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状態表示は CRT、ランプ、発光ダイオード等で表示する場合がある。

操作パネルのバルブの開閉は電気スイッチ等による。

図 駆動式バルブの場合の例

(2) 安全弁の元弁その他通常使用しないバルブ等（緊急の用に供するものを除く｡)は、みだりに操

作できないよう、施錠、封印、禁札の取り付け又は操作時に支障のない方法でハンドルを取り外

す等の措置を講ずること。

(3) 計器盤に設けた緊急遮断弁、緊急放出弁及び全停止等を行う機構のボタン、ハンドル等（ノッ

チングデバイス型ハンドル等であって不測の作動のおそれのないものを除く｡)には、過失等によ

る不測の事故を防止するため、カバー、キャップ又は保護枠を取り付ける等の措置を講ずるとと

もに、緊急遮断弁等の開閉状態を示すシグナルランプ等の標示を計器盤に設けること。

なお、緊急遮断弁の操作位置が２箇所以上である場合にあっては、通常使用しない方のものに

ついてみだりに操作してはならない旨及びそれを操作する場合における注意事項を表示すること。

1.4 バルブ等の操作位置には、当該バルブ等の機能及び使用頻度に応じ、当該バルブ等を確実に操作

するため必要に応じ足場を設けること。

1.5 バルブ等の操作位置は、当該バルブ等の機能及び使用頻度に応じ、バルブの操作に必要な照度を

確保すること。この場合、計器室（製造又は消費の施設における製造又は消費を制御するための機

器を集中的に設置している室をいう。以下同じ。）及び計器室以外の計器盤には、非常照明（計器

盤にあっては、50 lx 以上のものに限る。）を設けること。

2．バルブ等の操作は、次の各号の基準によるものとする。

2.1 バルブ等の操作について留意すべき事項を作業基準等に定めて、作業員に周知させること。

2.2 操作することにより関連する製造設備等に影響を与えるバルブ等の操作に当たっては、操作の前

後に関係先と緊密な連絡をとり、相互に確認する手段を講ずること。

2.3 計器室外においてバルブ等を直接操作する場合であって、計器室の計器の指示に従って操作する

必要がある場合は、計器室と当該操作場所との間で、通報設備により緊密な連絡を取りながら適切

に行うこと。

2.4 液化ガスのバルブ等については、液封状態になるような閉止操作を行わないこと。
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34．直射日光を遮るための措置

規則関係条項 第６条第１項第42号ホ、第７条の３第１項第１号・第２項第33号ハ、第８条第１項

第５号、第23条第１号・第３号

充塡容器（断熱材で被覆してあるものを除く。）に係る容器置場（可燃性ガス及び酸素のものに限

る。）に講ずべき直射日光を遮るための措置は、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設ける

こととする。ただし、短期間であれば不燃性又は難燃性のシートで充塡容器を覆うことにより代替できる。
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35．シリンダーキャビネット

規則関係条項 第６条第１項第42号ホ、第８条第１項第５号、第23条第１号・第３号

シリンダーキャビネットは、次の各号に掲げる基準によるものとする。

1．シリンダーキャビネット内の空気を常に屋外に排出し、かつ、常に内部の圧力が外部より低いこと

を確認できる措置を講ずること。

2．シリンダーキャビネットに使用する材料は、不燃性のものであること。

3．シリンダーキャビネット内の設備のうち高圧ガスの通る部分は、常用の圧力の 1.5 倍以上の圧力で

行う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。

4．シリンダーキャビネットには、内部を覗くための窓を設けること。

5．シリンダーキャビネット内の圧力計、流量計等機器類（以下機器類という。）及び配管の内面に使

用する材料は、本基準９．ガス設備等に使用する材料に適合するものであること。

6．シリンダーキャビネット内の配管接続部及び機器類は、容易に点検することができること。

7．シリンダーキャビネット内の充塡容器等又はこれに取り付けた配管にはシリンダーキャビネット外

から操作することができる緊急遮断装置を設けること。

8．シリンダーキャビネット内の設備を自動的に制御する装置、1．の規定により設けられた排出のため

の装置その他保安の確保に必要な設備にあっては、停電等により当該設備の機能が失われることのな

いよう保安電力を保有する等の措置を講ずること。

9．シリンダーキャビネット内の充塡容器等には、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。

10．シリンダーキャビネット内には、ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

11．シリンダーキャビネット内の配管にはガスの種類及びその流れの方向を表示すること。

12．シリンダーキャビネット内のバルブには、当該バルブの開閉方向及び開閉状態を明示すること。

13．相互に反応することにより災害の発生するおそれのあるガスは、同一のシリンダーキャビネット内

に収納しないこと。

14．可燃性ガスの収納されたシリンダーキャビネットには、当該シリンダーキャビネットに生ずる静電

気を除去する措置を講ずること。

15．イオン注入装置において、装置一体型となって装置内に設置されているガスキャビネット等（図

参照）は、シリンダーキャビネットと見なされるため、シリンダーキャビネットと同等の機能が必要

となるが、当該設備においては放射線漏えいの可能性があることから実用的な覗き窓の設置が困難で

あり、また、装置の機構上の理由から静電気除去のための設置が困難であることから当該設備につい

ては 4．及び 14．の基準は適用せず、次の基準を適用することとする。
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15.1 シリンダーキャビネットは、１日に１回以上、管理責任者又はその指示を受けた者が次の事項

につき点検し、かつ、シリンダーキャビネットの近傍に備え付けた残ガス管理票に残圧（一次圧

・二次圧）を記入すること。

(1) シリンダーキャビネット内の負圧の確認

(2) 検知警報器の検出端部の異常の有無の確認

(3) 緊急遮断弁の取り付け状態の確認

(4) バルブの開閉表示の確認

(5) ガスの流れ方向表示の確認

(6) 容器、配管、機器類の固定状態の確認

(7) 配管、機器類、排気ダクト等の発錆、ゆがみ等異常の有無の確認

(8) 専用治工具の配備の確認

(9) 保護具の配備の確認

15.2 当該装置の筐体部分を接地しておくこと。この場合接地接続線は通常の使用状態で容易に腐食

や断線しないものを用い、ろう付け、溶接、接続金具を使用する方法等によって確実に接続する

こと。

15.3 電気的に絶縁された可燃性ガスの消費に係る部分については、抵抗を介し蓄積された荷電が適

切に放電される構造であること。また、使用後はアース棒等により速やかに除電すること。
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36．自然発火に対して安全なもの

規則関係条項 第６条第１項第42号ト、第８条第１項第５号、第23条第１号・３号

ジシラン、ホスフィン又はモノシランが漏えいし、自然発火したときに安全な容器置場とは、次のいず

れかの基準によるものとする。

1．容器置場には不燃性又は難燃性の材料を使用すること。

2．本基準 35．に規定するシリンダーキャビネットに充塡容器等を収納すること。
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37．導管の架設、埋設等

規則関係条項 第６条第１項第43号イ～ニ、第７条の２第１項第１号、第51条

導管の設置は、次の各号の基準によるものとする。

1．導管の設置場所の選定は、次の各号の基準に従って行うものとする。

1.1 地崩れ、山崩れについては、過去の実績と環境条件の変化（土地造成その他による地形の変更や

排水の変化等）から危険のおそれのある場所を推定してその場所を通過しないようにすること。

1.2 不同沈下は、現に不同沈下が目立って進行している場所又はそのおそれのある場所を過去の実績

から推定してそのような場所を通過しないようにすること。

2．導管を地盤面上に設置する場合に、地盤面から離すべき距離は、次の基準によるものとする。

2.1 導管を地盤面上に設置するときは、腐食の防止、検査及び補修の便等を考慮して地盤面から 0.3

ｍ以上離して設置すること。また、損傷防止のため、周囲の条件に応じて柵、ガードレール等の防

護措置を講ずること。

3．導管を地盤面下に埋設する場合の埋設深さは、次の各号の基準によるものとする。

3.1 導管の埋設深さは、最小 0.6ｍとし、公道においては車両の交通量及び管径等を考慮して適宜増

加すること。

3.2 車両の交通の特に激しい公道の横断部においては、導管の埋設深さは、1.2ｍ以上とすること。

3.3 3.1 及び 3.2 において適当な埋設深さが得られない場合には、カバープレート、ケーシング等を

用い、又は導管の肉厚を増加させる等の措置を講ずること。

3.4 鉄道の横断部において導管の埋設深さを 1.2ｍ以上とし、かつ、鋼製のケーシングを用いて保護

すること。

4．導管を水中に設置する場合の設置深さは、次の各号の基準によるものとする。

4.1 導管を船の航行する水域の水底に設置するときは、船の錨による損傷を防止するため、航行船舶

の大きさや海底土質に応じて必要と認められる深さ以上の深さに導管を埋設すること。

4.2 海底、河底等、水の流動によって液性となるような土壌中に導管を設置するときは、不使用時に

おける管の比重を、砂質土の場合には水（海底の場合には海水）の比重以上、粘質土の場合には液

性限界における土の単位体積重量以上とし、又はアンカー等によって管の浮上や移動を防止する措

置を講ずること。

4.3 導管を波浪の影響を受ける接岸部に設置するときは、波浪、浮遊物等による導管の損傷を防止す

るため、ケーシング、コンクリート防護又は防波柵等による防護措置を講ずること。

4.4 導管を流水によって洗掘されるおそれのある河床に設置する場合は、洗掘されるおそれのない深

さに導管を埋設すること。また、導管を水路が不安定な河床に埋設するときは、水路が浅い部分に

おいても、深い部分の導管と水平になるように埋設すること。
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38．防食及び応力を吸収するための措置（導管）

