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社会生活を支えるソーシャル・ニッケル
私たちをつなぎ続ける
小型コンデンサ

ワクチン製造
社会との繋がりに貢献

社交的なニッケル
誰とも仲良く

REMKO DE WAAL EPA-EFE

ケーススタディ23
アムステルダムの3Dプ
リント歩道橋

MX3D

世界初の 3D プリントによるステンレス鋼製橋梁がオランダで開通しました。
ステンレス鋼： アルセロール・ミッタル
建築家： ジョリス・ラーマン・ラボ
主任エンジニア： アラップ
メーカー： オランダのMX3D社、大規
模なロボット・ワイヤー・アーク積層造
形（WAAM）に注力している企業
場所： アムステルダムの中心部にあ
る、最も古く有名な運河のひとつ、アウ
デゼイズ・アハタラブルグワル
長さ：12.2 m
幅：6.3 m
高さ：2.1 m
4,500 kg の SUS 308L Si を使用、17ト
ンの荷重でテスト
3D プリントに要した時間： 6ヶ月
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設計者は、大体どのようなデザインでも、スクラップを少なくして迅速に製作
できる上、現場加工と工場加工のどちらでも可能というアディティブ・マニュフ
ァクチャリングの利点を生かしました。このケースでは、12 m の橋は工場で製
作されました。
4,500 kg の 308L Si（UNS S30888)ス
テンレス鋼溶接ワイヤーを使用し、溶
接トーチを装着した4台の 6 軸産業
用ロボットで、この構造物の 3D プリン
トを行いました。この機械は、複雑な
積層工程を経て橋梁部を製作するた
め、表面処理なしの粗仕上げになり
ます。ニッケルは 300 系ステンレス鋼
の溶接性を高め強度と靭性を向上さ
せるため、3D プリントによる構造物
の製作に適しています。

粉末やワイヤー状の材料をペンのよ
うなノズルから供給し、強い熱源で
金属を接触させて溶かします。同様
に、PBF はより高い解像度を可能にし、
設計者のビジョンをより正確に実現
することを可能にします。
3D プリントされた橋は、デジタルレー
ザー焼結と呼ばれる工法で、大型ロボ
ットによって溶接されました。橋の状
態を追跡調査するためのデータを収
集するセンサーも搭載しています。

設計 者は、3D プリントに指向性エ 2021 年7月 15 日、
マクシマ女王によ
ネルギー堆積法（DED）と粉末床溶 り除幕式が正式に執り行われました
融結合法（PBF）という2つの方式を が、そのお手伝いをしたのは？他なら
使いました。DED ではプリンターが ぬテープカット・ロボットでした。

論説：
社会生活を可能にするソーシャル・ニッケル

ニッケルは社会的な金属です。風変りな発想ですが、よく考えてみれば、ニッケル
を本当に役に立たせているのは、この考え方が基本になっているからです。
今回のニッケル誌では、ニッケルの化学的・物理的特性から、人類をつなぐとい
う用途を実現する方法まで、ニッケルの社会的性格について考察しています。
ニッケルはほとんどの金属と容易に混ざり合います。このため、耐熱性、耐食
性、強度、靭性、延性、溶接性など、さまざまな有用な、あるいは重要な物理的特
性を持つ合金を幅広く製造することができます。また、金属やプラスチックの仕
上げの際に、金属同士の一体化も可能になり、こうしたすべての社会的スキルが、
私たちの生活のほぼあらゆる場面で問題解決に役立っているのです。
また、私たち自身のソーシャル・ネットワーキングを促進するニッケルの用途につ
いてはどうでしょうか？

私たちの社交生活に欠かせないスマートフォンの電源

となる小型コンデンサにおけるニッケルの役割についてご紹介します。
私たちをつないでくれている電子機器が寿命を迎えたら、どうなるのでしょう
か？

電子機器廃棄物に含まれるニッケルの領域が広がっていることについて、

そしてこうした電子分野の廃棄物からニッケルを再生して再び役立てる方法につ
いて説明します。回収されたニッケルは、ステンレス鋼などの合金に再利用される
ことが多く、生産者はニッケルの社会性を再び活用することができます。
また、ニッケルを含有するステンレス鋼が、コロナのような病気と闘うため大いに
必要とされるワクチン製造という難題において製薬部門をどのように支援し、私

