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プロジェクト概要 
作成日 平成 20 年 6 月 

制度・施策 

(プログラム)名 
エネルギーイノベーションプログラム  

事業(プロジェクト)名 水素先端科学基礎研究事業 プ ロ ジ ェ ク ト

番号 Ｐ０６０２６ 

担当推進部/担当者 燃料電池・水素技術開発部／檜山清志・川村 亘・高橋 靖 

０．事業の概要 

 本事業では、水素物性等に係る基礎的な研究を実施し、高度な科学的知見の集積を

行い、水素社会到来に向けた基盤整備を行うことを目的に、①高圧化した状態におけ

る水素物性の解明、②液化・高圧水素環境下における材料の水素脆化の基本原理解明

及び対策検討など、高度な科学的知見を要する根本的な現象解析を実施する。また同

結果を元に、水素環境下での長期使用に耐え得る材料、劣化評価方法、運用方法等の

提案を行う。 

Ⅰ．事業の位置付け・ 

必要性について 

水素及び燃料電池を広くかつ円滑に一般社会に普及させるために、現在、産学官挙

げて技術開発に取り組んでいるところであるが、燃料である水素を高圧化または液化

した状態で輸送・貯蔵するなど水素を高いエネルギー密度で取り扱う場合の水素物性

については、未だ世界的にも知見集積が乏しく、特にこれらの環境下における容器や

機器で使用する材料の水素脆化現象のメカニズム解明は、長期間、水素を安全に利用

するためには早急に解決・確立しなければならない重要な基礎的かつ高度な科学的課

題の一つである。そこで当該事業により、燃料電池自動車導入や水素インフラストラ

クチャーの整備を行う上で必要となる水素物性や水素環境下における材料特性に関わ

る基礎研究を進展させることで、燃料電池や水素エネルギーの実用化技術の進展を

支え、安全性の確保、標準化等に大きく貢献すると共に、我が国の国際競争力の

維持・確保に繋げる。 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

燃料電池自動車、定置用燃料電池システム及び水素インフラ等水素社会構築に必要な

水素物性、水素環境下材料特性に係るデータ取得、材料劣化等の基礎的研究及び メカニ

ズム解明を行うために、具体的には、下記項目を当該事業にて実施し、その成果を用いて、

関連産業界の技術開発や標準化活動を支援する。 
①高圧水素物性の基礎研究 

②高圧/液化水素環境下における金属材料等の水素脆化の基本原理の解明及び対策検討

③液化・高圧水素環境下での長期使用及び加工、温度等の影響による材料強度特性研究 

④高圧水素トライボロジーの解明 

⑤材料等内の水素拡散、漏洩などの水素挙動シミュレーション研究 

 

主な実施事項 H18fy Ｈ19fy H20fy H21fy H22fy H23fy H24fy

高圧水素物性の基礎研究      
  

高圧/液化水素環境下におけ

る金属材料等の水素脆化の基

本原理の解明及び対策検討 

   

    

液化･高圧水素環境下での

長期使用及び加工、温度

などの影響による材料強

度特性研究 

   

    

高圧水素トライボロジー

の解明 

   
  

 
 

材料等内の水素拡散、

漏 洩 な ど の 水 素 挙 動

シミュレーション研究 

       

 

 

事業の計画内容 

成果とりまとめ       

データ取得、データベース公開 物性測定技術、

装置の開発 

 

水素環境下での疲労試験 

解析技術開発 

管理基準、信頼性評価手法の提示 

実部品（金属、樹脂）の疲労試験、劣化解析 

水素侵入特性、シール材の長期信頼性評価 

熱伝導、露点測定

技術、装置の開発 
データ取得 
データベース公開

高圧水素中試験装置整備 

試験品のミクロ、マクロ解析 
材料の疲労寿命予測、データベース公開 

高圧水素中 
試験装置整備

高圧水素曝露材の摩擦試験 
高圧水素中 
試験装置整備 高圧水素中摩擦試験 

信頼性評価 
データ公開 

水素挙動ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ整備 

★ ★ ★ 中間評価 1 中間評価 2 最終報告 

固体内拡散挙動解析 
実 ﾃﾞｰﾀとの比較検証 

材料内水素と材料強度、 
疲労特性の相関解析 

実験担当者との連携、事前評価など支援 

測

報告 報告 
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会計・勘定 H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy H23fy H24fy

