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水素燃料電池船の安全ガイドライン

1. 通則【GF（鋼船規則 GF 編，IGF コードより）】【GL（2016 年度安全ガイドライン暫定案より）】

本ガイドラインの目的は，燃料電池を搭載した船舶並びに搭載される水素又は水素燃料を使用す

る推進機関，補助動力機関及び／又はその他の用途の機器の設計，構造及び運用を安全で環境に配慮

したものとすることであり，本ガイドラインには必要な技術的事項を示している。

1.1 適用【GL】 

本ガイドラインが適用対象とする船舶及び燃料電池等は，表 1.1 に示す範囲とする。燃料電池及び

水素燃料搭載に係る船体構造，推進電動機，水素燃料管装置，制御装置，電気設備は，本ガイドライン

の規定による。なお，本ガイドラインが適用となる船舶は，船舶安全法及び関係規則にも従わなければ

ならない。

船舶に搭載する燃料電池関係機器の構成例を図 1.1 に示す。ただし，必要機器及び配置等について

は，この限りではない。

表 1.1 適用範囲 
項目 適用範囲

船舶 総トン数 20 トン未満の小型船舶又は，総トン数 20 トン以上のもの

であって，スポーツ又はレクリエーションの用だけに供するものと

して船体の長さが 24m 未満の船舶。（電気推進に限る） 
電源 燃料電池と蓄電池 1)を利用したハイブリッド型の電源供給システム 

燃料電池の形式 固体高分子形燃料電池

船舶への水素供給方法 移動式水素ステーション，又は可搬式水素ボンベにより供給

燃料タンクの設計圧力 70 MPa 未満 2) 
水素の形態 純水素（圧縮ガス）を使用 3)

酸素の供給方法 大気から供給

航行区域・水域 平水，限定沿海

漁船にあっては，上記と同等の水域

注 1) 本ガイドラインではリチウム二次電池を想定するが，他の蓄電池を使用する場合は，検査機

関が同等と認めるところによる。

注 2) 液化水素燃料タンク（可搬式を含む）は適用外とする。 
注 3) 燃料電池用の燃料供給設備としては，加圧式燃料タンクから水素ガスを供給する設備を対象

とし，天然ガス等を改質して水素ガスを供給する設備は適用外とする。
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(17) 蓄電池設備

蓄電池システム及び充放電システムを含む設備全体をいう（図 1.5 参照）。

図 1.5 蓄電池設備の構成例 

(18) 自己診断機能

 異常または動作状態を自己検知し，その内容を表示し，使用時または保全時の処理を容易にする機

能。【JIS B 3000「FA －用語」より】 
(19) インターロック

 期待した動作を行うために，又は特定の動作を行わせないために，複数の機器の間で協調を行わせ

るための機器又は仕組み。【JIS B 3000「FA －用語」より】 
(20) バンカリング【GF】

 船舶に常設されているタンクに燃料を陸上又は浮体設備から移送すること，又は可搬式タンクを燃

料供給装置に接続することをいう。

(21) ダブルブロックブリード弁【GF】

管に直列して配置される 2 つの弁とこれらの 2 つの弁の間の管から圧力を逃すことを可能にする第

3 の弁を組み合わせたものをいう。ただし，3 つの別個の弁に代えて，二方弁及び閉鎖弁により構成さ

れるものとして差し支えない。

(22) 閉鎖場所【GF】

 当該区域の内部において機械通風がない場合に，通風が制限され，かつ，爆発性雰囲気が自然に拡散

しない区域をいう。

(23) ESD（emergency shutdown）【GF】

ESD とは緊急遮断をいう。

(24) 爆発【GF】

爆発とは，制御不可能な燃焼の爆燃事象をいう。

(25) 燃料格納設備【GF】【P】

タンクの接続物を含む燃料の貯蔵のための設備をいい，付随する防熱材及びこれらの間に空間等を

設ける場合はこれらを含み, かつ，これらの構成要素を支持するために必要な場合は隣接する構造も含

む。

(26) タンクコネクションスペース【GF】
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 すべてのタンク接続物及びタンク付弁を囲んだ区画をいい，そのような接続物を密閉区画内に配置

