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グローバルチャレ
ンジへの 取り組み 
2050年までに世界の人口は96億人に
達すると予想されています1。十分な食
料、住居、エネルギー、水を供給するに
は、世界が協力して新しい技術を開発
し、それをさらに改良していく必要があ
ります。このようなニーズに応えるには
ニッケルのような金属が欠かせません。

この出版物は、今後、個人と社会に非常に
大きな影響を与えうる、7つの重要で相関
性のある世界的なメガトレンドに焦点を当
てます。これらのトレンドは将来の課題の
中でも特に重要となるもので、それを克服
するには革新的な技術が役に立ちます。 
ニッケルはこれらの技術のすべてで使用さ
れ、その技術を支えるための必要不可欠な
金属です。 

国連世界人口白書、2012年。
http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/ 
WPP2012_%20KEY%20FINDINGS.pdf
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水質と 
給水
水は不可欠です。現在および将来におけ
る最も大きな課題は、この有限資源を持
続的に管理することです。世界銀行では2   
2030年までに水の需要は供給を40%も 
上回ることになると見積もっています。こ
れは人口増加により農業用水、工業用 
水、生活用水がさらに必要になることが 
原因です。

エネルギー供給 
人口増と一人当りの消費量の増加により、
世界のエネルギー需要は高まっていま
す。それに対する回答としては、従来のエ
ネルギー源に加えて、再生可能エネルギ
ーに関する野心的な目標を設定して具体
的に行動すること、および資源の効率化な
どが挙げられます。供給側のイノベーショ
ンとスマートグリッドも重要になります。

食物の 
安全  
世界の食料生産システムの状況は人口増
加に伴いますます難しくなっています。 
産業界も各国政府も、生産性を向上させ
ると共にサプライチェーンでの廃棄物を
削減する方法を見つけなければならなく
なっています。

効率的な交通とイン
フラストラクチャー
個人も産業界もすべて、速く、信頼でき、
応答性のよい交通に依存しています。安
全で経済的に効率よく、しかも環境への
影響を最小限にとどめて人や物資を輸送
することは、大きな課題です。交通機関の
整備により、他の社会的目標も達成しやす
くなります。 

良質なヘルスケア
へのアクセス 
20世紀には医学、技術、公衆衛生の進歩
により平均寿命が大幅に延びました。そ
の結果、世界の多くの国々で高齢者が増
加しています。これにより、ヘルスケア支
出の急増など、数々の大きな問題が発生
しています。

世界銀行、2010年。
http://water.worldbank.org/publications/charting-our-water- 
future-economic-frameworks-inform-decision-making 
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イノベーションと 
技術
世界各地の生活の質は向上しています
が、何百万人もの人々は依然として貧困ラ
イン以下の生活をしています。革新的な
技術は日々の生活をより良く効率的にし、
先進国と発展途上国の両方のニーズに応
えてくれます。 

都市化とクォリティ
オブライフ
人々は世界的に都市化しています3。2020
年までに世界の人口の60%超が都市に 
住むようになるでしょう4。急速に拡大す 
る都市やメガシティがさらにスマートで持
続的であるためには効率的なインフラスト
ラクチャーが必要となりますが、これは政府
や産業界にとって大きな課題となります。 

国連人間居住計画、2009年。
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/
GRHS2009/GRHS.2009.pdf

Frost & Sullivan.
http://www.frost.com/prod/servlet/
report-brochure.pag?id=M5A9-01-00-00-00 

3

4

グローバルチャレ
ンジへの取り組み
に対するニッケル
の寄与  
ニッケルは、よく知られている強靭性、鍛造
性、耐腐食性という特性により、厳しい環境
や高温で優れた性能を発揮します。ニッケ
ルを含む素材がエネルギー、交通、食料、
浄水にとって重要な役割を果たし、恒久的
かつ持続的な経済と社会に寄与できるの
は、このような特性によるものです。さらに、
ニッケルを含む素材は、耐用年数を経た後
も価値があり、容易に特定できるため、僅
かなエネルギーで高品質の素材に再生で
き、リサイクルに適しているという利点があ
ります。ニッケルを含む素材として最も有
名 な も の に は ス テ ン レ ス 
鋼があり、これはすでに100年間以上も使
用されています。

また、世界的なメガトレンドに応えるため、
あまり知られていないニッケルの特性も役
立っています。突破口は効率の向上、また、
排出物と我々が必要とする物品やサービ
スを作り出すのに使用される原材料の量
の削減となるでしょう。ニッケルの新しい応
用分野は何百万もある部品や処理工程で、
ニッケル100%のものから微量しか含まれ
ないものまで役立つことでしょう。
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水は私たち生き物に不可欠のもので
す。水についてグローバルに考えてみ 
ると、干害、疾病、津波、洪水など、水が
多すぎたり少なすぎたりするときに、 
惨事や破壊がもたらされることを示し
ています。 

今日の、そして将来の世界にとっての大き
な課題は水資源の保護です。国連によると
9億人近くの人々は清潔な飲料水を得るこ
とができず、ほぼ18億人が水の乏しい地域
に住み、さらに16億人は自然水源から取水
するインフラストラクチャーのない国に住
んでいます5。 

世界銀行では、2030年までに水の需要は
供給を40%も上回ることになると見積もっ
ています。これは世界的に人口が増加し都
市化することにより、農業用水、工業用水、
生活用水がさらに必要となるからです6。

水の
供給

国連、水の希少性、2012年。
https://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml

世界銀行、2010年。
https://water.worldbank.org/publications/
charting-our-water-future-economic-frameworks-inform-decision-making

水質と給水

6

5

「ニッケルは実質的に、 
飲料水の供給におけるすべての 

段階を支え、水を安心して 
飲めるようにしています。」

品質と
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排水処理

排水処理プラントでは化学薬品を使
用するため腐食が最大の問題となっ
ています。 ニッケル含有ステンレス鋼
の高い耐腐食性により、1960年代に
建設された排水処理プラントに敷設
されたステンレスパイプは、すべてで
はないにしてもその大部分が今日も
なお稼動しています。 

水処理設備で使用されるニッケル含
有ステンレス鋼の ゲートは、耐腐食
性ばかりではなく、設備の耐用年数を 
通した全コストの安さ、軽量さ、設置
の容易さ、漏出率の低さの点からも
優位性があります。鋳鉄製のゲートよ
りも軽量であるため、その昇降に必
要な 電気設備は小さく、かつ必要電
力も少なくて済みます。この結果、材
料もエネルギーも節約されます。

ニッケルと
給水システム
ニッケルはパイプ、バルブ、ポンプ用のステ
ンレス鋼や合金材料として使用され、清浄
な水を提供する効率的なインフラストラク
チャーに貢献しています。これは健康を良
好に保ち、経済の生産性を上げるためには
欠かせません。堅牢で強靭なニッケルは、
可鍛性があり溶接も簡単で耐腐食性にも
優れていることから、水処理、送水、配水に
使用するには理想的で、様々な環境や状況
に適しています。 

   

水処理 
ニッケル含有ステンレス鋼は1965年から
大規模な水処理プラントで使用されてお
り、その性能には定評があります。

乾燥地帯や島嶼部での人口増や水源の枯
渇によって、新たな飲料水源が必要になっ
ています。水が希少なところでは、ニッケル
を含む素材を使ったパイプ、バルブ、熱交
換部が汚染水や海水を飲料水に変えるの
に役立っています。 

使用済みの水を当初の水質にして環境に
戻したり、工業用水、家庭用水として使用す
ることは、人間のニーズを満たすに十分な
水を確保するために考えねばならない課
題です。ニッケルを含む素材を設備の新設
や修理に使用すれば、安心して設備能力を
長期的に維持することができ、保守コスト
も抑えることができます。

淡水化処理
  

「ニッケルを含む素材の活用は、海
水を淡水化して飲料水や工業用水と
して使用することにより、人と産業に
奉仕している。」

清浄な水がますます求められるよう
になり、淡水化処理の重要性はさら
に高まっています。現在全世界の淡水
化処理能力は1日6,650万立方メート
ルですが、2016年までに著しく増加
すると見込まれています7。  

海水を淡水化して飲料用水にするに
は複雑な工業的処理が必要になりま
すが、今日約150ヶ国でこの処理が行
われています8。海水は逆浸透を利用
して淡水化し、大小さまざまな規模
で、新鮮な工業用水および家庭用水
として供給することができます。最も
一般的な淡水化処理装置にはニッケ
ルを含む素材が使われています。これ
はニッケルに海水による腐食に対す
る優れた耐性があるからです。

国際淡水化協会、2012年。
http://www.idadesal.org/desalination-101/

desalination-by-the-numbers/

Global Water Intelligence、淡水化10大マーケット、2011年。
http://www.globalwaterintel.com/archive/12/6/analysis/
chart-month-top-ten-desalination-markets-expected-
contracted-capacity.html

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

7

8

SWEREA、レジオネラ症の撲滅
http://www.swerea.se/en/Start22/Press/Arkiv-Pressmeddelande/
Fighting-Legionnaires-disease-with-chlorine-dioxide/ 
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病院のステンレスパイプ 

パロマー・メディカル・センター・ウェ
ストはカリフォルニア最大の病院で、
北米でも有数の病院です。この病院は
非常に厳しい基準で設計、建設されま
した。医療のニーズが最優先ですが、
環境への配慮や経済性も重要なポイ
ントです。このプロジェクトではステン
レス（平均60%のリサイクル素材を含
む）を大量に使用していますが、その
選択理由はステンレスの持続性、耐
腐食性、水質維持能力のためです。病
院の壁の裏側には7,300メートルを超
えるステンレスパイプが配管され、冷
水と温水を供給しています。

カリフォルニアのパロマー病院は、配
水システムに使われているニッケル
含有ステンレス鋼が病院全体の環境
配慮に大きく貢献していることを示し
ています。

水質と給水

水質汚染防止  
一般的な配水状況では、配管やバルブの
一体性が保持されると漏水や異物の混入
がなく、供給する水質を維持できます。これ
は特に病院のような無菌環境を保持しな
ければならない施設や人が危険にさらさ
れる場所では重要になります。ニッケル含
有ステンレス鋼の特性は二酸化塩素のよ
うな強力な洗浄剤や沸騰水の使用も可 
能にし、高い健康衛生基準を達成して維持
します。また表面を平滑にできるため、レ
ジオネラ症につながるバクテリアを発生さ 
せる生体膜が付着しません 9。

