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事業概要 

1. 期間 
  開始 ：2018年6月 
  終了（予定）：2021年2月 

2. 最終目標 

実施項目 最終目標（2020年度） 

①汎用ステンレス鋼の 

使用可能範囲拡大に関する 

研究開発 

水素ステーションで使用可能な汎用ステンレス鋼の候補から優先度の高いSUS316系
のデータ取得を行い、使用可能範囲を明らかにする。また、取得したデータを基に新た
な水素特性判断基準を検討する。 

②汎用ステンレス鋼冷間加工材
に関する研究開発 

汎用ステンレス鋼冷間加工材について、水素ステーションにおける使用条件を明確化
する。 

③汎用ステンレス鋼溶接材に 

関する研究開発 

汎用ステンレス鋼の溶接について、その材料特性、水素適合性を測定し、基本的な材
料特性、使用条件等を明らかとする。 

汎用ステンレス鋼の溶接に関する水素適合性検討結果に基づき、技術指針作成に
向け必要な検討課題を明らかにする。 

④汎用低合金鋼の高温適用に
関する研究開発 

汎用低合金鋼の高温水素ガス中使用を想定したデータ取得により水素圧縮機への適
用可否を判断し、低合金鋼技術文書(JPEC-TD 0003)へ反映を検討する。 
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一般財団法人石油エネルギー技術センター 

高圧ガス保安協会 

国立大学法人 九州大学 

一般財団法人金属系材料研究開発センター 

愛知製鋼株式会社 

株式会社日本製鋼所 

国立研究開発法人物質・材料研究機構（つくば） 

・全体統括、基準化検討、試験計画、鋼材選定等 

・ステアリング委員会の運営、基準化検討、国内外の基準調査等 

再委託 

NEDO 

●実施体制および分担等 

  事業者名                     担当項目 

①使用可能範囲拡大 ②冷間加工材 ③溶接 ④汎用低合金鋼 

①使用可能範囲拡大 ②冷間加工材 ③溶接 ④汎用低合金鋼 

・高圧水素環境での試験等 

①使用可能範囲拡大 ②冷間加工材 ③溶接 ④汎用低合金鋼 

・冷間強加工材の評価等 

②冷間加工材 

・冷間加工・溶接に関わる水素適合性評価等 

②冷間加工材 ③溶接 

・SUS305冷間加工材の評価等 

②冷間加工材 

・試験、基準化検討等 

④汎用低合金鋼 

・金属組織解析 

事業概要 
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日本製鉄株式会社、      . 
（共同実施）日鉄ステンレス株式会社 



3.進捗概要 

実施項目 成果内容 自己評価 

（2019.3末時点） 

①汎用ステンレス
鋼の使用可能範
囲拡大に関する
研究開発 

新指標の判定基準を構築するため、水素適合性評価試験を開始した。Ni
当量下限値を見極めるため、既存データを補完するデータを取得中（Ni当
量24.2%, 25.1%, 26.5%, 26.8%）。 

・SSRT：引張強さ・伸び・絞りのNi当量依存性、温度依存性、水素圧依
存性 

・疲労試験：水素中で疲労限度が低下しないことの確認 

○ 

②汎用ステンレス
鋼冷間加工材に
関する研究開発 

SUS316系、SUS305の冷間加工材について、種々の冷間加工度での
水素適合性評価試験を開始した。 

○ 

③汎用ステンレス
鋼溶接材に関す
る研究開発 

Ni当量を制御した溶接継手用の汎用SUS鋼材を製作し、マッチングフィ
ラーを用いたバタリング溶接試験材を製造した。 

○ 

④汎用低合金鋼
の高温適用に関
する研究開発 

圧縮機の動作状況を模擬した評価方法を確立した。一部材料について水
素適合性評価試験を開始した。 

○ 

事業概要 
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１．事業の位置付け・必要性  （１）事業の目的の妥当性 
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（出典）2019.3.12 METI 

 水素・燃料電池戦略ロードマップ 



１．事業の位置付け・必要性  （１）事業の目的の妥当性 

事業の目的 
  前NEDO事業において水素ステーションで用いられる鋼材の鋼種拡大に取り組んで

きたが、今後は市中に流通する汎用材を使用可能にしていくことが重要である。 

 そこで、本事業では新たな水素特性判断基準の導入に関する研究に取り組み、水

素ステーションの建設コスト低減に向けた例示基準の見直しに資する成果を生みだすこ

とを目的としている。  

          

