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序章 概要 

0.1 背景と本ガイドラインの位置付け 

産業インフラの点検や物流等の領域において、ドローン活用による保安高度化や利便性

向上が期待されているが、最も重要なのはドローンを「安全に活用すること」である。 

現在、多くのドローンにはリチウムイオン電池等のバッテリーが電源として使用されて

いるが、バッテリーの容量が限定されており、飛行時間の制約がある。このため、より長時

間の飛行が可能となる「水素燃料電池」への需要・期待が大きい。 

一方で、高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号。以下同じ。）の省令においては、高圧

ガスの移動・消費時における高圧ガス容器の「粗暴な取扱い」を禁止している。水素燃料電

池に対する水素供給のために水素を貯蔵する高圧ガス容器をドローンに搭載することは、

当該容器が地上に落下した場合のリスク等に鑑みれば「粗暴な取扱い」に該当する蓋然性が

高いことから、一定高度以上で水素燃料電池ドローン（以下「水素ドローン」という。）を

飛行させることはこれまで困難であった。 

水素ドローン活用にあっては、搭載する高圧ガス容器等が、飛行時や万一地上へ落下した

時に受ける衝撃等に対して十分な強度を有しているかなど、高圧ガスを取り扱うことによ

る特有のリスクを評価し、必要な安全措置を講じることが必要である。これを踏まえ、国立

研究開発法人産業技術総合研究所（以下、「産業技術総合研究所」という。）及び高圧ガス保

安協会総合研究所による実証試験を行い、容器等の耐久性及び衝撃緩和措置の適当性につ

いて評価を行った。有識者委員会（水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関する調

査研究会）においては、当該試験結果も踏まえ、水素ドローンを高圧ガス保安の観点で安全

に活用するための要件を整理した。 

上記の「粗暴な取扱い」に係る事項については、経済産業大臣特別認可（以下「大臣特認」

という。）の取得を要件とし、大臣特認取得に当たり遵守すべき事項をまとめている（中長

期的には、活用事例が増加し安全担保に必要なデータが蓄積されれば、基準を通達等により

一般化し、当該基準に従えば大臣特認取得は不要とすることを検討する）。この他、水素ド

ローンの活用にあたり特に注意すべき安全規制についても記載している。 

 

図 0.1 全体像と本ガイドラインの位置付け 
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0.2 本ガイドラインの構成 

本ガイドラインは、大きく２部構成となっている。 

第１章では、大臣特認の取得を要する事項（上記の「粗暴な取扱い」に係る事項）につい

て、大臣特認申請時に準備・説明すべき点を中心に説明している。申請者は、ドローンに搭

載する容器が万一落下した場合の衝撃緩和措置など、モノの安全性のみならず、販売先であ

るユーザーの安全性担保にも責任を負うものとする。 

第２章では、その他、水素ドローンのユーザーが遵守すべき事項をまとめている（基本的

に、大臣特認の取得は不要）。高圧ガス保安法令に定める安全基準のうち、水素ドローン活

用にあたり特に注意すべき点をまとめたものである。 

 

 

図 0.2 本ガイドラインの構成 

 

0.3 用語及び定義 

(1) 「ドローン」とは、航空の用に供することができる回転翼航空機等であり、構造上人が

乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができ、

産業用に供する無人航空機とする。 

(2) 「水素燃料電池ドローン」とは、水素と空気中の酸素を反応させ電気を起こす水素燃料

電池を電源として使用されるドローンをいう。 

(3) 「高圧ガス」とは、常用の温度において圧力（ゲージ圧力をいう。）が 1MPa以上となる

圧縮ガスであって現にその圧力が 1MPa 以上であるもの又は温度 35 度において圧力が

1MPa 以上となる圧縮ガスをいう（なお、ここでは、圧縮アセチレンガス及び液化ガス

は対象外とする）。 
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第1章 経済産業大臣特別認可に係る事項 

序章に示すように、一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号。以下「一般

則」という。）等においては、高圧ガスの移動・消費時における高圧ガス容器の「粗暴な取

扱い」を禁止している。水素燃料電池に対する水素供給のために水素を貯蔵する高圧ガス容

器をドローンに搭載することは、当該容器が地上に落下した場合のリスク等に鑑みれば「粗

暴な取扱い」に該当する蓋然性が高いことから、高圧ガス保安法令に基づく大臣特認を取得

することが必要である。 

本章では、高圧ガスの移動・消費における「粗暴な取扱い」に係る大臣特認の申請・取得

に当たり必要な事項を示す。申請者の立場（水素ドローンの製造者・販売者等）の別に拠ら

ず、各事項について説明及び遵守の責務を果たすことが必要である。 

 

1.1 基本条件の明示 

1.1.1 から 1.1.3 までに示す事項を明確化し、説明できるようにすることが必要である。 

 

1.1.1 責任主体、使用用途等 

（１）明確にすべき事項 

 責任主体 

 使用用途 

 使用場所 

 使用条件 

 ドローンの管理・運用体制 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例 

 責任主体に係る資料 

 高圧ガス容器の所有者又は管理者（ガス事業者を含む。）に係る資料 

 ドローンの管理・運用者に係る資料（国土交通省の許認可・届出等状況を含む。） 

 ドローンの操縦者に係る資料（ドローンの操縦士の資格、認定等を含む。） 

 非常時の連絡体制に係る資料 

 使用用途に係る資料 

 使用用途を記載した資料（例えば、「水素燃料電池の実証実験」、「農薬散布」の

ように記載。） 

 飛行計画（予定の飛行日時又は期間、飛行経路、飛行高度、機体及び機体諸元の

飛行内容に関するデータを含む。） 

 使用場所に係る資料 

 使用場所を記載した資料（例えば、「〇〇にある実証フィールド」「〇〇県△△郡

の農地」のように記載。） 

 周辺の民家や公共施設の有無、公道との距離を示す資料 

 使用条件に係る資料 
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 使用条件を記載した資料（具体的には、飛行可能／中止の判断条件等を記載。例

