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Ⅰ. はじめに 

 

国際的にも国内的にも、クリーンなエネルギー源としての水素に対する関心が急速な

高まりを見せています。 

 

昨年開催された第 26 回気候変動枠組条約締約国会議（COP26）においては、クリー

ン技術の提供に関する国際的な計画である「グラスゴー・ブレイクスルー」が発表され

ましたが、そこでは水素技術が電力や鉄鋼に関する技術と並ぶ五大分野の 1 つとして示

され、2030 年までに再生可能かつ低炭素な水素が国際的に安価で利用可能になること

が目標とされています。また、国内においても、2021 年 6 月 18 日に策定された「2050

年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、水素が「カーボンニュー

トラルのキーテクノロジー」と位置づけられています。このような国際的・国内的な取

組みを背景に、水素エネルギーに関わる事業の育成・整備が進み始めています。 

 

本稿では、急激に進み始めた水素エネルギーの普及について、現時点で国内・国外に

おける規制改革がどのように進んでいるかをご紹介します。 

 

Ⅱ. 国内規制の見直し状況 

 

国内規制は、主に水素ステーションの整備に関する規制の改革を中心として進められ

てきました。水素ステーションは、FCV（燃料電池車）を普及するためになくてはなら

ないインフラであり、その設置を容易にするため、①設置、②運用、③材料・設計・機

器等の包括的な側面で規制の改革が進んでいます。 

 

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 白川 佳 

TEL 03 6266 8916 
kei.shirakawa@mhm-global.com 
 

弁護士 瀬戸 幸之助 

TEL 03 5293 4866 
kounosuke.seto@mhm-global.com 
 

弁護士 青柳 誠 

TEL 03 5293 4896 
makoto.aoyagi@mhm-global.com 

mailto:kei.shirakawa@mhm-global.com


 

 

 
ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げま

す。 

© 2022 Mori Hamada ＆ Matsumoto. All rights reserved. 

2 
 

1. 設置に関する規制 

 

市街化調整区域に水素ステーションを設置する場合、都市計画法に基づく開発許可

を取得する必要があります。しかし、従来、水素ステーションの設置が開発許可の対

象となるかが明らかではなく、自治体により許否の判断が曖昧であるという問題があ

りました。そのため、国土交通省が発出する開発許可制度運用指針が改正され、水素

ステーションの設置が開発許可の対象となることが明確化されました1。 

 

また、水素ステーション設置のためには、設備と隣地や公道との間に一定の距離を

設けることも要求されていますが、プレクーラーやディスペンサーなど一定の設備に

ついて距離制限が緩和されました2。さらに、近時では、水素ステーション設備と敷地

境界との間に所定の距離を確保できない場合に設置が要求される障壁について、隣地

が空地である場合や隣地上の建築物との間に十分な距離が確保できている場合など、

隣地の状況に応じてその高さや構造を緩和することができないかが議論されていま

す3。 

 

さらに、2014 年に水素ステーションに液化水素の貯槽を設置するための法改正が

行われた4ことを皮切りに、液化水素ステーションを普及させるのための法整備も進

められており、液化水素ステーションを給油取扱所に併設する場合の技術基準が整備

された5ほか、液化水素等に係る建築基準法に基づく貯蔵量規制が撤廃されました6。

2019 年には、液化水素昇圧ポンプを用いた圧縮水素ステーションを設置するための

技術基準も整備されています7。 

 

2. 運営に関する規制 

 

水素ステーションの運営に関しても、規制緩和が多岐にわたり行われています。 

 

特に着目すべき点は、水素ステーションにおけるセルフ充塡の許容が挙げられます。

従来は、高圧ガスの製造を許可された事業者の従業者が水素ステーションに常駐し、

製造設備等の運転状況の監視、容器への充塡及び災害の発生防止のための応急措置等

に対応することが必要とされており、顧客が自ら水素ガスを充填することはできませ

 
1 平成 27 年 12 月 7 日付国都計第 123 号及び平成 28 年 4 月 1 日付国都計第 194 号。 
2 一般高圧ガス保安規則の改正（平成 26 年 11 月 20 日号外経済産業省令第 58 号及び平成 28 年 2 月 26

