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白砂委員
「FCVの容器やCNG容器は車載のまま再検査を行うが、LPG容器は車両から取外して行う。LPG自動車に
ついて本検討で合わせて考えるのは厳しいのではないか。」
FCCJ見解：ご指摘内容を踏まえ、高圧法適用除外範囲を本日ご説明
「容器に修理の必要が生じた場合、どう対応するのか。整備場では難しいのではないか。」
FCCJ見解：下記の方法で他の車両部品と同様、安全性を担保可能

道路運送車両法において検査の合否判定基準を定め、不合格の場合は保安基準適合するように
適切な整備を施すことをユーザーに義務付け
具体的な整備の内容については、メーカーが提供するサービスマニュアル等を参照し、適切に実施

竹永委員
「電源車、トラック等水素貯蔵量が1000m3を超えるような車両は、他の車両への移充填も考えられる
ため、別途規制すべきではないか。」
FCCJ見解：本日、安全検証の検討状況をご説明

三浦委員
「利用者としては、なるべく利便性が高くシンプルな制度で安全確保をいただきたい。中古車市場等
様々な販売形態があることも考慮いただきたい。」
FCCJ見解：本日、対応案をご説明

１．前回検討会でのコメント振り返り
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吉田委員
「現在水素ステーションでの車両への充塡時に行っている、再検査期限及び使用期限の確認についても、併せて車両
法へ移管もしくは省略することを検討していただきたい。」

「国交省の法体系の中で車両の健全性を確保することで、スタンドでの容器証票の確認不要化が可能ではないか。」
「容器使用期限に合わせて車検期限を短縮することは、容器の使用期限が明確になり、むしろ利用者の利便性向上に
資するのではないか。」

国交省自動車局より、 前回委員より質問があった車両法61条第３項について、ユーザーの権利を大きく制約する規定
であるとともに、他の制度との関係も含めユーザーの混乱を招くリスクがあること等を懸念しており、当該条項の活用
は慎重に検討する必要があるが、選択肢のひとつとして、15年という容器使用可能期限の担保について検討していきた
い旨説明

「国の車検場で容器再検査が難しいとの説明は理解したが、ガソリンスタンドで車検を実施しているところも
多々あり効率的なので、民間車検場やガソリンスタンドの活用も広く検討いただきたい。検査証のコピーの活
用なども可能と考える。」
FCCJ見解：いずれの点もご指摘内容を踏まえ、対応案を本日ご説明

三宅委員長
「社会状況も踏まえ見落としがないよう議論を進めていきたい」
「6月の中間とりまとめでは、実運用開始後に新たなケースが判明しても対応できるような原則をまとめたい」
FCCJ見解：原則を示しつつ、製造～廃棄における各工程で起こりうるパターンと対応案をご説明

１．前回検討会でのコメント振り返り
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P.8（参考）ガス種による容器再検査項目の違い
水素 ＣＮＧ ＬＮＧ ＬＰＧ自動車容器

必要事項
（附属品
含む）

・外観検査
車載のまま、機器＋目視確認
（塗膜に損傷があれば塗膜
除去し再塗装）

・漏えい試験
水素充填下でガス検知器を

使用し10秒以上外面検知
（最高充てん圧力が35MPa
以下の容器の場合、検知液
塗布による確認も可）

・外観検査
車載のまま、機器＋目視確認
（塗膜に損傷があれば塗膜
除去し再塗装）

・漏えい試験
ＣＮＧ充填下で、ガス検知

器を使用し10秒以上外面検
知または検知液塗布

・外観検査
車載のまま、機器＋目視確認

・漏えい試験
ガス検知器を使用し、10秒

以上外面検知

・断熱性能試験
LNG充填し、8時間経過後

の圧力上昇が規定内にあるか
を確認

（車両から取り外して検査）

・外観検査
機器＋目視検査

・内部検査
残ガス処理の上、容器内部

について検査

・耐圧試験
水を用いて加圧し、膨張率

が一定に収まることを確認

・気密試験、性能試験

容器再検
査の期間

初回：４年１月
２回目以降：２年３月

(UNR認可容器の場合）

初回：４年１月
２回目以降：２年３月

(UNR認可容器の場合）

初回：４年１月
２回目以降：２年３月

(UNR認可容器の場合）

20年未満：6年
20年以降：2年
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No. 物品・行為 ありたい姿 理由・考え方