えば、天候、GPS等電波環境等。） 

 ドローンの管理・運用体制に係る資料 

 ドローンの点検・整備マニュアル 

 ドローン飛行時の運用マニュアル（使用場所、使用用途に対応） 

 ドローン操縦技量維持のためのマニュアル 等 

 

1.1.2 機体の機能・性能 

（１）明確にすべき事項 

 機体等のスペック 

 その他機能・性能 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例 

 機体等のスペックを示す資料 

 機体の製造業者、名称、製造番号、設計図、写真、機体の大きさ、プロペラの数 

 機体の重量（機体本体の重量及び飛行に必要な水素燃料電池（高圧ガス容器を含

む。）の重量の合計）並びに最大離陸重量 

 耐風性能、飛行高度、最高速度、最大飛行時間、航続距離、ペイロード 

 運用条件（気象条件等、ドローンを飛行させるための条件） 

 操縦装置の製造業者、名称、製造番号、写真、仕様、設計図 

 その他機能・性能を示す資料 

 通信系統の機能・性能 

 推進系統の機能・性能 

 電源装置の機能・性能 

 自動制御系統の機能・性能 

 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」（国土交通省航空局長通達）

に示す機能・性能を有すること 

 業界団体等が推奨する機体の機能・性能や、認証の取得状況、独自に開発したリ

スクを最小限とする機能 等 

 

1.1.3 容器及び附属品の基本情報 

（１）明確にすべき事項 

 容器及び附属品（以下「容器等」という。）の基本特性 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例 

 容器等の基本特性を示す資料 

 容器等の仕様 

 容器等の型式番号、製造業者、種類（容器：一般複合容器、一般継目なし容
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器など、附属品：電磁式、手動式など）、適用技術基準、充塡ガス 

 外径、全長、内容積（公称値）、重量（公称値） 

 最高充塡圧力、最小破裂圧力、耐圧試験圧力、自緊処理圧力 等 

 容器等の設計図 

 容器等の使用環境及び使用環境に関する条件 

 容器等の材料及び材料の組成、強度等を示すミルシート等の資料 

 容器等の構造、肉厚、強度設計を示す構造計算書等の資料 等 

 

1.2  安全措置 

 “モノ”の安全性（1.2.1）及び“行為”の安全性（1.2.2）の双方の観点で、安全措置を

講じる必要がある。具体的な例（安全措置の適当性を評価するための方法）については、第

1.3節を参照のこと。 

 

1.2.1 容器等の落下及び落下による衝撃に係るリスクへの対応 

（１）明確にすべき事項 

①ドローンの飛行条件等に係る情報（1.1に記載する資料に含まれる場合にあっては、

必ずしも提出を要しない。） 

②容器等の落下及び落下による衝撃に係るリスク及び当該リスクを踏まえた対応に

係る事項 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例（1.1に記載する資料に含まれる場合にあっては、

必ずしも再提出を要しない。） 

①ドローンの飛行条件等に係る情報に関する資料 

 ドローンの飛行高度、万一落下した場合に想定される速度 

 

   ②容器等の落下及び落下による衝撃に係るリスク及び当該リスクを踏まえた対応に

係る事項に関する資料 

 容器等がドローンから落下することを防止する措置（容器及びドローン機

体の定着方法等）を示す資料 

 落下衝撃を緩和するための措置（保護装置等）を示す資料（安全性を確認す

るための試験等を実施した場合にあっては、その試験方法及び結果を含む。）  

 その他容器等の落下等による衝撃に係るリスク及び当該リスクを踏まえた

安全性担保のために必要な情報・措置に係る資料 

 

1.2.2 ユーザーによる運用（主に水素ドローンの飛行時）における安全性担保の方法 

（１）明確にすべき事項 

 水素ドローンを使用する予定のユーザー 

 当該ユーザーに対する必要な訓練・教育の内容及び方法 
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 万一ドローン又は容器等が落下した場合の対応方法 

 その他ユーザーによる運用における安全性担保のために必要な事項 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例（1.1に記載する資料に含まれる場合にあっては、

必ずしも再提出を要しない。） 

 具体的にどのようなユーザーが水素ドローンを使用するのか（用途、場所、高圧

ガスの取り扱いに係る経験・能力等）を明示する資料 

 当該ユーザーに対する必要な訓練・教育の具体的な内容及び方法に係る資料 

 ドローン又は容器等が落下した場合の対応方法に係る資料（※） 

 その他ユーザーによる運用における安全性担保のために必要な事項に係る資料 

 

※ドローン又は容器等が落下した場合の容器は原則として廃棄することとするが、

管理された区域内での実証試験等、ごく限定的な条件下で使用される場合であっ

て、安全性が個別審査により認められる場合は、この限りでない。ただし、この場

合にあっては、想定する「落下」及び「損傷」の定義・範囲並びに落下後の対応方

法等について、大臣特認申請時に明らかにすること。 

 