日号外経済産業省令第 10 号）。 
3 「水素ステーション関連の規制改革要望について」（令和 2 年 5 月 11 日、燃料電池実用化推進協議会）。 
4 一般高圧ガス保安規則の改正（平成 26 年 11 月 20 日号外経済産業省令第 58 号）。 
5 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（平成 27 年 6 月 5 日総務省令第 56 号）。 
6 建築基準法施行令の改正（平成 26 年 7 月 1 日政令第 232 号）及び国土交通省告示（平成 26 年 12 月

26 日付告示第 1203 号）の制定。 
7 一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の改正（平成 31 年 3 月 29 日号外経済産業省令第

21 号）。 
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んでした8。しかし、2018 年 5 月 21 日、セルフ水素ステーションの実現に向け、具

体的なセルフ充塡の要件や方法を示した「セルフ水素スタンドガイドライン」が取り

まとめられました9。さらに、2020 年 8 月 6 日には、一般高圧ガス保安規則等の改正

が行われ、圧縮水素ステーションの保安確保上必要な技術基準として必要な措置等が

定められ、セルフ水素ステーションにおいて顧客が自ら圧縮水素を充塡することが可

能となりました。 

 

他にも、以下のような水素ステーションの運営に関する改革が行われています。 

 

保安台帳の廃止 従前は、水素ステーションに保安台帳を備える事が求

められていましたが、水素ステーションについては

販売先の保安状況を個別に記載しなくても保安上の

問題は無いと判断され10、水素ステーションにおける

水素充塡による圧縮水素の販売に際し保安台帳の作

成は不要とされました11。 

販売主任者選任不要化 水素ステーションにおいて、高圧ガスの製造と販売

を別法人が実施する場合には、販売主任者の選任を

行う必要がありました。しかし、製造事業者が販売業

者の販売に際しての保安の確保の実施を担う関係が

確認できる場合には保安上の支障が無いとされ12、販

売主任者の選任が不要とされました13。 

保安検査方法の緩和 圧縮水素ステーションの保安検査方法の民間規格と

して、事業者案を基にした高圧ガス保安協会と（一

財）石油エネルギー技術センター（JPEC）との共同

検査規格である定置式圧縮水素ステーションに関す

る民間の保安検査基準（KHK／JPEC S 0850-9

（2018））が取りまとめられたため、保安検査方法と

して指定されました14。 

保安監督者の必要経験

要件の緩和 

水素ステーションの保安監督者に必要な経験要件に

ついて、一定の研修を修了することで、水素の製造以

外の可燃性ガスの製造経験しか持たない者（天然ガ

 
8 セルフガソリンスタンドは消防法に基づき給油設備の設置が許可されており、給油作業を行う者に関

する制約は圧縮水素ステーションとは異なります。 
9 https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_nenryo/pdf/006_s01_00.pdf。 
10 一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部を改正する省令等について（平成 31 年 1

月、経済産業省高圧ガス保安室）。 
11 一般高圧ガス保安規則 40 条 1 号。 
12 一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部を改正する省令等について（平成 31 年 1

月、経済産業省高圧ガス保安室）。 
13 一般高圧ガス保安規則 72 条 1 項。 
14 平成 17 年 3 月 30 日経済産業省告示第 84 号。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_nenryo/pdf/006_s01_00.pdf
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ス以外の経験の場合は、甲種・乙種製造保安責任者免

状所持者に限る。）であっても保安監督者に選任でき

るようになりました15。 

 

3. 材料・設計・機器に関する規制 

 

（1）材料に関する規制 

 