一般会計 0 0 0    

特別会計 高度化 1,666 1,632 1,750    

 

開発予算 

(単位：百万円） 

総予算額 1,666 1,632 1,750    

経産省担当原課 
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー対策課・燃料電池推進室 

プロジェクトリーダー 村上敬宜(独立行政法人 産業技術総合研究所水素材料

先端科学  研究センター・センター長) 
開発体制 

委託先 独立行政法人 産業技術総合研究所 
国立大学法人 九州大学 

情勢変化への対応 

平成 15、16 年度では、個々の事業(固体高分子形燃料電池普及基盤整備事業および

水素安全利用等基盤技術開発)内で規制緩和や基準・標準化対応の研究開発を実施し

てきた。これに対し、産業界からの規制見直し要望や国際標準化活動をより効率的に

推進するために、平成 17 年度に、｢水素社会構築共通基盤整備事業｣を立ち上げ、安

全検証向け裏付けデータを集中して取得することとし、得られた成果は関係機関にて

共通・共有化を図ることとした。また、国際標準化活動では、電気自動車

(ISO/TC22/SC21)、燃料電池(IEC/TC105)、水素技術(ISO/TC197)等の並行関連活動を効

率的かつ戦略的に推進するための体制を構築し、関係機関にて情報の共有化を図るこ

ととした。平成 18 年度には、「水素先端科学基礎研究事業」として本事業を立ち上

げ、水素物性とその環境下における材料の劣化メカニズムを解明し、未解明の水素脆

化などの課題を解決することで長期間安全・安心な水素利用に関する容器や機器の設

計指針に資することとした。また平成 19 年度には、「水素貯蔵材料先端基盤研究」

を立ち上げ、水素貯蔵の基礎原理の解明を行うこととした。 

 
本事業開始後の対応は下記の通り。 

(1)関係産業界で構成されている燃料電池実用化推進協議会から提示された「燃料電池

自動車の普及開始目標：2015 年」に向けて現在事業展開・加速中。 
(2) 燃料電池自動車の普及に向けた日本自動車工業会や燃料電池実用化推進協議会

等々からの追加検討要望を受け、燃料電池自動車や水素スタンドの例示基準向け安

全検証の根拠となる材料特性に関する知見や同評価方法に関する指針等を纏める旨

加速した。 
(3) 第 2 期水素・燃料電池実証プロジェクト(JHFC)にて計画されている 70MPa 級水素

供給インフラの検討にも反映させるために、安全確認検証(例実証終了プロジェクト

から得た水素曝露機器の解体調査等)、70MPa 級蓄圧器等材料物性補足データ取得

等を追加し、研究を加速中。 
(4) 加えて、70MPa 級蓄圧器材料等における水素脆化メカニズム解明のためには、た

とえば長時間周期の材料負荷を与え、その際の材料挙動を追跡する材料試験など、

長時間を要する検証データ等を充実させる必要があり、複数台の試験設備を充実さ

せ、同時並行作業にて効率的に検証裏付けデータを取得することが不可欠である。

現在、高圧水素雰囲気下材料疲労特性評価試験装置等を複数台整備中(平成 20 年度

に 100MPa 級高圧水素ガス雰囲気下材料試験 1 台導入予定) 

 

 

特許 出願中 ［国内］5 件、［外国］8 件 
投稿論文 ［査読有り］15 件  ［査読なし］1 件     

Ⅲ．研究開発成果に 

ついて 

その他 発表件数 100 件      ※いずれも平成 20 年 3 月現在 
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Ⅳ．実用化の見通しに