1.3 安全措置の具体例 

水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関する調査研究会では、産業技術総合研

究所及び高圧ガス保安協会総合研究所による高圧ガス容器の衝撃試験、破裂試験等を実施

し、「ドローンから容器が落下した場合のリスク」及び「当該リスクを踏まえた落下衝撃緩

和の方法」について検討を行った。本節では、この検討結果をもとに、1.2.1 に示した安全

措置の具体例を明らかにする。 

この節に示す内容を参考に、適切な安全措置を講じられたい。 

 

1.3.1 実証試験の方法 

産業技術総合研究所及び高圧ガス保安協会総合研究所による高圧ガス容器の衝撃試験等

について、その方法を紹介する。一般財団法人日本自動車研究所における衝突試験設備

HYGEを用い、試験を行った。ドローンが 150m相当の高度からの落下を想定するため、ド

ローンに比べて十分に質量の大きい台車を、ドローンの落下衝撃時の速度に相当する速度

で衝突させることにより、落下衝撃を模擬した。この試験の実施にあたっては、ドローン

の設計高度及び落下速度を想定し、落下速度の不確実性を考慮した。また、複数の姿勢の

影響、複数の落下形態を考慮して行った。図 1.1及び図 1.2に試験の概要を示す。 
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図 1.1 落下衝撃に相当する加速衝撃試験の概要図1） 

 

 

図 1.2 高圧ガス容器＋保護装置を対象とした加速衝撃試験の概要図2）  

                                                   
1） 一般財団法人日本自動車研究所提供資料 
2） 一般財団法人日本自動車研究所提供資料 

鉄板

鉄板

HYGEで
台車を押す

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

吊り下げる

アングル

アングル
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アラミド繊維、アルミ板等で構成される保護装置（図 1.3）を装着し、落下時の衝撃緩和

を確認した。 

 

 

図 1.3 ドローン用高圧ガス容器の保護装置の例3） 

 

1.3.2 試験結果の評価方法 

1.3.1に示す衝撃試験を行った後、容器の圧力サイクル試験及び破裂試験、バルブの耐

圧試験及び気密試験等を行い、容器及びバルブからの漏えいの有無や、その耐久性・健全

性の確認を行った。現状、高圧ガス容器単体の衝撃によるリスクに係る知見は一定程度あ

るものの、150mから落下した容器、保護装置を装着した容器、ドローンに装置した容器へ

の衝撃によるリスクに係る知見は国内外を通じて存在しない。このため、検討会において

は、1.1や 1.2に示す衝撃試験を行った容器や保護装置等について、いかなるクライテリ

アを置き、評価するかという点について検討を行った。 

検討の結果、以下①、②及び③の試験を順に行い、最後の破裂試験において、破裂圧力

が「最小破裂圧力×0.9」を満たすことをクライテリアとすることとした。試験を行った

場合、このクライテリアにより試験結果を評価し、これに合格した安全措置を採用するこ

とが適当である。 

 

①衝撃試験 

 150mから落下した場合に想定される衝撃を加える。 

②圧力サイクル試験 

 上記①の試験後の容器に、”大気圧”と”最高充塡圧力以上の上限圧力”との圧力変動

を毎分 10回以下の割合で 1,000回以上繰り返し、変形や漏れがないことを確認する。 

                                                   
3） 産業技術総合研究所提供資料 
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③破裂試験 

 上記①及び②の試験後の容器において、現在、容器保安規則例示基準に指定されている

高圧ガス保安協会基準 0121「アルミニウム合金ライナー・炭素繊維製一般複合容器の技術

基準（2016）」（KHKS0121）の落下試験における合格基準である「最小破裂圧力×0.9」を

満たすことを確認する（※管理された区域内での実証試験等、ごく限定的な条件下で使用

される場合であって、安全性が個別審査により認められる場合は、この限りでない。）。 

図 1.4に各種試験と評価方法を示す。 

 

図 1.4 各種試験と評価方法 

 

1.3.3 ドローンに係る安全措置 

前提として航空法（昭和 27年法律第 231号。以下同じ。）に則り、高圧ガス容器がドロー

ンに確実に取り付けられ、かつ、高圧ガス容器が電源系統の一部として安全に機能している

ことを確認することが必要である（航空法等の関係法令に従い、必要な審査を受けること）。 

その上で、ドローン側での衝撃を緩和させる対策としては、樹脂製のプロテクタのほか、

ドローンに装着する精密測量レーザー用のエアバッグ等が挙げられる。また、パラシュート

は比較的広く活用されている安全対策であるが、上空で風速や風の乱れの影響を受ける可

能性があり、落下位置が想定されないといった課題がある。これらの安全対策については、

使用用途等の基本条件を踏まえて必要・有効なものを活用することが必要である。 

プロテクタ4） 

プロテクタ付きドローン：Flyability社 

エアバッグ5） 

測量機専用エアバッグ：プロドローン社 

  
ドローンの周囲にプロテクタを付け、衝撃から機

体をガードし、衝突物への影響を最小限にする。本

ドローンは、幅 400mm比較的小さいドローンで、ボ

イラー、配管といった狭小な範囲での点検に活用

されるものである。 

ドローンに装着する精密レーザー測量機用のエア

バッグであり、墜落事故から高価な機材を守るた

めに設計・開発された。本エアバッグは、高圧炭酸

ガスによる瞬時にエアバッグが膨らみ、測量機を

衝撃から守るものである。 

図 1.5 ドローンに係る安全装置の例 

                                                   
4） ブルーイノベーション社提供資料 
5） プロドローン社 HP 
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第2章 水素ドローンの活用にあたって遵守すべき事項 

