平成 26 年５月

高圧ガス保安法令関係例示基準資料集 第６次改訂版（平成 25 年３月２２日発行）新旧対照表
次のように改正（20140326 商局第１号

平成 26 年４月 21 日）されましたので、該当箇所についてご訂正ください。
（傍線部分は改正箇所）

○「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」
（20121204 商局第６号）
頁数等

新

15 頁

旧

9. ガス設備等に使用する材料
規則関係条項

9.

（略）

規則関係条項

1.

（略）

1.

（略）

2.

（略）

2.

（略）

ガス設備等に使用する材料

（略）

なお、次に定める材料（2.3 及び 2.4（2.4 に規定する日本工業規格Ｈ3250（2010）銅及び

なお、次に定める材料（2.3 で定めるものを除く。）を使用する場合には、その常用の温度

上から

銅合金棒に限る。
）で定めるものを除く。
）を使用する場合には、その常用の圧力は 82MPa 以

は、その常用の圧力が 70MPa 以下である場合にあっては－40℃以上 85℃以下とし、その常

12 行目

下で、その常用の温度は－40℃以上 250℃以下とする。

用の圧力が 70MPa を超え 82MPa 以下である場合には－10℃以上 85℃以下とする。

28 頁

2.1

2.1

圧縮水素の蓄圧器

圧縮水素の蓄圧器

日本工業規格Ｇ3214（2009）圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品（ＳＵＳＦ３１６、ＳＵＳＦ

日本工業規格Ｇ3214（2009）圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品（ＳＵＳＦ３１６、ＳＵＳＦ

３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッ

３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッ

ケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上である

ケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上である

もの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及

もの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及

びその常用の温度が 20℃以上 250℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る

びその常用の温度が 20℃以上 85℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る（下

（下図参照、以下同じ。
）。以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
、日本工業規格Ｇ3459（2004）

図参照、以下同じ。）
。以下、2.2 から 2.4 において同じ。
）、日本工業規格Ｇ3459（2004）配管

配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６ＴＰ、ＳＵＳ３１６ＬＴＰであって、規格材料の引張

用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６ＴＰ、ＳＵＳ３１６ＬＴＰであって、規格材料の引張試験

試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃

又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以

以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上

上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、
その常用の温度が－10℃以上 20℃

20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃以上 250℃

未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃以上 85℃以下

以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
、

である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.4 において同じ。）
、日本

1

頁数等

新

旧

日本工業規格Ｇ4303（2005）ステンレス鋼棒（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規

工業規格Ｇ4303（2005）ステンレス鋼棒（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材

格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用

料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用の温

の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度

度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度が－

が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が

10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃

20℃以上 250℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.5

以上 85℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.4 におい

において同じ。）
、日本工業規格Ｇ4304（2010）熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（ＳＵＳ３

て同じ。）
、日本工業規格Ｇ4304（2010）熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（ＳＵＳ３１６、

１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以

ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、か

上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5

つニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上

以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であ

であるもの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるも

るもの、及びその常用の温度が 20℃以上 250℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるも

の、及びその常用の温度が 20℃以上 85℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに

のに限る。以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
、日本工業規格Ｇ4305（2010）冷間圧延ステン

