
11）はじめに、世界の動向
水素燃料はクリーンエネルギーとして地球温暖化

問題、地球環境問題（NOx、PM(粒子状物質)など）に

解決をもたらすものとしての期待が世界的に高まって

いる事はここで改めて論じるまでもない。しかしなが

ら、爆燃性であり、これまでに使い慣れていない燃料

である水素を大量に製造、貯蔵、輸送、利用する水素

システム全体の安全性については十分な検討が不可欠

である。具体的には、貯蔵タンク、水素燃料電池自動

車の水素タンク、配管、バルブ、継手、圧縮器などに

使用される、あらゆる材料の安全性の確保が重要な検

討課題である。また、構造上の水素漏れ対策、センシ

ング技術等の検討も求められる。

水素燃料電池に関する世界の動向を見てみると、

まずアメリカでは、アポロ、スペースシャトル等に

よる宇宙での燃料電池の使用が技術開発の駆動力と

なった。しかし、1993年、クリントン大統領が自動

車用途への燃料電池の利用を提唱したことから、自

動車への利用を目標とする研究が盛んになった。ブ

ッシュ政権に移行した後にも、燃料電池開発に対す

る政策は強化され、エネルギー省主導のFreedom

CAR 9（Ford、GM、Daimler Chryslerと政府との

2010までの官民パートナーシップ）1)においては、水

素搭載型燃料電池自動車の関連技術に重点を置いた

技術開発が推進されている。ブッシュ大統領は2003

年1月末の一般教書の演説で、アメリカはクリーン

な水素燃料自動車の開発で世界をリードすると宣言

し、この水素燃料イニシアチブと、Freedom CAR

と組み合わせた水素燃料電池、水素産業基盤及び先

進的自動車技術の開発のために2004年から５カ年で

合計17億ドルの予算提案を行った。2)

一方、EUにおける燃料電池およびその関連技術の

開発は、欧州委員会研究総局（Research DG）、科学

研究開発局（DG12）を中心として、包括的な研究開

発計画であるフレームワーク計画3)の中で行われてい

る。4)燃料電池開発は1992年に開始された第３次フレー

ムワーク計画 FP3（The 3rd Framework Program）

に始まり、FP5（1998-2002年）からは、燃料電池と水

素エネルギー関連予算の半分以上が運輸用途技術に

割かれている。2002年から５カ年のFP6では定置用お

よび自動車燃料電池の低コスト化や燃料電池用先端

材料の開発、水素の製造および供給インフラストラ

クチャーなどの関連技術研究が行われている。また、

これに関連して、水素燃料電池バスの実証試験が、

CUTE（Clean Urban Transport System for Europe）5)

やECTOS（Ecological City transport System）6) におい

て行われている。

特に国際商品となる自動車が水素燃料電池利用の

ターゲットとされていることもあり、欧米諸国には

自国の規格の国際標準化に意欲的である。2)

22）国内の動向
2005年名古屋で開かれた「愛・地球博」では会場

間を水素燃料電池ハイブリッドバスが走り、水素ス

テーションの展示が行われた事からもうかがわれる

ように、日本における水素エネルギー利用において

も、欧米と同様に水素燃料電池自動車とそのための

水素ステーションなどの水素インフラストラクチャ

ーに主に目が向けられている。

日本の水素利用国際クリーンエネルギーシステム

技術（WE-NET）プロジェクト7)は、ニューサンシャ

イン計画において1993年から開始され、新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（NEDO）によって研究が

推進された。7) ～ 9)その第1期（1993-1998年度）に、低温

材料の研究開発グループでは、極低温容器として実績

のあるオーステナイトステンレス鋼、LNGタンカー

への適用例のあるAl合金を候補材とし、それらの液

体水素および低温水素ガス中における母材および溶接

部の材料試験を行った。第2期（1999-2002年度）では、

水素システムの社会導入を図るために、水素供給ステ
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ーション、自動車用水素貯蔵材料、純水素供給固体分