社会的背景 
 水素ステーションの普及目標として、2020年に160か所、2025年に320か所の整

備が掲げられている。これを実現するためには水素ステーション事業の自立化に向け、

コスト低減のためのさらなる取り組みが必要である。 
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１．事業の位置付け・必要性  （2）国が支援する妥当性 
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（出典）2019.3.12 METI 

 水素・燃料電池戦略ロードマップ 



１．事業の位置付け・必要性  （2）国が支援する妥当性 

 新たな水素特性判断基準の導入に関する研究は規制改革実施計画 

「No.39 水素特性判断基準に関わる例示基準の改正等の検討」 に

沿ったものである。 

 水素ステーションの高圧水素部に使用できる材料の使用範囲を拡大

し水素ステーション事業者が簡便に利用できるようにするためには、検証

結果の例示基準化・技術文書化が、最も有効な方策である。 

 これらの研究を行うには、水素ステーションの現状の事業内容、市場

規模を勘案すると民間単独での対応は困難であり、国による研究支援

が求められる。 
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2 ．研究開発マネジメントについて（１）研究開発目標の妥当性 

研究開発項目 研究開発目標 根拠 

①汎用ステンレス鋼の 

使用可能範囲拡大
に関する研究開発 

水素ステーションで使用可能な汎用ステンレス鋼の
候補から優先度の高いSUS316系のデータ取得を
行い、使用可能範囲を明らかにする。 

また、取得したデータを基に新たな水素特性判断
基準を検討する。 

現在の例示基準の根拠となっている絞り特性
から新たな水素特性判断基準に置き換え、そ
の結果としてNi当量を緩和させるには、低温、
高圧の水素中での様々な挙動を評価し、安
全性を立証することが必要である。 

②汎用ステンレス鋼
冷間加工材に関する
研究開発 

汎用ステンレス鋼冷間加工材について、水素ステー
ションにおける使用条件を明確化する。 

部材の薄肉化や部品の小型化を可能とし低コ
スト化に寄与する。将来の例示基準化を視野
に入れた、当該材料の水素適合性や許容引
張応力の検討が必要である。 

③汎用ステンレス鋼
溶接材に関する研究
開発 

汎用ステンレス鋼の溶接について、その材料特性、
水素適合性を測定し、基本的な材料特性、使用
条件等を明らかとする。 

汎用ステンレス鋼の溶接に関する水素適合性検討
結果に基づき、技術指針作成に向け必要な検討
課題を明らかにする。 

配管接続に汎用ステンレスの溶接が使用可能
になれば部品点数の削減や漏えいリスクの低
減に効果的であると考えられる。 
実使用に耐える溶接を実現するための検討と
実施に向けた技術指針の作成が必要である。 

④汎用低合金鋼の
高温適用に関する研
究開発 

汎用低合金鋼の高温水素ガス中使用を想定した
データを取得し、汎用低合金鋼の水素圧縮機への
適用可否を判断する。 

汎用低合金鋼は素材コストや加工性に優れる
ものの、水素圧縮機の温度範囲での水素適
合性が未知のため現状では使用できない。 

◆研究開発目標と根拠 
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2 ．研究開発マネジメントについて（２）研究開発計画の妥当性 

◆研究開発のスケジュール 

研究開発項目 2018年度 2019年度 2020年度 
2021年度 
（参考） 

2022年度 
（参考） 

①汎用ステンレス鋼の 

使用可能範囲拡大
に関する研究開発 

②汎用ステンレス鋼
冷間加工材に関す
る研究開発 

③汎用ステンレス鋼
溶接材に関する研
究開発 

④汎用低合金鋼の
高温適用に関する
研究開発 

SUS316系の水素適合性検討 

SUS316系の基準化検討 

SUS304系の水素適合性検討 

境界条件を考慮した適材適所の基準化検討 

▽新指標の判定基準作成 

SUS316系冷間加工材の水素適合性検討 

SUS304系冷間加工材の水素適合性検討 

基準化検討 

▽使用条件明確化 

基準化に資する資料作成▽ 

溶接部の水素適合性検討 

技術指針検討 

技術指針提案▽ ▽検討課題明確化 

基準化に資する資料作成▽ 

技術文書化検討・TF&分科会開催 

技術文書改訂▽ 

▽圧縮機への適用可否判断 

低合金鋼の水素適合性検討 

▽基準化に資する資料作成 
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SUS305系冷間加工材の許容引張応力、水素適合性検討 

