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強度が問われるとき
建築基準
安全な建築物及び構造物

厳しい環境用ステンレス鋼
ケーブル

新しいサン・ジョルジオ高架橋
より強く、
より安全に

チャタヌーガボイラー・タンク会社

ケーススタディ24
ワシントン
（D.C.）地下鉄
ワシントン首都圏交通局(WMATA)地下鉄は一日 60 万人以上の乗客が利
用し、ヴァージニア州、メリーランド州及び首都ワシントン地域に91の駅
があり、乗客の多さでは米国全土で2番目です。全線にわたるエスカレー
屋根の耐荷重要素は 10 % ニッケルを
含むオーステナイトの 316L ステンレス
鋼でできた長方形の空洞構造部分か
らなります。

ターを更新するメンテナンス事業の一環として屋根のない地下鉄入り口に
人目を惹くステンレス鋼製の素屋根の敷設工事が行われています。これは
外気に晒されているエスカレーターを激しい天候時に雨、雪、塩分から守
り、エスカレーターの信頼性及び乗客の利便性を高めるものです。
地下鉄への入り口を直ぐにそれと分

部分は工場で 組み立てられ 、現 場

かる優雅な屋根は、ステンレス鋼と まで陸上輸送された後、地下鉄運行
ガラスを使用し、アーチ形の格間の
ある伝 統的な地下鉄 駅の天井を彷
彿させるデザインになっています。各
屋根は半円形のステンレス鋼フレー
ムに支えられたガラス張りで、主要
な梁は胸壁の真上で先細となってい

への影 響を極力なくすために夜間
に素早くボルト連 結されます。各駅
の独特の特 徴を生かすためのデザ
インが施されています。316L

(UNS

S31603)ステンレス鋼は優れた耐食

る対角線状の支柱により支えられて 性、メンテナンス必要性の低さ及び
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います。

表面仕上げの魅力などから交通ハブ

モジュール設計された屋根の大きな

の構造物に理想的です。

論説
ニッケルの強さについて

強度は極めて重要です、というのも強度不足により様々な支障が生じるからです。
強度はニッケルが様々な素材にもたらす重要な特性の一つです。

“素材の強度とは荷重に対し破損あるい
は変形することなく耐えられる能力です”

キンズマン

ニッケルには強度、延性及び靭性という有用な性質を併せ持っています。これは
繰り返される衝撃に耐える必要のある航空機の着陸装置などの高負荷の用途に
は不可欠なものです。この分野ではマレージング鋼（超硬度鋼）が金属疲労を防
ぎ、大惨事となる破損を避ける上で、極めて重要な役割を担っています。

ステンレス鋼は 100 年以上にわたりランドマーク的な建造物に効果的に使用され
てきました。しかし今日になってようやくステンレス鋼のデザイン・コード（設計基
準）が発表されました。これはステンレス鋼と炭素鋼の特性がそれぞれ異なるた
め必要となったものです。
米国鉄骨構造物学会（American Institute of Steel Construction）の新たな設計
規格は使いやすく経済的な設計仕様を規定しており、設計者や構造エンジニア
が強構造物プロジェクトに容易に、効率的にステンレス鋼を使用できるようにして
います。
またステンレス鋼は強さの象徴でもあります。スペインの彫刻家ホルディ・ディエ
ズ氏はステンレス鋼のユニークさが彼の作品に力と表現力を与えてくれると言って
います。これらの特性は最近彼が製作したテニスの伝説的プレーヤーであるラフ
ァエル・ナダルが最大の武器である左のフォアハンドを打つ彫刻に完璧に具現化
されています。

二コール

ステンレス鋼に含まれるニッケルは耐食性を高め、硬く延性のある強固な溶接を
可能にし、その結果ステンレス鋼は強固で耐久力のある構造物に確実に使用され
るようになっています。新しいイタリーのサン・ジョルジオ高架橋などがこの例で
す。レンゾ・ピアノ氏の設計によるこの橋はステンレス鋼鉄筋の使用により機械的
強度と耐食性を保証しています。大惨事となった前の橋の崩壊を経て再建された
この橋の鉄筋は耐久性を確保するのに極めて重要です。

2205 (S32205) 系の継手と支持アー
ムを使用した 316 (UNS S31600)系
ステンレス鋼ケーブル及びロッドが
中国ポリグループビルのステンレス
鋼ケーブルネットのカーテンウォー
ルに使われました。

