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近年、モジュール建設の人気は高まってきています。工場で製作された建設
ユニットは工事現場に配送された後、建物の構成部材として組み立てられます。
工場など工事現場以外の場所での部材製作は時間短縮、品質向上、廃材削減、
工事現場での物流簡素化および周辺環境への影響低減などに繋がります。

バルコニー枠の製作には Stalatube 社
から、0.5 m ～ 2 m 以上の長さの異な
る三種類の正方形管および長方形管
が 4 t 以上供給されました。選ばれたス
テンレス 鋼 の 品 種 は 3 0 4 系 ( U N S
S30400)で、ステンレス鋼管はレーザ
で切断の上、正確な公差で穴あけ加工
されました。

新規建築およびリフォーム案件用に
あらかじめ工場などで製作された外
付けのモジュール・バルコニー・シス
テムは、
マンションの居住可能な空間
を広げるため人気を集めている費用
対効果の高い方法であり、安全かつ
プライバシーの保てるアウトドアの空
間を住居に提供してくれます。

わりに強い材料）という特性は、建物に
バルコニーを簡単に素早く設置するこ
とを可能にするため、重要な利点と言え
るでしょう。
昨年フィンランド南部の都市 Lahti では
モジュール・バルコニー 100 基が新築マ

ステンレス鋼は従来工法および事前 ンションに設置されました。バルコニー
製 作されるバルコニー双 方の構造
は工場においてあらかじめ製作され、
部品として理想的な素材です。見た
手すり、ガラスおよび木製グリッド床が
目が美しいと同時に耐久性に優れ、
建 物が耐用年 数を迎えるまで最小 ステンレス鋼の構造枠組みに組み込ま
のメンテナンスで魅力的な外見を保 れ、建設現場には一日で設置可能な状
ちます。
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ステンレス鋼の高い重量比強度（軽い

態で運ばれました。
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本号で考察するのは、AI がどのように研究され、AI がカスタマイズしたニッケル
含有鋼や合金の製造に使われるか、また製造を最適化して持続可能とするため
に AI をどのように利用できるか、という点です。AI は産業界が、新しく、正確で、
そして反復可能な成果を生み出すのに役立っています。AI は人間では不可能なビ
ッグデータの処理をし、仕様書の作成作業やその他の知的作業を行う際に、時
間と費用を飛躍的に減らし、その上新規のより優れたソリューションをもたらす一
助と既になっています。
しかしインダストリー 5.0 は AI 関連だけではありません。カスタマイゼーションと
パーソナライゼーションを実現する局面で、積層造形技術・付加製造技術(AM) 、
いわゆる 3D プリンタ技術もまた急速に進化して主流になってきています。ニッ
ケル含有合金も、AM を使って従来品だけでなく新しい用途を生み出しています。
人工知能と 3D プリンタ技術を組み合わせることで、将来はより持続可能なカスタ
ムメイドの製造の可能性が生まれます。
最後に、本号で『ニッケル誌』は 35 周年を迎えます。本誌の読者と寄稿者の皆
様に心から感謝申し上げます。大きな変化の時代の中でも、しばしば特徴的で
驚くべき用途を持つニッケルに対しては、これまでと同様に今も強い関心があり
ます。ただ、ニッケルの生産や製造におけて AI を導入した実績は…現時点ではま
だなのですが。

SPACEX

今日、私たちは、デジタル化革命、モノのインターネット (IoT)、接続機器、データ
分析といった第四次産業革命（インダストリー 4.0）と人工知能 (AI) を製造に導
入する第五次産業革命（インダストリー 5.0）との間の転換点にいます。最新の産
業革命が描くのは、ヒトと機械、すなわち人間と人工知能が協働することで可能
となるマス・パーソナリゼーション（個別化）とマス・カスタマイゼーション（特注
化）です。

今 後将 来、宇 宙 開 発 事 業 の中で、
より一層の持続可能性、斬新な建造
技術、そして AI を必要としている分
野はあるでしょうか？ SpaceX 社の
再利用可能ロケットは宇宙開発の
経済学を変えることになるでしょう。
そしてこれにはニッケルと 3D プリ
ンタ技術 (AM) が影で役に立ってい
ます。

クレア・リチャードソン
ニッケル誌 編集長
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40 年の節目を迎えた NiPERA
ニッケル協会の独立科学部門である NiPERA Inc. は 2020 年 7 月に設立 40 周年
を迎えました。1980 年以来、NiPERA はニッケルに特化したヒトの健康と環境に
関する研究調査において最先端の研究機関として名声を築き上げて来ました。
「これまで 40 年にわたって NiPERA の科学者たちは、ニッケルの安全な使用に
ついて人々の理解を深めてくれる広範囲な科学研究調査を成し遂げてきました。
NiPERA にこれまで所属した、また現在所属している科学者たちのおかげで、ニ
ッケルの生産・使用・廃棄に伴う、健康と環境への潜在的な影響を理解するた
めの科学的基盤を、私たちは有しています。ニッケルには驚くべき特性があり、
40 年にわたって NiPERA が提供した知識は、ニッケルは適切な用途において自
信を持って使用できることを意味しています。」NiPERA のエグゼクティブ・ディ
レクターである Adriana Oller 博士はこのように語っています。

