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図３

3.2 3.1 にかかわらず、障壁の上端部を当該事業所内側に 45°以上 90°以下の角度で傾け、かつ、当

該傾斜部分が１ｍ以上の水平距離を有する場合（図４参照）にあっては、当該部分に対し、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)
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

当該部分からの障壁端部

の高さｈ(ｍ)

1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0

敷地境界に対する障壁

端部の距離Ａ(ｍ)
2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

当該部分からの障壁端部

の高さｈ(ｍ)

1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
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図４

4．不燃性材料で構成されていること。
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56 の 2．敷地境界に対し８ｍ以上の距離を有することと同等の措置

（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第２項第２号・第33号ロ

第７条の３第２項の圧縮水素スタンドにおいて、敷地境界に対し８ｍ以上の距離を有することと同等以

上の措置は、高圧ガス設備又は容器置場と敷地境界との間に、次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 から 1.3 に掲げる基準のうち、いずれかによるものであること。

2．高圧ガス設備又は容器置場の外面から敷地境界に対して８ｍ（圧縮水素スタンドの常用の圧力が 40

MPa 以下の場合にあっては、６ｍ。充塡容器等の最高充塡圧力が 40MPa 以下の場合にあっては、６

ｍ。）未満となる範囲が遮蔽されること（図 1参照）。

3．障壁の一部又は全部を高圧ガス設備側に傾いた構造とする場合にあっては、その傾きが 90°未

満であること（図２参照）。

図１ 図２

4．高圧ガス設備又は容器置場を障壁の内側に近接させて設置した場合には、常用の圧力が 40MPa

以下の場合にあっては、当該高圧ガス設備又は容器置場と敷地境界との間を 0.26m 以上離すこと。

ただし 45°以上 90°以下の角度で傾けた覆い（高圧ガス設備又は容器置場から鉛直方向に水素

が噴出した際に変形しない強度を有するものに限る。以下同じ。）により当該高圧ガス設備又は

容器置場の鉛直上方を遮断した場合は、この限りではない。また、常用の圧力が 40MPa を超える

場合にあっては、45°以上 90°以下の角度で傾けた覆いにより当該高圧ガス設備又は容器置場の

90°未満

障壁高圧ガス設備

又は容器置場

8m 以上
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鉛直上方を遮断すること（図 3 参照）。

図３

5.不燃性材料で構成されていること。

0.26ｍ

以上

配管と敷地境界との間が

0.26ｍ以上の場合（常用の圧

力が 40MPa 以下の配管に限

る。）

配管と敷地境界との間が

0.26ｍ未満の場合又は常用の圧力

が 40MPa を超える配管の場合

敷地境界上の鉛直面

障壁

配管上方の覆い

配管
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57．地盤面下に設置する高圧ガス設備の室について

（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３号、第７条の２第１項第３号

圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドにおいて、地盤面下に設置する高圧ガス設備は、次の

各号に掲げる基準に適合する室に設置すること。

1．地盤面下に設置する高圧ガス設備の室の上部は厚さ 12cm 以上の鉄筋コンクリート造りであること。

2．高圧ガス設備を設置する室には、700ｍ3/h 以上であり、かつ、当該室の床面積１ｍ2につき

0.5ｍ3/min 以上の通風能力を有する換気設備を設けること。ただし、当該設備の設置面積１ｍ2につ

き２ｍ3/min 以上の通風能力があり、当該設備周辺の空気を実際に吸引できることが確認されている

換気設備を有する場合にあってはこの限りでない。
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58．圧縮天然ガス及び圧縮水素を製造する圧縮機の保安措置

（圧縮天然ガススタンド・圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条第２項第７号、第７条の３第２項第６号

圧縮天然ガススタンドの圧縮天然ガスを製造する圧縮機及び圧縮水素スタンドの圧縮水素を製造する圧

縮機（以下 3.から 6.までにおいて単に「圧縮機」という。）には、次に掲げる保安措置を講ずること。

1．圧縮天然ガススタンドの圧縮機には、第７条第２項第６号の緊急遮断装置が閉止状態にあるときに、

起動できない措置が講じられていること。

2. 圧縮水素スタンドの圧縮機には、圧縮機の入口配管に設けられた緊急遮断装置が閉止状態にあると

きに、起動できない措置が講じられていること。

3．圧縮機の入気側の圧力が負圧になるおそれが生じたときに、自動的に圧縮機を停止する措置が講じ

られていること。

4．圧縮機の吐出側の圧力を常用の圧力以下の圧力に自動的に制御する措置が講じられていること。

5．圧縮機の吐出側の圧力が許容圧力を超えるおそれが生じたときに、自動的に圧縮機を停止する措置

が講じられていること。

6．圧縮機の吐出側の配管には逆止弁を設置すること。

7．鋼板製ケーシング又は不燃性構造の室内に設置し、かつ、室には十分な換気能力を有する換気設備

を設けること。

8．圧縮水素スタンドの圧縮機は、当該圧縮機を設置したケーシング内又は室内の換気設備が停止して

いるときに起動できない措置及び当該換気設備が停止したときに自動的に圧縮機を停止する措置が

講じられていること。

9．圧縮水素スタンドの圧縮機と蓄圧器との間の鋼板製ケーシング壁面又は不燃性構造の室の壁面は、

本基準 22.の 1.1 から 1.3 までに規定する基準（障壁の高さに関する基準を除く。）によるものであ

ること。ただし、当該ケーシング又は室と蓄圧器との間に、本基準 22.の 1.1 から 1.3 までに規定す

る基準（障壁の高さに関する基準を除く。）を満たした障壁を設置した場合はこの限りでない。
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59．ディスペンサーからの漏えい等の防止措置

（圧縮天然ガススタンド・圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条第２項第９号、第７条の３第１項第５号、第２項第８号