クレア・リチャードソン
ニッケル誌 編集長
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が変わらない世界初の超弾性合金を偶然発見しました。
Yang Yong 教授らの研究チームは、
「高エントロピー・エルビナ合金」と呼ば

寄稿者、Nancy Baddoo、Gary Coates,
Richard Matheson、Geir Moe、Kim Oakes、Benoît Van
Hecke、Odette Ziezold

れ る Co25Ni25(HfTiZr)50 が、非常に広範囲の温度にさらされても弾性係数を維

デザイン： Constructive Communications

持することを発見しました。これは、この合金の剛性が温度に対して不変である

記載事項は読者に対する一般情報としてまとめられたもので、
これに基づく具体的適用もしくは判断根拠とすることにつきま
しては専門的意見を聞いてください。記載事項は技術的に正
確であるとされていますが、ニッケル協会、
その会員、職員及び
コンサルタントはこれら事項の一般的あるいは特定目的の適
用についての適合性について保証するものではなく、記載に関
するあらゆる責任・責務を負うものではありません。

ということを意味します。
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下でも強度を保ち、影響を受けないので、将来、宇宙ミッションで幅広い温度
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この特性は、急激な温度変化が予想されるデバイスに有効なものです。
「月面
の温度は 122 〜 -232℃ であることが分かっています。この合金は過酷な環境

Yang 教授は話しています。
この研究成果は、学術誌「Nature」に掲載されました。

磁気優先
株式会社デンソーは、鉄とニッケル原子の配列により磁性を持つ鉄ニッケル
超格子磁性粉の人工合成に世界で初めて成功しました。これはネオジム磁

毒性の無い検
出器

石と同等、もしくはそれ以上の強い磁力を持っています。同社は、電気自動車
向けキーコンポーネントの競争力強化のため、この安価で高性能な磁石を早
ければ5年後には小型モーターに、そして将来的には駆動用モーターに採用
NANO LETTERS 2021, DOI: 10.1021/ACS.NANOLETT.1C02336から引用

していく予定です。世界的な自動車
部品メーカーが量産を開始する一
方で、トヨタグループのアイシンは
2025年までに電気ユニットなどの
グローバル・サプライ・システムを
確立することにしています。

絶好調
韓国のSK On社は、世界で初めてニッケル含有率90％レベルのNCM9電池の
実用化に成功しました。NCM（ニッケル・コバルト・マンガン）は正極の3大
材料を表し、9はニッケルの比率を表しています。受賞もしているこのイノベ
ーションは、ニッケルの含有量が多いためより高いエネルギーと電池の出力
を得られますが、最終製品の安全性を確保するための高度な技術開発が、
解決を必要とする課題でした。電池のテストを経て、フォードの伝説的なピッ
クアップトラックであるF-150ライトニングに初めて電気自動車として搭載さ

S. Chang、S. Ren らは、重金属を含ま
ない金属－有機構造体(MOF)を用い
てフレキシブルなX線検出器および撮
像 装置を作ろうと考えた時、革新的
な解決策としてニッケルに注目しまし
た。従来、放射線検出器には、鉛やカ
ドミウムなどの使用が制限される金属

れ、市場に投入される準備はできています。発売前に20万台近い予約が入っ

が含まれていました。研究者たちは、

ており、このモデルの継続的な高性能と耐久性が注目されています。

塩化ニッケル塩とジスルフィド還元剤
である DABDT を混ぜた溶液を作りま
した。研究チームは、DA BDT 分子を
ニッケルで結合させた MOF を柔軟な
プラスチック表面の金 薄膜電 極で挟

© 2022 フォードモーターカンパニー

み込み、電流を流すのには銅線を使
いました。検出器の上にアルミニウム
で作った文字「H」を置いてX 線を照
射したところ、Hの下の電流出力が大
幅に低下しました。研究者らは、この
SK On の NCM9 バッテリーが CES 2022 イノベーションアワードの 2 部門「車載
エンターテインメント＆セーフティ」、
「エンベデッドテクノロジー」で受賞しま
した。

