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1．目的
 「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規）」（平成 19 年・06・
18原院第 2号、改正平成 23・06・28原院第 4号）の「（2）一般高圧ガス保安規則の運用
及び解釈について・第 6条関係」及び「（4）コンビナート等保安規則の運用及び解釈につ
いて・第 5条関係」には、防爆指針及びガイドに基づき非危険箇所に分類された場所に設
置する電気設備は火気を取り扱う施設には該当せず、防爆構造を有する必要がないことが

示されている。

 そこで、本（自主）基準は、一般高圧ガス保安規則第 7条第 1項及び第 2項又はコンビ
ナート等保安規則第 7条第 1項及び第 2項の適用を受ける圧縮天然ガススタンドに設置す
るディスペンサー及び接続配管における非危険箇所を明確にするために、ディスペンサー

周辺の爆発危険箇所（以下、「危険箇所」という。）の設定手順について規定する。

2．適用範囲
 本基準は、一般高圧ガス保安規則第 7条第 1項及び第 2項又はコンビナート等保安規則
第 7条第 1項及び第 2項の適用を受ける圧縮天然ガススタンドのうち、ディスペンサー周
辺の高圧ガス設備（ディスペンサー及び接続配管）に係る「高圧ガス保安法及び関係政省

令の運用及び解釈について（内規）」（平成 19年・06・18原院第 2号、改正平成 23・06・
28 原院第 4 号）の「（2）一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について・第 6 条関係」
及び「（4）コンビナート等保安規則の運用及び解釈について・第 5条関係」に示された「防
爆指針及びガイドに基づき非危険箇所に分類された場所」に適用する。

3．ディスペンサー周辺の危険箇所の区分と範囲
 圧縮天然ガススタンドにおけるディスペンサー周辺の危険箇所の区分と範囲の設定は、

表 1 の「ディスペンサーの設定条件」に示す放出源の総数と放出量に基づき、JIS C 
60079-10：2008（爆発性雰囲気で使用する電気機械器具 第 10 部：危険区域の分類）「以
下、「JIS C 60079-10：2008」という。」により算出する。
 ディスペンサー周辺の危険箇所の区分と範囲は、(1)、(2)及び(3)に定める範囲とする。
 なお、この「ディスペンサーの設定条件」に適合しない場合は、4．の基準に基づき算
出するものとする。

 また、「ディスペンサーの設定条件」を下回る場合にディスペンサー仕様等から放出源

の実数を用いて危険箇所の範囲を算出して設定する場合は、この限りではない。

表 1 ディスペンサーの設定条件
常用圧力 25 MPa以下
放出源 1 箇所当たりの放出量 5.65 mL/min以下
放出源の総数 112箇所以下
放出源 弁類のグランドシール及び配管等のねじ接合継手

(1)  ディスペンサー内部の危険箇所
 ディスペンサー内部は、「電気機械器具防爆構造規格（昭和 44年労働省告示第 16号、
以下、「防爆構造規格」という。）」に定める第二類危険箇所とする。その例図を図 1に示
す。

図 1 ディスペンサー内部の危険箇所（例図）

ディスペンサー

：第一類危険箇所注) 例図            白枠  
本体内部と構造上別になる空間を示す。

第二類危険箇所

(注意) 
爆発したときの影響が大きい

場所(人口密集地や工業地帯な
ど)などの「リスク」の状況に
応じて、第一類危険箇所に十分

対応できる機器を選定するこ

とが望ましい。(P15参照)
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(2)  ディスペンサー外部の危険箇所
 ディスペンサー外部の危険箇所は，本体の外面から周囲 20 cmの範囲を防爆構造規格に
定める第二類危険箇所とする。その例図を図 2に示す。

図 2 ディスペンサー外部の危険箇所（例図）

(3)  接続配管の危険箇所
 接続配管の危険箇所は、ねじ接合継手等の放出源の周囲 10 cmの範囲を防爆構造規格に
定める第二類危険箇所とする。その例図を図 3に示す。

図 3 接続配管の危険箇所（例図）

(4)  ディスペンサー周辺の危険箇所の総括
 ディスペンサー本体の外面から周囲 20 cm を超える範囲及び接続配管の継手部の周囲 

10 cmを超える範囲には、非防爆機器が設置できる。 
ただし、非防爆機器は露出せずカバー等で囲むことを推奨する。 

(5)  CNG成分の「電気機器の防爆構造に対応する分類」 
CNG成分の「電気機器の防爆構造に対応する分類」を表 2に示す。 

表 2 CNG成分の「電気機器の防爆構造に対応する分類」
ＣＮＧ 

成分

組成比 

［％］

防爆構造規格 国際整合防爆指針

爆発等級 発火度 グループ 温度等級

メタン 89.60 1 G1 ⅡA T1

エタン  5.62 1 G1 ⅡA T1

プロパン  3.43 1 G1 ⅡA T2

ブタン  1.35 1 G2 ⅡA T2
出所：労働安全衛生総合研究所技術指針「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」

（JNIOSH-TR-NO.44 (2012)）
ただし、組成比は東京ガス株式会社 HPから引用（閲覧日 2015.11.16）

20 cm
20 cm

20 cm
20 cm

ディスペンサー

：第二類危険箇所

10 cm 10 cm

配管

継手

平面図

地表面10 cm

断面図

●：放出源(ねじ接合継手)
※比重 0.64
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4．設定条件を超える場合の危険箇所の区分と範囲の設定
3．に示す「ディスペンサーの設定条件」を超える場合は、添付資料 1の本文解説にお
けるディスペンサー周辺の危険箇所の区分と範囲の設定手順に基づき再計算し、ディスペ

ンサー周辺の危険箇所の区分と範囲を設定する。

5．参考規格・基準・文献
 ① JIS C 60079-10：2008 

爆発性雰囲気で使用する電気機械器具－第 10部：危険区域の分類
 ② IEC 60079-10-1 Ed1.0：2008 
 ③ IEC 60079-10-1 Ed2.0：2015 
 ④ JPEC-S 0004（2014） ディスペンサー周辺の防爆基準（圧縮水素スタンド関係）
 一般社団法人 石油エネルギー技術センター

