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エネルギー転換：
気候変動との闘いをニッケルが応援
電気自動車革命

アイスランドの先進的な
地層深部掘削地熱プロジェクト

二酸化炭素回収貯留：
地下で問題解決
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ステンレス鋼 － より簡単に取り込んで り、毎年3万3,000トン相当の市販食品
処理

の廃棄物が近くの市場や食品メーカー

ミレニアム大干ばつと豪州メルボルン から持ち込まれています。豪州の水道
の人口増加で、水やエネルギーといっ 事業者が初めて建設した独立型の食
た限りある資源の供給に待ったがか 品廃棄物処理設備である ReWaste 工
かった際、バイオエネルギー生産者で

場は、嫌気性消化プロセスを採用して

ある Weltec Biopower とエンジニアリ います。
ング会社の Aquatec Maxcon は Yarra

5基の受入タンク、2基の消化槽、1基

Valley Water（メルボルン最大の水道

の大型貯蔵タンクと、合わせて8基のス

事業者）の廃棄物発電施設の建設プ テンレス鋼製タンクが現場に据え付け
ロジェクトにおいて専門的知識を提供 られています。ステンレス鋼は、硫化水

腐敗性有機 物による腐食環境でも
ステンレススチール製タンクは長寿命

しました。オーロラ廃棄物発電所は市

素、塩化物、有機酸を含む腐敗性有機

販食品の廃棄物を処理しクリーンで再

物が作り出す腐食環境に耐えることが

生可能なエネルギーに変換するのです。 出来る理想的な材料であるためです。
そして既存のオーロラ下水処理場と新
オーステナイトステンレス鋼のグレード
しい再生水設備が稼働するのに十分な
304系 (UNS S30400) がこのタンクに
だけのバイオガスを産み出し、さらに
使用されています。部分的に飛沫帯とな
余剰のエネルギーは送電網向けに売
り、また部分的には気相となる消化槽の
却もしくは輸出される予定です。
上部にはオーステナイトステンレス鋼の
ごみが再生可能エネルギーに

中でも高級合金グレードである316Ti

この設備は2017年5月から操業してお

系 (S31635) が採用されました。

ケーススタディ全文は www.nickelinstitute.org からダウンロードできます。
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編集者記：
エネルギー転換
ニッケルの知られざる重要な役割

2015 年のパリ COP21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）におい
て、195 か国が産業革命以前のレベルを基準にして世界の平均温度上昇を 2 °C
未満に抑えるという目標で合意しました。しかしながら、エネルギー需要の増大に
伴い、付随する炭素排出量は依然として増加しています。国際エネルギー機関の『
世界エネルギーと二酸化炭素状況報告書』によれば、世界のエネルギー需要は
2017 年に 2.1% 増加し、その伸びの70%以上は化石燃料が源泉となっています。
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前向きな情報として「あらゆるエネルギーの中で 2017 年に最も成長率が高かった
のは再生可能エネルギーであり、世界のエネルギー需要の伸びの四分の一を占め
ている。」と本報告書では述べられています。この再生可能エネルギー増加の牽引

アイスランドの地熱エネルギーによる
ソリューション

役は中国と米国で、EU、インド、日本が追随しています。実際、2017 年に中国が増
設した太陽光発電施設は仏独の太陽光発電能力の合計と同等とのことです。
エネルギー転換をもたらし、地球温暖化に取り組むべく考案された様々な用途に
おいて、ニッケルはその任務を果たしているのです。本号で取り上げるのは、サウ

新しいニッケル誌のデザインは気に
入って頂けましたか？
今年で発行開
留計画、アイスランドでの地熱エネルギーの可能性、インドで二酸化炭素排出量
抑制のためニッケル含有ステンレス鋼の果たす役割などです。こうした取り組み 始から 33 年目となり、紙面刷新の
良い機 会だと考えました。皆 様のご
のひとつひとつがパリ協定の目標を達成するための一歩となります。エネルギ転
意 見をお待ちしています！ご感 想は
換の目的を達成し、温室効果ガスの排出を抑え、さらにエネルギー効率を高める
communications@nickelinstituite.org
ために、ニッケルはその方程式の中で重要な役割を果たしているのです。
まで。
クレア・リチャードソン
ニッケル誌 編集者
スオーストラリア州での大規模風力蓄電エネルギー、カナダでの大規模炭素貯

2018年第33号第1巻 | 3

02

ケーススタディ12
食品廃棄物を発電に利用

03

編集者記
エネルギー転換：ニッケルの
知られざる重要な役割
電気自動車革命
高まるニッケルの重要性
世界最大のリチウムイオン電池
サウスオーストラリア州

08

ニッケルが電池を活気づける
事実と数値

09

印農村部にクリーンな調理技術
ステンレス鋼製の調理用コンロ

10-11

アイスランドの地熱発電
掘削に不可欠なニッケル

12-13

二酸化炭素回収貯留
SHELL 社 QUEST プロジェクト

14
14-15
15
16

ュ ー ス

ニッケル・ニュース

07

14

ル ・ ニ

気候変動と真剣に向き合う
中国が動く
リンク先一覧
新刊書
UNS番号
優れた高級建造物
ザハ・ハディド氏設計

メタン をよ
り持 続 的 に
転換
カリフォルニア大学サンタバーバラ校
が開発したプロセスが、溶融ビスマス・
ニッケル合金より泡立って出て来るメタ
ンガスから水素を作る方法として有望
視されています。従来の方法によるメタ
ンの水蒸気改質では二酸化炭素が副
産物として産生されますが、一方この