ニッケルは、その化学的・物理的特
性を活かして、人と人をつなぐアプ
リケーションを可能にします。

たちが再び社会生活を営めるようにしているかを検証していきます。
本号では、ニッケルが貢献する多種多様な用途を紹介します。ほんのわずかな
量のニッケルが、多くの用途に使われることで、大きな違いを生むのです。そして、
私たちが再び集まり始めると、ささいなことが大切なのだと気づかされます。
クレア・リチャードソン
ニッケル誌

編集長
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マンションを巨大なバッテリーに？

スウェーデンのチャルマース大学の研究者

である Tang と Zhang は、セメントを用いた充電式電池のプロトタイプを開発し
ました。この画期的な方法は、短い炭素繊維を混合したコンクリートと、鉄でコ
ーティングした炭素繊維のメッシュ、ニッケルでコーティングした炭素繊維のメッ
シュを用いて、陽極に鉄、陰極にニッケルを使うというものです。研究の結果、1
平方メートルあたり平均7ワット時というエネルギー密度を得ることができまし
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た。市販の電池と比べると低いですが、体積が大きいため、相当量のエネルギー
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を貯蔵・供給できる技術です。コンクリートは世界で最も多く使われている建設
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資材であり、将来、セメントを原料とする電池が建物や橋、歩道に組み込まれれ
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ば、より持続可能な社会に向けて建設のゲームチェンジャーとなる可能性があり
ます。

中国で広がる枝
そこは、風変わりな建築と技術の独創性が融合した、未来
的な森です。中国・南京にある江蘇省庭園博覧会の一部
で、屋根を支える傘の役割を果たす 42 本のステンレス製
の木が特徴的な未来の庭園です。それぞれの木は同じも
ので、互いにつながっています。蓮の葉の上の部分はアク
中国建築設計研究集団 写真： 張光源

リルパネルで、世界でも初めてのものです。埋め立てられ
た鉱山や廃墟となったセメント工場から生まれ変わった
この地域は、複雑な地盤条件や建設上の困難にもかかわ
らず、今では目を楽しませてくれています。ニッケル含有の
SUS316L（UNS S31603）ステンレス鋼 1,000 トンを使って、
無事完成させることができました。

空飛ぶ電気飛行機

環境に優しい空を目指す重要な一歩として、エレクトリッ
ク・エアー社の創設者ゲイリー・フリードマンは、ニュージー
ランドのクック海峡を 40 分で横断し、純粋な電気飛行機
による世界最長の洋上飛行を記録しました。電気モーター
を駆動するための動力源として2つのニッケル含有リチウ
ム電池パックを搭載していますが、この電池は最大90分間
持ち、充電も1時間以内でできます。今回の単独飛行は、
ニュージーランドの2つの主要な島を隔てる海峡を通常の
航空機が初めて飛行してから 101 年後である2021年10 月

エレクトリックエアー

に、スコットランドで開催された国連気候サミットの開幕に
合わせて行われました。フリードマン曰く、
「これは激変の
始まりで、これからは短距離路線に最適な、もっと大型で
航続距離の長い電気飛行機が登場してきます。」

汗中の甘味を測定
ペンシルバニア州立大学の科学者たちは、汗に含まれるブ いました。
「この技術を患者の日常的なモニタリングにどう
ドウ糖を検出できる革新的、非侵襲的、低コストのセンサー 応用できるかを考えていきたいと思います」と Cheng は話
の詳細を、Biosensors and Bioelectronics 誌に発表しまし しています。
た。最初にレーザー誘起グラフェン（LIG）で製作しました
が、
「ブドウ糖にはまったく感度がありませんでした」。そこ
で「ブドウ糖への感度に強い」という理由でニッケルを選択
ペンシルバニア州立大学

しました。食事の1時間後と 3 時間後に再利用可能な装置
を腕に装着し、被験者は簡単な運動をしました。汗の中の
ブドウ糖の濃度は血液の約 100 分の1ですが、市販のモニ
ターで確認したところ新装置は正確にブドウ糖を測定して
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ポケットの中のニッケル
小形コンデンサが私たちをつなぐ
ニッケルによって、同じ容量値を保
ちながら誘電体層の厚みを薄くす
ることで、MLCC の小型化が可能に
なりました。

