
ニッケル化合物
インサイドストーリー・・・



2



ニッケル化合物の必要性
ニッケル化合物の重要性は広く認められているとはいえません。しかしニッケル金属から
派生するニッケル化合物は数多くの産業部門で用いられています。ニッケル化合物は私達が
日常使用する無数の製品を製造する上で、なくてはならない材料です。

この小冊子では、ニッケル化合物が価値連鎖にどれほど大きな貢献をしているか、また現在と長
い将来にわたってニッケルが社会の中で中心的な役割を担うのはなぜなのかをお伝えします。

ニッケルを一言で言えば
ニッケルは自然界に存在し、光沢を帯びた銀白色の金属元素であり、人類はおよそ2千年前から
利用しています。ただし元素として特定されたのは18世紀になってのことです。その後、めっきや
合金に多用されるようになりました。

ステンレス鋼が発見されたのは20世紀前半であり、ステンレス鋼にニッケルが有益な作用を及
ぼすことがわかりました。ニッケルベースの合金は耐食性と耐熱性が非常に優れているため、化
学プラント、ジェットエンジン、脱塩施設など苛酷な環境での使用に理想的です。

使用量で考えればニッケル金属がニッケルの形式の中で最も大きな割合を占めますが、ニッケ
ル化合物にはそれなしでは済まない用途があります。ニッケル化合物は輸送、航空宇宙、海洋、
建築などの幅広い産業部門でも、多くの消費財の製造でもなくてはならない材料です。環境
に優しい技術においても、ニッケル化合物は重要な役割を担っていま
す。

自動車やエレクトロニクスなど日常的に使用する製品の機能にニッケル化合物
がどれほど重要か、ほとんどの人は理解していません。それは、ニッケル化合物
を製造プロセスで使用する場合、それらは金属ニッケルになったり他の物質になったりして、製
品内に取り込まれるからです。つまりユーザーが直接ニッケル化合物に触れることは決してない
のです。
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金属、化合物、合金を説明すると
ニッケルを含むほとんどの金属は、自然状態で金属として存在しているわ
けではありません。鉱石中の鉱物として発見し、処理を行います。化合�
物は互いが化学的に結合した、少なくとも二つの元素から成ります�
(例えば塩化ニッケル)。

金属と化合物を対比すると
1.　金属は電気と熱を伝えるが、化合物は違う。
2.　金属と化合物はどちらも融点と沸点が高い。
3.　�ニッケル金属に精製したニッケルは、陰極、ブリケット、�
その他の球形物として供給されることが多く、ニッケル化合物は顆粒、
粉末、液体であるのが一般的。

合金とは何か？
合金とは、たとえば物理的手段では容易に分離できないように結合させ
た、二つ以上の元素から成る金属材料です。したがって様々な合金化元�
素から成る固溶体ほど多成分ではありません。金属の90%以上は合金
を作るのに用いられます。合金は多種多様な工学材料であり、耐食性、�
超高熱に耐える能力、強度、成形可能性など、ほかでは得られない有用�
な特性を持った幅広い製品を実現しています。
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ニッケル化合物の特性
ニッケル鉱石を処理することでニッケル金属とニッケル化合物が生まれ、ニッケル化合物のうち硫化ニッケルや
塩化ニッケルなどは、他のニッケル化合物を生成する際の基本成分となります。

ニッケルの採収と精製

採掘

ニッケル金属

粗硫酸ニッケル

硫酸ニッケル

表面加工

ニッケル触媒

電池

ニッケル金属粉末

フリット、顔料、ガ
ラス

塩化ニッケル

炭酸水酸化ニッケル

硝酸ニッケル

酸化ニッケル

水酸化ニッケル

その他のニッケル物質

粗塩化ニッケル

処理

精製

下流の用途特殊ニッケル化合物の製造

適切な取扱いによる安全な使用
ニッケル化合物はそれぞれの固有な特性に応じて、それぞれで危険分類
が異なります。ニッケル化合物の製造、使用、保管、輸送は、そうした分類に
応じて規制されています。生産と使用は環境保護のため厳しく管理されて
います。
適切に取り扱えばニッケル化合物は安全に使用することができます。しか
もニッケル化合物を使用する技術の性質上、消費者がニッケル化合物に
曝露することはありません。
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硫酸ニッケル NiSO4 金属の表面加工、電池の陰極 ● ● ● ● ●

