｢ＬＰＧコンポジット容器(室内使用)の日本での実用化調査」調査結果概要図
(実施者：中国工業株式会社)

【調査目的・内容】
■プラスチック技術を応用した、軽量なＬＰＧコンポジット容器は、ＬＰガスのイメージや消費者の利便性向上への
貢献が期待されるが、現状、国内法規における基準は存在していない。以上を踏まえ、ＬＰＧコンポジット容器
について｢特定案件事前評価申請｣による特認を受けるとともに、国内での実用化推進を図ることを目的とす
る。
①ＬＰＧコンポジット容器の需要動向等に関する調査
⇒[各種文献等から、ＬＰＧコンポジット容器の需要動向等を確認した。]
②ＬＰＧコンポジット容器に関する市場調査： （有効回収件数：業界関係者 87 件、消費者 1,000 件）
⇒[ＬＰガス業界関係者および消費者に対して、ＬＰＧコンポジット容器に対する意識等を確認した。]
③ＬＰＧコンポジット容器に関する技術等の調査
⇒[ＬＰＧコンポジット容器の安全性や基本的な構造について確認した。]
④国内法規適合の特認
⇒[ＬＰＧコンポジット容器が法規に適合し、認可を受ける方法を模索するために、｢特定案件事前評価申請｣に
よる特認を受験した。]

【調査結果】
①ＬＰＧコンポジット容器の需要動向等に関する調査
○ＬＰＧコンポジット容器がＬＰガス販売事業者や消費者から支持され、関係者が積極的に普及に向けた取り
組みを実施することで、日本においても、約 20 年後に普及率が 50％を超える可能性がある。
○ＬＰＧコンポジット容器の普及と密接な関わりを持つ質量販売について、｢質量販売による事故件数の減少｣
等の課題があるが、課題を解消することで、｢オール電化住宅向け｣、｢アウトドア、屋外飲食店向け｣、｢災
害時向け｣等の範囲において需要の拡大が可能になると思われる。
②ＬＰＧコンポジット容器に関する市場調査
○業界関係者におけるＬＰＧコンポジット容器への期待としては、｢ＬＰガスの新しい販路が開拓できそう｣が
57.5％と最も多くなっている。
○業界関係者においては、50.6％がＬＰＧコンポジット容器を使用したモニタリングに｢ぜひ参加したい｣と回答
しており、関心の高さがうかがわれる。
○オール電化住宅居住者、都市ガス利用者においても、50％程度がホースレスガス器具を所持している。そ
のうち、｢カセットコンロ｣の所持率が約 90％に達している。
○ＬＰＧコンポジット容器の使用希望については、オール電化住宅居住者で 31.0％、都市ガス利用者で 22.4％
となっている。
③ＬＰＧコンポジット容器に関する技術等の調査
ＬＰＧコンポジット容器の安全性を確認するために、高圧ガス保安法の保安規則に準じて｢常温圧力サイクル
試験｣、｢破裂試験｣を実施したところ、ともに合格基準を満たす結果が得られている。
④国内法規適合の特認
欧米を中心に 150 万本を越す使用実績があるラガスコ社のＬＰＧコンポジット容器(10 ㎏)について受験した
が、高圧ガス保安法の規定等との兼ね合いにより、調査期間中に特認を得ることは出来なかった。

【課題・対策】
ＬＰＧコンポジット容器に対する業界関係者や消費者のニーズが確認されており、欧州並みとはいかないまでも
一定水準の普及が期待される。また、それに伴い、他エネルギー利用者も含めた質量販売でのＬＰガス需要の
拡大が見込まれる。
よって、関係機関に積極的に働きかけを行い、早急に特認を得て、ＬＰＧコンポジット容器の実用化に向けた取り
組みをより一層推進させていく必要がある。
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１．調査名 ： ＬＰＧコンポジット容器(室内使用)の日本での実用化調査
２．実施者 ： 中国工業株式会社
３．調査概要
(１)調査目的
プラスチック技術を応用した、軽量なＬＰＧコンポジット容器は、ＬＰガスのイメージや消費者の利便性
向上への貢献が期待されるが、現状、国内法規における基準は存在していない。以上を踏まえ、ＬＰ
Ｇコンポジット容器について｢特定案件事前評価申請｣による特認を受けるとともに、国内での実用化
推進を図ることを目的とする。
※特定案件事前評価
｢容器保安規則｣、｢特定設備検査規則｣、｢一般高圧ガス保安規則｣等の省令で定められている規
定に拠らず、機器の製作や高圧ガスの製造等を行う場合、それらの規定に代わる特則を経済産業
大臣の特別認可（大臣特認）を得て、特則を適用することが可能となる。
「特定案件事前評価」は、上記の大臣特認を申請しようとする者が、大臣への特認申請の前に予
め受けておく必要があるものである。