Nickel Magazine はニッケル協会が発行しています。
www.nickelinstitute.org
David Butler (会長); Clare Richardson (編集発行人)
communications@nickelinstitute.org
寄稿者: David Chen, Parul Chhabra, Gary Coates,
Isaline de Baré, Debbie Govier, Peter Kelly-Detwiler,
Larry Martin, Richard Matheson, Geir Moe, Kim Oakes,
Lissel Pilcher, Nigel Ward, Odette Ziezold
デザイン: Constructive Communications

新しい方法ではメタン中の炭素はグラ
ファイト（黒鉛）となります。研究チー
ムは Shell 社と協力してこの技術の更な
る開発を目指しています。

本誌は読者への一般情報提供を目的としており、
しか
るべき助言を確保せずして、如何なる特定の目的ある
いは用途のために使用もしくは依拠されるべきでは
ない。本誌は専門的に見て正確であると信じられるも
のではあるが、ニッケル協会とその会員、
スタッフおよ
びコンサルタントはあらゆる一般的なもしくは特定の
目的のための適合性について何ら表明もしくは保証す
るものではなく、
また本書に示されている情報に関し
て如何なる種類の義務もしくは責任を負うものではな
い。ISSN 0829-8351

ウラル連邦大学 (UrFU) のロシア人科
学 者がロシア科学アカデミーウラル
部門金 属物理学 研 究 所の同僚と共
に、酸化ニッケルナノ結晶の基本的特
シトン）を初めて発見しました。この発
見はおそらく次世代光電子デバイスの
開発に役立つでしょう。励起子は静電
結合した電子正孔対境界で、結晶に

画像出典:

移動しエネルギーを送り込みます。こ

表紙 iStock Photo.com©Andrew_Mayovskyy
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励起子の
ニュース！

徴を研究し光吸収端に励起子（エキ

印刷：Hayes Print Group (カナダ)、再生紙使用

の研究の結果は Physica B: Physic of
BRIAN LONG
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Condensed Matter Journal に発表され
ています。

再生電池、活況を呈す
使用済みリチウムイオン電池の新しくかつ簡素な再生工程がカリフォルニア
大学サンディエゴ校で開発されました。リチウムに加え、高価なニッケル、
マ
ンガン、コバルトを含むNMCタイプの電池が再生対象となりますが、この工
程では陰極粒子を除去して、それを熱したアルカリ溶液中で処理し、さらに

新しい電池に再利用する時には、電荷容量や充電時間など電池の寿命はすべ
て元のレベルに戻るとのことです。

新たなタイヤを考案

© IMAGING TECHNOLOGY CENTER, NASA GLENN

地球以外の世界向けにタイヤを設計？ 伸長や反発は気にせず、
『化学量論組

THE LONG NOW FOUNDATION

DAVID BAILLOT/UC SAN DIEGO JACOBS SCHOOL OF ENGINEERING

800 °Cの温度で焼成します。

一万年時計を
動かすのは？

成』や『形状記憶合金』を考えてみてください。

ロングナウ協会 (longnow.org) はウエ

クリーブランド近郊にある NASA Glenn 研究所の研究者らは、将来の火星での

ストテキサス山に一万年の時を刻む機

探査を想定し、化学量論的ニッケル・チタンメッシュで出来た非空気圧適合タ

械時計の設置を開始しました。その装

イヤを開発しました。

置は主にタイプ 316 (UNS S31600) の

この発明は超弾性タイヤと呼ばれますが、アポロ計画の月面車のタイヤから刺

ステンレス鋼、チタン、ドライランニング

激を受けた NASA Glenn 研究所と Goodyear 社が数年前に開発したスプリン

（オイルフリー）・セラミック製ボールベ

グタイヤの最新進化モデルです。

アリングからなっています。この時計は

NASA Glenn 研究所の話によれば「この最新バージョンでは、通常の弾性材で

一年に一回だけ進み、百年ごとに一世

はなく耐荷重構成材として高歪みに

紀針がそれを知らせ、千年ごとにカッ

耐えられる形状記憶合金を使ってい

コウが現れます。二万年で誤差一日と

る。」とのことです。

いう精度を持つ特別設計の歯車装置

「ニッケル・チタン合金は変形に対応
するように原子再配列が行われる。」
NASA Glenn 研究所の材料科学者で

により、真昼の太陽に『位相ロック』し
て自己補正を行うのです。米国のエン
ジニアで起業家でもある Danny Hillis

ある Santo Padula 氏は語ります。
「そ

氏が着想したこの時計は人々の思考が

れによってこの合金製のタイヤは、通

近視眼的なものではなく、人類が世界

常の材料で出来たタイヤに比べ最大

について遥かに長期の視点で眺めら

30倍まで変形し、不可逆的変形なし

れるようになることをその狙いとしてい

で元の形状に戻るのだ。」

ます。
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電気自動車革命で
一層高まるニッケルの重要性
気候変動に対応する戦略において重要なことは、A地点からB地点へと私たちが移
動する時の手段を変えることにあるでしょう。運輸業界が出す温室効果ガス (GHG)
排出量は世界全体のおよそ14%です。課題の解決方法は色々ありますが、電気自動
車 (EV) が汚染を低減するために大きな役割を果たすものと期待されています。