「ステンレス鋼の
耐久性と耐食性は

漏水のリスクを
なくし、

メンテナンスも
不要とします」 

淡水化プラント
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台湾の台北金融センター 

台湾にある台北金融センターは世界
第3位の高層ビルで、基本的なサービ
スに高圧ステンレス配管システムを
採用した好例です。2004年に完成し
た101階建て、高さ509メートルのビ
ルはニッケル含有ステンレス鋼によ
る消火栓および配管システムを採用
し、温水と冷水の供給にはステンレス
のバルブとパイプを使用しています。 

このシステムは2,500年周期で発生す
る大地震のような地震活動にも耐え
られる柔軟性を備えています。システ
ムは特に標準または肉薄のステンレ
ス用に設計されていますが、熟練度
の低い労働者でも容易に設置できる
ため従来の溶接、フランジ取り付け、
シールよりも低価格で、清掃や保守も
簡単です。

トロント市 

トロント市はニッケル含有ステンレ
ス鋼の使用によって給水システムの
性能を高め、良質の飲料水を100年
以上、保守を必要とせずに供給できる
ようにしています。

ステンレス鋼の耐久性と耐食性は、
給水における漏水の可能性をなくし、
給水能力を向上させ、安全性と信頼
性を維持します。成型と溶接が容易な
垂直部のステンレスパイプでは、その
内部にセメントのライニングをする
必要がなく、地下水と塩素殺菌をした
飲料水の両方による腐食にも耐えら
れるので、保守が不要になります。 

給水
配水システムにニッケルを含む素材を使
用すれば、消費者は水を安心して利用する
ことができ、水道当局、水道事業者、建物の
管理者にとってはインフラストラクチャー
を低コストで効率よく維持することができ
ます。 

ステンレスの耐久性と耐腐食性により漏水
のリスクも保守の必要性も減少します。

漏水を減らして既存の給水システムを効率
的に使用することは、給水量を増やす上で
不可欠です。送水中の飲料水漏出が相当
量に達すると多大な損失につながります
が、老朽化して漏水しているインフラストラ
クチャーを交換するにも多額の費用がか
かります。ニッケルを含む素材をパイプお
よびバルブに使用すると漏水損や汚染が
防げます。

古い都市、特にヨーロッパでは、水道本管
が数百年前のものということもあり、パイプ
からの漏水により飲料水の50%が失われる
ようなこともあります10/11。これによる経済
的損失は莫大なものとなります。水に対す
る需要が増加するにつれ、土木技師は古い
パイプを経済的に交換するという課題に直
面しています。ニッケル含有ステンレス鋼
のパイプがしばしば選択されるのは、古い
パイプの内側に容易に挿入できるからで、
さらに地盤沈下や地震にも耐えられる強度
を有し、最低100年の予想寿命があります。

高層ビルの飲料水の配水管と消火栓の配
管システムには特別な要件が必要になり
ます。配管は高圧に耐えられるだけではな
く、地震や風によるビルの揺れにも耐えら
れなければなりません。建物の高層化につ
れて、技術者はステンレスの配管システム
を採用するようになっています。ステンレ
スには必要な強度と耐腐食性があるので、
高層ビルのそのようなシステムは、耐久性
があり保守にも手が掛かりません。それに
より100年以上もシステムの一体性が保た
れます。

   

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

国連世界水開発レポート、2009年。
http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR3_Facts_and_Figures.pdf, 

ピーター・ウィリアムズ、2012年。
http://www.smartplanet.com/blog/ideas-insights/
lets-use-analytics-to-plug-leaky-water-pipes/139

工業地帯、ステンレスのパイプラインとバルブ

11
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耐震性 

日本で実施された耐震テストではス
テンレスの配管システム（機械的カ 
プリングで接続）が要求された機密 
性を達成し、漏れをおこしませんで 
した。 

ニューヨークの上水道

ニューヨークの上水道プロジェクトは
1837年に遡ります。現在進行中のプ
ロジェクト（2020年完成予定）は60億
ドルのメガプロジェクトで、第3ウォー
タートンネルと呼ばれています。プロ
ジェクトを管理するニューヨーク市環
境局では、湿度100%の状況で100年
保守不要または最低限の保守で済む
バルブを必要としています。このプロ
ジェクトに使用されているニッケル含
有ステンレス鋼は飲料水用配管に適
した素材の中で最も耐腐食性、 保守
の容易さ、ライフサイクルコストのバ
ランスが取れています。

水質と給水

重要な事実

世界各地で安全な飲料水と水の
浄化に投資することにより 

公衆衛生当局のヘルスケア予算
を年間70億米ドル削減し 

個人負担を3億4000万米ドル減
らすことができます12。

ニッケル含有ステンレス 
鋼は耐腐食性に優れ強力な 

洗浄薬剤や高熱水による処理 
にも 耐えられます。 

ニッケルを含む素材を使用した
パイプおよびバルブは、漏水や汚

染を防止します。

世界保健機構、「安全な水による公衆衛生改善」、2008.
http://whqlibdoc.who.int/publications/
2008/9789241596435_eng.pdf

12

台湾、台北タワー
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世界の食料生産システムの状況は、人
口増加、水不足、土壌の喪失や劣化、塩
類集積、森林破壊、気候変動などの多
くの問題によりますます難しくなってい
ます。 

国連食糧農業機関 (FAO) では、人間が消
費するために生産された13億トンの食料
の3分の1が収穫、加工、保存、市場までの
輸送の途中で腐ったり廃棄されていると見
積もっています13。先進国では消費者が食
料を無駄にしていますが、発展途上国では
無駄になった食料は生産の早い時期に失
われたか傷んだものです。アフリカ、アジ
ア、ラテンアメリカを合わせると、1人当り
150 Kg超が毎年失われています14。 

これに対してFAOでは2つの解決策を主張
しています。教育水準を高め零細農民同士
が協力することが1つ。そして作物を安全 
に安くかつ効率的に処理するために必要
なツールを使えるようにすることがもう1つ
です。

食料が無駄になることについてFAOでは
次のように警告しています。「食料生産に使
われる大量の資源も、事実上、無駄になっ
ているのです。」ただでさえ不安定な食料
事情にある発展途上国の零細農民にとっ
て、食料の取扱と処理を効率化すれば無駄
になる食料を減らすことができます。

産業界は各国政府と共に、天然資源が限ら
れているなかで生活の質を高め食料を確
保する新しい方策を見つけていく必要があ
ります。  

食物の
安全

FAO、世界で失われ廃棄される食料、2011年。
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf

FAO、世界で失われ廃棄される食料、2011年。
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf

食物の安全

「ニッケル含有ステンレス鋼なら、
食料の処理、製造、保管、流通のどの
段階で使用する機械器具について

も、堅牢で清掃や消毒が簡単なもの
を提供できます。」

13
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ニッケルと食料
ステンレスに含まれるニッケルにより飲食
物の生産、調理、消費が安全になります。ス
テンレスは100年以上にわたり食品加工に
使われてきましたが、それはステンレスの
耐久性と安全性によっています。 

世界中で消費される野菜、穀物、肉類など
の食料の量は、生産、貯蔵、加工、調理、運
搬用のニッケル含有ステンレス鋼がなけ
れば、これほどに増加することはなかった
でしょう。 

ステンレスは食品の味にも外観にも影響
せず、その表面を簡単に洗浄でき、衛生面
からも理想的な素材です。 

ステンレスは強靭で耐久性があるうえに衛
生的であるため、パイプや器具の損傷によ
る漏れや汚染腐敗による損失を減らすこと
ができます。 

   

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

 「安全で良質の食品を常に生産する 
ための 世界標準素材がニッケル 

含有ステンレス鋼です。」 

FAO、世界で失われ廃棄される食料、2011年。
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
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どのような加工段階であろうと、基本
グレードのニッケル含有ステンレス
鋼は、堅牢で手軽に清掃殺菌ができ
る機械器具の製造に適しています。 

保存および搬送

食料の品質を維持するときには保存
が問題になります。作物の搬送や処
理を待つことがあれば、継続的に供
給するために暫く市場に出すのを待
つこともあります。その間、食料が湿
気に曝され、または昆虫やネズミの
大発生による被害を受けて、作物の
品質が落ちることもあります。作物に
よっては劣化防止のための温度管理
が大切になることもあります。 

このような問題に対処するため、容
器、クーラー、タンク、タンクローリー、
シュート（荷すべり）、ふるいその他の
多数のツールや機器がありますが、こ
れらにはニッケル含有ステンレス鋼
が最適で、それ以外の選択肢がありえ
ないこともあります。  

食料の無駄を 
減らす
世界的に見れば食品流通システムの中で
毎年1人当り215キロが失われている15 と
いう食料の無駄を削減すれば、飢餓を減ら
し、農民の収入を増やし、大地に対する負
担 を 減 ら す こと に も 役 立 ち ま す 。 
  
ニッケル含有ステンレス鋼には柔軟性が
あるので、技術者はより効率的な食品加工
機械を作ることができます。ニッケル含有
ステンレス鋼合金は成型、鋳造、溶接が容
易で、堅牢かつ耐腐食性を備えているた
め、工業的加工と機械設計がしやすく長期
的 な 使 用 に 耐 えることが で きま す。 

収穫または屠殺後の処理

収穫または屠殺後に、回収量を最大
化し、品質を維持し、原材料の付加価
値を高めるためには様々な方法があ
ります。これは単なる水洗いから、脱
穀、分類、乾燥、裁断、食肉解体にいた
るまで、多くの作業が含まれます。 

食物の安全

産業用パイプライン
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小売および家庭での使用

ステンレスの水筒は環境に優しく持
続的なオプションとして作られたもの
です。耐久性があり新たなステンレス
製品にリサイクルするのも簡単です。
このようなボトルは健康および安全
面からも非常に人気があります。ステ
ンレスは一般に、ナイフやフォーク、
調理用具、商業的な食品加工器具な
ど食品を扱うその他の用途にも使用
されています。それらの製品は、洗浄
が簡単で、有害な化学物質が溶け出
すこともなく、表面にバクテリアが繁
殖することもありません。 

乳製品

世界の乳製品生産において中国が上
位に入ってきました。中国は2009年
3,740万トンの牛乳を生産し、世界第3
位の牛乳生産国となりました。17。この
結果、中国の牛乳および乳製品の取
り扱い加工（製造、保管、流通を通し）
に伴うニッケル含有ステンレス鋼の
使用が急激に増加しました。

牛乳生産工程でステンレスを使用す
ることで製品の安全性と品質が保証
されます。さらに牛乳が劣化せず効
率が向上したことで、広く乳製品を低
価格で入手できるようになりました。
さらにニッケル含有ステンレス鋼に
は、耐用年数が長く原材料の入手が
しやすく製造も容易で、製品の香り 
を損ねないというような利点もあり 
ます。   

食物の安全
食品加工における今日の衛生および健康
基準は、当然ながら極めて厳しくなってい
ます。

毎年米国だけでも約7,600万人が食中毒
に罹患し、325,000人が入院し、5,000人が
死亡しています。 16.