塩化ニッケル NiCl2 金属の表面加工、触媒 ● ● ● ●

スルファミン酸 
ニッケル Ni�(H3NO3S)2 金属の表面加工 ● ● ●

酸化ニッケル NiO 触媒、顔料、フリット、ガラス ● ● ●

炭酸水素化ニッケル CH2O3Ni
金属の表面加工、触媒、顔料、�
フリット ● ● ● ● ● ●

硝酸ニッケル Ni(NO3)2
金属の表面加工、触媒、�
電池の陰極 ● ● ● ● ●

酢酸ニッケル(Ⅱ) Ni(OCOCH3)2 金属の表面加工 ● ● ●

水酸化ニッケル H2NiO2
金属の表面加工、電池の陰極、
顔料 ● ● ● ● ● ● ●

硫化ニッケル NiS 触媒 ●

亜流化ニッケル Ni3S2 触媒 ●

ニッケル化合物と主用途

特に重要なニッケル化合物と主な用途を以下の表に示しました。

世界全体を見ると、毎年使用されるニッケルの総トン数にニッケル化合物が占める割合は比較的わずかであるにも
かかわらず、非常に多くの産業がめっき、電池、触媒など非常に重要な用途でニッケル化合物に依存しています。
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ニッケル化合物はどのように�
用いられているのか
めっきでのニッケル化合物
ニッケル化合物は、金属のめっきやプラスチックなど他の原料物質のコーティングに広く用いら
れています。ニッケルめっきには耐食性と耐摩耗性を兼ね備える独自の特
性があると同時に、その上のコーティング層に好適な優れた接着性を持ちます。そのためニ
ッケルはクロムなど他のコーティングのアンダーコートとして用いられることも多くあります。

めっきや表面加工は、金属または合金の薄い膜を塗布します。塗布した膜は、導電性などの技術
的または物理的特性を変化させたり、耐久性を向上させたりします。めっきは装飾目的に用いら
れることもあり、たとえば明るく輝く外観と耐食性および耐摩耗性の両方を要する浴室の蛇口
などに用いられます。

       知っていましたか？

無電解ニッケルめっき
無電解ニッケルめっきには、耐食性と耐摩耗性に加え、すべての金属に対する優れた接着性があ
ります。例えば軽量を理由に自動車産業や航空宇宙産業で重要性を増しつつあるアルミニウムな
どの軽金属に対しても優れた接着性があります。

無電解ニッケルめっきは、電気によらない、制御された化学プロセス、すなわち「還元」によってニ
ッケルコーティングを表面に沈着させます。そのため無電解ニッケルコーティングは、複雑な形状
を持つ品物であってもきわめて均一です。

自動車の燃料系、ターボチャージャー、トランスミッション部品、制動系など厳しい環境下で重要
な部品を腐食から守るのであれば、第一の選択は無電解ニッケルコーティングです。航空機では
無電解ニッケルを、電気油圧サーボ弁、コンプレッサーブレード、エンジンマウント、着陸装置、そ
の他重要な装置のコーティングに用いています

       知っていましたか？

完成した製品はニッケル化合物を含んでいません
金属の表面加工にはニッケル化合物が用いられます。その
プロセス中にニッケル化合物は金属ニッケルに変換され
ます。そのため最終製品には、ニッケル化合物がそれ自体
として存在することはありません。

       知っていましたか？

電鋳法はスルファミン酸ニッケルと塩化ニッケルを利用する重要な産業技術の一つです。電鋳
法は「付加的製造」プロセスであり、マンドレルと呼ばれる予成形のパターンまたはモールド上に
金属を電着させて目的物を作り上げます。その用途は、紙幣や切手、公的文書などの偽造防止印
刷、CD、DVD、ホログラムのスタンパー、印刷用ロータリースクリーン、電池用のニッケルフォーム、
レーダーのウェーブガイド、その他数多くあります。