5 年も経たないうちに EV のコストは
内燃機関を有する自動車を下回り、
販売台数は数千万台にまで爆発的に
増えることになると見込まれていま
す。道路を走る EV の数は、2035 年
までに最大 3 億 5,000万台となると
見る向きもあります。

6 | 2018年第33号第1巻

EV が電気に頼っているのは疑いようの 新しい化学組成
ないことですが、関連排出量はその送 ニッケル・マンガン・コバルト (NMC)
電網（グリッド）そのものが炭素を含ん 電池は現在多くの自動車メーカーが搭
でいない限り完全にゼロとはなりません。 載していますがが、その比率はニッケ
マンガン33%と
しかしながら、国立再生可能エネルギー ル 33%、コバルト 33%、
なっています
（そのため1:1:1と呼ばれて
研究所が示しているように、たとえ炭
います）。それ以外は既に6:2:2の組成
素集約度の高い送電網でもEVを使え
（ニッケル 60% 、
マンガン 20%、コバル
ば従来型の代替手段よりも排出量は少
ト20%）も採用されています。NMC の
ない結果となるとのことです。
化学組成にさらに手を加えて、ニッケ
しかし最近まで、EV はそれほど重要で ル 80% 、
マンガン10% 、コバルト 10%
はありませんでした。従来型の自動車と (8:1:1)という組成の陰極を生産する取
小型商用車が世界で8,800万台売れた り組みが現在進行中です。LG Chem 社
2016 年に比べて、2017年は EV が100 を含む韓国のメーカー二社がこの新し
万台売れた最初の年でしたが、これは い化学組成を 2018 年にも市場に出
すという計画を発 表しました。そして
ほんの始まりでしかありません。
Tesla 社（同社はニッケル・コバルト・ア
EV 向けニッケルの使用が加速し始める
ルミ(NCA) 技術を採用）といった他の
アナリストの中には 2040 年までにEV 会社もまた、ニッケルの比率をより高め
の売り上げが内燃機関を持つ自動車 ると予想されています。
を上回り、一日当たり 800 万バレルの
非ニッケル・リチウムイオンの化学組成
石油が置き換えられるとする人もいま
もありますが、今までのところ、車をコ
す。そして数百万台もの乗用車、トラッ
スト効率良く走らせるのに大切な重量
ク、バスがニッケル含有リチウムイオン 出力比が得られる密度という点で、ニッ
電池を必要とすることになると主張し ケルに匹敵する技術を開発した者はい
ているのです。市場分析会社の Roskill ません。かくしてニッケルは、惑星を救
社によれば、現時点で電池が使用する おうとする人々の競争において電気自
ニッケルは世界供給量の3%でしかあり 動車を世界的に大量に展開するという
ませんが、この数字は急速に上昇する 中、主要かつ成長し続けるプレイヤーと
なるでしょう。
と推測されています。

© TESLA

世界最大のリチウムイオン蓄電池施設
－サウスオーストラリア州
2016年、暴風雨に重要インフラが損害を受け、サウスオーストラリア州の170万
人の住民が電力なしで取り残されました。その際、図らずともニッケルが気候変
動に立ち向かい、政治的にエネルギー政策に取り組む中で、縁の下の力持ちとな
ったのです。
住 民 が 二 週 間 にも亘って 電 力 なし

れるリチウムイオン電池の化学組成は

で 取り残 され たこの 電 力 危 機 の 直

明らかにされていませんが、Musk 氏

後、100日間でサウスオーストラリア が以前語っていたのは格子電池用に
州 に 世 界 最 大 のリチウムイオン 蓄

Tesla 社が使うのはニッケル、
マンガン、

電池施設を建設するという Tesla 社

コバルトで組成された陰極を持つリチ

の E l o n M u s k C E O の 約 束 をもと ウムイオン電池となるであろう、とのこ
に Hornsdale Power Reserve プロジェ とでした。
クトが立ち上げられました。

以前からある NMC 電池の構成は、良

Te sl a 社は、州政 府および隣 接した く知られているように、ニッケル、
マンガ
Hornsdale 風力発電所を所有する仏再 ン、コバルトがちょうど三分の一ずつと
生可能エネルギー会社である Neoen
社と共同で 129 MWh の蓄電池施設を
建設しました。この施設は同州の再生
可能エネルギー発電量のばらつきを均
衡化するとともに、予測される不足の
際、緊急バックアップ用として稼働すべ
く設計されています。基本的にはこの
電池が蓄えるのは既に風力と太陽熱

なっています。しかしながら、最新のレ
ポートによれば、電池メーカーはニッケ
ル、コバルト、
マンガンの組成比でニッ
ケルを最大80%まで増加させようとして
います。ニッケルの比率が上がれば、電
池のリチウム吸収能力が高まり、電池

この蓄電池施設におけるニッケル使
用の規模や量を侮るべきではありま
せん。蓄電池施設の敷地はおよそ1ヘ
クタール（1万平方メートル）の土地で
あり、ピーク時には約5万世帯に追加
電力を供給できるのです。

容量が増え、製造コストが安くなるから

です。ニッケル、コバルト、グラファイト
を使って発電されているエネルギーで （黒鉛）、リチウムは電池コストの最大
す。
部分を占めており、Tesla 社は35%の削
このエネルギーを蓄積するのに使用さ

減を成し遂げたと言われています。
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ニッケルが
電池を
活気づける