限る。以下、2.2 から 2.4 において同じ。
）
、日本工業規格Ｇ4305（2010）冷間圧延ステンレス

レス鋼板及び鋼帯（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミル

鋼板及び鋼帯（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシー

シートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃

トにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満

未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満であ

である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場

る場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃以上 250℃以下である場

合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃以上 85℃以下である場合に

合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
、又は日本工業

あっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.4 において同じ。
）、又は日本工業規格

規格Ｇ4053（2008）機械構造用合金鋼鋼材（ＳＣＭ４３５であって、超音波探傷試験により

Ｇ4053（2008）機械構造用合金鋼鋼材（ＳＣＭ４３５であって、超音波深傷試験により傷、

傷、割れ等の有害な欠陥がないことを確認できるものを、常用の圧力が 40MPa 以下の蓄圧器

割れ等の有害な欠陥がないことを確認できるものを、常用の圧力が 40MPa 以下の蓄圧器に使

に使用する場合に限る。
）。

用する場合に限る。）
。

なお、ニッケル当量は次式によって求めること（以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
。

なお、ニッケル当量は次式によって求めること（以下、2.2 から 2.4 において同じ。）
。

ニッケル当量（質量％）＝12.6×Ｃ＋0.35×Ｓｉ＋1.05×Ｍｎ＋Ｎｉ＋0.65×Ｃｒ＋0.98×

ニッケル当量（質量％）＝12.6×Ｃ＋0.35×Ｓｉ＋1.05×Ｍｎ＋Ｎｉ＋0.65×Ｃｒ＋0.98×

Ｍｏ

Ｍｏ

ここで、Ｃは炭素、Ｓｉはケイ素、Ｍｎはマンガン、Ｎｉはニッケル、Ｃｒはクロム及びＭ

ここで、Ｃは炭素、Ｓｉはケイ素、Ｍｎはマンガン、Ｎｉはニッケル、Ｃｒはクロム及びＭ

ｏはモリブデンの各質量分率の値（％）を示す。

ｏはモリブデンの各質量分率の値（％）を示す。
2

頁数等

新

図

2.2

旧

常用の圧力及び常用の温度と必要とされるニッケル当量の関係

図

2.2

圧縮水素が通る配管（車両に圧縮水素を充填するためのホースを除く。）
及び管継手

（略）

2.4

圧縮水素が通る弁（弁のパッキンを除く。
）

圧縮水素が通る配管（車両に圧縮水素を充填するためのホースを除く。）
、管継手及び圧縮水素の蓄圧器の元弁

（略）
2.3

常用の圧力及び常用の温度と必要とされるニッケル当量の関係

（略）
2.3

（略）

（新設）

日本工業規格Ｇ3214（2009）圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品（ＳＵＳＦ３１６、ＳＵＳＦ
３１６Ｌに限る。
）、日本工業規格Ｇ3459（2004）配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６ＴＰ、
ＳＵＳ３１６ＬＴＰに限る。）、日本工業規格Ｇ4303（2005）ステンレス鋼棒（ＳＵＳ３１６、
ＳＵＳ３１６Ｌに限る。
）日本工業規格Ｇ4304（2010）熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（Ｓ
ＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌに限る。）、日本工業規格Ｇ4305（2010） 冷間圧延ステンレス鋼
板及び鋼帯（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌに限る。
）又は日本工業規格Ｈ3250（2010）銅及
3

頁数等

新

旧

び銅合金棒（Ｃ3604、Ｃ3771 であって、その常用の圧力が 25MPa 以下、かつその常用の温
度が－40℃以上 100℃以下である場合に限る。）
。
2.5

2.4

上記 2.1 から 2.4 までを除く高圧ガス設備のうち圧縮水素が通るものの耐圧部分

上記 2.1 から 2.3 までを除く高圧ガス設備のうち圧縮水素が通るものの耐圧部分

（略）

（略）

ただし、弁のパッキン、流量計のフローチューブ、充填ノズル、緊急離脱カプラー、往復

ただし、弁のパッキン、流量計のフローチューブ、充填ノズル、緊急離脱カプラー、往復

動圧縮機のシリンダ、シリンダヘッドカバー、パッキンケース又はダイアフラム式圧縮機の

動圧縮機のシリンダ、シリンダヘッドカバー、パッキンケース又はダイアフラム式圧縮機の

ヘッドカバーにおいて 2.5 で示す材料の使用が困難な場合には、当該設備から漏えいした水素

ヘッドカバーにおいて 2.4 で示す材料の使用が困難な場合には、当該設備から漏えいした水素

を検知し、警報し、かつ、蓄圧器からの水素の供給を自動的に遮断するための装置（検知警

を検知し、警報し、かつ、蓄圧器からの水素の供給を自動的に遮断するための装置（検知警

報設備と第７条の３第１項第４号又は第２項第７号の遮断装置の組み合わせたものを含む。）

報設備と第７条の３第１項第４号又は第２項第７号の遮断装置の組み合わせたものを含む。）

が設置されていることを条件とし、1.で規定した材料のうち、当該施設と同等の使用条件のも

が設置されていることを条件とし、1.で規定した材料のうち、当該施設と同等の使用条件のも

とで問題なく使用した十分な実績があるものを使用することができる。

とで問題なく使用した十分な実績があるものを使用することができる。

66 頁

22. 障壁

22. 障壁

上から

規則関係条項

31 行目

1.

