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２．最近の高圧ｶﾞｽ保安法
違反例から学ぶ遵守すべき項目

３．高圧ｶﾞｽ移動の技術基準

４．高圧ｶﾞｽの輸送心得

５．高圧ｶﾞｽの事故事例

６．高圧ｶﾞｽ容器の管理
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１．はじめに
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ガスがどんな所で利用されているのか？

乗り物
●航空機タイヤ封入 窒素

●ロケット燃料用 水素
●バルーン用 ヘリウム
●超伝導用 液体ヘリウム
●燃料電池自動車 水素

食品
●食品梱包への封入 窒素

●ボトルの内圧強化 窒素
●ビール用 炭酸ガス
●炭酸飲料 炭酸ガス
●食品冷却用 液体窒素

病院
●血液、遺伝子、組織などの

凍結保存用 液体窒素
●汚染、感染防止の面から
合成空気 窒素＋酸素
●麻酔用 亜酸化窒素

農業

●温室、植物工場用
炭酸ガス

●牛の飼料用 アンモニア

家庭
●燃料用 ＬＰガス

●冷蔵庫、エアコン用
フルオロカーボン

●管球封入用ガス アルゴン
ネオン、クリプトン、キセノン

その他
●エアゾール助剤 ＬＰガス

●プラズマＤＰ ﾈｵﾝ・ｷｾﾉﾝ
●熱処理用 窒素
●貴重品、美術品保管 窒素
●遊びの用途 ヘリウム
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これら高圧ガスおよび関連設備はその取り扱いを誤れば大きな事故を
引き起こす危険を有しています。

高圧ガスは取り扱いを
誤ると事故が発生

火災

爆発

その他

凍傷、窒息

ガス中毒

破裂

高圧ガスと災害
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２．最近の高圧ｶﾞｽ保安法違反例
から学ぶ遵守すべき項目
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最近の高圧ガス保安法違反例 １

・販売主任者の変更を怠った
（法律第二十七条の二 第5項）

・保安台帳、容器管理帳簿や周知義務
の不履行
（法律第六十条）

【販売】

・無届の場所に貯蔵した
（法律十七条の二）

・車両に容器を貯蔵
（経済産業省内規 基本通達）

【貯蔵】

・車両に警戒標がない
（法律二十三条）

【移動】
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販売事業の届出

販売事業廃止の届出

販売主任者選解任の届出

＊従業者に対して保安教育の実施

＊販売の方法の基準の遵守

＊帳簿の記載

＊消費者への周知

法第２０条の４～６
２１条、２７条、
２８条、６０条

定
め
ら
れ
た
ガ
ス
の

種
類
の
販
売
に
限
る

定
め
ら
れ
た
ガ
ス
の

種
類
・
用
途
に
限
る

２０日前

販売に対する規制
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販売事業の法的手続き

①事業の届出をする必要のない場合

・第一種製造者がその製造をした高圧ガスをその事業において販売
するとき。

・貯蔵数量が、常時５ｍ３未満の販売所において、次のガスを販売
するとき。

1)医療用の高圧ガス(在宅酸素療法用の液化酸素を除く)

2)容器の内容積が300ｍＬ以下であって、温度35℃で圧力20
Ｍpa以下の高圧ガス

3)消火器内の高圧ガス

4)内容積1.2Ｌ以下の容器内の液化フルオロカーボン

5)自動車又はその部分品内における高圧ガス
(経済産業大臣が定めるものを除く)

6)経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス
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販売事業の法的手続き

②届出の手続き

・販売事業を届け出ようとする者は、販売所ごとに、事業開始の日

の20日前までに高圧ガス販売事業届に以下に定める書類を添えて

販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない

1)販売の目的を記載した資料

2)販売の方法に係る技術上の基準に対応する事項を記載した資料

※届出をした者を｢販売業者｣と言う。なお液石法により登録を受け
た者は｢販売事業者｣と言う。

③販売廃止の届出

・高圧ガスの販売の事業を廃止した時は、都道府県知事に遅滞なく

届け出なければならない。
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④販売するガス種類の変更

・販売する高圧ガスの種類を変更した時は、都道府県知事に遅滞なく

届け出なければならない。

｢販売する高圧ガスの種類の変更」に該当しない変更は、次の1)～

3)までに掲げる同一区分内のガス種類の変更である。

1)冷凍設備内の高圧ガス

2)液化石油ガス
(炭素数3又は4の炭化水素を主成分とするのに限り1)を除く)

3)不活性ガス(1)を除く)

⑤販売主任者の選解任届出

・販売業者は販売主任者を選任し、都道府県知事に届け出なければ

ならない。解任した時も同様である。(販売所ごとに必要)

販売事業の法的手続き
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高圧ガス販売主任者の資格と職務

以下の資格と経験が必要である！

販売の区分
免状の種類

(いずれかの免状取得者を選任する）
ガス取扱い

経験

一般高圧
ガス

・第一種販売主任者
・甲種化学・機械、乙種化学・機械
責任者免状 販売又は

製造経験
が6ヶ月
以上*液化石油

ガス

・第二種販売主任者
・甲種化学・機械、乙種化学・機械
責任者免状
・丙種化学（液石）免状

*「販売に関する6ヶ月以上の経験」に伝票販売の経験も認められる。
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高圧ガス販売主任者の職務