        代表例

硬貨に用いられるニッケルめっき
明るく輝き耐久性のある「銀」貨は一般にニッケルめっき
の鋼であり、人々に価値を伝える役割を果たします。政府
にとって、めっきした硬貨の低コストと長寿命はありがた
いことです。貨幣鋳造所にとっても、金型の痕跡がくっき
りと鮮明に残るニッケル表面と、数十年に及ぶ頻繁な使
用でも細部が摩耗しないことはありがたいです。自動販
売機のメーカーや運用企業も、ニッケルの磁気特性のお
かげで硬貨を認証し、正規の硬貨に対してのみ販売する
ことができます。しかも硬貨が寿命を迎えれば、ニッケル
を鋼と共に回収してリサイクルし、新たな用途に用いるこ
とができます。
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自動車産業のニッケルめっき
自動車産業にとってめっきとコーティングは特に重要です。というのも自動車産業ではコーティングの技術革新
が急速に進んでおり、安全性と長期耐久性のためニッケルが不可欠だからです。プラスチックや
アルミニウムに対するめっきは、審美性と耐久性という大きな利点をもたらします。その他の重要なめっき技法
に電気亜鉛や無電解ニッケルめっきがあります。

亜鉛ニッケルめっきはたとえば塩水噴霧に対する腐食防止に特に効果的であり、自動車のボルト、�
固定具、部品など多くの需要があります。

同様に無電解ニッケルめっきは耐摩耗性の技術としてよく知られています。そのため油圧系、様々なエンジン部
品のシャフト、駐車ブレーキ、自動ギヤボックスなどで用いられます。

       知っていましたか？

亜鉛ニッケルめっきについての事実
亜鉛ニッケルめっきは、自動車産業や航空宇宙産業で
用いるボルトや固定具にとっての標準です。このプロ
セスは亜鉛による表面処理と、ほとんどの場合クロム
化成皮膜処理と下塗りによって耐食性を高める後処
理から成っています。

       知っていましたか？

ニッケルはプラスチックのめっきに必須です
ABSプラスチック成型品にめっきを行うことで、自動車、
消費者製品、建築金物、蛇口、電気製品、光沢や輝きのあ
るコーティングが必要とされるその他多くの用途に耐久
性をもたらすことができます。

          代表例

自動車産業に適した高性能コーティング
腐食と摩耗に対して可能な限り優れた耐久性をもたら
す適正なコーティングを選択する上では、自動車産業
の要求はきわめて厳しいものです。

最高の防食性および耐熱性と共に最小の沈着厚を必
要とする用途には、亜鉛ニッケルめっきを用います。つ
まり自動車産業のボルト、固定具、ブレーキ部品などの
高性能コーティングでは、亜鉛ニッケルめっきが唯一
の選択肢です。

一般に亜鉛ニッケルめっきはニッケルを12～15%含み
ます。亜鉛ニッケルめっきは、どちらも自動車の中で重
要な役割を果たすアルミニウムやマグネシウムなどの素
地に塗布することもあります。
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航空宇宙産業のニッケルめっき
航空宇宙産業には安全性と信頼性に関して最も厳しい技術
要件があります。同産業は航空機部品に関するすべての材
料、コーティング、保守手順について厳格な規格を適用してお
り、航空機部品の使用前に詳細な評価および試験を実施し
ます。

ニッケルベースのめっきは、航空宇宙用途にとって重要な複
数の独自な機能特性を兼ね備えています。すなわち優れた接
着性、防食性、硬度、耐摩耗、耐侵食、さらに複雑な部品にお
いても均一な層の厚さなどです。だからこそニッケル、亜
鉛ニッケル、無電解ニッケルのコーティングは
どれも、安全性と性能という理由から航空宇
宙産業での使用が増加しています。

          代表例

現場での航空機保守
筆めっきは機械部品を現場で電気めっきすることが
可能な特殊技法です。航空機を分解して部品を工業
用メッキ工場に輸送する代わりに、航空機のある場所
まで携帯式の装置を運び、それを使って筆めっきを行
います。これは航空機の保守において費用面で大きな
メリットをもたらします。この技法は航空機産業にお
いて、特に着陸装置の保守に関して標準として認めら
れています。

          代表例

ウィスカを防ぐ
ウィスカは非常に細いひげ状の金属結晶が予想外に
成長するものであり、短絡を発生させる原因になりま
す。スズのウィスカはしばしば観察されますが、銀や亜
鉛など他の金属でもウィスカは発生することがありま
す。ウィスカはあらゆる種類のエレクトロニクスにとっ
て問題です。特に問題なのは故障(短絡)が多大な影響
を生じさせる場合、たとえば衛星、病院の設備、航空機
などです。

鉛はウィスカのような結晶の成長を抑制するため、スズ
鉛合金ではごくわずかしかウィスカが発生しないことは
よく知られています。しかしエレクトロニクス産業では
健康と環境に対する懸念から鉛が段階的に使われなく
なり、ウィスカ発生のリスクが増加しました。