ポケットの中のスマートフォンは、さまざまな機能が組み込まれた複雑な電子
システムで、すべて同じ内蔵バッテリーから電力が供給されています。電子回路
は、抵抗器、トランジスタ、コンデンサ、インダクタ、ダイオードなどの電子部品
で構成され、電流が流れるように導線やトレースで接続されています。コンデ
ンサは、小型の充電式バッテリーのように、電荷の形でエネルギーを蓄える能
力、つまり「容量」を持つ部品です。
コンデンサは、電子回路が機能する

MLCCの構造

ために必要不可欠なものです。消費

MLCC は、誘電体と呼ばれる絶縁体

電流に関係なく電源が一定の電圧を

によって電気的に分離された2枚以

供給でき、そして電気ノイズを発生さ

上の平 行な金 属 板（電 極）で構 成さ

せる部品がなければ、コンデンサは

れているのが基本形です。現時点で

必要なくなるでしょう。けれども、電圧

は、MLCC は1マイクロメートル以下

の変動は現実のものであり、その問
題を解決する必要があります。
コンデ
ンサは、すべての部品に十分な電流
が流れるように常にバッファーを蓄
え、さまざまな電気補助回路が設計
通りに機能するように「ノイズ」をフィ
ルタリングします。
家電製品では、通常で数百個、iPhone
などのハイエンドスマートフォンでは
千個以上の小型コンデンサが搭載さ
れています。積層セラミックコンデンサ
（MLCC）
と呼ばれるこのコンデンサ

の厚さの平行電極を 600 本まで保有
できます。
MLCC は、ディスクセラミック・コンデ
ンサに代わるものとして、40 年以上
前に初めて発明されました。ディスク
セラミック・コンデンサには 2 本の単
独リード線があり、プリント基板に穴
を 開 けて実 装 するの が 一 般 的でし
た。また迅速に実装はできず、電子機
器の小型化にも向いていませんでし
た。MLCC は直方体であるため、高速

は、休暇で訪れたビーチの砂粒のよう

の面実装が可能となりました。MLCC

に小さなものです。その機能は補助回

は当初、電極に銀パラジウム（Ag-Pd）

路を互いに切り離すことによって、他

を使用していましたが、2000 年代初

の補助回路の活動による電源の不整

頭にニッケルに置き換わりました。ニ

合に影響されないようにすることです。 ッケル電極は、Ag-Pd と比較して、以
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太陽誘電ヨーロッパ社

2020 年には、砂粒ほどの大きさの
積層セラミックコンデンサーの材料
として、4,800 トンのニッケル粉が
使用されました。

下のような利点がありました：
• より薄い誘電体層
• 静電容量値の向上
（体積効率の向上）
• 低コスト化
現在、MLCC の製造に使われている

ス、航空宇宙システム、スマートカー、
特に先進運転支援システム（ADAS）
搭 載 車 など に 使 わ れ て い ます。実
際、M LC C は、小 型 化された電 子 機
器であれば、
どこでも見かけることが
できます。MLCC は年間4兆個も製造

材料はニッケルです。これにより、同

され、そのうちの 40％ がスマートフ

じ容量値を保ちながら、誘電体層の

ォンに使用されています。2020 年に

厚みを薄くすることで MLCC を小型

は、MLCC の製造に 4,800 トンのニッ

化することが可能になりました。ニッ

ケルが使用され、小さな部品ではあり

ケル含有 MLCC は、スマートフォン、 ますが、電子機器には欠かせない機
スマートウォッチやフィットネスバン

能として作られ、私たちを互いにつな

ドなどのウェアラブルエレクトロニク

いでいるのです。
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電子廃棄物の採掘
使用済金属に新たな命を
‘我社のプロセスは複雑な鉛／銅／
ニッケル 製 錬 技 術に 基づ いてお
り、これらのベースメタルを捕集材
として使用し、貴金属やその他の金
属、所謂’不純物‘とされるアンチモ
ン、ビスマス、錫、セレン、テレル、及
びインジウムを回収するものです。’
—ユミコア

‘リチウムイオン電池スクラップを含
む電子材スクラップは前処理をした
あと銅製錬の転炉に投入されます。
その後電解工程で粗硫酸ニッケルと
して分離され、ニッケル精錬所に送
られ、電池の原料として使用される
高純度の硫酸ニッケルとなります。’
―住友金属鉱山