圧縮天然ガススタンド又は圧縮水素スタンドのディスペンサーには、次に掲げる措置（第７条の３第２

項に規定する圧縮水素スタンドについては、2.の措置を除く。）を講ずること。

1．充塡ホースと車両に固定した容器とのカップリング等接続部分は、容器と接続されていないときに

圧縮天然ガス又は圧縮水素が供給されない構造にすること。

2．充塡ホースに著しい引張力が加わったときに、当該ホースの破断等による圧縮天然ガス又は圧縮水

素の漏えいを防止する措置を講ずること。

3．製造設備を停止した場合には、充塡ホース内を減圧する等自動的に充塡ホース内の圧縮天然ガス又

は圧縮水素の容積が標準状態(０℃、１atm）に換算したときに 20ℓ 以下になるような措置を講ずるこ

と。
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59 の 2．火災を検知するための措置（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第２項第18号・第19号

圧縮水素スタンドの火災を検知するための装置等は、次の基準に従って行うものとする。

1. 水素火炎が発する紫外線を検知する方法により、常時、水素火炎の発生を監視する。

2. 蓄圧器及びその周辺で火炎を検知した場合、蓄圧器に対して本基準 59の 3.の 4.の規定により設置

した水噴霧装置又は散水装置を自動的に起動する装置を設置すること。
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59 の 3．温度上昇を防止するための装置（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第２項第15号・第20号

移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置（以下「停車位置」という。）及び、

蓄圧器において、自動的に温度の上昇を防止するための装置とは、次の各号の基準によるものとする。

1. 周辺の火災、太陽光など外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知する装置は、本基準 12.で規

定する温度計でかつ電気的に温度を出力できるものとする。

2. 温度上昇を検知する装置の設置位置は、次に掲げる基準によるものとする。

2.1 移動式製造設備の停車位置においては、停車位置の付近であって 4.に規定する温度の上昇を防止

するための装置の支柱の上部又はこれに類する場所に取り付けること。この場合の設置数は、停車

位置ごとに一つ以上とする。

2.2 蓄圧器においては、蓄圧器表面に取り付けること。この場合の設置数は、バンクごとに一つ以上

とする。

3．温度上昇を検知した場合は、移動式製造設備の容器及び蓄圧器の設計温度を超えないようにするた

め、自動的に 4.に規定する温度の上昇を防止するための装置を起動すること。

4. 設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置は、移動式製造設備の容器及び蓄圧器

の表面積１平方メートルにつき５ℓ /min 以上の水量を全表面に放射できる能力を持った水噴霧装置又

は散水装置とする（本基準 3.を参照）。
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59 の 4．圧縮水素の充塡流量の制限に係る措置（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第３項第４号

1．ディスペンサーに設けた圧力発信器により圧力上昇率を監視し、外気温度に応じてあらかじめ定め

た圧力上昇率以下で充塡を行うよう自動的に制御することにより、流量を制限すること。また、あら

かじめ定めた圧力上昇率を超えた場合（充塡開始直後及びバンク切替に伴う一時的な圧力の変動によ

るものを除く。）には、自動的に充塡を停止する装置を設けること。圧力上昇率の算定は、「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）に従い行うこと。

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。

3．1.及び 2.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限り、次の基準に従って行うことができる。

3.1 ディスペンサー等に設けた流量計によって充塡流量を監視し、3.2 に示す充塡流量以下で自動的

に制御すること。

3.2 充塡流量

金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器への充塡流量の上限は、次の式により得られる充塡

流量とする。

充塡流量(kg/min)＝1.4（kg/min）×現に充塡する燃料装置用容器の内容積(ℓ )/150ℓ

圧縮水素を燃料装置用容器に充塡するときには、次の基準に従って行うものとする。
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59 の 5．蓄圧器出口等に設ける大量流出防止措置（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第１項第 13 号・第２項第 12 号・第 33 号ト

蓄圧器の出口又は充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管に設ける圧縮水素の流量が著しく増加す

ることを防止するための措置（以下「大量流出防止措置」という。）は、次に掲げる基準によるものとす

る。

1．大量流出防止措置は、過流防止弁を設置すること。

2. 蓄圧器の出口に設ける過流防止弁の設置場所は、できるだけ蓄圧器に近づけること。ただし、大量

流出防止措置が作動した場合でも、安全装置の機能を損なわないこと。図１にその例を示す。

3. 過流防止弁は、次の基準に適合するものであること。

(1) バネ式又はボール式等、流量が著しく増加した圧縮水素の力で作動し、水素の流出を遮断する構

造のものとする。図２及び図３にその例を示す。

(2) 蓄圧器の出口に設ける過流防止弁は、下流側の全てのディスペンサーを使って一斉に車両に固定

した容器へ充塡する場合の流量の３倍以上の流量で確実に作動すること。

図１
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図２

図３
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59 の 6．蓄圧器及び圧縮水素の供給を遮断する装置等の同一フレーム内への設置措置

（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第２項第13号

1. 圧縮水素の蓄圧器及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供

給を遮断する装置等とは、蓄圧器、蓄圧器出口から遮断弁までの間に設置される安全弁、圧力リリー

フ弁、圧力計、過流防止弁、逆止弁及びこれらを接続する配管とする。ただし、安全弁及び圧力リリ

ーフ弁に接続した放出管を除く。

2. 地震時の転倒による破損を防止するため、一つのフレームの内側に配置しこれに固定する方法は、

以下により行うこと。図１に一つのフレームへの取付け方法例を示す。

2.1 蓄圧器は、フレームに取り付けられた架台上に鋼製バンド等により固定すること。

2.2 配管は、サポートを用いて固定すること。

2.3 蓄圧器、配管以外の装置等は、次の方法により固定すること。

(1)フレームに取り付けられた架台にサポート等を用いて固定する。

(2)フレームに取り付けられた架台に直接固定する。

(3)配管に接続し宙吊りとする。ただし、装置等を支えうる強度の配管及び配管サポートを用い

ること。

2.4 2.1 から 2.3 までの取付けの際、装置等の間隔は、外観検査の行為を妨げない距離を確保する

こと。

図１ 一つのフレームへの取付け方法例
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59 の 7. ディスペンサーへの車両衝突防止措置（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第２項第 23 号