子形燃料電池および水素ディーゼルエンジンの開発が

盛り込まれており、低温材料の研究開発グループでは

最適溶接材料および溶接法に関する要素技術の開発を

念頭においた研究を推進した。

その研究開発内容、成果を以下に簡単にまとめる。8) , 9)

・候補材と溶接法の選定：前述のオーステナイト

系ステンレス鋼とAl合金を候補材とし、ステン

レス鋼の溶接はTungsten Inert Gas Welding、

Metal Inert Gas Welding、Submerged Arc

Welding等の従来溶接法に加えてCO2レーザー

溶接、減圧電子ビーム溶接（RPEB）、摩擦撹拌

接合（FSW）を適用。

・液体水素雰囲気下材料試験装置の導入：極低温

雰囲気での引張試験、破壊靭性試験および疲労

試験が可能な試験装置を作製。

・大規模液体輸送、貯蔵用材料の特性評価：候補

材料の厚板溶接金属部およびこれに水素を

10ppm程度チャージして極低温特性を評価。日

本原子力研究所で開発された高靭性かつ優れた

溶接性を有する完全γ型溶接材料（12Cr-14Ni-

10Mn-5Mo-N鋼）では従来溶接法による溶接部

の極低温靭性が十分高く、かつ高温割れも無く

大型タンカーやタンク用の溶接法として有効。

また、高靭性型厚板溶接法としてRPEBやFSW

が有望。SUS304L、SUS316LおよびSUS316LN

いずれの母材、溶接部ともに十分な疲労寿命を

有する。Al合金の溶接にはFSW、RPEBが有効。

・水素環境脆化に関する研究：各種オーステナイ

ト系ステンレス鋼の水素およびヘリウムガス雰

囲気での引張試験結果から、室温以下、温度が

低くなるに伴い水素環境脆化感受性が高まり、

200K付近で極大値を示した後に急激に低下し、

約150K以下で水素の影響が無くなる事が見いだ

された。これが歪み誘起マルテンサイトの生成

に関連し、オーステナイト相が安定である程感

受性が低くなる事から、オーステナイトステン

レス鋼の選定基準が示された。さらに、水素ガ

ス環境下での材料への水素侵入条件、局所的な

破壊靭性の評価や20Kにおける機械的性質に及

ぼす冷媒形態の影響等の基盤研究も行い、試験

結果のデータベースを構築。

以上の研究開発成果は、つづく2003-2008年度の

NEDOによる５カ年計画、「水素安全利用等基盤技術

開発」事業に引き継がれた。この新事業では、固体高

分子形燃料電池（PEFC）の導入・普及が円滑に進む

ように水素エネルギーの「安全技術」と「実用化技術」

の開発が行われている。WE-NETでの研究が、主に

低温、液体水素雰囲気での材料研究であったのに対し、

高圧水素ガス雰囲気での安全なインフラストラクチャ

ー構築のための材料研究へと移行した形となってい

る。具体的な研究推進内容としては、PEFCを利用し

た燃料電池自動車に水素を供給する水素ステーション

の開発強化と、水素を自動車に搭載するために必要な

高圧タンク関連の技術開発である。9) , 10)

燃料電池自動車、定置用燃料電池の導入シナリオ

の中でも、安全性の確保にかかわる基盤データの蓄

積は、実証試験とともに規制再点検や標準化のため

に重要であり、水素インフラストラクチャー、車両

関連機器および定置システムのための共通基盤技術

として位置づけられている。「水素用材料基礎物性

の研究」は、上記「安全技術」の中の材料物性に分

類される研究テーマであり、水素にかかわる共通的

で基盤的な安全対策として、水素用材料の基礎物性

の研究が行われている。主な候補材料を、ステンレ

ス鋼SUS316LおよびAl合金A6061T6としている。

2003－2004年度には、35MPa級高圧水素での水素用

機器に使用する材料の強度や疲労等の基礎物性デー

タ取得が行われた。具体的な項目としては、次の様

な項目が挙げられる。8) ～ 11)