▽使用条件明確化 



◆研究開発の実施体制 

2 ．研究開発マネジメントについて（３）研究開発の実施体制の妥当性 

事業ニーズ、法規制、学術知識、材料製造の様々な分野を得意とする機関が集結し、 

一体となってプロジェクトを推進している。 
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2 ．研究開発マネジメントについて（４）研究開発の進捗管理の妥当性 

◆研究開発の進捗管理 

 研究開発の進捗管理体制として、 

 2018年度は、鋼材ステアリング委員会（全事業者＋METI、NEDO、有識者） 

 を3回実施。 

 その他、必要に応じ、事業者間の個別進捗確認会議を都度実施。 
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2．研究開発マネジメントについて（５）知的財産権等に関する戦略の妥当性 

◆知的財産権等に関する戦略 

 知財運営委員会を設置し、対外発表等に際して申請、認可を得る。 
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発表者：

＊材料提供者へのデータ公開の了承が前提

＊投稿の２週間前までに申請

知財運営委員：

　　　ＯＫ 発表者： 知財運営委員へコメント対応報告

鋼材知財運営委員会

議長： 知財運営委員会（知財運営委員会議長名）承認 知財運営委員

＊コメント対応の確認 JPEC　　小林　拡（議長）

＊材料提供者への公開の了承の確認 KHK　　　前田　秀

発表者： 九大　　　松永久生

＊コメント有りの場合は対応結果も付記すること JRCM　　前田尚志

＊知財委員会承認日も記載 日本製鉄　中村　潤

ＮＥＤＯ： 愛知製鋼　渡邊義典

ＪＳＷ　荒島裕信

日鉄ステンレス　秦野正治

ＮＩＭＳ　小野嘉則

事務局：　JPEC

知財運営委員会へ申請（投稿論文、発表資料）

 ＮＥＤＯより公表許可

各委員承認

  ＮＥＤＯへ公表申請

コメント有り



 開発項目 最終目標 
（2020） 

成果 
（2018時点） 

達成度 
今後の課題と
解決方針 

①汎用ステンレス鋼の使用可能範
囲拡大に関する研究開発 

①-1新たな水素特性判断基準の検討 

新たな水素特性判断
基準の創出 

新指標設定の
方向性 ○  

新指標の設定 
疲労への影響度の
確認 

①-2高圧水素環境での試験 
各種材料の高圧水素
中の水素適合性評価 

各種水素適合
性評価の実施 ○ 

低温共振疲労試験
法の確立 

②汎用ステンレス鋼冷間加工材に
関する研究開発 
②-1汎用ステンレス鋼冷間加工材の水素適合
性判断と冷間加工材の許容引張応力検討 

冷間加工材の使用条
件の明確化 

評価対象・試験
仕様の選定 ○ 

冷間加工材の基準
化に関する要件検
討 

②-2 SUS316L、SUS304冷間加工材
に関する水素適合性評価 

冷間加工材の使用条
件の明確化 

水素適合性評
価の実施 ○ 

冷間加工度の影響
評価 

②-3 SUS305冷間加工材に関する水
素適合性評価 

許容引張応力設定に
関する物性評価 

引抜材の物性
評価の実施 ○ 

許容引張応力設定
冷間加工度の影響
評価 

②-4汎用ステンレス鋼の水素適合性に
及ぼす冷間加工度の影響解明 

冷間加工の水素適合
性への影響機構解析 

冷間加工後の
組織解析 ○ 

水素適合性への影
響メカニズムの解明 

②-5高圧水素環境における評価試験 
各種材料の高圧水素
中の水素適合性評価 

高Ni当量材での
評価を開始 ○ 評価の円滑な実施 

◎大幅進捗、○ほぼ予定通り、 
△予定遅れ、☓達成困難の見通し  

３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 

◆研究開発項目毎の目標と達成状況 
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３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 