概念実証デバイスは次世代の放射線
検出のための有望な進歩であるとし
ています。
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建築基準法
構造用ステンレス鋼の高規格化
主に国際規格や国内規格のおかげで、ビルや橋が突然壊れるということは、幸い
なことにめったにありません。構造物は、建築基準で定められた技術および品質
レベルで製造された製品を使用して作られているからです。
建 築・建設設計基準は、その地域社
会のために安全で持続可能な建築環
境を実現するためのベストプラクティ
ス、手法、技術的要件を成文化したも
のです。基 準は合意 形成プロセスを
経て策定されます。つまり材料メーカ
ー、加工メーカー、製造メーカー、設計
者、研究者、業界団体、ユーザー、規
制当局など、それぞれの対象分野に精
通した人々の知恵が凝縮されているの

A NSI /A I S C 370 は構造 用ステン
レス 鋼 の 米 国 初 の 設 計 仕 様 で
す。2021 年に発表されました。

です。
設計基準の要件はしばしば経済性と
使いやすさの折り合いをつけるとい
う困難な過程を経て決まります。また、
設計基準が包括的であること、構造、

ものです。
これが昨年までの米国における構造
用ステンレス鋼を設計する際の状況で
あり、市場の大半を占める溶接部、熱
延部、中空部といった大半の構造部に
は、ステンレス鋼の設計仕様が存在し
ませんでした。その結果、エンジニアや
その顧客にとって、構造基準や承認規
定のある他の鋼鉄、アルミニウム、木
材、FRP、コンクリートなどを使う方が、
はるかに簡単で安く、そして時間もか
からなかったのです。このような状況
が、ステンレス鋼の市場拡大と普及の
大きな妨げになっていました。

材料、よくある荷重シナリオの範囲に

米国鉄鋼構造物学会 (AISC) の構造設

入っていること、そして過剰設計や貴

計基準やそれに準じた仕様が、北米・

重で有限な資源の浪費とならないよう 南米、そして中東、さらには中国でのプ
過度に保守的でないことも重要です。

ロジェクトの約3割に採用されています。

基準がないと、時間とコストのかかる ステンレス鋼業界が話し合いを始めて
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例外基準を関係建設当局から取得し

から 10 年後の  2018  年になって、つい

なければならず、それは多忙な設計者

に AISC は構造用ステンレス鋼の完全

にとっては往々にして受け入れがたい

な ANSI（ 米国国家規格協会）設計基

錬技術者、設計者、学識経験者が参
加する AISC 構造用ステンレス鋼委員
会の設立をもって作業が開始されまし
た。新しい設計ルールの作成には、英
国の鉄骨建築協会が主導的な役割を
果たしました。これは過去 30 年余りに
わたって世界中の大学で行われてきた
重要な構造研究に基づくもので、すで
に構造用ステンレス鋼の欧州規格の
規則を策定する際に、その基礎として
使われていました。

が取り除かれ、ニッケル含有オーステ
ナイト系および二相ステンレス鋼が世
界市場で使用される可能性が広がるも
のと期待されています。
この標準化作業のメリットは、建物や
関連構造物にとどまりません：このス

ステンレス構造物

ステンレス鋼の加工、溶接専門家、製

鋼の設計における長年の大きな障害

テンレス鋼の設 計ル ールは、世界 的
に使用されていますが、現在はステン
レス鋼の構造設計情報を含んでいな
いA NSI/A ISC N690、原子力施設向

オーステナイト系ステンレス鋼レー
ザー溶接 I形ビームおよびチャンネ
ル

けの安全関連鉄骨構造仕様、の中で
参照されるとの期待があります。さら
に、AASHTO（米国全州道路交通運

その 3 年後、新しい設計基 準A NSI /

輸行政官協会）の支援の下に ANSI/

AISC 370-21 構造用ステンレス鋼建築

AISC 370 の規則を修正し、米国内の

物が発表されました。この最新の、使

二相ステンレス鋼の高速道路、歩道橋、

いやすくて経済的な設計仕様が利用

鉄道橋の設計に使用できるようにする

可能になることで、構造用ステンレス

作業 が開始されています。

米国ジョージア州バーク郡にある
ボグル原子力発電所（3、4 号機）
の格 納 容 器内の 受 動 冷却システ
ムに、ステンレス鋼製の支持構造
が採用されました。タワーは高さ
9.1m、一辺 3.4m の四角形で、材質
は二相ステンレス鋼 UNS S32101で
す。