ついて 

本事業では、水素エネルギー社会に不可欠である「水素を長期間安全に利用す

るための学術的な基盤」を確立することを目的としている。また水素を取り扱う

容器や機器における材料の水素脆化やトライボロジーなど、水素が関わる現象や

挙動の基礎的メカニズムを解明するとともに、基礎的な水素物性のデータベース

を構築することで関係産業界の誰もが、その成果を活用できるようにすることで

水素利用技術の信頼性向上、安全性確立に資することを意図している。 
具体的には、2008 年 7 月に発表された燃料電池実用化推進協議会が描く「燃料

電池自動車を 2015 年に一般ユーザーに普及開始」、「商用水素ステーションの設

置開始」のシナリオに向けて、産業界と連携を取りながら必要なデータ、考え方

を提示していく。2010 年に予定される「商用水素ステーションの仕様決定」、「高

圧容器および付属品の新基準発行」に関しては、産業界における設計、評価に資

するために、各材料の疲労寿命を考えた使い方や設計方針を提言していく。さら

に本事業の完了する 2012 年には産業界において、金属材料評価法の技術標準を

発行し ISO 等への反映に取り組む計画がされており、資するデータ取得に関して

本事業に期待される部分は大きい。また、随時最新の高圧水素物性データベース

を広く世に公開していくこと。金属材料だけでなく、バルブなど摺動材や O リン

グのようなシール材に関する水素環境下での疲労特性を明らかにしていくことを

通して、水素インフラに使用する機器の設計手法構築や、構成部材の疲労寿命予

測、メンテナンス指針を確立し、安全な水素社会を構築するための基盤となる知

見を産業界に提供する。 
 

Ⅴ．まとめ 

 本事業は、概ね当初計画通りに推進中である。 
 
(1) 世界的にも類のない高圧水素環境（100MPa）での材料や部品の評価方法やそのための

検証装置開発を進展させ、安全かつ精度の高い試験・検証環境を整備しつつある。 
(2) 水素物性については、低圧領域から着手し、従来データとの相関等有効性が認められ

ることから、今後とも計画通り高圧領域へ展開・拡張していく。 
(3) また高圧水素環境中における各種材料特性やトライボロジーなどに関するメカニズム解

析のうち、材料の疲労強度に関しては単純に荷重負荷のサイクル数だけに着目した加速

試験による評価では不十分であることが判明した。今後は、各種材料の長期サイクル使

用等実使用条件を十分に考慮した材料特性把握（裏付けデータ取得を含む）・メカニズ

ム解析を展開し、関係産業界が実際に活用しやすい使用方法や機器設計指針等を提

供していくこととする。 
(4) 目指す水素社会は、安全を基盤としてこそ成立することから、本研究開発に必要な実験

や各種検証においても安全最優先の設備・体制で推進すると共に、各研究従事者レベ

ルでも細心の注意を払いながら実施することを周知徹底する。 
  
事前評価 平成 17 年度実施 担当部 燃料電池・水素技術開発部 

Ⅵ．評価に関する事項 
中間評価以降 平成 20 年度中間評価結果反映 
作成時期 平成 18 年 2 月作成 

Ⅶ．基本計画に関する 

事項 変更履歴 平成 20 年 3 月改訂 
平成 20 年 6 月改訂 

 



水素先端科学基礎研究事業の研究開発全体の研究開発実施体制 
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⑤水素挙動シミュレーション研究(材料内水素拡散シミュレーション等)

上智大学
研究開発実施項目：②材料強度特性研究(材料中の水素分析)

(独)物質・材料研究機構
研究開発実施項目：②材料強度特性研究(粒界内すべり変形に対する水素の影響解明)

国立大学法人 長崎大学
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研究開発実施項目：⑤水素挙動シミュレーション研究(原子間ポテンシャル調査等)

再委託

水素先端科学基礎研究事業
推進助言委員会
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④高圧水素トライボロジー研究(気体分子の挙動解析)

国立大学法人 京都大学
研究開発実施項目：⑤水素挙動シミュレーション研究(原子間ポテンシャル調査等)