Nickel magazine はニッケル協会が発行しています
www.nickelinstitute.org
Dr. Hudson Bates（会長）
Clare Richardson（編集発行人）
communications@nickelinstitute.org
寄稿者： Nancy Baddoo, Gary Coates, Emiko Hiraoka,
Richard Matheson, Bruce McKean, Mark Mistry, Geir Moe,
Kim Oakes, Vladimir Paserin, Benoît Van Hecke, Kotaro
Watanabe, Odette Ziezold

40 年に及ぶ

ニッケル科学
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2020 年 NiPERA の科学者たち
（写真左上から）Dr. Sam Buxton, Dr. Emily Garman, Dr. Kate Heim, Ms. Connie Lawson,
Dr. Tara Lyons-Darden, Dr. Adriana Oller, Dr. Chris Schlekat, Dr. Mike Taylor, Dr. Ellie TraudtMiddleton （中段右二人）現 NiPERA エグゼクティブ・ディレクターの Dr. Adriana Oller と
前 NiPERA エグゼクティブ・ディレクターで現ニッケル協会会長の Dr. Hudson Bates

NICKEL INSTITUTE

3D プリンタ

ROYAL CANADIAN MINTZ

意義深いメダル
このメダルは 新 型コロナウィルス対応の 最前 線にいる欠くことのできな
い人々に対して敬 意を示すために身に着けられるシンボルであり、そして
BREAKFAST CLUB OF CANADA の新型コロナウィルス対策用の緊急募金活動
の柱となるものです。カナダ造幣局はタイミング良く新しいニッケルめっきの
スチールメダルを発行しましたが、中には磁石が入っているのでバッジのように
装着することができます。造幣局の職員は、新型コロナウィルスによる貧困に
直面している子どもたちや家族を支援するため、時間・スキル・専門知識を費
やしてこのメダルを開発しました。このメダルは心と楓の葉をモチーフにしてお
り、造幣局によれば、カナダ人が持つ「困っている人を助
けるため、皆で集まり抱擁し合う」精神を表している
ということです。またこのデザインには
ハートの周囲に脈動（明るさが
時間によって変化）する照明
効果を伴うマイクロミラーの
複 雑な配 列が含まれてお
り、カナダの「強い心臓の鼓
動」を思い起こさせます。

新型コロナを
捕える
エアフィルタ
新型コロナウィルス感染症のエアロゾ
ル感染は空調システムを通して広がる
可能性があり、その脅威に対処するた
めヒューストン大学の研究者たちは他
と協力して、この感染症の原因となる
ウイルスを捕捉し即座に死滅させるフ
ィルタを考案しました。このフィルタは
市販されているニッケルフォームで作
られており、200 °C (392 °F) くらいま
で加熱することにより、一回の通気で
新型コロナウィルスの 99.8 % 死滅させ
ます。
この熱風殺菌システムにより、密閉環
境での感染を防ぐ道が開かれます。研
究チームは、エッセンシャル・ワーカー
（社会を支える必要不可欠な仕事に
従事している人々）がばく露リスクにさ
らされている対応優先度の高い場所、

COURTESY OF FORMULA E

特に学校・病院・保健施設や飛行機の
ような公共交通機関から始めて、この
装置を段階的に広く導入するようアド
バイスしています。また、COVID-19 の

再び軌道に

拡散を防ぐため、今後は空港・オフィス
ビルやクルーズ船などでもその使用が
見込まれています。

電気自動車の F1 であるフォーミュラ E は一段とギアを上げて 9 日間で 6 本
のレースを行い、新型コロナウィルスの世界的パンデミックによって中断され
た 2019/2020 年シーズンを終了しました。COVID-19 のため 3 月に中断され
たフォーミュラ E のチームは、主催団体の CEO である Jamie Reigle 氏が言うと
ころの「コミュニティの健康と安全を最優先」としながら、レースの再開に向
け尽力しました。そのため今回のレースの現場に赴いたのは必要最小限のスタ
ッフと選手だけでした。現場で観戦する観衆はいなかったものの、この 9 日間
のレースは三種類のトラック・レイアウトを呼び物にしており、
「このシーズン
の新しい挑戦になると共に、予測できないドラマに満ちたクライマックスを迎
える条件を整えてくれた」と同氏は語ります。レースでは 12 チームが歴史的に
有名なベルリンの Tempelhof で戦いを繰り広げました。車載電池はすべて同
じ設計で McLaren Applied Technology 社が供給しています。使用されている
のは日本製である村田製作所の高出力セルの NCA（ニッケル・コバルト・アル
ミ）で、最高速度は299 kphに達し、走行可能距離も二倍となったため、今や
1台の車で最後までレースを走り切ることができます。
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SANDVIK