プレミアインダストリアル╱ウエスティングハウス

準を作るという意向を表明しました。
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新しいサン・ジョルジオ高架橋
より強く、
より丈夫に
2018 年 8 月に発生したジェノバのモランディ高架橋の崩落事故の後、第三者
機関の報告書はこの致命的事故の背景にあると思われる原因として橋のメン
テナンス不良と設計・施工上の欠陥を指摘しました。主な原因は、塔の1つの南
側支柱の上部にあるケーブルの腐食とされています。また、定期的な点検も不
ステンレス・スチール・センター

十分で、ケーブルの劣化の実態を十分に把握することができていなかったとさ
れています。

炭素鋼とステンレス鋼を併用して、
コンクリート中に浸漬した状態で接
触させても、腐食のリスクが高まる
ことはありません。

モランディの事故の時 から、橋の設

が高まることはありません。

計における堅牢性、耐久性についての

必要な部分を補強

意識は高まって来ました。ジェノバの

ステンレス鋼は、大気中の物質に最も

新しいサン・ジョルジオ高架橋（後継

さらされる構造要素の腐食や割れ、剥

となった橋）は Renzo Piano が設計
し、2020 年に開通しました。元の橋
の斜張橋とは異なりこの橋はステン
レス製の補強材を使用し、機械的強

うな非常に厳しい環境条件において
は、適切な特性を持つ材料を使用す
る必要があります。ステンレス鋼を使
用しない場合、外的要因によって炭素

ます。

鋼の鉄筋が腐食して体積が増加し、時

レス鋼が指定されました。例えば、歩
道橋のゾーンにはステンレス鉄筋が選
ばれ、橋梁のデッキコアに近いスチー
ル鉄筋の隣に配置されました。コンク

ステンレス・スチール・センター

実際、海洋構造物や港湾構造物のよ

度だけでなく耐腐食性も保証してい

設計段階で最も重要な部分にステン
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落に対する保護機能を持っています；

間の経過とともにコンクリートにひび
が入り、構造物がさらに劣化すること
になります。
コンクリート構 造 物の 外 面で、コン
クリート被覆が薄いため腐食にさら
される部分に、直径の異なるタイプ

リート中に浸漬した場合、画像のよう

304L（UNS S30403）/1.4307 ステン

に炭素鋼とステンレス鋼を接触させて

レス鋼の鉄筋が配置されました。露出

併用しても、炭素鋼の腐食の危険性

が問題とならない部分（例えばコンク

リートの大部分）では炭素鋼鉄筋で構

総所有コスト(TCO)にとって有益でも

造的な安全性を確保しています。

あります。

長期的な価値

厳しい海洋環境に対応するため、ステ

サン・ジョルジオ高架橋には、9000 ト
ンの炭素鋼鉄筋と、さらに 250 トンの
ステンレス鋼鉄筋が使用されていま
す。このたった3％という比率は、腐食
環境にさらされる鉄筋コンクリートの

ンレス鋼は橋梁のメンテナンスコスト
を大幅に削減し、長期的にみて最も経
済的なソリューションであることが証
明されています。また、海洋環境にお

プロジェクトで見られる1～ 5％ の範囲

ける重要な利点として優れた機械的強

の典型的な数値です。このような比率

度、高い延性、地震発生時の優れたエ

を守ることは、インフラプロジェクトの

ネルギー吸収能力が挙げられます。

完成後（上）と建設中（左）のスタ
イリッシュなサン・ジョルジオ高架
橋では、重要な部分のみに約 250 t
の SUS304L 鉄筋が使用されていま
す。
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ステンレス鋼ケーブル
過酷な環境に耐える

重力に逆らって重い物を持ち上げるためには、それに合った機器を使用すること
が重要です。建設業、海洋事業、油田掘削プラットフォーム、建築、自動車など多
ステンレス鋼ワイヤーロープおよ
びケーブルは、石油・ガス、建設、建
築、自動車、パルプ・製紙、食品加
工、繊維など多くの産業で使用され
ています。

くの用途で、効率と安全のために日々活躍しているのが、丈夫な金属ワイヤーケー
ブルとロープです。
ワイヤーロープという用語は、しばしば

は、孔食や酸に対してさらに優れた耐

ワイヤーケーブルと同じ意味で使われ

性を持つタイプ 316（S31600）ステン

ます。しかしながら、一般的にワイヤー レス鋼ワイヤーロープが適しています。
ロープは直径3/8インチ（9.5mm）以 このタイプは、海洋用途のほか、パル
上のものを指します。これより小さいサ プ・製紙、食品加工、繊維など化学物
イズのものはケーブルと呼ばれます。