規則関係条項 第６条第１項第43号ト、第７条の２第１項第１号、第51条

1．導管の腐食を防止するための措置は、次の各号の基準によるものとする。

1.1 腐食性のあるガスの輸送に用いられる導管には、当該ガスに侵されない材料を使用し、又は導管

の内面に腐食の程度に応じて腐れしろを設け、若しくはコーティング等による内面防食措置を講ず

ること。

1.2 輸送されるガスが導管材料に対して腐食性がないと認められるとき（実用上十分な脱水を行った

ような場合も含む｡)は、腐れしろは原則として考慮しなくてもよい。

1.3 導管を地中に埋設するときは、アスファルト又はコールタールエナメル等の塗装材とジュート

（ヘッシャンクロス）、ビニロンクロス、ガラスマット又はガラスクロス等の被覆材との組合せに

よる塗覆装又はアスファルトマスチック等の塗装によって導管の外面を保護すること。

1.4 導管を地中に埋設するときは、土地の状況及び周囲の条件により、必要な場合には電気防食措置

を講ずること。直流電気鉄道を横断し、又はこれに近接して導管を埋設するときは、選択排流法等

の方法によって電気防食を行うこと。

導管を水中又は比抵抗の低い土壌中に埋設するときは、外部電源法又は犠牲陽極法等の方法によ

って電気防食を行うこと。

なお、導管に電気防食を行うときは、付近の埋設管、地中構造物並びにこれらの電気防食措置と

の関係を考慮すること。

2．導管の応力を吸収するための措置は、次の各号の基準によるものとする。

2.1 導管を地中に埋設するときは、埋め戻しの際に十分つき固めを行い、導管が均一に、かつ、適当

な摩擦力を持って土中に支持されるようにすること。

2.2 導管を地上に設置するときは、下記の計算式により伸縮量を計算し、曲り管、ループ又はベロー

ズ形若しくはスライド形の伸縮継手を使用する等の方法で伸縮量を吸収すること。

伸縮量＝線膨張係数×温度差×導管長さ

温度差は予想される最高又は最低の使用温度と周囲の平均温度との差を考慮すること。

線膨張係数の値は、炭素鋼については 11.7×10-６とし、炭素鋼以外の材料については公表された

値を採用すること。

2.3 地上に設置される導管を支持するハンガー、サポート等は、導管の伸縮を阻害しないような方法

で導管を支持すること。ただし、導管を固定することが導管に過大な応力を生ずるおそれのないこ

とが明らかな場合には、この限りでない。
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39．常用の温度を超えない措置（導管）

規則関係条項 第６条第１項第43号チ、第７条の２第１項第１号、第51条

導管に常用の温度を超えないような措置を講ずることとは、次の各号の基準によるものとする。

1．導管にガスを供給する設備には、常用の温度を超えた温度のガスを導管に送入しないで処理できる

措置を講ずること。例えば、圧縮機に係るものにあっては、冷却水の断水を検知して運転を停止する

等の措置を講ずること。

2．導管を地上に設置するときは、温度の異常上昇を防止するため、防食塗装の上に銀色塗料を塗装す

る等の措置を講ずること。また、導管を橋梁等に設置するときは、橋梁等の下部に設置し、直射日光

を避けるようにすること。
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40．水分を除去する措置（導管）

規則関係条項 第６条第１項第43号ヌ、第７条の２第１項第１号、第51条

酸素及び天然ガスを輸送するための導管とこれに接続する圧縮機との間に設ける水分を除去する措置は、

次の各号の基準によるものとする。

1．内部潤滑剤に水を使用する圧縮機を用いて酸素を導管によって輸送するときは、導管と圧縮機との

間に水分離器を設けて水分を除去すること。

2．天然ガスを輸送する導管とこれに接続する圧縮機との間には、水分離器を設けること。
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41．通報のための措置（導管）

規則関係条項 第６条第１項第43号ル、第７条の２第１項第１号、第51条

事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報のための措置として、電話、インターホン等を設ける

こと。
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42．アセチレンの希釈剤について

規則関係条項 第６条第２項第１号ニ、第12条第２項第２号、第13条第３号

アセチレンガスを 2.5MPa を超える圧力にするときは、窒素、メタン、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、

エチレン又はプロパンの希釈剤を添加することにより爆発範囲外となるようにすること。
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43．アキュムレータにより圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合の措置

規則関係条項 第６条第２項第１号ホ

空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備（付属する貯槽及び配管を含む。）により圧縮空気の加圧又

は減圧を行う場合の、アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類（以下「油等」という。）が混

在しないための措置は、次の各号の基準によるものとする。

1．油圧を操作するアキュムレータ設備にあっては、空気と油等が隔離されている構造であること。

2．空気圧縮機に油分離器等を設置すること。

3．油等の劣化を防止するため、設備内を定期的に清掃し、油等を排除すること。
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44．毒性ガスの過充塡防止措置

規則関係条項 第６条第２項第２号イ

毒性ガスを貯槽に充塡するとき、毒性ガスが貯槽の内容積の 90％を超えることを自動的に検知するこ

とができる措置は、次の方法によるものとする。

1．貯槽に充塡された量が 90％に達したときに覚知する方法は、その液面又は液頭圧を検知する方法で

あること。

2． 1．により覚知したときは、直ちに警報（ブザー等の音響とする。）を発するものであること。

3． 2．の警報は、当該充塡作業の関係者が常駐する場所及び操作場所において聞こえるものであるこ

と。
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45．アセチレンの充塡後の圧力

規則関係条項 第６条第２項第２号ニ、第12条第２項第２号、第13条第３号

アセチレンの充塡後の圧力が温度 15℃において 1.5MPa 以下になるようにするための措置は、次の各号

の基準によるものとする。

1．溶剤の種類に応じ、溶剤１kg 当たりそれぞれ次の表に掲げる値を超えてアセチレンを充塡しないこ

と。

溶剤の種類 アセチレンの最大充塡量（kg）

ア セ ト ン 0.55

ジメチルホルムアミド 0.50

2．アセチレンを充塡した後は、充塡終了時の圧力、温度安定曲線、管理状況等により、充塡後の圧力

の安定が確認できる場合を除き 24時間以上静置すること。
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46．アセチレンを充塡する容器に係るアセトン又は