水素ドローン活用する者にあって特に注意すべき安全規制が存在する。本章ではこれを

示すとともに、当該規制の遵守に必要な事項を明らかにするため、 

（１）法令の要求事項 

（２）（１）を遵守するために具体的に必要な事項 

（３）（２）を説明するために必要な書類例 

を示している。（３）については、当該規制を確実に遵守する観点で、水素ドローンを活用

する者が備えておくことが望ましい。 

 

2.1 貯蔵の安全性 

（１）法令の要求事項（高圧ガス保安法第１５条第１項、一般則第１８条第２号） 

 可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所です

ること 

 充塡容器等は、常に温度 40℃以下に保つこと 

 充塡容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝

撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと 

 その他一般則第１８条第２号を参照 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき具体的事項 

 容器置場の通気性を良くするための措置 

 容器を温度 40℃以下に保つための措置 

 容器等の転落、転倒等による衝撃に係るリスクその他安全性担保のために必要な情

報・措置 

 その他一般則第１８条第２号を遵守するための措置 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 容器置場の概要に係る資料 

 住所、概要（例えば、「〇〇実証実験場における△△建屋内」、「株式会社〇〇に

おける建屋横の保管場所」のように記載。） 

 保管場所の見取り図（容器を置く場所、通気の状況が分かる資料、火気・引火性

のものの位置が分かるもの等を含む。） 

 保管場所の温度環境（例えば、「夏季の年平均最高気温が〇〇度程度であり、直

射日光が入らず通風性がよいことから温度環境が良好である」のように具体的

に記載。） 

 充塡容器の種類、圧力、容量、最大本数 

 容器の保管方法に係る資料 

 容器の置き方（例えば、「ドローンから容器を取り外す」、「水平に置く」、「マッ

ト状のものの上に置く」等、安全に配慮した保管方法についてすべて記載。） 
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 注意事項（例えば、「容器上に落下する可能性のあるものを置かない」等、安全

に配慮した注意事項をすべて記載。） 

 その他貯蔵時における安全に配慮した注意事項に係る資料 

 

2.2 移動の安全性 

ドローンの飛行時の高圧ガスの移動については第１章により、ここでは、水素ドローンを

車載して移動する場合などの高圧ガスの移動を扱う。 

（１） 法令の要求事項（高圧ガス保安法第２３条第１項、一般則第５０条） 

 充塡容器等（内容積が 5リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝

撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと 

 充塡容器等は、その温度を常に 40℃以下に保つこと 

 その他一般則第５０条を参照 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき具体的事項 

 容器を温度 40℃以下に保つための措置 

 容器等の転落、転倒等による衝撃に係るリスクその他安全性担保のために必要な情

報 

 その他一般則第５０条を遵守するための措置 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 容器を温度 40℃以下に保つための方策に係る資料（例えば、「直射日光を遮る方法」、

「〇〇℃を超えた場合の作業の中断」等、安全に配慮した移動時の注意事項を記載。） 

 容器等の転落、転倒等を防止する措置に係る資料（以下に例を示す。） 

 容器の積載、荷下ろしの際の注意事項（例えば、「ドローンから容器を取り外す」、

「マット等の活用し積載する」等、安全に配慮した積載方法等をすべて記載。） 

 容器の移動時の注意事項（例えば、「ドローンから容器を取り外す」、「水平に置

く」、「布状のものの上に積載する」、「車両の前方に置きロープ等で固定する」等、

安全に配慮した移動方法をすべて記載。） 等 

 上記以外の移動時における安全に配慮した注意事項に係る資料 

 

2.3 消費の安全性 

ドローンの飛行時の高圧ガスの消費については第１章により、ここでは、例えば地上試験

等における高圧ガスの消費を扱う。 

（１）法令の要求事項（高圧ガス保安法第２４条の５、一般則第６０条第１項） 

 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること 

 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷をうけないよう粗暴な取り

扱いをしないこと 

 充塡容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること 
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 その他一般則第６０条第１項を参照 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき具体的事項 

 バルブを静かに開閉するための措置 

 容器等の転落、転倒等による衝撃に係るリスクその他安全性担保のために必要な情

報 

 湿気、水滴等による腐食を防止する措置 

 その他一般則第６０条第１項を遵守するための措置 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 バルブを静かに開閉するための措置を示す資料 

 容器等の転落、転倒等を防止する措置に係る資料 

 消費時の注意事項（例えば、容器を「水平に置く」、「固定する」等、安全に配慮

した方法をすべて記載。） 

 湿気、水滴等による腐食を防止する措置を示す資料 

 上記以外の消費時における安全に配慮した注意事項に係る資料 

 

2.4 廃棄の安全性 

（１）法令の要求事項（高圧ガス保安法第２５条、一般則第６２条） 

 廃棄は、容器とともに行わないこと 

 可燃性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積

した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い

場所で少量ずつ放出すること 

 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること 

 その他一般則第６２条を参照 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき具体的事項 

 水素ガスを安全に廃棄するための措置 

 その他一般則第６２条を遵守するための措置 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 水素ガスを安全に廃棄するための措置に係る資料 