質が多い産業でも活躍しています。ス

鉄鋼業界は、ステンレス鋼と亜鉛メッ テンレス鋼ワイヤーロープとケーブル
キ炭素鋼に二分されます。亜鉛メッキ は、480 °C (900 °F)までの温度で使
炭素鋼に比べ、ステンレス鋼ワイヤー 用することも可能です。

ロープは、海洋や塩水環境などの厳し あらゆるプロジェクトに適したステンレ
い条件下でも耐久性と耐食性に優れて ス鋼ケーブルを選択する上で重要な役
います。

目を果たすのは環境条件、作業負荷限

ニッケル 含 有の タイプ 3 0 4（ U N S

界（WLL）、引張強度です。石油掘削

S30400）は、ワイヤーロープやケーブ 装置から橋のバリア、子供の遊び場か
ルに最も多く使用されるステンレス鋼 らヨットまで、ステンレス鋼ケーブルは、
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種です。亜鉛メッキワイヤーロープと

実用的で堅牢な解決策を与えてくれる

ほぼ同じ強度を持ち、耐食性ははるか

だけでなく、デザインの美的側面でも

に優れています。腐食性の強い環境で

貢献する丈夫な素材です。

重要なコネクション
（結合の重要性）
丈夫なボルトの利点
過荷重、金属疲労または腐食によるボルトの破損は、非常に高くつく結果になり
かねません；特に修理中に重要な操業を休止せざるを得ない場合はそうです。
結合材には様々な合金鋼があります、 の構造部材の接合に使用されています。
従って具体的な用途の詳細を理解した

長期的なコスト優位性

うえで破損を避けるべく適切な鋼を選

ステンレス鋼結合材は同等の炭素鋼製

択するのが重要です。荷重の大きさの

に比較し高価ですが、過酷な用途にお

みならず、接続部分へのアクセス、環境

いては長寿命とメンテナンスの少なさ

（温度、浸水度、腐食性）及び結合され

は初期投資の大きさを遥かに上回る

る素材などについても検討が必要です。 経済的メリットがあります。
再利用性及び設置工程も考慮すべき

例えば、2019 年にロンドンのヴィクト

重要事項です。故障のない寿命と低い リア時代の下水トンネルの補修強化の
ライフサイクルコスト（生涯費用）を確

ために建設されたステンレス鋼橋と付

実にするためには用途にあった品質と

随するライナーに約 6000 の二相ス

特性のものを選ぶことが肝心です。

テンレス鋼及びスーパー二相ステンレ

ステンレス鋼結合材は、水処理、風力
発電、化学品処理、海洋、そして海中
装置など炭素鋼の結合材では不十分
となる過酷な用途に広く使われていま
す。結合材には様々な合金や型があり、
異なる強度や耐食性の程度、また高温
及び低温での作動といった機能の異な
るものから選べます。

ス鋼 結 合材が 使 用されました。この
プロジェクト推進による中断及びアク
セスの悪さから低メンテナスコスト及
び 120 年の設計寿命は必須でした。
それに加えてこの構造はコンパクトで
ありながら大きな荷重に耐えうる必要
がありました。従って通常5から7%の
ナンシー・バドウ―