水素ステーションの諸設備に使用する材料の規制については、これまでも、ステ

ンレス鋼材の使用条件の拡大、使用可能鋼材への銅材の追加、複合容器蓄圧器の設

置を可能とするための技術基準の策定などの取組みが実施されてきました。他方、

水素ステーションには、高圧水素雰囲気下で十分安全に使用できることを確認でき

た材料を使用する必要があるところ、従来の水素特性判断基準16では、水素ステー

ションに使用可能な実力を有する汎用材（市中流通材）が排除されており、このよ

うな汎用材を水素ステーションに使用できないかが課題とされてきました。 

 

このような状況を踏まえ、近時、水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会

において、水素ステーション設備の使用可能鋼材に係る新たな水素特性判断基準の

方向性が示されたことから、水素ステーション設備に係る使用可能鋼材についての

判断基準が見直されました17。これにより、従来、判断基準は満足しないものの、水

素ステーションにおいて十分安全に使用可能であった鋼材が水素ステーションで使

用できるようになり、材料調達にかかる時間の短縮及びコストの削減が見込まれて

います。 

 

（2）設計に関する規制 

 

水素ステーションの諸設備に係る設計については、技術基準における圧力制限の

緩和により、20MPa を超える機器等を設計する場合に必要とされていた事前評価に

係る過大な申請手続等が不要となり、工期の短縮や設計費用の軽減が図られること

となりました18。また、従来特殊な設計として大臣特別認可を受けなければならな

かった特定設備についても、当該認可の取得実績が相当程度存在することを踏まえ、

当該認可の取得が不要とされる19など、事業者の経済的・事務的な負担を軽減するた

めの施策が着実に実施されています。 

 
15 一般高圧ガス保安規則 64 条 4 号。 
16 高圧水素環境で安全に使用可能な材料かを判断するための基準（規制改革実施計画の要望内容につい

て（第 5 回検討項目 詳細説明資料））。 
17 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程（20201102保局第1号）。 
18 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）等の一部を改正する規程（20190325

保局第 1 号）。 
19 特定設備検査規則の改正（令和 2 年 2 月 28 日号外経済産業省令第 12 号）。 
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さらに、水素ステーション設備の常用圧力の上限は、市販 FCV の航続可能距離延

長に対応する形で 2012 年に従来の 40MPa から 82MPa まで引き上げられていまし

た20。しかし、近時では、国内の水素ステーションで使用されている多くの高圧設備

（圧縮機、高圧蓄圧器等）の設計圧力が 99MPa であり、設備能力を十分に活かせて

いない現状にあることを踏まえて更なる引き上げが検討されており21、現在、業界団

体等において安全性に関する技術的な検証が進められています。 

 

（3）機器に関する規制 

 

水素ステーションで使用する機器に関しても、その交換・修理を迅速に行うため

の環境整備が進められています。従来、水素ステーションにおける機器の交換にあ

たっては、交換の都度、都道府県知事による許可を取得しなければならないという

実態がありました。しかし、経済産業大臣の認定を受けた工場で生産される認定品

を使用すれば都道府県知事の許可が不要となるため、2018 年に高圧ガス保安協会か

ら認定手続に関するマニュアルが発行され、これにより高圧ガス機器メーカーによ

る大臣認定取得が促進されました。 

 

また、海外製の機器の導入も容易になりつつあります。水素ステーションで使用

する一部の機器については、防爆構造電気機械器具（防爆機器）として、登録型式検

定機関による型式検定を受ける必要がありますが22、従来は、EU で使用されている

EN（European Norm）規格に基づく ATEX 指令（防爆指令）の型式試験のデータを

国内検定に活用する仕組みが存在しなかったことから、海外機器を水素ステーショ

ンに使用することに制約が生じていました。そのため、かかる状況を改善するため

の新たな通達が発出され23、これにより、一定の要件を満たす場合には、EN 規格に

基づく ATEX 指令（防爆指令）の試験結果報告書を国内検定において活用すること

が可能となり、従来と比べて、海外製品を使用しやすくなりました。 

 