スウェーデン鉄鋼メーカー
人工知能を使った
持続可能な製鋼

産業発展における重要な出来事について考えた時、人工知能を象徴とするイン
ダストリー 5.0（第五次産業革命）と製鋼の間に関連性があるのか、誰もが疑問
に思うかもしれません。大荷重、高温、様々な化学物質や溶剤の使用などを考え
ると、人工知能や機械学習のようなハイテクが威力を発揮するには難しい業界
ではないかと考えるのは当然のことでしょう。
スウェーデン鉄鋼メーカーによる共
同プロジェクトは製鋼業における
AI の実用化を目指しています

機械学習の統合
な廃棄物など）の繋がりを、人間よりも
実際には、鉱物と金属を生産するイン ずっと効率的なやり方で理解し始める
フラは何十年にも渡りコンピュータを のは時間の問題でした。
通して人間とつながって来ました。機
械学習アルゴリズムがこのインターフ 共同プロジェクト
ェースに統合されて、インプット（原料、 スウェーデンの炭 素 鋼メーカーであ
時間、温度など）とアウトプット（鋼製 る SSAB 社と 多品種を製造するニッケ
品の品質、温室効果ガス、スラグのよう ル 含有ステンレス鋼メーカーである
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Sandvik 社が、Skövde 大学と協力し始
めてからかれこれ二年になろうとして
います。この共同プロジェクトの参加
者はそれぞれの独自の視点で活動に取
り組んでいます。Sandvik 社は内部で
発生するスクラップを最大限活用して
一次合金の必要量を減らし、組成ミス
のリスク低減を図っています。SSAB 社

程が単純であることと同義ではあり
ません。製鋼のプロセスには多くの
変数が登場しますし、インプット側
には多くの不確実性（例：大量のスク
ラップの平均化学成分）があるため、
目標とするアウトプットを得るために
それら不確実性を解明するのを AI
が助けてくれるのです。

は排出量とエネルギー消費量を減らす •	最終製品（鉄鋼製品）の品質は、液
ため、転炉稼働時間と温度の最適化に
状（溶融）の段階で生じる事柄によ
焦点を当てています。
って大体決まります。ですからこの段
階で機械学習に投資すれば、アウト
こうした活動は、インプットの視点（原
プットの品質を高めることができる
料とエネルギー消費）に加え、アウトプ
訳です。
ット面（残渣や排出量）の両方から鉄
鋼生産をより持続可能なものにすると •	原料とエネルギーが製鋼コストの多
いう大きな狙いを持っています。さらに、 くを占めます。従って、この段階の改
善計画で機械学習に投資するのは
鉄鋼生産プロセスで人間の判断を機
意味があると言えます。
械学習が支援するという人工知能（AI）
の将来的な役割も思い描くことが出来 •	最後に SSAB 社が示唆するように、
ます。これは、熟練オペレータにより得
炭素鋼の製鋼過程は自動化プロセ
られる成果物と初心者による成果物と
スと制御方法について十分に文書化
の差を縮めることも可能にします。こう
されています。特に炭素鋼のように
した人間による判断を模したシミュレー
かなり標準化された製品については、
ションや反復は、オペレータからの実
モデルが利用可能でありデータも多
際の情報入力で機械により更に試され、 く存在します。
機械学習ツールを強化するのに使われ
大きな利点
ます。
この共同プロジェクトは現在進行中で
鉄鋼製品の原材料入手から製品出荷 すが、両鉄鋼メーカーと Skövde 大学の
まで（いわゆる「ゆりかごからゲートま 研究チームは共に、コンピュータ科学
で」）の経路は、鉄鋼の溶解、鋳造や 者と冶金学者が互いに広く学ぶことが
熱間鍛造を含む多くのステップから成 できたのは大きな利点であったと認め
っています。この生産工程の下流では、 ています。
鉄鋼製品は熱処理され、しばしば冷

鉄鋼業ではセグメントが異なればそこ
間圧延もされて仕上げとなります。では、 で使われるモデルとデータも異なるた

どうして両鉄鋼メーカーは上流も下流も め、オーダーメイドのモデルに対する
人工知能をテストする上で工程の同じ 需要がありそうですが、AI により製鋼
分野を選ぶのでしょうか？
のさらなる効率化が可能であることは
もはや共通認識となっています。
理由は様々
•	鉄鋼生産の上流部分はかなり決定

接続すると即座に認識・設定が行われ
的なプロセスです。つまり、入力変数 てすぐに使用できる「プラグ・アンド・プ
は多いものの常にある程度予測可能 レイ方式」ではないにしても、第五次
なアウトプットをもたらすということ 産業革命の AI 活用は鉄鋼業と他の多
を意味します。そして製鋼の上流過 くのニッケル含有製品にとって期待で
程には無秩序なものは存在しません。 きるものと思われます。いわば勇敢に
ただし、決定的ということは生産過 新境地を開拓する世界です。

鉄鋼生産プロセスで人間の判断を
機械学習が支援するという AI の将
来的な役割も思い描くことが出来
ます。AIは、熟練オペレータにより
得られる成果物と初心者による成
果物との差を縮めることも可能にし
ます
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インダストリー 5.0
3D プリンタとニッケル