⑤ 【平成 27年度 日本ガス協会委託研究】
CNGディスペンサー周辺における防爆基準の検討－報告書－（平成 27年 12月）
 横浜国立大学大学院環境情報研究院

⑥ 東京ガス株式会社 HP（都市ガスの組成）
http://home.tokyo-gas.co.jp/userguide/netsuryou.html（閲覧日 2015.11.16）

 ⑦ 国際化学物質安全性カード

（メタン 2000.10、エタン 2006.04、プロパン・ブタン 2003.11）
⑧ 圧縮性流体力学（中部大学教授・名古屋大学名誉教授 中村佳朗著、2014年 4月）

 ⑨ 流体の熱物性値集（日本機械学会、1983年 8月発行）
 ⑩ 都市ガス工業概要（基礎理論編 一般社団法人日本ガス協会、平成 24年改訂版）

6．添付資料 1 本文解説
ディスペンサー周辺の危険箇所を分類する方法は、JIS C 60079-10：2008の表 3の手順

に基づき実施した。

表 3 危険箇所の区分と範囲の設定手順
ステップ 実施内容

ステップ 1 
ステップ 2 

ステップ 3 
ステップ 4 
ステップ 5 
ステップ 6 

放出源のそれぞれについて放出等級を決定する。

危険箇所の区分と範囲に影響を与える要因（放出量や爆発下限界等）

の評価を行う。

換気度を決定する。

換気の有効度を決定する。

危険箇所の区分を決定する。

適切な計算によって危険箇所の範囲を決定する。

6.1  放出源の放出等級の決定【ステップ１】
JIS C 60079-10：2008「4.2 放出源」及び「付属書 A」参照。

(1)  放出等級の決定
ディスペンサー周辺における放出源は、弁類のグランドシールや配管等のねじ接合継手

の劣化や締め付けの緩みなどからの可燃性ガスを放出する可能性のある場所であって、

「通常運転中には発生せず、又は低頻度で短時間だけ発生すると予測できる放出」である

ことから「第二等級放出源」に該当する。ディスペンサー周辺の放出源とその放出等級を

表 4に、構成機器別の放出源を表 5に示す。

表 4 ディスペンサー周辺の放出源及びその放出等級
放出源 放出等級

弁類のグランドシール及び

配管等のねじ接合継手
第二等級放出源
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表 5 構成機器別の放出源
設備 構成機器 放出源

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー

弁類

手動弁
ねじ接合継手

グランドシール

調整弁
ねじ接合継手

グランドシール

遮断弁
ねじ接合継手

グランドシール

継手

エルボ ねじ接合継手

ストレート ねじ接合継手

チーズ ねじ接合継手

流量計 ねじ接合継手

圧力計 ねじ接合継手

(2)  放出等級の分類
 ガスの爆発性雰囲気の生成頻度及び可能性に応じ、ガスの放出源を連続等級放出源、

第一等級放出源及び第二等級放出源のいずれかの放出等級に分類する。放出等級とその解

説を表 6に示す。

表 6 放出等級の分類
放出等級 解説 具体例

連続等級

放出源

連続的な放出又は

高頻度若しくは長

期にわたって発生

すると予想できる

ガスの放出

① 常設の大気開放ベントを持つ固定屋根式タンク内の可

燃性液体の表面

② 油水分離器のような連続的又は長時間にわたっての大

気に放出されている可燃性液体の表面

第一等級

放出源

通常運転中※に周

期的又は時々発生

すると予測できる

ガスの放出

① ポンプ、コンプレッサー又はバルブのシール部で、通常

運転中に可燃性物質を大気中に放出することが予測の

できる部分

② 可燃性液体容器の廃液部で、通常運転中の廃液作業中に

可燃物質を大気中に放出することが予測できる部分

③ サンプル抽出部で、通常運転中に可燃性物質を大気中に

放出することが予測できる部分

④ 放出弁、ベント及びその他の開口部で、通常運転中に可

燃性物質を大気中へ放出することが予測できる部分

第二等級

放出源

通常運転中に発生

せず、又は低頻度

で短時間だけ発生

すると予測できる

放出

① ポンプ、コンプレッサー又はバルブのシール部で、通常

運転中に可燃性物質を大気中に放出しないと予測でき

る部分

② フランジ、接続部及び配管付属品で、通常運転中には可

燃性物質を大気中に放出しないと予測できる部分

③ サンプル抽出部で、通常運転中には可燃性物質を大気中

に放出しないと予測できる部分

④ 放出弁、ベント及びその他の開口部で、通常運転中に可

燃性物質を大気中へ放出しないと予測できる部分

 ※通常運転中とは、ガスの爆発性雰囲気を生成するおそれのある設備又は機器が設計

仕様の範囲内で稼動している状態をいう。

  出所：厚生労働省労働基準局長通達（平成 20年 9月 25日基発第 0925001号）



- 5 - 

6.2  危険箇所の区分と範囲に影響を与える要因の評価【ステップ 2】
JIS C 60079-10：2008「4.4 危険区域の範囲」参照。

(1)  放出源 1 箇所当たりの放出量の設定
JEPC-S 0004において、ヘリウムを用いて行われた 70 MPa対応水素ディスペンサーの
実験結果が記述されている。その放出量は、31.8 mL/min(漏えい量：0.53 mL/回，作動回
数：60回/min)である。

CNGディスペンサーメーカーと弁メーカーへのヒアリングの結果、CNGディスペンサ
ーの漏えい箇所と漏えい量は、水素ディスペンサーの弁類と同様に、Oリングやパッキン
の劣化部であることが分かった。

よって、初期の漏えい挙動と漏えい量は CNGの場合も水素と同等であると考えられるた
め、上記の 31.8 mL/minに 25 MPaへの換算（25/70 倍）と換算係数 0.4972を乗ずること
で CNGの漏えい量：5.65 mL/minに変換し、その数値を放出量とした。
（6.7 ヘリウムから CNGへの換算係数の算出：P19～P20参照）