するために要求される。

(27) 危険場所【GF】

 電気機器又は他の着火源となりうる機器の構造，設置及び使用に特別の注意を必要とするほどの爆

発性雰囲気が存在する又は存在するおそれのある場所をいう。

(28) LEL（the lower explosive limit）【GF】

LEL とは，爆発下限界を示す。

(29) 非危険場所【GF】

機器の構造，設置及び使用に特別の注意を必要とするほどの爆発性雰囲気が存在するおそれのない

場所をいう。

(30) 開放甲板【GF】

重大な火災のリスクがない甲板であって少なくとも両端／両側 が開放されているもの，又は重大な

火災のリスクがない甲板であって 1 つの端部が開放されており，甲板の全長に亘って適当に自然通風

される甲板をいう。当該自然通風は，当該構造物の側部及び隔壁端部に分配して配置された恒久的な•

開口を通じて行われるものとする。

(31) 許容できない電力の喪失

本ガイドラインにおける「許容できない電力の喪失」とは，重要な機器の 1 つが作動しない状態に

なった場合に，避難の判断に必要な警報装置及び避難に必要な照明装置への電力供給を維持，又は復

帰できない状態をいう。

3. 機能要件【GF】

3.1 装置の安全性及び信頼性 

 装置の安全性，確実性及び信頼性は，新規及び従来の油燃料の主機及び補機と同等でなければなら

ない。

3.2 燃料に係る危険性 

 燃料に係る危険性は，通風装置，検知装置及び安全装置の配置及び設計により最小限に抑えなけれ

ばならない。ガス漏洩又はリスク低減措置の故障が発生した場合，必要な安全措置が作動しなければ

ならない。

3.3 ガス燃料設備の設計 

 ガス燃料設備は，当該設備のリスク低減措置及び安全措置が許容できない電力の喪失につながらな

いように設計しなければならない。

3.4 危険場所の最小化 

 危険場所は，船体，人員及び設備の安全性を損なう措在的なリスクを減らすために，実行可能な限り

最小としなければならない。

3.5 危険場所に設置する設備 
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 危険場所に設置する設備は運航上不可欠なものに限定して最小とし，かつ，適切に承認されなけれ

ばならない。

3.6 ガスの滞留 

爆発性，可燃性，又は毒性を有するガスは，意図しない滞留が生じないようにしなければならない。

3.7 構成要素の保護 

装置の構成要素は，外部損傷から保護されなければならない。

3.8 危険場所における発火源 

危険場所内の発火源は，爆発の可能性を低減するために最小としなければならない。

3.9 ガス燃料の供給，貯蔵及びバンカリング設備 

 燃料の供給，貯蔵及びバンカリング設備は，燃料を求められる状態で船内への取込み及び貯蔵がで

きるように安全かつ適切なものとしなければならない。

3.10 各用途への適合 

 ガス配管，格納設備及び圧力逃し装置は，各用途に適合するよう設計，製作及び施工されなければな

らない。

3.11 機関，装置及び構成要素 

 機関，装置及び構成要素は，安全で信頼できる操作が確保されるよう，設計，製作，施工，運転，保

持及び保護されなければならない。

3.12 機関区域の計画及び配置 

 燃料格納設備及びガス放出源を含む機関区域は，火災又は爆発により，許容できない電力の喪失が

発生しない又は他の区画の設備が操作不能とならないように計画及び配置されなければならない。

3.13 操作の安全性及び信頼性 

 操作の安全性及び信頼性を確保するため，適切な制御，警報，監視及び遮断装置を設けなければなら

ない。

3.14 固定式ガス検知装置の設置 

固定式ガス検知装置は，関連するすべての区域及び場所について考慮して設置しなければならない。 

3.15 火災検知，防火及び消火対策 

懸念される危険に対して有効な火災検知，防火及び消火対策を講じなければならない。

3.16 燃料装置及びガス使用機器の確認 

燃料装置及び燃料電池設備の運転試験，海上試運転及びメンテナンスは，目標とする安全性，有効性
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及び信頼性の確認が行えるものとしなければならない。