 上記以外の消費時における安全に配慮した注意事項に係る資料 

 

2.5 緊急事態への対応 

（１）法令の要求事項（危険時の措置及び届出（高圧ガス保安法第３６条、一般則第８４条）、

事故届（高圧ガス保安法第６３条、一般則第９８条） 

① 落下等により高圧ガスを充塡した容器等が危険な状態となったときの対応 
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 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のた

めの施設又は高圧ガスを充塡した容器が危険な状態となったときは、高圧ガスの製

造のための施設、貯蔵所、販売のための施設又は特定高圧ガスの消費のための施設又

は高圧ガスを充塡した容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災

害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない（高圧ガス保安法第３

６条第１項） 

 前項（上記）の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消

防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない（高圧ガス

保安法第３６条第２項） 

 充塡容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡

容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること

（一般則第８４条第２号） 

 同号の措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退

避するよう警告すること（同条第３号） 

 充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを一般則第６

２条第２号から第５号までに規定する方法により放出し、又はその充塡容器等とと

もにその損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること（同

条第４号） 

 高圧ガスを貯蔵、消費する者又は容器を取り扱う者は、高圧ガスについて災害（事故）

等が発生したとき、その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗ま

れたときは、遅滞なく、都道府県知事又は警察官に届け出なければならない（高圧ガ

ス保安法第６３条） 

 都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第５８の事故

届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事（当該場所が指定都市の区域内

にある場合であって、当該発生した事故に係る事務が高圧ガス保安法施行令第２２

条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該場所を管轄する指定都市の長）

に提出しなければならない（一般則第９８条） 

 何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、やむを得ない場合及び上記措置（法

第３６条第１項）を講ずる場合を除き、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現

状を変更してはならない（高圧ガス保安法第６４条） 

※落下した場合に、災害（事故）に該当するかどうかなどについては、関連する機関（高

圧ガス保安法に係る都道府県窓口等）に相談しておくことが望ましい。 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき事項 

 危険時の措置としての応急措置、作業、退避、届出の方法 

 事故発生後の届出の方法（関係法規による） 等 
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（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 危険時の応急措置等の方法を示す資料 

 放出等の作業が可能かどうかを判断する責任者、作業の実施者 

 放出等の作業の実施方法（例えば、「火気を取り扱う場所や引火性のものの付近

を避け、通風性のよい場所で実施する」等、安全に配慮した実施方法について記

載。） 

 放出等の作業を講ずることができない場合の周辺にいる者（必要に応じて周辺

住民）への退避の警告を実施する体制 

 事故発生直後の連絡体制、事故別の届出先、方法等 

 事故発生後の届出の方法に係る資料 

 事故別、届出先別の様式等 

 事故時の届出先への事前相談の状況に係る資料（事故時の対応については、他法令も

含め、関連する機関（高圧ガス保安法に係る都道府県・指定都市窓口、消防署、警察

署、海上保安庁、航空局等）に対して、事前相談を行うことが望ましい。） 

 

（４）その他の要求事項 

第１章にも示したように、高圧ガス容器をドローンに搭載し、これが上空から落下し

た場合にあっては、2.2.1に定める保護措置等を講じ衝撃を防いだとしても、容器等を

使用し続けることには安全上のリスクが存在する。これを踏まえれば、落下後の容器等

の状態にかかわらず、必要な措置を講じた後、容器等を原則として廃棄することが必要

である（落下後、高圧ガスの知見を有しない者が当該容器等を不適切に取り扱わないよ

う、第１章で示したとおり予め落下時の対応を明らかにしておくこと）。 
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第3章 参考資料 

3.1 水素の特性について 6） 

水素（H2）は無色、無臭で、最も軽い物質である。水素の主な性質を、表 3.1に示す。水

素は、酸素あるいは空気と混合して着火すれば、爆発的に反応して水を生成する。水素と酸

素の体積比が 2:1の混合ガスは、特に激しい爆発を起こして化合するので、爆鳴気と呼ばれ

ている。 

 

表 3.1 水素の主な特性 

モル質量   [g/mol] 2.016 

融点     [K] 14.0 

沸点     [K] 20.28 

臨界温度   [K] 33.2 

臨界圧力   [MPa] 1.316 

爆発範囲   [vol%] 4.0～75 

 

 水素は希ガス以外のすべての元素と結びつき、種々の水素化合物をつくるが、この中で

金属との化合物を一般に金属水素化合物と呼んでいる。水素は還元性が強く、高温で金属の

酸化物または塩化物と反応して金属を遊離する。また、水素はハロゲン元素と激しく反応し

て、ハロゲン化水素をつくる性質をもっている。 

水素と空気または酸素との爆発混合物の発火点は 500℃以上と高いが、特定の微粒触媒な

どのもとでは常温でも容易に発火する。また、水素ガスが高速で容器から噴出すると、摩擦

などにより発生する火花、断熱圧縮により発生する熱あるいは静電気放電などにより発火

することがある。 

 