気候変動に対する懸念、エネルギー効率アップへの動き、政府による二酸化炭素排
出量目標の採択、
これらすべてが電池やエネルギー貯蔵も含め、再生可能エネルギ
ー技術への関心を高めています。必ずしもニッケルの名前が取り上げられる訳では
ありませんが、ニッケルは多くの電池技術に使用され、温室効果ガス排出の削減に寄
与しています。そしてクリーン・エネルギー・ソリューションにおいて、地球温暖化への
我々の取り組みの主翼を担っています。

リチウムイオン電池

リチウムイオン電池
ニッケルは、電気自動車、医療機器、
コードレ
ス電動工具の動力源としても、
そして再生可
能エネルギーの蓄電にも使われるリチウム
イオン電池の化学反応において重要な役割
を果たしています。

正極の組成：

NCA*
ニッケル

リチウムイオン電池は、
リチウム化合物を他の材料と組み合
わせることによって製造されます。
主に使用されている 二種類の電池タイプにはニッケルが含
まれています。

アルミニウム

33%

ニッケル

80%
含有量

マンガン

5% NMC**

33%
15%

含有量

33%

*NCA: ニッケル・コバルト・アルミニウム
**NMC: ニッケル・マンガン・コバルト

利点

ニッケル含有リチウムイオン電池の
シェアが増加

省スペース

長寿命

エネルギー 貯蔵

軽量

ニッケル含有電池には構成する化学物質によって様々なタイプがあり、
市場に出ている電池の中ではエネルギー密度は最大です
Wh/kg

NCM電池中のニッケル含有量増加による
エネルギー密度の上昇

300
250

非ニッケル含有

200

ニッケル 含有

150

リチウムイオン電池分野は、電池を動力源と
する製品に対する旺盛な需要に対応して引
き続き成長するでしょう。
特に電気自動車や再生可能エネルギーの蓄
電用としてニッケル含有の高エネルギー密度
電池に対する需要は増加するものと見られま
す。現在リチウムイオン電池の39%に、ニッケ
ルが使用されています。
これが2025年までに
は約58％まで増加するものと予想
されます。

2016

2025

100
50
0

鉛蓄
電池

NiFe
ニッケ
ル鉄

NiCd
ニッケル
カドミ

LTO
チタン酸
リチウム

NMH
ニッケル
化素

LFP
リン酸鉄
リチウム

LMO
NCM
LCO
NCA
ﾘﾁｳﾑﾏﾝｶﾞﾝ ﾘﾁｳﾑ・ﾆｯｹﾙ・ コバルト酸 ﾘﾁｳﾑ・ﾆｯｹﾙ
酸化物 ｺﾊﾞﾙﾄ・ﾏﾝｶﾞﾝ ﾘﾁｳﾑ
ｺﾊﾞﾙﾄ・ｱﾙﾐ

ニッケル含有 39%

今後の輸送の動力となる

低ﾆｯｹﾙ NMC

世界中の企業や政府は温室効果ガスの削減を実現するために容量増大とより低コストの
エネルギーを求めています。
これにより、電気自動車（EV）開発に直結するリチウム電池分野
における研究開発および新規生産設備
への大規模な投資がなされています。
含ニッケル正極は電池の軽量化、小型
化を可能にし、エネルギー密度を高める
結果、電気自動車自体の効率が高まりま
す。将来の電気自動車の電池がニッケル
をより多く使用することは明らかです。

高ﾆｯｹﾙ NMC

『我々の電池はニッケル・グラファイトと呼ぶべきものだ。なぜなら陰極は主としてニッ
ケルであり、陽極は酸化シリコンを含む黒鉛であるから…若干量のリチウムを含むが、
サラダにかける塩みたいなものだ。』
－Elon Musk、テスラ社CEO

中ﾆｯｹﾙ NMC
NCA

(ﾆｯｹﾙ・
ﾏﾝｶﾞﾝ・
ｺﾊﾞﾙﾄ)

(ﾆｯｹﾙ・ｺﾊﾞﾙﾄ・ｱﾙﾐ)

ニッケル含有

LMO (ﾘﾁｳﾑﾏﾝｶﾞﾝ酸化物)
LFP (リン酸鉄リチウム)
LTO (チタン酸リチウム)
LCO (コバルト酸リチウム)

ニッケルはより持続可能な社会を作
る解決策の一翼を担っている
電池に含まれるニッケルは低コストでより高い
エネルギー密度での蓄電を可能にします。
また
車の走行距離を延ばすことにも確実に寄与し
ます。新たな電池の開発により蓄電はkWh (キ
ロワット時)当たりのコスト競争力をより増し、風
力や太陽光など断続的な再生可能なエネルギ
ー源が化石燃料によるエネルギー生産に取っ
て代わるようになるでしょう。

出典・情報提供：- ニッケル協会会員会社- Roskillインフォメーションサービス- 国際ニッケル研究グループ編「電池に使用されるニッケル」2015年- http://batteryuniversity.com/
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58%
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含ニッケルステンレス鋼調理用コンロは
インド農村部にクリーンな
調理技術を提供
世界保健機関の推定（2012 年)によれば、従来の調理用コンロの燃料バイオマス
（木材、家畜糞、農産廃棄物）および石炭 ― 発展途上国の約３０億人にとり調理
および暖房の主要な手段 ― から生ずる煙への曝露が年間400万を超える早世を
引き起こしているとみられるとのことです。
インド単独で年間120万人以上にこの るとの結果が出ました。排出物は少な
ような早すぎる死が起きています。従 く燃料効率は高く、改良調理コンロは
来の調理方法は熱効率が悪く、また二

