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ニッケル、第37巻、Nº 3, 2022

二酸化炭素回収・貯留
ニッケルは様々な役割を果たします 

ニッケルのライフサイクルと二酸化
炭素排出量算定

自然に二酸化炭素を回収、超苦鉄
質岩は二酸化炭素を吸収します

ニッケルとその用途に関する専門誌
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ケーススタディー２６ 
クリストファー・カサニティ橋

長さ 178 m のクリストファー・カサニティ橋はオーストラリア初の二重螺旋
橋です。2020 年に完成したこの歩行者及び自転車用の横断橋は2本の交
通量の多い道路を跨いでいます。 

出入口用のスペースが限定されてい
たため、橋は正弦曲線の形にデザイ
ンされました。そして建造には 200 ト
ンの炭素鋼及び 80 トンのビーズブラ
スト二相ステンレス鋼板が使用されま
した。

優れた耐食性、強度と衝撃靭性
がある事から主要橋床構造には
2205(UNS S32205)二相ステンレス
鋼（約5%のニッケルを含む）が使用
され、100 年の寿命期間中のメンテ
ナンスの極小化が図られました。

橋は二相ステンレス鋼ストラットで支
えられていますが、極めて強い耐食
性のあるニッケル約50%のスーパーア
ロイ Alloy 718 からなるピンと球面
ベアリングで接続されています。欄
干は、ニッケル10％のオーステナイト

系 316L（S31603）ステンレス鋼製で
す。

二相ステンレス鋼の橋床は炭素鋼の
二重螺旋管状構造内に完全にあるた
め橋の耐荷重機能には直接関与しま
せん。二重螺旋構造構築には 3,600
枚を超える炭素鋼板が使用されまし
た。レーザー切断したのち圧延形成
され、溶接をしてねじれ曲がった箱
型セクションを形成し、現場から離
れた工場で組み立て、それを分解して
輸送されました。

12mm 厚のある二相ステンレス鋼板
は比較的低い熱伝導率から炭素鋼
に比較し歪みやすいため溶接には注
意が必要でした。鮮やかなブルーの
コーティングが天空と周りの緑に橋
を解き放ちます。

設計事務所：KI Studio
主幹エンジニアリング会社：Arup
請負業者：Arenco Daracon
製造者：S & L Steel
場所：オーストラリア　シドニー
ニッケル含有部品:
•   主要橋床構造には 2205  二相ステン
レス鋼板を使用
•   2205 二相ステンレス鋼製圧縮スト 
ラ ッ ト が 橋 床 を 支 え ま す 
ピン支承には Alloy 718 (N07718)  
（合金）を使用
•   欄干にはオーステナイト316Lを使用

規模：
  長さ　178m
•   二重螺旋直径 7.8m（最大)― 5.5m 
（最小）
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2022 年は異常気象の年でした。パキスタンでは3月に気温が 50 °Cに達したの
に続き 5 月には壊滅的な洪水に見舞われました。英国では気温が 40℃ を超えま
した。スペイン及びポルトガルでは山火事の猛威に晒され、米国では貯水池が史
上最低のレベルになりました。中国の長江の一部が干上がりました。オーストラリ
アのシドニーは記録的な年間雨量を記録しました。

二酸化炭素及び排出されるその他の温室効果ガス(GHG)は人間の活動により生じ
たもので結果として熱が大気中に閉じ込められます。この影響による地球温暖化
は洪水や干ばつなどの自然現象を増幅させます。ニッケル誌本号では炭素につい
て様々な視点---削減、算定および隔離---を見て行きます。

排出削減の第一歩はその測定から始まるため、ニッケル協会はニッケル地金生産
者及びユーザーのための手引きを作りました。

ニッケル生産者が二酸化炭素排出量削減に努めるのに並行して、ニッケルの使用
は二酸化炭素の大気中への漏出を削減する技術に役立ちます。二酸化炭素回収
貯留はニッケルが不可欠な技術の一つです。気候変動により水不足が引き起こさ
れており、多くの地域で淡水化装置が真水の供給を確保しています。ニッケルはこ
こでもその役割を果たしています。

鉱山会社はカーボンニュートラル（炭素中立）を目指していますが、12ページには
その一助となる驚くべき自然な方法が記されておりますのでご一読ください。

ご自身の二酸化炭素排出量を削減しようとお考えですか？ガソリン食いの高燃費
車を下取りに出し電動スクーターに変えてはいかがでしょう、本号の裏表紙はそ
の気にさせてくれます。 

クレア・リチャードソン
ニッケル誌　編集長

論説：
ニッケルと二酸化炭素
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2022年6月―8月地表気温百分位数

記録上 9 月で最も気温の高かった
上位 10 年は全て 2012 年以降とな
っています---2022年 9 月世界気候
レポート／国立環境情報センター
(NCEI) (noaa.gov)