（平成20年 JIMGA発行「高圧ガス販売事業所・自己診断指針」）

No. 内 容

1 高圧ガス関連の申請・届に関する関係書類の管理、確認等

2 販売事業所の定期検査の実施

3 容器置場の維持管理と整備（高圧ガス保安法・毒物及び劇物取締法）

4 販売方法の技術上の基準の遵守と周知徹底

5 貸与設備及び容器の維持管理 ⇒ 不明容器、放置容器（事故、テロ防止のため）

6 周知及びSDSの配布状況並びに記録の保管状況の確認と未実施分についての担当者への指示

7 販売先等への保安指導の実施 ⇒ 消費者での事故防止、非合法の消費者への販売抑止

8 社員に対する保安教育の実施と記録

9 異常状態に対する措置及び記録

10 販売先保安台帳の整備及び保管の管理・指導 ⇒ 販売先の保安確保、違法販売先への販売防止

11 高圧ガス等の容器受払い時の容器授受簿の記載、保存

12 高圧ガス関係資格取得の推進

13 保安に関する情報の収集及び周知

14 移動の基準が確実に遵守されていることの確認 ⇒ 昨年は移動時の事故増加、再確認を！

15 緊急防災工具などの維持管理

16 異動等に伴う引継ぎ書の作成及び責任者が立会し、販売事業届受理書、選解任記録、保安教育等の引継ぎを行う

17
その他、毒劇物販売業及び医薬品販売業等の期間管理及び更新手続き、毒物及び劇物の授受記録の確認及び保
存等
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高圧ガス販売主任者の職務

１．高圧ガス関連の申請・届に関する関係書類の管理、確認等

①販売事業届出の保管状況

②販売事業届出の内容の更新と変更届提出状況

③販売しているガス種の届出状況
追加・変更があった場合にはその都度届出

④販売主任者の選解任届出の提出と写しの保管状況

⑤民生用LPガスを販売している場合
販売事業者の登録状況
所管庁へ所定(各種の保安対策等)の報告の実施と写しの
保管状況

2. 販売事業所の定期検査の実施

定期的に上記を確認すること
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高圧ガス販売主任者の職務

３．容器置場の維持管理と整備

事業所内に容器置場がある場合にはその容器置場に関して
以下の事を管理しなければならない。

①「貯蔵所」の許認可証の保存状況

②警戒標の掲示状況
「高圧ガス容器置場（貯蔵所）」「火気厳禁」「無断立
入禁止」「油脂厳禁」「販売主任者名」「緊急連絡先」等

③置場距離の確保が最終届出控えと同様か充填容器と残ガス
容器の区分状況

④許可された容器置場に貯蔵されているか

⑤転倒転落防止措置状況

⑥消火器の適切な設置等
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高圧ガス販売主任者の職務
４．販売方法の技術上の基準の遵守

①引渡す容器は、腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、
かつ、ガス漏れがないこと。

②引渡すLPガス及び圧縮天然ガス容器は、充填期限の
明示があり、充填期限を6ヶ月以上経過していないこと

５．貸与設備及び容器の維持管理

①容器貸借契約を行っている場合、写しの保管状況

②使用済み容器の早期返却のための行動を起こしている。

③ＣＥ等の貸与設備に関しては、申請後の許認可番号を
管理する。
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高圧ガス販売主任者の職務

６．周知及びSDSの配布状況並びに記録の保管状況の確認
と未実施分についての担当者への指示

【SDS】

①法定のSDSが配布され、記録の整備状況
（データベースに登録）

新規ガスを販売した場合、MSDSの配布のほかに
『販売係る高圧ガスの種類変更届書』を都道府県に

届出なければならない。

②配布されたMSDSは最新であることの状況確認
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高圧ガス販売主任者の職務

７．販売先等への保安指導の実施と保安台帳裏書の確認

①保安講習会の企画・開催

②保安記録（SDS配布・周知文書配布・保安講習会開催の記録）
を保安台帳に記載する

８．社員に対する保安教育の実施と記録の確認

① 年間教育訓練計画の有無状況

② ①の基づき計画通りに行われていることの実施状況

③ 高圧ガス団体等が実施する講習会への参加状況

④ 地域防災協議会などが実施する防災訓練への参加状況

⑤ 保安教育実施記録があり整備の状況

⑥ 委託運送会社その他に対し、保安教育が実施され記録が保管

されていることの状況
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高圧ガス販売主任者の職務

９．異常状態に対する措置及び帳簿

貯蔵所に異常（設備事故・盗難など）が発生した場合、

①上記の状況・是正措置を帳簿に記載されなければならない
帳簿は10年間保管（法定）しなければならない。

②緊急時の連絡体制表に従って通報,連絡しなければならない

③緊急時の連絡先等が全員へ周知されているかの確認

１０．販売先保安台帳の整備及び保管の管理・指導

①直接販売してる販売店及びユーザーの台帳有無状況確認

②最新のデータに整備されていることの状況

③管理責任者がおり、責任を持って管理していることの状況

④所定の場所に保管されていることの状況
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何をしなければならないか【販売】

行政に届けている高圧ガス以外の高圧ガスを
販売していないこと

販売事業届の書式例
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販売台帳の書式例

容器授受簿が整備、保管されて
いること

何をしなければならないか【販売】
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保安台帳の書式例

販売先の保安台帳が全て
揃っていること

販売したガスと販売店が

販売したガスの整合性

何をしなければならないか【販売】
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現在の状況との整合性を
確認する

販売店向け保安台帳の書式例

何をしなければならないか【販売】
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保安台帳裏面の書式例

裏面には保安記録を随時更新すること

（記入する項目例）

・保安教育の実施記録

・周知文書の配布、受領記録

・ＳＤＳの配布、受領記録

何をしなければならないか【販売】
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高圧ガス販売主任者の職務