(２)調査方法・内容
①ＬＰＧコンポジット容器の需要動向等に関する調査
○調査内容
各種文献等から、ＬＰＧコンポジット容器の需要動向等を確認した。
②ＬＰＧコンポジット容器に関する市場調査： （有効回収件数：業界関係者 87 件、消費者 1,000 件）
○調査内容
ＬＰガス業界関係者および消費者に対して、ＬＰＧコンポジット容器に対する意識等を確認した。
○調査方法
業界関係者：ＬＰＧコンポジット容器に関するプレゼンテーションを行った後、質問紙による調査を
実施した。
消費者：オール電化住宅居住者と都市ガス利用者(各々500 件)に対して、インターネットによる調
査を実施した。
③ＬＰＧコンポジット容器に関する技術等の調査
○調査内容
ＬＰＧコンポジット容器の安全性や基本的な構造について確認した。
④国内法規適合の特認
○調査内容
ＬＰＧコンポジット容器が法規に適合し、認可を受ける方法を模索するために、｢特定案件事前評
価申請｣による特認を受験した。
４．調査結果
(１)｢ＬＰＧコンポジット容器の需要動向等に関する調査｣
①ＬＰＧコンポジット容器の需要動向について
○ノルウェーのＬＰＧコンポジット容器メーカーであるラガスコ社の資料によると、2015 年以降のＬＰ
Ｇコンポジット容器の市場規模は、2006 年の約 12 倍になると予想されている。
○海外での小型ＬＰガス容器販売の多くは、質量販売のため消費者自身がガス容器を持ち運ぶこ
ととなり、軽量である容器の需要があると思われる。日本では、メーターによる体積販売が大部
分を占めるため、欧州と同水準の普及は困難と思われる。
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○しかしながら、ＬＰＧコンポジット容器がＬＰガス販売事業者や消費者から支持され、関係者が積
極的に普及に向けた取り組みを実施することで、日本においても、約２０年後に２５㍑以下容器で
の普及率が 50％を超える可能性がある。
②海外におけるＬＰガスの販売状況について
下表は、海外におけるＬＰガスの販売状況を一覧にしたものとなっている。多くの国で質量販売が実
施されており、消費者自身がスーパー・スタンド等に買いに行くため、小売価格に配送費が含まれ
ていない。また、ＬＰガス使用世帯の比率は日本が最も高くなっている。
●各国のＬＰガスの販売状況
日本
販売形態

中国

韓国

インド

体積販売

料金規制

アメリカ

カナダ

イギリス

フランス

質量販売
政府が規制
価格を設定
(民間企業
を除く)

無し

無し

配送費

小売価格に
含む

家庭用
需要割合

28％

約 90％
(業務用を
含む)

約 40％
(業務用を
含む)

90％

15％

6％

13％

44％

53％

−

−

19％

8％

1％

約 6％

4％

約 100％

100％

100％

100％

6％

5％

85％

44％

ＬＰガス
使用世帯
比率
シリンダー
供給比率

小売価格に含まない

③日本における質量販売の見通しについて
○ＬＰＧコンポジット容器の普及と密接な関わりを持つ質量販売について、日本での需要拡大には、
現状、以下の課題がある。
◆質量販売による事故件数の減少
質量販売による事故が減らない状況では、質量販売の需要拡大は困難と思われるため、カッ
プリングバルブ付容器を使用して事故件数の減少が必要不可欠となる。
◆販売価格の透明性確保
質量販売においても体積販売と同様に販売価格の透明性が求められ、消費者に対する情報
公開が必要となる。
◆設備に関するルール化
質量販売のガス容器回収においては、別の販売事業者が回収することの是非等、トラブル防
止に向けた一定の規制が必要となる。
◆人材育成
ＬＰガスに関する規制が複雑化した際における、販売事業者や消費者の認識不足によるトラブ
ル防止のための人材育成が必要となる。
○上記の課題を解消し、安全性を確保することで、｢オール電化住宅での調理向け｣、｢アウトドア、
屋外飲食店向け｣、｢災害時の調理・暖房向け｣等の限定的な範囲ではあるが、質量販売の需要
の拡大が可能になると思われる。
(２)｢ＬＰＧコンポジット容器に関する市場調査｣
①ＬＰガス業界関係者に対する調査結果
○ＬＰＧコンポジット容器に対する期待としては、｢ＬＰガスの新しい販路が開拓できそう｣が 57.5％と
最も多くなっている。
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○質量販売への興味は、｢ある｣が 50.0％、｢ない｣が 47.4％となっている。質量販売に興味がある理
由としては｢販路開拓｣や｢利便性｣が挙げられている。一方、興味が無い理由としては｢管理や安
全性の問題｣や｢流通面の問題｣が挙げられている。
○ＬＰＧコンポジット容器のメリットについては、半数以上が｢軽量であること｣と回答しており、軽量
のため配送時の負担軽減につながることはＰＲポイントになると思われる。
○質量販売容器としてのＬＰＧコンポジット容器の用途として適しているものは、｢屋外でのバーベキ
ュー｣が 64.4％と最も多く、｢応急災害用備蓄｣(48.3％)、｢ファンヒーターなど屋内暖房器具｣
(39.1％)が続いている。
○ＬＰＧコンポジット容器との接続
に対するニーズが強いと思われ
る器具としては、｢オープングリ
ル｣が 43.7％と最も多く、｢鉄板焼
き｣(41.4％)、｢屋内用ファンヒータ
ー｣(39.1％)が続いている。
○ＬＰＧコンポジット容器を使用した
モニタリングについては、50.6％
が｢ぜひ参加したい｣と回答して
おり、関心の高さがうかがわれ
る。