再委託

水素先端科学基礎研究事業
推進助言委員会

  5 
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「水素先端科学基礎研究事業」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
気候変動問題に加えて、化石資源の枯渇とそれに伴うエネルギー安全保障の確保

が重要な課題となるなかで、水素利用の道を切り開くことは非常に重要である。水

素利用のためのインフラ整備のためには多岐にわたる検証、とりわけ、安全の確保

は特に重要であり、「安全・安心」が基礎にあるべきであり、その点からも、本事業

は重要な位置づけであると考える。このような安心・安全な水素利用社会を構築す

るためには、公的機関による材料特性と水素物性の基礎的なデータを蓄積すること

が必要であり、本事業はそれに大きく貢献する。また、今後、高圧水素雰囲気にお

ける動的材料特性が得られるのは世界的に見ても当該プロジェクトのみとなり、プ

ロジェクトの存在意義はきわめて高い。さらに、水素研究の設備として世界に通用

する可能性を秘めた最良の設備と環境による研究が実施されており、ここから得ら

れる結果には期待が持てる。 
一方、事業全体としてのパフォーマンスをさらに高めるため、各個別テーマチー

ム同士の連携をさらに密にすることや、他の NEDO 事業及び事業外の研究者等との

交流や討論等が必要である。また、若手研究者の育成も重要である。 
我が国の水素材料の研究拠点として、事業終了後も見据えた「拠点」の実験研究

資産と人材資産を生かす戦略を構築して頂きたい。 
 

２）今後に対する提言 
気候変動問題やエネルギー・資源問題の状況の深刻さを考えると、研究はさらに

加速すべきと考える。また、基礎研究基盤整備と実用評価実験設備整備とのバラン

スを再設定し、水素インフラ等の実用的目標の具体化が必要であり、これを今後の

予算計画に反映させ、さらなる研究開発の拡大・充実を図って頂きたい。特に、来

るべき水素社会に求められている耐水素特性の良い低価格材料の提供、高強度材料

の提供には多くの試験機が必要であり、材料研究にはできるだけ多くの研究予算等

の研究資源を投入することが、水素社会構築への近道であると考える。さらに、本

研究拠点の活性化ために、人材育成を一層進めるとともに、事業外の研究機関の水

素関連研究者との交流を容易にする工夫も必要である。 
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２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
 本事業は水素社会における安全性確保のために必要不可欠であり、公益性は十分

に認められる。また、本事業は水素エネルギー技術の構築のための基礎データの収

集に重点を置いており、民間活動のみでは実施が困難であり、未知の領域のデータ

取得には、公的機関の関与による研究が不可欠である。さらに、世界的にも計測実

績のない高圧水素物性測定や、高圧水素環境下における各種材料特性を調べること

は、国際競争力を高め、かつ当該分野の国際貢献に繋がる。このような観点から、

NEDO の関与はきわめて妥当である。 
 なお、内外の技術開発動向状況の総括を踏まえた事業の位置づけをもっと明確に

すべきである。また、NEDO の他の水素関連事業を含む、国内の水素関連事業間で

の実験研究設備の有効な活用や研究者間の連携が望まれる。さらに、これまで同様

に、安全性に関する国内貢献を重視すべきであり、想定する条件・圧力での安全を

確実に担保できる試験条件の設定およびデータの取りまとめを望む。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
水素物性データの採取、水素脆化メカニズムの解明は水素安全利用のために妥当