3.17 適合性の判定 

 技術的文書により，装置及び構成要素について，適用される規則，ガイドライン，使用される設計標

準に適合していることを確認できるようにしなければならない。

3.18 装置又は構成要素の信頼性 

 技術的装置又は構成要素は，単一の故障によって，危険な状態又は信頼性の低下を引き起こしては

ならない。

4. 一般要件

4.1 目的【GF】 

 本章の目的は，人員，環境又は船体に対するあらゆる有害な影響を排除又は低減するために，関連す

るリスクについて必要な評価が確実に実施されるようにすることである。

4.2 リスク評価【GL】 

 船舶が本ガイドラインから逸脱する場合，検査機関は，申請者が提出するリスク評価等により安全

性が確認されることを条件に，代替設計を認める場合がある。

リスク評価を行う場合には，少なくとも以下の項目及び対策を含まなければならない。

(a) 燃料の漏洩

(b) 燃料電池設置区画の火災・爆発

(c) 燃料タンク区画の火災・爆発

(d) 蓄電池設置区画の火災・爆発

(e) 燃料電池設備の故障・損傷

(f) 電気ショック

4.3 爆発の防止【GF】 

次の(a)から(h)を引き起こさないよう，潜在的な放出源及び発火源を含むすべての区域における爆発

を防止するための適切な措置が施されていなければならない。

(a) 爆発が発生した区域外の機器もしくは装置の損傷又は正常な機能の阻害

(b) 主甲板より下方の浸水又は継続的な浸水を起こす程度の船への損傷

(c) 通常の運航状態で業務区域又は居住区域に居る人員に怪我をさせる程度の当該区域への損傷

(d) 電力の供給に必要な機器及び配電盤の正常な機能の阻害

(e) 救命設備又は関連する進水装置の損傷

(f) 爆発により損傷した区域外の消火設備の正常な機能の阻害

(g) 貨物，ガス及び燃料油等を巻き込む連鎖反応を起こす程度の船内のその他の区域への影響

(h) 人員の救命設備又は避難経路への接近の妨げ

5. 船舶の設計及び配置
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(e) 燃料タンクは，原則として，船首隔壁よりも後方に設置しなければならない。

（注記） 小型船舶安全規則第 15 条において，沿海以上の航行区域を有する小型船舶は船首より船の長

さの 0.05 倍の箇所から 0.13 倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならないこととさ

れている。

(f) 衝突及び／又は座礁に対し高い耐性を持つ構造の船舶にあっては，燃料タンクの配置位置の規定

は，1.2 に従い特別に考慮することができる。

(g) 燃料タンクは，暴露部に設置することが望ましいが，それ以外の場所に設置する場合には，燃料電

池設置区画に隣接する独立した区画（本ガイドラインでは燃料タンク区画と呼ぶ）に設置しなけ

ればならない。

(h) 燃料タンクを暴露部に設置する場合の設置場所は，船舶の制御場所及び居住区域から隔離しなけ

ればならない。

(i) 燃料タンク区画は，原則として，制御場所及び居住区域に隣接してはならない。ただし，区画内に

可燃物がない場合であって，かつ，最小限の水素防爆型の電磁弁，照明，探知器だけが設置されて

いる場合，燃料タンク区画を制御場所又は居住区域に隣接させることが認められる。

(j) 燃料タンク区画の境界を形成する隔壁及び甲板，並びに燃料電池設置区画の境界を形成する隔壁

及び甲板は気密構造としなければならない。

5.3.4 燃料電池設備の配置

燃料電池設備は，制御場所（操舵場所を含む），居住区域，業務区域以外の独立した専用区画（本ガ

イドラインでは燃料電池設置区画と呼ぶ）に設置しなければならない。

（注記） 制御場所，居住区域及び業務区域は，船舶防火構造規則第一章第二条において定義されてい

る。

5.4 機関区域の設計【GF】 

 水素燃料を使用する機器が設置される区域は，ガス爆発が発生する可能性を最小とするために，次

の(a)又は(b)のいずれかとすることができる。 
(a) ガス安全機関区域

 正常状態及び異常状態を含めたすべての状態においてもガス安全，すなわち本質的にガス安全とみ

なされる配置の機関区域。

(b) ESD 保護機関区域

正常状態において非危険場所とみなされるが，特定の異常状態では危険場所になりうる配置の機関

区域。安全でない機器（発火源）及び機関は，ガスに係る危険性を伴う異常状態が発生した場合に自動

的に緊急遮断されるものでなければならない。また，この状態において使用される機器又は機関は，承

認された安全形でなければならない。ESD 保護機関区域においては，単一の故障が当該区域内へのガ

スの放出を引き起こす場合がある。通風装置は，技術的な故障により 起こり得る最大の漏洩のシナリ

オに対応したものとしなければならない。ガス管の破裂又はガスケットのブローアウト等，危険ガス

の集積を引き起こす故障に対しては，爆発圧力を逃す装置及び緊急遮断装置により保護されなければ

ならない。

5.5 ガス安全機関区域【GF】 

ガス安全機関区域は，当該系統内における単一故障が，機関区域内へのガスの放出を引き起こすも
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