EXPANSE MICROTECHNOLOGIES

BRYAN HO-ON

現在、私たちはまだ第四次産業革命、例えば人工知能 (AI) を活用したスマート
生産、クラウド・コンピュータ、必要な物を必要な時に必要な量だけ供給するジャ
スト・イン・タイム生産方式 (JIT)、および様々な物がインターネットにつながるモ
ノのインターネット化 (IoT)などの真っ只中にいますが、インダストリー 5.0（第五
次産業革命）すなわち日本でいう「ソサエティー 5.0」
（仮想空間と現実空間を高
度に融合させたシステムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する新たな
未来社会）は徐々に広まり始めています。第四次産業革命の基本原理は、製造
機器とコンピュータによる集中的モニタリングおよび管理装置を結びつけ、さら
に即時にインターネットにより顧客と接続することで、生産者がサプライチェーン
全体にスマートネットワークを創出することでした。

図１
直 径 5 c m のステンレス合 金 製
17-4PH (UNS S17400) 羽根車
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次の来たるべき変革においては、人間
の直接的関与への回帰が予想されて
います。人類の常に変化する要求に応
えるためさらに高度な知識化・反応性・
関連性が機 械にもたらされると見ら
れています。したがって「ソサエティー
5.0」という呼称が使われます。機械化
された生産システムとその操業および
指導に人間がより密接に「一体化」す
ることにより、高速で精度の高い産業
のオートメーション（機械化・自動化）
と、人間の認知的・批判的・直感的な
創造的能力が「統合・融合」されるこ
とになるでしょう。

5.0 はインダストリー 4.0 を取り込みな
がらも、人間をその中心に置いていま
す。
この動きは金属やニッケルの生産と
使用にどのように影響？
このテーマについて最近の生産技術の
傾向を見てゆくことにしましょう。特に
金属を使用した積層造形・付加製造
技術 (AM)、いわゆる 3D プリンタ技術
に焦点を当ててみます。

金属の積層造形技術 (Metal AM) は現
代の製造業に革命をもたらす分野とし
て急速に成長しています。最も一般的
な手法としては金属粉を原料とし、立
ソサエティー 5.0 の概念は、2015 年頃 法の物体を層ごとにレーザ焼結で組
から日本政府が推進してきました。こ み立てるものです。このレーザのプロセ
れは産業界ではなく社会全体を技術 スは特定の金属粉を融点まで加熱し
革 新の中心として位置 づけるもので （ニッケル含有鋼の場合は 1,500 ℃）
す。技術自体に作用・推進する役割を 金属粉を溶解、つまり「溶接」させるこ
与え、ソサエティー 5.0 は社会構成員の とと、レーザ光線の制御項目（多数あり
全体的な福利繁栄を目的とし、超イン ますが、強さ、レーザ光線のスポットサ
テリジェント社会、テクノロジー・エコシ イズ（光線の当たる直径）、ビーム走査
ステムを目指しています。ソサエティー パターンなど）を綿密に策定することで、

その他の様々な手法では、異なるエネ
ルギー伝達方法を採用しています。電
子ビーム、超音波、運動エネルギー（コ
ールドスプレー）、電気／プラズマアー ニッケル業 界では積 層により立方の
クなどで、金属ポリマ複合物（金属粉 物体を作成するのは馴染みのない概
を含むフィラメントなど）の押し出しあ 念ではありません。カルボニルニッケ
るいは材料噴射をした後、従来の方法 ルやフェロニッケル・ペレットは正に
による脱バインダおよび焼結を行うも このように作られますが、鉄ペンタカ
のです。図２は技術群の開発段階を示 ルボニル Fe(CO)5 およびニッケルテト
す表で（実用化 対 技術成熟度指標）、 ラカルボニルNi(CO) 4 の化学蒸着を
両軸で最も進んだ蒸着プロセスはレー 利用するものであり、19 世紀 終わり
に Ludwig Mond により発見された手
ザ積層造形法 (LB-PBF)、パウダーレー
法です。
ザ蒸着（粉末供給レーザ積層造形また
は指向性エネルギー堆積方式 (DED) と 図４はフェロニッケル・ペレットの断面
も呼ばれます）、電子ビーム、電気／プ 図イメージですが、ニッケルと鉄の高
ラズマアークおよびワイヤベースの電子 品位の層が交互に現れるのが示されて
ビーム積層造形プロセスです。フィラメ います。個々の層は規則的なパターン
ント FDM（金属粉含有フィラメントを を形成します。ペレットの温度は均一で
使う熱溶解積層法）およびバインダ・ジ あり、反応炉内では各層の蒸着は全て
ェッティング方式（金属の粉末にノズ のペレット表面に同時に行われます。
ルから選択的に液体の結合材を噴射し ニッケルと鉄のカルボニル基の性質
て固形化する方式）は急速に同じ発展 の違いから、それぞれの分解は反応
炉内の特定の空間で優先的に行われ、
領域に近づいています。
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金属積層造形技術の概要
現在 18を超える 3D プリント技術
が知られています。AMPOWER 社
は最も重要な生産プロセスの概要
と分類に関する情報を提供してい
ます
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図３は様々な金属積層造形の技術に
関するより詳細なリストです。レーザ
積層造形法が現在の金属積層造形に
おいて明らかに主要な手法となってい
ます。