な研究開発目標であり、評価できる。研究開発計画もはっきりと設定されており、

燃料電池車と水素インフラの安全確保のための先端科学基礎研究として概ね妥当で

ある。最新の設備が整備されており、建物と設備の実現状況は評価できる。 
しかしながら、研究開発実施の事業体制は必ずしも十分とは言えず、世界に通用

するオールジャパン体制であると認識するに至らない。特に、研究者の専門が機械

分野の研究者に偏りすぎていて、異分野の水素研究者（例えば､物理、化学、金属）

が少ないことが問題である。また、これから整っていくものと考えられるが、各個

別テーマ間のチーム連携が弱い。さらに、材料強度、水素脆化に関する研究の重要

性は示されているが、安心・安全を構築するための定量的な目標設定は不足してい

る。 
なお、情勢が著しく変化している分野であり、内外の動向をより明確にし、そこで

の目標の位置づけと評価を行いながら、機動的な計画内容の見直しを望む。 
 
３）研究開発成果について 
試験環境が整備され各研究が開始され始めており、本事業は計画通りに進行して

いると判断される。特に、高圧水素雰囲気で疲労試験及び疲労き裂進展試験等の動

的試験を実施しているのは、日本だけであり成果が期待できる。 
しかしながら、高圧水素下での実験を考えているにもかかわらず､現段階では多く

の実験が低圧下のみで行われている。これは、実験施設の建設と実験装置の導入に

時間をとられたためだと考えられるが、本年度に高圧水素雰囲気材料試験機等が導
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入される予定であり、高圧装置にも創意工夫をこらして､世界に追従を許さない正確

なデータを採取して頂きたい。また、基礎研究としての国際的レベルでの成果はま

だ出ていないため、論文または特許の形で公開される成果を増やす必要がある。 
なお、実用化に際し再試験が必要になる等の不都合を防ぐため、検討対象の材料の

選択、検討条件の設定については十分ユーザーの意見を聞いて行って欲しい。また、

シミュレーションはもっと厚みを持って対応すべきである。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本事業では実用化の出口イメージを設計指針等としており、不足する動的材料デ

ータの取得に寄与することが可能であると考える。まだ、高圧水素下の実験が軌道

に乗っているとは言い難いが､今後研究を展開することにより､水素エネルギー社会

を実現する上で有用な知見が得られると期待したい。 

基礎研究部分はもっと対外発表等を行って、近い将来企業戦力となる大学院生等

との議論の場を増やしたり、企業からの参加を増やすことも必要と考える。 

出口イメージに関しては、自動車をめぐる社会情勢は、大きく変化しており、計

画を立案した段階での出口イメージが的確かどうかは、常に考慮を加える余地があ

る。また、出口イメージに繋がる現象論的データの早期確立が急務である。 

なお、我が国の水素プロジェクトが国際競争力を持つためには、少なくとも 120MPa

程度の圧力における動的試験データを得ることが必要と考えられる。しかし、指針･

基準等の作成に役立つ高圧水素雰囲気における材料試験を行なうには、試験装置の

数量が極めて不足しているため、予算が許す限り数多くの試験装置の導入を検討し

て頂きたい。さらに、35MPa を超える高圧領域では複合容器が軽量性から主流にな

ると考えられ、是非、複合容器関連の材料を検討対象として頂きたい。 
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個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価、実用化の見通しについて、今後に対する提言 

高圧水素物性

の基礎研究 

本テーマは高圧水素ガスを扱うあらゆる場面で必要なデータの収集であり重要な研究である。また、燃

料電池等で使用する高純度の水素ガスの熱物性データや露点、各物質に対する溶解度等のデータを精密に

測定しデータベース化する意義は高いと考えられる。 
高圧水素環境の基礎研究設備の整備を行い、研究成果を上げており、研究は計画通りに遂行されている。 
しかしながら、低圧域の結果が出されているが､目標とする高圧域のデータではない。今後は、不足して