我 社 は 最 新 の モ ジュー ル 構 造
のリサイクル システムにより、市
場及びニーズ に非 常に柔 軟に対
応 が可能 であり、従って 素 材 循
環サイクルにより多くの金属含有
素 材を提 供 することができます。
—アウルビス
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最大級のクルーズ船を思い浮かべてください。そしてその重量を想像してみてく
ださい―実は 100,000 トンを超えます。今度はこれが 500 隻集まった場合の
重量を考えてみてください。我々はこれほど膨大な量の電子廃棄物を毎年新た
に排出しているのです。
グ ロ ー バ ル 電 子 廃 棄 物 モ ニ タ ー 程は前処理から始まります、というの
(Glob a l E -w a s te Mon it or) によれ も電子廃棄物は多くのプラスチック、セ
ば、2020 年だけで53百万トン以 上 ラミック及びその他の非金属素材を含
が排出されました。それが年々増加

んでおり、これらの処理工程は異なりま

し、2030 年には74百万トンと予測され

すが―我々が最も関心を持っているの

ています。しかしながら実際には電子

は金属です。

廃棄物の約 10 百万トンのみがリサイク
ルされ、ニッケルを含む金属や他の有
価素材が回収されているだけです。約
550 億米ドルの回収可能な素材が含ま
れていると推定される残り43百万トン
の電子廃棄物は、リサイクルされておら
ず、埋め立てられています。我々が日常
的に使用する携帯電話、コンピュータ
ー、テレビ、電化製品及びその他電子部
品は不本意な終焉を迎えています。
複雑な回収
ニッケルは電子廃棄物に含まれますが、
量はリサイクルされる個々の電子部品によ

ここでも、製品に使用された鉄は磁気
分離したのち製鉄所に送られ直接リサ
イクルが可能です。例えば、サーキット
ボードや携帯電話まるごとを小さな破
片に破砕することで分離工程の一助と
なります。一部の企業では種々のタイプ
の電池の処理用に別のリサイクルライ
ンがありますが、リサイクル用の電池の
供給は電気自動車用電池が寿命を迎
えるにつれて、急激に増えるものと見ら
れます。
銅、ニッケル及び貴金属といった金属

ります。回収はかなり複雑で、ニッケルは

の回収に係わるプロセスでは乾式精錬

含有量はその構造物の総重量の0.5 か

部の企業では電子機器に使用されるそ

‘社交的金属’のため他のほとんどの金 （高温）または湿式精錬（酸による溶解）
属とよく融合します。一般的にニッケル あるいはその両方が使用されます。一

ら ２% であり、銅や鉄の含有量よりはる の他の金属、例えばインジウム、セレン、
かに少なくなっています。
ニッケルはその特性から電子機器に使
用されます、例として積層セラミックコ

‘Vale社は従来リサイクル素材を乾
式精錬で処理してきましたが、湿
式 精 錬 による方 法も検 討してお
ります。わが社はこの素材を処理
するいくつかの選択肢を持つしっ
かりした工程を持っており、引き続
き Black Mass (電極混合物)‘の処理
能力を高める所存です。’
―ヴァーレ
‘我社の北スウエーデンにあるロン
スカ―精錬所は世界最大の電子材
料から金属をリサイクルする施設で
す。この施設では排出物を極小化し、
また電子材料を利用した地域暖房
も行っております。’
―ボリーデン

ビスマス及びその他微量に存在する金
属の回収が可能なところもあります。
重要な原料

ンデンサ(MLCC)での使用があります 電子廃棄物は当協会会員の数社により
(6 ページ参照)。貴金属―金、パラジウ

30 年以上処理されてきました。これは

ム、銀―は更に少量であっても金額的

重要な原料であり、各社は今後処理量

‘我社は 1990 年代より百万トン以上
の電子材スクラップをリサイクルさ
せています。’
―グレンコア

には大きくなるかもしれません。しかし を増やす意向を持っています。この素
ながら循環型経済では回収を最大化す 材は、何年も前に採掘され、現在は廃
る必要があり、ニッケル協会会員はそれ