実用化指標

図１にあるような高密度の物体が作ら
れます。
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現在、自動車は通常 60 ～ 100 のセ
ンサが、エンジンが効率的に作動
し車輛が安全で快適に稼働するの
を手助けしています。そのためセン
サは製造加工業、航空宇宙産業お
よび医療業界にとって必要不可欠
な存在です。インダストリー 5.0 が
成功するには、あるシステムが稼働
するとき、様々なセンサからもたら
される膨大な量の情報が即座に得
られ解析される必要があります。
この時、積層造形技術は二つの側
面から寄与できると言えます。まず
第一に、センサそのものが 3D プリ
ントで製造可能であり、また次にセ
ンサは 3D プリントされる過程で部
品を埋め込むことが可能です。通
常の 3D プリントされる部品と同様
にセンサは特別注文ができ、短時
間で生産可能であり、費用対効果
も良く少量生産も可能です。またセ
ンサはニッケル含有ステンレス鋼や
ニッケル合金をはじめ様々な素材
で 3D プリントされています。センサ
のサイズは極小のサブミクロンから
極大まで幅があります。3D プリント
可能なセンサの種類は、ひずみ・圧
力・物理的な力・流れ・振動など、そ
の他多くの要素を感知するもので
す。センサに対する需要が増えるに
つれ、3D プリントによる生産は増
加するでしょう。

ニッ
ケル
の核
年輪状を成す
鉄とニッケル層

図４
フェロニッケル・ペレットの積層構造 して使用される金属粉の量は、従来の
（暗色＝高ニッケル部位、明色＝高鉄 金属造形技術に使用される量と比較
部位）
すると極めて少量です（2020 年では金
結果としてニッケルと鉄の高品位層が
別々に作られます。エネルギー源が精
密なレーザ光線であれば選択的な場
所に蒸着がされるため、立体的なニッ
ケル物体を描くことが容易に想像でき
ます。
（図５）
この気相分解による金属積層造形技
術 (Metal AM) は未だ実験室段階にあ
ります。2020 年現在、Metal AM に圧
倒的に使用されているのはチタン、ス
テンレス鋼、工具鋼、アルミニウムおよ
びニッケルベースの超合金です。ステン
レス鋼のニッケル成分に加え、ニッケル
合金は航空宇宙産業、工具製造、その
他厳しい環境下での用途において重
要な役割を果たし、ニッケルは高価値
の 3D プリントされた金属部品の重要
な要素としての地位を占めようとしてい
ます。

M2N TECHNOLOGIES

積層造形の急速な成長は今後も続くこ
とが見込まれ、ニッケルは数多くの用
途で重要な役割を果たし続けると考え
られます。
航空宇宙産業および工具などにおいて
使用される可能性が高いことから、ニ
ッケル超合金の 3D プリントは特に活
発に研究されている分野です。
金 属 積 層造 形 の急 成長と進 化は続
き、この技術は金属加工における最も
革命的な技術のひとつになる可能性を
秘めるものです。航空宇宙産業は、通
常でも革新的技術をいち早く取り入れ
る分野ですが、工具および医療分野と
共に用途の開発をリードしてきました。
残された大きな課題としては、安全性
の非効率性による生産量の制約、機器
のサイズによる制約と長期間の建設期
々な業界で受け入れられるベストプラク
ティス（最良慣行）や仕様・規格の確