3.2 水素の取り扱いにおける注意点について 

3.1に示すように、水素は無色無臭で、軽く、場合によっては爆発を引き起こす可能性が

ある性質を有する。そのため、水素ドローンの活用にあたっては、以下に示す注意点を十分

に把握し、水素を取り扱う必要がある。 

 水素は、常温常圧で無色無臭のガスである。そのため、万一ドローンが落下し、高圧

ガス容器に衝撃が生じた場合、近づくことにより、ガスが漏えいしているかどうか直

ちに人が判断できず、そのためには専用のガス検知器が必要になることに留意する

必要がある。また、落下した際には念のため、漏えいしているものとして対処した方

がよい。 

 水素は、可燃性のガスであり、燃焼範囲としても低濃度から着火するという特徴を有

する。そのため、落下した容器の周辺に火気が存在し、水素が漏えいした場合に、高

                                                   
6） 出典：「圧縮水素スタンドセーフティテクニカルガイド上巻」（H29.8, 高圧ガス保安協

会）を一部加筆 
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圧ガス容器に着火し、爆発する危険性がある。そのため、高圧ガス容器に衝撃が生じ

た場合には、まずは周辺に火気や引火性のものがないか確認し、ある場合は周辺にい

る者に退避を促し、高圧ガスの取扱いの専門家に連絡する必要がある。また、火気や

引火性のものがない場合にも、ガスを放出する場合には、細心の注意が必要である。 

 水素が漏えいし、燃焼した場合においても、火炎は無色であることから、直ちに燃焼

しているか判断できないことに留意する必要がある。漏えい音が聞こえる場合もあ

るが、いずれにしても細心の注意が必要である。 

 水素は、非常に漏れやすく、軽いことから、拡散しやすい特徴をもつ。そのため、水

素が屋内、車内等の閉空間で漏えいが生じ、空間内に滞留し、その空間に火気や引火

性のものが存在する場合には、爆発事故が生じる危険がある。そのため、水素を保管

する場所等には、火気や引火性のものから距離を置き、常に通風性を良くする必要が

ある。また、高圧ガス容器から水素を放出する作業が生じた場合には、屋外において

も通風性がよい状況であるかどうかの判断が必要となる。 

 水素は金属やカーボン等を脆化させる特徴をもつ。そのため、長時間に渡って水素を

利用しない場合は、ガスの放出又はガス事業者に返却することが望ましい。なお、高

圧ガス容器は、容器種別により決まる一定期間（アルミニウム合金ライナー・炭素繊

維一般複合容器の場合は 3年）の間隔で、再検査を実施する必要があることに留意す

る必要がある。 

 

3.3 その他教育資料 

高圧ガス保安協会のウェブサイトに掲載している以下の資料が参考にできる。 

 映像教材 

https://www.khk.or.jp/public_information/incident_investigation/hpg_incide

nt/av.html 

高圧ガスの特性として、①「高圧ガス」とは、②高圧ガスの種類、③水素の特性、に

ついても映像教材及び補足説明資料を提供している※。 

※平成 30 年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設における事故事例

等を教訓とした教育の高度化に関する調査研究）の成果物 

 水素関連情報 https://www.khk.or.jp/hydrogen/ 

水素の基礎、高圧ガス保安法についてなど、水素関連の情報を提供している。 

 

3.4 経済産業省大臣特別認可の手続きについて 

本ガイドライン第１章で示したように、水素ドローンの活用にあたっては、高圧ガスの移

動・消費における「粗暴な取り扱い」に係る大臣特認の申請・取得が必要となる。大臣特認

の申請を行う際には、高圧ガス保安協会が実施する特定案件事前評価の結果を添付する必

要がある。この評価は、関係規則に定められている規定に拠れずに機器の製作、高圧ガスの

製造等を行おうとする場合に、大臣特認申請をしようとする者が受けなければならないも

のであり、通達（「高圧ガス保安法における経済産業大臣特別認可申請手続きについて（内

https://www.khk.or.jp/public_information/incident_investigation/hpg_incident/av.html
https://www.khk.or.jp/public_information/incident_investigation/hpg_incident/av.html
https://www.khk.or.jp/hydrogen/


17 

 

規）（20190606保局第 10号）」）に示す手続に従い行うものである。 

なお、通達については、経済産業省のウェブサイト（以下の URL参照）に示されている。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/

files/4004_001.pdf 

 

大臣特認申請の標準的な流れを図 3.1に示す。 

大臣特認申請の詳細については、高圧ガス保安協会のウェブサイト（以下の URL参照）を

参考にすることができる。 

https://www.khk.or.jp/inspection_certification/machine_facility/spcl_ordnc_eval.

html 

 

 

図 3.1 大臣特認申請の標準的な流れ 

 

  

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/4004_001.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/4004_001.pdf
https://www.khk.or.jp/inspection_certification/machine_facility/spcl_ordnc_eval.html
https://www.khk.or.jp/inspection_certification/machine_facility/spcl_ordnc_eval.html
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3.5 関係法令 

第 1章 経済産業大臣特別認可に係る事項 

■高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 

（移動） 

第二十三条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必

要な措置を講じなければならない。 

２・３ ［略］ 

 

第二十四条の五 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費

の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてし

なければならない。 

 

■一般高圧ガス保安規則 

（その他の場合における移動に係る技術上の基準等） 

第五十条 前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で

定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の

各号に掲げるものとする。 

 一～四 ［略］ 

五 充塡容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による

衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 

六～十四 ［略］ 

 

（その他消費に係る技術上の基準） 

第六十条 法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項

各号に掲げるものとする。 

 一 ［略］ 

二 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱

いをしないこと。 

 三～十九 ［略］ 

２ ［略］ 

 