雑菌混入は食品の安全性の敵です。しかし
食品の製造加工業は極めて複雑です。一
般には同一設備で多様な食品が製造され
ます。このため食品素材を厳密に区分し、
成分の異なる食品の製造に切り替える前
には、機械や容器を完全に洗浄しなければ
なりません。そこで素材の表面でバクテリ
アが繁殖しないように、入念に洗浄と殺菌
を繰り返す必要があります。安全な食品を
継続的に生産できる品質を有し、世界標準
となっている素材はニッケル含有ステンレ
ス鋼です。

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

WHO、OECD加盟国の食品由来疾病の発生状況、2003年。
http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/oecd_fbd.pdf

FAO統計、2009年の世界牛乳生産。
http://www.fao.org/docrep/012/ak341e/ak341e10.htm 

ニッケル協会。
http://www.nickelinstitute.org/en/NickelUseInSociety/
MaterialsSelectionAndUse/FoodAndBeverage/Guidance.aspx 

Euro指標、2009年。
http://www.euro-inox.org/pdf/health/WhenHealthComesFirst_EN.pdf

16

17

18

19

牛乳工場、スウェーデン



食料の生育と
加工
 
植物の生育にはニッケルが欠かせません。
必要なのは微量で、一般には自然の土壌
の中に十分なニッケルが存在しています。
しかし例外もあり、ある種の土壌に生育す
る固有の作物では、肥料により必要なニッ
ケルを補う必要があります。  

植物の生育 – 
微量栄養素としてのニッケル

特にペカンのような植物ではニッケ
ルが必要です。ペカンではニッケルが
不足すると、生育不良、収穫量減少、
枯死になることがあります。これはニ
ッケル溶液を枝葉に直接スプレーし
て健康と生産力を維持することで防
ぐことができます。

食料生産者は、零細なフェアトレード
農民から大規模なアグリビジネスに
至るまで、誰もがその生産を最大化し
て、世界の人々に食料を供給するとい
う課題に応えようとしています。ニッ
ケル含有ステンレス鋼は、発展途上
国の農民、農業協同組合、小自作農 
にも手が届く適切な技術を開発す 
るなど、様々な形で寄与することが 
できます。 

カカオ豆 - 
利用と生産

ガーナではカカオの生産が地方の
800,000軒の農家の家計を支えてお
り、同国の輸出の3分の1を占めてい
ます。カカオ豆を取り囲む硬い鞘を開
く作業は普通山刀を使って行う重労
働なのですが、ガーナ鉱山技術大学
の研究者はその作業を行う機械を設
計しました。 

食物の安全

重要な事実

ニッケル含有ステンレス鋼の表面
は 食品に触れるプラスチック、複
合材料、琺瑯鋼板のような他の物
質の表面よりも 10倍衛生的であ

ると証明されています18/19 。

ニッケル含有ステンレス鋼には多
くのメリットがあり、牛乳の生産に

は不可欠で、 
 

それなしでは生産ができません。 
ニッケル含有ステンレス鋼は、耐
久性および安全性など多くの理
由から数十年にわたり産業用で

は標準素材になり、家庭では調理
器具の一般的素材として使われ

てきました。 

設計では切断用の刃にステンレスを
指定し、硬度と耐腐食性を確保しまし
た。この機械は品質と生産性の向上
を約束するものです。さらに機械は簡
単に組み立てられ、低価格であること
から田舎の農家でも入手できます。

原料糖の生産と 
輸出

南アフリカの主要輸出産品に原料糖
があります。サトウキビの処理機械に
は部品の故障や損耗によるダウンタ
イムを少なくするために、ステンレス
部品を数多く使用しています。ステン
レスはたとえば、遠心分離器のメッシ
ュスクリーンやフィルター用に指定さ
れている素材です。また蒸発に巻き込
まれた液相の飛沫にある砂糖はその
ままでは処理中に失われるのです
が、それを回収するエントレインメント

（飛沫同伴）スクリーンの作製にニッ
ケルを含む素材が使われています。 
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明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み



 

20世紀には医学、技術、公衆衛生の進
歩により、平均寿命が大幅に延びまし
た。その結果、世界の多くの国々で高齢
者が増加しています。これによりヘルス
ケア支出の急増など、数々の大きな問
題が発生しています。 

ヘルスケア関連支出は経済成長に伴い増
加し、今後も増加していくと考えられていま
す。市場や分野によっては、世界のヘルス
ケア企業に取り極めて大きなチャンスとな
ります。ヘルスケア製品のメーカーはモデ
ルを各地のニーズと習慣に適合していか
なくてはなりませんが、従来は「西洋」のも
のと考えられていた病気への対策が新興
国市場でも急速に求められると予想され
ています20。

良質な
ヘルス

ケアへの
アクセス

ピーター・ターナー、MCIグループ、グローバルメガトレンド、2010年。
http://growglobally.org/?p=497

良質なヘルスケアへのアクセス

「ニッケル含有ステンレス鋼に含
まれるニッケルの品質と高い能力
は、最新の医薬、医療材料および
機器の製造において重要な役割

を果たします。」  

20
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手術用具には、単純な縫合針から吸引用
の複雑な器具まで、様々な形状があります。
ニッケル含有ステンレス鋼は成形性に優
れ、溶接も容易です。 

医学の世界ではツールの表面仕上げも極
めて重要です。これは仕上げが生体適合性

（ある素材を身体組織に使用することの
適 性 ）に 影 響 す る か ら で す 。 
最後にニッケル含有ステンレス鋼は磁性
を持たないので、敏感な電子機器と干渉す
ることがありません。

ニッケルと ヘルスケア
ニッケルを含む素材と製品は、健康という永
遠の課題に社会が応えるものの一つです。

手術に欠かせない素材や器具の多くには
ニッケルが関与しています。手術に関わる
素材は殺菌が容易で、人間の健康を損ね
るものであってはなりません。これらはニ
ッケル含有ステンレス鋼の重要な特性で、
その特性があるため繰り返し強力な殺菌
用化学物質に曝されても劣化が生じない
のです。これは、有害生物が簡単に拡散す
る可能性のある病院や医療センターでは
特に重要になります。 

ヘルスケアは絶えず進歩していますが、ニ
ッケル含有ステンレス鋼は常に医療のイ
ノベーションを可能にし、手術の効率化の
助けになっています。

   

医療  
機器  
最近の医学の進歩としてごく僅かの切開ま
たはまったく切開をしない低侵襲手術があ
ります。患者には外傷が少ない、回復が早
い、入院日数が少ない、医療費負担が少な
いなどのメリットがあります。その結果、病
院ではこのような手術用にさらに機器が必
要になります。そのような機器は、サイズの
小型化の半面で複雑化しています。しかし
各種センサーなどに使用されるニッケルを
含む素材は外科手術では依然欠かすこと
ができません。

医療器具、手術用具などの人間と接触する
表面はすべて徹底的に殺菌と洗浄が必要
です。ニッケル含有ステンレス鋼はこのよ
うな殺菌工程に耐え、堅牢性と耐腐食性を
維持するので、高価な器具の品質を劣化さ
せずに寿命を延ばすことができます。 

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

「ニッケル合金はインプラントに使用された 
長い歴史があり、多くの人のクォリティオブ 

ライフに大きく貢献してきました。」 
 



医薬の製造
あらゆる形の医薬の製造において製品の
安全性、純度、有効性を確保することは欠
かせません。これを達成するには多くの要
素を解決する必要があります。その1つは
機械やチューブの表面を平滑にして洗浄
や、必要な場合には消毒をしやすくするた
めにニッケル含有ステンレス鋼を使用する
ことです。これらの表面は、磨耗性のある強
力な化学反応をもたらす成分と接しても磨
耗や腐食が生じないようなものでなけれ
ばなりません。ステンレスに含まれるニッ
ケルの品質と高い能力が、高品質の医薬製
造では重要な役割を果たします。     

針 
 
皮下注射針は、医療の世界において
薬剤投与、予防接種、血液やその他体
液サンプルの採取などに広く使われ
ています。針自体は堅牢で先端が鋭
利、殺菌されている必要があります。
ステンレスには非常に高い加工性、
強度、柔軟性があるため、針を細く鋭
くでき、どのようなタイプや年齢の患
者でも注射の苦痛が和らぎます。 
 
重度のアレルギー反応に対して緊急
的に医薬を注射するのは、皮下注射
針を使用した救命行為の一例です。エ
ピネフリンはある種の食物、ハチ、そ
の他に対するアレルギー反応により
生じた命に関わる症状を治療するの
に欠かせません。オートインジェクタ
ーは応急処置に使用され、エピネフリ
ンを素早く大腿部の筋肉に注入（必要
なときには衣服の上から）します。 

ステンレスの針は耐久性があり衛生
的で耐腐食性もあるというニッケル
の特性により、安全に信頼していつで
も使うことができます。 

費用効果 

どの産業でもそうですが、合金を選
択するときにはその費用効果を評価
する必要があります。医薬の化学成分
中に腐食物（たとえば錆）や汚染物質
が混入し、製造したバッチを廃棄しな
ければならなくなると、製造コスト、潜
在的収入および利益はすべて失われ
てしまいます。1つのバッチの損失を
防げれば、高グレードの耐腐食性の
素材に投資するコストは何ほどのも
のでもありません。  

良質なヘルスケアへのアクセス
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血管ステント 

「ステント」もインプラントとして普及
しています。これは小型のメッシュに
なったチューブで動脈を拡張するも
ので、冠状動脈の閉塞の治療にしば
しば用いられます。このようなステン
トは形状記憶（超弾性）特性を持つニ
ッケルチタニウム合金 (Nitinol®) でで
きています。冠動脈性心疾患の治療
のため、毎年米国だけでも100万人以
上が血管形成術といわれる手術を受
けています。抗菌コートを施した
Nitinol®ステントの治療では患者の長
期的成功率は90%となっています。こ
の技術が普及するまでのステントを
使用しない血管形成術では、成功率
は僅か60%にしかすぎませんでした。