記録的低温

平年以上

大幅に平年
以下

大幅に平年
以上

平年以下

記録的高温
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正確かつ体に最小の負担で脳腫瘍を診断する方法を求めて、カナダの技術者チ
ームはごく少量の血液から腫瘍が分泌する成分を検知できるニッケル含有の超
高感度のバイオセンサーを開発しました。

この技術は、高強度レーザー光線を使用し、ニッケルチップに3D ニッケル-酸化
ニッケルのナノ層を形成し、核酸、タンパク質、脂質など腫瘍から分泌されたごく
少量の成分をピンポイントで検出できるようにしたものです。

また脳腫瘍と乳がん、肺がん、結腸直腸がんの違いを 100% の確率で識別し、
更に原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍とを同様に正確に見分けることができまし
た。この技術は ACS Nano 誌に掲載されましたが、より早期の診断とよりよい治
療に結び付く可能性があります。

ほんの微量、大きなひらめき
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真菌感染症と闘う 
研究者たちはニッケルをはじめとする特殊金属を含む化学化合物が極めて
有効であることを示し、危険な真菌感染症との闘いに大きな前進を遂げま
した。オーストラリアのクイーンズランド大学により創設されたクラウドソー
シングを活用した抗菌薬探索オープンプログラム（Community for  Open 
Antimicrobial Drug Discovery (CO-ADD)）の援助のもと、ベルン大学の
Angelo Frei博士のチームは様々な薬剤耐性真菌株に対し 21 種類の活性の
高い金属化合物をテストしました。

Frei 博士の説明によれば「その多くがすべての真菌株に対し有効性を示し、
人間の細胞に対する反応と比べると三万倍効果的である。周期表上すべての
元素の可能性を追求すれば、将来真菌感染を予防し治療する有効な抗生物
質や活性薬剤が存在しない状況を防げるかもしれない」とのことです。

停 車 時 間 短
縮の解決策 
電気自動車で 10 分の休憩後さらに
400 km 走行することを想像してくださ
い。ペンシルベニア州立大学の研究者
たちは、リチウムイオン電池をニッケル
箔で温めることで性能を向上させる実
験を行い、有望な解決策を見つけまし
た。

上席著者であり電池技術者の Chao-
Yang Wang のチームはフル充電で約
560 km の走行距離の電池を使用し、
内部に超極薄ニッケル箔を加えること
でこの電気自動車電池を11分で走行
距離約 400 km となる70%充電、12分
で約 440 km となる75%まで充電する
ことが可能なことを示しました。「我々
の技術はより小型で短時間充電の電
池を提供し廉価な電気自動車の普及
を可能にします」と Wang 氏は述べて
います。
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有名なニッケルの見つけ物 
5セントコインが4.2百万米ドル？ これが今年 (2022年) のグレート コレクションズ 
コインオークションズ社が、ウォルトン家所有の 1913 年リバティーヘッド ニッケル
（5セント硬貨）に対して支払った金額で、同社によると「このコインには米国貨幣
学史上最も奇想天外なな物語が秘められている」とのことです。
1912 年に鋳造が終了したリバティーヘッド ニッケルのうち 5 枚しか知られていない
極めて珍しい 1913 年リバティーヘッド ニッケルの一つですが、この5枚は誤って鋳
造されたか、または米造幣局の職員サミュエル・ブラウン氏により鋳造され持ち去
られたと言われています。
ブラウン氏は 1924 年にこれを貨幣蒐集家界の中では大物と認められていた数人
の蒐集家に売却しました。グレートコレクション社は昨年 (2021年) もエリアスバー
グ・コレクションにあった 3 枚の 1913 年ニッケルコインを、歴史的な総額 13.35 百
万米ドルで取得していたとのことです。
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二酸化炭素回収・貯留
ニッケル合金が注目される理由

カナダ  アルバータ州  エドモントン
近郊のクエスト二酸化炭素回収・
貯留(CCS)施設。2015 年後半に開
設されてから 6.8 百万トンを超え
る二酸化炭素を回収・貯留し地下
2km に安全に貯蔵してきました。
　

全世界の産業が二酸化炭素排出の削減を図る一方、炭素隔離をすることで大気
中への排出を抑制する努力も行われています。これらの技術は二酸化炭素回収・
貯留 (CCS) として知られています。

人為的に生じた温室効果ガスの排出
をゼロにするという目的を実現するた
め、ニッケル協会は引き続きニッケル
がCCSの実現に向けてどのような貢献
と重要な役割を果たせるかを探って行
きます。この取り組みには綿密な計画
に基づく炭素回収、輸送から地下貯蔵
を含む CCS 全体のバリューチェーンが
含まれます。

より高品質鋼を使用
腐食及び適正な素材選択は CCS イン
フラの、安全で、信頼性の高い、経済
的な運営の確立にとり重要な関心事
項です。

多くの CCS 工程は遊離水の存在と低
温下にあるため、結果として酸性状態
になり腐食のリスクに晒されます。従っ
て炭素鋼は適さず、より高品質のニッケ
ル含有ステンレス鋼及びニッケル合金
が必要となります。