ジメチルホルムアミドと多孔質物について

規則関係条項 第６条第２項第３号イ、第12条第２項第２号、第13条第３号

アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

1．アセトン及びジメチルホルムアミドの品質と充塡量について

1.1 多孔質物に浸潤させるアセトンの品質は、日本工業規格Ｋ1503(1952)アセトンによる種類１号と

する。

1.2 多孔質物に浸潤させるジメチルホルムアミドの品質は、日本工業規格Ｋ8500(1961)Ｎ,Ｎ-ジメチ

ルホルムアミド（試薬）による特級とする。

1.3 容器内容積に対するアセトンの最大充塡比率は、容器内容積及び多孔質物の多孔度に応じ、次の

表に掲げる値とする。

内容積 10ℓ 以下の容器の場合 内容積 10ℓ を超える容器の場合

多孔質物の多孔度
（％）

容器内容積に対する
アセトンの最大充塡
比率 （15℃）

多孔質物の多孔度
（％）

容器内容積に対する
アセトンの最大充塡
比率 （15℃）

90以上～92以下

83 〃 ～90未満

80 〃 ～83 〃

75 〃 ～80 〃

70 〃 ～75 〃

41.5％

38.3〃

36.9〃

34.6〃

32.3〃

90以上～92以下

87 〃 ～90未満

83 〃 ～87 〃

80 〃 ～83 〃

75 〃 ～80 〃

70 〃 ～75 〃

43.1％

41.7〃

39.7〃

38.4〃

36.0〃

33.6〃

1.4 容器内容積に対するジメチルホルムアミドの最大充塡比率は、容器内容積及び多孔質物の多孔度

に応じ、次の表に掲げる値とする。

内容積 10ℓ 以下の容器の場合 内容積 10ℓを超える容器の場合

多孔質物の多孔度
（％）

容器内容積に対する
ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞの最大
充塡比率 （15℃）

多孔質物の多孔度
（％）

容器内容積に対する
ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞの最大
充塡比率（15℃）

90以上～92以下
85 〃 ～90未満
80 〃 ～85 〃
75 〃 ～80 〃
70 〃 ～75 〃

43.2％
40.8〃
38.5〃
36.1〃
33.6〃

90以上～92以下
85 〃 ～90未満
80 〃 ～85 〃
75 〃 ～80 〃
70 〃 ～75 〃

43.4％
42.5〃
40.1〃
37.6〃
35.1〃

1.5 多孔質物の多孔度は、多孔質物を容器に充塡した状態で、アセトン、ジメチルホルムアミド又は

水の吸収量をもって測定する。

2．多孔質物について

2.1 アセチレンを充塡する容器は、弁直下のガス取入れ、取出し部を除き多孔質物を隙間なく満した

ものであって、かつ、次の多孔質物性能試験に合格するものでなければならない。ただし、多孔質

物が固形である場合は、アセトン又はジメチルホルムアミドを充塡したあと、容器壁にそって、容

器の直径の 1/200 又は３ｍｍを超えない隙間ができることは差し支えない。

2.2 多孔質物は、アセトン、ジメチルホルムアミド又はアセチレンによって侵される成分を含有しな
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いものであること。

2.3 多孔質物性能試験

多孔質物性能試験は、高圧ガス保安協会が多孔質物を内蔵する容器の種類、多孔質物に浸潤させ

る溶剤の種類及び多孔質物の種類からなる多孔質物の型式ごとに、同協会の「アセチレン容器多孔

質物性能試験規程」に基づき次の試験について行い全ての試験に合格したとき、当該型式の多孔質

物を合格とする。

(1) 圧縮強度試験

(2) 多孔度試験

(3) 振動試験

(4) 周囲加熱試験

(5) 逆火試験

(6) 衝撃試験
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47．シアン化水素の安定剤について

規則関係条項 第６条第２項第３号ロ、第12条第２項第２号、第13条第３号

シアン化水素の充塡の際に添加する安定剤は、重合を抑制する効果が強い物質である硫酸、燐酸、燐、

蓚酸、塩化カルシウム又は銅網を用い、その種類及び添加すべき量は使用状況に応じて定めること。
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48．液化石油ガスのにおいの測定方法

規則関係条項 第６条第２項第３号ヘ

1．液化石油ガスの「空気中の混入比率が容量で 1/1,000 である場合において感知できるようなにお

い」とは、次に掲げるいずれかの測定方法又はこれらと同等以上の精度を有する測定方法により測定

した場合において液化石油ガスであることを感知できる臭いとする。測定は 2.から 5.までに掲げる

ところによるほか、各測定方法の詳細については、付属書を参照すること。

1.1 オドロメーター法（臭気測定器法）

1.2 注射器法

1.3 臭袋法

1.4 無臭室法

2．この基準において使用する用語の意味は、次のとおりとする。

2.1 パ ネ ル

あらかじめ選定された正常な嗅覚を有する臭気の判定者

2.2 試 験 者

臭気濃度の測定において希釈操作を行い、臭気濃度を測定する者

2.3 試験ガス

臭気を測定しようとする液化石油ガスを気化させたガス

2.4 試料気体

試験ガスを清浄な空気で希釈した判定用の気体

2.5 希釈倍数

試料気体の量を試験ガスの量で除した値

3．臭いの測定に当たっての基本的事項は、次のとおりとする。

3.1 試験ガスの採取等

当該貯槽に係る試料採取専用口（これに類するものを含む。）又は当該容器の充塡口から小容量

の容器に液状で液化石油ガスを採取し、これを気化させたもの（試験ガス）と空気との混合ガスを

もって試料気体とする。

3.2 検臭室の具備すべき条件

(1) 液化石油ガスの臭気を測定するための検臭室は、清潔かつ無臭で、適当な換気ができるもので

あること。

(2) パネルの嗅覚の安定のために、室内の温度、湿度はできるだけ生活環境に近く（温度 18～25℃、

湿度 60～80％）一定に保ち、かつ、静粛にすること。

特に、寒冷及び強風は嗅覚を減退させるので注意が必要である。

3.3 パネルの具備すべき条件等

(1) パネルは、試験開始前の少なくとも 30分間は、食事、喫煙等を行わないこと。

(2) パネルは、体調が悪いとき、特に鼻の具合が悪いときには、測定に参加しないこと。

(3) パネルの人数は、少なくとも４名（無臭室法にあっては６名）以上とすること。

3.4 そ の 他
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(1) 使用する測定機器、用具は全て無臭又はにおいの少ないもので、液化石油ガスのにおいの吸着

性が小さいものを選ぶこと。

(2) 試験者は、測定準備をできるだけ手早く行うこと。

(3) パネルは測定中私語を一切しないこと。

(4) 試験者は、希釈操作をパネルに見せないようにするとともに、パネルに不要な情報を与えない

こと。

(5) パネルに測定させる試料気体の希釈倍数は、原則として 500 倍、1,000 倍、2,000 倍及び 4,000

倍の４点以上とすること。

(6) パネルに測定させる希釈倍数の順序は、ランダムにすること。

(7) 連続して測定を行う場合は、30 分ごとに 30分間の休憩をとること。

(8) 連続して測定を行う場合は、室内に放出された測定済みの液化石油ガスが滞留し、爆発下限界

の４分の１を超える濃度にならないよう定期的に換気をすること。

4．液化石油ガスの感知希釈倍数は、各パネルごとに次の式により算出するものとする。

Ｃ＝（Ｃｎ＋Ｃｙ）/2

Ｃ ：感知希釈倍数

Ｃｎ：液化石油ガスの臭いを確認できなくなった希釈倍数（注）

Ｃｙ：Ｃｎより一段下で液化石油ガスの臭いを確認できた希釈倍数

（注）各パネルごとに希釈倍数の小さいものから順に確認の有無を整理し、確認できな

くなった最小希釈倍数をとる。なお、この最小希釈倍数より大なる希釈倍数において

の臭いが確認できた場合にあっても、確認できなかったものとみなす。

5．液化石油ガスの臭いの程度の判定は、各パネルの感知希釈倍数のうち明らかに異常と認められるも

のを除いたものの平均値が 1,000 以上である場合に「空気中の混入比率が容量で 1/1,000 である場合

において感知できるようなにおい」の確認がされたものとする。
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付 属 書
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付 属 書

液化石油ガスのにおいの測定方法

1．オドロメーター法（臭気測定器法）

1.1 測定方法の概要

一定流量の無臭の空気流に試験ガスを添加混合して調製した試料気体をパネルがかいで液化石油

ガスのにおいの有無を判定し、その試料気体の希釈倍数から感知希釈倍数を求める。

1.2 装置及び器具

(1) オドロメーター（図１参照）

希釈倍数が 10,000 倍まで変えられるもの

(2) 軟質管

試験ガスをオドロメーターに導くことができるものであって、液化石油ガスの透過性及びにお

いの吸着性が小さく、無臭のもの

Ａ：空気ブロワー用電源スイッチ

Ｂ：ヒューズケース

Ｃ：表示ランプ

Ｄ：希釈用空気吸込口

Ｅ：希釈ガス流出口（検臭口）

Ｆ：フローメーター（1,000 ～10,000 倍用）

Ｆ'：フローメーター（0～1,000 倍用）

Ｇ：試験ガス入口

Ｈ･Ｈ'：試験ガス用ニードル弁

図１ オドロメーター

1.3 準備操作

(1) オドロメーターは、長時間運転しないで放置した場合は、内部の流通部分ににおいが残ってい

ることがあるので、測定に先立って少なくとも１時間以上空気ブロワーを空運転しておくことと

する。

(2) オドロメーターのフローメーターは、試験ガスの比重により、流量の補正を行うための設定値

を求め、試験ガスが所定の空気との混合比率になるようにする。

なお、試験ガスの圧力は、水柱 10kPa 以下に保持する。
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1.4 測定操作