圧縮水素スタンドのガス設備への車両の衝突を防止する措置のうち、ディスペンサーへの車両の衝突

を防止する措置は、次の各号の基準に従って行うものとする。

1．ディスペンサーの周囲のうち圧縮水素を充塡する車両が停止する側に防護柵を設けること。防護柵

は誤って進入した車両に対しディスペンサーを防護するため、次の基準により設置すること（図参照

のこと。）。

(1) 高さ 800ｍｍ以上、管径 60ｍｍ以上、地盤埋込み 300ｍｍ以上であって、防護柵が面するディス

ペンサーの面の幅よりも長い幅であること。

(2) 防護柵の強度は、普通車両（2t）が 20ｋｍ/ｈで衝突する力に耐えうること。

2．ディスペンサーを設置する給ガスアイランドは嵩上げすることとし、嵩上げ高さ 150mm 以上、防護

柵で防護できない方向に対し嵩上げ幅（ディスペンサーからの距離）800ｍｍ以上とすること。

3．各ディスペンサーには、車両の衝突を検知する衝突センサー（地震動を感知する感震器をこれに代

える場合には、車両の衝突による衝撃を検知できること。）を設け、衝突を検知したとき、警報し、

かつ製造設備を自動的に停止する措置を講ずること。

図 車両衝突防止措置の設置例

800mm以上

150mm以上

800mm以上

アイランド

防護柵

ディスペンサー

防護柵ディスペンサー
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59 の 8. 車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第２項第 25 号

車両の誤発進等による圧縮水素スタンドのディスペンサーのホースの破損・ホースからの漏えいを防止

するための措置は、次によること。

1. 緊急離脱カプラー(充塡ホースに著しい引っ張り力が加わったときに、当該ホースの破断防止のため

に安全に分離するとともに、分離した部分からの水素の漏えいを防止することができる構造のもの。)

を設置すること。

2．緊急離脱カプラーは、車両が誤発進した場合に正常に作動するように、ガイド等により充塡ホース

の引っ張り方向が、分離に適切な方向となるよう措置すること。

3．緊急離脱カプラーが作動した場合は、当該カプラー(本体、Ｏリング等)の点検を行わずに、再接続

してはならない。
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59 の 9. 車両の誤発進防止（圧縮水素スタンド）

規則関係条項 第７条の３第３項第２号

車両の誤発進を防止するため、圧縮水素の充塡は、次の基準によること。

1．ディスペンサーは、充塡ノズルをディスペンサーに収納しなければ、充塡した水素の量の確定がで

きない等、充塡作業が完了しない構造とすること。

2．停車中の車両内の運転手から見やすい位置に、誤発進の注意喚起のための看板等を設置すること。

3．圧縮水素スタンドの従業員に対し、誤発進防止に関する十分な教育を実施すること。
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60．原動機からの火花の放出を防止する措置

規則関係条項 第８条第２項第１号ホ

シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物を移動式製造設備を使用して充塡

する場合の原動機からの火花の放出を防止する措置とは、排気管中に生ずる火花を排気管中に設けた遠心

式火花防止装置又は金網等によって外に放出することを防止する措置をいい、次の各号の基準によるもの

とする。

1．排気管、消音器及び火花防止装置（以下「排気管等」という｡)の取付け位置は、燃料タンク及び当

該ガスの配管から 200ｍｍ以上離れた位置とすること。構造上やむを得ず接近する場合は、防熱措置

を講ずること。

2．排気管等の接続部は、排気が漏えいしない構造とすること。

3．排気管及び消音器は、排気の漏えい防止のための保守点検を行い、火花防止装置は定期的に煤の除

去を行うこと。
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61．カップリング等に関すること

規則関係条項 第８条第２項第１号へ・第４項第１号

タンクローリー（移動式製造設備を含む｡)又はタンク車から可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を貯槽に充

塡する場合の技術上の基準は、次の各号によるものとする。

1．貯槽に充塡するときは、あらかじめ、カップリング等接続部分の状態を調べ、清掃をして接触面の

異物をなくして確実に接続を行い、少量のガスを通し、石けん水などを使用して当該接続部分から高

圧ガスが漏えいしていないことを確認すること。

2．充塡した後は、放出用バルブを微開して配管内のガスを大気中へ放出してから接続を外すこと。

ガスの放出は、可燃性ガス及び酸素にあっては付近に引火性又は発火性の物をたい積していない場

所で行い、かつ、付近の保安物件に危険な濃度（可燃性ガスにあっては爆発下限界の 1/4 以上）のガ

スが到達するおそれのないよう少量ずつ行うこと。また、毒性ガスにあっては放出されたガスが速や

かに許容濃度以下に拡散し、危害を他に及ぼすおそれがないように少量ずつ行うこと。
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61 の 2．誤発進防止措置

規則関係条項 第８条第３項第３号

充塡ホースと貯槽とが接続された状態で車両が発進しない誤発進防止措置とは、次の各号のいずれか

の措置が講じられたものをいう。

1．エンジンを停止し、充塡ホースが貯槽と接続された状態では、移動式製造設備の操作箱の扉が開の

状態となり、それを検知するセンサー等が発する信号により、エンジン始動に係るセルモータの電気

回路を制御し、エンジンを始動できなくする措置。

2．充塡ホースが貯槽と接続された状態では、充塡ホースの接続口に取り付けられたレバーが開の状態

となり、レバーの操作キー及びそれに固定されたエンジンキーが、当該レバーから取り外せず、エン

ジンを始動できなくする措置。

3．充塡ホースが貯槽と接続された状態では、移動式製造設備の操作箱の扉が開の状態となり、当該扉

の開閉用キー及びそれに固定されたエンジンキーが当該扉から取り外せず、エンジンを始動できなく

する措置。

4．エンジン駆動式ポンプを搭載する構造の車両において、充塡ホースが貯槽と接続された状態では、

操作箱の扉が開の状態となり、それを検知するセンサー等が発する信号により車両のドライブシャフ

トの回転を制御し、車両を発進しようとしてもエンジンを停止させる措置。

5．充塡ホースを充塡ホース受け金具から取り外している間、当該車両の全輪にブレーキが作動するも

の又は当該車両が発進できない機能を有する措置。ただし、当該措置は、充塡作業終了後、充塡ホー

スを完全に格納し、操作箱を閉じなければ上記の機能が解除されないものであること。
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62．設計圧力を超える圧力にならない構造（緩衝装置等）