ガスから二酸化炭素を回収する際、多
くの場合燃焼行程から生じる水分が含
まれます。回収工程は高湿な酸性状態
での稼働か、さもなければ事前の乾燥
が必要となります。高温で厳しい環境下
での工程もあり、この場合も炭素鋼は
不適切です。

輸送する
二酸化炭素の回収から地下貯留庫まで
の輸送は基本的にパイプライン、船舶、
トラック及び鉄道で行われます。隔離
場所の地下貯留地に輸送するために二
酸化炭素は液化されます。この輸送に
使用される機材にはやはり低ニッケル
合金鋼、ステンレス鋼またはニッケル
合金が必要です。

地下への貯留
地下貯留庫に注入される二酸化炭素は
通常乾燥しており腐食性はありません。
しかしながら寿命中に酸性状態が生じ
腐食するリスクに対応できる井戸の設
計が必要となります。

米国及びEUの井戸デザインのデータ
から腐食のリスクのある井戸インフラ
に関しては通常ニッケル含有ステンレ
ス鋼およびニッケル合金が使用される
ことが分かります。米国では、CO2 注入
井戸の設計と施工に関して、材料の選
定を重視した明確なガイドラインを定
めており、CO2 の地下貯留においてニッ
ケルが重要な役割を果たしていること
を裏付けています。

CCS工程における素材選択に資する
ため、素材防食技術・構造物塗装
性能検査協会（The  Assoc iat ion 
f o r  Ma t e r i a l s  P r o t e c t i on  a nd 
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Allam-Fetvedt プロセスは炭素燃
料を熱エネルギーに転換し且つ発
生した二酸化炭素と水を回収しま
す。

Performance (AMPP)）はニッケル
含有素材が好ましい領域を示し
た、二酸化炭素輸送と注入にお
ける素材選択と防食のガイドライン
（Guidelines for Materials Selection 
and Cor ros ion Cont rol for CO2
Transport and Injection）を作成中で
す。

産業界がCCSバリューチェーンを評価

するにつれ、低ニッケル含有合金鋼、ス

テンレス鋼またはニッケル合金が不要

な段階はほぼないことが明らかになっ

ています。これは今後数年数十年にわ

たり人為的温室効果ガス排出のネット

ゼロを達成するべくCCSを展開する際

ニッケルの果たす重要な役割を示して

います。

ニッケルが“不可欠要素”となるのは？

• 石炭火力発電所の排ガスからの二酸化炭素の回収では、排ガスは亜硫酸ガ

ス及び水分で汚染されているため炭素鋼が腐食する酸性凝縮物が発生しま

す。

• アミンなどの液体溶媒がガス流体からの二酸化炭素を吸収します。これは洗

浄後の二酸化炭素が放出される回収容器、液体アミン処理システム及び剥

離容器に酸性の腐食状態が生じる可能性があります。

• 温度スイング吸着法 (TSA) など固体吸着剤回収システムも吸着剤との

相互作用でガス流 体から二酸化炭素を除去します。この工程では温度

が 40 °C から 100 °C まで振れる高湿度の状態のため酸性の腐食性環境が

生じます。炭酸形成の可能性があるためリスクのある主な分野の乾燥工程で

はオーステナイト系ニッケル含有ステンレス鋼が使用され、回収前送風機で

はニッケル含有二相ステンレス鋼が使用されます。

• Allam-Fetvedt (超臨界 CO2) サイクル発電のような、二酸化炭素を利用して

回収する革新的な工程では二酸化炭素タービンと燃焼器、熱交換器とこれ

ら２部品を連結する高温配管にニッケル含有合金が必要です。

拡散二酸化炭素

ALLAM-FETVEDTサイク
ル簡易フロー図

1. 空気分離装置
2. 酸素燃焼器
3. タービン
4. 熱交換器
5. 冷却

空気注入

純酸素

CO₂リサイク
ルフロー

二酸化炭素

電気

廃棄炭素隔離

二酸化炭素

二酸化炭素

水

水

天然ガス

二酸化炭素の人為的注入

土壌改良

炭鉱

深部帯水層

枯渇石油ガスの貯留層 

回収と分離

樹木は大気中
のCO2を吸収
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　追加加熱
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気候変動が世界的な関心事となる中、様々なステークホルダーがニッケル生産
者にカーボンフットプリントのデータを要求しています。

何故？顧客は自社のニッケル含有製品の温室効果ガス(GHG)のプロファイルを
評価する必要があり、規制当局は製品やプロセスが規制等に準拠しているかど
うかを知りたいと希望しており、ロンドン金属取引所のような取引プラットフォー
ムは透明性のためのデータを必要としています。さらに、ニッケル生産者自身も、
プロセスの改善目標を立てるためにデータを必要としています。このため、ニッケ
ル業界として信頼性の高いライフサイクルデータを作成する必要があるのです。