過酷な用途に不可欠

ポルトガルのポルト空港におけるス
テンレス鋼屋根のブレース接続

ニッケルを含む高強度二相ステンレス
鋼ボルトを使うことは当然の選択でし
た。高強度二相ステンレス鋼の活用は

ステンレス鋼部材の接合に不可欠であ

接合部の小型化、素材及びコストの削

るだけでなく、ステンレス鋼ボルトは亜

減、現場の建設作業効率の向上に加

鉛メッキ鋼やアルミ部材の接合にも適

え、資材の取り扱いが減少することに

しています。例えば、海上石油掘削プラ より健康面や安全性が向上するという
ットフォームのヘリコプター発着デッキ メリットをも意味しました。
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マレージング鋼（超硬度鋼）
高強度と靭性
優れた伸長特性を持つ高張力鋼に対する需要の高まりが1950年代終わりにイン
コ社のC. ビーバー氏によるマレージング鋼の開発をもたらしました。
‘マレージング’との用語は‘martensite(
マルテンサイト)'と' ageing (時効)'の二
語を合わせたものです。これは熱処理
(ageing)により強化されたマルテンサ
イトのミクロ構造をもつ低炭素鋼群で
す。いくつかの変異種がありますが主
たる合金元素は最大含有量 18 % のニッ
ケルであり副次的な合金元素はコバル
ト、モリブデン、チタン、及びアルミニウ
ムです。
この鋼種は18Niマレージング鋼として
知られています。もう一つコバルトを含
まずより廉価なマレージング鋼の種類
もありますがこれは強さが劣ります。最
も一般的な 18 Ni マレージング鋼の品
種を典型的な成分及び熱処理による
機械的特性と共に下の表に示していま
す。
表では伸長特性を1平方インチ当たり
の千ポンド単位であらわした数字によ
り分類しています。炭素含有量が低い

マレージング鋼の高い重量比強度
は航空機着陸装置に最適な選択肢
となります。

ためマレージング鋼は機械処理が容
易となっています。熱処理を施した場
合、
マレージング鋼の寸法の変化は極
めて少なく、従ってしばしば熱処理前に
最終的な寸法に近いところまで機械処
理されます。
マレージング鋼の高強度、靭性、及び
優れた延性により以下の用途に活用さ
れています。
• 強度の劣る鋼で作った時より薄いミサ
イルやロケットのモーターケース
• 航空機―着陸装置部品、高性能のシャ
フト、ギヤー、及び締め具
• レジャー関係―自転車車体、ゴルフク
ラブヘッド、フェンシングの剣
• モータースポーツークランクシャフト、
ギヤー、シャシー部品、トーションバー
追 加 情 報は当協 会 が 新たに発 行
した、Maraging steel-A review of
commercial  alloys and their properties.
でご覧いただけます。

マレージング鋼―主要合金元素及び機械的特性―エージング状態

品質

ステン
レス鋼
種

C-200

降伏強度
メガパスカル
(ksi)

伸長
率
%

シャルピー
衝撃
ジュール
(ft-lb)

硬度
ロックウェ
ル硬さ

Ni

Co

Mo

Ti

Al

Fe

抗張力
メガパスカル
(ksi)

K92820

17.019.0

8.09.0

3.03.5

0.150.25

0.050.15

残分

1448(210)

1413(205)

12

49(36)

43-48

C-250

K92890

17.019.0

7.08.5

4.65.1

0.300.50

0.050.15

残分

1793(260)

1758(255)

11

27(20)

48-52

C-300

K93120

18.019.0

8.09.5

4.65.2

0.550.80

0.050.15

残分

2035(295)

2000(290)

11

23(17)

50-55

C-350

K93540

18.019.0

11.512.5

4.65.2

1.251.50

0.050.15

残分

2413(350)

2344(340)

7

11(8)

55-60
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価値ある新合金
の探求
従来から新しい合金の開発は、費用がかかり効率の悪い、また時間のかかる、
試行錯誤の繰り返しでした。新しい合金の組成を決めるために冶金学の知識が
使われ、既存の合金よりも高い特性を得るために成形や熱処理の手順が決めら
れます。そして、何度も試作品を溶かしてはテストし、特性を微調整していきます。
約  20 年前、物理的な実験から仮想的 ですが、一般的には高張力 AISI 4340
なシミュレーションに移行するために、 合金鋼が使用されています。フェリウ
統合計算材料工学（ICME）が開発さ ム S53 は、この合金に匹敵する機械的
れました。ケステック・イノベーション

ニッケルを含有するフェリウム 64
は、その超高強度、高破壊靭性によ
りトランスミッションギアに応用され
ています。

特性を有していますが、さらには耐候

ズ社は、この方法論を応用して、ニッケ 性という付加的な利点をも有しており、
ルを含む何種類かの合金の特性を向 カドミウムコーティングなどの防食処

上させました。

理が不要となります。

空飛ぶフェリウム

また、AISI   9310 などの高性能歯車用

ケステック社は、ニッケルを含有する

鋼に代わるものとして、ニッケルを含

高強度耐食鋼「フェリウム(Ferrium)