(1) オドロメーターを風のない検臭室の机上に置き、前蓋及び上部の蓋を開け、電源コードを接続

する。

(2) 試験ガスのサンプリング口と試験ガス入口とを軟質管でつなぐ。

(3) 空気ブロワーのスイッチを入れ空気を送る。

(4) 試験ガスをフローメーターを通して毎分 0.5ℓの割合で流しながら約 10分間放置し軟質管内を

置換した後、ニードル弁を閉じて試験ガスを止める。

(5) 約２分後、パネルは検臭口で空気のみを流した場合のにおいをかぐ。

(6) ニードル弁をゆっくりとあけて、ガス流量を調節しフローメーターのフロートの中央が目的の

目盛に合うように調節する。

(7) 約 15 秒間オドロメーター内を置換した後、パネルは検臭口で試料気体のにおいをかぎ、(5) に

おいてかいだにおいと比べて液化石油ガスのにおいが確認できるかどうかを判定する。

(8) (6)及び(7)の操作を液化石油ガスの混合比率を変更し繰返し行う。

2．注射器法

2.1 測定方法の概要

試験ガスを一定量液化石油ガス採取用注射器にとり、希釈用注射器に移し、混合して調整した試

料気体をパネルがかいで液化石油ガスのにおいの有無を判定し、その試料気体の希釈倍数から感知

希釈倍数を求める。

2.2 装置及び器具

(1) 液化石油ガス採取用バッグ

内容積が３～20ℓのプラスチックシート製の袋で、液化石油ガスの透過性及びにおいの吸着性

が小さく、かつ、無臭のもの

(2) 液化石油ガス採取用注射器

日本工業規格Ｔ3201(1979)ガラス注射筒に規定する規格に適合する注射筒に注射針をつけたも

の

(3) 希釈用注射器

日本工業規格Ｔ3201(1979)ガラス注射筒 6.4 目盛試験の規定により得られた目盛の誤差の絶対

値が５％以内の容量 200ｍℓ 、筒先口径５ｍｍの注射筒であって、液化石油ガスの透過性がなく、

また、においの吸着性が小さく、かつ、無臭のもの

(4) 軟質管

1.2 (2) に準ずるもの

(5) 注射器保存用ケース

密封できる構造のもの

(6) 活性炭

(7) 注射器用ゴムキャップ

(8) 無臭の紙

(9) 洗 剤

(10)メタノール又はアセトン

(11)ガスクロマトグラフ用シリコンゴム栓

(12)ピンチコック
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2.3 準備操作

2.3.1 注射器の洗浄

(1) 新規購入した注射器にあっては、洗剤等によりワセリン等を十分に洗い落し、さらに水洗いを

行う。

(2) 低濃度のにおいで汚染された希釈用注射器は、水洗後洗剤で洗浄し、再び水洗し、その後メタ

ノール又はアセトンで注射器の内部をよくすすぐ。

(3) 高濃度のにおいで汚染された液化石油ガス採取用注射器等は、洗剤による洗浄を行った後メタ

ノール又はアセトンで注射器の内部をよくすすぐ。においが残存している場合は熱湯につけて煮

沸し、水洗乾燥後活性炭を入れたケース内に保存し、脱臭する。

(4) 注射器は、無臭の部屋で内筒と外筒を分離し、十分に乾燥させる。

(5) 乾燥させた注射器を検臭室に移す場合は、においを吸着させないように無臭の紙で包む。

2.3.2 試験ガスの採取

(1) 試験ガスのサンプリング口に軟質管を接続し、数分間軟質管内を置換した後、先端をピンチコ

ックでとめる。

(2) 液化石油ガス採取用バッグに軟質管を接続し、バッグ内を数回置換した後、バッグ内に試験ガ

スを満たしガスクロマトグラフ用シリコンゴム栓で蓋をする。

2.4 測定操作

(1) 図２のように、試験ガスで満たされた液化石油ガス採取用バッグのガスクロマトグラフ用シリ

コンゴム栓に液化石油ガス採取用注射器の針を差し込み、ガスを吸引する。いったん注射器

Ａ：ガスクロマトグラフ用シリコンゴム栓

Ｂ：液化石油ガス採取用バッグ

Ｃ：液化石油ガス採取用注射器

図２ 試験ガスの採取

の針を抜き取り注射器内のガスを排出する。この操作を数回繰り返した後、その注射器に試験ガ

スの一定量を採取する。

(２) 試験ガスの希釈操作は図３のような方法により２人で行う。まず希釈用注射器の先端から液化

石油ガス採取用注射器の針を差し込み、１人が希釈用注射器の内筒を引き無臭の空気を吸引する

とともに、他の１人が液化石油ガス採取用注射器の内筒を押して試験ガスを希釈用注射器に移す。

この場合、試料気体が希釈用注射器外に漏れないように注意する。
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Ａ：希釈用注射器

Ｂ：注射針

Ｃ：液化石油ガス採取用注射器

図３ 試験ガスの希釈操作

(3) 希釈用注射器内の内容積を一定量（100ｍℓ 又は 200ｍℓ ）に合わせる。この場合、希釈用注射

器内のガス濃度が目的の濃度より高く、さらに希釈を必要とするときには、約 15 秒間放置して均

一に拡散させた後内部の気体の一部を排出し、無臭の空気を吸引する。この操作を繰り返して所

定の希釈倍数にした後、ゴムキャップをかぶせ、約 15秒間放置して均一に拡散させパネル用の試

料気体とする。

(4) パネルは、希釈用注射器の先端を鼻孔の正中線におき、内部の試料気体を静かに全量押し出し

自然に吸い込むことによりガスのにおいの有無を確認する。

(5) 一度使用した希釈用注射器は清浄な空気でにおいが完全になくなるまで内部の置換を行う。た

だし、においが完全になくならない場合には、予備の注射器と交換する。

(6) (1) から(5) までの操作をそれぞれ希釈倍数を変えて行う。

3．におい袋法

3.1 測定方法の概要

無臭の空気を３ℓ入れたにおい袋に試験ガスを液化石油ガス採取用注射器で添加混合して調整し

た試料気体をパネルがかいで液化石油ガスのにおいの有無を判定し、その試料気体の希釈倍数から

感知希釈倍数を求める。

3.2 装置及び器具

(1) 液化石油ガス採取用バッグ

2.2 (1) に準ずるもの

(2) におい袋

フッ素樹脂等のフィルムで製作された長方形の袋で、液化石油ガスの透過性及びにおいの吸着

性が小さく、かつ、無臭のものてあって、空気の出し入れができるように、一端にガラス管（外

径 12ｍｍ、長さ 60ｍｍ）が装着されている内容積が３ℓのもの

(3) 鼻当て

におい袋に装着できる無臭のプラスチック製のもの

(4) 空気充塡用ポンプ

ダイヤフラムポンプ等で、におい袋に速やかに無臭の空気を充塡できる能力を有するものであ

って、無臭のもの

(5) 液化石油ガス採取用注射器

日本工業規格Ｔ3201(1979)ガラス注射筒に規定する規格に適合する注射筒に注射針をつけたも

の

(6) ガスクロマトグラフ用シリコンゴム栓
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(7) 軟質管

1.2(2)に準ずるもの

(8) シリコンゴム栓

(9) セロハンテープ

3.3 準備操作

2.3 に準ずる。

3.4 測定操作

(1) におい袋に鼻当てを取り付け図４のように組立てる。

Ａ：空気充塡用ポンプ

Ｂ：軟質管

Ｃ：鼻当て

Ｄ：ガラス管

Ｅ：におい袋

Ｆ：ラベル

図４ 無臭空気の充塡

(2) 空気充塡用ポンプのスイッチを入れて、ポンプに接続された軟質管を一方の手に、他方の手に

におい袋のガラス管をもって、それぞれの口を軽くつき合わせにおい袋に空気を充塡する。にお

い袋が一杯になったならば、軟質管をガラス管から離し、直ちにシリコンゴム栓をガラス管に差

し込み、におい袋に漏れがないかどうか確認する。

(3) 無臭空気を充塡したにおい袋を机上に置く。

(4) 2.4 (1) に準じて試験ガスを採取した液化石油ガス採取用注射器の針をにおい袋のラベルの上

から突き刺し、所定の希釈倍数になるように試験ガスを一定量注入し、直ちに注射針穴をセロハ

ンテープで封じる。

(5) 約２分間放置して均一に拡散させ試料気体を調整する。

(6) パネルはシリコンゴム栓を外し、図５のように鼻に当て、におい袋を静かに押えて中の試料気

体を出すようにしながら自然に吸い込むことにより、ガスのにおいの有無を確認する。

なお、１つのにおい袋の容量で３人程度まで測定を行うことができる。

Ａ：におい袋

Ｂ：ガラス管

Ｃ：鼻当て

図５ 検臭方法
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(7) (1)から(6)までの操作をそれぞれ希釈倍数を変えて行う。