一般則

溶接・熱切断用 アセチレン、天然ガス、酸素

在宅酸素治療用 液化酸素

ｽｸｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ等呼吸用 空気、ナイトロックス

液石則
溶接・熱切断用 液化石油ガス

燃料用 液化石油ガス

但し、以下の事業所に販売した場合には周知義務はない。
①第一種製造者
②販売業者
③特定高圧ガス消費者
④車両用燃料の液化石油ガス消費者

【周知文書】
下表の高圧ガスの販売契約を締結した時及び周知させてから
1年以上経過して当該高圧ガスを引き渡した場合、周知文書
を配布しなければならない。
周知した記録は帳簿に記載し、2年間保管しなければならない。
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高圧ガス販売主任者の職務
１１．高圧ガス等の容器受払い時の容器授受簿の記載、保存の確認

①販売所においては販売した容器の授受を記録し、その授受
記録を2年間保管（法定）しなければならない。

②貯蔵所がある場合には貯蔵所において容器の授受を記録し、そ
の授受記録を2年間保管しなければならない。

③授受簿の記載内容は以下の通り

条 項 記載すべき事項

一般則第95条

･充てん容器の記号及び番号

･充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力
（液化ガスについては、充てん質量）

･授受先並びに授受年月日

液石則第93条

･充てん容器の記号及び番号

･充てん容器ごとの充てん質量（貯蔵所の場合）

･授受先並びに授受年月日
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高圧ガスを積載した車両での概ね２時間を超える駐車は、貯蔵に該当する。

一般則第50条、液石則第49条関係通達
★ 罰則 ★

法第23条で規定する移動の技術上の基準に違反すると30万円以下の
罰金（法第83条）

宵積みの禁止

車両での貯蔵は、禁止（貯蔵の許可･届出に従って貯蔵する場合を除く。）

一般則第18条、液石則第19条
★ 改善指導･罰則等 ★

１．法第15条第1項で規定する貯蔵の技術上の基準に違反すると50万円
以下の罰金（法第82条）。さらに、当該違反に対する都道府県による
改善指導（法第15条第2項）がある。

２．１の都道府県による改善指導に違反したとき、許可取り消し又は期
間を定めた貯蔵停止命令（法第38条）

３．２の貯蔵停止命令に違反した場合、6月以下の懲役若しくは50万円
以下の罰金、又は併科（法第81条）

【法規制事項】
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【宵積みの違反事例】
事例１ ２００６年７月２１日

概要：貯蔵所で保管しなければならないアルゴンガス等の高圧ガス
容器57本を事務所脇と塀の間に立てかけたままで貯蔵した。

処罰：貯蔵違反で警視庁に摘発され、保安法違反容疑で書類送検された。

発覚に至った経緯 ： 周辺住民からの通報

事例２ ２００７年６月
概要：ラックでの宵積みをしていた。

処罰：貯蔵違反で警視庁に摘発され、保安法違反容疑で書類送検された。

発覚に至った経緯：無届で高圧ガスの販売をしていた販売店に高圧
ガスを販売していたため、行政の立入があり発覚し

た。

事例３ ２０１４年２月
概要：貯蔵関連の届出をせずに、倉庫やトラックの荷台に高圧ガス容器を

積んだまま保管していた。

処罰：貯蔵違反で警視庁に摘発され、 保安法違反容疑で書類送検された。

発覚に至った経緯：周辺住民からの通報 P. 27

高圧ガス販売主任者の職務
１２．高圧ガス関係資格取得の推進の周知確認

①資格取得の推奨状況
②所有資格一覧表の作成、管理状況

所有資格一覧

・第一種販売主任者

・第二種販売主任者

・甲種化学製造保安責任者

・甲種機械製造保安責任者

・乙種化学製造保安責任者

・乙種機械製造保安責任者

・丙種化学（液石）製造保安責任者

・丙種化学（特別）製造保安責任者

・危険物取扱主任者
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高圧ガス販売主任者の職務
１３．保安に関する情報の収集及び周知