カーボンフットプリントとニッケルのラ
イフサイクルデータの関連性は？
ライフサイクルデータは、工程のイン
プット（エネルギー、プロセス化学物質、
水など）とアウトプット（水、大気、廃
棄物への排出など）を記述しています。
それらはニッケル製品の製造工程ごと
に収集されます。ライフサイクルデータ
は、ライフサイクル影響評価 (LCIA) の
基礎となるものです。LCIA は、インプッ
トとアウトプットを15の「環境影響カテ
ゴリー」に変換しますが、最も重要な
のはGHG排出量 - つまりカーボンフット
プリントです。LCIA は、環境影響が最
も大きいか、あるいは最も有害な環境
影響が生じる工程段階を特定します。 
実際にはどのように使われているので
しょうか？
ライフサイクルデータは、エンドユーザ
ーが製品の環境性能を評価するために
使用されます。同じ機能を持つ2つの
製品の入力と出力を比較することがで

きます。例えば、ニッケルを含むEV用バ
ッテリー技術を従来の内燃機関自動車
と比較評価することで、ライフサイクル
全体を通して両者の環境性能を把握す
ることができます。また、ニッケル生産
者でも、ライフサイクルデータはプロセ
ス改善の目標に利用されています。

ライフサイクルアセスメント規格はな
ぜ重要なのでしょうか？
GHG の計算は、世界的に合意された
LCA 規格（ISO 14044）に基づく健全
なものでなければなりません。ニッケ
ル生産者のデータ要件とライフサイク
ルデータが同じ基準で作成され、比較
できるようにするためには、一貫したア
プローチが必要です。

これらのデータは定期的に更新されて
いますか？
ライフサイクルデータには、鉱石の品
位や副産物の有無、採掘プロセスの
変化、適用される特定のプロセス技術、

ニッケルのカーボンフットプリントの測定  
ニッケル協会のサステナビリティ専門
家、マーク・ミストリー博士との Q & A

マーク・ミストリー博士は、ニッケル
産業に影響を与える可能性のある規
制の策定を専門としており、ライフサ
イクルアセスメントやニッケルの使用
とリサイクルの利点に関する学術的・
科学的な議論に貢献しています。ま
た、グローバルなサステナビリティ基
準の策定にも貢献しています。
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ニッケル地金(1種)生産に伴うGHG
排出量の決定方法 ニッケル協会は、
ニッケル生産者が温室効果ガス排出
量を計算するためのガイダンスを発
行しました。このガイダンスは、ニッ
ケル生産の複雑さを考慮し、ニッケ
ル産業全体の類似基盤の、確固とし
た科学的に信頼できるデータの作成
に貢献するものです。