いる高圧域の測定データを早期に出すことが望まれる。また、基礎データをどのように応用すれば実用化

が促進されうるのかを明確にすべきである。さらに、他の個別テーマチームとの連携を図ることも考える

べきである。 
この外、液体内に溶解した水素が材料に与える影響についても研究を行って頂きたい。 

高圧 /液化によ

る金属材料等

の水素脆化の

基本原理の解

明及び対策検

討 

水素分布を可視化して観察し、き裂の進展とき裂先端の水素濃度との関係を明らかにすることは本事業

で最も期待される研究ポイントである。成果として特に、SUS316L の疲労き裂進展速度が低サイクル荷

重条件で大幅に加速することを見つけたことは評価でき、容器への充填と消費の頻度サイクルと疲労破壊

の関係が実用的なレベルの問題と繋がるのであれば興味深い。 
一方、本テーマはいまだに解決されていない難問中の難問であり、本研究では水素分布の可視化が可能

となったものの、実用の基礎となる段階にまで到達していると判断することは難しく、他の研究者の研究

レベルにやっと追いついてきた段階であることから、これまでの説を超える利点、信頼性を明確にする必

要がある。 
今後は、実用化につながる、高圧水素雰囲気で使用する様々な材料について、より広範囲の条件下での

豊富なデータの蓄積が望まれる。また、脆化メカニズムの確かさを実験と比較する必要があり、このため

にも他の NEDO プロジェクトを含む材料グループとの連携が必要である。 
なお、更なる脆化メカニズムの解明のための基礎研究に重点を置くのか、応用研究に力点を移すのかな

どの戦略の明確化を望む。 
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液化・高圧化状

態における長

期使用および

加工（成形・溶

接・表面修飾）、

温度などの影

響による材料

強度特性研究 

疲労き裂進展加速現象の解明や、ゴムのブリスターの解明など、成果を上げている。金属材料に限らず

高圧水素雰囲気における材料試験が今後とも実施可能なのは当該プロジェクトのみであるため、今後の成

果に期待する。 
一方、材料試験の目標値としては、どの設備にどの材料を使用し、どの設計指針で設計するかが重要で

あり、最終目標が指針であるならこの点を重視する必要がある。また、複合容器は将来にわたって高圧式

水素社会を支える技術であるので、複合容器関連の材料（CFRP:炭素繊維強化プラスチックス）に関して

も検討が是非、必要である。 
水素による材料の劣化のメカニズムには諸説があるため、今後は、当該事業以外の研究者等とも議論を

進めることが必要である。それのみならず、既存の水素脆化モデルにとらわれることなく、水素脆化の基

本原理を解明し、水素脆化を抑制する方法を開発して頂きたい。実用材料の水素脆化結果を出すことは必

要であるが､基礎的な立場の研究も忘れないで欲しい。 
なお、本テーマはどれもが安全性に関係する重要課題であり、企業側に既にかなりのデータの蓄積があ

るかもしれないが、知財との関係を乗り越えてより多くの公開を望む。 

高圧水素トラ

イボロジーの

解明 

高圧水素トライボロジーの解明は面白い研究テーマであり､水素トライボロジー特性評価のための実験

結果を検討し、実験研究方法及び影響因子の抽出に成果を出してきている。 
しかしながら、どの様な摩擦･磨耗現象が実際の問題となるのか、研究の目標とそれに対する解決方法を