①保安に関する法改正・通達等の情報収集・周知。
②保安教育資料が整備されていることの状況確認。

１４．移動の基準が確実に遵守されていることの状況確認

①警戒標「高圧ガス」の掲示状況の確認。
②車両の最大積載量（車両の車検証の総重量）を越えて

積載しないことの確認。
③所定量以上を移動するときは移動監視者が監視している

ことの確認。
④運輸会社に必要なイエローカードを配布していることの

確認と運転手が「イエローカード」を常に携帯している
のかの確認

※「イエローカード」中の緊急連絡先の変更があった場合（住所及び電話

番号）、変更した「イエローカード」を再配布しなければならない。
P. 29

・行政に届けている高圧ガス以外の高圧ガスを
販売していないこと

・容器授受簿が整備、保管されていること

・販売先の保安台帳が全て揃っていること

・販売したガスと販売店が販売したガスの整合性

・周知対象の高圧ガス販売時に周知文書を配布
すること

何をしなければならないか【販売】

P. 30



【例】 酸素 イエローカード

緊急連絡先の記入

P. 31

１５．緊急防災工具などの維持管理

移動に必要な資材、薬剤、工具や保護具を所持していること。
バラ積み容器による移動に係る技術上の基準等の概要

可燃性ガス又は酸素の充てん容器等を車両により移動するとき
は、消火設備、防災資材、工具等を携行すること。

（解釈例）

高圧ガス販売主任者の職務

使い方についての教育も重要！

P. 32

高圧ガス販売主任者はその事業所全ての高圧

ガスの販売の責任者です。

また、他の従業員も販売主任者任せではなく、
以上の職務内容を理解してバックアップしてい
くことが保安の確保につながると思います。

高圧ガス販売主任者の職務

P. 33

【高圧ｶﾞｽの安全な取扱のための自主保安取組推進指針】

１．策定の目的

事故増加の主要因 ⇒ 保安意識,技術力の低下

安全の徹底 ⇒ 事業所が主体的に取組む保安
活動の強化が必要

（法令遵守は当たり前！）

（東京都基準）

【参考】

P. 34

自主保安により取組むべき事項(販売業者)
Ｎｏ
．

項 目 対 応

1 「自主保安管理規程」の作成 危害予防規程に準じた形で作成する。

（作成の手引き有り）

2 保安教育計画の作成

3 自主点検基準の作成と点検の実施 容器、容器置場、貯槽の点検項目、方法を定める。

4 高圧ガス消費者が使用する容器・貯槽 管理責任者を明確にする。

の管理主体の明確化

5 高圧ガス消費者への周知 周知義務のないガスも周知に努める。
保安関連事項の指導、講習会への参加呼びかけ等

6 配送委託先への移動基準の周知 委託配送先や事業所外に高圧ガスを移動して

消費する販売先に対して教育を行う。

7 高圧ガス小規模貯蔵設備設置指針 指針に適合するよう貯蔵する。

8 容器の長期留置や放置による事故の防止自主的に回収期限（返却期限）を設定する等で

保安の確保を行う。
9 従業者の能力の向上 販売主任者以外の従業者が製造責任者免状や

販売主任者免状の資格を取得するよう努める。

P. 35

自主保安により取組むべき事項(消費者)

Ｎｏ． 項 目 対 応

1 「その他消費に係る技術上の基準」に 不活性ガスの消費に関しては規制がないが、可燃

準じた不活性ガスの消費 支燃ガスと同等の基準で消費する。

2 盗難の防止のための措置 容器の保管・管理を厳重にし、工事現場等で無人

となる場合は、施錠等の盗難防止措置を行う。

3 溶接・溶断作業での逆火防止装置の利用 ｱｾﾁﾚﾝ以外の可燃性ｶﾞｽを用いる溶接・溶断作業

時も逆火防止装置を使用。自主検査も行う。

4 使用容器の管理期限の設定
販売業者のアドバイスを受け使用容器の管理
期限を定め、期限超過容器は返却する。

5 保安責任者の選任 保安責任者を選任し、保安教育を行う

6 バルク貯槽の自主管理・点検規程の 販売業者との間で貯槽の自主管理・点検の方法に

策定による保安管理 ついて定める。

その他、「自主保安管理規程」の自主的な作成や防災計画の作成等も解説
書で要求されている。

P. 36



罰則規定（販売）

・６ｶ月以下の懲役と
５０万円以下の罰金

（販売主任者の未選任及び職務不履行）

・５０万円以下の罰金

（販売方法の技術上基準違反）

・３０万円以下の罰金
（販売事業未届）

罰則について

P. 37

罰則規定（移動）

・３０万円以下の罰金

（移動の技術上基準違反）

罰則について

P. 38

罰則について

販売、移動、貯蔵に係る罰則

両罰規定（法第84条）

行為者を罰するほか、その法人又は人
に対して各本条の罰金刑を科する。

★従業員の違反⇒会社の違反である。

P. 39

P. 40

３．高圧ｶﾞｽ移動の技術基準

高圧ガスの移動 （法第２３条）

•移動の形態

– 車両に固定した容器による移動：タンク車(鉄道車両)
、タンクローリー、集結容器

– 車両に積載して移動：カードル、単体容器をトラック
などに積載して移動

– その他の移動：手による移動、導管

•移動(法第２３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

– 車両により高圧ガスを移動するには、その積載方法お
よ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(一般則第48ｰ50条)に従ってしなければならない

P. 41

高圧ガスの移動(バラ積み編)

•技術上の基準
を守ろう

P. 42



液化酸素を移動する場合
・消火設備

粉末消火剤を車両の左右にそれぞれ１個以上
（能力単位：Ｂ－８以上）

・応急措置に必要な資材及び工具等
赤旗
赤色合図灯又は懐中電灯
メガホン
ロープ（長さ15m以上×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
容器ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾊﾟﾅ又はﾓﾝｷｰｽﾊﾟﾅ
革手袋

