や災害等の発見の遅れ」をはじめと
して、「自然災害等による同時多発的な事故の発生」、「高度かつ巧妙なサイバー攻撃」、「併
設スタンドにおける遠隔監視型水素スタンドの運転」、「将来的に理想とされる水素スタンドの
に係るコスト」など様々な課題が考えられると想定される。当然、将来的に理想とされる水素ス
タンドにおける課題に関しては、全て事業者において解決すべきものになるとは限らないが、将
来の社会情勢や産業構造の特徴等を踏まえて適切な対応が求められると予測される。そこで、図
9-2 のような将来的な理想の水素スタンドにおいて、現状想定されるリスクの提言をする。
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表 9-1 将来的に理想とされる水素スタンドにおいて想定される課題とそれに対する対応策例
想定される課題
１）監視対象の増加に起因する事故や災害等の
発見の遅れ
２）自然災害等による同時多発的な事故の発生
３）高度かつ巧妙なサイバー攻撃
４）併設スタンドにおける遠隔監視型水素スタ

想定される課題に対する対応策例
①複数人による監視
②更なる警報装置の導入
①複数地点への駆付け体制
②関係機関との情報共有
①水素スタンドに対応したセキュリティガイド
ラインの制定
①併設スタンドの建設・運用の想定及び検討

ンドの運転（＊）
５）将来的に理想とされる水素スタンドに係る

①新たなコスト負担の仕組みの検討

コスト
（＊）４）については、9.2 で想定した近未来に想定される水素スタンドの運転でも課題になる可
能性が考えられるが、本報告書では、将来の水素スタンドでも想定される課題であると考
えられるため、本節に記載した。
以下、表 9-1 に想定される課題への対応策案や考え方を提示する。
１）監視対象の増加に起因する事故や災害等の発見の遅れ
第 8 章でも提言したとおり、水素スタンドには複数の監視カメラが導入されているであろう
ことを考慮すると、複数の水素スタンドを一ヶ所の拠点にて遠隔監視する際には、遠隔監視場
所には複数の映像モニターが設置されることになる。仮に一ヶ所の水素スタンドあたり 3 台の
監視カメラが導入されているとすると、遠隔監視場所では 10 台程度の監視映像モニターが設置
される。これにより、監視者の注意が分散するため、事故・災害の発見の遅れや消防機関等へ
の通報の遅れにも繋がる可能性がある。このリスクに対しては、以下の 2 つの対策案が考えら
れる。
①複数人による監視
遠隔監視場所には 10 台前後の監視モニターが設置されることになると想定されるので、
これを保安監督者 1 名で監視することは難しい可能性がある。そのため、複数の水素スタン
ドを一括して遠隔監視を行う場合は、例えば一人あたりの監視モニター数を限定するなどの
条件を設けることなどにより、保安体制の高度化を図る。
②更なる警報装置の導入
図 9-1 にて想定されるような近未来の無人化した複数の水素スタンドを遠隔監視するに際
しては、遠隔監視を行うためのモニター映像が複数になるため、監視体制設備の都合上、監
視ができる人員にも限界が生じると予想される。そのため、第 8 章でも述べたとおり、現在
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の水素スタンドに導入されている火炎検知装置以外にも、人感センサー等の各種センサーを
スタンドに導入し、これらの警報装置やセンサーの信号を遠隔監視場所にて検知できるよう
にすることで、不測時にも迅速に対応ができるものと見込まれる。このような警報装置の導
入などの補助があれば、複数の無人化水素スタンドを 1 名で遠隔監視することもできる見込
みがある。
２）自然災害等による同時多発的な事故の発生
遠隔監視場所にて監視している複数の水素スタンドにおいて、自然災害等により同時多発的
に事故が発生した場合、水素スタンドへの駆付けや消防機関等への通報等が問題となる。この
リスクに対応する対応案は、次の 2 つが挙げられる。
①複数地点への駆付け体制
複数の水素スタンドで同時多発的に事故が発生した場合、被害の程度を可能な限り想定し、
駆付ける水素スタンドの優先順位、現場への出動方法、消防機関等への連絡方法など事前に
明確化しておく必要がある。
②関係機関との情報共有
第 8 章でも想定したとおり、事故や災害時においては、消防などの関係機関との連携が重要
となってくる。そのため、緊急時において迅速な対応が可能となるよう平時から関係機関と
情報の共有を図ることが重要である。