(2)  ディスペンサーの構成機器における放出源の数量
ディスペンサー内部の構成機器とその数量の調査を行い、構成機器ごとの最大数量を構

成機器数量とし、放出源数は放出数量に構成機器数量を掛けて算出した。調査の結果、シ

ングル充 ホースの場合のディスペンサー構成機器における放出源の総数は 56 箇所に
なり、ダブル充 ホースの場合はその 2 倍の 112 箇所を放出源の総数とし、その放出源
の総数の 10 %が同時に実放出源になるとして、「12 箇所」を実放出源の数量に設定する。
放出源の数量はダブル充 ホースの値（12 箇所）に対して安全率 1.5 倍の「18 箇所」

に設定した。

CNGディスペンサーの場合はトリプル充 ホースの想定は現在ないが、JPEC-S 0004
と同様にトリプル充 ホースを想定して安全率 1.5 倍を適用した。
ディスペンサー構成機器における放出源の数量を表 7に示し、調査に基づくディスペン

サー構成機器とその構成機器数量及びその実放出源の数量を算出した結果を表 8に示す。

表 7 ディスペンサー構成機器における放出源の数量
実放出源の数量 安全率 放出源の数量

12 1.5 倍 18 

表 8 CNGディスペンサー構成機器における実放出源の算出結果

構成機器

放出源

放
出
数
量

構
成
機
器
数
量

放
出
源

小
計

放出源

の総数
実
放
出
源
と
な
る

比
率

実放出源

の数量

大分類 小分類

シ
ン
グ
ル

ダ
ブ
ル

ダ
ブ
ル

弁類

手動弁 A 
ねじ接続部 2 

2 8 
グランドシール部 2     

手動弁 B 
ねじ接続部 2 

4 12 
グランドシール部 1     

調節弁
ねじ接続部 2 

1 3 
グランドシール部 1 56 112 10% 12 

遮断弁
ねじ接続部 2 

2 6 
グランドシール部 1     
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継手類

エルボ ねじ接続部
2 3 6 

ストレート ねじ接続部

チーズ ねじ接続部 3 5 15     

測定

器具類

流量計 ねじ接続部 2 1 2     
圧力計/圧力
センサー

ねじ接続部 1 4 4     

(3)  放出量の設定
 危険箇所の範囲を算出するためのディスペンサー周辺における放出量は、放出源 1 箇
所当たりの放出量と放出源の数量を乗じて算出する。そのディスペンサー周辺における放

出量を表 9に示す。

表 9 CNGディスペンサー周辺における放出量
放出源 1 箇所当たり

の放出量

ディスペンサー構成機器からの放出量

放出源の数量 放出量

5.65 mL/min 18 箇所 101.7 mL/min 

(4)  爆発下限界
JIS C 60079-10：2008の付属書 B「換気」の「B．4危険区域による換気度及びその効果
の評価」の式 B.１において、放出等級が連続等級放出源及び第一等級放出源の場合の爆
発下限界に適用する安全率は 1/4の「0.25」、第二等級放出源の場合は 1/2の「0.5」が示さ
れている。

 上記の安全率と他で使われている安全率の混同を避けるため、以下、本基準では上記の

安全率を安全係数に置き換え、本基準で爆発下限界に適用する安全係数は 1/4 の「0.25」
（安全率 4.0の逆数）とする。CNG（都市ガス 13A）の爆発下限界と爆発下限界に適用す
る安全係数を表 10 に示す。表 11 に都市ガス 13A の構成ガスの組成比と各構成ガスの分
子量及び爆発下限界を示した。

表 10 CNG（都市ガス 13A）の爆発下限界と爆発下限界に適用する安全係数

爆発下限界（LELm）の算出（JIS C 60079-10：2008、付属書 B参照）

LELm=0.416×10-3×M×LELv
   =0.416×10-3 mol/m3×18.36 kg/kmol×4.51 % 

=0.03445 kg/m3

M: モル質量［kg/kmol］

表 11 都市ガス 13Aの構成ガスの組成比と各構成ガスの分子量及び爆発下限界

モル質量 18.36 kg/kmol  
爆発下限界（LELm） 0.03445 kg/m3

爆発下限界

（LELv［体積分率%］）
4.51 % 

ル・シャトリエの式より、表 11の都市ガス 13Aの
爆発下限界（LELv）を求めた。

LELv=100/(89.6/5.0+5.62/3.0+3.43/2.1+1.35/1.8) 
     =4.51 % 

爆発下限界（LELm）に

適用する安全係数（k）
0.25  

ガス メタン エタン プロパン ブタン

組成比 ［%］ 89.60  5.62   3.43  1.35 
分子量［-］ 16.04 30.07 44.1 58.12 

爆発下限界 LELv［体積分率%］ 5.0 3.0  2.1 1.8 
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出所：【組成比、分子量】東京ガス株式会社 HP（閲覧日 2015.11.16）
【爆発下限界】 国際化学物質安全カード

（メタン 2000.10、エタン 2006.04、プロパン・ブタン 2003.11）
(5)  換気効率

JIS C 60079-10：2008の付属書 B「換気」の「B.4危険区域による換気度及びその効果
の評価」の式 B.4 において、換気効率 f は理想的で換気障害なしの場合の「1」から換気
障害ありの「5」が示されている。本基準ではステーション内の機器レイアウトのほか地
形及び気象等も様々であることから、換気効率は安全側を採用して最も悪い条件の換気障