ニッケルもウィスカ発生の抑制に有効であるため、現
在、ウィスカの抑制に果たす役割はますます重要性を
増しています。

エレクトロニクスにおけるニッケ
ルめっき
今日の私たちはほとんどあらゆるものに関してエレクトロニクスに頼っています。そ
うしたエレクトロニクスが特に重要なのは、信頼性が必須であり、故障すれば大き
な影響が生じかねない用途、たとえば自動車、航空機、列車、エネルギー部門など
です。こうした用途のエレクトロニクスに用いられる材料は、最高水準の技術要件
を満たさなければなりません。

ニッケルめっきはコネクタ、接点、マイクロプロセッサー、集積回路などの電
子部品に広く用いられており、機能性と信頼性の保証に貢献
しています。こうした電子部品に関する要件は非常に厳しいため、ニッケルめっ
きはエレクトロニクス産業において不可欠の役割を果たしています。具体的には防
食性、はんだ付け性、金属のマイグレーションを防ぐ障壁層を提供し、短絡を発生
させる「ウィスカ」を緩和します。

�
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触媒中のニッケル化合物
触媒は化学反応の速度を上げ、低温低圧でも反応を実現し、エネルギーを節約し、効率を高めるため、化学品
の生産において不可欠の物質です。工業用の触媒は、固有の特性によって特定の化学反応に触媒作用を及ぼす
金属または金属化合物であることが多くあります。触媒として用いる金属には、たとえばニッケル、銅、コバルト、
モリブデン、プラチナがあります。

燃料、肥料、ファインケミカルのいずれの生産でも、特定の工程段階に触媒作用を及ぼすニッ
ケルベースの触媒が必要です。

触媒は特定のプロセスのために設計するものです。ニッケル触媒が不可欠な重要プロセスの一例に「水蒸気改
質」があります。これは水素生産のための主要な工業プロセスです。水素は主に製油所で用いられ、クリーンな燃
料の生産に不可欠です。

ニッケル化合物その他の金属触媒による触媒作用を利用するもう一つの重要プロセスに水素処理があります。
水素処理プロセスは石油精製所で石油留分の前処理と硫黄、窒素、酸素、金属、芳香族化合物の除去に用いら
れます。このプロセスは硫黄の排出を削減し環境目標を達成するために不可欠です。

       知っていましたか？

植物油生産における触媒
ニッケル触媒は脂肪と油の水素化に用いられ
ており、この水素化は植物脂、植物性脂肪、マ
ーガリンの生産における重要プロセスの一つ
です。水素化は油の安定性を増すために用いる
ものです。高度不飽和油は自動酸化や熱分解
が発生しやすく、それが発生すれば味に影響
が及びます。植物油を部分的に水素化すること
で、軟化や溶融の特性をユーザーのニーズに
合わせて変化させ、使いやすさを増します。

化粧品や化学産業で用いる成分、たとえば乳
化剤、石鹸、クリーム、ペーストなども、ニッケル
ベースの触媒による水素化で生産します。水素
化にどのような触媒を選択するかは、最終製品
の特性に大きく影響します。工業プロセスを支
えるこうした触媒にはニッケル化合物がしっか
りと利用されています。

使用済みの触媒はリサイクルするので、大きな
経済価値があります。

       知っていましたか？

燃料精製における触媒
水素処理は世界のほとんどの地域で石油精製の
基本的な前処理プロセスであり、ニッケルモリブ
デン(Ni-Mo)またはニッケルタングステン(Ni-W)
触媒を使用します。

硫黄を除去することで、燃料を自動車、航空機、鉄
道機関車、船舶、発電所で使用する際の二酸化
硫黄排出量を削減します。今日、精製所にとって
ますます厳しくなる環境基準をクリアするために
硫黄の除去は不可欠です。

こうした取り組みにより、EU内でディーゼル自動車が排出する二酸化硫黄の年間排出量は、デ
ィーゼル燃料に対する需要が倍増しているにもかかわらず、1993年に比べ1/100に減少しま
した。その結果、酸性化、スモッグの発生、人の健康に関係する影響など重要な環境影響カテ
ゴリーで大きな改善が得られました。