３）高度かつ巧妙なサイバー攻撃
①水素スタンドに対応したセキュリティガイドラインの制定
第 5 章で述べたとおり、
2018 年 5 月に一般財団法人石油エネルギー技術センターにより
「セ
ルフ水素スタンドガイドライン（JPEC-TD 0004(2018)）」が制定され、有人セルフ水素ス
タンドにおける具体的なセルフ充塡の要件や方法が提示された。また、第 8 章で述べたとお
り、遠隔監視の課題に起因するリスクとして通信回線を介したサイバー攻撃が挙げられ、そ
の対策の一例として、制御系システムのセキュリティ強化などを示した。
遠隔監視を活用した水素スタンドにおける運転に向け、上記と関連した新たなルールの作
成が必要になると思われる。特に、将来的な技術の発展によりサイバー攻撃の手法は巧妙化
の一途をたどることが予想される。そのような状況下においても、遠隔監視を活用した水素
スタンドの運転において保安の確保を実現するためには、映像伝送の回線や通信プロトコル
の規定、カメラの管理方法などについてのルールが必要となってくる。また、水素・燃料ロ
ードマップによれば、FCV や商用水素スタンドの数は今後増加することが見込まれているの
で、水素の社会インフラとしての側面がより高まることが予想される。
そのため、遠隔監視を活用した水素スタンドの運転にあたっては、事業者の自主保安を促
進するためにも、遠隔監視やサイバーセキュリティ対策についてのガイドラインの制定、既
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存のガイドラインに遠隔監視型水素スタンドの要件を盛り込むことにより、遠隔監視型水素
スタンドの運営における遠隔監視やサイバーセキュリティに対する指針を示すことなどが重
要である。ただし、これらガイドラインなどにおいては、仕様を限定した場合、サイバー攻
撃方法が特定され、システムに一律の障害が発生する可能性がある。このため、仕様は限定
せずに性能規定にし、また、あくまでも事業者自身による保安を促進することが必要である。
このような水素スタンドおける遠隔監視やサイバーセキュリティにおけるガイドラインの制
定には、既に策定された諸々のセキュリティガイドライン等が有用となる。
重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第 4 次行動計画61では、
「重要インフラ分野」
として「情報通信」「航空」「電力」「ガス」「石油」などの 14 分野が指定されている。
「重要インフラ」とは、他に代替することが著しく困難なサービスを提供する事業が形成す
る国民生活及び社会経済活動の基盤であり、その機能が停止、低下又は利用不可能な状態に
陥った場合に、わが国の国民生活又は社会経済活動に多大なる影響を及ぼすおそれが生じる
ものである、とされている。この重要インフラ分野のうち、「電力」と「ガス」の分野にお
いてはセキュリティガイドラインが作成されている。一例として、両分野におけるセキュリ
ティガイドラインの特徴等を表 9-2 に示す。
表 9-2 「電力」と「ガス」分野にけるセキュリティガイドライン
分野

電力

ガス

ガイドライン名

各ガイドラインの特徴や参考点等

スマートメーターシステムセ

・機器や通信のセキュリティについて明記

キュリティガイドライン62

・物理セキュリティに関する記述有

電力制御システムセキュリテ

・設備・システムのセキュリティについて明記

ィガイドライン63

・運用・管理のセキュリティについても明記

製造・供給に係る情報セキュリ
ティガイドライン64

・制御系と外部ネットワークの原則分離
・サイバー攻撃発生時の対応フロー作成を記載
・インシデントハンドリング訓練等の実施を記載

表 9-2 に掲げたような他分野のセキュリティガイドラインには、「制御系と外部ネットワー
クの分離」を始めとした、セキュリティ上有用な記述が見受けられる。このため、水素スタン
ドの運転の遠隔監視による無人化を行うにあたっては、サイバーセキュリティ上、これらのガ
イドラインで規定された要点を押さえることが重要であると思われる。