4．無臭室法

4.1 測定方法の概要

無臭空気で置換した無臭室に一定量の液化石油ガスを注入し、均一濃度に攪拌、希釈し、調整し

た試料気体をパネルがかいで液化石油ガスのにおいの有無を判定し、その試料気体の希釈倍数から

感知希釈倍数を求める。

4.2 装置及び器具

(1) 無臭室（注）次のいずれかの室による。

イ．標準型無臭室

パネル６人以上が室内に入りにおいをかぐことができるようにした室で、室内をガラス、ス

テンレス、ほうろう等のにおいの吸着しにくい材質で覆った気密構造の小部屋（内容積７㎥以

上）

ロ．かぎ窓式無臭室

パネルが室内に入らず、かぎ窓（１部屋に６箇所以上）から頭部を入れて室内のにおいをか

ぐ方法で、室内の材質は標準型無臭室と同様のにおいの吸着しにくい材質で覆った気密構造の

小部屋（内容積３㎥ 以上）

（注）無臭室設置場所は、できる限り次の条件を満たしている場所を選ぶこと。

① 周囲ににおいの発生源がなく、においの測定に影響を及ぼすにおいのない場所

② 騒音のない静かな場所

③ 屋外に設置する場合は、風の当たらない場所

(2) 無臭室付帯設備

イ．換気扇

室内の空気を１～２分間で完全に換気できるもの（内容積 10ｍ3の無臭室の場合は、換気能

力 30ｍ3/分程度の換気扇）

ロ．攪拌用ファン

室内の空気を１分間程度で均一にできる攪拌用ファン（内容積 10ｍ3の無臭室の場合は攪拌

能力 10ｍ3/min 程度の攪拌用ファン）

ハ．水洗、排水装置

室内の表面を洗浄できる水洗装置及びその排水管（気密構造を保つための排水コック付き）

ニ．試験ガス注入口８ｍｍ～10ｍｍの口径を有するホース口

ホ．取り入れ外気脱臭装置

においのある空気の室内送入を防止するためのダクト配管をし、活性炭層を外気取入口に設

けたもの

ヘ．照明、防爆構造のもの

ト．温度、湿度調整装置 できれば設置した方がよい。

チ．流量計又は台はかり 液化石油ガスの注入量が測定できるもの

4.3 測定操作

(1) 無臭室内を換気扇により無臭空気で置換し、室内が無臭であることを確認する。無臭空気でい

くら置換しても、何らかのにおいを感知したら室内を洗浄、乾燥後、無臭空気で再度置換し、室

内の無臭を確認する。
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(2) 無臭室内への液化石油ガス注入量を、測定しようとする希釈倍数から次の式より求める。

Ｖ1＝Ｖ/Ｘ

ここにＶ1：試験ガス注入量（ℓ）

Ｖ：無臭室の容積（ℓ）

Ｘ：希釈倍数

なお、注入量の測定を重量で行う場合は更に次の式により必要量を求める。

Ｗ＝Ｖ1/22.4･Ｍ

ここに Ｗ：液化石油ガスの注入量（g）

Ｖ1：前式で求めた試験ガスの注入量（ℓ）

Ｍ：液化石油ガスの平均分子量

(3) 無臭室の試験ガス注入口に液化石油ガスを気体状で注入できるようにする。

(4) 液化石油ガスを(2)で求めた注入量だけ流量計又は台はかりで測定しながら静かに注入する。

（注入速度は、５～10ℓ/min 程度）

(5) 液化石油ガスの注入が終了したら無臭室内を１分間程度攪拌用ファンで攪拌し、室内の液化石

油ガス濃度を均一にする。

(6) 攪拌終了後約１分間静置した後、標準型無臭室の場合はパネル全員が静かに室内に入り５～10

秒の間に液化石油ガスのにおいの有無を確認する。

かぎ窓式無臭室の場合は、パネル全員が個々のかぎ窓に同時に頭部を入れ５～10 秒の間に液化

石油ガスのにおいの有無を確認する。

(7) パネル全員が(6)の確認を終了した後直ちに無臭室内を清浄な無臭空気で十分置換し、室内が無

臭であることを確認する。無臭空気でいくら置換してもにおいが残存している場合は洗浄、乾燥

後再度無臭空気で置換し、においのないことを確認し次の試験に備える。
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49．設備の点検・異常確認時の措置

規則関係条項 第６条第２項第４号、第６条の２第３項第１号、第７条第３項第１号、第７条の２

第２項第１号、第７条の３第３項第１号、第12条第２項第２号、第55条第２項第３

号、第60条第１項第18号

1．高圧ガスの製造設備又は消費設備（以下「製造設備等」という｡)の使用開始時及び使用終了時には、

次の各号の基準により当該製造設備等の属する施設について異常の有無を点検するものとする。

1.1 点検のため、次の準備を行うこと。

(1) 点検計画につき、保全・保安部門等関係部門及び保全担当者とあらかじめ協議し、これを定め、

その周知、徹底を図っておくこと。これを変更したときも、同様とする。

(2) 点検計画に基づき使用するチェックリストを作成し、点検員に徹底しておくこと。

(3) 指示及び報告系統を関係者に明示しておくこと。

(4) 点検に使用する工具、測定器具、保護具等を点検、確認すること。

1.2 製造設備等の使用開始時の点検は、次の各号について行うこと。

(1) 製造設備等の中にある内容物の状況

(2) 計器類の機能、特にインターロック、緊急用シーケンス、警報及び自動制御の機能

(3) 緊急遮断及び緊急放出装置、通報設備、除害設備、静電気防止及び除去設備その他の保安設備

の機能

(4) 各配管系統のバルブ等の開閉状況及び仕切板の挿入、取外し状況

(5) 回転機械の潤滑油補給状況及び回転駆動状況

(6) 製造設備等の全般における漏えいの有無

(7) 可燃性ガス及び毒性ガスの滞留しやすい場所における当該ガス濃度

(8) 電気、水、蒸気、空気等用役の準備状況

(9) 保安用不活性ガス等の準備状況

(10)保安用電力等の準備状況

(11)その他の異常の有無

1.3 製造設備等の使用終了時の点検は、次の各号について行うこと。

(1) 使用終了の直前における各設備の運転状況

(2) 使用終了後における製造設備等の中にある残留物の状況

(3) 製造設備等内のガス、液等の不活性ガス等による置換状況。この場合、作業のため設備等の中

に人が入る場合は、更に空気による置換状況

(4) 開放する製造設備等と他の製造設備等との遮断状況

(5) 製造設備等の全般における腐食、摩耗、損傷、閉塞、結合部の緩み、基礎の傾斜及び沈下その

他の異常の有無

2．運転中の製造設備等につき、１日に１回以上、次の各号の基準により当該製造設備等の作動状況に

ついて異常の有無を点検するものとする。

2.1 点検のため、次の準備を行うこと。

(1) 点検する設備、箇所、項目、点検方法、判定基準、処置等とこれらを織り込んだチェックリス
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トを作成しておくこと。

