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極限でのニッケル
限界の追求
氷点下での

電気自動車の

宇宙空間のニッケル

制御

航続距離革命

高熱と低温へのばく露

ティンタジェル橋を設計したのは、主
任設計ならびに構造エンジニアを担当
した Ney & Pa r t ner s と共同設 計の
William Matthews Associates です。実
際 の 鉄 鋼 工 事 を 請 負った の は 、
Underhill Engineering Ltd. で、元請け
業者は American Bridge 社でした。鉄
骨構造物協会 (SCI) と Arup Materials
社が現場の腐食性を調査し、材料選定
の助言を行いました。

MILLSTOCK STAINLESS

DAVID-LEVENE FOR WILLIAM MATTHEWS ASSOCIATES

ケーススタディ 20 ティンタジェル橋
英国コーンウオール地方にあるティンタジェル城周辺の遺跡は、アーサー王
と円卓の騎士（アーサー王に仕えたとされる 12 人の騎士で、その名はキャメ
ロット城にある円卓を囲んだことに由来する）の伝説と古くからのつながり
があります。遺跡のいくつかは岬にあり、急峻な岸壁の狭い峡谷で本土と隔
てられています。最近までこの峡谷を渡るには、崖下に向かう険しい道を通
って低い所にある短い歩道橋まで行き、それからさらに反対側にある同じよ
うな険しい道を登って行かねばなりませんでした。
しかし 2019 年に出来た歩道橋は今
ではずっと高い所で峡谷をまたいで
います。この新しい橋は片持ち梁の
二つのセクションで作られており、峡
谷の上空で合体しています。
現場までの道が狭く、昇降器機にも
制約があったため、軽量鉄骨を使っ
た設計が選択されました。片持ち梁
ひとつ当たりに六つの区分に分けた
プレハブ式の構造物を現場で組み立
てました。

Millstock Stainless 社が特注の二相Ｔ
型鋼を供給、スイスの Montanstahl 社
が加工を担当

塩分による腐食が激しい海洋環 境
の中で、長期的な耐久性に加え、高
強度と光輝く外観を持たせるため、
橋の重要な構成部分はニッケル 含
有 2205 系二相ステンレス鋼 (UNS
S32205) を 20ｔ使用して組み立てら
れました。
それは上部と下部の索を結ぶ筋交
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い、横桁、橋梁デッキの支柱と欄干
に使用されましたが、さらに二つのデ
ッキ位置合わせピン（直径 50 mm、
長さ 430 mm）、片持ち梁セクション
用の機械加工した接続ブロック、上
部と下部の索を結ぶ磨き棒鋼（直径
30 ～ 65 mm）や橋梁デッキのスレ
ートタイルを固定するトレー、そして
欄干の研磨仕上げした部品にも二相
ステンレス鋼が使用されました。さら
に、特注の高さと幅のサイズが異なる
ハイブリッド溶接Ｔ型鋼（断面サイ
ズ：70 mm × 60 mm、272 個）でも
約 2.7ｔの二相ステンレス鋼が使用さ
れています。
長さ 66 m、巾 2.4 m のこのエレガント
な橋のおかげで、アーサー王伝説を
この遺跡で体験しようと毎年やって
来る人々の負担はずっと楽になりまし
た。

編集者記：
極限でのニッケル
昨年は極端な年でした。ほとんどの人々が目の前の難題に何とかして取り組まな
ければなりませんでした。極端な状況で、そしていつもの「常態」からは最もか
け離れたところで仕事をしなければならないことは、今では誰もが分かっている
ことです。そしてこういう状況では、すべてが「思い通りになる」訳ではありませ
ex•treme

技術や設計の世界も同様です。人々の

/ikʼ strēm/

ニーズと高まる期待に応えて解決策を

See deﬁnitions in:
Politics

提供するという目標を達成し、極限を

Logic

越えて新しい可能性を探り、それをより

adjective

高い持続可能性・長寿命・低コストを

1. reaching a high or the highest; very great.
“extreme cold”
Similar:

utmost

uttermost

very great

greatest

2. furthest from the centre or a given point; outermost.
“extreme northwest of Scotland”
Similar:

furthest
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ん。

farthest

furthermost

farthermost

背景にして実施しようとする時、ニッケ
ルは常にそこに存在しています。
本号では、材料への高まる要求とそれ

に対する解決策をニッケルの中に見つけています。化学反応と発電における極端
な温度に耐えることに始まり、極端な寒冷条件や海洋環境における強靭性に至
るまでが、ニッケルへの要求に対する答えです。耐久性と容量を併せ持つニッケ
ルは、動力電池の極めて長いサイクル寿命の実現を可能とし、次世代の電気自
動車向け「百万マイル」バッテリーの実現が期待できます。またニッケル合金は
この宇宙の極限的な場所でも活躍します。火星で生活するには、その赤い惑星
の低温状態に対処できるニッケル含有材料がなくてはならないのです。
地球上での話に戻ると、当協会の取り組みの一部には、エンジニアや材料の専
門家が自信を持ってニッケル含有材料を選べるようにするというものがありま
す。この目的達成のために、自由に閲覧可能な技術文献の豊富なライブラリーを
常に更新しています。最新の出版物として、海水冷却システムに関する文献が 15
ページに紹介されています。