NISC 内閣サイバーセキュリティセンター
https://www.nisc.go.jp/active/infra/outline.html
62 スマートメーターシステムセキュリティガイドライン（一般社団法人
日本電気協会情報専門
部会）
63電力制御システムセキュリティガイドライン（一般社団法人
日本電気協会情報専門部会）
64製造・供給に係る情報セキュリティガイドライン（一般社団法人 日本ガス協会）
61
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４）併設スタンドにおける遠隔監視型水素スタンドの運転
①併設水素スタンドに対応したセキュリティガイドラインの制定
本報告書では、単独の水素スタンドにおいての遠隔監視体制を考えたが、現在建設されて
いる水素スタンドの中には、各種燃料のスタンドと併設している水素スタンドも存在してい
ることから、遠隔監視型水素スタンドを含む併設スタンドの建設・運用についても考慮する
ことが求められると想定される。
国内には単独に設置された水素スタンドだけではなく、ガソリンスタンドや天然ガススタ
ンド、LP ガススタンドなど、他のスタンドと併設している水素スタンドが存在する。そのた
め、水素スタンドを含む併設スタンドにおいては、遠隔監視を活用した水素スタンドの運転
のみを実施したとしても、現行制度では他の燃料種のスタンドには保安監督者や従業者など
誰かが常駐している（天然ガススタンドは水素スタンドと同様に保安監督者の常駐は必ずし
も求められていない）ため、事業所全体で考えると、完全な無人スタンドとはならない。
また、併設スタンドにおいて、水素以外の燃料種のスタンドでも運転の無人化を検討する
には、事業所毎に併設している燃料の種類が異なるため、個別の対応も必要になってくる。
この際には、スタンド全体を一括して監視・管理する仕組みを構築して、スタンドの保安に
十分配慮しながらも、合理的なスタンド設計をすることも一考である。さらに、将来はショ
ッピングセンターやコンビニエンスストアなど異業種の事業者が水素スタンドや併設スタン
ドを設置・運用する可能性も想定されるため、前述のセキュリティガイドラインについても、
そうした可能性を考慮して、合理的・効率的・現実的で安全なルールを策定する必要がある。

５）将来的に理想とされる水素スタンドに係るコスト
①新たなコスト負担の仕組みの検討
図 9-2 に示した将来的な水素スタンドを導入する場合は、現在の水素スタンドの建設に要
するコストよりも多大なコスト負担が事業者に強いられる。その結果、水素スタンドの建設
が滞るような事態になってしまっては、水素社会の実現は困難になる。そのため、理想的な
水素スタンドの建設にあたっては、新たなコスト負担の仕組みを構築するのが一考である。
遠隔監視を活用した水素スタンドの運転の無人化を検討する場合、新たなハード面の対策
だけではなく、集中監視センターの設立を始めとした新規の設備導入のコストが必要となる。
ただし、それらの対策にかかる初期コストや運用コストをすべて水素スタンド事業者のみが
負担するとした場合、山間部や離島などの不採算地域では、今後水素スタンドの建設・運営
は難しくなる可能性があるため、新たな負担分担方式の制度の導入も一案としてありうる。
この際、例えば、全国の通信サービスの維持のために導入された電話のユニバーサルサービ
ス制度65が参考となる。本制度は、NTT 東日本と NTT 西日本が山間部や離島などの不採算地域
においても電話サービスを提供することが可能となるように、各事業者が負担金を納めてい
る。この負担金については、多くの場合、負担事業者が電話サービスの利用者に対して電話
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番号 1 つにつき一律の金額を課していることが多い。もしこの例にならえば、水素スタンド
や併設スタンドにおける燃料の購入や、車輌の購入・保有、有料道路の使用などにあたって、
水素スタンド建設・運転のコスト等一律に課金する制度を検討するなどの考え方もできる。

９．４ 遠隔監視を活用した近未来及び将来の水素スタンドにおける総括
本事業では、国内外の水素スタンド等における、遠隔監視等による保安管理技術の実態等
について調査結果を行い、水素スタンドにおいて遠隔監視技術を活用し、遠隔監視を活用し
た水素スタンドの運転に向けた保安上の課題について整理を行った。また、遠隔監視を活用
した近未来及び将来の水素スタンドにおいて想定される課題の抽出と、それに対する対策例
を取りまとめた。
また、近未来の水素スタンドの運転によって得られる知見やデータを活用することで、将来
的な水素スタンドの遠隔監視による運転に資すると考えられる。
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