有するフェリウムC64が開発されまし

S53」を開発しました。これは、ICME

た。超高強度、高破壊靭性、優れた耐

にて設計した材料として初めて、航空

疲労性と耐熱性を兼ね備えています。

宇宙材料規格（AMS）と米運輸省連

回転翼航空機やレースカーのトランス

邦航空局の作成している金属材料特

ミッションギアなどの重要な航空宇宙

性の開発と標準化（MMPDS）という

および自動車用途、さらにエネルギー

規格の認定を受けた合金で、現在、米

用途に適用されます。

国空軍のT-38練習機の安 全上 重要
な着陸装置として採用され飛んでいま

ICMEは、重要な用途に向けたニッケ

す。フェリウムS53は、航空宇宙構造用

ル含有マルチ合金の開発をより迅速

やその他の用途のための超高強度鋼

に行うことを可能にします。

ステン
レス鋼
種

C

Cr

Ni

Co

Mo

W

V

Si

Mn

Cu

Fe

フェリウム
S53

S10500

0.21

10.0

5.5

14.0

2.0

1.0

0.30

-

-

-

残
分

フェリウム
C64

K92731

0.11

3.5

7.5

16.3

1.75

0.2

0.02

-

残
分

4340

G43400

0.40

0.8

1.8

-

0.25

-

-

0.2

0.7

-

残
分

9310

G93106

0.10

1.2

3.2

-

0.11

-

-

0.2

0.55

-

残
分

典型的な
組成
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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：構造用合金鋼で部品を製作し、塗装もしています。ステンレス鋼を使いた

いのですが、304Lや316Lは強度が低いので板厚の大きなステンレス鋼板が
必要となり、非常に高価になってしまいます。他にもっと適したステンレス合金

はないのでしょうか？
A: SUS304/304L（S30400/S30403） す。これらの二相ステンレス鋼は、SUS

とS316/316L（S31600/S31603）はニ

304/304Lおよび316/316Lの 約2倍

ッケル含有オーステナイト系ステンレ の最小降伏強度を持っています。これ
ス鋼で、焼鈍状態では最小降伏強度 らの二相ステンレス鋼は、世界中の山
が30ksi（205MPa）にしかなりませ

ん。炭素鋼や高強度低合金構造鋼の
最小降伏強度の範囲は、36 ksi(250
MPa）から50ksi（345MPa）に及んで
います。
オーステナイ

ト組織とフェライト組

間部、都市部、臨海部 の多くの橋梁
に使用されています。
3種の二相鋼と2種の鋼種を比較した
ものを下表にまとめてあります。
二相ステンレス鋼に関する詳細は、ニ

織がほぼ 同量で構成されたミクロ ッケル協会発行の「二相ステンレス

オンライン版ニッケル誌

組 織を有 する、二 相 鋼と呼 ばれる

鋼使用実践ガイド(10044)」に記載さ

ニッケル含有ステンレス鋼がありま

れています。

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

一般名

UNS
ステン
レス鋼
種

www.nickelinstitute.org/library/

代表的な組成(%)
C

Cr

ニッケル誌のバックナンバーの検索：2009年7月号

LinkedInでつながって下さい
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N

Y.S.

T.S.

EL%

21

1.5

0.4

5

0.22

65
(450)

94
(650)

30

2304

S32304

0.02

23

4

0.3

2

0.14

58
(400)

87
(600)

25

2205

S32205

0.02

22

5

3.0

1.5

0.18

65
(450)

95
(655)

25

炭素鋼

ニッケル協会You Tube チャンネルで
www.youtube.com/user/NickelInstitute

Mn

0.02

ニッケル協会のページをご覧ください

ニッケル関連のビデオが見られます

Mo

S32101

www.nickelinstitute.org/library/

@NickelInstitute

Ni

二相鋼

以降のニッケル誌を掲載（英語版のみ）

Twitterでフォローしてください

ksi (MPa) min.
引張特性
ksi (MPa) 最小値

ASTM A36

0.20

-

-

-

1.0

-

36
(250)

58
(400)

23

ASTM
A572 Gr 50

0.20

-

-

-s

1.0

-

50
(345)

65
(450)

21

マイケル・オルリー・ピアース
(1934-2022)
マイケル・ピアース氏は2022年1月7
日、88歳の生涯を閉じました。ファルコ
ンブリッジ・ニッケル・マインズ社で長
いキャリアを持ち、1984年にニッケル
協会の設立に専務理事として重要な
役 割を果 たし、その 後19 9 6 年から
2000年まで会長を務めました。同氏
は協会の国際認知度を高めること及び
会員確保の役目を担い、親しみを持っ
て（頭文字の）MOPの愛称で知られて
いました。冶金エンジニアであったマイ
ケルは、1957年にトロント大学の工学
部を卒業し、1958年に修士号を取得し