南極のプリンセス・エリザベス基
地（ベ ル ギ ー）の正 面 部 分 に は
－ 60 °C 以下でも耐えられる強度と
靭性で選ばれたニッケル含有 304 L
系ステンレス鋼が使われており南極
大陸の極限条件にも耐えています

来る年にどのような大きな不確実性があろうとも、ひとつ確実なことは、人々が
現在抱えている多くの課題を安全に、清潔に、力強く克服するのにニッケルは貢
献して行くということです。
クレア・リチャードソン
ニッケル誌

編集長
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魅惑的な音色
英国の銅鑼（どら）製作者である Philip James 氏 (Turiya sounds) は自作す
るすべての楽器に洋銀（銅とニッケルと亜鉛の合金で、ニッケルシルバーとも
呼ばれる）を使っています。
「銅鑼の音が他とは全く違います。深く瞑想的で
意識が超越的な状態になって行きます」と同氏は説明します。洋銀は銅鑼を
作るのには理想的な材料で、音の共鳴力には卓越したものがあります。
「初
めて銅鑼が鳴らされるのを聞いた時は魔法の場所に連れていかれたようでし
た。それ以来、私はその音に魅了されてしまいました」とも同氏は語ります。英
国 Columbia Metals 社が、ニッケルを 12 % 含有し、普通の真鍮（黄銅とも
呼ばれ、銅と亜鉛の合金）をはるかに上回る耐食性と耐変色性を持つ、厚さ
0.8 mm ～ 1.6 mm の NS104 (UNS C75700) の板を供給しました。同氏曰、く
「銅鑼を作るには洋銀以外のものは考えられません。本当に素晴らしいのです」
とのことです。

PHILIP JAMES

12 極限状態
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磁性をもつ植物
右の写真の珍しい植物は高濃度の金属を好み、独特の青緑のネオンカラーの
樹液は 25 % ものニッケルを含んでいます。そしてその根は磁石のように金属を
引き付けます。今までにおよそ 700 種もの「重金属超集積植物」が世界中で見
つかっており、現地調査により金属分に富む土壌で成長する能力があることが
判明しました。これらの植物は「ファイトマイニンング（植物採鉱）」を可能にす
るでしょう。
（ゴムの木のように）樹液を収穫しそれを加工して純ニッケルを抽
出するか、あるいは電気メッキのような用途に適したニッケル化合物を作れる
のです。高品位の鉱床から金属を抽出するには、従来の採掘作業がはるかに
ANTONY VAN DER ENT

経済的な方法ですが、ファイトマイニングが得意とするところは、キューバ、ニュ
ーカレドニア、オーストラリア、
マレーシアのような熱帯地域の超苦鉄質の土壌で
見つかる低品位の表面堆積物です。ファイトマイニング後の土壌はもっとずっと

CWTEC

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE

肥沃になり、食用作物の生産が出来るようになります。

鼻の上に

パイナップル葉の再利用
大量のパイナップルの廃棄物が毎年、多用途・超軽量・低コストのエアロゲ
ルに変わる斬新なアップサイクル（廃物をそのまま再利用するのではなく、商
品としての価値を高めるような加工を行うこと）のアイディアが発表されまし
た。シンガポール国立大学 (NUS) は、ジエチレントリアミン (DETA) という化
学物質でコーティングされたパイナップルの葉の繊維を使って、従来の方法
に比べて産業排水から四倍ものニッケルイオンを取り除けるエコ・エアロゲ
ルを作る方法を発見しました。研究チームを率いる Duong Hai-Minh 准教授
は「多孔性が高いため、エコ・エアロゲルは金属イオン量が少ない希釈液か
らも金属イオンを非常に効率的に除去できます。処理プロセスは簡単でコス
トも安く、二次廃棄物を出すこともありません。エコ・エアロゲルはまた簡単
に金属イオンを脱着することが可能なので何度も再利用ができ、さらにコス
トも下げられます」と話します。他にもいくつか役立つ用途を開発しています
が、この四年をかけたプロジェクトは「持続可能な農業と廃棄物管理に向け
ての大きな一歩」となっています。