（危険のおそれのない場合等の特則） 

第九十九条 第六条から第八条の二まで、第十一条から第十三条まで、第十八条、第二十二

条、第二十三条、第二十六条、第四十条、第四十五条の三、第四十九条から第五十二条ま

で、第五十五条、第六十条及び第六十二条に規定する基準並びに試験研究のために製造設

備を使用する試験研究機関に係る第六十四条の規定による保安統括者の選任及び第六十

六条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周

囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかか
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わらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。 

 

第 2章 その他遵守すべき事項 

2.1 貯蔵の安全性 

■高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 

（貯蔵） 

第十五条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければな

らない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高

圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二

条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯

蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下

の高圧ガスについては、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は

占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していな

いと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきこと

を命ずることができる。 

 

■一般高圧ガス保安規則 

（定置式製造設備に係る技術上の基準） 

第六条 ［略］ 

２ 製造設備が定置式製造設備（コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天

然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。）である製造施設における法第八条第二号

の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産

業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限り

でない。 

 一～七 ［略］ 

八 容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこ

と。 

ロ 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分

して容器置場に置くこと。 

ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 

ニ 容器置場（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気のものを除く。）の周

囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を

置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮

る措置を講じた場合は、この限りでない。 

ホ 充塡容器等（圧縮水素運送自動車用容器を除く。）は、常に温度四十度（容器保

安規則第二条第三号に掲げる超低温容器（以下「超低温容器」という。）又は同条
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第四号に掲げる低温容器（以下「低温容器」という。）にあつては、容器内のガス

の常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項

第五号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。）以下に保つこと。 

ヘ 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つこと。 

ト 充塡容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等によ

る衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 

チ 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。 

 

（貯蔵の方法に係る技術上の基準） 

第十八条 法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる

ものとする。 

 一 ［略］ 

二 容器（高圧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を除く。）によ

り貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所で

すること。 

ロ 第六条第二項第八号の基準に適合すること。ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯蔵

所以外の場所で充塡容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及び

ニの基準に適合することを要しない。 

ハ シアン化水素を貯蔵するときは、充塡容器等について一日に一回以上当該ガスの

漏えいのないことを確認すること。 

ニ シアン化水素の貯蔵は、容器に充塡した後六十日を超えないものをすること。ただ

し、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限り

でない。 

ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器（消火の用に供す

る不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場

合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充塡してあるものを除

く。）によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条

の二第一項の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。 

ヘ 一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等において

示された年月から十五年を経過したもの（圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容

器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日を経過したもの）を高圧ガス

の貯蔵に使用しないこと（法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充

塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。）。 

 三 ［略］ 

 

2.2 移動の安全性 

■高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 
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（移動） 

第二十三条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上

必要な措置を講じなければならない。 

２ 車両（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第一項に規定する道

路運送車両をいう。）により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法につ

いて経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 

３ ［略］ 

 

■一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号） 

（その他の場合における移動に係る技術上の基準等） 

第五十条 前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で

定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に

掲げるものとする。 

一 充塡容器等を車両に積載して移動するとき（容器の内容積が二十五リットル以下で

ある充塡容器等（毒性ガスに係るものを除く。）のみを積載した車両であつて、当該積

載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合を除く。）は、当該車両の見やす

い箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、

この限りでない。 

イ 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合

に使用する車両において、緊急時に使用するための充塡容器等 

ロ 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充塡容器等 

ハ タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充塡容器等（フルオロカ

ーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充塡したものに限る。） 

ニ 当該車両の装備品として積載する消火器 

二 充塡容器等は、その温度（ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの温

度）を常に四十度以下に保つこと。 

三 一般複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、

国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ

ス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等に

より示された年月から十五年を経過したもの（圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧

縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規

則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日充塡可能期限年月日（同令第三十七条第

一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日）を経

過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用

容器にあつては、同号の充塡可能期限年月を経過したもの）を高圧ガスの移動に使用し

ないこと（法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経

過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源

化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合（一般複合容器及び圧縮
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水素運送自動車用容器を除く。）は、この限りでない。）。 

四 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装

置用容器（国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が

国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除

く。）又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造し

た月（その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。）の前月から起算して十

五年を経過したもの（国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては国際相

互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの）を高圧ガ

スの移動に使用しないこと（法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充

塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び

解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、こ

の限りでない。）。 

五 充塡容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝

撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 

六 次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。 

イ 充塡容器等と消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項に規定する危

険物（圧縮天然ガス又は不活性ガスの充塡容器等（内容積百二十リットル未満のもの

に限る。）と同法別表に掲げる第四類の危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充

塡容器等（内容積が百二十リットル未満のものに限る。）と別表に掲げる第四類の第

三石油類又は第四石油類の危険物との場合を除く。） 

ロ 塩素の充塡容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充塡容器等 

七 可燃性ガスの充塡容器等と酸素の充塡容器等とを同一の車両に積載して移動すると

きは、これらの充塡容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。 

八 毒性ガスの充塡容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。 

九 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充塡容器等を車両に積載して

移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工

具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等の

みを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である

場合にあつては、この限りでない。 

十 毒性ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応

じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な

資材、薬剤及び工具等を携行すること。 

十一 アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除

害の措置を講ずること。 

十二 充塡容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容

器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集

する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は

運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器
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の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等（毒性ガスに係るものを除く。）のみ

