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1．はじめに 

地球規模で年々深刻化する温暖化に対抗するため，炭酸ガ

ス（CO2）排出低減に向けた取り組みが各方面で盛んに進めら

れている．自動車についても例外ではなく，ハイブリッド車

やまもなく市場投入されるプラグインハイブリッド車への期

待は大きいものの，最終的には炭酸ガスを全く排出しない電

気自動車や水素・燃料電池自動車の早期の普及が地球温暖化

に対する解決策の一つとして待ち望まれている. 

以下では，（財）日本自動車研究所（以下，JARI という）

が新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下，NEDOという）

から委託を受けて，水素・燃料電池自動車の普及に向けて取

り組んできたこれまでの活動の中から，水素ならびに自動車

用水素貯蔵システムに着目した内容について紹介する． 

 
2．水素の性質 

水素・燃料電池自動車の燃料には水素を使用する．水素は

水の電気分解とそれにより発生した水素の着火実験をとおし

て，爆発性の高い危険な可燃性ガスであると誰もが義務教育

課程で認識してしまっている．さらには未だに飛行船ヒンデ

ンブルグ号の爆発事故も水素が原因として誤認されており，

水素は危険という印象を決定的なものにしてしまっている． 

そのような水素に対する印象を踏まえた上で，生活に身近

な存在である自動車に水素を搭載するためには，水素を安全

に搭載するための技術開発と並行して，水素ガスの性質につ

いても事実をきちんと確認し，水素に対する誤解を解いてい

く必要がある． 

以下に水素ガスの一般的な性質(1)を示す． 

空気中の爆発範囲：4.0～75.0[%] 

空気中の爆ごう範囲：18.3～59.0[%] 

最小発火エネルギー：0.02[mJ] 

空気中の火炎温度：2318K 

データからいえることは，可燃範囲や爆ごう範囲がガソリ

ンや天然ガスなどに比べて広く，燃焼温度は高くて燃焼速度

も速く，静電気などのわずかなエネルギーでも着火し，炎は

透明で目視できず，分子サイズが小さくてわずかな隙間から

でも漏れやすく，炎が見えないことから消火活動の際などは

非常に危険などといったことが一般的には考えられる． 

JARI では，地球温暖化対策の切り札の一つとなる水素を自

動車用燃料としての使用するにあたり，2000年からNEDO事業

をとおして研究拠点となる水素・燃料電池自動車安全性評価

試験施設(2)（図 1 参照：以下，Hy-SEF という）を開発すると

ともに，自動車を想定した水素貯蔵量（5kg程度）の範囲内で，

実際に水素がどの程度危険なのか，漏れ出した水素はどのよ

うに拡散するのか，一般に言われるように静電気でも直ちに

大火災になってしまうのかなどといった問題に対する自動車

使用環境下での事実を調査するとともに，自動車への安全な

水素搭載技術の開発に向けてデータ収集を行なってきた(3)． 

 

 
Fig. 1 Hy-SEF 

 

調査結果の一例として，文献 3 では水素の安全性・危険性

について自動車用燃料としての水素量に限定した場合，以下

のように結論づけている． 

1.水素は空気中で速やかに拡散し，可燃下限界以下に希釈さ

れる． 

2.車載容器の安全弁からの放出水素火炎は見える（図2参照）． 

3.希薄な水素（濃度10%程度以下）はこれまで言われてきたほ

ど危険ではなく，天然ガスなど他の可燃性ガスと同程度の危

険性といえる． 

説明が前後するが，例えば水素火炎の可視化に関する例で

ある図２は，火災時の破裂防止対策として 35MPa 自動車用圧

縮水素容器に取り付けられた安全弁が作動し，放出された水

素ガスが着火した際の水素火炎の状況を観察した結果である．

水素火炎は一瞬長い炎を形成するが，水素ガスの粘性が低い
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ために数秒後にはガス放出がほぼ終了して炎の長さは短くな

る．また，その間の水素火炎は常に目視できることがわかる． 

水素火炎が目視できるということは，例えば火災時誇示の

消火・救助活動を行う消防士や周囲の人々にも目視できこと

を意味しており，避難区域などの設定に有効な情報となる．  

このように，自動車の使用環境下での水素のふるまいを正

確に理解することは，水素・燃料電池自動車の普及を促進す

る上で非常に重要であり，JARI ではそのための活動を続けて

いる． 

 

3．水素貯蔵 

日本は水素・燃料電池自動車に関する規制が整備された世

界で唯一の国である． 

図 3 に示すように，車両には道路運送車両法が，水素タン

クおよび第一止め弁（附属品）については高圧ガス保安法が

それぞれ適用されている．2005 年にそれぞれの技術基準が策

定され，現在は現行車両と同様に車両型式が取得できる環境

となっている．  

水素貯蔵に関しては，水素は圧縮しても液化せず，液化す

るためには沸点（≒-253℃）以下に保つ必要がある．改質方

式を除くと自動車への水素貯蔵方法としては，圧縮水素容器

を用いた高圧貯蔵，超低温の断熱容器を用いた液化貯蔵，水

素吸蔵合金（MHともいう）などを用いた方式がある． 

現在自動車用として基準が整備されているのは，35MPaを上

限の圧力とした圧縮水素容器であり，まもなく 70MPa 自動車

用圧縮水素容器基準がリリースされる予定となっている． 

なお，水素は材料を劣化させる性質（水素脆化）を持って

おり，水素を燃料として車に搭載する場合，水素脆化を考慮

して材料を選定し，安全な搭載システムを開発する必要があ

る．現在適用されている自動車用圧縮水素容器基準では，高

圧環境下での水素影響の調査が終了した 2 種類の材料（アル

ミニウム材料：A6061T6，ステンレス材料：SUS316L ）のみを

許可している． 

 