害あり「5」とする。気象条件と換気効率に対する安全率を表 12に示す。

表 12 気象条件と換気効率

気象条件 周囲温度：40 °C 

地形
実換気効率 安全率 換気効率 f

1 5.0 5 

6.3 換気度の決定【ステップ 3】
JIS C 60079-10：2008「5.3換気度」及び「付属書 B」参照。

仮想の空間Vz（可燃性ガスの平均濃度が爆発下限界に安全係数を乗じた値となる容積、

以下「仮想の容積」という。）が非常に小さい場合、又は換気流量が非常に制限されてい

ない屋外における換気度は「中換気度」とされている。換気度の分類と仮想の容積（Vz）

による換気度の評価基準例を表 13に表す。

表 13 換気度の分類と仮想の容積(Vz)による換気度の評価基準例
換気度 解説 換気度の評価基準例

高換気度

ガスの放出源において濃度を実

質的に瞬時に低下させ、爆発下限

界未満に抑えることができる換

気の能力。その結果として危険箇

所が無視できる範囲となる。ただ

し、換気の有効度が“良”以外の場
合、その無視できる危険度区域の

周辺に別の区分の危険範囲が存

在することがある。

仮想の容積（Vz）と等しい容積のガス

状の爆発性雰囲気に着火した場合の温

度及び/又は圧力の突発的上昇による
損傷の範囲が無視できる場合にだけ、

換気は高換気度とみなす。

通常 Vzが 0.1 m3未満の場合、危険箇所

の容積はVzに等しいとみなすことがで

きる。

中換気度

ガスの放出源が継続する場合で

あっても、その濃度の上昇を抑制

し、又は低減することができる換

気の能力。そこでは、放出が停止

した後にはガス状の爆発性雰囲

気が過度に維持することはない。

換気が高換気度でも低換気度でもない

場合“中換気度”とみなすことが望まし
い。一般に Vｚは実際の換気対象となる
全容積(V0)を下回るか又は等しい。
Vｚが閉鎖空間の容積を大幅に下回る
場合、その空間の一部だけを危険箇所

として区分してもよい。閉鎖空間の寸

法によっては、容積 Vｚが閉鎖空間と同
一のこともある。この場合、閉鎖空間

のすべてを危険箇所と区分する。

Vｚが非常に小さい場合、又は換気流量
が非常に制限されている場合以外は屋

外での換気は“中換気度”とみなしてよ
い。
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低換気度

ガスの放出が継続する場合、その

濃度上昇を抑制し、若しくは低減

することができず、又はガスの放

出が停止した後も爆発性雰囲気

が長時間継続することを防止で

きない換気の能力。

Vｚが V0を上回る場合、換気は“低換気
度”とみなすことが望ましい。

出所：JIS C 60079-10：2008「付属書 B」

6.4  換気の有効度の決定【ステップ 4】
JIS C 60079-10：2008「5.4換気の有効度」及び「付属書 B」参照。

屋外における換気は自然換気で、通常、実質的に連続して存在する最低風速 0.5 m/sを
もとに換気の評価を行うため、換気の有効度は「良」としている。表 14に換気の種類と
有効度の評価例を、表 15に換気の有効度の分類を示す。

表 14 換気の種類と有効度の評価例
換気の種類 解説 有効度の評価例

自然換気

風及び／又は温度勾配によっ

て生じる空気の移動による換

気をいう。自然換気は壁及び

／又は屋根に開口部がある建

物などの特定の屋内の状況に

おいても有効である。

屋外では、通常、実質的に存在する最低

風速 0.5 m/sをもとに換気の評価を行
う。この場合、換気の有効度を”良”とみ
なしてよい。

強制換気

換気に必要な空気の移動は、

ファン又は排気装置などの人

工的手段で確保する。ある区

域の強制換気は全体的でも局

所的でもよい。

換気装置の信頼性及び（一例として）予

備送風機の利用の可能性を考慮する。有

効度を“良”にするためには、故障時には
予備送風機の自動始動が通常は必要で

ある。しかし、換気装置の故障時に可燃

性物質を放出する手段がとられていれ

ば、その換気装置の運転を前提に決めた

危険箇所分類を変更する必要はない。す

なわち換気の有効度を“良”とみなして
よい。

出所：JIS C 60079-10：2008「5.4換気の有効度」及び「付属書 B」

表 15 換気の有効度の分類

換気の

有効度
解説

良
連続した換気が行われている場合をいう。なお、強制換気の場合には、換気装

置が故障した場合には予備の換気装置が自動的に稼動するよう措置を行うこ

と等が必要である。

可
通常運転中に換気が行われているが、低頻度で短時間の換気の停止が許容され

る場合をいう。なお、強制換気の場合には、通常運転中には連続して換気を行

うが、故障時には換気が停止する場合も含まれる。

弱
良及び可のいずれでもないが、長期にわたる換気の停止はない場合をいう。な

お、強制換気の場合には、通常運転中において連続ではないものの換気を行う

場合が含まれる。

出所：厚生労働省労働基準局長通達（平成 20年 9月 25日基発第 0925001号）
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6.5  危険箇所の区分の決定（換気の影響）【ステップ 5】
JIS C 60079-10：2008「4.3 危険度区域の区分」及び「付属書 B」参照。

放出等級に加え、換気度及び換気の有効度から、ディスペンサーの危険箇所の区分は「第

二類危険箇所」に該当する。表 16に危険箇所の区分への換気の影響を、表 17に危険箇所
の種別を示す。

表 16 危険箇所の区分への換気の影響

出所：厚生労働省労働基準局長通達（平成 20年 9月 25日基発第 0925001号）

表 17 危険箇所の種別
危険箇所 解説 具体例

特別

危険箇所

爆発性雰囲気が通常の状態にお

いて、連続して又は長時間にわた

って、若しくは頻繁に存在する場

所をいう。

① 蓋が開放された容器内の可燃性液

体の液面付近

放出等級

換気

高換気度 中換気度 低換気度

有効度

“良” 

有効度

“可” 

有効度

“弱” 

有効度

“良” 

有効度

“可” 

有効度

“弱” 

有効度“良”、

“可”又は
“弱” 

連続等級
非危険

箇所

第二類

危険箇所

第一類

危険箇所

特別

危険箇所

特別

危険箇所

(当該箇所
と非危険箇

所との間は

第二類危険

箇所) 

特別

危険箇所

(当該箇所
と非危険箇

所との間は

第一類危険

箇所) 

特別

危険箇所

第一等級 a) 非危険

箇所

第二類

危険箇所

第二類

危険箇所

第一類

危険箇所

第一類  

危険箇所

(当該箇所
と非危険箇

所との間は

第二類危険

箇所) 