ました。かつての同僚からも高い評価
を得ております。高い倫理観を持ち、
常に敬意を払い、礼儀正しく、他人の
能力を引き出す能力に長けていました。
彼は、完璧なプロフェッショナルである
と同時に、思慮深い指導者でありリー
ダーであったと記憶されています。現ニ
ッケル協会会長のハドソン・ベイツ博
士は、
「1984年にマイケル・ピアース氏
が描いたニッケル協会設立時のビジョ
ンは、今日のニッケル協会運営の基礎
となる青写真の作成に貢献しました」と
述べています。

新刊案内
オーステナイト系クロムニッケルス

に更新されました。ニッケル高強度鋳

テンレス 鋼 - 高 温で の工学 的 特 性

鉄は、非常に優れた耐摩耗性で知ら
(2980)は、インコ社が発行したオリ れており、鉱業、電力、セメント、浚渫、
ジナル版を復 刻したものです。一 般 鉄鋼業などで色々な用途に使用され
的なオーステナイト系ステンレス鋼の

1080 °C (2000 °F)までの材料特性
を収録しています。
ニッケル高強度合金鋳鉄の特性と用
途(11017)は、ニッケル高強度鋳鉄に
関する有益な刊行物の第2版で、新た

UNS DETAILS
UNS

ています。
技術者、設計者、エンドユーザーにと
って貴重な参考資料となります。ダウ
ンロードはこちらから
www.nickelinstitute.org

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

C

Cr

Cu

Fe

Mn

Mo

N

Ni

P

S

Si

S30400
10,14頁

0.08
max

18.020.0

-

残分

2.00
max

-

-

8.010.5

0.045
max

0.030
max

1.00
max

S30403
8,9,14頁

0.03
max

18.020.0

-

残分

2.00
max

-

-

8.012.0

0.045
max

0.030
max

1.00
max

S31600
3,10,14頁

0.08
max

16.018.0

-

残分

2.00
max

2.003.00

-

10.014.0

0.045
max

0.030
max

1.00
max

S31603
14,16頁

0.030
max

16.018.0

-

残分

2.00
max

2.003.00

-

10.014.0

0.045
max

0.030
max

1.00
max

S32205
3頁

0.030
max

22.023.0

-

残分

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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XAVIER PLADELLORENS

人間の強さを表す記念碑
テニスのグランドスラム大会、男子シングルスで史上最多の 21 回の優勝を誇るラファ
エル・ナダルは、コート上でも外でも輝く術を心得ています。
「素材としては限りないものがあります。
描いている人の内なるエネルギーを表
現するのにとても役立っています。私は
ラファエルを、彼の持つすべての特性を
「力」という一つのものにまとめて描きた
こ の 像 は 、全 体 が ニッ ケ ル 含 有 の
かったのです。この彫刻は、まさに人間
316L（UNS S31603）ステンレス鋼で作
の力への記念碑なのです」
られています。高さ 3m、幅 4.89 m、奥
行き 2 m のこの像は、パリのクレーコート 朝 6 時 半 に 起 床し 、毎 日 10 時 間 か
ら 12 時間の製作活動を経て、完成まで
で 2005 年に初優勝をして以 13 のタイト
約 8 カ月かかりました。「ステンレス鋼
ルを獲得したスペイン人プレーヤーへの
には、私が評価する特別な性質がありま
オマージュとなっています。
す。無色なんです。とても軽いんです。こ
彫刻家ホルディ・ディエスは、造形美術の の素材を使っていると、現実から逃避で
限界に挑戦することで知られています。伝 きているような気分になるんです。そして、
統的な手法にとらわれず、新しい技術を 作品を完成させたときの魔法のような瞬
研究するうちに、ステンレス鋼を使った創 間には、驚かされるものがあります。それ
が私に力を与えてくれるのです」
作活動を好むようになりました。

XAVIER PLADELLORENS

2021 年にローラン・ギャロスでお披露
目されたこの像は、ナダルが得意の左手
フォアハンドを打つ姿を捉えた、光り輝く
像です。

ナダルは言う、
「この立像は壮観だ。
クリーンでモダンな像で、とても満
足している。あの素材で、これほど
リアルな像を作るのは本当に難しい
んだ」
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