新型コロナ対策のためにマスクを着
用することが多くなった昨今、ピッタリ
しないマスクで眼鏡が曇るあの状況
はご存じですね？実はニッケルは目に
見えない快適さをもたらすと共に、こ
の問題の改善にも役立っています。独
cwTec 社は、Norder Band AG 社によ
り供給されているニッケル含有ステン
レス鋼製の細長い薄 板（ストリップ）
を使って、眼鏡を着用していても常に
視界が良好でなければならない医療
専門家や最前線の作業員のためにマ
スクがピッタリと調整できるようにし
ました。このステンレス鋼ストリップは、
入手がしやすく、アレルギー反応を抑
制する上、
マスクの他の材料共々まと
めてのリサイクルが可能です。わずか１
ｇのニッケル含有ステンレス鋼がこの
ような素晴らしい成果を人々の鼻の上
で残しています。
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電気自動車の航続距離を改善
単結晶電極が可能にする
「百万マイル」電池
航続距離の制約を克服するのは電気自動車メーカーならびに電池開発会社にと
り優先順位の高い課題です。カナダ、ノバスコシア州 Dalhousie 大学の Jeff Dahn
教授ならびに同教授の指導する大気学物理部の研究チームは、この課題を解決
する有望な打開策となりうる革新的な単結晶技術の開発を手掛けてきました。
Dahn 教授は「我々の目標はリチウム
イオン電池のコストを下げ、エネルギー
密度を上げ、寿命を延ばすことにあり
ます」と述べていますが、同教授は今
や世界中で使用されているノート型コ
ンピューターや携帯電話に使われてい
るリチウムイオン電池の開発者の一人
として知られています。

らかにしました。

「百万マイル」電池の名前の由来を
聞かれた際、Dahn 教授は「研究を
行っている過程で自然と出てきたも
のです。発表した論文のアブストラク
ト（要旨）に『このような電池は電気
自動車を百万マイル走行させられる
であろう』との一文がありました。こ
れがメディアの想像力を捉えたよう
です」と答えました。
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Dahn 教授はまた次のように述べてい
ます。
「一般的な正極粒子は、通常多
方向に不規則に軸が向いています。充
放電サイクル中、正極層の間にリチウ
ムの挿入と脱離が繰り返し行われます
が、これにより体積が変化（膨張と収
縮）します。しかもこの変化は方向によ
研究室での実験を通じ、同教授らはニ り違いがあり、層に垂直方向の変化は
ッケル含有正極（陰極）に使われる単 より大きくなります。従って二つの一次
結晶技術が、一般的な電極素材によく 粒子が接触すると体積のミスマッチが
見られる微小亀裂に耐えうることを明 起こり、それにより粒子が微小亀裂を

起こし多数の微粒子に分解することが

可能」と結論づけました。

あります。その結果、電気接続を失い

20 年という長寿命

そのプロセスを通じて正極の活動量を

単結晶を使用した電池パックは、それ

失い始めます」

が搭載されている電気自動車本体と同

「対照的に単結晶粒は、２ないし３ミク じくらい長持ちするということは吉報
ロンの単一結晶子から成ります。これ でしょう。更に単結晶への転換はコスト
は全体がひとつの結晶で、結晶粒界が

を大幅に上昇させるものではありませ

存在しません。従って全体が単体とし ん。
て膨張・収縮をします。これは粒子が
膨張・収縮をする間、電気接続を維

「研究室で単結晶を作る場合、前駆体

持するのが比較的容易であることを意
味します。単結晶の使用が充電・放電
のサイクル過程での正極の活動量へ
の 100 ％ の接続維持を可能にさせます。
これはとても興奮に値する事です」
Dalhousie 大学のチームは、頻回な充

を若干変更して単結晶を成長させるた
めやや高めの熱処理をしているだけで
す。全体の合成プロセスに根本的な違
いはありません」
この研究における究極の果実は「百万
マイル」電池です。

放 電サイクルに耐えながら高エネル 「そして実験を長時間連続して行うこと
「百万マイル電
ギー密度の利点も維持できる様々な に意味があるのです。
ニッケル 含有単 結晶正極を研 究して 池」に関する論文で示した一部の電

(A, a),
商 業 化 され た 粒 径 の 大 きい ( ～
3 µm) 単結晶材 Li [Ni0.5Mn0.3Co0.2]
O2 (NMC532) (SC-532と表示）の
走査型電子顕微鏡画像 1.

います。Dahn 教授とその研究チーム

池は現在も未だ試験中のものもありま

(B, b)

は、Journal of The Electrochemical

す。先日も試験中の電池を確認したと

Society（電気化学会誌）に論文を発

ころです。3 年以上にわたる試験の結

商業化されたコーティングなしの多
結晶 (NMC532) (UC-532と表示)
の走査型電子顕微鏡画像 1.

表ましたが、その論文で同教授は「こ 果、電池は室温下で約 9500 サイクル（
の種の電池は（車が寿命を迎えるまで これは百万マイルの走行をはるかに超
の間に）電気自動車を 160 万キロ（百

えます）を数え、10 % 以下の性能ロスし

万マイル）走行させ、少なくとも 20 年

かありません。これはかなり驚くべきこ

Li J., Cameron A. R., Li H., Glazier S., Xiong D.,
Chatzidakis M., Allen J., Botton G. A. and Dahn
J. R. 2017 J. Electrochem. Soc. 164 1534
1.