ターゲット腫瘍に対する 
磁場の利用

がんに対してナノテクノロジーが応用
されるようになり、研究者は酸化鉄の
ナノ微粒子を加えた薬剤を腫瘍に送
り蓄積させるために磁場を利用しよ
うと考えてきました。しかし磁場は距
離が離れると急激に弱くなるので、皮
膚から数センチ離れている腫瘍に応
用するのはほぼ不可能です。これを
解決するため、研究者は外部磁場と、
インプラントと磁気化が可能なニッ
ケルメッシュを利用することに成功し
ました。メッシュを腫瘍の近くに埋め
込むと局所的に強力な磁場が作ら
れ、薬剤を担うナノ微粒子を狙った位
置に送り込むことができます。腫瘍の
大きさ、位置、薬剤治療に対する感度
によりますが、この技法により非侵襲
的手術を可能にし、または手術ので
きない腫瘍をより効果的に管理する
ことが 可能になります。

   

医療用インプラント
平均寿命が延びて、医療の必要性が増加
し、様々な複雑なインプラントに対するニ
ーズも増えてきました。ニッケル合金はイ
ンプラントに使用された長い歴史があり、
多くの人のクォリティオブライフに大きく貢
献してきました。  

整形外科用インプラント

膝、腰その他の人工関節や関連する
スクリュー、プレート、ワイヤーなどの
整形外科用インプラントは普通ステ
ンレス製です。ステンレス製インプラ
ントの長期臨床試験では人体との生
体適合性には問題がないことがわか
っています。このことからステンレス
は新素材の生体適合性を比較すると
きの対照素材の一つになっていま
す。ニッケル成分が微量のインプラン
トは特に金属アレルギーの強い患者
にも 使用できます。 

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み



敏感な医療機器を干渉を惹き起こす外部
の電磁源からシールドし、医療機器からの
電磁波漏出を防ぐため、ニッケルの電磁特
性が利用されています。これによりヘルス
ケア部門従事者と患者が保護されます。 
軽度の保護としてはニッケル含有塗料やニ
ッケル浸透布があります。磁気共鳴画像 
(MRI) 診断装置、および脳磁図（脳撮像）や
心磁図（心撮像）用の装置において本格的
なシールドをするには、最大80%のニッケ
ルを含む様々なニッケル鉄合金が使用さ
れます。
 

シールド 
医療の専門家が使える画像ツールは、ます
ます強力で高感度なものになっています。
患者や機器のオペレーター、そして機器自
体も保護しなければなりません。 

強力な磁場によって高感度の電子機器が
損傷したり破壊されることがあります。携帯
電話その他の電子機器からの電磁的な干
渉の結果、機器が誤動作をすることは知ら
れているところです。電子機器が普及し小
型化して携帯できるようになり、ヘルスケ
ア部門の設計において確実なシールド法
を組み込むことがますます大きな課題に
なってきています。 

良質なヘルスケアへのアクセス

重要な事実

手術用の装置器具は信頼性があ
り安全ですぐに使用できなけれ

ばなりません。 
 

ニッケル含有ステンレス鋼は、耐
久性があり衛生的で耐腐食性も
あるという特性により、このような

ニーズに 適合します。 
 

冠動脈手術の成功率は、ニッケル
チタニウム合金であるNitinol®で
作ったステントが開発され、60%

から90%に 改善されました。 

ステンレスは新素材の生体適合
性を比較するときの対照素材の

一つになっています。
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人類史上初めて世界的に、都市に住む
人の数が田舎に住む人の数を上回るよ
うになりました21。2020年までに世界の
人口の60%以上が都市に住むようにな
り22、2030年までにはアジア、アフリカ 
を含め、すべての発展途上国の住人 
の大部分が都市圏に住むと予想され 
ます23。

現在の都市人口増加により都市とメガシテ
ィが急速に増え、都市機能が変化しつつあ
るところも出現してきました。都市を総合
的に管理するには、綿密で、その都市の現
実の生活を反映したデザインと構造を盛り
込 ん だ 将 来 ビ ジョン が 必 要 で す 。 
 

このような変革を実現するには、情報通信
技術、建物、建設などインフラストラクチャ
ーの徹底的な改善が必要です。

スマートで永続的かつ持続的な都市には
効率的なインフラストラクチャーが必要に
なるため、政府や産業界には解決しなけれ
ばならない課題が生じます。一方で資源は
限られ、他方でニーズは高まり、緊張がさ
らに高まりつつあります。それに加え既存
のインフラストラクチャーは、古いうえに粗
末に作られ、負荷も高まり、崩壊しつつあり
ます。

都市化と

オブライフ

都市化とクォリティオブライフ

「ニッケル含有ステンレス鋼を利用
すると想像力豊かでコスト効果の高
い建築ができ、様々な機能を持つス
マートなビルやインフラストラクチャ

ーが可能になります。」 

国連人間居住計画、2009年。
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS2009/GRHS.2009.pdf

Frost & Sullivan、2010年。
http://www.frost.com/prod/servlet/report-brochure.pag?id=M5A9-01-00-00-00

国連、「世界の都市の現状」、2010年。
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2917

21
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ニッケルを含む素材は私たちの都市環境
を安全で魅力的、かつ永続性のあるものに
します。ニッケルの様々な特性により、個人
の生活の質と、都市社会の持続可能性を
向上させる技術が可能になります。

ニッケルと 
都市化  
 
2012年に公表された世界のインフラスト
ラクチャーの状況に関する国際コンサルテ
ィングエンジニア連盟による報告書では、
複雑な問題が増加していることを指摘して
います。

 「インフラストラクチャーはその耐用年数
の間は効率的で信頼できるサービスを提
供する必要があり、変化やショックを受け
止めて耐える能力が求められる。これは、
資産とは長い寿命があり、再生可能ではな
い資源にできるだけ依存せず、社会およ 
び環境に最大限の利便性を与え、長期 
的に見て経済の反映に寄与し、それを脅 
かすものであってはならないことを意味し
ている24。」  

素材は建設、利用、最終処分、リサイクルを
含めたライフサイクルの全コストを考慮し
て選択する必要があります。ニッケルを含
む素材は強靭で耐性があり腐食に強く様
々な形状に成型しやすいので、このような
全 体 的 アプ ロ ー チ に 適して い ま す。 

ニッケル含有ステンレス鋼はビルを建てる
と き に 卓 越 し た 素 材 で す 。 
また、大量輸送機関、セキュリティ、その他
の建築にもよく使用されています。ニッケ
ル含有ステンレス鋼を利用すると想像力
豊かでコスト効果の高い建築ができ、様々
な機能を持つスマートなビルやインフラス
ト ラ ク チ ャ ー が 可 能 に な り ま す 。 

ニッケル含有ステンレス鋼には通常60%
のリサイクル素材が含まれています。さら
に構造物やインフラストラクチャーの寿命
が尽きた時点で、使用済みのニッケルを含
むスクラップの70%は回収してリサイクル
されます。この高いリサイクル率を達成で
きるのは法律で定めているからではなく、
ニッケルの経済価値が大きいからです。 
総体的に見て、膨大な天然資源を将来の
世代のために温存しているのです。スクラ
ップ金属からステンレスを再生すると、エ
ネルギーの使用量も二酸化炭素の排出も
大きく削減されます。 

  

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

国際コンサルティングエンジニア連盟、2012年。
http://fidic.org/sites/default/files/sow2012-0822-electronic.pdf
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「ニッケルを含む素材は私たちの
都市環境を安全で魅力的、かつ永

続性のあるものにします。」



オーストラリア東海岸      

海水温の高い環境は各種素材にとっ
て厳しく、構造物の寿命を縮めます。
コンクリート構造の接合、ボルト、ブラ
ケット、遊歩道の滑り止めのような重
要な要素、および大型ゴミ箱のように
使用頻度の高いものには、ニッケル
含有ステンレス鋼の使用が適してい
ます。当初のステンレスにかかる費用
は構造物の耐用年数が延びるので正
当化できます25。いつでもどのような
使用にも適した単一素材というもの
は存在しません。しかし設計寿命が
19年以上となる構造物では資本コス
トだけを考慮してもステンレスがま
ず最初に選ばれます。 

耐久性のある 
構造 
ニッケルを含む素材の強さが建設段階で
素材の使用量を抑えます。保守に関しては、
ニッケルの場合は塗装、シール、洗浄用化
学物質が不要なので素材を節約すること
ができます。また、橋や高架式高速道路な
どのコアとなるインフラストラクチャーを
耐久年数未満で改装したり再建する必要
がない場合には、素材および財政面での
大 幅 な 節 約 に も つ な が り ま す 。 
 
次のプロジェクトはニッケル含有ステンレ
ス鋼の驚くべきパフォーマンスとコスト効
果を示すものです。建築設計の素材として
長期のパフォーマンスを期待される持続
可 能 な 設 計 を す る の に 最 適 で す。 
 

スペイン、バルセロナ

バルセロナは海岸に面した都市で、
現在のメトロシステムにその3分の1
を追加拡大しつつあります。このプロ
ジェクトではニッケル含有ステンレス
鋼のメッシュが使われます。このグレ
ードの耐腐食性はこの都市の大気の
条件に適しており、保守の必要は最低
限で済みます。

ステンレスメッシュは美観上好ましい
だけではなく、耐久性があり堅牢で高
い防火性があります。明るく空間の広
がりを感じさせるだけの透過性があ
りながら、コンクリートの天井など美
観を損ねるものを隠すために使用す
ることができます。その結果メトロの
駅は魅力的で、その好ましい外観を
将来長期間維持することが可能とな
りました。
 

日本 

未来の高層ビルの特徴は、省エネ、周
囲の環境との調和、耐震性、保守の容
易さです。その結果、長寿命のニッケ
ル含有ステンレス鋼を高層住居ビル
の配管システムに採用することが日
本全国で広まっています。共有部分の
配管システムは住宅用構造物の躯体
の一部と考えることができます。ステ
ンレスバルブが耐久性のゆえに使わ
れていますが、これにより修理の必要
性を減らして配管システム全体の寿
命を延ばします。耐久性のある配管に
移行すると、漏れや損傷が減り交換も
少なくて済むため、二酸化炭素の排
出を減らすばかりではなく、全体のエ
ネルギー消費も削減することになり
ます。 