コンポジット容器との接続のニーズが強いと
思われる器具 (n=8 7、複数回答)
オープングリル

43.7%

鉄板焼き

41.4%

屋内用ファンヒーター

39.1%

こんろ

33.3%

1kw程度のガス発電機

31.0%

パラソルヒーター

26.4%

屋内用衣類乾燥機

24.1%
20.7%

たこ焼き
除虫装置

10.3%

○ＬＰＧコンポジット容器の課題に
5.7%
瞬間湯沸器
ついては、｢容器の価格｣が
その他
1.1%
81.6％と突出している。その他、
0%
10%
20%
｢屋内での安全性｣(40.2％)、｢充
てん設備の新規導入、充てんガンの改造｣(35.6％)が上位に挙げられている。

30%

40%

50%

②消費者に対する調査結果
○使用中の器具に対する不満は、オール電化住宅居住者(以下、電化利用者)、都市ガス利用者と
もに 5％程度に止まっている。また、｢満足｣との回答は電化利用者では約 50％に達しているが、
都市ガス利用者では 30％弱に止まっている。
○電化・都市ガス利用者ともに 50％程度がホースレスガス器具を所持している。そのうち、｢カセット
コンロ｣の所持率が約 90％に達している。
○質量販売に対する認知度は低く、電化利用者で 4.8％、都市ガス利用者では 1.0％となっている。
○電化・都市ガス利用者と
も、｢軽量のため持ち運
びが楽｣、｢金属でないた
め錆びない｣、｢半透明の
ためガス残量が見える｣
と言った点にＬＰＧコンポ
ジット容器の魅力を感じ
ている。(詳細、右グラフ
参照)

ＬＰＧコンポジット容器の魅力
持ち運びが楽

82.4%
83.6%

錆びない

76.4%
79.2%

半透明のためガス残量が見える

75.6%
79.4%

室内使用時に床材を傷つけにくい

69.0%
69.0%

○希望するガ ス充てんの
2段重ねで積め、
64.4%
61.8%
省スペースで収納が可能
方法については、｢ガス
49.2%
会社が詰め替えた容器
室内でも違和感のないデザイン
40.8%
を自宅まで持ってきてく
危険物であるという
27.2%
れる｣との回答が電化利
22.8%
イメージが少ないデザイン
用者では 62.2％、都市ガ
0%
10% 20% 30% 40%
ス利用者では 68.2％に
達し、｢ガススタンドやホ
ームセンターに行って自分で充てんする｣を大きく上回っている。
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電化利用者
(n=500)
都市ガス利用者
(n=500)
50%