間は送電網の中で蓄電池として使用が とです」
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氷点下における
ニッケルのグリップ力

温度が低下すると、特に氷点下になると、すべては制御しにくくなります。人間であ
れ、車輛であれ、つるつるの斜面を滑り落ちてしまいます。しかし温度計が極限
に近い寒さに近づいた時の制御技術を、ニッケルはどのように可能にしているの
I G T T 社 設 計 のステンレス 鋼 製
Ma rk III 貨物格納システムのある
LNG タンカーの内部

でしょうか？
氷点下用の素材

損せずにエネルギーを吸収しうる素材

オーステナイト系ステンレス鋼（一般

の特性で、多くの工業用途に不可欠な

的にニッケル含有率は7 ～ 25 %）は極

要素です。通常、建築用鋼材は室温で

めて低い温度（極低温）において優れ

は十分な強靭性がありますが、温度が

た強靭性を発揮します。強靭性とは破 下がるにつれてフェライト鋼構造は次
8 | 2020 年 第 35 号 第 3 巻

第にもろくなるので極低温下での使用 です。もし溶接部の靭性が劣っていれ
には適しません。対照的に一般的なニ

ば、母材の品質にかかわらず破損が起

ッケル含有オーステナイト系ステンレス きます。
鋼は液体ヘリウムの極低温下でさえ十
分な強靭性を保ちます。

別の例は南極の観測基地でも見られ、
例えば 2008 年に建設されたベルギー

極低温下で優れた特性を示すもうひと のプリンセス・エリザベス基地がありま
つの素材群は、ニッケル合金鋼です。 す。同基地のファサードは 1.50 mm の
鋼マトリックスに 1.50 ～ 9.00 % のニ 304L (UNS S30403) ステンレス鋼製
ッケルを添加し、更に適切な熱処理を

パネルでできています。この素材が選

行うことで －60 °C ～ －200 °C の低

ばれたのはオーステナイト系ステンレ
© INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION - RENÉ ROBERT

温で必要な強靭さと強度が得られます。 ス鋼 (304L) が －60 °C をかなり下回
しかしながらクロムを混ぜない場合に る温度でも十分な強度と強靭さを示し
はこの鋼は、ステンレス鋼のような耐 続けるからです。
食性は備わっていません。

LNG

北極圏での作業

エネルギー需要が絶えず増え続け、エ

北極圏は人員確保や金属溶接ならび ネルギー輸送と貯蔵がますます重要
に物資の搬出入に手こずる地域です。 になるにつれて液化天然ガス (LNG) は
北極圏における作業で鋼材にとり、最 エネルギー密度に対する体積の比率（
も重要な要素は「温度」です。－50 °C
またはそれ以下も例外ではなく、北極
圏の油田における建設で使用されるほ
とんどの炭素マンガン構造用鋼の延性

の低さ）故に魅力的に見えます。液化
状態の天然ガスの体積はパイプライン
中の気体状態のそれと比べ 600 分の１

ほどの小ささです。液化プロセスにより
から脆性への移行温度をも下回ります。 天然ガス用パイプラインの無い地域へ

石油ガス産業の北極圏での作業で、素

の輸送が可能になり、更に天然ガスを

材選 択を決 定する際の他の要 素は、 輸送燃料として使用することもできます。
「耐食性」と「溶接性」です。耐食性は しかしこれらはすべてニッケルなしでは

南極のプリンセス・エリザベス 基
地。ファサードは 1.50 mmの 304L
(S30403) ステンレス鋼製パネル

構造用素材にはさほど重要ではないも 不可能なのです。なぜなら天然ガスは
のの、腐食性のある石油ガスの生産お －163 °C 以下で初めて液体となるから
よび輸送にとっては重要です。溶接部 です。先に述べたように、オーステナイ
には北極圏での作業用に使用された ト系ステンレス鋼ならびにニッケル合
母材の高破壊靭性を保つことが重要

金鋼が、低温の液化天然ガスを取り扱

TWI – GENE MATHERS

最低操業可能温度
-273 °
C

-196 °
C

鋼板スペック

ASTM
304L
EN
10088-1

ASTM
A353/
A553
EN
10028-4

ASTM
A645
EN100284

-130 °
C

ASTM
A203GrE
EN
10028-4

-101 °
C

ASTM
A203GrB

-60 °
C

EN100284

-60 °
C

鋼板タイプ

オーステナ
イト系ステ
ンレス鋼

9% Ni steel

5% Ni steel

3.5% Ni
steel

2.5% Ni
steel

1.5% Ni
steel

Typical
storage
application

窒素,水素、 LNG,酸素、 エチレン
ヘリウム
アルゴン
(LEG液化
エチレン)

二酸化炭
素、
アセ
チレン、エ
タン

アンモニ
ア、
プロパ
ン、二硫化
炭素

アンモニ
ア、
プロパ
ン、二硫化
炭素

温度・耐食性・溶接性が石油ガス産
業の北極圏での作業における材料
選択を決定づける要素.