棄物でですが、新しく重要な電子部品

ぞれがその役割を果たしています。

となり万人に役立つものとなります。電

独自のプロセス

子廃棄物中のニッケル分は比較的少量

リサイクルを手掛けるニッケル生産者 ですが、ニッケル業界は循環型経済を
はそれぞれ自社のまた多くは独自の電

作り出すとの目標を達成する上で、社会

子廃棄物処理工程を持っています。工 との貴重なパートナーです。
2021 年 第 36 号 第 3 巻 | 9

ワクチン製造に不可欠なニッケル

ワクチン製造に使用されるタンジェ
ンシャルフロー・フィルトレーション
スキッド

2020年および2021年は新型コロナ COVID-19 により悪いニュースと苦難に満ち
ておりましたが、明るい点として、ワクチン開発により世界的感染症が制御される
望みが出てきました。有効性の高いワクチンが、製薬会社、科学者、及び政府に
より迅速に開発されたことは当世の輝かしい成果の一つとして記憶に残る事で
しょう。
ワクチンが開発された今、次の課題は

ワクチン製造を早めるため業界は‘使

可及的速やかに数億単位の投与量を

い捨て’技術に目を向けました。この方

製造することですが、これまでの製薬

法ではバイオリアクターにポリマー素

会社のワクチン製造能力では十分で
はありません。補助設備としての‘注入
用水’(WFI)や'定置洗浄'(CIP)などを伴

COTTER BROTHERS CORP

うバイオリアクター（生物反応装置）
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材が使用されガンマ線で消毒したの
ち一回使用で廃棄されます。この技法
では注入用水(WFI)や定置洗浄(CIP)
などの補助システムが不要であり、は
るかに短期間で製造開始にこぎつけ

を備えた新たな製薬工場の建設、許

られます。

認可取 得には 18 か月以 上かかりま

従来の製薬工場で最も広く使用されて

す。世界的に感染症が広がる現状に対

いる構造資材はニッケル含有の 316L

応するには時間がかかりすぎです。

(UNS S31603) 系ステンレス鋼ですがよ

り強固な耐食性が必要な場合には高

の一部は膜を通過、即ち浸透液とな

合金ステンレス鋼あるいはニッケル合

り、残りの濾液、即ち残余液は再循環

金が選ばれます。

されます。ワクチン製造においてこの

イオリアクターとして使用されます。こ
の方法では従来よりもステンレス鋼及
びその他の耐食性合金の使用量は少
なくなります。使い捨て技法による製
造により一部ステンレス鋼は使用され

プロセスは精製スキッドで用いられま
す。スキッドの構造フレームは研磨さ
れた 304L 系ステンレス鋼で作られて
おり製品と直接接触する管類は電解
研磨された 316L 系ステンレス鋼で構
成されています。

ませんがニッケル含有オーステナイト

製薬設備はほとんどの場合アメリカ機

ステンレス鋼は引き続きワクチン製造

械学会 ASME BPE (バイオプロセス設

に重要な役割を担い続けます。バイオ

備)規格に基づき作られています。この

リアクターとしてのポリマーバッグは

規格は素材、設計、製作、検査、試験

機械的な支えと温度管理のため‘トー

操業及び認証をカバーしていますが、

ト’(tote)と呼ばれる金属容器に収める

いずれも高い水準の衛生状態が求め

必要があります。このトートは製造環

られています。

境の衛生面及び洗浄可能性の面から

新型コロナ用ワクチンに対する世界の

研磨された 304L (S30403) 系ステンレ
ス鋼でできています。

ワクチン製造に使用される大型矩
形トート

需要は当面続くと見込まれ、従来型の
大型生産設備もやがて建設されると

ワクチン製品の精製は製造工程の重

見られます。これが完成するまでは使

要で必要な過程です。使い捨て製造で

い捨て技法による人命を救うワクチン

は精製はタンジェンシャルフロー・フィ

の迅速な生産が行われることになりま

ルトレーション(TFF)を使って行われま

す。いずれの場合でも、ニッケル含有

す。この技術では濾液が膜表面と平行

合金は引き続き重要な構造材として役

に流れる膜濾過法を採用します。濾液

割を果たして行きます。

COTTER BROTHERS CORP

使い捨て技法ではポリマーバッグがバ
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ニッケル 社交的な金属
ニッケルは鉄、銅、クロム、モリブデ
ン、チタン、コバルト、及びタングス
テンと容易に融合し、有用で不可欠
なエンジニアリング合金を作り出し
ます。