エネルギー供給や技術の更新、排出

削減や防止への投資など、いくつかの

パラメータが影響します。これらの要

因は比較的短期間に変化し、ライフサ

イクルアセスメントの結果に大きな影

響を与える可能性があります。そのため、

ライフサイクルデータは定期的に更新

する必要があります。5年ごとの更新が

一般的ですが、顧客や川下ユーザーか

らは、より頻繁にデータを更新するよう

求められることも多くなっています。

ニッケルは他の金属と比べてどうなの
でしょうか？
ライフサイクルの世界では、材料単位

ではなく、「機能単位」で比較すること

が広く認められています。ニッケルはし

ばしば合金元素として使用されていま

す。他の材料との有意義な比較は、例

えば、特定のサイズの窓枠や、特定の

物質を一定の距離で運ぶ管など、合意

された機能単位で行わなければならな

いのです。 

ニッケルのライフサイクルデータの質
に違いはあるのでしょうか？ 
データコンサルティング会社が提供す

るカーボンフットプリントデータモデル

は、データがないため、色々な仮定やし

ばしばデータ不足からくる大まかな推

計値に基づいています。このようなモ

デルの結果は、ニッケル協会のカーボ

ンフットプリントデータとは大きく異な

ることがあります。ニッケル協会のカー

ボンフットプリントデータは、企業から

提供された確かな数値に基づき、世界

的に合意された基準で計算され、独立

組織によって検証されたものです。



なぜステークホルダーはEV用電池の

カーボンフットプリントに関心を持つ

のでしょうか？

電気自動車(EV)は、グリーンで持続可

能な脱炭素移動手段を実現するため

に不可欠です。しかし、EVの温室効果

ガス排出量は、従来の内燃機関自動車

と同等か、それ以上であるとする研究

もあります。電池のカーボンフットプリ

ントは、電気自動車全体のGHG排出量

に大きく関与しており、様々なステーク

ホルダーから注視されています。ライフ

サイクルアセスメントでは、電気自動車

と従来の内燃機関自動車のGHG排出

量を、ライフサイクル全体で比較するこ

とができます。電池は電気自動車のカ

ーボンフットプリントの主な要因であり、

電気自動車用電池を製造するための

すべての原材料とプロセスを評価する

必要があります。ライフサイクルデータ

は、EV用電池のカーボンフットプリント

算出の基礎となるものです。

EV のカーボンフットプリントにおいて、

ニッケルはどの程度関与しているので

しょうか？

ニッケルは、NMC111  EV電池のカーボ

ンフットプリント全体の約9％を占めて

います。電池の製造に使われる電力や

筐体のアルミの関与の方がはるかに大

きいのです。

ステンレス鋼生産者は、ニッケルのラ

イフサイクルデータに関心があるので

しょうか？

企業固有のライフサイクルデータは、

ますます必須になってきています。例

えば、EU の炭素国境調整メカニズムで

は、EU に輸入する際にステンレス鋼の

炭素証書の要購入量を決定するため

カーボンフットプリントを計算すること

が義務付けられています。また、ステン

レス鋼生産者がカーボンフットプリント

を宣言する場合、そのデータは環境製

品宣言（EPD）に反映されます。 

ステンレス鋼の生産に使用されるニッ

ケル製品によって、カーボンフットプリ

ントは異なるのでしょうか？

ニッケル銑鉄、フェロニッケル、ニッケ

ル地金は、ステンレス鋼製造のための

主要なニッケル含有原料です。GHG排

出量が最も少ない生産者と最も多い

生産者では、そのカーボンフットプリン

トは30倍以上もの差があります。その

ため、ステンレス鋼の生産に使用され

るニッケル製品の選択は、ステンレス

鋼のカーボンフットプリントに大きな

影響を与えます。

スクラップから作られるステンレス鋼

は、カーボンフットプリントが少ない

ので、より持続可能なのでしょうか？ 

一般に、リサイクルは廃棄物埋め立てを

抑え、一次原材料の需要を減らし、資

源効率を高め、回収とリサイクルに携

わる中小企業の雇用を創出することか

ら、持続可能性の達成にとって見過ご

せません。ライフサイクルモデリングで

は、副資材を含めるために「カットオフ」

手法を適用するのが一般的です。この

方法では、供用材料であるスクラップ

は環境負荷ゼロとみなします。「エンド・

オブ・ライフ」アプローチは、一次生産

による環境負荷を、材料が経験するいく

つかのライフサイクルに分散させるもの

です。エンド・オブ・ライフのアプローチ

を適用することで、一次金属とリサイク

ル金属のカーボンフットプリントをより

適切に調整することができます。

ライフサイクルアセスメントでは、電
気自動車と従来の内燃機関自動車
の GHG 排出量を、ライフサイクル全
体で比較することができます。 

10 | ニッケル、第37巻、Nº 3, 2022
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オーストラリア、クイーンズランド
州にある海水逆浸透法（SWRO）
淡 水 化 プ ラントで の 高 圧 、超 二
相 ステンレス 鋼 配 管 。二 相 およ
びスーパー二相ステンレス鋼は、
高 強 度 と 優 れ た 耐 食 性 を 併 せ
持 つ ため 、世 界 中 の ほと んどの
RO  プラントで高圧配管用の標準
材 料 として使 用 さ れて いま す。 

オーストラリアのビクトリア州にあ
るビクトリアン海水淡水化プラント
は、2012 年に完成し、推定生産量
は410メガリットル/日です。

SE
Q
W
AT
ER

海水淡水化を前進させる斬新なアイデア

国連は、2025 年までに 18 億人が絶対的な水不足の国や地域に住み、世界人口

の3分の2がストレス状態に置かれる可能性があると推定しています。

飲用水確保への議論が高まり続ける

中、海水淡水化プラントの数は増加し

つつあります。海水や汽水を変換する

プロセスは腐食環境にさらされており、

円滑に長期間使用するためにはニッケ

ル含有材料等、腐食に強い適切な材

料の使用が極めて重要になってきます。

要求を満たす実行可能なソリューショ

ンの鍵は、持続可能な海水淡水化オプ

ションの必要性です。それらは膜式（

逆浸透法）と熱式（多重効用法、多段

フラッシュ）の 2 種類に大別されます。

熱式淡水化法は蒸発を伴うため、逆

浸透法よりもエネルギー集約的でコス

トが高く、環境への影響も大きくなりま

す。1950 年代後半に開発された逆浸

透法海水淡水化は、半透膜に高圧の

水を強制的に通して塩化物を選択的に

除去するという浸透圧の原理を利用し

たものです。逆浸透法は、スケールの

大小を問わない順応性が評価され、個

々のホテルから都市全域にまで採用さ

れるようになりました。

逆浸透法プラントでは、海水取水口、

スクリーン、バタフライ弁用ディスク、高

圧部の配管など、いくつかの部品がス

ーパー二相ステンレス鋼 S32750 または

S32760 で製造されます。システムの

低圧部および高圧部のポンプケーシン

グは、スーパー二相 J93380 と J93404

から鋳造することができます。プロセ

スをモニターするための計装配管に

は、S31254、N08367、N08926 など

の 6 % Moスーパー二相ステンレス鋼

管や、銅ニッケルパイプ 90/10 Cu/Ni 

(C70600) 等が使われます。

ニッケル協会発行の「海水淡水化プラ

ントの材料選択 (Materials selection 

for desalination plants) - 11029」は、

ニッケル協会のウェブサイトwww.