光分解

熱分解
E=cT

間、安価な金属粉の供給不足、また様

E=hv

前駆物質
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属粉全体で約 3,000ｔ）、しかし金属

金属積層造形（3D プリンタ）の材料と （金属微粒子対策）と規制、生産工程

レーザ光線

3D プリントで製造された
ステンレス鋼製圧力センサ

VALERY CHANI

3D プリントで製造された
ステンレス鋼製圧力センサ

立が必要なことなどでしょう。
蒸着

基板

ニッケルは新たな金属供給材料分野に
おいて圧倒的な地位を占める材料のひ

図５
気相式金属前駆物質とレーザ
光線誘導による選択的積層造形

とつとなるのは間違いなく、様々な産
業における次世代製品の高性能部品
の開発に寄与することでしょう。

人工知能でニッケルの
活躍促進が可能か？
渡邊 光太郎

近年、合金開発にも人工知能 (A I) を利用しようという研究が進んでいます。
必要な性能を入力すれば、自動で組成と製法をコンピューターが自動で答えて
くれることを目指しています。
金属で用いられるニッケルはごく限ら
れた例外を除き、合金として用いられて
います。ニッケル最大の用途であるステ
ンレスも、航空産業で活躍する超合金
も ニッケルを含む合金です。より優れ
た合金が開発され、新たな用途が広が
れば、同時にニッケルの活躍も広がる
ことになります。
合金の開発では、組成と組織を調整
しながら、高い強度、高い耐熱性、高
い耐食性などの優れた性質を持つ合
金を作ることを目指します。例えば、金
属の組織は小さい結晶の集合体です
が、個々の結晶を小さくすると強度が
上がります。また、ステンレス中のニッケ
ルを増量すると耐食性が高まります。こ
うした、何をすると合金の性質をどう変
わるかという要素は無数に存在し、こ
れをどう組み合わせるかが合金開発
です。しかし、これをやり遂げられるの
は、世界でもトップクラスの限られた合
金開発の匠のみでした。その匠の一人
である Olsen 博士は、上記要素の関係
性を、相関図に表すことを提唱しまし
たが、それを成し遂げるのは簡単では
ありません。こうした難しさがあります
ので、新車２～３年に対し、新合金は約
１０年の開発期間を要します。物質・材
料研究機構 (NIMS) の渡邊 育夢主任
研究員らが開発した AI を利用した合
金開発支援ソフトウェアは、容易に合
金開発を行えるようにします。このソフ
トウェアは深層学習をする AI が論文の
中から、合金の物性、製造工程、組織

に関わる単語を読み出し、相互の関連
性を結び付けた表を作成します。具体
的には、弾性率、強度、延性、疲労限
度、溶接性、相安定性等の物性を入力
すると、その物性を出すための組織と
その組織をつくるための相関関係が描
きだされます。現在は、Elsevier 社の論
文データベースから新合金開発に使用
するデータを読み出しますが、プログラ
ム自体は他のデータからの読み出しに
も対応可能です。企業の持つ技術デー
タや、ネット上のビッグデータを用いる
こともできます。現在、定性的な結びつ
きの描きだしに留まりますが、将来は
定量的なデータに対応でき、より実装
しやすいものを目指します。
ニッケルは優れた合金になってこそ、そ
の実力を発揮する金属です。例えば、ニ
ッケル基耐熱合金の耐熱性向上は、航
空機や火力発電所の燃費を改善し、二
酸化炭素を大幅に削減します。しかし、
ニッケル基耐熱合金は、耐熱性だけで
なく、対酸化性、靭性等も要求されます。
どこかを強化すると、どこかが犠牲に
なるということが発生し、合金開発は
苦労します。本ソフトウェアで複数の
物性と組織や製造プロセスの相関関
係を描くことで、バランスよく性能を向
上させることが可能となります。

弾性率、強度、延性、疲労限度、溶
接性、相安定性等の物性を入力す
ると、新しい合金の物性を出すため
の組織とその組織をつくるための
相関関係を、人工知能を利用した
合金開発支援ソフトウェアが描きだ
します

すでに、興味を持つ日本企業はありま
すし、公表はしていませんが、実はこの
新手法を活用しているのではないかと
思われる開発チームも、米国にあるよ
うです。
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宇宙の
ニッケル銅合金

ニッケルの生産量の約 7 割がステンレス鋼の生産に使われていることは一般的
によく知られています。ステンレス鋼は 1912 年に複数の研究者によって独自に
発見されましたが、耐食性のあるニッケル基合金としてはそれに先立ち、1906
年に International Nickel Company 社 (INCO) によって開発されたニッケル銅合
金 (Ni-Cu) が特許を取得しています。これは現在、ニッケルを約 2/3、銅を約 1/3
含むニッケル合金類として構成されており、Monel®として知られています。
純ニッケルよりも強い Ni-Cu 合金は、 析出により、合金 400 (N04400) の約
流れの速い海水中など、非酸化性の酸

3 倍となる 690 MPa (100 ksi) を超える

やアルカリ性の環境で優れた耐食性を

降伏強度が達成されます。

発揮します。Ni-Cu 合金は沸点に至る

航空宇宙分野

までのあらゆる濃度のフッ化水素酸に

Ni-Cu 合金は様々な航空宇宙用途で

対し非常に優れた耐食性を示し、また

チューブ、パイプ、ロッド、ワイヤとして

還元性条件下で多様な形態の硫酸およ

使用されています。Ni-Cu 合金は酸素

び塩酸に耐性を示します。

中での燃焼に対して抵抗力があり、氷

特性

点下の温度でも優れた特性を示すため、

Ni-Cu 合金は高酸素環境下でも耐酸化

高強度の K-500 合金は、酸素を豊富に

性（燃焼）に優れ、氷点下においてもま

含む液体燃料ロケットエンジン、例え

た 550 ℃ (1020 °F) までの高温下でも

ば、米国 Blue Origin 社のエンジンであ

優れた機械的特性を有しています。ま る Blue Engine 4 (BE-4) などの、酸化剤
たNi- Cu 合 金は、熱間加工・冷間加 側のターボ・ポンプの製作に重要な貢
工・機械加工・溶接に容易に対応する