第一類  

危険箇所

(当該箇所
と非危険箇

所との間は

第二類危険

箇所) 

第一類

危険箇所

(条件によっ
ては特別危

険箇所 c)) 

第二等級 b) 非危険

箇所

非危険

箇所

第二類

危険箇所

第二類

危険箇所

第二類

危険箇所

第二類

危険箇所

第一類

危険箇所

(条件によっ
ては特別危

険箇所 c)) 

a) 第一等級の放出源の付近に連続等級の放出源がある場合には、第一類危険箇所及び第二類危険箇
所を広めにとること。

b) 第二等級の放出源の付近に第一等級又は連続等級の放出源がある場合には、第二類危険箇所を広
めにとること。

c) 換気の能力が非常に低く、爆発性雰囲気が実質的に連続して存在する場合、特別危険箇所となる。
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第一類

危険箇所

通常の状態において、爆発性雰囲

気をしばしば生成する可能性が

ある場所をいう。

① 通常の運転、操作による製品の取出

し、蓋の開閉などによって可燃性ガ

スを放出する開口部付近

② 点検又は修理作業のために、可燃性

ガスをしばしば放出する開口部付

近

③ 屋内又は通風、換気が妨げられる場

所で、可燃性ガス又は蒸気が滞留す

る可能性のある場所

第二類

危険箇所

通常の状態において、爆発性雰囲

気を生成する可能性が少なく、ま

た、生成した場合でも短時間しか

連続しない場所をいう。

① ガスケットの劣化などのために可

燃性ガスを漏出する可能性のある

場所

② 誤操作によって可燃性ガスを放出

したり、異常反応などのために高

温、高圧となって可燃性ガス又は蒸

気を漏出する可能性のある場所

③ 強制換気装置が故障したとき、可燃

性ガスが滞留して爆発性雰囲気を

生成する可能性がある場所

④ 第一類危険箇所の周辺又は第二類

危険箇所に隣接する室内で、爆発性

雰囲気がまれに侵入する可能性の

ある場所

出所：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）

6.6  適切な計算によって危険箇所の範囲を決定【ステップ 6】
JIS C 60079-10：2008「4.4 危険度区域の範囲」及び「付属書 B」参照。

6.6.1  危険箇所の範囲の計算方法
 危険箇所の範囲の計算方法は、JIS C 60079-10：2008の「付属書 B」に示す計算式及び
評価により求める。また、各ステップで設定した危険箇所の範囲を計算するための設定値

を表 18に示す。

(1)  仮想の容積 Vzによる換気の評価

 仮想の容積 Vzは、可燃性ガスの平均濃度が爆発下限界（LELm）に安全係数 kを乗じた
値を表し、この kの値は「0.25」又は「0.5」のいずれかとする。本基準では前出のとおり
「0.25」とした。これは、推定した仮想の容積の末端において可燃性ガスの濃度が爆発下
限界よりも大幅に低く、濃度が爆発下限界を上回る容積が Vzよりも小さいことを示す。

 また、仮想の容積 Vzは、各放出等級に対する換気度を、高換気度、中換気度、低換気

度と評価するための手段としても使用できる。

(2)  最小換気流量の算出
 仮想の容積 Vzを確定するために、先ず放出された可燃性物質を爆発下限界未満の必要

な濃度まで希釈するための新鮮な空気による仮定の最小換気流量を算出する。

 これは次式によって算出することができる。

/293//dd/dd mmaxmin TLELktGtV



- 11 - 

ここに、

(3)  仮想の容積 Vzの算出

 放出源における有効な換気は、単位時間当たりの新鮮な空気による換気回数 C と補正
係数 fによって求めることができる。

CtVfV //dd minZ

 ここに、  
f ：爆発性雰囲気の希釈効果を織り込んだ換気効率

f の範囲(値)は、1（理想的で換気障害なしの場
合）～5（換気障害あり）

Cは、単位時間当たりの新鮮な空気での換気回数［1/s］であり、次による。

ここに、

 屋外設置の場合、非常に遅い流速であっても換気回数は非常に多い。例えば、屋外の一

辺が 15 mの仮想の立方体空間について考察すると、この場合、約 0.5 m/sの風速でも 3,400 
m3の容積 V0に対して 1 秒当たりの新鮮な空気との置換回数、つまり換気回数は 100 /h
（0.03 /s）を超える値となる。
 屋外設備では、C = 0.03 /sが見込めるので、仮想の容積 Vzは次式を使用して概算値を求

めることができる。

/0.03/dd minZ tVfV

ここに、

ただし、屋外の場合、拡散は様々な拡散作用の結果として一層迅速となるため、この式

で求められる値は一般に過大な容積となる。これを避けるために補正係数 fの値の実際の
選択に注意する必要がある。

(4)  持続時間 tの推定
 ここで求められる持続時間 tの数値それ自体は、危険箇所の区分を決定するものではな
い。これは追加情報であり、そのプロセス及び状況に特有の時間尺度と比較しなければな