(2) 指示、報告系統等を定めておくこと。

(3) 点検に使用する工具、測定器具、保護具等を点検、確認すること。

2.2 運転中の製造設備等の点検は、次の各号について行うこと。

(1) 製造設備等からの漏えい

(2) 計器類の指示、警報、制御の状態

(3) 製造設備等の温度、圧力、流量等操業条件の変動及びその傾向

(4) 製造設備等の外部腐食、摩耗、亀裂その他の損傷の有無

(5) 回転機械の振動、異常音、異常昇温その他の駆動状況

(6) 塔槽類、配管等の振動及び異常音

(7) ガス漏えい検知警報設備の状態

(8) 貯槽の液面の指示

(9) 接地接続線の断線その他の損傷の有無

(10)その他の異常の有無

3．第７条の３第２項の圧縮水素スタンドの使用開始時には、1.及び 2.の点検に加え、次の基準による

圧力保持試験により異常の有無を点検するものとする。

3.1 圧力保持試験を行う対象は、次の３区分とする。

(1)蓄圧器及び圧縮水素供給用の容器等（以下「蓄圧器等」という。）から蓄圧器等の出口に設け

られた遮断弁まで（蓄圧器入口遮断弁の下流側を含む。）。

(2)蓄圧器等の出口に設けられた遮断弁からディスペンサーに設けられた遮断弁までの配管。

(3)ディスペンサーに設けられた遮断弁から充塡ホース先端のカップリングまで。

3.2 圧力保持試験の手順は以下とする。

(1)カップリングの弁は閉止したまま、蓄圧器等の出口及びディスペンサーに設けられた遮断弁を

開け、蓄圧器等にある圧縮水素の圧力で対象の３区分を満たす。

(2)当該遮断弁を閉止し、水素が対象区間へ連続的に供給できない状態にする。

(3)５分間静置した後、更に５分間の圧力降下の有無により漏えいの有無を判定する。

(4)蓄圧器等から蓄圧器等の出口に設けられた遮断弁までの区間については、運転停止時に当該区

分の遮断弁を閉止した時から運転開始時までの間の圧力変動の有無により判定する。

3.3 圧力保持試験において、対象区間の遮断弁の開閉、圧力監視及び圧力降下の有無の判定は、自

動制御装置を使用して行うこと。

4．点検の結果、異常を認めた場合は、次の各号の基準により当該設備の補修その他の危険を防止する

措置を講ずるものとする。この場合、製造設備等の異常な事態を想定して、あらかじめ、それぞれの

措置について作業基準等を作成しておくとともに、緊急時における指示、報告及び連絡系統その他必

要な措置に係る体制を定めておくものとする。

4.1 製造設備等に生じた異常の程度に応じ、次の各号の措置のうち適切なものを講じ、危険を防止す

ること。

(1) 異常を認めた設備に対する原因の探求と除去

(2) 予備機への切替え

(3) 負荷の低下

(4) 異常を生じた設備又は工程の運転を停止して行う補修
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(5) 運転を全停止して行う補修

4.2 異常な事態により製造設備等を停止した場合は、異常の原因を究明し、適切な措置を施して安全

を確認した上、運転を再開すること。

5．製造設備等の点検結果及びこれに伴う補修等の実績は、帳簿に記録しておくとともに、これを検討

して、設備の劣化傾向その他特性を把握することにより、次回の点検、補修等の計画又は設備の改良

に活用するものとする。
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50．設備の修理又は清掃

規則関係条項 第６条第２項第５号、第６条の２第３項第１号、第７条第３項第１号、第７条の２

第２項第１号、第７条の３第３項第１号、第12条第２項第２号、第18条第１号ニ、

第55条第２項第５号、第60条第１項第17号

ガス設備又は消費設備（以下「ガス設備等」という。）の修理又は清掃（以下「修理等」という。）及

びその後の製造は、次の各号の基準により行うものとする。

1．ガス設備等の修理等を行う場合は、当該修理等の作業内容、日程、責任者その他作業担当区分、指

揮系統、保安上の措置、所要資材等を定めた作業計画を、あらかじめ当該作業の責任者及び関係者に

周知させるとともに、当該作業計画に従い当該責任者の監視の下に行い、又は異常があったときに直

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わなければならないものとする。

2．可燃性ガス、毒性ガス又は酸素のガス設備等の修理等を行う場合は危険を防止するために、次の各

号の基準によりあらかじめ、その内部のガスを窒素ガス又は水等の当該ガスと反応しにくいガス又は

液体で置換するものとする。

2.1 可燃性ガスのガス設備等の場合

(1) ガス設備等の内部のガスをその圧力がほぼ大気圧近くなるまで他の貯槽等に回収した後、残留し

たガスを徐々に大気中に安全に放出し、又は燃焼装置に導き燃焼させること等により大気圧になる

まで放出すること。

(2) (1)の処理をした後、残留ガスを窒素ガス又は水若しくはスチーム等の当該ガスと反応しにくい

ガス又は液体で徐々に置換すること。この場合、ガスの放出方法は、(1)の方法によること。

(3) (1)及び(2)の残留ガスを大気中に放出する場合にあっては､放出したガスの着地濃度が当該可燃

性ガスの爆発下限界の 1/4 以下の値になるよう放出管から徐々に放出させる方法により行うこと。

この確認は、ガス検知器その他それぞれのガスに適合するガス分析方法（以下「ガス検知器等」と

いう｡)で雰囲気を分析することにより行うこと。

(4) 置換の結果をガス検知器等により測定し、当該可燃性ガスの濃度がそのガスの爆発下限界の 1/4

以下の値になったことを確認するまで置換を行うこと。

2.2 毒性ガスのガス設備等の場合

(1) ガス設備等の内部のガスをその圧力がほぼ大気圧近くなるまで他の貯槽等に回収した後、残留し

たガスを大気圧になるまで除害設備に導入して除害すること。

(2) (1)の処理をした後、窒素ガス又は水等の当該ガスと反応しにくいガス又は液体で徐々に置換す

ること。この場合、放出するガスは、除害設備に導入して除害すること。

(3) 置換の結果をガス検知器等により測定し、当該毒性ガスの濃度が許容濃度以下になったことを確

認するまで置換を行うこと。

2.3 酸素のガス設備等の場合

(1) ガス設備等の内部のガスを屋外まで導き、別の容器に回収し、又は酸素が滞留しないような措置

を講じて大気中に放出すること。

(2) (1)の処理をした後、内部のガスを空気又は窒素ガスで置換すること。この場合、ガスの置換に

使用する空気は、油分が混入するおそれのないものを選ぶこと。
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(3) 置換の結果を酸素測定器等により測定し、酸素の濃度が 22％以下になったことを確認するまで

置換を行うこと。

2.4 2.1 から 2.3 までの基準にかかわらず、当該設備及び作業が、次の(1)から(5)までの条件にすべ

て適合するものにあっては、当該ガス設備等内の大気圧以下のガスの置換は省略することができる。

(1) 当該ガス設備等の内容積が１ｍ3以下であること。

(2) 出入口のバルブが確実に閉止してあり、かつ、内容積５ｍ3以上のガス設備等に至るまでの間に

２以上のバルブを設けていること。

(3) 人がその設備に入らない作業であること。

(4) 火気を使用しない作業であること。

(5) 設備の簡易な清掃又はガスケットの交換その他これらに類する軽微な作業であること。

3．ガス設備等の修理等のため作業員が当該ガス設備等内に入る場合は、危険を防止するため次の各号

の基準により、2.の置換が完了した後、当該置換に使用されたガス又は液体を空気で再置換する（当

該設備を開放する場合を除く。）とともに、当該修理等の期間中酸素濃度の確認を行うこと。この場

合、2.の置換を不活性ガス等で行った場合は、特に入念に行うものとする。

3.1 可燃性ガスのガス設備等の場合

(1) 空気による再置換を行う前に、内部に残ったガス又は液体が空気と混合しても十分安全であるこ

とを確認した後、2．の置換の場合に準じて空気で置換すること。

(2) 空気による再置換の結果を酸素測定器等により測定し、酸素の濃度が 18～22％になったことを

確認するまで空気による置換を行うこと。

3.2 毒性ガスのガス設備等の場合

(1) 空気による再置換を行う前に、内部に残ったガス又は液体が空気と混合しても十分安全であり、

放出管、マンホール等から空気とともに大気中に放出されても他に有害な影響を及ぼすおそれがな

いことを確認した後、2．の置換の場合に準じて空気で置換すること。

(2) 空気による再置換の結果を酸素測定器等により測定し、酸素の濃度が 18～22％になったことを

確認するまで空気による置換を行うこと。この場合、設備を開放し、又は当該設備内に入る直前に

ガス検知器等により当該毒性ガスの濃度が許容濃度以下であることを再確認すること。

(3) 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の設備内に入る場合には、空気呼吸器等呼吸用保護具を使用す

ること。

3.3 酸素のガス設備等の場合

(1) 2．の置換に窒素ガスを使用した場合は、油分が混入するおそれのない空気を使用して置換を行

うこと。

(2) 空気による再置換の結果を酸素測定器等により測定し、酸素の濃度が 18～22％になったことを

確認するまで空気による置換を行うこと。

4．ガス設備等を開放して修理等を行う場合、他の部分からのガスの漏えいを防止するための措置は、

その作業の内容等に応じ次の 4.1 又は 4.2 及び 4.3 の基準により行うものとする。

4.1 2．の措置（不活性ガスの場合にあっては、これに準じて行う措置。以下 4.1 において同じ｡)が完

了した後（当該開放する部分に設けた回収用配管等から直接ガスを回収する場合にあっては、2．の

措置を行う前）に、開放する部分の前後のバルブを確実に閉止し、かつ、開放する部分におけるバ

ルブ又は配管の継手に仕切板を挿入すること。ただし、2.4 に規定する場合にあっては、仕切板の

挿入を省略することができる。
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4.2 設備の機能上又は作業上、しばしば開放する必要のある設備に対する作業（2.4 に規定する場合