37%の燃焼効率を示したのです。従来

酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス

の土製コンロと比較して、試験用コン

およびカーボンブラックなどのエアゾー ロでは微粒子物質 (PM2.5) の排出が
ル（煙霧質）を排出し気候変動の原因
のひとつとなっています。
燃料効率の良い改良調理コンロは排
出源に

72％、一酸化炭素の排出が 80％、およ
び燃料消費が54％それぞれ削減されま
した。
より清浄な空気を作り出す

この影響に対処するため、ニューデリー 2009年から2015年の間に20,869台
をベースとする非営利研究機関の The

の改良調理コンロが広まったことで調

Energy Research Institute (TERI) はエ

理時間は43.6％減り、年間約2万4,000

ネルギー効率の良い改良調理コンロ トン近い燃料木材の節約につながった

クリーン燃料および関連技術の自由
な利用は国連の『エネルギーに関す
る持続可能な開発目標(SDG7)』の狙
いでもあります。この目標が達せら
れれば数百万人の早世を防ぎ、調理、
暖房および照明を汚染源となる燃料
とその技術に頼っている何十億もの
人々の健康および福利を改善するこ
とが可能となるでしょう。

(ICS) TERI SPT 0610 を設計製作しまし と見られています。カリフォルニア大学
た。この調理コンロは従来の幅広いバ

サンディエゴ校、TERI および Nexleaf

イオマス燃料が使用可能となっていま

Analytics による研究によればクリーン

す。ステンレス鋼でできており、燃焼の

なバイオマス調理コンロに変更するこ

おこる中心部は 304系 (UNS S30400) とで一世帯当たり年間二酸化炭素約
で作られ、外側と基部およびボルトや

5トン相当分の排出量削減が可能とな

ナットは 202系 (S20200) で作られて り、更に60～70％の大気汚染を減らす
います。

ことが示されています。

デリーにある I n d i a n I n s t i t u t e o f

改良調理コンロなどの新発明により含

Technology の研究所による試験では

ニッケルステンレス鋼は発展途上国の

含ニッケルステンレス鋼コンロは従来

空気清浄化及び健康改善に貢献して

の調理コンロに比べ遥かに性能が優れ

いるのです。
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地 底 旅 行：ニッケルはアイスランド地下
4.5KMの先進的な地層深部地熱発電プロジ
ェクト成功のカギを握る
典型的な従来の地熱井では水または水蒸気が 200～325 ℃ の高温の岩石と接
することでエネルギーを生み出しており、通常50mから3,000mの深さにありま
す。現時点では業界としては既に数十年の経験があり、技術面もかなり確立され
ています。ステンレス鋼ならびに他の含ニッケル素材は、このような世界的プロジ
ェクトで広く好まれて採用されています。なぜなら腐食性の塩水や化学品への対
応が求められるからです。
地方固有の条件は様々な合金を必要

よび321系 (S32100) などが広く使わ

とする

HANSUELI KRAPF

れています。しかし塩化物あるいは硫
地熱発電プロジェクトは地球上に広く 化物が多い地熱井ではより耐食性の
ケニアからニュージーランドまで開発 高い合 金がしばしば必要となってき

されており、世界全体では 13,000 MW
を は る か に 超 える 能 力 が あ りま
す。2021年までには 23,000 M W に
まで達する可能性もあります。国によ

大型地熱発電の最前線を見据え、開
発に最も適した合金を見つけること
がより一層重要となってきます。地層
深部の地熱発電プロジェクトは地球
マグマとの近接エリアに位置し、200
気圧にもおよぶ高圧のもとにあるの
です。

っては、この地熱資源に大きく頼って
います。例えばケニアは 2016 年末に
は 650 MW の能力を有していますが、
これはケニアの国の発電量の約半分に
相当します。
地熱発電プロジェクトは大きく異なる
環境の下で開発されていいます。すな
わち開発中に対応すべき金属イオン、
腐食性塩化物およびガスは地域により

ます。二相ステンレス鋼の 2205 系
(S32205)、2507 系 (S32750) または
904L 系 (N08904) あるいは 825 系
(N08825) などのオーステナイト系ステ
ンレス合金がこれに当たります。極め
て腐食性の高い環境下では Alloy 625
(N06625) および C-276 (N10276) な
どの最も耐食性の高いニッケル合金が
必要となるでしょう。
大型地熱発電の最前線を見据え、開
発に最も適した合金を見つけることが
より一層重要となってきます。地層深

大幅に異なるのです。結果としてパイ 部の地熱発電プロジェクトは地球マグ
プおよび処理機器には幅広い種類のス マとの近接エリアに位置し、200気圧に
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テンレス鋼およびニッケル合金が使用