min/dd tV ：換気の最小換気流量［m3/s］

max/dd tG ：放出源における最大放出量［kg/s］
LELm ：爆発下限界［kg/m3］
k ：LELmに適用する安全係数

k = 0.25
T ：周囲温度（絶対温度［K］）

dV0/dt ：検討対象の容積を換気する総流量［m3/s］
V0 ：検討対象の放出源周辺において実際の換気対象とな

 る（プラントの制御範囲）の全容積［m3］

f ：阻害された空気流量を考慮に入れた係数（換気効率）

(dV/dt)min ：換気の最小換気流量［m3/s］
0.03 ：1 秒当たりの換気回数［1/s］

00 )//d(d VtVC



- 12 - 

らない。

 放出停止後、平均濃度が初期値 X0から LEL×kまで減少するために必要な時間 tは次式
から求められる。

0/ln/ XkLELCfｔ

ここに、

表 18 ディスペンサー周辺の危険箇所の範囲を算出するための設定値

※JIS C 60079-10：2008に示す評価又は数値

X0 ：LELと同一の単位。すなわち体積分率%又は kg/m3で測

定された可燃性物質の初期濃度
C ：単位時間当たりの換気回数
t ：Cと同一の単位。Cが 1 秒当たりの換気回数のとき、

時間 tは秒単位になる。
f ：阻害された空気流量を考慮に入れた係数（換気効率）

で、Vzを決める時に適用した数値と同じ。
ln ：自然対数
k ：LEL に関連した安全係数で、(dV/dt)minを決める時に適

用した数値と同じ。

条件 単位 数値 備考

放出源 1 箇所当たりの放出量 ml/min 5.65  
放出源の数量 箇所 18 安全率 1.5 
 放出源の総数 箇所 112  
 実放出源になる比率 % 10  
CNGモル質量（M） kg/kmol 18.36  比重 0.64 
爆発下限界（LELv） % 4.51  
放出等級 第二等級 ※

爆発下限界に適用する安全係数（k）  0.25 安全率 4.0 
放出速度 m/s 0  
換気対象となる全容積（V0） m3 3,400 ※

風速 m/s 0.5 ※

換気回数（C） /s 0.03 ※

周辺温度（T） °C 40  
地形 換気障害あり

換気効率（f）  5 安全率 5.0 
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6.6.2  危険箇所の範囲の計算
ディスペンサー外部、内部、接続配管における危険箇所の範囲は、各ステップにおける

設定値と JIS C 60079-10：2008「付属書 B」による計算式により求める。

(1)  ディスペンサー外部の危険箇所
1)  危険箇所における換気度及びその効果の評価

仮想の Vz（0.0287 m3）は、屋外設備において 1辺が 15 mの仮想の立方体空間 3,400  
m3の容積 V0の仮定に対して、非常に小さい。また、ディスペンサーは屋外設置で「中換

気度」とみなすことができ、換気の有効度は自然換気「良」になることから、表 16によ
り第二等級放出源は第二類危険箇所に区分する。

仮想の容積 Vzが閉鎖空間の容積 V0を大幅に下回ることから、表 13に示す中換気度の

放出特性

モル質量 M 18.36 kg/kmol 
爆発下限界（LELm） 0.03445 kg/m3 

（体積分率：4.51 %）
放出等級 第二等級

安全係数（k） 0.25 
放出量（dG/dt)max 101.7 mL/min 
放出量（1 箇所） 5.65 mL/min 
放出源の数量 18 箇所

放出量（dG/dt)max［kg/s］

kg/s1039.1
 /1000 /1000/6018.36/22.4101.7

 /1000 /1000/60l]/22.4[L/mokg/kmolmL/min/dd/dd

6

maxmax MtGtG

換気特性

屋外設備

最低風速（屋外） 0.5 m/s 
換気回数（C） 0.03 /s 
換気効率（f） 5 
周辺温度（T） 313 K 
温度係数（T/293 K） 1.07   

吸気の最小体積流量 

/sm101.72
313/293mkg/0.034450.25[kg/s]/1039.1

/293//dd/dd

34

36

mmaxmin TLELktGtV

仮想の容積 Vzの評価

m0.0287
s]/s]/0.03[/m[1072.15

//dd

3

34

minz CtVfV

持続時間 

（最大）s747.53
)100/)0.2551.4ln((03.0/5

))/ln((/ 0v XkLELCft
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評価基準例により、その空間の一部の仮想の容積 Vzを危険箇所として区分する。

2)  危険箇所の範囲の形状

換気

設置場所 屋外

換気度 中換気度（屋外）

換気の有効度 良（自然換気）

危険箇所の区分への換気の影響 第二類危険箇所

危険箇所の範囲

危険箇所の容積 形状

0.0287 m3
球 半径 19.0 cm ⇒ 20 cm 

放出源から放出する CNGは漏えいで放出速度が遅く、大気開放後直ちに周囲へ拡散
する。

よって、ディスペンサー本体の外面の全てを放出源とみなし、その放出源から半径

20 cmの範囲を第二類危険箇所とする。

  【危険箇所の範囲】

   放出源からの全ての方向に 20 cm（半径ｒ）

第二類危険箇所

放出源

    地表面

r
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(2)  ディスペンサー内部の危険箇所
1)  危険箇所における換気度及びその効果の評価

仮想の容積 Vz（0.291 m3）がディスペンサー内容積 1.015 m3を下回ることから、表 13
により、換気度は検討対象の放出源に対して「中換気度」と評価される。

 また、換気の有効度は自然換気「良」になることから、表 16 により第二等級放出源
は第二類危険箇所に区分する。ただし、Vz（0.291 m3）がディスペンサー内容積 1.015 m3

に対して非常に小さいとは言えないため、リスクの状況に応じて第一類危険箇所に十分

対応できる機器を選定することが望ましい。

危険箇所の範囲を球の体積で考えると、その球の半径は 42 cmとなるが、ディスペン
サーの寸法を考慮してディスペンサー内部空間の全てを危険箇所と区分する。

放出特性

モル質量 M 18.36 kg/kmol 
爆発下限界（LELm） 0.03445 kg/m3 

（体積分率：4.51 %）
放出等級 第二等級

安全係数（k） 0.25 
放出量（dG/dt)max 101.7 mL/min 
放出量（1 箇所） 5.65 mL/min 
放出源の数量 18 箇所

放出量（dG/dt)max［kg/s］

kg/s1039.1
 /1000 /1000/6018.36/22.4101.7

 /1000 /1000/60l]/22.4[L/mokg/kmolmL/min/dd/dd

6

maxmax MtGtG

換気特性

屋内設備
換気特性の詳細

通気口断面積 60 cm2

開口数 1 箇所

最低風速(屋外) 50 cm/s 
風量(側面積×50) 582,700 cm3/s 
開口率(60/側面積) 0.515 % 
筐体空気流入量 3,000 cm3/s 
内容積 1,015,000 cm3