nickelinstitute.org  から無料でダウン

ロードできます。
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ほとんどの企業は、2050 年までに、あるいはそれより前にカーボンニュートラル
とする計画を公表しています。それは、その中の多くの企業にとって大きな難題と
なるでしょう。カーボンニュートラルを実現するには、燃料の燃焼などのプロセス
で発生する二酸化炭素や大気中の二酸化炭素を回収することがひとつの手段と
なります。回収された CO2  は、別のプロセスで利用したり、排出されないよう永久
に貯留したりすることができます。二酸化炭素を回収し、それを固定化するため
に、多くのプロセスが提案され運用されていますが 、その多くは建設や運用にコ
ストがかかります。

けれども、もし空気中の CO2 と反応して、
何千年も簡単かつ安全に貯留出来る物
質を形成する、豊富な天然物質があっ
たとしたらどうでしょうか？　鉱山会社
の中にはそういったオプションを持って

いるところがあります。 

超苦鉄質岩が CO2 を吸収　　
採掘する際、その対象となる鉱物は脈
石と呼ばれる他の鉱物と混ざっていま
す。鉱山では、岩石を粉砕して目的の

自然に二酸化炭素を回収 

12 | ニッケル、第37巻、Nº 3, 2022

BHP グループのニッケルウエスト社
マウント・キース・ニッケル鉱山で
の調査によると、現在、1年分の尾
鉱で約 4 万トンの CO2 を回収してお
り、400 万トンの回収が可能である
ことが分かっています。
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鉱物を分離し、残りは尾鉱として処分
されます。しかし、尾鉱が超苦鉄質岩 
（マグネシウム含有量が比較的多く、シ
リカ含有量が少ない様々な鉱物の総
称）で構成されている場合、大気中
の CO2をゆっくりと吸収して、安定した
固い炭酸塩化合物に変化させます。他
の CO2貯留技術では気体の二酸化炭
素を地中に注入して気体のまま残りま
すが、ここでは固体の化学物質に変化
させ、その状態を数千年維持すること
ができます。例えば、水酸化ケイ酸マグ
ネシウムである蛇紋岩は、尾鉱の中に
よく見られる超苦鉄質岩のひとつです。
これは空気中の二酸化炭素と自然反応
して、炭酸マグネシウムを生成します。

受動的な二酸化炭素の鉱化
西オーストラリア州にあるBHPグルー
プのニッケルウエスト社マウント・キー
ス・ニッケル鉱山での調査によると、特
別な処理をしなくても、現在、1年分
の尾鉱で約4万トンの CO2 を回収して
いることが分かっています。これは受
動的な二酸化炭素の鉱化と呼ばれま
す。しかしながら、これらの尾鉱は 400
万トンの CO2 を回収する能力があって
も、自然の反応速度は非常に遅いので
す。同様に、カナダのケベック州北部に
あるデュモン・ニッケル-コバルト鉱山
の報告では、予測される 33 年の鉱山
寿命の間に、毎年 21,000 トンの CO2
を受動的に回収できると言っています。
その反応を加速する方法を確立しよう
と、実験室での研究が行われていると
ころです。こうした技術により、多くの
鉱山がカーボンニュートラルになるだ
けでなく、カーボンネガティブになる可
能性もあります。これは、電気自動車 
(EV) 用電池の金属を生産する鉱山に
とって、特に興味深いことです ― なぜ
なら、EV の購入者は、電池の構成部
品が社会的、環境的に責任ある方法
で生産されているということを知りた

がっているからです。

運用可能なプロセスに
カナダ・ニッケル社は、カナダのオンタ
リオ州ティミンズ近郊で開発計画中の
ニッケル－コバルト硫化物鉱山のクロ
フォード・プロジェクトを拠点に、カー
ボンネガティブへの取り組みを進めて
いる企業です。同社は「工程内尾鉱炭
酸化法」と呼ぶ、処理回路内で CO2 を
固定化する新しいプロセスを開発しま
した。これは、天然ガス発電などで発
生する濃縮された CO2 源を利用します。
カナダ・ニッケル社の会長兼 CEO であ
るマーク・セルビー氏は「こうした実験
室規模でのテストによって、我々はニッ
ケル鉱山を二酸化炭素の排出源では
なく、炭素クレジットの純発生源とする
ためのプロセスの運用方法についての
理解を深めました」とコメントしていま
す。