献をしています。

ことができます。最もよく知られている

Blue Origin 社は、3D の積層造形技術

品種は、合金 400 (N04400) です。合

を活用して、同社のターボ・ポンプであ

金 400 は冷間加工でしか硬化できま る Ox Boost Pump (OBP) の主要部品の
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せんが、1924 年にアルミとチタンを

多くを製造しています。アルミニウムの

添加して、より高強度の時効硬化型の

筐体は一回の 3D プリントで一挙に製

K-500 (N05500) と呼ばれる合金が開

作、また油圧タービンの全段すべてを

発されました。ガンマプライム粒子の

K-500 合金から 3D プリント製作して

写真左端：Blue Origin 社の BE-4 エ
ンジンの OBP の筐体はアルミ部品
を一回で 3D プリントしたもので、油
圧タービンの全段すべてが K-500 か
ら 3D プリントされます
写真左： OBP を点検する整備士
© 2007 - 2020 BLUE ORIGIN,

写真左下：画像の下 4 分の 1 に見え
るのが OBP
写真下：Blue Origin 社の New Glenn
ロケット

います。この製作方法により、従来の方 せるための機械加工は最小限に抑えら
法では困難であった複雑な内部流路

れます。

Ni-Cu 合金は、厳しい環境下での最先

リントされているため、部品間を適合さ

端の用途に不可欠な存在です。

WIKIMEDIA COMMONS

す。タービン・ノズルとローターも 3D プ

© 2007 - 2020 BLUE ORIGIN

の筐体内への組み込みが容易に行えま 今日でも、100 年以上前に開発された
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専門家に聞く
技術サポートに寄せられる
【よくある質問】

Q
A

Q：304 系のようなニッケル含有オーステナイト系ステンレス鋼が磁気特性を
持つことがあるのはなぜですか？

A: 約 727 ℃ 以上の温度では、鋼はオー のばね、さらには手術用針などの部品

ステナイトと呼ばれる非磁性の微細構

の生産に有益です。しかし用途によって

造を持っています。この温度以下の鋼

は、磁気共鳴断層像撮影装置 (MRI) の

はフェライトと呼ばれる磁気構造を持

ように、少量の磁気吸引力で影響を受

っています。十分なニッケルの添加によ

ける機器に問題が生じることがありま

り、オーステナイトは室温で安定します。 す。この場合、ニッケル含有量の多い安

Geir Moe は専門技術士であり、ニッ
ケル協会の技術サポート・サービス
の責任者です。同氏は世界 各地に
配属された素材の専門家らと共に、
技術的アドバイスを求めるニッケル
含有材料のエンドユーザーや仕様
を設定する方々のサポートをしてい
ます。同氏の専門家チームは、ステ
ンレス鋼、ニッケル合金、ニッケルメ
ッキなどの幅広い用途に関する技術
的なアドバイスを無料で提供し、ニ
ッケルを安心してご利用いただける
よう努めています。

これが、304 系などのオーステナイト系

ステンレス鋼が非磁性である理由です。 が採用されています。
しかし、304 系 (S30400)、特に 301 系
(S30100) に含まれるオーステナイトは
準安定状態にあります。これは、このオ

技術サポートサービス：
inquiries.nickelinstitute.org

ーステナイトの一部が塑性変形（冷間
加工）されたときに、引張強度の増加
を含む、ひずみ誘導マルテンサイトと呼
ばれる別の磁気組織へと変質する可
能性があることを意味します。塑性変
形の量が多いほど、より多くのマルテ
ンサイトが形成され、その結果、より多
くの磁気吸引力と高強度が得られます。
ほとんどの場合、この磁気吸引力は何
の影響も与えません。実際、引張強度

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.nickelinstitute.org
ニッケル誌を7カ国語でウェブサイトに掲載
www.nickelinstitute.org/library/
ニッケル誌のバックナンバーの検索：2009年7月号

の増加は、自動車のシートベルト・リト

以降のニッケル誌を掲載（英語版のみ）

ラクタ（引込装置）、ワイヤやストリップ

www.nickelinstitute.org/library/
Twitterでフォローしてください

クロム・ニッケル系ステンレス鋼の
冷間加工が透磁率に及ぼす影響
H=50 での透磁率
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@NickelInstitute

301 (S30100)

12
9

304 (S30400)

LinkedInでつながって下さい

316 (S31600)

ニッケル協会のページをご覧ください

310 (S31000)

6

ニッケル協会You Tube チャンネルで

3

ニッケル関連のビデオが見られます
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定したオーステナイトを有するグレード

60

80

www.youtube.com/user/NickelInstitute

新刊書
『有機酸中で供用される合金の選 択 アスピリンなどの医薬品からプラスチ
(10063) 』は、ギ酸・酢酸・脂肪酸など ックや繊維に至るまで、多くの化合物
の有機酸の腐食性の影響をすべての の構成要素となっているからです。ニッ
濃度について解説しています。有機酸 ケル協会が発行しているこの完全改訂
の腐食作用は、これらの酸が単独で扱
版の技術資料は、材料技術者にとって
われるのではなく、無機酸・有機溶剤・
有用な参考文献となるでしょう。
塩などとのプロセス混合物として扱う
ため、複雑なものになります。有機酸 技術文献は以下のサイトから無料でダ
は、現在の産業界で最も重要な化学 ウンロードできます。
物質のひとつにランクされています。 www.nickelinstitute.org