◆研究開発項目毎の目標と達成状況 

 開発項目 最終目標 
（2020） 

成果 
（2018時点） 

達成度 
今後の課題と
解決方針 

③汎用ステンレス鋼溶接材に関する
研究開発 

③-1汎用ステンレス鋼溶接材に関する
水素適合性評価 

溶接に関する水素
適合性等の評価・使
用条件等の明確化 

バタリング溶接を
用いた溶接試験
片の作製 

○ 
母材・溶接金属・溶
接部各々の健全性
評価 

③-2汎用ステンレス鋼溶接の技術指針
作成 

（2022予定） 
 ガイドライン化 

（計画に基づき2019年度より検討開始） 

④汎用低合金鋼の高温適用に関
する研究開発 
④-1水素圧縮機を想定した条件下の材
料特性評価手法の検討 

汎用低合金鋼の水
素圧縮機への適用
可否判断 

圧縮機の稼働状
況を模擬した評
価手法の抽出 

○ 
必要な試験項目・
条件の整理検討、 
評価試験の実行 

④-2汎用低合金鋼の水素圧縮機を想
定した材料特性評価試験 

高温高圧水素中に
おける水素適合性の
明確化 

SSRTによる予備
試験を開始 

○ 
き裂進展試験、K1H

評価試験等の実施 

④-3低合金鋼技術文書の改定 
（2022予定） 
 技術文書改定 

（計画に基づき2019年度より検討開始） 

◎大幅進捗、○ほぼ予定通り、 
△予定遅れ、☓達成困難の見通し  
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◆各個別テーマの成果と意義 

３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 （２）成果の意義 

開発項目①汎用ステンレス鋼の使用可能範囲拡大に関する研究開発 

成果：新たな水素適合性の考え方についての整理を行った。 

     主に九大において、新指標の判定基準構築のためのSSRT等のデータ取得を開始した。 

意義：市中材のステンレス鋼が水素ステーションに使用可能になれば建設コストの低減につながる。 
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◎新たな水素適合性についての基本方針 

要件：高圧水素ガス環境下における「延性」と「強度」の確保 

１. 強度の確保  

 SSRTの応力-ストローク線図において、最大荷重点を超過すること 

 引張強さの実測値✕ RTS（相対引張強さ比）≧ 引張強さの最小規格値 

2. 延性の確保 

 高圧機器に使用する材料の選定においては、延性破壊することが前提 

 絞りの実測値✕ RRA（相対絞り比）≧ 絞りの最小規格値 

 絞りの規格値のない材料は「伸びの実測値✕ RE（相対伸び比）≧ 伸びの最小規格値」、絞りの規格

値のない冷間加工材にあっては「（伸びの実測値+冷間加工度）✕ RE（相対伸び比）≧ 加工前の

伸びの最小規格値」 

3. 疲労特性の確保 

 疲労限：大気中と比較して、水素中で疲労限度が低下しないこと 

4. 許容引張応力の担保 

 1.～3.を満たせば、水素中においても既存の許容引張応力が使用可 



３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 （２）成果の意義 

九州大学における高圧水素環境での試験の一例（SSRT） 

水素中 

空気中 

Ni当量24.2％のSUS316の場合、-45℃105MPa水素中での伸び、引張強度の大幅な低下が見られた。 

Ni当量26.8％のSUS316Lについては-45℃105MPaにおいても水素中と空気中で差は認められなかった。 17／32 



開発項目②SUS316/SUS316Lステンレス鋼冷間加工材に関する研究開発 
成果： 常温においては、Ni当量=26.6%及び28.5%の場合、水素脆化特性に及ぼす冷間加工の影響は低いことが明らかとなった。

ただし、Ni当量=26.6%の場合、低温においてはRRAの低下が認められる。 

 今後、低温における水素脆化特性評価を予定。 

意義：市中材のステンレス鋼が水素ステーションに使用できれば建設コストの低減につながる。 

◆各個別テーマの成果と意義 

３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 （２）成果の意義 
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３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 （２）成果の意義 

◆各個別テーマの成果と意義 

開発項目②SUS305ステンレス鋼冷間加工材に関する研究開発 
成果： 予備検討として、φ20mm冷間引抜き材(減面率35%)を評価した結果、SUH660相当以上の機械的特性