同様に、他のニッケルプロジェクトで
も反応速度の向上に取り組んでいま
す。FPX ニッケル社は、カナダのブリテ
ィッシュ・コロンビア州中央部で計画し
ているバブティスト・プロジェクトから
の尾鉱でテストを行いました。FPX の
社長兼 CEO であるマーティン・チュレ
ーネ氏は「基礎科学を応用し、鉱業
における大規模で永久的な二酸化炭
素回収・貯留の可能性を評価する上
で、FPX が主導的な役割を果たすこと
を大変誇りに思っています」と述べて
います。また、ギガメタル社は、ブリテ
ィッシュ・コロンビア州で計画している、
ターナゲイン鉱山の尾鉱を二酸化炭素
回収に利用するための研究に資金を
提供しています。

地球のマントルは超苦鉄質岩で構成さ
れていることから、CO2 を回収できる可
能性は大きいと言えます。今回の話題
ではニッケル鉱山を取り上げましたが、
超苦鉄質岩の天然の二酸化炭素回収
機能は、世界中の様々な鉱山で活用す
ることが出来ます。
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地球のマントルは超苦鉄質岩で構
成されており、CO2 回収の可能性は
大きい。
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質問：304L  (UNS S30403)ステンレス鋼で鍋や流し台の深絞り加工をしてい

るお客様からクレームが来ています。成形中は問題ないのですが、一定時間

経過すると亀裂が発生するということです

回答：ニッケル含有ステンレス鋼タイ

プ 304 Lは、オーステナイト微細構造

をしており、塑性変形によりマルテン

サイト（歪み誘起マルテンサイトとも

呼ばれる）が生成されるという準安

定状態にあります。この延性の低い

代替微細構造は、冷間加工された部

分に形成され、ステンレス鋼中に存

在する水素によって亀裂が発生しや

すくなります。この拡散に時間がかか

るため、割れるのが遅れるのです。ス

テンレス鋼の割れやすさは、その組

成に大きく依存します。ニッケルの含

有量を多くし、炭素や窒素の含有量

を少なくすることで、亀裂を防ぐこと

ができます。305 (S30500) や 316L 

(S31603) などのニッケル含有量の高

いステンレス鋼は、より安定した微細

構造を持つため、歪み誘起マルテン

サイトが生成されにくく、遅れ亀裂に

対する耐性があると言えます。　

この現象はマンガン含有量の多い

200 系ステンレス鋼でも見られます。

マンガンはオーステナイトの安定剤で

もあり、ニッケルの含有量を少なくし

て併用されます；けれども、非常に強

力なフェライト安定剤であるクロムが

あるところでは、マンガンは、オーステ

ナイト相の安定化にあまり効果があ

りません。そのため、これらのニッケ

ル含有量の少ないオーステナイト系

ステンレス鋼ではクロム含有量を減

らす必要があり、耐食性に悪影響が

出るとともに塑性変形によって、マル

テンサイトが生成しやすいという問

題が残されています。耐食性の低下と

遅れ亀裂の可能性があることが、ニッ

ケル含有量の少ない 200 系オーステ

ナイト系ステンレス鋼の利用を制限す

る要因となっています。 

専門家に聞く
技術サポートに寄せられる

【よくある質問】

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。

W W W. N I C K E L I N S T I T U T E . O R G

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

以降のニッケル誌を掲載（英語版のみ）

www.nickelinstitute.org/library/

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

オンライン版ニッケル誌
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海 水 淡 水化プラント向 け 材 料 選 択  

(11029) は様々な金属材料、特にニッケ

ル含有材料の海水淡水化への応用を

論じた新しい出版物です。多段フラッ

シュ法 (MSF)、多重効用法 (MED)、新

海水逆浸透膜法 (SWRO) の3つのプロ

セスを検証しています。SWRO は、モジ

ュール化されて拡張しやすいこと、需

要に応じて水の生産量を簡単にコント

ロールできること、再生可能エネルギー

（太陽光や風力）を利用できること、概

して水の生産コストが低いことなどが

理由で支持を得ています。

雑誌記事を更新

ニッケル協会は、ニッケル含有材料の

重要な用途を説明した 90 以上の雑誌

記事の再版を新しくしました。

すべての出版物は www.nickelinstitute.