（略）

1.

（略）

2.

（略）

2.

（略）

2.1・2.2
2.3

（略）

規則関係条項

2.1・2.2

（略）

2.3

鋼板製障壁
高さのみ 1.8m 以上とし、他はすべて 1.3 と同じ。

3.
138 頁

3.

圧縮水素スタンド又は圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵

の次頁

設備に対し６ｍ以上の距離を有することと同等の措置（圧縮天然ガ

（新設)

ススタンド・圧縮水素スタンド）
規則関係条項

（略）

鋼板製障壁
高さのみ 1.8m 以上とし、他はすべて 1.2 と同じ。

（略）

56 の 3.

（略）

第７条第１項第８号・第２項第 20 号の２、第７条の３
第１項第１２号の２・第２項第２９号の２
4

（略）

（新設）

頁数等

新

旧

圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び
貯蔵設備に対し６ｍ以上の距離を有することと同等以上の措置、及び圧縮水素スタンドの処理設
備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上の距
離を有することと同等以上の措置は、圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備と圧縮水素
スタンドの処理設備及び貯蔵設備の間に、それぞれ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.

鉄筋コンクリート製障壁の場合にあっては、漏洩の可能性がある箇所から障壁面に沿って
鉛直方向に１ｍ以上の高さをとり、かつ、当該箇所から障壁面に沿って水平方向にそれぞれ
１ｍ以上の幅をとるものであって、
他方の処理設備及び貯蔵設備に直接火炎が当たることが
ないものとする。また、圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から障壁まで
の距離は 1.5ｍ以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から障壁までの距離
は 1.8ｍ以上とする。他はすべて本基準 22.の 1.1 と同じ。

2.

コンクリートブロック製障壁の場合にあっては、漏洩の可能性がある箇所から障壁面に沿
って鉛直方向に１ｍ以上の高さをとり、かつ、当該箇所から障壁面に沿って水平方向にそれ
ぞれ１ｍ以上の幅をとるものであって、
他方の処理設備及び貯蔵設備に直接火炎が当たるこ
とがないものとする。また、圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から障壁
までの距離は 1.5ｍ以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から障壁までの
距離は 1.8ｍ以上とする。他はすべて本基準 22.の 1.2 と同じ。

5

（傍線部分は改正箇所）
○「コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について」（20121204 商局第７号）
頁数等

新

17 頁

旧

3. ガス設備等に使用する材料

3.

上から

規則関係条項

12 行目

1.

（略）

1.

（略）

2.

（略）

2.

（略）

（略）

規則関係条項

ガス設備等に使用する材料

（略）

なお、次に定める材料（2.3 及び 2.4（2.4 に規定する日本工業規格Ｈ3250（2010）銅及び

なお、次に定める材料（2.3 で定めるものを除く。
）を使用する場合には、その常用の温度

銅合金棒に限る。
）で定めるものを除く。
）を使用する場合には、その常用の圧力は 82MPa 以

は、その常用の圧力が 70MPa 以下である場合にあっては－40℃以上 85℃以下とし、その常

下で、その常用の温度は－40℃以上 250℃以下とする。

用の圧力が 70MPa を超え 82MPa 以下である場合には－10℃以上 85℃以下とする。

2.1

2.1

圧縮水素の蓄圧器

圧縮水素の蓄圧器

日本工業規格Ｇ3214（2009）圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品（ＳＵＳＦ３１６、ＳＵＳＦ

日本工業規格Ｇ3214（2009）圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品（ＳＵＳＦ３１６、ＳＵＳＦ

３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッ

３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッ

ケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上である

ケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上である

もの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及

もの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及

びその常用の温度が 20℃以上 250℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る

びその常用の温度が 20℃以上 85℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る（下

（下図参照、以下同じ。
）
。以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
、日本工業規格Ｇ3459（2004）

図参照、以下同じ。）
。以下、2.2 から 2.4 において同じ。）
、日本工業規格Ｇ3459（2004）配

配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６ＴＰ、ＳＵＳ３１６ＬＴＰであって、規格材料の引張

管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６ＴＰ、ＳＵＳ３１６ＬＴＰであって、規格材料の引張試

試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、
かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃

験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃

以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上

以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上

20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃以上 250℃

20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃以上 85℃

以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
、

以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.4 において同じ。）
、

日本工業規格Ｇ4303（2005）ステンレス鋼棒（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規

日本工業規格Ｇ4303（2005）ステンレス鋼棒（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規

格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用

格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用
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の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度

の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度

が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が

が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が

20℃以上 250℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.5

20℃以上 85℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.4 に

において同じ。
）
、日本工業規格Ｇ4304（2010）熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（ＳＵＳ３

おいて同じ。）、日本工業規格Ｇ4304（2010）熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（ＳＵＳ３１

１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以

６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミルシートにおける絞りが 75％以上、

上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5

かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃未満である場合にあっては 28.5 以

以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上であ

上であるもの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満である場合にあっては 27.4 以上である

るもの、及びその常用の温度が 20℃以上 250℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるも

もの、及びその常用の温度が 20℃以上 85℃以下である場合にあっては 26.3 以上であるもの

のに限る。以下、2.2 から 2.5 において同じ。
）
、日本工業規格Ｇ4305（2010）冷間圧延ステ

に限る。以下、2.2 から 2.4 において同じ。）
、日本工業規格Ｇ4305（2010）冷間圧延ステン

ンレス鋼板及び鋼帯（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミ

レス鋼板及び鋼帯（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであって、規格材料の引張試験又はミル

ルシートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－

シートにおける絞りが 75％以上、かつニッケル当量が、その常用の温度が－40℃以上－10℃

10℃未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未

未満である場合にあっては 28.5 以上であるもの、その常用の温度が－10℃以上 20℃未満であ

満である場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃以上 250℃以下で

る場合にあっては 27.4 以上であるもの、及びその常用の温度が 20℃以上 85℃以下である場

ある場合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
、又は

合にあっては 26.3 以上であるものに限る。以下、2.2 から 2.4 において同じ。
）
、又は日本工

日本工業規格Ｇ4053（2008）機械構造用合金鋼鋼材（ＳＣＭ４３５であって、超音波深傷試

業規格Ｇ4053（2008）機械構造用合金鋼鋼材（ＳＣＭ４３５であって、超音波深傷試験によ

験により傷、割れ等の有害な欠陥がないことを確認できるものを、常用の圧力が 40MPa 以下

り傷、割れ等の有害な欠陥がないことを確認できるものを、常用の圧力が 40MPa 以下の蓄圧

の蓄圧器に使用する場合に限る。
）。

器に使用する場合に限る。）
。

なお、ニッケル当量は次式によって求めること（以下、2.2 から 2.5 において同じ。）
。

なお、ニッケル当量は次式によって求めること（以下、2.2 から 2.4 において同じ。）
。

ニッケル当量（質量％）＝12.6×Ｃ＋0.35×Ｓｉ＋1.05×Ｍｎ＋Ｎｉ＋0.65×Ｃｒ＋0.98

ニッケル当量（質量％）＝12.6×Ｃ＋0.35×Ｓｉ＋1.05×Ｍｎ＋Ｎｉ＋0.65×Ｃｒ＋0.98

×Ｍｏ

×Ｍｏ

ここで、Ｃは炭素、Ｓｉはケイ素、Ｍｎはマンガン、Ｎｉはニッケル、Ｃｒはクロム及びＭ

ここで、Ｃは炭素、Ｓｉはケイ素、Ｍｎはマンガン、Ｎｉはニッケル、Ｃｒはクロム及びＭ

ｏはモリブデンの各質量分率の値（％）を示す。

ｏはモリブデンの各質量分率の値（％）を示す。
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常用の圧力及び常用の温度と必要とされるニッケル当量の関係