・高圧水素タンク用ライナー材（Al合金、ステン

レス鋼等）

・高圧水素配管の耐久性向上（ステンレス鋼等）

・高圧水素蓄圧器用材料（Cr-Mo鋼等）

・高圧水素バルブ・継手用材料（ステンレス鋼等）

・液体水素用構造材料（ステンレス鋼等）

・水素用非金属材料の基礎物性（FRP等）

・水素用材料物性調査およびデータベース化

・水素特性試験装置開発およびそれを用いた水素用

材料の基礎物性評価（高圧水素ガス中での低歪み

速度試験、疲労試験、疲労き裂伝播特性評価）

・極低温ガス環境下での材料物性に関する研究

・水素吸収特性評価

・水素スタンド構成金属材料評価

・水素用材料の水素雰囲気下での疲労・トライボ

ロジー特性評価
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2005-2007年度は、得られた自動車搭載用容器、定

置タンク、配管、バルブ等の要素機器開発に使用す

る材料の基礎物性データを拡充させるとともに、

様々な高圧水素環境での使用に適した実用材料・技

術の開発が目的とされており、産学独が連携した研

究体制が作られている。

2001年４月に自動車への水素タンクの積載が解禁

されたことにより、燃料電池自動車の水素貯蔵方式

は水素吸蔵合金から圧縮水素に方向転換され、燃料

電池自動車の実用化がにわかに現実的になりつつあ

る。「高圧ガス保安法」により、水素ガスタンクは

現状で最高圧力が350気圧（約35MPa）に制限され

ているが、水素燃料電池自動車がガソリン車並の航

続走行距離目標値の500dを達成するためには、充

填圧力を更に高圧化する事が望まれるため、700気

圧対応の車両搭載型超高圧タンクによる圧縮水素方

式や液体水素方式の検討がなされている。必要な

700気圧関連技術としては、水素圧縮機、ディスペ

ンサー、流量計、カップリング、充填制御技術など、

また、液体水素技術としては、液体水素コンテナ、

液体水素昇圧、液体水素ポンプ等の研究開発が実施

されており、12) , 13)これら種々の要素機器のための、新

たな実用鉄鋼材料の開発が望まれている。

33）NIMSの現状・NIMSの研究
WE-NET第1期（1993～1998年度）においては、

「水素輸送貯蔵技術」に関わる「低温材料技術の開発」

について金属系材料研究開発センター（JRCM）か

らの委託業務では、金属材料技術研究所（現物質・

材料研究機構、NIMS）および中国工業技術研究所

と共同して低温材料評価を行った。8) , 9)金属材料技術

研究所では低温脆性に関する研究を、中国工業技術

研究所では水素脆性に関する研究を実施した。

2期（1999～2002年度）では、（1）水素脆化およ

び低温脆化機構の解明については、JRCMと産業技

術総合研究所、NIMSおよびドイツ材料研究所

（MPA）とが共同で研究を行い、（2）溶接技術につ

いては英国溶接研究所（TWI）とJRCMとが共同研

究を行った。

また、「水素安全利用等基盤技術開発」事業におい

て現在進められている「水素用材料基礎物性の研究」

（2003年度～）では、JRCMに水素用材料開発委員会

が置かれ、産業技術総合研究所、NIMS、九州大学、

愛知製鋼株式会社、新日本製鐵株式会社、住友金属

工業株式会社が連携した研究体が作られている。9) , 10)