【例示基準】

防災資機材の携行（一般則第４９条第１項第１４号）

P. 43

高圧ガスの移動時の携帯書類
（一般則第４９条第１項第１８、１９、２１号）

・移動監視者の資格の免状又は講習終了証明書
・注意事項を記載した書面（イエローカード）

（可燃性ガス、酸素、毒性ガスの移動時）
・荷送人の連絡先を記入した書面（連絡するための措置）
・高圧ガス防災事業所一覧表（応援を受けるための措置）

応援を受ける可能性のある高圧ガス防災事業所等の
連絡責任者の職名、電話番号及び所在地の一覧表

・高圧ガス地域防災協議会の会員証又は荷送人、移動
経路の近辺の第一種製造者等との申し合わせ書の写し
（応援を受けるための措置）

・運転免許証

P. 44

（一般則第４９条第１項第２１号）

イ エ ロ ー カ ー ド と は

法律上は

「・可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を移動するとき

・高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために

必要な注意事項を記載した書面

・運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させる」

書面は、イエローカードの様式（通産省環境立地局長通達）

記載内容（黄色の用紙に印刷）

①該当法規・危険有害性

②事故発生時の応急措置

③緊急通報、緊急連絡先

④災害拡大防止措置

※内容積２５㍑以下の容器で合計で５０㍑以下は除く。
（毒性ガスは少量でも対象）

P. 45

「車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。」

１．警戒標は、車両の前部及び後部の

見やすい場所に掲げる。

（小型車の場合、両面表示のものを

運転台の屋根付近の見やすい場所）

２．警戒標のサイズ（下記参照）

３．警戒標の文字 「高圧ガス」

黒地の金属板に蛍光黄

高圧ガス
高圧
ガス

車幅の３０％以上

横寸法の
２０％以上

面積
６００ｃｍ２以上

【例示基準】

または

高圧ガス

警戒標の掲示 (一般則第４９条第１項第１号）

P. 46

４．高圧ｶﾞｽの輸送心得

P. 47

・礼儀（マナー）よく

服装 ⇒ ヘルメット、作業着、安全靴

挨拶 ⇒ おはようございます

・環境ISOを知っていること

正しくは「環境マネジメントシステム」ISO14001:2015

略して環境ISOと言う。

趣旨は、地球環境を守ることで、

電力・燃料・ゴミの削減を目的にすることが多い。

顧客の信頼を得よう

P. 48



・法令遵守

高圧ガス保安法、道路交通法等で規制されている
ことを認識していること。

・液製品の危険性を知っていること

低温による危険性 ⇒ 凍傷

性質による危険性 ⇒ 支燃性、酸欠

圧力による危険性 ⇒ 破裂

液化による危険性 ⇒ 急激な圧力上昇

容量による危険性 ⇒ 事故の重大化

顧客の信頼を得よう

P. 49

・納入日時を守る

正しい作業手順、同一の作業要領で、

納入製品の品質を安定させることが大切。

顧客の信頼を得よう

P. 50

顧客ごとの特別要求事項を知っていること

多くの場合、顧客と荷主および運送会社の３社間で納入作業に関する

確認書が交わされている。

ここでは以下の項目が規定されている。

①保安責任

②作業上の責任区分

これら基本的事項に加えて下記のような特別事項が要求されて

いる顧客の場合は、その要求事項を知っておき、確実に遵守しな

ければならない。

遵守できなかった場合にはミス・トラブル・クレームとなり、

顧客からの信頼の低下につながる。

①納入時間指定

②納入車両車指定

③構内ルール、納品書の届け先

顧客の信頼を得よう

P. 51

運送会社の運送員さんは、

荷主の代表 です。

・公道を走行して広範囲の地域にて一般市民と接する。

・納入先では液・ﾊﾞﾗ瓶降ろし業務を行い、お客様と直接接する。

事故・ﾄﾗﾌﾞﾙ等で一般市民やお客様を巻き込まないように

『運送業務のプロフェッショナル』

であることが求められます。

交通ルールおよび移動の基準の遵守

時間通りの納品および気持ちよいマナー（おじぎ、挨拶）

納入先構内規則の遵守

正しい手順での液払い出しの作業

P. 52

一般ドライバーから寄せられたクレーム

①高速道路上で後方からあおられた

②信号待ちで後方に車間なく止まった

③合流時に無理矢理割り込まれた

④高速道路上で後方からパッシングされた

⑤信号待ちで隣に並ばれ睨まれた

⑥クラクションを鳴らされた

P. 53

認識の違い

一般ドライバーの認識
「～された」

ローリ乗務員の認識
「～したつもりはない」

P. 54



５．高圧ｶﾞｽの事故事例

P. 55

最近の災害事故件数

出典 ：「高圧ガス関係事故集計表」
平成31年 3月高圧ガス保安協会

P. 56

平成30年の【災害】事故件数は679件。過去ワースト。（事故件数：837件中）
【災害】事故の約8割（567件）は「製造事業所」で発生している。

全体（679件）

製造（567件）

消費（73件）

移動（19件）
その他（20件）

出典：「高圧ガス関係事故集計表」平成 31年 3月高圧ガス保安協会

高圧ガス事故件数【災害】

P. 57

現象区分別による災害件数と割合
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1.1% 2.3%

91.3%

4.0%
1.2%

爆発

火災

噴出漏洩

破裂･破壊

その他

高圧ガス【災害】事故の現象別では「噴出・漏洩」事故が91.3％を占め最多。

続いて、「破裂・破壊」4.0%、「火災」2.3%、「爆発」1.1%、「その他｣1.2%と続く。

「噴出・漏洩」を撲滅することが、高圧ガス事故低減の基本である。

出典：「高圧ガス関係事故集計表」平成 31年 3月高圧ガス保安協会

P. 58

高圧ガス災害事故原因

高圧ガス【災害】事故の発生原因としては、「設備の維持管理の不良」が47％を占め最多。

続いて「設備の設計、製作の不良」17％、「ヒューマンファクター」11%、

「組織体制の不良」3%、「その他」22％と続く。

高圧ガス【災害】事故撲滅のためには、「適切な設備の維持管理」、「適切な設備の設計・

製作」および高圧ガスに関係する方々の「教育と指導」が重要。
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17%