60%

70%

80%

90%

○ＬＰＧコンポジット容器の使用希望については、電化利用者で 31.0％、都市ガス利用者で 22.4％と
なっている。
(３)｢ＬＰＧコンポジット容器に関する技術等の調査｣
①安全性について
ＬＰＧコンポジット容器の安全性を確認するために、高圧ガス保安法の保安規則に準じて｢常温圧力
サイクル試験｣、｢破裂試験｣を実施したところ、ともに合格基準を満たす結果が得られている。
②基本構造について
○第 1 層のインナー容器(Ｉｎｎｅｒ Ｖｅｓｓｅｌ)でＬＰガスをバリア(漏れを防ぐ)する。インナー容器には高
密度ポリエチレンを用いることを想定しているが、高密度ポリエチレンのＬＰガスに対するバリア
性に問題は無いことが確認されている。また、インナー容器は、ＬＰガスの漏れを防ぐためのもの
であって、ガス圧に耐え得る強度を期待するものではない。
○第 2 層でガス圧に耐え得る強度を持たせる。よって、第 2 層では、軽量で高強度を有する繊維強
化プラスチック(ＦＲＰ：Ｆｉｂｅｒ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ Ｐｌａｓｔｉｃｓ)、例えばガラス繊維強化プラスチック(ＧＦＲ
Ｐ：Ｇｌａｓｓ Ｆｉｂｅｒ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ Ｐｌａｓｔｉｃｓ)を用いることを想定している。
○第 3 層のアウター容器(Ｏｕｔｅｒ Ｖｅｓｓｅｌ)には、対衝撃性を考慮した材料を用いる。また、ポータブ
ルＬＰガス容器の場合、持ち運びやすさ等の機能性、持ち運んでいる時のファッション性、住居に
設置した時のインテリア性を考慮したデザインが求められる。
(４)｢国内法規適合の特認｣
①国内法規・ＬＰＧコンポジット容器基準の現状について
前述の通り、ＬＰＧコンポジット容器について国内法規による基準は存在していない。また、高圧ガ
ス保安法の容器保安規則による、容器の分類と基準の概略を下図に示す。

容器

〈自動車燃料装置用〉
容器則例示基準 別添 9

溶接容器

(金属ライナー製及び
プラスチックライナー製)

超低温容器
ろう付け容器

容器則例示基準 ＪＩＧＡ基準

再充てん禁止容器

(金属ライナー製及び
プラスチックライナー製)

継目なし容器
繊維強化プラスチック複合容器

圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器
圧縮水素自動車燃料装置用容器
圧縮水素運送自動車用容器
一般複合容器

※容器則例示基準別添 9 はＣＮＧ容器についての基準であり、
同ＪＡＲＩ基準は圧縮水素用容器についての基準となっている。
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〈自動車燃料装置用でない〉
容器則例示基準 別添 6
(金属ライナー製
一般複合容器)
※ＬＰガスは充てんできない

②｢特定案件事前評価申請｣による特認について
○本調査においては、欧米を中心に 150 万本以上の使用実績があるラガスコ社のＬＰＧコンポジット
容器(10 ㎏)について受験したが、期間中に特認を得ることは出来なかった。
○特認の取得にあたっての問題点としては、主に以下のものが挙げられる。
◆国内の容器保安則は金属材料を前提としており、ＬＰＧコンポジット容器に対しても同等の基準
で判断されるため、申請準備にも時間が必要となる。
◆ＬＰＧコンポジット容器は質量販売による、屋内での需要拡大が期待されるが、アメリカでは屋
内使用が認定されていないため、大掛かりな安全実証試験が必要との見解があり、当社のみ
では対応が困難となっている。また、屋外使用限定ではコンポジット容器のメリットが少なくな
る。
◆欧州には、ＬＰＧコンポジット容器を対象としたＥＮ14427 規格があるが、日本ではこの規定を採
用することが出来ない。
※ＥＮ規格(=European Norm)
ＥＵ域内の統一規格のこと。
ＥＵにおける製造規格には、ＥＮ12245 があったが、ラガスコ社にて自主的に実施していた各種試験
を採用したＥＮ14427 が 2004 年に発行されている。(これはＥＮ12245 よりも新しい規格で、試験項目
の追加と試験内容の基準値が上がっている)
また、再検査基準のＥＮ14767：2005 もＥＮ14427 を引用している。

◆容器本数と使用期間、使用場所、使用者を限定した実証試験用の事前評価申請であれば、認
定が早まる見込みがあったが、輸入販売ビジネスとして成立しなくなる。
◆協力を仰いだラガスコ社の立場からは、日本の認定取得のための基準、輸入の際に適用され
る法律、容器の市場等が理解できないようで、｢世界各国で販売実績があるにもかかわらず、
なぜ日本は受け入れようとしないのか｣と不信感を抱いているように見受けられた。そのためか、
当社から依頼したデータの提出が遅れるケースも見られた。
５．今後の課題と対策
ＬＰＧコンポジット容器に対する業界関係者や消費者のニーズが確認されており、欧州並みとはいか
ないまでも一定水準の普及が期待される。また、それに伴い、他エネルギー利用者も含めた質量販売
でのＬＰガス需要の拡大が見込まれる。
よって、関係機関に積極的に働きかけを行い、早急に特認を得て、ＬＰＧコンポジット容器の実用化に
向けた取り組みをより一層推進させていく必要がある。
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