換気時間 338.333333 s 
換気回数 0.00295566 /s 

最低風速（屋外） 0.5 m/s 
換気回数（C） 0.00295566 /s 
換気効率（f） 5 
周辺温度（T） 313 K 
温度係数（T/293 K） 1.07  

吸気の最小体積流量 

/sm101.72
313/293mkg/0.034450.25[kg/s]/1039.1

/293//dd/dd

34

36

mmaxmin TLELktGtV

仮想の容積 Vzの評価

m0.291
5566[/s]/s]/0.0029m[1072.15

//dd

3

34

minz CtVfV

持続時間  

（最大）s7587.42
)100/)0.2551.4ln((00295566.0/5

))/ln((/ 0v XkLELCft
筺体の内容積 1.015 m3は、筺体の体積 1.216 m3から
内容物の体積 0.201 m3を減じて求めた。
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 (3)  接続配管の危険箇所
1)  危険箇所における換気度及びその効果の評価

仮想の容積 Vz（0.00160 m3）は、屋外設備において 1辺が 15 mの仮想の立方体空間
3,400 m3の容積 V0の仮定に対して、無視できるほど小さい。また、接続配管は、屋外

設置で「中換気度」とみなすことができ、換気の有効度は自然換気「良」になることか

ら、表 16により第二等級放出源は第二類危険箇所に区分する。
仮想の容積 Vzが閉鎖空間の容積 V0を大幅に下回ることから、表 13 に示す中換気度
の評価基準例により、その空間の一部の仮想の容積 Vzを危険箇所として区分する。

放出特性

モル質量M 18.36 kg/kmol 
爆発下限界（LELm） 0.03445 kg/m3 

（体積分率：4.51 %）
放出等級 第二等級

安全係数（k） 0.25 
放出量（dG/dt)max 5.65 mL/min 
放出量（1 箇所） 5.65 mL/min 
放出源の数量 1 箇所

放出量（dG/dt)max［kg/s］

kg/s1072.7
1000 /1000/60/18.36/22.45.65

1000 /1000/60/]ol /22.4[L/mkg/kmolmL/min/dd/dd

8

maxmax MtGtG

換気特性

屋外設備

最低風速（屋外） 0.5 m/s 
換気回数（C） 0.03 /s 
換気効率（f） 5 
周辺温度（T） 313 K 
温度係数（T/293 K） 1.07   

吸気の最小体積流量 

/sm109.58
313/293mkg/0.034450.25[kg/s]/1072.7

/293//dd/dd

36

38

mmaxmin TLELktGtV

仮想の容積 Vzの評価

m101.60
/s]/0.03m[1058.95

//dd

33

36

minz CtVfV
[/s] 

持続時間 

（最大）s747.53
)100/)0.2551.4ln((03.0/5

))/ln((/ 0v XkLELCft
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2)  危険箇所の範囲の形状

換気

設置場所 屋外

換気度 中換気度（屋外）

換気の有効度 良（自然換気）

危険箇所の区分への換気の影響 第二類危険箇所

危険箇所の範囲

危険箇所の容積 形状

0.00160 m3
球 半径 7.3 cm ⇒ 10 cm 

放出源から放出する CNGは漏えいで放出速度が遅く、大気開放後直ちに周囲へ拡散
する。

よって、接続配管の危険箇所は、ねじ接合継手等の放出源の周囲 10 cmの範囲を第二
類危険箇所とする。

  【危険箇所の範囲】

   放出源からの全ての方向に 10 cm（半径ｒ）

第二類危険箇所

放出源

    地表面

(4)  充 ホース及び充 ノズルの危険箇所の設定対象からの除外
1)  充 ホースの危険箇所対象からの除外について

CNGでは、ホースメーカーのホースの透過試験の結果は 0.02 mL/(hr･m)であり、
標準全長 3.3 mのホースの場合、その透過量は 0.0011 mL/minで極少量である。
 また、過去 20 年の実績からディスペンサーメーカーは、口金部も含め CNG デ
ィスペンサー用ホースが水素ディスペンサー用ホースよりも多く漏れることはな

いと評価している。

 よって、JPEC-S 0004（2014）同様にホースは除外する。 

【参考】

 「JPEC-S 0004（2014） “水素”ディスペンサー周辺の防爆基準（圧縮水素スタン
ド関係）一般社団法人 石油エネルギー技術センター」では、漏えい試験より樹脂

製充 ホースの安全性検証における最大放出量 0.43 mL/minから、ホースの漏えい
量は極めて少量であると判断している。この放出量は全体（全長 4 m）の放出量を
示し、そのホース全体の放出量が 1 箇所の放出源から放出したと仮定した場合で
あっても、危険箇所の範囲は極めて小さいことを示している。

r 



- 18 - 

 また、充 ホースは、使用上の特性から車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水

素を充 する時のみ加圧され、その充 時に限り充 ホースにおける透過及び口金

部からの水素放出を予測している。

しかし、充 時における車両とディスペンサーの間は作業用スペースであり、通

常は電気設備を設置しない。また、充 後の充 ホースは脱圧されて水素が放出さ

れる可能性も低いこと、更には充 ホースにおけるねじ接合継手や口金部等の放出

源の一部は、ディスペンサー外部の危険場所の範囲に含まれることなどから、充 

ホースは危険箇所の設定対象から除外している。

2)  充 ノズルの危険箇所対象からの除外について
6.6.2 危険箇所の範囲の計算 (3) 接続配管の危険箇所において、接続配管の危険

箇所は放出源の周囲 10 cmの範囲（第二類危険箇所）である。また、充 時におけ
る車両とディスペンサーの間は作業用スペースであり、通常は電気設備を設置しな

い。

CNGでは、「一般高圧ガス保安規則第 7条第 3項第 2号ロ 空気中の混入比率が

容積比率で千分の 1である場合において感知できるような臭いがするものを充 
すること。」により、水素と異なりガスに付臭している。付臭は、ガスの空気中の

混合容積比率が千分の 1以下で臭気を確認できるようにしているため、爆発下限界
濃度 4.51 %の 1/4に対して約 10 倍薄い濃度で臭気を確認することができる。
よって、充 従事者は、微量漏えいの場合においても直ちに感知し速やかに CNG
を遮断することができる。