47%

3%

11%

22%
設備の設計、製作の不良

設備の維持管理の不良

組織体制の不良

ヒューマンファクター

その他

出典：「高圧ガス関係事故集計表」平成 31年 3月高圧ガス保安協会

P. 59

酸素ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ圧力調整器焼損事故

発生年月日：２００８(平成２０)年１月１４日

発生場所 ：京都市内

事故の概要：装置へ酸素ｶﾞｽを供給するためﾎﾞﾝﾍﾞの元ﾊﾞﾙﾌﾞを

開操作したと同時に圧力調整器が爆発（異常燃

焼）し、圧力調整器二次側ﾆｰﾄﾞﾙ弁部分が溶断さ

れ、大きな火炎が噴出した。

人的被害 ：研究員１名 Ⅱ度の火傷

物的被害 ：圧力調整器損傷、実験室壁焦げた跡

事故原因 ：圧力調整器一次側に急激に高圧（ﾎﾞﾝﾍﾞ元圧）が

かかったことによる断熱圧縮による着火 ⇒
燃焼したものと考えられる。

事故事例（消費中①）

P. 60



外観上、次の２種類がある。

容器弁の開閉時に、専用
の開閉ハンドルを使う。

容器弁のハンドルで
開閉する。

専用の開閉ハンドル

ハンドル

容器弁（圧縮ｶﾞｽ用容器弁）

P. 61

2003年8月 千葉県船橋市 医療用酸素容器の圧力調整器から発火
2002年9月 岡山県 純酸素マニホールドの減圧弁容損
2002年9月 埼玉県 古い調整器を使用。一次側圧力計が破損したため