規則関係条項 第13条第１号

エア・サスペンション、緩衝装置又は自動車用エアバッグガス発生器（以下「緩衝装置等」という。）

に係る設計圧力を超える圧力にならない構造とは、次のいずれかによるものとする。

1．緩衝装置等に第６条第１項第 19号に規定する安全装置が取り付けられている場合

2．緩衝装置等と同一の圧力がかかっている部位に 1．の安全装置が取り付けられている場合（アキュ

ムレータの液層部に接続されている配管に安全装置が取り付けられている場合等をいう。）

3．ショックアブソーバ等において、ピストンの可動範囲が機械的に限られていて、高圧ガスが封入さ

れている部位の内容積が一定以上小さくならない構造である場合

4．空気の再充塡が可能なエア・サスペンション等において、空気の充塡圧力が電気的に制御されてお

り、かつ、充塡後のエア・サスペンション等の作動時に 3．の方法等により設計圧力以上にならない

場合
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63．集結容器を緊結するための措置

規則関係条項 第49条第１項第２号イ

集結容器（繊維強化プラスチック複合容器によるものを除く。）を緊結するための措置は、次の基準に

よるものとする。

1. 容器は堅固な台盤上に固定することとし、容器を固定した台盤と車体との固定は、次に掲げる負荷

条件で破壊安全率が 1.6 以上となるように固定すること。

下向きの力 2.5Ｆ（Ｆは容器及び台盤の全質量による力とする｡)

上向きの力 0.5Ｆ

前後の力 0.6Ｆ

横すべりの力 0.5Ｆ

2．容器相互にはさみ金を用いて５ｍｍ以上の間隙を保つこと。

3．容器の前後を集結用締付けバンドにより台盤に強固に緊結し、かつ、積み付けがくずれないよう、

はさみ金と締付けバンドを緊結すること。

4．容器の胴部と、はさみ金との接触面はシール材等により防水し、接触面における胴部の腐食を防止

すること。

5．衝撃により容器が水平方向に移動することを防止するため容器のネックリング部は、台盤と一体構

造をなす容器固定板の穴にはめ込み、ネックリング部のねじと締付けナットにより容器固定板に容器

をそれぞれ固定すること。

なお締付けナットには廻り止めを施すこと。

6．容器固定板は厚さ８ｍｍ以上の鋼板とすること。
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63 の 2．集合容器の固定に係る措置

規則関係条項 第49条第１項第２号ロ

集合容器を一体として車両に固定するための措置は、次の基準による。

1. 集合容器における個々の容器とフレームとは、胴部の前後２ヶ所以上を容器固定バンドで固定する。

容器とフレーム及び容器を固定したフレームと車両との固定は、次に掲げる負荷条件を基準として、

固定部材の降伏力に対する安全係数を 1.5 として行うこと。

下向きの力 2.0Ｆ

上向きの力 1.0Ｆ

前後方向の力 2.0Ｆ

横すべりの力 1.0Ｆ

（Ｆは最高充塡圧力で充塡を行っている容器の重量による力、又はフレームに固定した最高充塡圧力

で充塡を行っている容器の重量とフレームの重量とを合わせた全重量による力とする。）

2. 容器相互の間隔はその膨張等を考慮し、必要な間隔を保つこと。

3. 容器とフレーム及び容器固定バンド等との接触面は、シール材等により防水し、かつ電気的に

絶縁し、接触面における胴部の腐食を防止すること。

4. 容器固定バンドを用いて容器胴部を固定する方法では、水平方向から容器質量の８倍に相当す

る力が加えられたときにおいても、容器の水平方向への移動量が 13ｍｍ以下となるようにする

こと。
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64．集結容器及び集合容器の緊急脱圧弁

規則関係条項 第49条第１項第２号ニ

集結容器及び集合容器(以下「集結容器等」という。）の緊急脱圧弁は、次の基準に適合するものであ

ることとする。

1．緊急時に手動により操作できること。

2．集結容器等を構成する全ての容器の元弁と充塡弁との間において脱圧できる位置に１個設けたもの

であること。

3. 当該緊急脱圧弁から放出されるガスが、地盤面に対し垂直に上方へ向くように放出管を設けたもの

であること。
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65. 温度計又は温度を適切に検知することができる装置（移動）

規則関係条項 第49条第１項第４号

1．温度計は、次の基準に適合するものであることとする。

1.1 液化ガスの液相部の温度を検知するものであること。

1.2 温度目盛は、常用の温度を含み、かつ、最高目盛と最低目盛の範囲は 100℃であること。この

場合、断熱材を施していない容器に対するものの最低目盛は－30℃であること。

2．温度計以外の装置であって温度を適切に検知することのできるものとは圧力計とし、圧力の目盛に

当該液化ガスのその圧力に相当する温度に換算した値を表示してあるもの又は換算表を備えたものと

する。

この場合、これを設ける容器は、当該液化ガスの成分が一定であり、かつ、その成分において圧力

と温度の関係が明らかなものを充塡する容器に限るものとする。
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66． 防 波 板