1

車両から
取り外した
容器・ガス

同一車両の検査・整備
（一時的取外し）

車両法適用

車両部品として扱われるため、取付状態で車両法
適合性検査

2 他の車両燃料装置への転用 CNG容器に限り、現状認められている手順に則って
安全確保しながら実施

3
車両燃料装置以外への転用
（例：使用過程車から取り外した
タンク単体のベンチテスト・テストリグ） 高圧法適用 車両部品として扱われないため、車両法では安全

担保不可
4 廃棄

5 車検切れ登録済み車両および未登録車両の
充填・貯蔵・移動・消費 高圧法適用

安全確保の観点から、高圧法を適用するのが適切
（ただし製造過程における検査終了後の初回充填
は高圧法適用外）

6 車検期限内登録済み車両の
充填・貯蔵・移動・消費 高圧法非適用

公道外においては原則車両法適用外であるが、車
検期限内であるため、高圧法非適用でも安全性は
確保

２．高圧ガス保安法の適用除外ケース明確化
b. 公道外使用の取扱い

【使用過程】
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P.33安全の検証としてリスクの整理の結果を受けた個別議論項目
(新たな使い方、リスクが高い項目、過去の事故事例等)

新たな使い方

【リスク：L】 外部給電

現状の対応でリスクが高い項目

【リスク：M？】 大量水素搭載車両の安全性：シミュレーション等によるリスクの検証

過去事例

【リスク：L】 トンネル入口での事故

その他、CNG・LNG特有項目について検討
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（参考）CNG、LNG特有項目のうち、特記すべき項目

LNG車両の閉鎖空間での駐車

危害シナリオ 現状の対応 リスク
レベル

見直し後の対応 リスク
レベル

残課題

車庫等での駐車時

車両を保管している
際に、容器から透
過するボイルオフガ
スが滞留、着火し
火炎で人が受傷ま
たは設備損傷する。

＜高圧法＞
車両の長期保管の際には、ボイルオフガス放出を
考慮し、ガスが滞留しないよう火の気がない屋外の
風通しのよい場所を選定する。

L

以下を継続検討
・高圧ガス保安法にて継続運用
Or
・道路運送車両法への追加
or
・メーカによる周知
Or
・国際基準化

L

＊LNG特有の問題。
車両駐車時に発生したボイルオフガス(液化ガスの気化により容器内に生じる気化ガス)を放出する必要あり。
現状は、高圧法にて「風通しの良い場所で保管」とするよう定めている。
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安全検証のまとめ

高圧ガス保安法での規制から、道路運送車両法のみで規制する場合にリスクレベルが上がらないかという観点から
安全検証を実施し、事業者案を作成した(絶対安全を目指したものではない)。 その結果を以下にまとめる。

1. リスクシナリオは、過去の高圧ガス搭載車両の事故事例などを参考にしつつ、衝突、火災、破裂といった車両
として起こりえる最悪の事態を想定。FCVでは搭載量の異なる車種毎に２０４のシナリオにブレークダウンして
一つ一つ安全性を検証した。

2. この結果、車両法の保安基準（基本的に、漏らさない、漏えい検知して停止、溜めない、火災時は安全に放出
する等）で安全を確保することにより、１９９のシナリオでは車両法のみでもリスクレベルが上がらないと評価した。

3. 下記２項目など、引き続き安全性の検証が必要なものについては、
検証を続けた上で追加措置の要否およびリスクの判断をしたい。

（１）大型車用容器（大量貯蔵時）の安全性について
（２）屋根上に容器を搭載した車両がトンネルと接触した際の安全性について

引き続き、関係者からご指摘を頂き、継続的に検証を行う。
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６．今後の詳細検討事項
（具体的な工程スケジュールは別途協議）

1. 道路運送車両法関係
容器に関わる技術的基準
容器に関わる装置型式指定制度
使用過程における取扱い
（容器再検査事項・容器検査所・車検対応・整備等）

2. 高圧ガス保安法関係
道路運送車両法が適用されない場合の扱い（未登録車両等）
ステーションにおける充填可能期限の確認義務の扱い

3. 全般
安全検証