明確にする必要がある。基礎研究であれば機構解明のための実験研究計画を再検討し、応用評価実験であ

れば高圧系あるいは想定される水素雰囲気に対応させて研究を進める必要がある。また、トライボロジー

特性への水素ガス中の不純物の影響も重要な研究テーマである。この外、供給する水素ガスの純度を低下

させないような方策も必要である。 
トライボロジーは非常に多くの要素を含む複雑な系を扱う大変難しい学問である。逆に複雑であるから

こそ、実用を考える場合、系をモデル化しシミュレーターにより現象を再現できる手法を構築することが

強く求められる。そのため、今後は、是非シミュレーションにも力を入れて頂きたい。また、常用圧力が

100MPa を超える高圧の水素設備が使用されることが予想され、このような圧力は、シール材料の母材強

度を上回ることがあるため、拡散ガスによる母材や密着部の割れ、剥がれ等にも注目して研究を続けて頂

きたい。 
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材料等内の水

素拡散、漏洩な

どの水素挙動

シミュレーシ

ョン研究 

水素挙動および材料の構造・強度解析に研究成果を挙げている。水素脆化は不純物、表面構造など非常

に多くの要素に影響される現象であるだけに、モデル化およびそれに基づくシミュレーションの開発は重

要であり、現在必要とされている高圧水素雰囲気における材料試験を省略できる可能性があるため、今後

のシミュレーションの研究の発展に期待する。 
一方、これまで行われてきた水素挙動シミュレーションの研究と本研究との相関が不明である。シミュ

レーションへの取り組みをもっと強化してもよいと考えられる。異分野の水素研究者も入れて、精力的な

計算ができるグループを作るべきである。 
未だ、各シミュレーション研究グループの結果が統合されていない。今後は、シミュレーション結果の

統合を行い、ミクロとマクロを繋げて欲しい。他の研究項目の実験結果との比較や、他のプロジェクトを

含む材料グループとの連携も必要である。また、世界に通用する新方法を検討、発表すべく、国内のシミ

ュレーションの専門家との意見交換が必要である。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

 

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性 2.7  A C A A A A A 

２．研究開発マネジメント 1.7  B B B B D B B 

３．研究開発成果 1.6  B B B B C B D 

４．実用化の見通し 1.7  B A B B B D C 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 

 ＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 

・非常に重要          →A

・重要             →B

・概ね妥当           →C

・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A

・よい            →B

・概ね妥当          →C

・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 

・非常によい          →A

・よい             →B

・概ね適切           →C

・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A

・明確            →B

・概ね明確          →C

・見通しが不明        →D

 

 

2.7

1.7

1.6

1.7

0.0 1.0 2.0 3.0

２．研究開発マネジメント

３．研究開発成果 

４．実用化の見通し 

平均値

１．事業の位置付け・必要性
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評点結果〔個別テーマ〕 

①高圧水素物性の基礎研究 

1.5

1.8

0.0 1.0 2.0 3.0

研究開発成果

実用化の見通し

平均値
 

②高圧／液化による金属材料等の水素脆化の基本原理の解明及び検討対策 

 

③液化・高圧化状態における長期使用および加工（成形・溶接・表面修飾）、温

度などの影響による材料強度特性研究 

 

1.8

1.7

0.0 1.0 2.0 3.0

研究開発成果 

実用化の見通し 

平均値

1.8

2.0 

0.0 1.0 2.0 3.0

研究開発成果 

実用化の見通し 

平均値
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④高圧トライボロジーの解明 

 

 
⑤材料等内の水素拡散、漏洩などの水素挙動シミュレーション研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.5

0.0 1.0 2.0 3.0

研究開発成果 

実用化の見通し 

平均値

1.5

1.5

0.0 1.0 2.0 3.0

研究開発成果 

実用化の見通し 

平均値
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評価項目 評価項目 平均値 素点（注） 

研究開発成果 1.5  B B B C D B －
①高圧水素物性の基礎研究 

実用化の見通し 1.8  A B B B B D －

研究開発成果 1.8  B A B C C B －②高圧／液化による金属材

料等の水素脆化の基本原

理の解明及び検討対策 
実用化の見通し 1.7  B B B B D B 

－

研究開発成果 1.8  B A D  B B B －③液化・高圧化状態におけ

る長期使用および加工

（成形・溶接・表面修飾）、

温度などの影響による材

料強度特性研究 

実用化の見通し 2.0  A B A D B B －

研究開発成果 1.5  B C B C C B －④高圧トライボロジーの解

明 実用化の見通し 1.5  C C B B C B －

研究開発成果 1.5  D B B B C B －⑤材料等内の水素拡散、漏

洩などの水素挙動シミュ

レーション研究 
実用化の見通し 1.5  B C B B D B 

－

（注）Ａ＝３、Ｂ＝２、Ｃ＝１、Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 

＜判定基準＞ 

(1) 研究開発成果について (2) 実用化の見通しについて 

・非常によい          →A

・よい             →B

・概ね妥当           →C

・妥当とは言えない       →D

・非常に明確         →A

・明確            →B

・概ね明確          →C

・見通しが不明        →D

 

  

 
 