都市化とクォリティオブライフ

建築家エーロ・サーリネンと構造エンジニアのハンスカール・バンデルは、米国ミズーリ州セント・ルイスにある192メートルのゲー 
トウェイ・アーチにより、大型彫刻に対して世界が抱くコンセプトを覆しました。ゲートウェイ・アーチは今でも世界で最も高い記念物です。 

グリフィス大学、2011年。
http://www.nickelinstitute.org/~/Media/Files/ 
Magazine/Volume26/Vol26-01Jun2011.pdf
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住みやすい都市とは、人口密度は高くとも
移動が簡単な都市のことです。そのような
都市では信頼できる水とエネルギーの供
給があります。公共的建物や施設は、老朽
化するインフラストラクチャーの保守、修
繕、交換が常に必要であるとしても、財政
のお荷物になるものであってはなりませ
ん。交通の混乱、転位、タイムロス、迂回も
回避する必要があります。ニッケルを含む
素材の特性、特にその強度、堅牢性、改善
された耐腐食性により、社会的コストと財
政的コストの両方を削減し、都市の暮らし
が望ましいものになります。

クォリティオブライフ：都市環境
でのアート

昔から建築家や彫刻家は何世代も持
ちこたえられる素材を捜し求めて来ま
した。たとえばニューヨーク市の1930
年代のビルではステンレスおよびそ
の他ニッケルを含む合金の特性を利
用していました。このような世界的な
建物からどの都市の中心部にあるご
く普通の建物まで、ステンレスは今後
も何世代にわたり一般の人々の想像
力を喚起することでしょう。 

   

住みやすい都市の 
スマートビル 

「住みやすさ」の考えは市民一人ひとりで
違います。このような多様な意見に対応す
るのは困難ですが、事態は急速に変化す
る人口構成によってさらに難しくなります。
市民に適切なビルのインフラストラクチャ
ーを提供するには、高品質の素材を使用し
た都市型のソリューションが必要です。 
 

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

ニューヨークのフラッシング・メドウズ・パークで開催された1964年
の万国博覧会のため、ギルモア・クラークはニッケルを含む素材を
使い高さ43メートル、重さ370トンの地球儀ユニスフィアを製作しま
した。一目でそれとわかる世界的に有名な彫刻で、映画、テレビ、音
楽ビデオに数多く登場しています。 「ニッケルを含む素材の性質、 

特に強靭性、堅牢性、耐腐食性は 
都市を望ましいものにする構造物 

の社会的コストおよび財政的コスト
を共に削減します。」



クォリティオブライフ :  
効果的な土地利用 

ニッケルを含む素材を使うことによ
り、環境への配慮から利用できない
場所をも使用し得ることがあります。 
2010年10月に羽田空港D滑走路の使
用が開始され、羽田はアジア第2位、
世界第5位の利用客を数える空港とな
りました。新しい滑走路は東京湾の多
摩川河口に建設されました。川の流
れが変われば浸食や堆積が起きると
いう心配があります。水や潮の流れの
影響を抑えるため、滑走路の3分の1
は鋼鉄の桟橋になっており、多摩川と
東京湾の水を自由に流すようにして
あります。大量の構造用鋼を腐食から
保護するよう中心になる素材にはニ
ッケルを使い、修復が困難にならず
費用もかからない方法を採用してい
ます。 プロジェクトの設計段階でライ
フサイクルのコスト評価が行われ、非
常に薄いステンレス鋼板と高度の溶
接技術が必要になるとわかりました。 
これにより資本コストを節減するばか
りではなく長期的な耐久性も得られ
ました。

既存の空港施設の拡張工事は予算を
節約し羽田の経済活性化をもたらし
ました。この拡張工事は、別の空港を
建設することで生ずる社会的、政治
的、財政的な負担を避け、羽田と周辺
のコミュニティの暮らしやすさを守り
ました。 
 

都市化とクォリティオブライフ

ニッケル含有ステンレス鋼は、クアラルンプールのペトロナスツインタワーと上海のジンマオタ
ワーという世界有数の高さを競う2つの塔でも使われています。このような大建築では内部と
外部の両方を建設するために強靭性と多様性が絶対に欠かせなくなります。 
 

上海のジンマオタワー。

重要な事実
ニッケル全体の60%はステンレス
の製造に使用され26、全ステンレス
の70%超は現在リサイクルされて

います27。 

ニッケルを含む素材の強さにより
建設段階で素材の使用を抑えるこ

とが可能となります。 

条件の厳しい環境で長期間使用
される構造物では、資本コストだ
けを考慮してもステンレスがまず

最初に選ばれます。

ニッケル協会。
http://www.nickelinstitute.org/en/NickelUseInSociety/ 
MaterialsSelectionAndUse/Ni-ContainingMaterialsProperties/ 
StainlessSteels.aspx 

産業環境センター、イェール大学、2010年。
http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/ 
2010_Global_stainless_steel_cycle_exemplifies_ 
Chinas_rise_to_metal_dominance.pdf
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エネルギー需要は人口増加と1人当り
のエネルギー使用の増加のため世界
的に上昇しています。2035年までにす
べてのエネルギー源に対する需要は大
幅 に 増 えると予 想 さ れ て い ま す 
28。同時にエネルギー消費の地理的パ
ターンも変わりつつあります。

その結果、化石燃料の価格はこれまで以上
に変動が大きく、予想が難しくなると考えら
れます。再生可能エネルギーの使用は急速
に拡大していますが、世界のエネルギー使
用に大きく寄与するまでには時間がかかり
ます。 29。再生可能エネルギーを含めたエ
ネルギーと資源については大胆な目標と
具体的な行動が必要です。

エネルギー消費の増大が世界的にみて炭
酸ガス排出増加につながることは間違い
ありません。長期的にはその排出が世界の
平均気温を3.5°C上昇させる可能性があり
ます 30。

気候変動はここで議論している他のメガト
レンドのすべてに直接に影響します。より
持続可能なライフスタイル、傷ついたエコ
システムの再生修復、スマートシティ、情報
コミュニケーション技術の革新がこの問題
に取り組むときの鍵となります。 

気候変動と増大するエネルギー需要に対
処するために必要なイノベーションは、 
ビジネス機会ももたらします。地球温暖化
に対応するためにはエネルギー生産のパ
ターンを変え、エネルギー生産、搬送、使用
でさらに効率化を図る新たな方法を見出
す必要があります。まだ普及していません
が生産のピークと需要のピークの間にエ
ネルギーを保存するという問題も出てきま
した。国際エネルギー機関は、エネルギー
供給のためのインフラストラクチャーへ 
の投資は約38兆ドルに上り、その3分の2は
開発途上国での支出になると予想してい
ます 31。 
 

エネルギー
供給

国際エネルギー機関、世界エネルギー見通し。
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf

CSIRO、私たちの世界の未来、2010。
http://www.csiro.au/en/Portals/Partner/Futures/Our-Future-World-report.aspx

国際エネルギー機関、世界エネルギー見通し、2011年。
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf, 

KPMG、持続可能性の洞察、2012。
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
sustainable-insight/Pages/sustainable-insight-expect-the-unexpected.aspx

エネルギー供給

「「ニッケルは再生可能エネルギーの
生産において重要な役割を果たし、

その技術は気候変更に対する世界の
努力の中心に位置づけられます。」 
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再生可能 
エネルギー 
ニッケルおよびニッケル合金は再生可能
エネルギーの生産に極めて重要な役割を
果たし、クリーンエネルギーが気候変動へ
の世界的取り組みの中心になっています。  

風力発電  
 
水平軸を有する風力発電機は風の運
動エネルギーを捉えて機械エネルギ
ーに変換します。現代の風力発電機
のシャフト、ローターハブ、ギア、ベー
スプレートなど構成部品のほとんど
は延性鋳鉄製です。鋳造工程でニッ
ケルが添加され、ときにはマイナス
20°Cとなる低温にタービンが耐えら
れるようにしています。ニッケルは鋳
造時に脆性をもたらさず強度を得る
数少ない材料です。   風力発電機1台
には45トンの鋳鉄が使われ、普通500
キロのニッケルが含まれています。風
力エネルギーの将来は有望ですが、
ニッケル合金の鋳鉄がこの将来を実
現するために役立っています。 

ニッケルと
エネルギー
ニッケルおよびニッケル合金は世界的な
エネルギー経済のあらゆる側面で不可欠
です。20世紀にはステンレスが燃料の取り
出しと発電において重要な役割を果たし
てきましたが、「環境に優しい」エネルギー
の生産でも次第に必要になってきていま
す。社会の未来が革新的で再生可能なエ
ネルギー源に依存していることは明らかで
す。既存の知識と技術を新しいエネルギー
分野に伝達することが次第に重要になっ
ています。強靭性と耐腐食性を備えるニッ
ケル合金は、使用される技術に関係なくこ
の厳しい環境で鍵となる役割を果たすでし
ょう。再生可能燃料の技術にはさらに金属
が必要になります。ライデン大学の研究に
よると32、ニッケルを含む原材料の供給は「
太陽光発電パネル、バイオマス発電、風力
発電での需要に対応するため、大幅に増
やさなくてはならなくなる」とのことです。 

   

高効率の暖房
システム 
先進国の現代的な生活を営む平均的な家
庭で必要なエネルギーの約60%は冷暖房
に使われます。家庭のエネルギー効率をで
きるだけ改善する省エネの必要性は、広く
認識されています。

コンデンシングシステムの 
暖房用ボイラー  
 
現在市販されている暖房用ボイラー
で最も効率の高いものは「コンデンシ
ング（凝結）」システムのものです。こ
のシステムのエネルギー消費量は、
標準モデルと比較して35%も少なく
なっています。コンデンシングシステ
ムの暖房機は煙突から排出される前
に送気ガスからさらに熱を取り出す、
もう1つの熱交換器を備えているとい
う特徴があります。この熱交換器は強
い腐食性を有する酸性のガスと水の
凝縮に耐えるため、多くの場合ニッケ
ル含有ステンレス鋼で作られていま
す。これにより暖房システムのエネル
ギー効率が高まるだけではなく、 保
守も少なくて済みます。 