Ⅲ. 国際規制の状況 

 

国際的には、水素ステーションを超えてより広く、水素それ自体に関する種々の基準

の整備が着々と進んでいます。特に、本年 1 月に一部の適用が開始された EU タクソノ

ミー24は、企業活動に関して大きな影響を有する規制ですので、その水素に関する基準

 
20 一般高圧ガス保安規則の改正（平成 24 年 11 月 26 日号外経済産業省令第 85 号）及び一般高圧ガス

保安規則関係例示基準の改正（平成 24 年 12 月 26 日付）。 
21 水素スタンド関連の規制改革要望について（令和 2年 5月 11日、燃料電池実用化推進協議会（FCCJ））。 
22 労働安全衛生法 44 条の 2 第 1 項。 
23 防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続きについて（令和 2 年 3 月 5 日付け基安発 0305

第 1 号）。 
24 Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the 
establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 

2019/2088。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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を本稿で紹介します。 

EU タクソノミーは EU の気候・環境目標に実質的に寄与すると認められる「環境的

に持続可能（environmentally sustainable）」な経済活動を類型化したもので、EU 域内

の一定の規模の企業はこれらの類型に該当する活動に関する開示義務を負うことにな

ります。日本国内の企業に直接の開示義務が課されるものではありませんが、EU が

SDGs の分野で先行していることを踏まえると、EU タクソノミーがグローバルの基準

に影響を与える可能性は大きいように思われます。 

 

1. 水素の製造に関する基準 

 

水素の製造であっても、全てが環境にとって持続可能なものであるわけではなく、

化石燃料から生成された水素に関してはその生成時に温室効果ガスの排出が避けら

れません。このように生成時に温室効果ガスを排出する水素は「グレー水素」と呼ば

れており、これに対して温室効果ガスの排出を伴わずに生成された水素は「グリーン

水素」と呼ばれています。 

 

グリーン水素 グレー水素 

✓ 生成時に温室効果ガスを排出しない 

✓ 再生可能エネルギーを利用して生成 

✓ 生成時に温室効果ガスを排出する 

✓ 化石燃料等を利用して生成 

 

EU タクソノミーは、水素の製造のうち一定の条件を満たすものについて「環境的

に持続可能」な経済活動に該当するものとされています。具体的な技術的基準として

は、ライフサイクルの温室効果ガス排出量を 73.4%削減すること（削減後において温

室効果ガスの排出量を 3tCO2e/tH2 未満とすること）が求められています25。この基

準は今後の「グリーン水素」の基準の統一化にあたって大きな影響を有するものと思

われます。 

 

2. 水素の貯蔵に関する基準 

 

また、水素の貯蔵に関しては、以下のいずれかに該当することが「環境的に持続可

能」な経済活動に関する技術的基準として示されています26。 

 

(a) 水素貯蔵設備の建設 

(b) 既存のガスの地下貯蔵施設の水素貯蔵専用施設への変更 

(c) 製造基準に適合する水素を貯蔵する施設の運用 

 

 
25 ANNEX to the Commission Delegated Regulation (EU), Section 3.10. 
26 ANNEX to the Commission Delegated Regulation (EU), Section 4.12. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
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3. 交通・輸送に関する基準 

 

さらに、EU タクソノミーでは、水素ステーションを含めたゼロエミッションの車

両・船舶・航空機専用の設備についても、「環境的に持続可能」な経済活動に該当し得

るものとされています27。従って、水素ステーションの設置・整備を行うこと自体も

（少なくとも EU 域内においては）サステナブル投資の一環として意味を有すること

になります。 

 

Ⅳ. 小括 

 

 国内における規制改革は、水素ステーションに関する規制を中心に進められてきてい

ますが、近時の国際的な水素に対する関心の急激な高まりを受けて、今後もより広い範

囲で規制の改革が進むことが想定されます。水素社会の実現に向けて、国内・国外の両

面においてどのようなルールの形成が行われていくか、今年も引き続き目が離せない状

況が続くものと思われます。 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  『第 4784 回金融ファクシミリ新聞社セミナー 電力の小売営業に