を有することを確認した。 

 また、-40℃・70MPa水素中のSSRTを実施した結果、良好な水素適合性が得られることを確認した。 

意義： 現行のSUH660に匹敵する高強度を有し、SUH660よりNi,Mo等のレアメタル含有量が少なく省資源であり、
切削性にも優れるSUS305引抜材に代替することにより、水素ステーション機器において低コスト化を図る。 

     安価な素材への置き換えにより建設コストの低減につながる。 

鋼種 
加工度 

(減面率) 
引張強さ 
(MPa) 

0.2%
耐力 

(MPa) 

伸び 
(%) 

絞り 
(%) 

SUS305 

0% 621 291 58 77 

35% 1039 1006 17 65 

SUS660規格値 ≧ 900 ≧ 590 ≧ 15 ≧ 18 

0
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変位（mm）
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-40℃70MPa水素中

-40℃大気圧窒素中

変位(mm) 

応
力
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a
) 
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1 0 3 2 5 4 7 6 

SUS305冷間加工材の機械的特性(予備検討結果) 

SUS305冷間加工材の水素適合性検証結果 

丸鋼棒 
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Ni当量28.8 

減面率35% 



３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 （２）成果の意義 

◆各個別テーマの成果と意義 

開発項目③汎用ステンレス鋼溶接材に関する研究開発 
成果：  Ni当量を制御した素材を鋳造し、圧延加工により溶接試験用板材を製造した。 

 バタリング溶接により、溶接金属を製作して評価を実施中。  

意義： 溶接施工者は、溶接継手の水素適合性を評価し、社内データとして保有しているが、As Weld(溶接まま)では
水素適合性要件を満足しない懸念があるため、固溶化熱処理を実施して出荷している。 

 → As Weldにおける水素適合性が検証されれば、無用な工程を省略出来望ましい。 

溶接 
金属 

母材 母材 

溶接部 

 溶接継手は、①母材，②溶接金属，③溶接部からな

り、これら全ての水素適合性を検証する必要がある。 

 母材と最適な溶接金属の組合せにより溶接継手を製

作し、水素適合性を評価する。 
バタリング溶接試験体の事例 
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３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 （２）成果の意義 

◆各個別テーマの成果と意義 

開発項目④汎用低合金鋼の高温適用に関する研究開発 
成果： 圧縮機の稼働中には200℃程度の高温となるため鋼中に水素が侵入し、次回稼働時の特性に悪影響を及ぼ

す懸念があることから、予備検討として低合金鋼中に水素が存在チャージされた状態でSSRTを実施し、顕著な
劣化が認められないことを確認した。 

意義： 水素圧縮機の材料として多用されているSUH660は加工が困難であり材料価格も高価であることから、高強度
低合金鋼を活用することにより加工費や素材費で低コスト化が期待される。また、低合金鋼技術文書(JPEC-
TD 0003)に、高温使用に対する適切な判断基準を盛り込み、安全使用に必要な要件を明示する。 

(水素環境) 
高温水素チャージ材 

(水素環境) 
水素未チャージ材 

(大気環境) 

予備試験結果(SSRT) 圧縮機の使用環境 

変位(mm) 