近くにあった非禁油品の圧力計と交換。
容器弁を開けたら調整器から発火。

2001年1月 栃木県 救急車内で携帯用酸素容器の圧力調整器から
発火・爆発。

酸
素
ガ
ス

酸素ガス ＋ 断熱圧縮 ＋ 油脂分やごみ等の可燃性物質
＝ 爆発的な燃焼

調整器の一次側で900℃に
なると言われている。

⇒ ステンレスも溶損
危険！

バルブはゆっくり開ける

P. 62

低圧側
圧力計

高圧側
圧力計

調圧ハンドル

容器弁
接続継手

出口弁

右に廻すとガス
が流れる。

継手の外周部に
溝無し：右ねじ
溝付き：左ねじ

圧力調整器（外観）

P. 63

①容器に取り付ける前に、圧力調整器の調圧

ハンドルを緩めておく。

調圧ハンドルを緩める：左に回す。

②圧力調整器の圧力計の正面に顔を向けない。

③容器弁は静かに開き、ガスの圧力が徐々に上がるよう
にする。

④取付け箇所を発泡液等により気密性を確認する。

⑤圧力調整器の出口圧力は、低圧圧力計を見ながら調圧
ハンドルを時計方向に回し、所定の圧力に設定する。

⑥使用が終了したときは、調圧ハンドルを緩めておく。

圧力調整器の取り扱い

P. 64

高圧側
圧力計

低圧側
圧力計

調圧ハンドル

大スプリング

ダイヤフラム

弁体

ステム

小スプリング

圧力調整器による減圧は、ばね
により発生する力とガス圧力の
釣り合いにより行われる。

調圧ハンドルを右に回して
大スプリングを押し込む

圧力調整器（原理）

P. 65

高圧側
圧力計

低圧側
圧力計

調圧ハンドル

大スプリング

ダイヤフラム

弁体

ステム

小スプリング

圧力調整器（圧力計の破損）①

P. 66



長期間放置されていたＮ2容器の破裂

発生年月日：２００４(平成1６)年７月２４日２０時４５分頃

発生場所 ：千葉県食品製造販売会社

事故の概要：１６年前にN2ガスとCO2＋エチルアルコール

混合ガスを購入した。食品加工に約半年間使用

したのみで、その後塩素系の消毒液を使用する

調理場内に約１５年間も放置され、N2ガス容器

が破裂した。

人的被害 ：なし

物的被害 ：調理場内損壊、厨房機器破損

事故原因 ：調理場の床の消毒用として使用していた塩素系

消毒剤が容器底部に溜まって腐食が進行し、
容器破裂した。容器製造時の欠陥ではない。

事故事例（消費中②）

P. 67

Ｏ2ガス容器の破裂事故

発生年月日：２０１０(平成２２)年６月７日 13:50頃

発生場所 ：焼津市中港 焼津漁港

事故の概要：元遠洋漁業練習指導船に積み込まれていた酸素

ガス容器が突然破裂。その破裂の弾みで容器は

岸壁方向に飛び、約60ｍ離れた駐車場の車の上

に落下。

人的被害 ：なし
物的被害 ：車輌後部とガラスを破損。
事故原因 ：海水（塩水）による容器底部が腐食が進行し

減肉したのが原因と考えられる。

事故事例（消費中③）

P. 68

Ｎ2ガス容器の破裂事故

発生年月日：２０１０(平成２２)年９月１７日

発生場所 ：栃木県 自治医科大学 研究室

事故の概要：1993年9月16日にN2ガス（内容積10L）納入。

使用せず流し台の下に放置。

その容器が突然破裂。その衝撃で研究室内散乱

及び天井が破損。

人的被害 ：なし

事故原因 ：水の溜まりやすい場所（流し台の下）に放置し

て１７年間で容器底部が腐食が進行し（酢酸、

塩酸も使用する環境下）、減肉したのが原因と

考えられる。

事故事例（消費中④）

P. 69

発生年月日：２０１７(平成２９)年９月１２日 18時20分頃

発生場所 ：神奈川県 某大学

事故の概要：研究室内で突然破裂音。

研究室内に設置してあった炭酸ｶﾞｽ容器が突然破裂。

15分前までは研究室内に人が居たが、事故発生時は無人で

あった。

調査の概要： 当該容器の外面は、破裂損傷部以外は目立ったｷｽﾞはなし。

破裂した部位は、底部より約8ｃｍ～16ｃｍにかけて３ｃｍ

幅で斜めに穴が開き、開口面積は約20ｃｍ2であった。

容器材料に伸びはほとんどない状態。内部は、底部全体に激しい

激しい腐食あり。採取した薄い金属片には湿り気あり。

容器下部は、底から約20ｃｍの位置まで黒色に変色し、健全な

金属表面はしておらず、虫食い状の激しい腐食あり。

底面には、腐食した内壁から剥離したと思われるｽｹｰﾙが堆積固着

しており、薄片状の金属片やｽﾎﾟﾝｼﾞ状の堆積物が底を覆っていた。

事故事例（消費中⑤）

炭酸ガス容器の破裂事故

P. 70

調査の概要： 胴部の肉厚は、母材最小基準値4.1ｍｍに対して約１ｍｍまで

薄くなっている箇所あり。

底部はさほど腐食の影響なし。

腐食金属分析により、容器の堆積物は炭酸鉄である可能性が高く、

容器内に一定量の水が溜まった場合、二酸化炭素が水分内に溶け

込み炭酸ｲｵﾝとなって母材と結合して炭酸鉄を形成し、炭酸腐食

を生じた可能性を示唆された。

事故原因 ：炭酸ガス容器が内部腐食によって破裂に至った。

原因は、水が浸入した容器に炭酸ガス充填が行われ、弱酸性の

炭酸水が長期間、高圧化で容器内壁に接触していたことが考えら

れる。

人的被害 ：なし

物的被害 ：研究室壁、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、床の破損、窓ｶﾞﾗｽ散乱、ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ装置等

周辺機器の破損

炭酸ガス容器の破裂事故

P. 71

事故事例（消費中⑤）

トラック横転 ＬＰ容器落下発火事故
■平成２４年１０月６日（午前１０時４５分頃） 大月市富浜市 中央自動車道下り

■車線変更しようとした際、左側に寄り過ぎ、右に急ハンドルを切り、横転した。

■ＬＰガス容器（重量２０ｋｇ、３０ｋｇ、５０ｋｇ）３５本積載

■６本から出火、５０ｋｇ容器２本破裂、近くの小学校の校庭に５０ｋｇ容器１本が落下

■けが人なし (約３時間通行止め、２０Km以上の渋滞)
出典：山梨日日新聞他

事故事例（移動中①）

漫然運転、
脇見運転は
危険

P. 72



ＬＰＧローリが河川へ転落
■平成２５年１０月１５日（午前６時２５分頃）

■愛知県豊田市大野瀬町の国道１５３号

■大型タンクローリがスピード超過により制御不能となり、片側１車線の
緩やかな右カーブの橋の左側ガードレールを突き破り、約１５メートル
下を流れる野入川に転落した。運転手は車外に投げ出され、頭を打っ
て死亡。タンクローリはおよそ１０トンの液化石油ガスを積んでおり、漏
れ出していたため、警察と消防などは国道を通行止めにしてガスの抜
き取りを行った。

■運転手（３８歳）死亡

■約６.５キロ通行止め
約１キロの立入規制

出典：中日新聞他
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事故事例（移動中②）

スピードの
出し過ぎは危険

P. 73

６．高圧ｶﾞｽ容器の管理

P. 74

高圧ガス容器の塗色と表示
（容器則第１０条）

※その他のガスは容器の表面積の½以上をねずみ色に塗る。

液
化
ア
ン
モ
ニ
ア

液
化
塩
素

液
化
炭
酸
ガ
ス

そ
の
他
ガ
ス

酸
素
ガ
ス

溶
解
ア
セ
チ
レ
ン

水
素
ガ
ス

燃

（
所
有
者
名
）

燃
毒毒

（白色） （黄色） （赤色） （黒色）（緑色） （茶色） （ねずみ色）

容器の色で
ガスが分かる
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燃

寸法：外径φ２３２×高さ１３６５×最小肉厚５．２ (ｍｍ)