 点検については、点検の頻度は日常点検（始業前、充 時など常に）・定期点検

（１ヶ月、６ヶ月、保安検査及び定期交換）であり、点検方法は目視・臭気・検知

器等で確実に実施している。

 以上のことより、危険性は極めて低いと考えられるため、危険箇所の設定対象か

ら除外する。

【参考】

 付臭ができない圧縮水素スタンド用水素について、JPEC-S-0004（2014）におい
て充 作業中のノズル接続部は、「一般高圧ガス保安規則 第 7 条の 3 第 1 項第 7
号 製造設備には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留する恐れのある場所

に、当該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。」の例

示基準 により、「充 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付近

に 1 個以上の検出端を持つ検知警報設備を 1 個以上設置し、常時に警報設定値は
0.1 %以下で漏えいを検知し、警報し、自動的に製造施設の運転を停止する。」こと
から、危険箇所の設定対象から除外している。
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6.7  ヘリウムから CNGへの換算係数の算出（圧縮性流体力学のチョークの現象より算出）
文献として、「圧縮性流体力学（中部大学教授・名古屋大学名誉教授 中村佳朗著、2014
年 4月）」を引用した。
パイプの中に流体を流す場合、パイプの最小断面積の部分での流れの速度が音速に等し

くなったとき、このパイプの質量流量は最大となる。それ以上、流量は増えない。この現

象をチョークと呼ぶ。これを簡単にイメージするには、上流側の貯気槽の圧力は一定にし

ておいて、これにパイプを取り付け、パイプの下流端の圧力を下げていく場合を考える。

パイプの下流端の圧力が、貯気槽の圧力と同じ場合には、パイプの中に流れは発生しない。

さらに下流端での圧力を下げていくと、パイプの断面が一番小さいところで、流れの速度

が音速に到達する。これ以上、下流端の圧力を下げても、パイプの中の流量は増加しない。

これがチョークである。弁類からの漏えい現象も同様の物理現象であると仮定した。

 最大流量 mmax［kg/s］は、最小断面の断面積 Aで決まり、以下の式で計算される。

�	 2
� 1

�	 /	 ��	 �/�	 �

� � /	 �1�

ここで、γは比熱比、Rは気体定数（J/K kg）、P0は貯気槽圧、T0は貯気槽温度である。

パイプ内の最大流量は、最小断面の断面積 A及び総圧（澱み圧力）P0に比例し、総温（澱

み温度）T0の平方根に逆比例する。

 ヘリウムから CNGへの換算係数（体積）は、上記の最大流量 mmaxを密度 ρ（標準状態）
で割り、単位時間当たりの体積（標準状態）に換算した数値の比から求めた。

ここで、ヘリウムと CNGの A、P0及び T0はそれぞれ等しい数値である。

2
� 1

�	 /	 ��	 �/�	 �

� � /	 /	
（換算係数）＝          ＝                    (2)

2
� 1

�	 /	 ��	 �/�	 �

� � /	 /	

2
� 1

�	 /	 ��	 �/�	 � 1
� � /	 /	

＝                                       (3)
2
� 1

�	 /	 ��	 �/�	 � 1
� � /	 /	

 式(3)に代入する数値を以下に示し計算する。
表 19に 25 MPaにおけるヘリウムと CNG成分（メタン、エタン、プロパン、ブタン）

の比熱比を示す。ここで、CNG の比熱比はプロパンとブタンの数値が不明のため、成分
中の数値が最大と考えられるメタンの数値を適用した。

表 19 25 MPa時のヘリウムと CNG成分の比熱比 γ［-］
     温度［K］  ※ディスペンサーの常用温度-10 °C～+ 40 °C 

260 280 300 320 
ヘリウム 1.633 1.633 1.634 1.635 
メタン 2.078 2.014 1.910 1.802 
エタン 1.634 1.650 1.654 1.658 
プロパン

ブタン

出所：流体の熱物性値集（日本機械学会、1983年 8月発行）

CNGの換算体積

ヘリウムの換算体積

mmax

CNG

CNG

He

He
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表 20には標準状態（0.1 MPa、273.15 K）における密度 ρを示す。

表 20 ヘリウムと CNG成分及び CNGの密度 ρ

標準状態（0.1 MPa、273.15 K）

密度 ρ［kg/m3］

ヘリウム 0.17615 
メタン 0.7162 
エタン 1.342 
プロパン 1.969 
ブタン 2.595 
CNG 
（P6組成比より）

0.8197 

出所：流体の熱物性値集（日本機械学会、1983年 8月発行）
都市ガス工業概要（基礎理論編 一般社団法人日本ガス協会、平成 24年改訂版）

異なる温度における換算係数の計算結果を表 21に示す。

表 21 25 MPaにおける換算係数の計算結果
温度［K］

260 280 300 320 

ヘリウム CNG ヘリウム CNG ヘリウム CNG ヘリウム CNG 

【25MPa】
比熱比

γ 
［-］

1.633 2.078 1.633 2.014 1.634 1.910 1.635 1.802 

気体定数
R 

［J/K kg］
2078.5 452.8 2078.5 452.8 2078.5 452.8 2078.5 452.8 

【標準状態】

密度
ρ 

［kg/m3］

0.17615 0.8197 0.17615 0.8197 0.17615 0.8197 0.17615 0.8197 

換算係数 0.4972 0.4924 0.4842 0.4752 

 表 21より、ヘリウムを CNGへ換算する換算係数は最大値である 0.4972とする。
以上より、70 MPaのヘリウムを用いた漏えい試験の漏えい量（標準状態換算値）31.8 

mL/minに 25 MPaへの換算（25/70 倍）と換算係数 0.4972を乗ずることで、CNGディス
ペンサーにおける放出源 1 箇所当たりの放出量は 5.65 mL/minとなる。
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7．添付資料 2 関係法令
労働安全衛生法関係
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高圧ガス保安法関係