規則関係条項 第49条第１項第５号

容器（継目なし容器を除く。以下同じ｡)の内部に設ける防波板は、次の各号の基準によるものとする。

1．容器の内部に車両の進行方向と直角に設けるものとし、その設ける位置及び面積は次の図によるも

のであること。

注 防波板の面積（斜線部に設けた穴がア部断面に示すような補強を考慮した構造

である場合はその面積を含む｡)は、容器の横断面積の 40％以上であること。

防波板の取付け位置は、Ａ部割円面積が容器の横断面積の 20％以下になるような位置とする。

2．材料は、厚さ 3.2ｍｍ以上の SS400 であること。ただし、超低温容器にあっては２ｍｍ以上のオー

ステナイト系ステンレス鋼板又は４ｍｍ以上のアルミニウム合金板であること。

3．設置する個数は、容器の内容積３ｍ3以下につき１個であること。

4．容器との取付けは原則として溶接により行い、かつ、その取付け部は容器の内部における液面揺動

により破損しない強度を有するものであること。
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67．高 さ 検 知 棒

規則関係条項 第49条第１項第６号

高さ検知棒は、次の各号の基準によるものとする。

1．高さ検知棒は、車両の運転室の上部に、その先端が工作物等に接触することを運転者が検知できる

ように設けるものとし、高さ検知棒の先端が容器の頂部（容器の頂部に附属品を設けた場合は当該附

属品の先端）の高さより 10cm 以上高くなるように取り付けること。

2．高さ検知棒は、可撓性を有すること等により、振動又は接触によって損傷するおそれがなく、かつ、

接触した工作物等に損傷を与えない構造及び材料のものであること。
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68．附属品操作箱

規則関係条項 第49条第１項第9号

操作箱は、次の各号の基準により設けるものとする。

1．操作箱は、厚さ 3.2ｍｍ以上の SS400 を用いた溶接構造のものであること。ただし、枠材に SS400・

40×40×５以上の山形鋼を用い、接合部の全長について溶接を行った枠組構造とした場合は操作箱に

用いる材料の厚さを 2.3ｍｍ（シャシの上に設け、かつ、枠材の間隔が 80cm を超える面に補強材を取

り付けたものにあっては、1.6ｍｍ（窒素、二酸化炭素、フルオロカーボンその他の不活性ガスにあ

っては１ｍｍ))以上とすることができる。

2．操作箱は、これに収納する附属品が当該操作箱の側面及び後面のそれぞれの外面から５cm以上の距

離を保有するように次の図に示す例により設けること。（単位 ｍｍ）
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69．突出した附属品の損傷防止措置

規則関係条項 第49条第１項第10号

突出した附属品の損傷によりガスが漏えいすることを防止するために必要な措置は、可燃性ガス、毒性

ガス又は酸素の液化ガスに係る容器にあっては、次の各号の基準によるものとする。

1．容器の頂部に突出して設けられたバルブ、安全弁、液面計等の破損を防止するための措置として、S

S400 を使用し、かつ、図１、図２、図３の例に示す構造の保護枠を設けること。

2．容器附属配管は、容器（容器の外面に断熱材を施したものにあってはその外装、以下この号におい

て同じ｡)の後部立面図において、当該容器の最外側と地盤面を垂直に結んだ直線の内側に設置するこ

と。ただし、この直線の内側に設けられた元弁及び緊急遮断装置によって運行時に配管及び附属機器

（以下「配管等」という｡)が常に閉止され、かつ、配管等を保護する措置（「68．附属品操作箱」の

基準に準ずる措置とする｡)が講じられている場合は、当該配管等をこの直線の外側に設置することが

できる。

3．容器の附属配管のうち容器の下部に設けたものは、当該配管等と地盤面との間隔が 25cm 以上となる

ように設置し、又は厚さ６ｍｍ以上の鋼板で保護すること。

図１ （単位ｍｍ）

注 材料は SS400 を使用した場合の例を示す。
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図２

図３

4．ガスの取出し若しくは受入れに用いる配管を接続する容器（超低温容器以外の容器に限る。以下こ

の号において同じ｡)の開口部又は圧力計、温度計、安全弁及び液面計以外の附属品を接続する容器の

開口部であってその口径が 1.4ｍｍを超えるものには、過流防止弁（設定された差圧又は流量に達し

たときに自動的に閉止する機能を有するものをいう｡)を設けること。ただし、当該開口部又は当該開

口部に接続する配管に緊急遮断装置を設けた場合はこの限りでない。
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70．液 面 計（移動）

規則関係条項 第49条第１項第11号

容器に使用する液面計は、その耐圧部分にガラス又は合成樹脂を用いないものであって、フロート式液

面計、静電容量式液面計、差圧式液面計、偏位式液面計及び回転チューブ式若しくはスリップチューブ式

液面計等のうちから液化ガスの種類、容器の構造・容量等に適応した機能を有するものを選定すること。

この場合、可燃性ガス又は毒性ガス以外のガスに係る容器に使用する液面計であって、隔離液によって

その液面を指示する部分については、液面を確認するために必要な面積以外の部分を金属製の枠で保護す

る措置を講ずることにより、十分な強度を有する合成樹脂を使用することができる。
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71．バルブ等の開閉状態等の識別（移動）

規則関係条項 第49条第１項第12号

バルブ等の開閉状態等を識別するための措置は、次の基準によるものとする。

1．バルブ又はコックには、開閉の方向並びに「あく」及び「しまる」等の意味を示す文字を浮出し又

は表示板の取付け等により明示すること。

2．バルブ又はコックは、開閉状態が容易に識別できる構造若しくは表示を有するものであること。た

だし、その開閉状態が目視により容易に識別できないものについては、開閉状態を確認した後その状

態を示す表示板を脱落しないように取り付けることをもって代えることができる。
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72．移動開始時及び終了時の点検・異常発見時の措置