のものに限る｡)については、4.1 の基準又は次の(1)若しくは(2)の基準によるものとする。 (1)若

しくは(2)の基準による場合は、当該作業の基準を危害予防規程（消費施設にあっては作業基準）に

明確に規定しておくこと。

(1) 開放する設備に接続する配管の出入口は、バルブをそれぞれ二重に設け、その中間の回収用配管

等からガスを回収又は放出できる構造とし、その回収用配管等からガスを回収又は放出（毒性ガス

に係る設備にあっては回収に限る｡)して、開放する部分にガスの漏えいがないことを確認すること。

この場合、大気圧以下のガスは回収又は放出しないことができる。

(2) 開放する部分及びその前後の部分の常用の圧力がほぼ大気圧に近い圧力の設備（毒性ガス以外の

ガスに係るものであって、圧力計を設けた設備に限る｡)にあっては、当該設備に接続する配管のバ

ルブを確実に閉止し、当該部分にガスの漏えいがないことを確認すること。

4.3 4.1 又は 4.2 の措置を講じたときは、バルブ（操作ボタン等により当該バルブを又はコックを開

閉する場合にあっては当該操作ボタン等）の閉止箇所又は仕切板の挿入箇所に操作又は取外しの禁

止を明示する標示を施すとともに、施錠、封印又は監視員を配置する等の措置を講ずること。

この場合、計器盤等に設けた操作ボタン及びハンドル等にも同様の措置を講ずること。

5．ガス設備等の修理等が完了した場合は、次の各号の基準により当該ガス設備等が正常に作動するこ

とを確認するものとする。

5.1 耐圧強度に関係のある部分の溶接による補修の実施又は腐食等により耐圧強度が低下していると

認められる場合は、非破壊検査、耐圧試験等により耐圧強度を確認すること。

5.2 気密試験を行い、漏えいのないことを確認すること。

5.3 計器類が所定の箇所において正常に作動することを確認すること。

5.4 修理等のために開放した部分のバルブ等の開閉状態が正常に復旧され、挿入した仕切板の取外し

及び標示等の撤収がなされていることを確認すること。

5.5 安全弁、逆止弁、緊急遮断装置その他の安全装置が所定の箇所において異常のないことを確認す

ること。

5.6 回転機械の内部に異物がなく、駆動状態が正常で、かつ、異常振動、異常音がないことを確認す

ること。

5.7 可燃性ガスに係るガス設備等にあっては、その内部が不活性ガス等で置換されていることを確認

すること。

6．修理等のため、第 6 条第 1 項第 17 号に規定する耐震設計構造物に、水等を満たそうとするときは、

本基準 7.の 1.10 によること。この場合において、本基準 7.の 1.10 中「試験を受けようとする者」と

あるのは、「修理等を行おうとする者」と読み替えるものとする。
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51．バルブに過大な力を加えない措置

規則関係条項 第６条第２項第６号、第６条の２第３項第１号、第７条第３項第１号、第７条の２

第２項第１号、第７条の３第３項第１号、第12条第２項第２号、第18条第１号ヘ、

第55条第２項第６号、第60条第１項第６号

バルブに過大な力を加えない措置は、次の各号の基準によるものとする。

1．バルブ（3．に掲げるものを除く｡)は、その操作に当たって、過大な力を加えないようにするため、

次の各号の基準により操作するものとする。

1.1 直接、手で操作することを原則とすること。ただし、直接、手で操作することが困難であるバル

ブにあっては、ハンドル廻し等を使用することができる。

1.2 1.1 ただし書きによりバルブの操作にハンドル廻し等を使用する場合は、当該バルブの材質、構

造に対して十分安全であることを確認した開閉に必要な標準（制限）トルクを、操作力等の一定の

操作条件により求めて、その長さを定めたハンドル廻し又はトルクレンチ（単能型とする｡)によっ

て操作すること。この場合、次の例による明確な標示を当該バルブに掲げるとともに、ハンドル廻

し等にも所定の標示を付すること。

標示の参考例

ハンドル廻し○号 （縦型でもよい。）

備考 ○号は事業所において定めた一連番号等を付する。

1.3 1.2 によりハンドル廻し等を操作する場合は、異常な姿勢又は多数の人力によって制限トルクを

超える過大な力を加えないこと。特に、バルブの閉止の最終段階において過大な力及び衝撃を与え

ないこと。

1.4 手又は所定のハンドル廻し等によってバルブの開閉操作を行うことが困難な場合若しくは操作中

に異常を感知した場合は、速やかに作業責任者に報告させるとともに、報告に基づき採るべき措置、

対策をそれぞれバルブの重要度に応じて作業基準等に定め実施すること。

2．バルブの操作に加わる過大な力を防止するため、次の各号の基準により保全管理するものとする。

2.1 1.2 により定めたハンドル廻し等は、使用の対象となるバルブ、備え付け個数、保管方法等を作

業基準等に定めて管理し、その機能を維持すること。

2.2 バルブのステムのネジ露出部、グランド抑え部等の防錆保護のため、当該バルブの使用条件、設

置場所等に応じた防錆剤の塗布及び保護カバーの取付け等の措置を講ずること。

3．計装自動操作弁、遠隔操作弁、その他の機械駆動弁については、必要に応じ制限トルクの超過を防

止する安全装置を備えたものを用い、適正な作動ストロークに調整するものとする。



- 125 -

52．エアゾールの製造

規則関係条項 第６条第２項第７号ホ・ヌ、第12条第２項第２号

エアゾールの製造は、次に掲げる基準により行うこと。

1．エアゾールの製造は、不燃材料を使用し、又は建物の内面を不燃材料で被覆した室で行い、かつ、

当該室内では喫煙及び火気の使用を禁じること。

2．エアゾールの充塡された容器は、その全数について、次に定める方法により当該エアゾールの温度

を 48℃にした場合、当該エアゾールが漏えいしないものであること。

2.1 圧力充塡（噴射剤を冷却することなくバルブを通して充塡すること。）を行った場合には、内容

積が 300cm3を超える容器にあっては１分 50秒以上、内容積が 300cm3以下の容器にあっては１分 30

秒以上水温 53℃以上 57℃未満のベルトコンベア方式の温水試験機に当該容器を浸漬させる。

2.2 冷却充塡（噴射剤を冷却してから充塡すること。）を行った場合には、内容積が 300cm3を超える

容器にあっては２分 30秒以上、内容積が 300cm3以下の容器にあっては１分 50 秒以上水温 53℃以

上 57℃未満のベルトコンベア方式の温水試験機に当該容器を浸漬させる。
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53．容器置場の周囲２ｍ以内における火気の使用等に係る措置

規則関係条項 第６条第２項第８号ニ、第７条の３第３項第１号、第８条第２項第２号・第４項第

１号、第12条第２項第２号、第18条第２号ロ

容器置場の周囲２ｍ以内における火気の使用等に係る容器と火気、引火性又は発火性の物の間を有効に

遮る措置とは、次に掲げるいずれかの措置とする。

1．容器置場の周囲２ｍ以内に火気又は発火性若しくは引火性の物を置く場合には、容器置場から漏え

いしたガスが当該火気等に流動することを防止し、かつ、当該発火性又は引火性の物に火災が発生し

た場合に容器置場を有効に保護できる障壁を設けることとし、その構造は次の各号の基準のいずれか

によるものとする。

1.1 鉄筋コンクリート製障壁

鉄筋コンクリート製障壁は、直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦、横 40cm 以下の間隔に配筋し、特に隅部

の鉄筋を確実に結束した厚さ９cm以上、高さ 1.8ｍ以上のものであって、十分な強度を有するもの

であること。

1.2 コンクリートブロック製障壁

コンクリートブロック製障壁は、直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦、横 40cm 以下の間隔に配筋し、特に

隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ 12cm 以上、高さ 1.8ｍ以上のものであって、十分な強度を有する

ものであること。

2．本基準 35．に規定するシリンダーキャビネット内に充塡容器等を収納した場合
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54．充塡容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置