小さいころ通信簿に学校の先生から’ほかの子供たちと仲良く遊びます’といった
評価を書いてもらうようなことがあった頃のことを覚えていますか？

通が利いてほとんど他の金属と合金になるニッケルについても当てはまります。
ニッケル含有合金の種類とその用途の幅広さは比類のないものです。
ニッケルは銅、モリブデン、チタン、鉄、
及びクロムと二元合金（二種の金属成
分）を形成します。また鉄を第３の成
分として加えた三元合金も形成します
が、
これは合金の特性に欠かせないも
のとして鉄を加える場合と、
コスト削減
のために合金の特性に悪影響を与え
ない範囲で添加される場合がありま
す。
更に前述の成分（金属）を多く含む多
元合金もあり、具体的には耐食性ステ
ンレス鋼やニッケルベースの合金が
あげられます。
クロム、モリブデン、その

耐食性ステンレス鋼
及びニッケルベース
合金

多元
合金

三元合金

二元合金

名称

Alloy 400
Cu-Ni 70-30
Alloy B-2
Nitinol
Alloy 36
Nichrome 80-20
Kovar ®
Alloy 80
Alloy 600
Alloy 33
MP35N®
Alloy 188
Alloy 617
316
6% Mo SS
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 718
310
330

ステンレス
鋼種
N04400
C71500
N10665
N01555
K93600
N06003
K94610
N14080
N06600
R20033
R30035
R30188
N06617
S31600
S31254
N06625
N10276
N07718
S31000
N08330

* Approximate composition of significant elements
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これは融

組成
Ni
66
30
72
55
36
80
29
80
75
32
35
22
54
10
18
60
58
52
20
35

他成分によって耐食性が生まれます。
しかしこれらの合金の優れた加工性
及び溶接性をもたらすオーステナイト
微細構造を保つにはニッケルが必要
不可欠です。
他の成分の増加に合わせてニッケル
含有量も高める必要があります。ニッ
ケルの‘社交性’のお陰で様々な耐食性
合金が可能となります。
これら合金なし
では、産業界で使用されるほとんどの
化学品の生産は他の性能が不十分な
金属を使用せざるを得ず、
より困難で
高くつく事になります。

重量パーセント
その他

32 Cu
70 Cu
28 Mo
45 Ti
64 Fe
20 Cr
17 Co, 54 Fe
5 Mo, 14 Fe
15 Cr, 8 Fe
33 Cr, 34 Fe
35 Co, 20 Cr, 10 Mo
40 Co, 22 Cr, 14 W
12.5 Co, 22 Cr, 9 Mo
16 Cr, 2 Mo, 70 Fe
20 Cr, 6 Mo, 55 Fe
21 Cr, 8 Mo, 3.5 Nb, 4 Fe
15 Cr, 16 Mo, 5 Fe, 3.5 W
19 Cr, 5 Nb, 3 Mo
25 Cr, 52 Fe
19 Cr, 1.2 Si, 44 Fe

特性

耐食性
耐食性
耐食性
形状記憶及び超弾性
低膨張
電気発熱体
低膨張
高透磁率
耐食性
耐食性
高張力、耐食性
高温使用
高温使用
耐食性
耐食性
耐食性
耐食性
高張力、耐食性
高温使用
高温使用

インバー、ノーベル賞受賞合金
鉄と炭素の合金である鋼は、室温から台所のオーブンの最高温度である約
260 ℃ (500 °F)までの温度域で膨張し、その大きさを変化させます。多くの場合
エミリオ・セグレ ヴィジュアル・アーカイヴ

この膨張は目立たず、問題になるほどではありませんが、精密測定器や機械式時
計など一部の機器では、この温度域での熱膨張が大きな問題となります。1895
年、スイスの物理学者チャールズ・エドゥアール・ギヨームは、鉄64％、ニッケル
36％の鉄ニッケル合金の膨張係数が他に類を見ないほど低いことを発見しまし
た。この功績が認められ 1920 年にはノーベル物理学賞を受賞しています。この
温度域での膨張や収縮が相対的に少ないことから、invariable（不変）という言
葉に由来して、(INVAR)インバーと名付けられました。
合金中のニッケルが 36％ か ら50 ％