規則関係条項 第49条第１項第13号

1．移動を開始するとき及び移動を終了したときにおける異常の有無の点検は、次の各号の基準により

移動監視者（移動監視者の同乗を要しない場合は運転者）が目視等により行うものとする。

1.1 移動開始時の点検

(1) 緊急遮断装置及び元弁が閉止されていること。

(2) ガスの取出し又は受入れに用いるバルブが閉止されていること。

(3) 充塡ホースの接続口にキャップが装着されていること。

(4) 容器及び附属品等からガスの漏えいがないこと。

(5) 携行する用具、資材等が整備されていること。

1.2 移動終了時の点検

(1) バルブ等のハンドルの緩みがないこと。

(2) 高さ検知棒及び容器の下部に設けた附属配管等に損傷がないこと。

(3) 附属品等の締付けボルトの緩みがないこと。

(4) 携行する用具、資材等の脱落、損傷等がないこと。

2．異常を発見したときは、次の措置を講ずるものとする。

2.1 ガスの漏えいに対しては、バルブの閉止、継手の増締め等の措置を講ずること。この措置を講じ

た後においてもガスの漏えいが止まらない場合は、容器内のガスを他の容器又は貯槽に回収する措

置を講ずること。

2.2 携行する用具、資材等が適切に整備されていない場合は、その程度に応じ当該用具、資材等の補

充、補修又は取替えを行うこと。
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73．可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の移動時に携行する消火設備並びに資材等

規則関係条項 第49条第１項第14号、第50条第８号

可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素を移動するときに携行する消火設備並びに必要な資材及び工具等は、

次の各号に定めるものとする。

これらの携行する用具、資材等は１月に１回以上点検し、常に正常な状態に維持するものとする。

1．消火設備

1.1 車両に固定した容器により移動する場合に携行する消火設備は次の表に掲げる消火器とし、速や

かに使用できる位置に取り付けたものであること。

ガスの区分
消 火 器 の 種 類

備 付 け 個 数
消火薬剤の種類 能 力 単 位

可燃性ガス 粉末消火剤 Ｂ-10以上
車両の左右にそれぞ
れ１個以上

酸 素
三フッ化窒素

粉末消火剤 Ｂ-８以上
車両の左右にそれぞ
れ１個以上

備考 能力単位は、「消火器の技術上の規格を定める省令」（昭和 39 年自治

省令第 27号）に基づき定められたものをいう｡(以下同じ｡)

1.2 充塡容器等を車両に積載して移動する場合に携行する消火設備は、次の表に掲げる消火器とし、

速やかに使用できる位置に取り付けたものであること。

移動するガス量に

よる区分

消 火 器 の 種 類
備付け個数

消火薬剤の種類 能 力 単 位

圧縮ガス100ｍ3又は

液化ガス1,000kgを

超える場合

粉末消火剤 Ｂ-10以上 ２個以上

圧縮ガス 15ｍ3を超

え100ｍ3以下又は液

化ガス150kgを超え

1,000kg以下の場合

粉末消火剤 Ｂ-10以上 １個以上

圧縮ガス 15m3又は液

化ガス150kg以下の

場合

粉末消火剤 Ｂ-３以上 １個以上

備考 一つの消火器の消火能力が所定の能力単位に満たない場合にあって

は、追加して取り付ける他の消火器との合算能力が所定の能力単位に

相当した能力以上であればその所定の能力単位の消火器を取り付けた

ものとみなすことができる。
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2．資材及び工具等

資材及び工具等は次の表に掲げるものとする。

品 名 仕 様 備 考

赤 旗

赤色合図灯又は懐中電灯 車両備付け品でよい。

メ ガ ホ ン

ロ ー プ 長さ15ｍ以上のもの２本以上

漏 え い 検 知 剤

車 輪 止 め ２個以上

容器バルブ開閉用ハンドル 移動する容器に適合したもの

車両に固定した容器及び容器にバ

ルブ開閉用ハンドルが装着されて

いる場合を除く。

容器バルブグランドスパナ

又はモンキースパナ
移動する容器に適合したもの 車両に固定した容器の場合を除く｡

革 手 袋
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74．毒性ガスの移動時に携行する保護具並びに資材等

規則関係条項 第49条第１項第15号、第50条第９号

毒性ガスを移動するときに携行する保護具、資材、薬剤、工具及びその他必要とするものは、次の各号

のものとする。

これらの携行品は月１回以上点検し、常に正常な状態に保持するものとする。

1．保護具

保護具は次の表に掲げるものとし、当該車両の乗務員数に相当した数量を携行すること。

品 名 仕 様 備 考

防毒マスク

毒性ガスの種類に適合した、

隔離式防毒マスクとする。(全

面形、高濃度用のもの）

空気呼吸器を携行し

た場合を除く。

空気呼吸器
圧縮空気放出肺力式空気呼吸

器とする｡(全面形のもの）

防毒マスクを携行し

た場合を除く｡(注）

保 護 衣

ビニール引き布製又はゴム引

き布製の上衣等で緊急に着用

できるもの

圧縮ガスの場合を除

く。

保 護 手 袋

ゴム製又はビニール引き布製

のもの（低温ガスの場合は革

製のものとする｡)