応
力

 (
M

P
a
) 
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③ 短時間での再起動 

    室温 or 高温での急激な加圧 

・ あり 

・ 水素ガス 

① 

② 

③ 

① 初期の起動 

    室温での急激な加圧 

    ・鋼中水素なし 

・ 水素ガス 

② 運転中 

    高温高圧水素環境下の圧力サイクル 

    ・ あり 

・ 水素ガス 



◆プロジェクトとしての達成状況と成果の意義 

３．研究開発成果について    （１）研究開発目標の達成度 （２）成果の意義 

個別研究開発項目の達成状況 
 
①汎用ステンレス鋼の使用可能範囲拡大に関する研究開発 
 新たな水素適合性の考え方が整理されるとともにSUS316系の測定データの充実が図られ、 
SUS316系について新指標の方向性が見えてきた。 
 今後は実際の基準値の取り方等の議論を進め、SUS316系に関して2020年度早期の例示
基準化に向けた規格案作りを進めていく。 
②汎用ステンレス鋼冷間加工材に関する研究開発 
 SUS316系、SUS305の冷間加工材の水素適合性の評価を開始した。 
 今後は冷間加工度による水素適合性への影響度評価やメカニズムの解明を行い、冷間加工
材の使用条件を明確化していく。機器設計に必要となる許容引張応力の設定を検討する。 
③汎用ステンレス鋼溶接材に関する研究開発 
 Ni当量を制御した素材を鋳造し、バタリング溶接を施した評価用試験片を製作した。 
 今後は母材・溶接金属・溶接部の水素適合性評価を行い、技術指針化を進めていく。 
④汎用低合金鋼の高温適用に関する研究開発 
 圧縮機の動作状況を模擬した、試験片に高温・高圧での水素ガスチャージを行う評価手法を
確立。今後は技術文書化に必要となる個別の材料評価を進めていく。 
 
以上、水素ステーションへの低コスト材料の適用をより簡便に行える環境作りを進める。 
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2018 2019 2020 計 

研究発表・講演 １２ １ １３件 

新聞・雑誌等への掲載 ６ - ６件 

※2019年5月31日現在  

３．研究開発成果について    （３）知財と標準化 （４）成果の普及 

◆成果の普及 

対外発表件数は以下のとおり。  
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◆知的財産権の確保に向けた取り組み 

３．研究開発成果について    （３）知財と標準化 （４）成果の普及 

当該プロジェクトは活動内容の性格上、広く事業者に利用してもらうものであるので、 

得られた成果物を特許化することは考慮していない。 

 

対外発表等については、知財運営委員会、 NEDOの許可を得て実施する。 
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◆成果の普及 

３．研究開発成果について  （４）成果の普及 

年月 発表先 題目 発表者 

2018年
11月 

エネルギー総合工学研究所「エネルギー
総合工学」 

水素スタンドで使用される材料の選定について KHK 

2018年
12月 

高圧ガス誌 鋼種拡大に関するこれまでの成果と今後の取組について KHK 

2018年
7月 

ASME PVP2018 
Temperature dependence of fatigue crack 
growth in low-alloy steel under gaseous 
hydrogen 

九州大学 

2018年
7月 

ASME PVP2018 
Influence of hydrogen on tensile and fatigue 
properties of 304/308 austenitic stainless steel 
butt welded joints 

九州大学 

2018年
7月 

ASME PVP2018 

Methods of material testing in High-pressure 
hydrogen environment and evaluation of 
hydrogen compatibility of metallic materials: 
current status in Japan 

九州大学 

2018年
11月 

JRCM NEWS No.385 
NEDO事業「燃料電池自動車及び水素ステーション関連
機器向け使用可能鋼材の拡大に関する研究開発」 
(平成25～29年度実施)の成果概要 

JRCM 

紙面等への発表：6件 
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年月 発表先 題目 発表者 

2018年12月 溶接接合工学振興会H30年度セミナー 水素インフラの現状と将来展望 JPEC 

2019年2月 
第8回次世代ものづくり基盤技術産業展「TECH Biz 
EXPO 2019」 

水素ステーションで使用する鋼材の規制と今後の展開 JPEC 

2019年2月 
FCCJ燃料電池・水素に係る規制見直し・標準化等動向
説明会 

水素ステーション用鋼材・複合容器の技術開発動向 JPEC 

2019年5月 JPECフォーラム 新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発 JPEC 

2018年12月 KHK水素保安セミナー 鋼種拡大に関するこれまでの成果と今後の取組について KHK 

2018年7月 ASME PVP2018 
Temperature dependence of fatigue crack growth in low-
alloy steel under gaseous hydrogen 

九州大学 

2018年7月 ASME PVP2018 
Influence of hydrogen on tensile and fatigue properties of 
304/308 austenitic stainless steel butt welded joints 

九州大学 

2018年7月 ASME PVP2018 
Methods of material testing in High-pressure hydrogen 
environment and evaluation of hydrogen compatibility of 
metallic materials: current status in Japan 

九州大学 

2018年9月 溶接学会 平成30年度 秋季全国大会 高圧水素ガス環境中における材料強度試験 九州大学 

2018年9月 溶接学会 平成30年度 秋季全国大会 高圧水素ガス中におけるオーステナイト系ステンレス鋼の強度特性 九州大学 

2018年9月 溶接学会 平成30年度 秋季全国大会 
高圧水素ガス中におけるオーステナイト系ステンレス鋼溶接金属317Lの
SSRT特性 

九州大学 

2018年9月 溶接学会 平成30年度 秋季全国大会 
オーステナイト系ステンレス鋼突合せ溶接継手の疲労強度特性に及ぼす
内部水素の影響 

九州大学 

2018年11月 

International workshop on standards and 
codes for hydrogen infrastructure safety 
Korea Research Institute of Standards and 
Science (KRISS) 