公差で成型するための金型の素材とし

に増加していくにしたがって、熱膨張 て使用されています。片面が低膨張合
率が大きくなります。その結果、特定の

金、もう片面が高膨張合金のバイメタ

温度範囲での熱膨張率を最適化した

ルス材は、熱で作動するスイッチとして

鉄-ニッケル合金のシリーズが開発さ

機能します。また、インバーは極低温

れ、これらは総称して膨張制御合金と
呼ばれています。
これらの合金は、様々なガラスやセラミ

でも強度と靭性を保ち、液化天然ガス

スイスの物理学者でノーベル賞を受賞
したシャルル・エドゥアール・ギヨーム
氏

インバー®は、LNG輸送船の隔膜として
使用されています。

（LNG）の封じ込める膜の材料に使用

ックの膨 張率に合わせることができ、

されています。

電子機器をガスや液体から保護する このように、この鉄ニッケル合金系は、
ためのガラスと金属、セラミックと金 精密測定機器やサーマルスイッチの
属の気密シールを製造することができ

製造、電子機器の保護に重要な役割

ます。航空宇宙用途の複合材を厳しい

を担っています。

膨張制御合金
Fe

K93600

36

bal

Kovar®

K94610

29

bal

Alloy 42

K94100

41

bal

Alloy 52

N14052

52

bal

Co

ローランド・ムーロン・キュヴェ

Ni
Invar 36®

17
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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】

Gei r 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。

Q
A

Q: ステンレス鋼の埋設配管で、配管外面（土側）の防食対策が必要なのか教

えてください。
A: 土壌の種類によって腐食性が異な （S32750）、6Moタイプ（S31254）な

り、また時期によっても腐食性が異な ど、より耐食性の高いステンレス鋼の
るため、これは単純な質問ではありま

使用やペトロラタムテープの巻き付

せん。一般に、埋設された鋼管やタン けなどが選択肢になります。塗装は、

クが腐食するのは、土壌が以下のよう

機械的ダメージには効果がないので

な状態のときです。

通常行われません。

• 高い水分含有量

このトピックに関する有用な参考文

• pH値が4.5未満

献は、以下の通りです：

• 抵抗率が1000Ω・cm未満

ステンレス鋼管の土中腐食試験 -- 10

• 塩化物、硫化物、バクテリアの存在
• 迷走電流の存在

年埋設試験結果報告書は、以下のサ
イトから無料でダウンロードできま

土がよく締まっていて、酸素が排除さ す。 www.nickelinstitute.org

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

れていれば、腐食は抑制されます。地

Pierre-Jean Cunat著、
「土壌およびコ
下水面より高い位置にある水捌けの ンクリート中のステンレス鋼」は、以下
よい土壌は、長時間水分を保持する のサイトからは無料でダウンロードで
土壌よりも腐食しにくくなります。また、 きます。
海域や凍結防止塩が施される道路に
隣接する土壌に塩化物が含まれてい

www.nickelinstitute.org/library/

ることも問題になります。そして、有機

ニッケル誌のバックナンバーの検索：2009年7月号

物や硫化物は、微生物の活動を活発

以降のニッケル誌を掲載（英語版のみ）

化し、微生物腐食（MIC）を引き起こ

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

す可能性があります。

@NickelInstitute

ほとんどの場 合、SUS 316L（U NS

LinkedInでつながって下さい

S 316 0 3）が 適 切 な 合 金となりま

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

す。しかし、排水性の良い埋め戻し
材 で 腐 食 性 を 緩 和 で きな い 場 合
や、塩化 物 などの腐 食 性 物 質があ
る場合は、2205（S32205）、2507
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www.worldstainless.org

新刊案内
AISCは2冊の新しいステンレス鋼規格

ラプロジェクトにおいて、ステンレス鋼

書を発行

の優れた特性を最大限に活用すること

AISC（米国鉄骨構造物学会）は、新た

ができます。これらの規格は、より厚い

に2つのステンレス鋼の規格を発行し ゲージの熱間圧延および溶接ステンレ
ス鋼形鋼の構造用途に関する米国初
ました。
ANSI/AISC 370-21 Specification for
Structural Stainless Steel Buildings
および A NSI /A ISC 313-21 Code of

の仕様であるため、重要な意味を持っ
ています。AISC規格は、国際的にも多く
の地域の構造エンジニアによって使用

Sta nda rd Pract ice for St r uctura l

されています。

Stainless Steel Buildings は、以下の

ニッケル協会とチーム・ステンレスのコ

サイトから無 料でダウンロードでき ンサルタントであるナンシー・バドゥー
ます：w w w.aisc.org/publications/ （英国鉄鋼建設協会）とキャサリン・ホ
steel-standards/