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

ルネ・クレイン他、炭素エネルギーを削減した発電に必要な金属の要件、2011年。
http://static.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/ 
Material_Requirements_Low_Carbon_Power_Kleijn.pdf
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エタノールの生産
 
従来の燃料の代替として、再生可能
なエタノールが次第に使用されるよ
うになっています。特にセルロース系
エタノールといわれる第2世代バイオ
燃料は、穀物、藁、草、樹木、さらに都
市ゴミなど、いかなる植物性材料から
も生産が可能です。セルロース系エタ
ノールが特に注目を集めているの
は、石油ベースの燃料と比較すると温
室効果ガスを85%以上も削減できる
ためです。 

ただしこれらの植物性材料について
は、有用なエタノールに変換する前
に事前処理が必要です。このような処
理の多くでは、苛酷な環境や腐食性
物質を伴います。一般的な前処理剤
は硫酸です。従ってこうした処理を行
う製造設備には、極めて高い耐久性
と耐食性が求められます。ニッケル含
有ステンレス鋼やニッケル含有率の
高い合金が好んで用いられています。 
 

太陽光発電 

太陽エネルギーは世界的に広く使わ
れるようになりました。しかし2つの課
題が残っています。昼間に作られたエ
ネルギーを夜間に使用するための保
存方法、そしてエネルギーを必要なと
ころに送出する方法です。いずれの問
題も、ニッケル含有ステンレス鋼を利
用して、集めた太陽エネルギーを溶
融塩と結合させることで解決できま
す。このタイプの太陽光利用技術では
太陽光の力を集めて蒸気を作り出し、
それでタービンを回転させて電力を
作っています。溶融塩は熱の保存手
段で、熱エネルギーを一定時間非常
に効率的に保持します。溶融塩は温
度が500 °C（最も効率の良い蒸気タ
ービンで達する温度）を超えてもプラ
ントの運転サイクルを通して液体の
状態にあります。全工程でニッケル含
有ステンレス鋼のチューブ、バルブ、
容器が使われているのは、その特性
を利用して装置が高温運転と溶融塩
の腐食性に耐えられるようにするた
めです。

水力発電 

向家壩水力発電所は2015年に完成
すると中国第4の規模を持つ水力発
電所となります。そのような大規模な
効率をサポートするエンジニアリン
グの進歩を可能にしたのは、ニッケ 
ルを含む素材の利用でした。

発電機頭部にあるランナーが導水路
からの水を受け止め、流水が動き出
す最初の重要なスピンをかけます。 
各ランナーはそれぞれの設置場所に
固有の流量や圧力を最大活用するよ
うに作られますが、ニッケル含有ステ
ンレス鋼はランナーに高い許容性を
持たせるような設計製造を可能にし
ます。最高度の効率を達成し、水流の
運動エネルギーを最大限に生かすに
は、このような方法しかありません。さ
らに合金は堅牢であるため、腐食を
抑え、長期にわたりランナーの最適 
角度や最適曲面を維持します。

水素 

水素と燃料電池は革新的な新しいエ
ネルギー源です。水の電気分解で効
率的に水素を生産するには、触媒に
プラチナを必要とします。しかしプラ
チナは稀少金属で高価です。エネル
ギー問題および環境問題に対応する
ため、研究者はニッケルを含み、プラ
チナと同等の性能を持つ有望な代替
触媒を開発しました。

エネルギー供給

向家壩水力発電所1号発電機のローターは2,100トンのマルテンサイトステン
レス鋼で作られています。
著作権 © China News Agency、無断複製禁止
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クリーンな石炭 
石炭の燃焼は、大気汚染と二酸化炭素排
出の最大の原因です。石炭火力発電所で
は、排出する二酸化硫黄、二酸化炭素、微
粒子を最低限可能な水準に抑える新技術
が導入されています。たとえば石炭火力発
電所では、石炭内にあり、燃焼によって排
出される水銀を捕捉するための「湿式スク
ラバー」に、ステンレスとニッケル合金を用
いています。多くの湿式スクラバーは、煙突
内の高温で酸性の雰囲気に耐えるだけの
堅牢性と耐腐食性があるニッケル含有合
金を使って作られています。

炭素ガス回収貯留 

大気中に放出される二酸化炭素を捕
捉して固体の形状で固定するための
炭素ガス回収貯留 (CCS) 技術に関す
る多くの研究が行われ、開発が進ん
でいます。炭素を固定する操作（鉱物
炭酸塩化）には、一般的な煙突内より
も高温高圧で腐食性が強い環境が必
要となります。このような条件を管理
するには、ニッケル含有率の高い合
金を使う必要があります。 

   

原子力発電 
原子力発電所では、堅牢性と耐腐食性を主
な理由として、ニッケル含有ステンレス鋼
およびニッケルベースの合金が使用され
ています。標準的な原子炉では、蒸気発生
器の水管、冷却水や温水用の配管など、原
子炉内部の部品に20種類もの異なるニッ
ケル合金部品を使用しています。

新世代 
原子炉

初期の原子炉の中には、建設時に炭
素鋼の配管を使用したものもありま
すが、そうした原子炉は、現在、腐食
に悩まされています。新世代の原子
炉では、適切な材料を選択する際、過
去の経験を基に使用場所や運転環境
に適したものを選んでいます。

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

「「ニッケルは再生可能エネルギーの
生産に極めて重要な役割を果たし、

クリーンエネルギーが気候変動への
世界的取り組みの中心になってい

ます。」 

原子力発電所の冷却タワー 



電力保存バッテリー
技術の出現

ナトリウム金属ハロゲン電池は1940
年代に発明されました。現在ではニッ
ケルを活性金属として、電池に関する
化学は完成されています。安全に大
きなエネルギーを蓄えられ、大きさも
電圧も拡大可能、何千回もの充電が
可能で、耐用年数に達したときには
完全にリサイクルができるものにな
っています。保存技術は多くの産業に
応用される可能性があり、特に風力、
太陽、潮力その他の発電で作り出さ
れたエネルギーの保存では有用で
す。その技術の発展により二酸化炭 
素を排出しないエネルギー源が実 
現し、好ましいものになると考えら 
れます。 

電池のリサイクル

電池の寿命が尽きたときにはリサ
イクルが大切になります。電池のリ
サイクルは、ニッケルのような重要
な素材を再利用し、新規に採掘する
材料に対する需要を削減します。こ
れによって資源に対する需要が削
減されるばかりではなく、エネルギ
ーの保存にも役立ちます。

電池 
充電可能な電池に関する化学は急速に進
化し、リチウムイオン、金属水素化物、ナト
リウム系など様々なバッテリー技術が産ま
れています。その多くには何らかの形でニ
ッケルが含まれ、コードレス機器、携帯電
話、ノート型パソコン、デジタルカメラ、自
動車、バックアップ用のパワーユニットなど
で利用されています。 

充電可能なニッケル水素電池は一般のア
ルカリ電池よりも長持ちし、数百回の充電
が可能なため長期的には費用の節約にな
り、環境保護にも貢献します。 

電池に関する化学ではニッケルが重要な
役割を果たしますが、またニッケルは回路
ブレーカーでも欠かせない部品で、これら
の電池の安全性を保つメカニズムとして
働いています。ニッケルと樹脂を組み合わ
せた小型のシートが回路ブレーカーに使
われています。回路ブレーカーは放電と充
電を行う間、電圧と電流を安全な水準に維
持します。 
 

硫酸製造 
硫酸は世界中で他のどのような化学物質
よりも大量に生産されています。実際、国
家の産業力は国民一人当たりの硫酸使用
量でしばしば測定されます。 

硫酸の製造は過去30年間に大きな変革を
経験し、今日は環境保護と密接に結びつい
ています。硫黄はすべての石油、天然ガス
鉱床に自然状態で存在し、従って、化石燃
料を燃焼すると二酸化硫黄ガスが発生し
ます。このガスが排出されると、大気中で化
学反応を起こして酸性雨となります。1980
年代、各国政府は二酸化硫黄の排出規制
に着手しました。それ以来、産業界ではニ
ッケル含有ステンレス鋼を用いる技術を
確立し、燃焼工程で生じる硫黄を回収して
その代わりに硫酸を生成するという対策を
講じてきました。 

ニッケル含有ステンレス鋼は、特に高い酸
濃度と高温で耐腐食性を発揮できるため、
この重要な化学プロセスで必要な配管や
貯蔵タンク、冷却タンクには欠かせないも
のになっています。硫黄のリサイクルは、ニ
ッケルのおかげもあり、現在では使用する
硫黄全体の70%を生産できるに至り、硫黄
を新たに採掘する必要は大幅に減少しま
した。特に重要なことは、二酸化硫黄の排
出が半減し、多くの湖や森林が健康な状態
に戻ったことです。 

エネルギー供給

重要な事実

大型の風力発電機には通常500 kg
のニッケルが使用されています。

ニッケルは燃料電池、集中太陽発
電、セルロース系エタノールなどの
新しいエネルギーソリューションに

用いられています。 

高能率の暖房システムではニッケ
ル含有ステンレス鋼の耐腐食性と

いう特性を活用しています。
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個人も産業界も、速く、信頼できる交通
シ ス テ ム に 依 存 し て い ま す 。 
安全で経済的に効率よく、しかも環境
への影響を最小にして人や物資を運ぶ
ことは、すべてのメガトレンドに関係し
ます。 交通機関の整備により、他の社
会的目標も達成しやすくなります。 

輸送能力の問題は、道路、鉄道、航空、海運
のあらゆる場所で発生します。特に陸上交
通では、混雑とそれに伴う環境問題、とりわ
け過剰な自動車の利用に伴う問題が増大
しています。このような問題は大きな需要
があるときにはさらに深刻になります。

通勤時における公共交通機関の利用を推
進するには、ピーク時の運搬能力をさらに
増強できるようインフラストラクチャーに
投資し、安全で信頼できるサービスを保証
することが必要です33/34/35。

グローバル化が進むにつれ、世界の中に
は産業用輸送能力の限界によって影響を
受ける地域が出てきます。米国商工会議所
の報告書36によると 2020年までに「米国の
主要コンテナ取扱港では、取り扱う貨物量
が少なくとも2倍になると予想される」との
ことです。

http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/portstudy_toc_0304.pdf 

CSIRO、私たちの世界の未来、2010。
http://www.csiro.au/en/Portals/Partner/Futures/Our-Future-World-report.aspx