ニッケルの新ライフサイクル評価
ニッケル協会は、ニッケル（メタル）、フ ロジェクトを主 導したニッケル 協 会
ェロニッケル、硫酸ニッケルの最新版 の Mark Mistry 博士は説明していま
ライフサイクル評 価データ（基 準 年 す。
「本報告書は、ISO 規格に準拠して
2017 年）を公開しました。この報告書 編集されており、第三者の審査を受け
は、ニッケル関連製品の生産過程の ています。そしてニッケルのライフサイク
インプット（エネルギー・化学工業薬 ル・データの更新は今回で 3 回目とな
品・水など）とアウトプット（水中・大気 ります。これは、ニッケル協会の会員企
中への排出量や廃棄物など）について、 業が、顧客やエンドユーザに質の高い
しっかりとしたデータに基づく透明性 情報を提供することに積極的に取り組
の高い情報を記しています。本調査に んでいることを示していると言えるでし
は、ニッケル協会の会員企業 9 社と世 ょう。」とも、同博士は述べています。
界中の 24 の生産拠点が参加しました。 本 報 告 書 の 要 約 は ニ ッ ケ ル 協

「この調査は、世界の金属ニッケル生 会 の サイトか らダ ウン ロ ード で き
産量の 52 ％、フェロニッケル生産量 ま す。ま た 報 告 書 の 全 文 を 希 望
の 47 ％、硫酸ニッケル生産量の 15 ％ する方 は下記 までご 連 絡くださ い。
をカバーしています」と、この調査プ communications@nickelinstitute.org

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

Cr

Cu

Fe

Mn

Mo

Nb

N

Ni

P

S

Si

Ti

S17400
p. 8

-

0.07
max.

15.017.5

3.005.00

bal.

1.00
max.

-

0.150.45

-

3.005.00

0.040
max.

0.030
max.

1.00
max.

-

S30100
p. 14

-

0.15
max.

16.018.0

-

bal.

2.00
max.

-

-

0.10
max.

6.08.0

0.045
max.

0.030
max.

1.00
max.

-

S30400
p. 2, 14

-

0.08
max

18.020.0

-

bal.

2.00
max.

-

-

-

8.010.5

0.045
max

0.030
max

1.00
max

-

S31600
p. 14

-

0.08
max.

16.018.0

-

bal.

2.00
max.

-

-

-

10.014.0

0.045
max.

0.030
max.

1.00
max.

-

NO4400
p. 11

-

0.3
max.

-

bal.

2.50
max.

2.00
max.

-

-

-

63.070.0

-

0.024
max.

0.50
max.

-

NO5500
p. 11

2.303.15

0.25
max.

-

bal.

2.00
max.

1.50
max.

-

-

-

63.070.0

-

0.01
max.

0.50
max.

0.350.85
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SPACEX

使い捨てロケットの終焉

Falcon Heavy ロケットの 3 分の 2
（二つのブースター）は、2018 年 2
月にケネディ宇宙センターに 2 基そ
ろって帰還しました。30 回の海上プ
ラットホーム（回収用の台船）への
着陸の試みのうち、25 回は成功し
ています。経験を積むにつれ、もは
や不成功は例外となり、失敗するの
が当たりまえなどとは言えなくなっ
てきました。
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ロケットの打ち上げと回収は、まだ常識にはなっていません。しかし、それが
当たり前の状態になりつつもあります。SpaceX 社は Falcon 9 ロケットの一段
目ブースターを 50 回以上回収しており、そのうち三機は延べ 5 回打ち上げられ
ています。人類を宇宙に送り込むための初の再利用可能なモジュール・ロケット
「SpaceX Crew Dragon」が、2020 年 8 月 2 日に凱旋帰国しました。もはやその機
体に「新しい宇宙カプセルの匂い」はなく、おそらく煤を洗い流した状態で、機は
再び使用されることになるでしょう。
「再利用可能」ロケットとは非常に劇的
なアイディアですが、注目されているの
は搭載されている 10 基の Merlin エン
ジン（一段目に 9 基、二段目に 1 基）で
はなく、ロケットの筐体なのです。
（逆
噴射制御で）ロケットの一段目が帰還
着陸するたびに、9 基の Merlin エンジン
もそのまま帰還し、燃料をまた補給して
再利用する準備ができています。改修と

再使用の前に 10 回の打ち上げをこなす
ことが目標です。
最終的な耐用年数は明確ではありませ
んが、約 1,125 kg のニッケル含有合金
は回収され、再利用されることになりま
す。再利用されるのは、人間の創意工夫
と野心の証として博物館行きとなるもの
を除いては…ですが。