もおよぶ高圧のもとにあるのです。

されています。

アイスランドにおける地熱発電の有力

腐食性の低い地熱井の多くでは標準

かつ新たなアプローチ：超臨界流体

的なステンレス鋼、すなわち 304L 系

の開発

(UNS S30403)、316L系 (S31603) 、 お

これら地層深部掘削プロジェクトの第

ÁSGEIR EGGERTSSON

一弾はアイスランド北東部の Krafla 地

の大きな課題は、超高温水蒸気は極

熱帯で推進されています。ここでは地

めて腐食性の高い酸性ガスを含み、従

熱資源を大幅に拡大する可能性が探

来の地熱発電に広く使用されている耐

求されており、目標は超臨 界 流体を
400～600 ℃ で流すことです。超臨界
流体状態とは、極度の高温と高圧のも

アイスランド北東の Krafla 地熱帯

食性の高いニッケル合金でさえ問題
が生じ得ることでした。試験結果によ
れば C-276 や 625 などの合金は低温

使用しながら、2017 年1月に目標とし

もしこのプロジェクトの資源が制御で
(180 ℃)では比較的よく機能するもの きれば、世界の地質学的に年齢の若い
の、350 ℃ では腐食率がかなり高くな 火山が存在しマグマが地表に比較的
近い位置にある地域では、地熱発電の
ったのです。さらに高温の 400 ℃ と腐
対象となる資源が飛躍的に増大する可
食性の高い環境の地層深部での掘削
能性があります。
ではあらゆる合金に関し新たな課題を

た4,659 ｍ に到達し、超臨界流体と接

科すことは極めて明らかでした。

と、気体および液体としての明確な状
態が存在しないものを指します。
176日もの掘削の結果、この 1,500 万ド
ルのアイスランドのプロジェクトは、腐
食対策としてステンレス鋼のライナーを

しました（452 ℃：地熱井で計測された
今までで最も高い温度）。次の段階は
さらに試験および研究を行うことで、特
に流水テストおよび流体処理実験を行

もしこのプロジェクトの資源が制御でき
れば、世界の地質学的に年齢の若い火
山が存在しマグマが地表に比較的近い

うことです。この技術および発電経済

位置にある地域では、地熱発電の対象

極限状態では腐食が大きな課題

高い形で開発されるためには、このハー

技術上の課題が発生しました。ひとつ

金を見極めることが必要でした。   

BATINTHERAIN

性についての最終結論が判明するには となる資源が飛躍的に増大する可能性
があります。この資源が費用対効果の
2018年末までかかる見込みです。
掘削の作業中、いくつかの重要な工学 ドルの高い仕事に適した含ニッケル合
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SHELL 社の QUEST プロジェクト
含ニッケルステンレス鋼が大気の
改善に貢献

CNW GROUP/SHELL CANADA LIMITED

国際エネルギー機関 (IEA) は二酸化炭素回収貯留 (CCS) を二酸化炭素排出量
削減のための Blue Map 戦略において温暖化緩和の重要な技術と位置付けてい
ます。二酸化炭素回収貯留は低炭素経済に移行し、パリ協定の『２℃未満』
（世
界の平均気温の上昇を産業革命前の 2 ℃ 未満に抑える）の国際的気候変動目標
を達成するために必要でしょう。

二酸化炭素回収貯留施設は、各水素
生産装置にあるアミン吸収装置、共
用のアミン再生装置、二酸化炭素圧
縮装置およびトリエチレングリコール
脱水装置により構成されています。
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含ニッケルの304L系 (UNS S30403) ス 現場からの排出を削減するとの州政
テンレス鋼 は、工程中の液体二酸化炭 府の公約に基づいています。
素による腐食が懸念される CCS の正 二酸化炭素は、Scotford のビチューメ
常な操業に貢献するものです。水に溶 ンをより軽い石油製品に改良するため
けた二酸化炭素は炭酸を形成しますが、 に水素を生産する蒸気メタン改質装
これは一定の稼働状態では炭素鋼を 置から回収されます。回収された二酸
侵すことがある弱酸であるためです。し 化炭素は施設から 65 km 離れたいく
かしながら、304L系ステンレス鋼はこ つかの井戸の恒久的な地下の貯蔵場
のような状況に通常耐え得るものです。 へ埋設されたパイプラインで輸送され
大気から二酸化炭素を締め出す
3 0 4 L系ステンレス鋼は S h e l l 社の
Quest 二酸化炭素回収貯留プロジェ
クトにおいて重要な役割を果たしまし
たが、このプロジェクトは2015年に立
ち上げられたものです。その目的はアル
バータ州 Fort Saskatchewan の拡張さ
れた Scotford Upgrader から生じる年
間100万トンにもおよぶ二酸化炭素を
回収し貯蔵することにあります。この
施設は Athabasca Oil Sands Project
(AOSP) ジョイントベンチャー所有者
（ 現 在 の パ ートナ ー は S h e l l
社、C h e v r o n 社および C a n a d i a n
Natural Resources など）用にカナダお
よびアルバータ州政府の支援の下に建
設されました。補助金の拠出はアルバ
ータ州全体の70％にも上る大規模工業

ます。この施設の机上の耐用年数は25
年です。
目標の早い達成
この施設では約3年前に商業生産が開
始されましたが、大きな区切りである
200万トンを超える二酸化炭素の回収
は予定より早く達成されました。
Quest プロジェクトがこの技術をオイル
サンドの改良で適用する最初の事例と
なりました。世界的な見地から見ると、
これは年間25万台の自動車からの排
出量に匹敵します。
Shell Canada 社はこの成功の重要な要
素は新規プロジェクトを既存の処理装
置と統合したことにあると強調してい
ます。これにより操業の微調整および
最大限の効率化を可能とし、初年度に

工場の信頼性が99％（計画外操業停

水素装置

止が1％以下）に達したのです。

1

Shell Canada 社の操業および工学技

表面ケー
シング
セメント

術の経験を元に、オーステナイト系ステ
に井戸の注入管に使用されています。

H2

CO2
H2

2

操業はどのように行われるか
この回収装置は、Athabasca Oil Sand

基の水素製造装置 (HMUs) と相互連
結されています。この HMUs から出る
様々な気体の流れと接触させているの
です。二酸化炭素の除去はメタン、二
酸化炭素、一酸化炭素および水素の
気体の流れをアミン溶液に接触させる