KPMG、持続可能性の洞察、2012。 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ 
sustainable-insight/Pages/sustainable-insight-expect-the-unexpected.aspx

セオドア・スタンク、世界の交通管理の動向、2007年。
http://www.industryweek.com/regulations/global-transportation-management-trends 

効率的な交通とインフラストラクチャー

「ニッケルによって安全で 
持続可能な輸送を実現する。」

効率的な
輸送と

インフラスト
ラクチャー

36

33

34

35
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客車 
 
鉄道会社の多くは、堅牢性、耐久性、
耐腐食性の理由から、ニッケル含有ス
テンレス鋼の客車を採用しています。
ニッケル含有ステンレス鋼が炭素鋼
やアルミニウムといった他の素材に
先んじて選ばれているのは、安全に
関する特有の利点、すなわち衝突時
の高いエネルギー吸収率と優れた耐
火性のためです。 

ニッケル含有ステンレス鋼の様々な
特性によって、この素材は鉄道車両の
最後尾（しばしば衝撃吸収帯と呼ばれ
ています）に使用する最適の材料に
なっています。衝突や脱線時には、こ
の領域がコントロールされた形で崩
壊して衝突エネルギーを吸収し、列車
の主要部にいる乗客を保護するよう
に設計されています。 北京の新しい
地下鉄車両は、炭素鋼よりも軽量でア
ルミニウムよりも安全性に優れている
ことから、ニッケル含有ステンレス鋼
で製造されるでしょう。 

ニッケルおよび
交通とインフラスト
ラクチャー
世界が動きを止めることはありません。ニ
ッケルは私たちの重要な移動手段の多く
で役に立っています。ハイブリットカーの
バッテリーやジェットエンジンのタービン
の中にあるニッケル合金、列車や地下鉄の
客車に使われるニッケル含有ステンレス
鋼など、ニッケルは人々の移動を可能にす
るために必要不可欠な物質です。ニッケル
を含む素材の特性によって耐腐食性が向
上し、信頼性のある効率的な電気システム
や放電システムが作られます。ニッケルは、
鉄道車両やトラックのボディーを堅牢で耐
久性のあるものにし、衝突時の衝撃を吸収
する（破砕せずぺしゃんこになることで）た
めに役立っています。またニッケルを含む
素材は、空港、駅、橋 、高架道路など移動用
インフラストラクチャーのすべてをサポー
トしています。

今日、ニッケル含有ステンレス鋼は排気シ
ステムから燃料システムに至るまで、標準
的な自動車の内部部品として数多く使用さ
れています。ステンレス鋼のエネルギー吸
収特性に注目し、ステンレスによる自動車
フレームの設計を検討している自動車会
社もあります。 

ステンレスタンクは長年、化学物質や食品、
食品グレードの品物の道路輸送に利用さ
れています。 

   

 
持続可能な 
輸送を 
都市の生活に
鉄道輸送は、信頼性と高いエネルギー効率
を有する経済的な方法として都市間交通
や短距離通勤用に、長年利用されてきまし
た。インドや中国など人口の多い発展途 
上国の多くは、鉄道インフラストラクチャー
と経済発展の成功との関係を理解して 
います。

明日の世界のニッケル  グローバルチャレンジへの取り組み

デリーの地下鉄車両 – 301L

「鉄道会社の多くは、堅牢性、耐
久性、耐腐食性の理由から、ニッ
ケル含有ステンレス鋼の客車を

採用しています」 
 
 
 



人間の移動 
輸送部門は地球全体の二酸化炭素排出の
約20%を占めています37。温室効果ガスを
削減する努力として、ハイブリッドカーや電
気自動車の人気が高まっています。

ハイブリッドカー用の 
ニッケル電池
 
ニッケル水素電池 (NiMH) パックは
1989年に初めて消費者市場に登場
し、大量生産されるハイブリットカー
や電気自動車の大多数がこの電池を
採用しています。この電池は放電率が
高く、苛酷な環境や温度変化にも耐
え、比較的安価です。NiMH電池の技
術は年々向上しています。ハイブリッ
ドカーはガソリンカーと比較して、汚
染物質や温室効果ガスの排出が50%
少なくなっています。 

耐久性があり保守が 
容易な客車
 
インドは今後10年間に人の移動のシ
ステムを大幅に拡大するという野心
的な計画を持っています。ニッケル含
有ステンレス鋼は、インド鉄道でもム
ンバイ、ニューデリー、バンガロール
の新しい通勤システムに採用されて
います。年間70億人の乗客を運ぶイ
ンド鉄道には、この素材の持つ耐久
性と保守の容易さが必要なのです。 
通常の炭素鋼や他の金属の混合率の
低い耐候性鋼と違い、ニッケル含有ス
テンレス鋼は空気中での耐腐食性に
優れ、その表面に汚れがつきません。
これらの合金は、高い湿度環境のよう
な腐食しやすい場所での性能が、競
合する素材よりも優れ、毎日の磨耗に
も十分に耐えます。 

多少なりともニッケルのおかげで、 
この削減により空気中の汚染物質や
土壌の汚染が減ります。今日、リチウ
ム電池のような最新で最も効率の 
高いバッテリーにおいても、ニッケル
が 3～15%使用されています。そのた
め、これまでリサイクル対象外であっ
た非ニッケルベースの電池のリサイ
クルを推進する、大きな経済的原動
力になっています。 

効率的な輸送とインフラストラクチャー

iIEA統計、燃料の燃焼による二酸化炭素排出、2012年。
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
CO2emissionfromfuelcombustionHIGHLIGHTS.pdf
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燃費

ニッケル合金の持つユニークな特性
が2つの点で燃費の向上に役立って
います。まず、ニッケル合金では使用
温度を上げることができるため、ジェ
ットエンジンの効率が向上します。こ
れにより完全燃焼に近づき、燃焼した
燃料1リットル当りの推力が増し、汚
染物質の発生を抑えられます。  

次に、機体重量が軽量になるほど燃
料効率も上がります。新型の航空機は
次第に炭素繊維と工業用職布をエポ
キシ樹脂で接合した複合材料で作ら
れるようになっています。複合材料部
品の製造にはニッケルを36%含むイ
ンバーという合金が使われます。イン
バーは極めて安定性が高く、航空機
のモールドを作るときに使われる素
材です。高温高圧のオートクレーブの
中で養生される間、複合材料の部品
が厳密な公差を保つことを可能にし
ます。 
 
着陸装置 

ニッケルコバルト含有低炭素鋼のお
かげで、航空機の比較的小さな車輪
とランディングギアは離陸のスピード
と着陸の衝撃に耐えることができま
す。ここでは極めて優れた強度、損傷
に対する高い抵抗力、容易な溶接性
という非常に望ましい特性が組み合
わされています。 

ニッケルは強度、耐久性、耐腐食性の
観点からも着陸装置に使用されてい
ます。この特性によって着陸装置はひ
び割れを起こしにくく、欠損や破砕に
も強くできています。 

   

航空輸送
過去80年で航空機とそのエンジン技術は
驚くべき進歩をを遂げ、航空機による旅行
は大衆のものになりました。運航距離が伸
びるにつれ、航空会社では燃費の改善と効
率化に絶えず努力が続けられています。 

航空機メーカーは、その製品の安全性とフ
レーム強度の確保を図り、腐食を想定しそ
の効率的管理のため様々な努力をしてい
ます。航空機のエンジンメーカーにとって
最も重要なことは燃費と信頼性です。

タービン 

航空機エンジンのタービンにニッケ
ルを使うメリットは、高温での強度、
強靭性、耐久性、可鍛性です。 
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       エレベーター

現代のエレベーター、エスカレーター、 
手すりにはニッケル含有ステンレス鋼
が使われていますが、これは強度、耐久
性、美観という特性が理想的であるから
です。丈夫なステンレスを波状に成型
できるのはニッケルの成型性によるも
ので、これは落書き防止にもなります。

素材の運送 
トラックにとっては耐久性が非常に重要で
す。このような条件を満たすためにメーカ
ーではニッケル含有ステンレス鋼をトラッ
ク運転台に採用しています。収率強度が大
きく溶接性に優れ堅牢で成型が容易であ
るからです。このような特性によって長期
間信頼して使用することができるのです。

輸送のインフラス
トラクチャー
風に飛ばされた飛沫や道路の融雪剤を
はじめ、厳しい環境内で腐食しやすい建
造物においては、通常のスチール鉄筋の
一部または全部をステンレス鋼の鉄筋に
交換することが一般的な対策になってい
ます。

コンテナ埠頭  

その一例はメキシコのプログレソに
あるコンテナ埠頭です。ニッケル含有
ステンレス鋼で補強されたこのコン
クリート建造物は、65年以上の使用
を経ても今なお、すばらしい状態を維
持しています。全長6.5キロの埠頭は
常にコンテナおよびクルーズ船の港
として使用されています。30年後に第
二の埠頭が通常のスチール鉄筋を使
用して建設されました。こちらはすぐ
に劣化し、修復には相当の経済的、材
料的および環境費用がかかるため 
一部を解体し、残りはそのまま崩れる
ままにしています。元からあった埠頭
は今でも使われており、当初の建設
時にニッケルを含む素材を適切に使
用したことで、ライフサイクルコスト
を節約できた例となっています。 
 

効率的な交通とインフラストラクチャー

重要な事実

毎年約20億人と3,400万トンの貨
物を航空機で運ぶことができるの

はニッケルのおかげです。 

ステンレス鋼の鉄筋で補強したコ
ンクリート構造物は、炭素鋼の鉄
筋を使った場合よりも2倍長持ち

します。 

ニッケル水素電池を搭載したハイ
ブリッドカーはガソリンカーと比較
して、その耐用年数の間の汚染物
質や温室効果ガスの排出が50%

少なくなっています。
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世界各地の生活の質は向上しています
が、何百万人もの人々は依然として貧
困ライン以下の生活をしています。革新
的な技術は日々の生活をより良く効率
的にし、先進国と発展途上国の両方の
ニーズに応えてくれます。競争を続けな
がらユーザーの使いやすさを向上させ
る製品やサービスを生み出すために
は、メーカーは革新的でなければなり
ません。

同時に、製品に環境的・社会的な情報がま
すます盛り込まれるようになることからわ
かるように、消費者に対するモラルと倫理
的な側面が一層重要になっています。 
 
次々に市場に投入される、携帯電話、ノー
ト型パソコン、ハンドヘルドデバイス、その
他のワイヤレス機器によるデジタルコミニ
ュケーションは、将来を色濃く反映してい
ます。 