NIMSは、「超低温ガス環境下での材料特性に関する

研究」の研究課題を分担している。ここで実施され

ている極低温環境下での疲労試験、シャルピー衝撃

試験、引張試験等による試験方法は、宇宙関連材料

強度データシートの構築にも役立てられている。

また、NIMSでは超長寿命疲労破壊に、介在物に

トラップされた水素が重要な役割を果たしている事

の確認と、燃料電池システムの長期的安全の確保を

目的として、各種金属材料の疲労強度に及ぼす水素

の影響の検討を九州大学村上教授らと共同して行っ

ている。（「ギガサイクル疲労破壊機構に及ぼす水素

の影響と疲労強度信頼性向上方法の確立」（科学研

究費補助金2002-2006年度　研究代表者：九州大学

村上敬宜教授）

水素は高強度鋼の遅れ破壊を引き起こす要因であ

るが、高強度鋼の遅れ破壊発生機構の解明、遅れ破

壊特性の評価方法の開発、遅れ破壊に及ぼす微細組

織の影響の検討、耐遅れ破壊特性に優れた高強度鋼

材料の創製、鋼中の水素トラップサイトの役割の明

確化と水素トラップ設計指針の検討などの研究も行

われている。これらの研究は、現在建築用高強度接

合部品材料をターゲットにしており、直接的には水

素エネルギー関連の材料を対象にしたものではない

が、得られている知見は水素エネルギー関連材料に

も適用・応用が可能である。さらに、圧力容器用低

合金鋼材料の水素誘起劣化に関するKAIST（韓国）

との共同研究14)や第一原理計算に基づく鉄基合金の

水素脆化に関する研究も行われている。15)

44）NIMS外の注目研究、今後の動向
2003年度の文部科学省の世界的研究教育拠点の形

成のための重点的支援（21世紀COE）に、九州大学

の「水素利用機械システムの総合技術」が採択され

ており、これに伴って水素利用技術研究センターが

発足した。16)これは水素利用に関する総合技術を研究

するセンターとしては世界で唯一のものであり、原

子レベルから大型構造物に関わる研究をカバーして

いる。例えば、金属材料の強度に関する研究として

は、水素の金属への侵入による強度低下、金属疲労

の研究など、また、摩擦、摩耗、シール、水素侵入

による軸受けの損傷、水素のリーク等の研究その他
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多岐にわたる研究がなされている。また、福岡県内

には燃料電池自動車の生産拠点となる自動車産業や

副生水素を保有する企業群が集積しているというポ

テンシャルを活かして、産官学連携の「福岡水素エ

ネルギー戦略会議」が2004年８月に設立されている。

この会議では、2005年２月28日現在までに企業91社、

大学等職員78名、研究機関・支援機関12機関、行政

８機関が参画メンバーとなっている。この戦略会議

の主要事業は、水素利用技術研究センターを中心に

した産官学プロジェクトの創出、九州大学の新キャ

ンパス（水素キャンパス）および北九州エコタウン

地区を水素ミニ社会の実証フィールドとした多様な

実証の展開、人材育成である。

また、京都大学のCOEプログラム「環境調和型エ

ネルギーの研究教育拠点形成」の４本柱の一角に

「水素エネルギー技術の構築」が据えられており、17)

今後こうした大型拠点における研究が水素エネルギ

ー社会の実現に向けた材料研究を牽引する駆動力と

なって行くものと思われる。

現在、水素燃料電池自動車の実証走行試験や水素

ステーションの建築が国内外各地で行われ、近い将

来の実用化が現実味を帯びてきた感がある。それに

つれ、ますます信頼性の高い材料の開発・選定、そ

の評価方法の重要度が増してきている。一方、航続

走行距離をガソリン車と同レベルまで延ばすために、

燃料電池自動車用の水素貯蔵方式はより高圧化する

方向に向かうと考えられるが、12) , 13)同時に貯蔵タンク

の軽量化、自動車本体の軽量化が求められている。

したがって、水素ガス使用環境で安全性が確保出来、

かつ耐圧性能に優れた高強度鋼の開発が今後よりい

っそう求められるようになると考えられる。
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