3
岩塩層
（シール層）

CO2

Project (AOSP) のビチューメンを原油
に転換するために水素が生産される3

主注入ケー
シング

アミン装置
坑口装置

5

コンプレッサー
二酸化炭素パイプライン

4

頁岩層
（シール層）
目標地層
（貯留槽）

パッカ
ー装置
穿孔部:二酸
化炭素（液
体）が地層に
浸透

CNW GROUP/SHELL CANADA LIMITED

ンレス鋼が回収および圧縮工程ならび

中間ケー
シング
管

ことで行われています。
二酸化炭素は再生工程でアミンと分離
されますが、ここで大気圧をやや上回
る圧力で 95％ の二酸化炭素が作られ
ます。その後二酸化炭素は超臨界状態
に圧縮され数段階のコンプレッサーで
脱水後、パイプラインで域外の貯蔵場
に輸送されます。
二酸化炭素は約 40 ℃、10メガパスカ
ルでパイプラインに挿入されます。この
状態は高密度状態としても知られてい
ますが、二酸化炭素はそれよりもやや
低い温度で液体の状態で井戸に挿入さ
れてゆきます。
二酸化炭素回収貯留にとって大きな
前進
アルバータ州の同工場の設計、建設お
よび操業が成功したことはこの技術を
使用するにあたり極めて大きな一歩と
なりました。Global CCS Institute のデ
ータによれば「現在全世界で21の大規
模 CCS 施設が稼働中あるいは建設中
で、これらの施設で年間 3,700 万トンの
二酸化炭素を大気中に排出することな
く除去することが可能である。これはほ
ぼ800万台の乗用車を路上からなくす
のに等しい。」とされています。
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中国が気候変動に真剣に対抗する動き
2017年1月、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムに於いて中国
の習近平主席は、
『パリ協定』を擁護し、現在直面している地球規模の問題
に対応するためこれまで以上の国際協力体制を敷こうと呼びかけました。今
や持続可能なインフラの分野への最大の投資家となっている中国の役割は
重要なものと云えるでしょう。

2016年、中国は再生可能エネルギー
分野に 880 億ドルもの投資を行いま
した。これは世界最大です。世界の太
陽光パネル製造業者上位5社と、風
力タービン製造業者上位10社のうち
5社が中国企業であり、その施工能
力は驚くべきものです。平均すると毎
時間ごとに１基の風力タービンを中
国国内いずれかの地で設置している
ことになります。中国はこれ以外にも
二酸化炭素排出量削減対策を始動し
ています。そしてそれら事業の多くで
ニッケルを含有する材料が必要とな
ってくるでしょう。
電気自動車に追い風 − 世界最大の
自動車市場である中国では、CO 2 排
出削減、都市部の大気汚染削減のた
め、電気自動車およびプラグ・イン・
ハイブリッド車購入に際して奨励金
制度を設けています。目標は2020年
までに 500 万台の EV を達成するこ
とです。これら車両には通常ニッケル
を含むリチウムイオン電池が搭載さ
れます。2018 年2月、中国政府は更な
る措置を取り、EV メーカーは電池の
リサイクリング・ルートおよびサービ
ス・センターの設置を求められること
となりました。
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原子力発電の増強 − 温室効果ガス
排出量の削減を図りつつ将来のエ
ネルギー需要に応えるとして、中国は
2020年までに 60 基の原子炉の建設
を計画しています。2011 年の日本の
福島県の原子炉事故により中国政府
はその歩みに緩みを見せたものの再
度歩調を戻し、現在 20 基の原子炉
を建設中です。原子力発電所で炉心
を含む一次系統（原子炉格納容器）
内の配管、内張等の材料はほとんど
がニッケル系ステンレス鋼およびニッ
ケル合金です。
より環境に配慮した鉄道 − 中国の
鉄 道ネットワーク長 期計画（2016
年～2030 年）によるとその総延長は
2025 年には 175,000 km になると見
積もられています。地下鉄や路面鉄
道網も拡張予定です。このことはより
多くの車両が必要となることを意味
し、その多くがニッケル系ステンレス
鋼の SUS 304 (UNS S30400) 製とな
るでしょう。
気候変動の進行を抑止できないと、こ
の 100 年の間に低地の多くの都市が
水没し兼ねない、との懸念を強くした
中国政府は真剣に行動を起こしてい
ます。

建築構造のケーススタディ

建築家や技術者への啓蒙用ニッケル系
ステンレス鋼構造材のケーススタディ集
（3作）がニッケル協会ウェブサイトから
ダウンロードできるようになりました。こ
のケーススタディ集は、鋼構造物分野
に於ける技術的専門意見を提供しベス
トプラクティスを広める役割を担ってい
る英独立系研究コンサルティング組織
Steel Construction Institute (SCI) の
Nancy Baddoo 氏が著したものです。