ニッケル分増加
貯蔵温度低下
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う貯蔵施設および輸送船の建設に最も しばしば使用されています。またエネル
適した解決策なのです。

ギー・ミックスの脱炭素化にも多くの可

タンカー設計

能性を持っています。十分な量の水素

LNG タンカーはもっぱらカタールやオ

が生産可能ならば（できれば風力また

ーストラリアから、エネルギー需要の高

は太陽光から得られるグリーン水素

い日本、中国、韓国などに航行します。 が好ましいですが）、水素を燃料として
現代のタンカー設計は、液化ガスを断 燃焼させると、結果として水のみ発生し
熱材に裏打ちされた二重金属膜構造
に収めることで船腹スペースを最大限
活用しています。
（拡張収縮に耐えるよ
う）格子状の 304L 薄板ステンレス鋼
やより薄く平らな アロイ 36 (K93600)
（低熱膨張の 36 %ニッケル合金）など
がこれら貨物格納システムに主に使用
されます。
他の液化ガス

二酸化炭素は発生しません。鉄鋼業界
はエネルギー多消費型産業であるた
め、生産者の中には既に水素の使用を
増やすことで二酸化炭素排出量を減ら
すことを目指す企業もあります。
また液化ガスなしでは宇宙開発はあり
得ません。水素は軽量で強力なロケッ
ト燃料です。液体酸素のような酸化剤

LNG の温度－163 °C より更に低温の と混合することで液体水素はすべての
ロケット発射剤の中で最も効率的なも
液化ガスは以下の通り。
－183 °C：液体酸素

© ITER.ORG

仏国際熱核融合実験炉 (ITER) の断
面図。4.5 ケルビンまで温度低下が
可能な液化ヘリウム冷却システムを
敷設
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のです。

－196 °C：液体窒素

最後に、超電導マグネットを冷却しプラ

－253 °C：液体水素

ズマ状態を維持させることができるの

－269 °C：液体ヘリウム

は一体何だと思いますか？答えは簡単。

これらの液化ガス製品はその再ガス化

それは液体ヘリウムです。温度ではあり

された製品を必要とする産業によく使

ません。－269 °C 即ち４ケルビンでは

用されております。水素はアンモニアの

ニッケルがその可能性をフルに発揮し

工業用前駆体として肥料産業では既に

出します。

極端な高温にも耐えるニッケル

MCDERMOTT

改質管は鋳造ニッケル合金から作
られ、浸炭環境の 800～1000 °C
の温度で非常に長時間使用されま
す。改質管は、水素を生産する際蒸
気と炭化水素と共に使用されます

高温用用途の材料を選ぶ際の重要な
特性は四つあり、それは強度、経時安
定性、環境への制限反応ならびに機器
に加工する時の容易さです。

金により、ニッケルがこの相の形成速

一般的に温度が上がると金属は弱く
なってきます。さほど高くない温度で
は、30 0 系ステンレス鋼よりも強い
スチールはたくさんあります。しかし
540 °C では、ステンレス鋼がほとん
どのスチールの性能を上回ります。そ
して 650 °C 以上となると、ニッケル
含有合 金が抜きん出て来ます。特に
540 °C より上のところでは、クリープ
強度またはクリープ破断強度が最も重
要な性能となります。

します。クロムとアルミの合金にする

高温時では時間と共に冶金学的変化
が起きます。最も問題なのは金属が硬
質脆性相を形成するときで、この場合
材料はガラスと同じくらい脆くなりま
す。影響を受けないニッケルを少なく
とも 33% 含むニッケル・クロム・鉄合

度を抑えます。
非常に高温の時は、金属はその環境
に反応します。空気中では金属は酸化

ROLLED ALLOYS

高温状態では、ほとんどの化学反応プロセスでは反応が早くなり、発電もより効
率的に行われます。しかし、そこに使われる材料は持ち応えられるのでしょうか？
実際には、多くのプロセスが材料の適合性による制約を受けます。その場合、救
世主となるのはニッケルです。
放 射 管 は 炉 を 間 接 的 に 熱しま
す。1200 °Cにも耐えられる色々な
ニッケル合金が使われますが、設定
温度は 1150 °Cまでとしています

とさらに保護機能が高まります。例え
ば、一酸化炭素の還元環境では浸炭
©WIRCO_GOODRODFRAMBASKET

を抑えるのにニッケルとシリコンが役
立ちます。最も過酷な環境では、急速
浸炭（メタル・ダスティング）が生じま
すが、それに対応する各種新合金が開
発され試験が進んでおり、それらのす
べてに多量のニッケルが含まれていま
す。
高温下でのプロセスを伴う金属成形や
溶接工程を経て、最終的に機器は組み
立てられるものですが、それにはやは
りニッケル含有ステンレス鋼やニッケ
ル合金が最も適していると言えるでし
ょう。