ウスカは、鉄鋼生産者や製品メーカー

これらの待望の規格が利用可能になり、 とともに、過去3年間にわたりAISCと緊
エンジニア、材料仕様書作成者、設計

密に協力して、この重要な新規格策定

者は、建造物や橋梁などの大型インフ 作業を進めてきました。

新刊ビデオ： クリーンエネルギーを可能にするニッケル
ニッケル協会は、気候変動対策に役
立つ技術にニッケルがどのように貢
献しているかを紹介した楽しくてダイ
ナミックな短 編ビデオを作成しまし
た。このビデオは、ニッケル産業がそ
の責任を果たし、さらに多くのことを
行う必要があることを認識し、クリー

ンエネルギー技術において重要な役
割を果たす製品を生産していること
を紹介しています。このビデオはニッ
ケル協会のYouTubeチャンネルと次
のウェブサイトからご 覧いただけま
す：nickelinstitute.org

UNS DETAILS

Chemical compositions (% by weight) of the alloys and stainless steels
mentioned in this issue of Nickel.

UNS

C

Cr

Cu

Fe

Mn

Mo

N

Ni

P

S

Si

S30403
11 頁

0.03
以下

18.020.0

-

残分

2.00
以下

-

-

8.012.0

0.045
以下

0.030
以下

1.00
以下

S30888
2頁

0.03
以下

19.522.0

0.50
以下

残分

1.02.5

0.75
以下

9.011.0

0.03
以下

0.03
以下

0.65
1.00

S31254
14頁

0.020
以下

19.520.5

0.501.00

残分

1.00
以下

6.06.5

0.180.22

17.518.5

0.030
以下

0.010
以下

0.80
以下

S31603
5,10,11,14,16頁

0.030
以下

16.018.0

-

残分

2.00
以下

2.003.00

-

10.014.0

0.045
以下

0.030
以下

1.00
以下

S32205
14頁

0.030
以下

22.023.0

-

残分

2.00
以下

3.003.50

0.140.20

4.506.50

0.030
以下

0.020
以下

1.00
以下

S32750
14頁

0.030
以下

24.026.0

-

残分

1.20
以下

3.05.0

0.240.32

6.08.0

0.035
以下

0.020
以下

0.80
以下
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フランスの街アルルに、ご当地の新たな呼び物となる、高さ56mの斬新で印象
的な建造物が出現しました。そのねじれたファサードは、不規則に配置された
11,000 枚のステンレスパネルで構成され、円形のガラスドラムから突き出たガ
ラスの出窓がアクセントになっています。プリツカー賞を受賞した建築家フラン
ク・ゲーリーが設計したこの建物は、周囲の風景と、おそらくそれぞれの時代に
おいてアルルの最も有名な住民であった古代ローマ人や画家フィンセント・ファ
ン・ゴッホへのオマージュを表しています。この「クリエイティブ・キャンパス」の
拠点は、1986 年に空き地となった旧鉄道会社用地を利用しています。

© エイドリアン・デューエルト

© イヴァン・バーン

光り輝くアイコン、
リュマ・アルル・タワー

円筒形の台座は、紀元 90 年に建て
られたアルルの2層式ローマ円形劇
場を想起させます。ステンレスで覆
われた上層部は、フィンセント・ファ
ン・ゴッホが 1889 年にサンポール・
ド・モーソルの精神病院に入院して
いたときに描いた「星月夜」からイ
ンスピレーションを得ています。
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ゲーリーは、
「新しいビルのファサー 述べています。
ドは、アルピーユ山脈 の石灰 岩の峰
こ の 建 物 は 、2 2 0 トン の タ イ プ
からインスピレーションを得ています。
316L（UNS S31603）を用いてパターン
それぞれのパネルが異なる光を反射
のあるステンレス鋼板で覆われていま
するため、建物は見る人が移動するた
びにその表情を変えます。ステンレス す。パターンをつけたステンレス鋼は、
鋼製のパネルは、この地域の石造建 冷間圧延工程で特定のパターンがシー
築の伝 統と、この場所にあった産 業 トにエンボス加工されています。このエ
遺産を同時に参照したものです」 と、 ンボス加工により、鋼板の張力が解放
このタワーについての自分の視 点を され、究極の光の反射率が実現します。