圧縮ガスの場合を除

く。

保 護 ぐ つ ゴム製長ぐつとする。
圧縮ガスの場合を除

く。

（注）多種類の毒性ガスや強い毒性のガスを移動する場合には、空気呼吸器を携行する方が望ま

しい。

2．資材、薬剤及び工具等

資材、薬剤及び工具等は次の表に掲げるものとする。

品 名 仕 様 備 考

赤 旗

赤色合図灯又は懐中電灯 車両備付け品でよい。

メガホン又は携帯用拡声器

消石灰の備考欄に掲げる毒性ガス

以外のガスのときは携帯用拡声器

をもつこと。

ロ ー プ 長さ15ｍ以上のもの２本以上

布類（毛布等)ポリエチレン

シート等

散布した除害剤を一時的に保持で

きるもの（次頁図参照）

バ ケ ツ
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漏 え い 検 知 剤

石けん水及び適応するガスに応

じて10％アンモニア水又は５％

塩酸

車 輪 止 め ２個以上

消 火 器

圧縮ガス100m3

又は液化ガス

1,000kg以上

粉末消化剤B-6

以上１個以上又

はこれと同等以

上のもの
可燃性のものを除く。

圧縮ガス100m3

又は液化ガス

1,000kg未満

粉末消化剤B-3

以上１個以上又

はこれと同等以

上のもの

消 石 灰

液化ガス

1,000kg以上
40kg以上 塩素、塩化水素、ホスゲン、亜硫

酸ガス等効果のある液化ガスに適

用し、雨水が当たらないように措

置を講じた箱に入れること。
液化ガス

1,000kg未満
20kg以上

容器バルブ開閉用ハンドル 移動する容器に適合したもの

車両に固定した容器及び容器にバ

ルブ開閉用ハンドルが装着されて

いる場合を除く。

容器バルブグランドスパナ

又はモンキースパナ
移動する容器に適合したもの 車両に固定した容器の場合を除く｡

革 手 袋

防 災 キ ャ ッ プ

移動する容器に適合したものと

し、パッキン又はシールテープ

を付属すること。

車両に固定した容器の場合を除く｡

図
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75．移動中の災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置

規則関係条項 第49条第１項第19号ハ、第50条第12号

可燃性ガス、酸素及び毒性ガスの移動中、災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置は、次の各号

に掲げる事項について講ずるものとする。

1．出発前に車両に固定した容器又は積載した容器、附属品等及び保護具、資材、薬剤、工具等の携行

品の整備並びにガス漏えいの有無の確認

2．移動中の事故が発生した場合は、次の事項

2.1 ガスの漏えいがあった場合は、その箇所の確認及び修理

2.2 ガスの漏えい箇所の修理ができなかった場合

(1) 状況に応じ安全な場所に移動

(2) 付近の火気の管理

(3) 着火したときは、容器破裂等の危険のない場合は消火

(4) 毒性ガスにあっては漏えいしたガスの除害

(5) 付近の人に対する退避及び通行人に対する交通遮断の指示

(6) 援助を依頼する相手に対する連絡

(7) 状況に応じ安全な場所へ退避
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76．充塡容器等の転落、転倒等を防止する措置（移動）

規則関係条項 第50条第４号

充塡容器等の移動に係る転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置は、次の各号の基準

によるものとする。

1．充塡容器等を車両に積載し、若しくは車両から荷卸しし、又は地盤面上を移動させる場合は、次の

各号の基準により行うものとする。

1.1 充塡容器等を車両に積載し、又は車両から荷卸しするときは、ゴム製マットその他衝撃を緩和す

るものの上で行うこと等により、当該充塡容器等が衝撃を受けないような措置を講ずること。

1.2 充塡容器等の胴部と車両との間に布製マットをはさむこと等により、摩擦を防止し、かつ、当該

充塡容器等にきず、へこみ等が生じないような措置を講ずること。

1.3 プロテクターのない容器にあっては、キャップを施して行うこと。

1.4 地盤面上を手により移動するときは、充塡容器等の胴部が地盤面に接しないようにして行うこと。

2．充塡容器等を車両に積載して移動する場合は、次の各号の基準により行うものとする。

2.1 車両の最大積載量を超えて積載しないこと。

2.2 充塡容器等の積載は、次の方法により行うこと。

(1) 圧縮ガスの充塡容器等は、原則として横積みとすること。

(2) アセチレンガスの充塡容器等（容器に内蔵する多孔質物が珪酸カルシウムであるものを除

く。）及び液化ガスの充塡容器等（液化塩素の１トン入りの容器等本来立積み又は斜め積みとす

る構造を有していないもの及び液化塩素、液化炭酸ガス、液化炭酸ガスを主成分とする液化ガス

等が充塡されている継目なし容器を除く。）は、立積み又は斜め積みとし、液化石油ガスの容器

であって 10kg 入り以下のものを除き１段積みとすること。ただし、斜め積みの場合には安全弁の

放出口を上に向け、充塡容器等の側面と車両の荷台との角度は 20゜以上とし、かつ、その角度を

保持することができる措置を講ずること。

(3) 充塡容器等は、荷崩れ、転落、転倒、車両の追突等による衝撃及びバルブの損傷等を防

止するため、車両の荷台の前方に寄せ、ロープ、ワイアロープ、荷締め器、ネット等（以下「ロ

ープ等」という｡)を使用して確実に緊縛し、かつ、当該充塡容器等の後面と車両の後バンパの後

面( 後バンパのない場合には車両の後面とする。以下同じ｡)との間に約 30cm 以上の水平距離を保

持するように積載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれか一の措置を講じた場合は、この

限りでない。

イ．充塡容器等をロープ等により緊縛した場合であって、車両の後部に厚さ５ｍｍ以上、幅 100

ｍｍ以上のバンパ（SS400 を使用したものであること。以下同じ｡)を設けた場合

ロ．車両の側板の高さが積載した充塡容器等の高さの 2/3 以上となる場合（充塡容器等を立積み

する場合であって、側板の上部に補助枠又は補助板を設けた場合を含み、充塡容器等を２段以

上積み重ねた場合にあっては、その最上段のものの高さの 2/3 以上の高さとなる場合とする。

以下同じ｡)であって、木枠、角材等を使用して充塡容器等を確実に固定することができ、かつ、

当該充塡容器等の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が約 30cm 以上である場合

ハ．車両の側板の高さが積載した充塡容器等の高さの 2/3 以上となる場合であって、木枠、角材
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等を使用して充塡容器等を確実に固定することができ、かつ、車両の後部に厚さ５ｍｍ以上、

幅 100ｍｍ以上のバンパを設けた場合

ニ．充塡容器等をロープ等により緊縛した場合又は車両の側板の高さが積載した充塡容器等の高

さの 2/3 以上となる場合であって、積載した充塡容器等の後面と車両の後部の側板との間に厚

さ 100ｍｍ以上の緩衝材（自動車用タイヤ、毛布、フエルト、シート等)を挿入し、確実に固定

することができる場合

3．車両に積載したときは、当該車両の側板は正常な状態に閉じた上確実に止金をかけること。
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77．緊急時に容易に避難できる構造