熱処理バスケットは熱処理炉の中
で処理対象部品を保持します。どう
いうニッケル含有合金を選択するか
は、酸化雰囲気か還元雰囲気かで
決まります。通常、ニッケル合金は
頑丈さを発揮します
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極限状態で
宇宙空間のニッケル合金
ニッケルを含む合金がロケット・車輪・触媒などの製造に重要な役割を果たして
いることから、2020 年は宇宙探査と技術革新について心が躍る新しい 10 年の
始まりとなりました。
航 空 宇 宙 関 連 の 製 造と再 利用可能

加の熱シールドは殆んどもしくは全く

な宇宙輸送に力を入れている米国企

必要ありません。

NASA.GOV

業 SpaceX 社は、Starship（２段目）と 一方 NASA は、探査車の車輪にニッケ
Super Heavy ロケット（1段目）をニッケ ル含有材料のもうひとつの技術を応

ル含有の 304 系 (S30400) ステンレス
鋼で製造しました。SpaceX 社が航空
宇宙事業にステンレス鋼を材料に選ん
だ理由は、それが安価だからです。例

用する可能性を模索しています。ゴム
製の車輪は月や火星では実用的では
ないので、アポロ月面車の車輪はバネ

鋼で作られていました。しかし、火星
えば炭素繊維では １ kg あたりステンレ での使用を想定した大型で重量のある
ス鋼と比較して 60 倍以上高いコストが 車両では、バネ鋼製車輪は変形してし
かかります。またステンレス鋼は、炭素

繊維やアルミニウムのような他の金属
よりもはるかに耐熱性が高いため、追

に、NASA は現在、バネ鋼車輪と比べる
と 30 倍の変形に対応できる形状記憶

NASA.GOV

米航空宇宙局 (NASA)のエンジニア
が、最新版の形状記憶合金 (SMA)
スプリング・タイヤを実験装置に取
り付けています。このバージョンは
７ kg（15 ポンド）の重量があり、以
前の２倍の重さの荷物を運ぶこと
ができ、はるか遠い宇宙空間の厳し
い温度条件でも素晴らしい性能を
発揮します。

まいます。この問題をクリアするため
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特性を持ったニッケルチタン合金のニ インコネル 718 のインベストメント鋳造
チノール (UNS N01555) を使用した金 （焼流し精密鋳造）は、気孔や偏析なら
属メッシュ・タイヤを開発中です。

びに非常に粗い粒度などが生成されや

最 終 的には人 類を火 星に 移 送 する すく、後処理の加工工程が必要となる
ことを目標としている Raptor ロケッ ため問題となる場合があります。
ト・エンジンを搭載した SpaceX 社の

解決策は？ 3D プリントであれば、複

Starship は、液体メタンと液体酸素を

雑な設計の高性能用途において、イン

動力源とする最初の宇宙船のひとつと コネル 718 などのニッケル基合金をよ
して、1,000 回の再利用を想定して設 り効率的に利用することができるよう
は、火星でロケット燃料を生産して帰
還する際の燃料にする意図があったか
らです。メタンは、二酸化炭素と水素
を、触媒を用いて高温（最適には 300
～ 400 ℃）と高圧で反応させるという「
サバティエ反応」によって水と共に生
成することができます。考えられる触
媒のひとつにニッケルがあります。
火星の大気は 95 ％ が二酸化炭素で
構成されていますが、NASA は火星に
水の存在を確認しており、それはロケッ
トの推進剤としてのメタンや酸素、宇宙
飛行士が呼吸できる酸素を作り出すの
に必要な原料となります。また、この赤

になります。
3D プリントは、インコネル 718 の加
工をより便 利かつ容易にし、材料 特
性を 十 分に保つことができます。ま

HYPERGANIC TECHNOLOGIES AG

計されています。メタンが選ばれたの

たこの 3D プリントによる製造方法で
は、溶接や機械による加工が不要にな
るため、材料の無駄を最小限に抑える
ことができます。この製造方法の利点
は、3Dプリントされたインコネル 718
製ロケット・エンジンのプロトタイプで
実証されています。このエンジンはす
べて人工知能 (AI) によって設計されて
おり、独ソフトウェア会社 Hyperganic
社が開発したものです。

い惑星の大気温度が低いことに対応す 個々に設計された部品をつなぎ合わせ
るため、更には液化メタン・水素・酸素 て構成される従来のロケット・エンジン
の取扱いに必要な低温対応にもニッケ とは異なり、3D プリントされたプロトタ
イプは連続した（つなぎ目のない）ひと
ルを含む材料が必要となってきます。

また、ニッケル銅合金 K-500 (N05500)
は、極低温温度下での延性に優れ、純
酸素中での耐発火性にも優れています。
これにより、ロケット・エンジンに酸素
を供給する酸素ブースト・ポンプの材
料として優先的に採用されています。
一体型ロケット・エンジン
航空機のターボ・ジェット・エンジンに
使用される、析出硬化型ニッケル・ク
ロム合金のインコネル 718 (N07718)
は、強 度と靭性に優れ、ロケット・エ
ンジンや圧力容器にも使用されており、
－250 ℃ までの推進用の極低温液化