図

2.2

圧縮水素が通る配管（車両に圧縮水素を充填するためのホースを除く。）

常用の圧力及び常用の温度と必要とされるニッケル当量の関係

圧縮水素が通る配管（車両に圧縮水素を充填するためのホースを除く。）

及び管継手

、管継手及び圧縮水素の蓄圧器の元弁

（略）

（略）

2.3

（略）

2.4

圧縮水素が通る弁（弁のパッキンを除く。
）

2.3

（略）

（新設）

日本工業規格Ｇ3214（2009）圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品（ＳＵＳＦ３１６、ＳＵＳＦ
３１６Ｌに限る。
）、日本工業規格Ｇ3459（2004）配管用ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６ＴＰ、
ＳＵＳ３１６ＬＴＰに限る。）
、日本工業規格Ｇ4303（2005）ステンレス鋼棒（ＳＵＳ３１６、
ＳＵＳ３１６Ｌに限る。
）日本工業規格Ｇ4304（2010）熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（Ｓ
ＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌに限る。）、日本工業規格Ｇ4305（2010）冷間圧延ステンレス鋼
板及び鋼帯（ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌに限る。）又は日本工業規格Ｈ3250（2010）銅
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及び銅合金棒（Ｃ3604、Ｃ3771 であって、その常用の圧力が 25MPa 以下、かつその常用の
温度が－40℃以上 100℃以下である場合に限る。
）。
2.5

2.4

上記 2.1 から 2.4 までを除く高圧ガス設備のうち圧縮水素が通るものの耐圧部分

（略）

154 頁

上記 2.1 から 2.3 までを除く高圧ガス設備のうち圧縮水素が通るものの耐圧部分

（略）

ただし、弁のパッキン、流量計のフローチューブ、充填ノズル、緊急離脱カプラー、往復

ただし、弁のパッキン、流量計のフローチューブ、充填ノズル、緊急離脱カプラー、往復

動圧縮機のシリンダ、シリンダヘッドカバー、パッキンケース又はダイアフラム式圧縮機の

動圧縮機のシリンダ、シリンダヘッドカバー、パッキンケース又はダイアフラム式圧縮機の

ヘッドカバーにおいて 2.5 で示す材料の使用が困難な場合には、当該設備から漏えいした水素

ヘッドカバーにおいて 2.4 で示す材料の使用が困難な場合には、当該設備から漏えいした水素

を検知し、警報し、かつ、蓄圧器からの水素の供給を自動的に遮断するための装置（検知警

を検知し、警報し、かつ、蓄圧器からの水素の供給を自動的に遮断するための装置（検知警

報設備と第７条の３第１項第４号又は第２項第７号の遮断装置の組み合わせたものを含む。）

報設備と第７条の３第１項第４号又は第２項第７号の遮断装置の組み合わせたものを含む。）

が設置されていることを条件とし、1.で規定した材料のうち、当該施設と同等の使用条件のも

が設置されていることを条件とし、1.で規定した材料のうち、当該施設と同等の使用条件のも

とで問題なく使用した十分な実績があるものを使用することができる。

とで問題なく使用した十分な実績があるものを使用することができる。

63 の 3.

圧縮水素スタンド又は圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵

の次頁

設備に対し６ｍ以上の距離を有することと同等の措置（圧縮天然ガ

（新設)

ススタンド・圧縮水素スタンド）
規則関係条項

第７条第１項第８号・第２項第２０号の２、第７条の３
第１項第１２号の２・第２項第２９号の２

圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び
貯蔵設備に対し６ｍ以上の距離を有することと同等以上の措置、及び圧縮水素スタンドの処理設
備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上の距
離を有することと同等以上の措置は、圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備と圧縮水素
スタンドの処理設備及び貯蔵設備の間に、それぞれ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.

鉄筋コンクリート製障壁の場合にあっては、漏洩の可能性がある箇所から障壁面に沿って
鉛直方向に１ｍ以上の高さをとり、かつ、当該箇所から障壁面に沿って水平方向にそれぞ
9

（新設）
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れ１ｍ以上の幅をとるものであって、他方の処理設備及び貯蔵設備に直接火炎が当たるこ
とがないものとする。また、圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から障
壁までの距離は 1.5ｍ以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から障壁まで
の距離は 1.8ｍ以上とする。他はすべて本基準 22.の 1.1 と同じ。
2.

コンクリートブロック製障壁の場合にあっては、漏洩の可能性がある箇所から障壁面に沿
って鉛直方向に１ｍ以上の高さをとり、かつ、当該箇所から障壁面に沿って水平方向にそ
れぞれ１ｍ以上の幅をとるものであって、他方の処理設備及び貯蔵設備に直接火炎が当た
ることがないものとする。また、圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面か
ら障壁までの距離は 1.5ｍ以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から障壁
までの距離は 1.8ｍ以上とする。他はすべて本基準 22.の 1.2 と同じ。
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