「ニッケルの形状記憶能力、電気
化学特性、磁性が科学分野での

イノベーションと躍進を
可能にしました。」

イノベーション

技術

イノベーションと技術

と 

  
著作権 2012 HTL ラボラトリーズ - 無断転載禁止。  
写真：ダン・リトル・フォトグラフィー
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新素材 
ニッケル格子 

研究者がミニチュアのエッフェル塔の
ような格子を作りましたが、その格子
は強靭ながらも内部が空洞になって
います。この構造体はすべてニッケル
の空洞状チューブでできています。こ
の衝撃を吸収する、極めて低密度の
ニッケル格子は、自動車、航空機、電
池など様々な工業分野で活用するこ
とが期待されています。事実、これは1
立方センチで0.9ミリグラムしかない
世界で最も軽い素材です。いわゆる「
マイクロ格子」は主に音や振動や衝
撃を吸収するために設計されたもの
ですが、リチウムイオン電池、コンピ
ューターの空冷デバイス、自動車や
軽量の金属が必要になる航空機、宇
宙船の製造など、その他にも応用が
考えられます。 

ニッケルと
イノベーション 

ニッケルには今後数十年、さらに次の世紀
の科学と持続可能性に対するイノベーショ
ンや躍進の基礎となる、様々な特性があり
ます。ニッケルの形状記憶能力、電気化学
特性、磁性が直接的にイノベーションを可
能にします。またニッケルは、よく知られた
ニッケル合金の特性を介して、革新的なア
プリケーションに他の要素や素材を活用す
ることをサポートします。

今後数十年、製品の寿命が尽きた時に素
材を簡単に見極めて分類し回収することが
できるように、処理工程や製品の設計が絶
えず進歩していくでしょう。環境を考慮する
デザイン思考がさらに普及し、製品開発に
大きな影響を与えることが予想されます。
設計がますます重視される背景には、製品
の使用方法を反映しているばかりではな
く、その寿命が尽きた時にどのように処理
されるかということも反映しています。ニッ
ケルを使った電池、電気システム、電話、フ
ァスナー、その他何百もの消費者製品など
に含まれる材料が、埋め立て地に行かず回
収されリサイクルされる比率はさらに高く
なっていくことでしょう。ニッケルの経済価
値および元の特性を回復できる性質から、
この非常に優秀な金属要素の回収努力を
続けることは経済的、規制的、および倫理
的にも当然のことです。
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形状 
記憶合金 
ニッケルチタニウムの形状記憶合金はい
わば「スマートメタル」で、形状を「記憶」し
ていて、変形しても熱を加えると元の形に
戻ります。 

橋梁

地震が多発する地域の橋梁では、ニ
ッケルとチタニウムで作られた形状
記憶合金の超弾性がいつか役立つか
もしれません。地震があると橋は前後
に揺れ、多くの場合、橋全体が恒久的
に一方に傾いてしまいます。新たな研
究によると、ニッケルとチタニウムで
作られた記憶合金を橋の柱に取り入
れることで、地震が起きた時に橋の損
傷を少なくすることが可能になるとの
ことです。 

皮膚に近いポリマー

化学エンジニアは表皮電子工学に 
自己治癒能力のあるポリマーの利用
可能性を探っています。研究の過程 
では、これまでに開発した自己治癒能
力のあるポリマーには微弱な導電性
しかなく電気センサーとしては使え
ないという事実に遭遇しました。そこ
で研究者たちは金属原子間で移動す 
るニッケル原子を加えてポリマーの
導電性を増やそうとしました。その 
結果、ポリマーの電気抵抗が変更さ
れ、圧力や変形させる力が加わると 
ポリマーの動きに反映するようにな
りました。

この素材には柔軟性、触覚、導電性、
自己治癒能力があり、人間の皮膚を
人工的に再現したものとなってい 
ます。  

イノベーションと技術

「ニッケルの 
経済価値および 

元の特性を回復できる
性質から、この非常に
優秀な金属要素の回
収努力を続けること 
は経済的、規制的、 

および論理的にも当 
然のことです。」

東京湾ブリッジ
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通信 
技術
ニッケルは現在の通信技術の中核を担っ
ています。 

携帯電話 

携帯電話の電池に加え、ニッケルは
機器の電子機能にも重要な役割を果
たしています。それは、携帯電話の電
子回路の最も重要な部分であるコン
デンサーです。新世代のコンデンサー
では超微粒子となったニッケル粉末
の層を利用し、従来の金やパラジウム
のような希少金属を必要とした高額
な技術に代替しています。ニッケルは
部品コストを低減することにより、より
多くの人が携帯電話を利用できるよ
うにしています。その一方で、経済的
にも環境的にも生産費用のかかる希
少金属を使用を減らすことに貢献し
ています。 

新しいグリーン 
テクノロジー

電気化学特性

消費資源から発生する熱を有用な電
気に効率よく変換する方法を見つけ
ることは、長い間の課題でした｡可能
性の1つとして、45%のニッケルを含
むフェロイック合金を活用する方法
があり、これがそのような熱を電気に
変換します。フェロイック合金は、特 
定の温度で突然位相変化を起こす素
材で、 そこで強磁性、強誘電性、強弾
性の特性が大きく変わります。このプ
ロセスを使って発電を行うために使
用できるであろう廃熱源は数多くあ 
ります。 

このような熱源としては、自動車の排
気システムからの熱、電子機器（コン
ピューターを含む）からの熱、現在は
排気塔から排出されるか熱交換器を
通って湖や海中に捨てられている発
電所や工場からの熱などがあります。
ニッケルの電気化学特性には、現在
は浪費されている熱から、カーボンフ
リーのエネルギーを生み出す可能性
が秘められています。  
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この進歩により、ハードディスクドラ
イブの利用がスマートフォン、MP3デ
バイス、ビデオゲーム機など多数の
消費者向けの製品にも広がりました。 

銅ニッケルナノワイヤー 

銅とニッケルで作られたナノワイヤー
素材が合成され、電子ペーパー、スマ
ートパッケージ、ビルトインされた対
話機能を持つ衣服など、電子プリント
の費用を下げる可能性があります。こ
のような製品や、薄型テレビ、eリーダ
ー、スマートフォンその他のアプリケ
ーションでは、光の透過を遮ることな
く導電性を持つフィルム層が必要に
なります。銅のナノワイヤーフィルム
は、短時間で費用のかからない方法
を使い液体から沈殿させることがで
きます。このような導電フィルムは、現
在使われているフィルムよりも柔軟で
あるばかりではなく、そこに使われて
いる銅はインジウムよりも1,000倍豊
富にあり、価格は100分の1というメリ
ットがあります。銅のナノワイヤーに
ニッケルをコーティングすると、ナノワ
イヤーフィルムは銅のナノワイヤーよ
り1,000倍酸化しにくくなり、銀のナノ
ワイヤーフィルムよりも100倍酸化し
にくくなります。銅ニッケルナノワイヤ
ーのこのような特性はすべて、印刷可
能な電子デバイスに用いる透過性の
ある導電フィルムの製造にとり非常
に望ましいものです。 
 

ハードディスク

過去数十年の間にデスクトップおよ
びノート型コンピューターは小型化し
続け、それでいながら記憶容量、操作
性、高速性は向上し続けています。コ
ンピューターのディスク型ストレージ
システムが発明された当時、ディスク
は古いビニール盤レコードの2倍の
大きさがあり（直径150センチ）、記憶
容量は100 キロバイトでした。今日の
ハードディスクドライブは幅1センチ
未満で、記憶容量は400ギガイトで
す。これはなんと6,000万倍もの性能
向上です。 

コンピューター技術の分野の発展の
一部は、データの読み書きに使用す
る磁気ヘッドの進歩に帰することが
できます。今日の最も進歩した読み書
きヘッドは薄膜技術を使用していま
す。膜ヘッドの2つの部分は81%のニ
ッケルを含む磁性合金層からなって
おり、ニッケルはこの技術にとって必
須の構成成分です。コンピューターに
薄膜ヘッドが導入されたことで、磁気
記録の記録密度は1979年以来8年ご
とに10倍ずつ増加しています。 
 

イノベーションと技術

重要な事実

ニッケルは、幅1センチ未満で記
憶容量が400ギガバイトである現
代のハードディスクドライブの中

核部品です。

ニッケルは携帯電話の重量の1%
にも満たないながら、その機能に

とって不可欠です。 
 

ニッケルを使いポリマーの電気
抵抗を変更することにより、科学

者は柔軟で感覚があり、自己治癒
力を持つ人間の皮膚の合成版の

ような素材を作ることに 
成功しています。  
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ニッケル 協 会 に 
ついて
ニッケル協会は、全世界の年間ニッケル生
産量の約75%を占める20数社の利益を代
表する非営利団体です。会員企業を代表し
て、社会的および環境的責任を持ってニッ
ケルの生産、利用、再利用を促進していま
す。 

このために、あらゆる形態でのニッケルの
グローバルで適切な利用の促進、十分な
科学的根拠に基づく健康および環境に関
する適切な規制の擁護、科学研究と連携し
たニッケルを巡る健康および環境問題に
関する知識の増進を行っています。

ニッケル協会では全世界のニッケル産業
を代表して責任ある統一的見解を提供し、
他の国際的、地域的、および国内の各種 
金属協会、ならびに国際的および国内のス
テンレス鋼開発協会と協力して、ニッケル
の安全利用の開発・促進を世界的に行って
います。

当協会では、最適な性能、安全な取り扱い
と利用を保証するために非常に有能な専
門家の世界的ネットワークを通じて市場開
発を追及し、ニッケルおよびその特性、用
途に関する技術的知識を提供しています。
当協会では人間の健康および環境に果た
すニッケルの役割を調査する科学研究プ
ログラムを積極的に推進し資金援助を行
っています。当協会はニッケルの生産、取り
扱い、利用、処分において必要とされる問
題の科学研究を支援し、それを一般公衆に
周知することを使命としています。ニッケル
協会ではニッケルに関する知識を自由に
共有し、ニッケル産業およびニッケルを利
用する産業を規制する基礎として厳密な科
学的研究の利用が確実になされるよう努
力しています。

すべての情報は出版時点で正しいものです（2013年8月）。