つの部品です。これには、燃料と酸化

剤を燃焼させる燃焼室と、燃焼室を冷
却して過熱を防ぐために燃料を循環さ
せる表面の流路が一体となって含まれ
ています。一体式の製作により、最小
限の重量、最も効果的な冷却など、対
象のロケットにとって最大級の性能を
もたらします。
3D プリントとインコネル 718 は、カ
リフォルニア大 学 サンディエゴ 校 の
Vu lc a n I I ロケット・プロジェクトの
Ignus II ロケット・エンジンにも採用さ
れています。

ガスに対応することができます。しかし、 新しい用途が増えるごとに、ニッケルは
インコネル 718 の特性上、他の材料よ

将来の宇宙開発の推進に貢献してゆき

りも機械加工や成形が難しくなります。 ます。

インコネル 718 を使用して 3D プリ
ントされた一体型ロケット・エンジン
インコネル 718 はスーパーアロイ
（超合金）の主戦力品です。この高
強 度で耐食 性のあるニッケル・ク
ロム合金は、－252  °C～700 °C
（－423 ℉～1300 ℉）の温度範囲で
使用可能です。その高温での強度と
耐酸化性は、ロケット・エンジン用
材料の一番人気品になっています。
また極低温での延性があるため、液
化ロケット燃料を保持するタンクに
も適しています。
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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:ニッケル・アレルギーがあるのですが、ニッケル・フリーの皮下注射針は入手可

能でしょうか？

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。

A: SUS304 (S30400) のようなステンレ

汗に対しての耐食性が非常に高いため

ス鋼中のニッケルは、皮下注射針の製

ニッケルの放出は非常に少なく、しかも

造に欠かせない高い延性・成形性・溶

皮下注射針の皮膚との接触時間は数秒

接性をもたらす必須成分です。

しかありません。

これらの特 性 が 不可欠なことを示す ニッケル・アレルギーについては、以下
意味で、皮下注射針の製造工程を概 のリンクで詳しく解説しています：
説しますが、最初は大きなリールに巻

nickelinstitute.org/science/human-

かれた 0.5 mm 厚、幅 18 mm の平板

he a lt h -fac t- she et s/fac t- she et-1-

から加工し始めるとします。平板は、直

nickel-allergic-contact-dermatitis/

径約 6 m m のチューブに形成される
ように一対のローラーを通し、合わせ
面をシーム溶接します。溶接されたチ
ューブは製造ラインを下り、ダイと呼
ばれる一連の徐々に小さくなる穴を通
過していきます。直径が小さくなるとチ

WWW.NICKELINSTITUTE.ORG

ューブの強度が増すため、周期的に加

ニッケル誌の無料購読とウェブサイト掲載のお知ら

熱することにより軟化させていきます。

せを希望する場合：www.nickelinstitute.org

最初は直径 6 mm だったものが、直径

ニッケル誌を7カ国語でウェブサイトに掲載

0.35 mm と 95 ％ にまで圧下されるこ
とになります。

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

外径が小さくなると肉厚も小さくなりま

以降のニッケル誌を掲載（英語版のみ）

す。最終的な絞り加工のステップを経て、

www.nickelinstitute.org/library/

冷間加工された素材は強く硬い状態に

Twitterでフォローしてください

なっています。

@NickelInstitute

ニッケルに対するアレルギー反応のほ

LinkedInでつながって下さい

とんどは、安価なニッケルめっきの宝

ニッケル協会のページをご覧ください

飾品類が、皮膚に長時間接触した場

ニッケル協会You Tube チャンネルで

合に起こります。ニッケルめっきは汗と

ニッケル関連のビデオが見られます

の接触からニッケル分を放出しますが、
それに対して SUS 304 ステンレス鋼は
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オンライン版ニッケル誌

www.youtube.com/user/NickelInstitute

スティーブ・バーネット 1954〜2020 年
Steve Barnett 氏は、困難ながらやり ーグとヨハネスブルグでは企業の吸収
がいのある時期（2006～2010 年） 合併に関与。1996 年にブリスベンに移
に ニッケル 協 会 会 長として当 協 会 り、Billiton Nickel 社でプロジェクト開
を率 いました 。金 属 分 野 で の 同 氏 発と衛生・安全・環境・地域 (HSEC) 部
の卓 越したキャリアは 4 0 年に及び 門で優れた業績を上げ、その後 BHP
ました。1976 年に Imperial College Billiton Stainless Steel Materials 社に
で 修 士 号（ 冶 金 学 ）を 取 得 し 、 移籍した後、ニッケル協会に着任しま
D a v y P r o c e s s Te c h n o l o g y 社と した。スティーブは真の国際派で、才能
Rustenburg Platinum 社に勤務した に満ち、カリスマ性があり、積極的で、
後、1981 年に現在の BHP Billiton 社 能力にあふれ、勇敢で、それは 2020年
に入社しました。同社では、コロンビア 11月4日にブリスベンで早すぎる死を
の Cerro Matoso フェロニッケル工場 迎えるまで変わりませんでした。同氏
を立ち上げた他、多くのベースメタル はニッケル業界の友人や同僚たちに深
関連プロジェクトに従事しました。ハ く惜しまれることでしょう。