重量：約５３ｋｇ 内容積：４７ℓ

最高充填圧力：１４．７MPa 耐圧試験圧力：２４．５MPa

材質：ＪＩＳ Ｇ ４１０６ ＳＭｎ４３８

１）容器（シリンダー）高圧継目無し容器構造図

厚みが減少すると強度が低下し、破裂します。腐食に注意

P. 76

容器の取り扱い
①充てん容器等は、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。

容器の運搬においては乱暴に取り扱うと容器を損傷させたり、容器転倒

により負傷する危険があります。
引きずったり

倒したり 横にして転が

したり

✕

専用の容器運搬車使用

容器転倒
危険！

路面に凹凸あると

容器をわずかに傾け、キャップを手で支えて容器の
底の縁で転がす（短距離移動に限定）

△

P. 77

高圧に基づく危険性

容器の破裂！

容器の飛翔！

容器に充てんされた圧縮ガス：
容器内のガスは１４.７ＭＰａの
圧力で充てんされています。
ちなみに、
１４.７MPa≒１５００ton/m2！

このエネルギーに充分に耐えら
れる肉厚（５～６ｍｍ）で容器は
製造されるが、腐食により肉厚
が薄くなると
容器の破裂！飛翔

バルブでガスは閉じ込められ
ているが急にバルブを開いた
り、バルブが損傷して、ガスが
急激に噴出されると
容器の飛翔

高圧のエネルギーを甘く見るな！

P. 78



容器の転倒防止
容器は転倒防止を

容器の背面を架台に押しつける。

チェーンの１本掛けよりも、上下２段掛け
はより安全。

チェーンの緩みを無くすように装着す
る。

使用時以外は容器バルブにキャップを取
り付けてください。（容器は首が弱点）

キャップ無装着、転倒防止無しの容器が転倒し、バルブが
損傷を受けると 映像あります。

P. 79

Liquid  Gas  Container

： 可搬式超低温液化ガス容器

※一部ではエルフ（ＥＬＦ）ともいう。

ＬＧＣ

送ガス蒸発器
超低温液化ガスを充てんし、そのまま
ユーザに輸送し、低温の状態で貯蔵
し、液面を自己加圧することによっ
て、常用の圧力に保ち、所定の圧力、
流量で連続的または間欠的に液体また
はガスを供給する容器。

液化窒素

窒素ガス
（ガス）

液化窒素
（液体） 容器再検査が必要

使用ガス量が多い
とき、液化ガスの
気化で対応

２）超低温容器（LGC）構造図
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外 槽
（SS400,SUS304)

内 槽
（SUS304)

ネックチューブ

真空断熱槽
（内外槽の間）
（スーパーインシュレーション）

底部支え

液化ガス

内槽はネックチューブ
で外槽につながり、
底部で支えています。

ＬＧＣの概略構造

P. 81

LGCが倒れたら

F

P. 82

F

くぼんで
います

正常ですLGCを
落としたら

P. 83

LGCの変形（損傷）を見つけたら

フランジ溶接部
正 常

フランジ溶接部
凹 み

外 槽 肩 部
凹 み

異常な形状をしたＬＧＣを発見したら、
またはＬＧＣを変形、転倒させてしまったら、
直ちに販売店、メーカーへ連絡してください。

P. 84



 
 

 

 

液化酸素 

（ＬＯ２） 

 

液化窒素 

（ＬＮ２） 

 

液化アルゴン 
（ＬＡｒ） 

 

液化炭酸ガス 

（ＬＣＯ２） 

 

色・臭い 

 

淡青色・無臭 

 

無色・無臭 

 

無色・無臭 

 

無色・無臭 
 

 

沸点（大気圧） 

 

－183.0℃ 

 

－195.8℃ 

 

－185.7℃ 

 

－56.6℃ 
(0.518MPa) 

 

液密度（沸点） 

 

1.141kg/L 

 

0.809 kg/L 

 

1.398 kg/L 

 

1.030 kg/L 

(－20℃) 

 

ガス比重 
(空気＝１) 

 

1.105 

 

0.967 

 

1.380 

 

1.53 

 

 

ガス化時の体積増加
（0℃、1atm） 

 

799 倍 

 

646 倍 

 

784 倍 

 

521 倍 

 

燃焼性 
 

 

支燃性 

 

不燃性 

 

不燃性 

 

不燃性 

 

ガスの有害性 

吸入しても無害 

可燃性物質を激し

く燃やす 

吸入しても無害（多

量では窒息の恐れ） 
 

吸入しても無害（多

量では窒息の恐れ） 
 

吸入しても無害（多

量では窒息、炭酸ガ

ス中毒の恐れ） 

 

超低温液化ガスの性質
数百倍

事故からの教訓【高圧ｶﾞｽ容器の管理】

1998年6月 神奈川県 O2容器

2002年5月 香川県 O2容器

2005年6月 和歌山県 O2容器（活魚用）

同様な事故

＊高圧ガスに係わる周知の履行

＊より一層の容器管理の徹底。長期間戻って来ない容器に

係わる確認、追跡、回収

＊使わなくなった容器の早期返却を指導

（神奈川県・千葉県：6ヶ月、栃木県、群馬県・埼玉県・新潟県・京都府：12ヶ月）

＊漁業・水産業・食品等で使用される場合は特に容器の

貯蔵方法、取扱い方法について周知を行う。
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容器受払い責任者の選任

・受払い責任者の業務

1. 受払い台帳の運用

2. 容器が盗難にあった場合は納入

業者等に連絡する

P. 87

• 屋根を設置し、定められた場所に貯蔵
• 容器は40℃以下に保つ

軽量、不燃又は
難燃性の屋根

通風が
良いこと

P. 88

容器置場の環境並びに貯蔵・保管の方法

• ２ｍ以内火気厳禁及び引火性又は発火性の
物を置かない

• 容器は区分して置く
• 消火器の設置

火気

容器置場の環境並びに貯蔵・保管の方法

P. 89

技術上の基準（貯蔵および消費関係）

一般高圧ガス保安規則では高圧ガス保安法を実施するための具体的な技
術上の基準が定められています。工場・一般消費者において最も関わり
がある貯蔵およびその他の消費では

貯 蔵

その他の消費（特定高圧ガス
消費時には特に注意が必要）

水
素

塩
素

充填容器と残ガス容器は
区分する。

転倒防止の措
置をする。

可燃性ガスと毒性
ガスは区分する。

40℃以下
に保つ。

容器置場の明示
（警戒標）

高
圧
ガ
ス
容
器
置
場

可燃性ガスと酸素の容器
置場には、消火器を常
備。

P. 90