3.1. 圧縮水素貯蔵 

2005 年に圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準（JARI 

S 001）を策定し，例示されることにより，35MPa 自動車用圧

縮水素容器が認可され車両に搭載できるようになった．現在，

航続距離の伸長など，自動車の利便性を高めるために 70MPa

容器の技術開発が進められている． 

自動車用圧縮水素容器は，図 4 に示すようにガスシール層

（以下，ライナーという）とCFRP層（カーボン繊維強化プラ

スチック）の2層構造になっている． 

容器は，ライナーの種類により 2 種類に分類され，金属製

ライナーのタイプを VH3（海外では Type-3）といい，プラス

チック製ライナーのタイプをVH4（海外ではType-4）という．

ライナーの違いにより容器の特性に異なる部分があるため，

強度や耐久性といった基本要件は同一の試験法を適用し，例

えばガス透過性といった VH4 容器特有の評価項目については

VH4容器にのみ適用するなど，合理的な方法により容器の性能

を評価する基準となっている． 

 

 

Fig.4  Compressed Hydrogen Cylinder 
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Fig.2 Hydrogen Flame 

圧縮水素容器・附属品：

高圧ガス保安法
車両：道路運送車両法

（国土交通省）

①圧縮水素容器

③容器安全弁
（PRD)

②止弁

充填コネクタ

圧力調整弁

高圧ガス保安法の
対象範囲燃料電池自動車（圧縮水素自動車の一例）

Fig. 3 Hydrogen and fuel cell vehicle 
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現行基準（35MPa用：JARI S 001）の主な要求性能は 

・最高充填圧力：35MPa 

・破裂圧力：最高充填圧力の2.25倍 

・耐久性：1,1250回（15年想定） 

・使用温度範囲：-40℃～85℃ 

・使用材料：A6061 T6、SUS316L 

リリースされる新基準（70MPa用 Step1）の主な要求性能は 

・最高充填圧力：70MPa 

・破裂圧力：最高充填圧力の2.25倍 

・耐久性：5,500回（15年想定） 

・使用温度範囲：-40℃～85℃ 

・使用材料：A6061 T6、SUS316L 

となっており，新基準はより自動車として高い利便性と使用

環境に適した耐久性を合わせ持つ基準となる予定である． 

さらに自動車では燃料の補給方法の検討も重要である．容

器タイプや充填速度の違いにより，充填時のガス温度上昇度

は異なる（図 5 参照）．水素ステーションでの充填時間を現

行車と同程度にするためには，容器温度を容器の使用温度範

囲（-40℃～85℃）に抑えつつ，最短時間で充填が完了するた

めの充填方法を調べることも重要であり，そのためのデータ

取得もHy-SEFで着実に進めている(4)． 
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Fig. 5 Thermal behavior of test tanks on fast filling  

 

3.2. その他の水素貯蔵 
(1) 液化水素貯蔵 

液化水素貯蔵は高密度水素貯蔵技術としての期待は大きい

が，外部からの熱進入により液化水素のガス化が起こり，日々

貯蔵量が減少していく．そのため，液化水素容器には，断熱

性能のさらなる向上とガス化した水素（ボイルオフガス）の

処理技術の開発が重要となる． 

(2) 水素吸蔵合金 

水素吸蔵合金などによる貯蔵は，常温・常圧で水素が貯蔵

できるため，現時点でも安定した水素貯蔵が可能であるが，

一方で，水素貯蔵システム全体の質量に対する水素吸蔵合金

の質量割合が高く，軽量性が求められる自動車に対しては，

より軽量で貯蔵能力が高い合金開発が求められる． 

(3) ハイブリッド貯蔵タンク 

最高充填圧力を 35MPa 程度としながら，高い水素貯蔵能力

が達成できる方法として期待され，NEDO 事業でも開発が進め

られている貯蔵方法として，高圧容器と水素吸蔵合金を組み

合わせたハイブリッド貯蔵タンクがある(5)（図 6 参照）．自

動車用として期待されている新しい貯蔵方法の一つである． 

 

Fig. 6 Hybrid Hydrogen Storage Tank System 

 

4．おわりに 

地球温暖化対策の切り札となりうる水素・燃料電池自動車

を普及させるためには，燃料電池本体の開発のみならず，自

動車用としての要求を満足する安全で低コストかつ長期貯蔵

に適した水素貯蔵技術の開発が不可欠な要素である． 

現状では圧縮水素容器のさらなる高圧化が高密度水素貯蔵

技術のトップを走っているが，近い将来ハイブリッド貯蔵タ

ンクと性能比較することになるかもしれない．さらに将来，

水素貯蔵技術が液化水素貯蔵に向かうのか，他の方式が開発

されるのか，まだまだ自動車用として最適な水素貯蔵技術に

対する結論が出るまでには時間かかると思われる． 

地球温暖化はそれらの技術開発を加速させる機会をもたら

したが，既に温暖化対策に対する時間的余裕はなく，日本の

みならず世界規模での技術開発を進め，早急に低炭素社会に

向けて自動車環境を整えていく必要がある． 
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