新刊書

KNOWLEDGE
FOR A BRIGHTER
FUTURE

Copper alloys versus
stainless steels
for seawater
cooling systems
– the pros and cons

『海水冷却システム用としての銅合金と ニッケ ル 協 会 の コン サル タントの
ステンレス鋼の比較 － そのメリット・ Roger Francis によって書かれたこの
デメリット (11027 )』は、70：30 や
新刊書は、設計者や工場のオペレータ
90：10 の銅ニッケル、ニッケル・アルミ
ーが適切な合金を選択する上で役立つ
ニウム・青 銅などの銅合 金の使 用と、
オーステナイト系と二相ステンレス鋼 でしょう。www.nickelinstitute.org か

A GUIDE TO THE USE OF
NICKEL-CONTAINING ALLOYS

の 両 方 の 使 用 を 比 較 して い ま す。 ら無料でダウンロード可能です。

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

B

C

Co

Cr

Cu

Fe

Mn

Mo

N

Nb

Ni

C75700
p. 4

-

-

-

-

-

63.566.5

0.25
max.

0.50
max.

-

-

-

11.0-13.5

K93600
p. 10

-

-

0.10
max

1.0
max

0.50
max

-

bal

0.60
max

0.50
max

-

-

35.038.0

N05500
p. 13

2.30-3.15

-

0.25
max

-

-

bal

2.00
max

1.50
max

-

-

-

N07718
p. 13

0.0200.080

0.006
max.

0.08
max.

1.0
max.

17.0-21.0

0.30
max.

bal

0.35
max.

2.803.30

-

N01555
p. 13

-

-

0.07
max

0.05
max

0.01
max

0.01
max

0.005
max

-

-

S30400
p. 12,14

-

-

0.08
max

-

18.020.0

-

bal

2.00
max

S30403
p. 8

-

-

0.03
max

-

18.020.0

-

bal

S31603
p. 16

-

-

0.03
max

-

16.018.0

-

S32205
p. 2

-

-

0.030
max

-

22.023.0

-

P

Pb

S

Si

Ti

Zn

0.10
max.

-

-

-

Bal

0.025
max

-

0.025
max

0.35
max

-

-

63.070.0

-

-

0.01
max

0.50
max

0.350.85

-

4.755.25

50.055.0

0.015
max.

-

0.015
max.

0.35
max.

0.65-1.15

-

0.025
max

0.005
max

54.057.0

-

-

-

-

bal

-

-

-

-

8.010.5

0.045
max

-

0.030
max

1.00
max

-

-

2.00
max

-

-

-

8.012.0

0.045
max

-

0.030
max

1.00
max

-

-

bal

2.00
max

2.003.00

-

-

10.014.0

0.045
max

-

0.030
max

1.00
max

-

-

bal

2.00
max

3.003.50

0.140.20

-

4.506.50

0.030
max

-

0.020
max

1.00
max

-

-
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未来に遺す火の見やぐら
構造用ステンレス鋼
ALEXANDER SEVERIN ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY

1856 年に建造されたニューヨーク市ハーレム地区の火の見やぐらは、米国内で
現存する最も古い鋳鉄製の鉄骨造り構造物のひとつで、国家歴史登録財に指
定されています。この構造物は腐食と構造体の変形により、荒廃し崩壊寸前に
なっていました。
Thornton Tomasetti 氏の多領域修復・
再生チームが、修復事業を管理監督す
るために指名を受けました。同チームに
よる塔のモデリングの結果、当初の構
造設計が不十分であったことが明らか
になりました。修復した塔の部材を慎
重に組み立て直すにあたり、この構造
的な欠陥に対処するために、ステンレス
鋼の筋交いなどが体系的に入念に追加
され、保存の目標を満たすことができま
した。

高いためロッドの径を小さくすることが
可能となりました。ステンレス鋼の本体
を目立たせないようにするため、光を散
乱させ柔らかく反射させるビーズ・ブラス
ト仕上げを施しました。光沢のあるステ
ンレス鋼は歴史を経た鉄とは視覚的に
異なるため、あまり目立たぬよう歴史的
遺産の保存に必要な最小限の視認性
が求められます。

この修復プロジェクトは、優れた保存事
タイ・ロッド（固定棒・引張棒）の交差 業に贈られる 2020 年 Lucy G. Moses 賞
筋交いには、高耐食性・高強度の冷間 と、ニューヨーク市の最優秀修復事業
加工ステンレス鋼 316L (UNS S31603) に贈られる市芸術協会優秀作品賞を受
が採用されました。素材自体の強度が 賞しました。
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