規則関係条項 第６条第２項第８号ヘ、第７条の３第３項第１号、第８条第２項第２号・第４項第

１号、第12条第２項第２号、第18条第２号ロ、第40条第４号ニ、第60条第１項第２

号

充塡容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置は次に掲げるものをいう。

1．上から物が落ちるおそれのある場所に置かないこと。

2．水平な場所に置くこと。

3．フルオロカーボン等の 10kg 入り容器にあっては、原則として２段積以下とし、やむを得ず３段積に

するときは、ロープをかけること。

4．プラットホーム等の周囲より高い場所に置くときは、プラットホーム等の端に置かないようにし、

やむを得ず端に置くときは、ロープをかけ又は柵を設けること。

5．固定プロテクターのない容器にあっては、キャップを施すこと。ただし、容器置場にある容器であ

って 1．から 4．までの措置によりバルブが損傷するおそれのないものは、この限りでない。
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54 の 2．敷地境界に対し４ｍ以上の距離を有することと同等の措置

規則関係条項 第６条の２第２項第２号、第８条第４項第２号

貯槽、処理設備及び移動式製造設備から敷地境界に対し４m以上の距離を有することと同等の措置は、

貯槽、処理設備及び移動式製造設備と敷地境界との間に、次に掲げる基準に適合する隔壁を設置するこ

とをいう。

1. 高さ1.8m以上であって、ガスを透過する間隙がないものであること。

2. 設置することによって、貯槽及び処理設備の外面から敷地境界までの迂回水平距離が４m以上と

なるものであること（ただし、第８条第４項第２号の移動式製造設備から敷地境界までの距離につ

いては、車止め等により停止位置が確定された移動式製造設備の外面から測定すること。）。

3. 基礎に固定されたものであること。

4. 難燃材料、難燃処理した材料、準不燃材料又は不燃材料を使用したものであること。
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54 の 3．送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置

規則関係条項 第６条の２第２項第４号

送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置は、次に掲げるいずれかの機能を

有する措置を講ずることをいう。ただし、遮断措置における遮断性能は、遮断した際に送ガス蒸発器へ

の液化ガスの流入がないものであること。

1．蒸発器の熱媒体の温度を検知し、当該温度が蒸発能力の下限設定温度より低くなることがないよ

う送ガス蒸発器への送液を自動遮断する措置。

2．蒸発器出口の配管でガス温度を検知し、当該温度が配管材料の下限設計温度より低くなることが

ないよう送ガス蒸発器への送液を自動遮断する措置。
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54の4．ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所（コールド・エバポレータ）

規則関係条項 第６条の２第２項第８号

ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所とは、次のいずれかによる場所をいう。

1．製造設備の周囲における水平方向の少なくとも２方向が開放されており、障壁その他通気を妨げ

るもの等により通気が遮断されていないこと。

2．滞留を防止するための適切な常時換気の措置が講じられていること。ただし、換気装置について

は、ガスが漏えいするおそれがある場所の構造に応じて十分な換気能力を有するものであること。

3．ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、滞留したガスを自動的に換気する措置を講じられている

こと（ただし、ガスの警報設定値については、酸素過多を25％、酸素欠乏を18％とすること。）。
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55．過充塡防止のための措置（圧縮天然ガススタンド）

規則関係条項 第７条第１項第５号・第２項第９号・第19号

圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に搭載された燃料装置用容器（以下単に「燃料装置用容器」と

いう。）に当該圧縮天然ガスを充塡する時の過充塡防止の措置は、充塡設備に、充塡圧力が燃料装置用容

器の最高充塡圧力を超えないよう充塡中の圧力を表示する圧力計を備え、かつ、次に掲げるいずれかの措

置を講ずるものとする。

1．ディスペンサーの元圧力は、燃料装置用容器の最高充塡圧力又はそれ以下の圧力となるようにして

充塡すること。

2．充塡中の圧力が過充塡防止のためあらかじめ定めた圧力となったとき、無条件で充塡を停止する安

全装置を設けること。
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55の2．過充塡防止のための措置（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第１項第５号・第11号・第２項第８号・第28号

圧縮水素を燃料として使用する車両に搭載された燃料装置用容器(以下単に「燃料装置用容器」と

いう。)に圧縮水素を充塡するときの過充塡防止のための措置は、次に掲げる基準によるものとする。

1．充塡設備には、充塡中の圧力を検知しかつ表示する装置を備え、当該圧力が、燃料装置用容器

の最高充塡圧力以下であって、外気温度と燃料装置用容器の初期圧力に応じてあらかじめ定めた

圧力に達したときに、自動的に充塡を停止する装置を設けること。あらかじめ定める圧力は、

「圧縮水素充塡技術基準（圧縮水素スタンド関係）JPEC-S 0003(2012)」（平成 24 年９月 27 日一般

財団法人石油エネルギー技術センター）に従うこと。

2．外気温度は、圧縮水素スタンド内の直射日光が当たらない適切な場所で測定すること。

3．充塡設備には、燃料装置用容器に充塡する圧縮水素ガスの温度を検知しかつ表示する装置を備

え、当該温度の異常を検知した場合には、自動的に充塡を停止する装置を設けること。

なお、当該温度を検知する場所は、充塡ホースとディスペンサーの筐体との接続部近傍とする。

4. 1.から 3.の規定にかかわらず、圧縮水素を冷却（水素圧縮機に係る冷却器による冷却を除

く。）することなく 35MPa を超えない圧力まで充塡を行う場合には、充塡設備に、充塡圧力が燃

料装置用容器の最高充塡圧力を超えないよう充塡中の圧力を表示する圧力計を備え、かつ、次に

掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。

4.1 ディスペンサー内の高圧ガス設備の圧力が燃料装置用容器の最高充塡圧力又はそれ以下の圧力と

なるようにして、充塡すること。

4.2 充塡中の圧力が、過充塡防止のためあらかじめ定めた圧力となったとき、無条件で充塡を停止す

る安全装置を設けること。

5．最高充塡圧力が 70MPa の燃料装置用容器に充塡するためのノズルは、最高充塡圧力が 35MPa の

車両のレセプタクルに接続できない構造とすること。
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55 の 3. 流入防止措置

規則関係条項 第 7条の 3第 1項第 14 号・第 2項第 34 号

1．流入することを防止する措置は、逆止弁とし、逆止弁の取付け位置は、2.のとおりとする。

2．逆止弁の設置例

図 1 蓄圧器による差圧充塡方式

図 2 圧縮機による直列押込み充塡方式

※プレクール設備装備

FIC

VENT

FIC

圧縮機

（４０ＭＰａ）

圧縮機

ホルダー

40MPa圧縮機

82MPa圧縮機

40MPa蓄圧器

35MPa対応
ディスペンサー

ディスペンサー
70MPa対応

逆止弁（82MPa⇒40MPaへの流入防止）

40MPa蓄圧器

82MPa蓄圧器

（４０ＭＰａ）

※プレクール設備装備

（８２ＭＰａ）

35MPa対応
ディスペンサー

FIC

VENT

70MPa対応
ディスペンサー

FIC

ホルダー

40MPa圧縮機

圧縮機

82MPa圧縮機

圧縮機

逆止弁（82MPa⇒40MPaへの流入防止）
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56．敷地境界に対し６ｍ以上の距離を有することと同等の措置

（圧縮天然ガススタンド・液化天然ガススタンド）

規則関係条項 第７条第２項第２号、第７条の２第１項第２号

敷地境界に対し６ｍ以上の距離を有することと同等以上の措置は、高圧ガス設備と敷地境界との間に、

次の各号に掲げる基準に適合する障壁を設置することをいう。

1．本基準 22．障壁中 1.1～1.3 に掲げる基準によるものであること。

2．高圧ガス設備の外面から敷地境界に対して６m未満となる範囲が遮蔽されること。（図１参照）

図１
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3．高圧ガス設備の外面から敷地境界までの迂回距離（障壁の端部を通り敷地境界上の鉛直面までの距

離のうち最も短いものをいう。以下同じ。）が４m以上となるものであること。（図２参照）

ただし、当該障壁が 3.1 又は 3.2 に掲げる高さ以上の高さを有する場合はこの限りでない。

図２

3.1 高圧ガス設備の外面のうち、当該高圧ガス設備の外面から敷地境界までの迂回距離が４m未満と

なる部分（以下「当該部分」という。）に対し、次表の上欄の敷地境界に対する障壁端部の距離

（図３のＡ）に応じ下欄の高さ（図３のｈ）

敷地境界に対する障壁

端部の距離Ａ(ｍ)
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

当該部分からの障壁端部

の高さｈ(ｍ)

2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5

敷地境界に対する障壁

端部の距離Ａ(ｍ)
1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

当該部分からの障壁端部

の高さｈ(ｍ)

1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0