おける法令・ガイドライン上の留意点』 

開催日時  2022 年 2 月 10 日（木）13:30～16:30 

講師    長窪 芳史 

主催     株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

文献情報 

➢ 論文     「インフラファンドの新たな展開（上）-コンセッション／PPP を

投資対象とするファンド組成上の検討課題-」 

掲載誌   NBL No.1208 

著者    佐藤 正謙、佐伯 優仁、小山 浩（共著） 

 

➢ 論文     「インフラファンドの新たな展開（下）-コンセッション／PPP を

投資対象とするファンド組成上の検討課題-」 

 
27 ANNEX to the Commission Delegated Regulation (EU), Sections 6.15., 6.16., 6.17. 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/21.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/21.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
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掲載誌    NBL No.1210 

著者    佐藤 正謙、佐伯 優仁、小山 浩（共著） 

 

➢ 論文     「<企業法務>地球温暖化対策推進法改正と気候変動を取り巻く動向」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.33 

著者    田井中 克之 

 

➢ 本      『ESG と商事法務』（2021 年 12 月 16 日刊） 

出版社    株式会社商事法務 

著者    梅津 英明、佐伯 優仁、末廣 裕亮、田井中 克之、近澤 諒、邉 英

基、高宮 雄介、宮田 俊、松田 悠希、松村 謙太郎、福田 剛、山本 

義人、足立 悠馬、今仲 翔（共著） 

 

NEWS 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて当事務所は⽇本における以下の分野で上位グ

ループにランキングされ、当事務所の弁護⼠が各分野にて Hall of Fame、Leading 

Individuals、Next Generation Partners または Rising Stars の高い評価を得ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）

においても以下の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁

護士が各分野にて高い評価を得ております。 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Antitrust and competition 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Fintech 

・Intellectual property 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Private wealth 

・Projects and energy 

・Real estate and construction 
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・Restructuring and insolvency 

・Risk management and investigations 

・Tax 

 

Tier 2 

・TMT 

 

弁護士 

Hall of Fame 

・Antitrust and competition: 宇都宮 秀樹 

・Capital markets: 鈴木 克昌 

・Corporate and M&A: 石綿 学 

・Real estate and construction: 小澤 絵里子 

・Tax: 大石 篤史 

 

Leading individuals 

・Antitrust and competition: 伊藤 憲二 

・Banking and finance: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

・Capital markets: 尾本 太郎 

・Corporate and M&A: 棚橋 元、大石 篤史、松下 憲 

・Dispute resolution: 飯田 耕一郎、 関戸 麦 

・Fintech: 増島 雅和、堀 天子 

・Intellectual property: 三好 豊、小野寺 良文、岡田 淳 

・Investment funds: 竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

・Labour and employment: 高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

・Private wealth: 大石 篤史、酒井 真 

・Projects and energy: 小林 卓泰、石川 直樹、岡谷 茂樹 

・Real estate and construction: 佐藤 正謙 

・Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎 

・Risk management and investigations: 藤津 康彦、梅津 英明 

・Tax: 酒井 真 

・TMT：岡田 淳 

 

Next Generation Partners 

・Antitrust and competition: 藤田 知也 

・Banking and finance: 末廣 裕亮、白川 佳 

・Capital markets: 田井中 克之 

・Dispute resolution: ダニエル・アレン 
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・Private wealth: 小山 浩 

・Projects and energy: 村上 祐亮、末廣 裕亮 

・Risk management and investigations: 山内 洋嗣 

・Tax: 栗原 宏幸、小山 浩 

 

Rising Stars 

・Fintech: 古市 啓 

・Labour and employment: 濵 史子 

・Projects and energy: 野間 裕亘 

・Restructuring and insolvency: 片桐 大 

 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2021/28.html
https://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/18584.html