を積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場

合にあつては、この限りでない。 

十三 前条第一項第十七号に掲げる高圧ガスを移動するとき（当該ガスの充塡容器等を

車両に積載して移動するときに限る。）は、同項第十七号から第二十号までの基準を準

用する。この場合において、同項第二十号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当

該ガスの充塡容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。 

十四 前条第一項第二十一号に規定する高圧ガスを移動するとき（当該ガスの充塡容器

等を車両に積載して移動するときに限る。）は、同号の基準を準用する。ただし、容器

の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等（毒性ガスに係るものを除き、高圧ガ

ス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。）のみを積載した車

両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、

この限りでない。 

 

2.3 消費の安全性 

■高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 

第二十四条の五 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費

の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてし

なければならない。 

 

■一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号） 

（その他消費に係る技術上の基準） 

第六十条 法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項

各号に掲げるものとする。 

 一 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 

二 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱

いをしないこと。 

三 充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行

うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の

配管については、この限りでない。 

イ 熱湿布を使用すること。 

ロ 温度四十度以下の温湯その他の液体（可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充

塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。）を使用すること。 

ハ 空気調和設備（空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたもので

あつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以

外のものに限る。）を使用すること。 

四 充塡容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。 

五 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に
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操作することができるような措置を講ずること。 

六 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して

過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。 

七 可燃性ガス又は毒性ガスの消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度四十

度以下に保つこと。 

八 シアン化水素の消費は、容器に充塡した後六十日を超えないものをすること。ただし、

純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。 

九 酸化エチレンを消費するときは、あらかじめ、消費に使用する設備の内部のガスを窒

素ガス又は炭酸ガスで置換し、かつ、酸化エチレンの容器と消費に使用する設備との間

の配管には、逆流防止装置を設けること。 

十 可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の消費に使用する設備（家庭用設備を除く。）か

ら五メートル以内においては、喫煙及び火気（当該設備内のものを除く。）の使用を禁

じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、火気等を使用する場所との

間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス、酸素若しくは

三フッ化窒素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措

置を講じた場合は、この限りでない。 

十一 可燃性ガスの貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。 

十二 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の消費施設（在宅酸素療法用のもの及び家庭用

設備に係るものを除く。）には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設

けること。 

十三 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等に

よる災害を防止するための措置を講じて行うこと。 

十四 溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防

止するための措置を講じて行うこと。 

十五 酸素又は三フッ化窒素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類

その他可燃性の物を除去した後にすること。 

十六 消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ず

ること。 

十七 消費設備（家庭用設備を除く。以下この号及び次号において同じ。）の修理又は清

掃（以下この号において「修理等」という。）及びその後の消費は、次に掲げる基準に

よることにより保安上支障のない状態で行うこと。 

イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、

修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があ

つたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 

ロ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止する

措置を講ずること。 

ハ 修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防

止するための措置を講ずること。 
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ニ 消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他

の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 

ホ 修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でな

ければ消費をしないこと。 

十八 高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に消費施設の異常の有

無を点検するほか、一日に一回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあると

きは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 

十九 一般複合容器は、水中で使用しないこと。 

２ ［略］ 

 

2.4 廃棄の安全性 

■高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 

 （廃棄） 

第二十五条 経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法

について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 

 

■一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号） 

 （廃棄に係る技術上の基準） 

第六十二条 法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるも

のとする。 

一 廃棄は、容器とともに行わないこと。 

二 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは

発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄すると

きは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。 

三～五 ［略］ 

六 廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずる

こと。 

七 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 

八 ［略］ 

 

2.5 緊急事態への対応 

■高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 

（危険時の措置及び届出） 

第三十六条 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの

消費のための施設又は高圧ガスを充塡した容器が危険な状態となつたときは、高圧ガ

スの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設

又は高圧ガスを充塡した容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災
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害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。 

２ 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若

しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。 

 

（事故届） 

第六十三条 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油

ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をし

た者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を

都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。 

一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。 

二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。 

２ 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、

災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事

項につき報告を命ずることができる。 

 

（現状変更の禁止） 

第六十四条 何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利

益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示な

く、その現状を変更してはならない。ただし、第三十六条第一項又は液化石油ガス法第

二十七条第一項第四号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。 

 

■一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号） 

（廃棄に係る技術上の基準） 

第六十二条 法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる

ものとする。 

一 廃棄は、容器とともに行わないこと。 

二 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しく

は発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄す

るときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。 

三 毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれ

のない場所で少量ずつすること。 

四 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを継続かつ反復して廃棄するときは、当

該ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。 

五 酸素又は三フッ化窒素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類

その他の可燃性の物を除去した後にすること。 

六 廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ず

ること。 
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七 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 

八 充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により

行うこと。 

イ 熱湿布を使用すること。 

ロ 温度四十度以下の温湯その他の液体（可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又

は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。）を使用するこ

と。 

ハ 空気調和設備（空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたもの

であつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするも

の以外のものに限る。）を使用すること。 

 

（危険時の措置） 

第八十四条 法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応

急の措置は、次の各号に掲げるものとする。 

一 製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うと

ともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な

場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避

させること。 

二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充塡容器等が危険な状態になつたときは、直ち

に、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必

要な作業員のほかは退避させること。 

三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近

の住民に退避するよう警告すること。 

四 充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを第六十二

条第二号から第五号までに規定する方法により放出し、又はその充塡容器等ととも

に損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。 

 

（事故届） 

第九十八条 法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事

故を届け出ようとする者は、様式第五十八の事故届書を、事故の発生した場所を管轄

する都道府県知事（当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した

事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該

場所を管轄する指定都市の長）に提出しなければならない。 
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