Recent activities for hydrogen compatibility of materials 
used in hydrogen station in Japan 

九州大学 

３．研究開発成果について  （４）成果の普及 

口頭発表：13件 
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４．実用化・事業化の見通しについて 

◆本プロジェクトにおける「実用化・事業化」の考え方 

本プロジェクトにおける「実用化・事業化」とは、 
当該研究開発に基づく結果が例示基準化あるいは技術文書化さ
れることであり、水素ステーション事業に関わる企業が活用し企業
活動(コスト、利便性等)に貢献することを指す。 

27／32 



４．実用化・事業化の見通しについて 

SUS316/SUS316L 

SUS304/SUS304L 

Ni当量，% 

市中材の実態 

市中材の実態 

JIS規格値（JIS G4303）より計算したNi当量範囲 

市中材のNi当量範囲の実態 

市中に流通する汎用材（SUS316系）の使用を念頭に、例示基準に
おけるNi当量範囲の拡大を目指す。 

使用可能範囲の見極め ⇒ 例示基準化 

Ni当量○% 

現在の例示基準 

Ni当量28.5％以上 
（-45～-10℃） 

◆成果の実用化・事業化の見通し 
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◆成果の実用化・事業化の見通し 

４．実用化・事業化の見通しについて 

④汎用低合金鋼  ⇒ 使用温度域の拡大による圧縮機への適用 29／32 



◆成果の実用化・事業化の見通し 

４．実用化・事業化の見通しについて 

 項目 今後の課題と解決方針 

①汎用ステンレス鋼の 
使用可能範囲拡大 

新指標の設定については新たな水素適合性の考え方をもとに、事
業者にとって使いやすく有益なものとなるよう議論を重ねる。 
絞り基準の指標を改めるにあたり、実使用環境における水素中の
疲労への影響を確認する必要がある。低温高圧水素中での疲労
限度を測定する予定である。 

②汎用ステンレス鋼 
冷間加工材 

母材に冷間加工を施すことにより、どの程度水素適合性が変化す
るかを検証し、安全に使用可能な条件を明確にする。 
高圧機器設計に必要となる許容引張応力の設定を検討する。 

③汎用ステンレス鋼溶接材 

汎用ステンレス鋼を用い、適正な母材・溶接金属の組合せによる
溶接継手の水素適合性を検証し、良好な水素適合性を示す溶
接継手の事例があることを実証する。 
試験の過程で観察される水素適合性を劣化させる要因を整理し、
技術指針に記載することにより注意喚起を図る。 

④汎用低合金鋼 
温度と圧力の変動が重複する圧縮機の使用環境を勘案し、適切
な評価手法にもとづき、圧縮機での使用を想定した低合金鋼の安
全利用に必要な要件を確認し、低合金鋼技術文書に反映する。 
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◆実用化・事業化に向けた具体的取り組み 

４．実用化・事業化の見通しについて 

SUS316系 事 
業 
者 
に 
よ 
る 
利 
用 
が 
可 
能 

SUS304系 

冷間加工材 

溶接 

低合金鋼 

●：基準化に資する資料・ガイドライン ▲：判定基準・使用可能範囲 

▲ 

（例示基準化検討）  

● 

▲ ● 

▲ ● 

▲ ● 

▲ 

技術文書化検討  

2022 2021 2020 2019 2018 2023 ～  
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実用化検討 
（＠事業者）  

（例示基準化検討 
・ 

 事前申請での活用）  

（例示基準化検討 
・ 

 事前申請での活用）  



◆波及効果 

４．実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 

当該研究開発に基づく結果により、入手が容易な低コスト材料が
簡便に使用できることで、水素ステーション事業への将来の新規参
入を促す効果がある。 
実使用条件での水素適合性を系統立てて明らかにしていくことで、 
日本のデータが国際標準化においても重要な意味をなし、水素分
野における技術力の誇示と水素エネルギーの普及に貢献する。 
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