org. から無料でダウンロードできます。

将来に向けたニッケルの確保

この短いビデオでは、ニッケル協会の

マーク・ミストリー博士が、ニッケルに

関するよくある質問に答えています。ニ

ッケルは将来の需要を満たすのに十分

な量があるのか？ラテライト鉱と硫化

鉱はどちらも電池に使えるのか？ニッケ

ルは重要な原料なのか？ニッケル埋蔵

量とニッケル資源量の違いは何か？リ

サイクルや業界の今後の課題は？ニッ

ケル協会の YouTube チャンネルでご覧

ください。

新刊案内、新着ビデオ

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） 

ステンレ
ス鋼種

Al B C Co Cr Cu Fe Mn Mo N Nb Ni P S Si Ti W Other

C70600
11頁

- - - - - 残分 1.0-
1.8

1.0
max

- - 9.0-
11.0

- - - - - Pb: 0.05 max
Zn:1.0 max

J93380
11頁

- - 0.03
max

- 24.0-
26.0

0.5-
1.0

残分 1.00
max

3.0-
4.0

0.20-
0.30

- 6.5-
8.5

0.030
max

0.025
max

1.00
max

- 0.5-1.0 -

J93404
11頁

- - 0.03
max

- 24.0-
26.0

- 残分 1.50
max

4.0-
5.0

0.10-
0.30

- 6.0-
8.0

0.04
max

0.04
max

1.00
max

- - -

N07718
2頁

0.020-
0.080

0.006
max

0.08
max

1.0
max

17.0
21.0

0.30
max

残分 0.35
max

2.80-
3.30

- 4.75-
5.25

50.0-
55.0

0.015
max

0.015
max

0.35
max

0.65-
1.15

- -

N08367
11頁

- - 0.030
max

- 20.0-
22.0

0.75
max

残分 2.00
max

6.00-
7.00

0.18-
0.25

- 23.5-
25.5

0.040
max

0.030
max

1.00
max

- - -

N08926
11頁

- - 0.020
max

- 19.0-
21.0

0.50-
1.50

残分 2.00
max

6.00-
7.00

0.15-
0.25

- 24.0-
26.0

0.030
max

0.010
max

0.50
max

- - -

S30100
16頁

- - 0.15
max

- 16.0-
18.0

- 残分 2.00
max

- 0.10
max

- 6.0-
8.0

0.045
max

0.030
max

1.00
max

- - -

S30403
14頁

- - 0.03
max

- 18.0-
20.0

- 残分 2.00
max

- - - 8.0-
12.0

0.045
max

0.030
max

1.00
max

- - -

S30500
14頁

- - 0.12
max

- 17.0-
19.0

- 残分 2.00
max

- - - 10.0-
13.0

0.045
max

0.030
max

1.00
max

- - -

S31254
11頁

- - 0.020
max

- 19.5-
20.5

0.50-
1.00

残分 1.00
max

6.0-
6.5

0.18-
0.22

- 17.5-
18.5

0.030
max

0.010
max

0.80
max

- - -

S31603
2, 14頁

- - 0.030
max

- 16.0-
18.0

- 残分 2.00
max

2.00-
3.00

- - 10.0-
14.0

0.045
max

0.030
max

1.00
max

- - -

S32205
2頁

- - 0.030
max

- 22.0-
23.0

- 残分 2.00
max

3.00-
3.50

0.14-
0.20

- 4.50-
6.50

0.030
max

0.020
max

1.00
max

- - -

S32750
11頁

- - 0.030
max

- 24.0-
26.0

- 残分 1.20
max

3.0-
5.0

0.24-
0.32

- 6.0-
8.0

0.035
max

0.020
max

0.80
max

- - -

S32760
11頁

- - 0.030
max

- 24.0-
26.0

0.50-
1.00

残分 1.00
max

3.0-
4.0

0.20-
0.30

- 6.0-
8.0

0.030
max

0.010
max

1.00
max

- 0.50-
1.00

-
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より良いバイクに傾注

ジ
ョ
リ
ス
・
ラ
ー
マ
ン それは一枚のステンレスをロボットが折ってバイクやスクーターにする「工業用折

り紙」のようなものです。スウェーデンのスタートアップ企業である STILRIDE 社は、
カーボンフットプリントをできるだけ小さくした軽量な電動スクーターの製作に取
り組んでいました。何年もの取り組み後の最初の製品であるスポーツ・ユティリテ
ィ・スクーター・1 (SUS1) は 2022 年後半に発売される予定です。

創業者の Jonas Nyvang 氏とTue Beijer
氏らのチームは、STILFOLD という独
自技術によって、鋼板を原材料として、
乗り物を設計・製造する方法を実証し
ました。従来の常識にとらわれず、工
業用折り紙を使いロボットによって平
らな金属板から素材の特性や幾何学
的な性質に忠実に従って構造物を折
っていくのです。カーブフォールディン
グは確立された技術なのですが、製造
業ではほとんど使われていませんでし
た。従来のスクーターは、パイプ状の
フレームとプラスチック製のボディで構

成されていますが、SUS1 のシャーシは、
一枚のステンレス鋼を切断して折り曲
げることで構成されています。同社によ
ると、この方法は従来の製造技術に比
べ原材料や部品点数が少ないため、生
産時の環境負荷を大幅に低減すること
ができるとしています。

目標は、世界で最も魅力的で持続可能
な電動スクーターを作ることでした。そ
の結果は？ 現代のスクーター愛好家の
ための、型破りで乗りやすいアートとな
りました。

オートクンプ社の Forta 301(UNS 
S30100) 調質圧延ステンレス鋼で
作られたこの軽量スクーターは、リ
チウム電池を搭載し、他のスクータ
ーと比較して二酸化炭素排出量が
三分の一に抑えられています。