オンライン版ニッケル誌
WWW.NICKELINSTITUTE.ORG
ニッケル誌の無料購読とウェブサイト掲載のお知ら
せを希望する場合：
www.nickel institute.org/Nickel Magazine/
Subscription
ニッケル誌を7カ国語でウェブサイトに掲載
www.nickelinstitute.org/NickelMagazine/
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ニッケル誌のバックナンバーの検索：2009年7月号
以降のニッケル誌を掲載（英語版のみ）
www.nickelinstitute.org/en/Nickel Magazine/
MagazineHome/AllArchives
Twitterでフォローしてください
@NickelInstitute
LinkedInでつながって下さい:ニッケル
協会のページをご覧ください
ニッケル協会You Tube チャンネルでニッ
ケル関連のビデオが見られます
www.youtube.com/user/NickelInstitute
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UNS番号別詳細

本誌に記載されたニッケル含有合金およびステンレス鋼の化学的組成
（重量パーセント）

UNS

Al

C

Co

Cr

Cu

Fe

Mn

Mo

N

Nb

Ni

P

S

Si

Ti

W

S20200
p. 9

-

0.15
max

-

17.019.0

-

bal

7.510.0

-

0.25
max

-

4.06.0

0.060
max

0.030
max

1.00
max

-

-

S30400
p. 2,9,12,14,16

-

0.08
max

-

18.020.0

-

bal

2.00
max

-

0.10
max

-

8.010.0

0.045
max

0.030
max

0.75
max

-

-

S30403
p. 10

-

0.03
max

-

18.020.0

-

bal

2.00
max

-

0.10
max

-

8.012.0

0.045
max

0.030
max

0.75
max

-

-

S31600
p. 5

-

0.08
max

-

16.018.0

-

bal

2.00
max.

2.003.00

0.10
max

-

10.014.0

0.045
max

0.030
max

0.75
max

-

-

S31603
p. 10

-

0.03
max

-

16.018.0

-

bal

2.00
max

2.003.00

0.10
max

-

10.014.0

0.045
max

0.030
max

0.75
max

-

-

S31635
p. 2

-

0.08
max

-

16.018.0

-

bal

2.00
max

2.003.00

-

-

10.014.0

0.045
max

0.030
max

0.75
max

5x(C+N)
min 0.70
max

-

S32100
p. 10

-

0.08
max

-

17.0 19.0

-

bal

2.00
max

-

-

-

9.012.0

0.045
max

0.030
max

0.75
max

5x(C+N)
min 0.70
max

-

S32205
p. 10

-

0.030
max

-

22.023.0

-

bal

2.00
max

3.003.50

0.140.20

-

4.506.50

0.030
max

0.020
max.

1.00
max

-

S32750
p. 10

-

0.030
max

-

24.026.0

0.50
max

bal

1.20
max

3.35.0

0.240.32

-

6.08.0

0.35
max

0.020
max

0.80
max

-

-

N08904
p. 10

-

0.020
max

-

19.023.0

1.002.00

bal

2.00
max

4.005.00

-

-

23.028.0

0.045
max

0.035
max

1.00
max

-

-

N08825
p. 10

0.2
max

0.05
max

-

19.523.5

1.53.0

22.0
min

1.0
max

2.53.5

-

-

38.046.0

0.03 max

0.03
max

0.5
max

0.61.2

-

N06625
p. 10

0.40
max

0.10
max

-

20.023.0

-

5.0
max

0.50
max

8.010.0

-

3.154.15

58.0
min

0.015
max

0.015
max

0.50
max

0.40
max

-

N10276
p. 10

-

0.01
max

2.5
max

14.516.5

-

4.07.0

1.0
max

15.017.0

-

-

bal

0.025
max

0.010
max

0.08
max

-

3.04.5
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優れた高 級 建 造 物 開 発 の
主役はステンレス鋼
西28丁目520番地に建つこの人目を引くガラスとニッケル系ステンレス鋼の外
装による建物は、ニューヨーク・マンハッタンの西チェルシー地区の建築景観を
一変させました。
この11階建ての豪華な住居ビルはイ
ラク出身の英国人でピュリッツァー受
賞者の女性建築家故ザハ・ハディド氏
の設計によるものであり、彼女の設計
思想である抽象的で緩やかに曲がり
ながら高速で流れるイメージを具現
した建物です。
High Line 公園沿いという周囲の都市
景観がこの建物の設計概念になって
います。このL字型建物の独創的なと
ころは段違いの階層形状と外装に施
した曲線美でしょう。
304系 ( U NS 3040 0) ステンレス鋼
を、曲線状に軽くブラッシングし手作
業で黒色に色付けしたアンティーク
調仕上げを施しています。
これらのパネルはフィラデルフィアの
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建設 業 者の M. Cohen a nd Sons 社
が設計、裁断、溶接、設置を行いまし
た。建 築 家の描いたビジョンを具現
化するのに 35 万時間以上の工数が
投入されました。
ステンレス鋼の機能性、耐久性は長期
持続の解決策をもたらします。厳選さ
れた素材をもってこの優れた外観を
創り出し、際立った視覚的インパクト
を与えているのです。更に、かつては
工業地帯であったチェルシー地区を
反映するという意味合いもありステン
レス鋼が指定されました。
この建物はロフト形式の 39 戸の居住
区に加え、バレーパーキング、天窓付
きの 23 メートル水泳プール、更には
ニューヨーク市唯一の居住者専用の
IMAX 映画館を備えています。

TIM FISHER PHTOTGRAPHY

304 系ステンレス鋼を材料とする
V 字 型 にデ ザイン され 交 絡 され
た 90 0 個を超える連 続パネルが、
建物の外側および居住区のバルコニ
ーを包み込むように設置され、ダイナ
ミックで彫刻のような芸術作品に造
り上げています。