規則関係条項 第55条第１項12号、第60条第２項

緊急時に容易に避難できる構造とは、特殊高圧ガスの消費設備を設置する室に緊急時に避難を容易にす

るために以下の緊急避難通路及び避難口が設けられていることをいう。

1．緊急避難通路

消費設備を設置する室から屋外等の安全な場所に避難するための通路として、以下の条件に適合す

る通路があること。

1.1 緊急避難通路（扉の部分を除く。）の巾は 1.2ｍ以上とすること。

1.2 緊急避難通路は２方向に避難できるものであること。

1.3 緊急避難通路は高圧ガス、危険物、毒劇物等の集積されている場所を避けて設けること。

1.4 緊急避難通路には多数の者の目に触れやすい場所に誘導灯又は誘導標識標示（以下「誘導灯等」

という。）を設けること。

2．避難口

2.1 消費設備を設置する室には、緊急避難通路に出ることができる避難口を設けること。

2.2 2.1 の出入口には誘導灯等を設けること。



- 176 -

78．逆流防止装置

規則関係条項 第55条第１項第15号、第60条第１項第９号

1．本基準でいう逆流防止装置とは、特定高圧ガスの消費設備（必要によっては特定高圧ガスについて

定める数量未満の場合を含む｡)において、特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に

係る減圧設備と当該ガスの反応（燃焼を含む｡)のための設備との間の配管中に設けられるもの及び酸

化エチレンの容器と当該ガスの消費設備との間の配管中に設けられるものであって、当該反応設備又

は消費設備内で生成された反応生成物又は未反応のガスが減圧設備又は容器（当該ガスの容器だけで

なく、当該ガス又は反応生成物と反応するおそれのあるガスの容器を含む｡)に逆流することを防止す

る装置をいう。

2．逆流防止装置は、次に例示するような各種の方法等の中から当該消費設備の実状に応じて最も安全

で確実な方法をとるものとする。

2.1 倒立Ｕ字管を反応液面より所定の高さに設ける（図１）。

2.2 倒立Ｕ字管を高くできないときは、液タンク（例えば、塩素の場合は硫酸タンク）を設ける（図

２）。

2.3 逆流してくる反応生成物の全量を収容しうる空槽を設ける（図３）。

2.4 真空破壊弁又は逆止弁を設ける。

2.5 圧力又は温度を検出して自動的に遮断する装置を設ける。

2.6 ２段階で圧力を下げる減圧設備を設ける。ただし、この場合において常時各段階の圧力を監視す

ること。

図１
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図２ （塩素の例）

図３
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79．溶接又は熱切断用のアセチレンガス又は天然ガスの消費

規則関係条項 第60第１項第13号・14号

1．溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

1.1 消費設備には逆火防止装置を設けること。

1.2 ホースと減圧設備その他の設備とを接続するときは、その接続部をホースバンドで締め付けるこ

と等により確実に行い、漏えいのないことを確認すること。

1.3 点火は、酸素を供給するためのバルブを閉じた状態で行うこと。

1.4 消火するときは、アセチレンガスを供給するためのバルブを閉じる前に酸素を供給するためのバ

ルブを閉じること。

1.5 火花の飛来するおそれのある場所には、充塡容器等を置かないこと。

2．溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、1． 1.2 及び 1.5 に規定する基準によるものとする。
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80．廃 棄 の 基 準

規則関係条項 第62条

1．可燃性ガスを廃棄する場合は、できるだけ他の容器等に移し替えた後に行い、次の各号の基準によ

るものとする。

1.1 ドレン切り操作時にやむを得ず少量放出される場合を除き、液状のままで放出しないこと。

1.2 容器等から廃棄する場合は、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

所及びその周囲８ｍ以内を避け、通風良好な場所で行い、かつ、付近の保安物件に爆発下限界の 1/

4 を超える濃度のガスが到達するおそれのないように少量ずつ行うこと。

1.3 容器以外の高圧ガス設備から大気中に廃棄する場合は、燃焼炉又はフレアースタック等で燃焼さ

せること。ただし、付近に滞留するおそれのない通風良好な場所で、できるだけ高所で少量ずつ放

出し、放出したガスが速やかに拡散され十分安全が確保できるよう廃棄する場合はこの限りでない。

2．毒性ガスの廃棄は、燃焼又は吸収、中和等の処理を行うことにより十分安全なものとして放出し、

又はこれらの処理をせず、毒性ガスを直接大気中に放出する場合には、通風良好な場所で、かつ、

できるだけ高い位置で行い、放出されたガスが速やかに許容濃度以下に拡散し、危害を他に及ぼす

おそれのないように少量ずつ行うものとする。

3．液化酸素の廃棄は、次の各号の基準によるものとする。

3.1 液化酸素は屋外で放出すること。

3.2 配管又はフレキシブルパイプ等を使用して放出するときは、専用のものを用いること。

3.3 放出部付近に可燃物を置かないこと。
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81．廃棄するときガスの滞留を検知するための措置

規則関係条項 第62条第４号

可燃性ガス又は毒性ガスを継続かつ反復して廃棄するとき、当該ガスの滞留を検知するための措置は、

次の各号の基準に従って行うものとする。

1．ガス検知は、次の方法のいずれかによる。

1.1 ガス検知管による方法

1.2 ガス検知器による方法

2．ガス検知をする場所は、次のとおりとする。

2.1 廃棄する場所が屋内である場合

その屋内のガスの滞留しやすい箇所及びその建物の周囲２ｍ以内の範囲内の建物の内部からガス

が流出しやすい場所

2.2 廃棄する場所が屋外である場合

その場所の周囲８ｍ以内の範囲内の建物、障壁等の付近であってガスの滞留しやすい場所（ベン

トスタックによるものにあってはその高さ、ガス比重、風向等に応じて検知する場所を選定する｡)

3．ガスを検知する時期

定置式でない検知器を使用する場合は、廃棄を継続かつ反復して行う期間、廃棄の量、風向等に応

じてガスの検知をすること。