量について言えば、水素処理は化学工業における触媒装置の操業の中で最大規模であり、全
世界でおよそ2,200台が稼働していると推定されます。同時に触媒の産業利用としても第3位
に相当し、Ni-MoおよびNi-Wの水素処理触媒に対する需要は増加を続けています。これは主
として、全世界的に燃料需要が増加していること、環境規制がますます厳しくなっていること、
軽質原油が枯渇しつつあり、重質の原油を使用せざるを得ないことによります。
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顔料、フリット、�
グレーズのニッケル化合物
酸化ニッケルは無機の顔料やフリット製造の原材料であり、こうした顔料やフリットはさらにグレ
ーズやエナメルの生産に用いられます。フリットはガラスと同様な原料であり、エナメルやグレー
ズに特定の品質と色を与えるために利用されます。酸化ニッケルは下塗りするエナメルの粘着特
性向上のためや、着色剤としても用いられます。

こうしたグレーズやエナメルは、最終製品の表面を装飾し保護するために用いられます。たとえ
ば食卓用食器類、床や壁用のタイル、陶磁器作品、エナメル仕上げの鋼部品などです。特定の無
機顔料に酸化ニッケルを使用することで、それ以外では実現できない特有の陰影と微
妙な色調を得ることができます。

注目すべきは、ニッケルが材料に化学的に結合しているため、ニッケルが放出されるリスクはまっ
たくない点です。

        知っていましたか？

セラミック用グレーズのフリット
フリットはほぼすべてのセラミック用グレーズの主成
分であり、様々な組成のものがあります。フリットは、特
殊な溶融炉で溶融し(前処理)、焼き入れ(急速冷却)を
行ってガラス化した上で粒状化するセラミック組成物
です。グレーズは通常一つまたは複数のフリットに顔
料と塩を加え、所要の特性と色を得ます。

        知っていましたか？

顔料黄色53
酸化ニッケルを様々な錯体に添加することで、青、ピン
ク、黄色の顔料を得ることができます。顔料黄色53(ニ
ッケルアンチモンチタン酸化物)はプラスチック、セラミ
ック、建築資材に用いられるほか、コーティングの顔料
として用いられます。

顔料黄色53は非常に優れた耐候性が特徴であり、そ
のためコイル材料金属のコーティングのほか、車庫、
道路標識、壁塗料のコーティングに用いられます。ま
た耐熱性にも優れ、苛酷な環境条件下でも安定して
いるため、プラスチック製品のコーティングに特に適し
ています。ニッケルは顔料錯体としっかり結合している
ため放出されることはなく、プラスチックやセラミック
での使用に適しています。
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ガラス製品生産におけるニッケル化合物�
酸化ニッケルは特定の種類のガラス製品生産にも用いられます。例えばクリスタルガラス、ブラックライトブルー
ガラス、眼鏡ガラスなどです。サングラスでもニッケルは着色剤として用いられ、太陽光線を吸収
して眼をUV放射線から保護する茶色の色合いを作り出します。

特定のクリスタルガラス製品では、着色に少量の酸化ニッケルを用いて紫の色調を作り出します。ニッケル化合
物の量を増やすと、ニッケルの濃度に応じて灰色、青、紫、最終的には黒に至る一定範囲の色を作り出すことがで
きます。

酸化ニッケルの特殊用途に、蛍光灯用のブラックライトブルー�(BLB)ガラスの製造があります。BLB電球は長波
UV放射線を発する蛍光灯で、検出や分析目的で考古学、貨幣の検査、科学捜査、食品産業、医薬品、鉱物学、切
手収集などで用いられるほか、ナイトクラブや劇場、照明装置などで特殊効果を得るために用いられます。
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電池におけるニッケル化合物
様々な種類の充電可能電池の製造に複数のニッケル化合物(水酸化ニッケル、硝酸ニッケル、硫酸ニッケル、�
ニッケル酸リチウム)とニッケル金属が用いられます。製造する電池はニッケル・カドミウム(Ni-Cd)、�
ニッケル水素(NiMH)、ほとんどのリチウムイオン(Liイオン)電池です。

私達が毎日の生活で利用する携帯電話やラップトップコンピュータ、タブレット型パソコンといった携帯電子�
機器は、充電可能電池に頼っています。NiMHとLiイオン電池のどちらもこうした携帯機器で広く用いられる一方、�
Liイオン電池は電気自動車やハイブリッド自動車、エネルギー貯蔵や衛星などでも用いられます。

優れた信頼性、長寿命(12年を超えることも多い)、頑丈さで知られるNi-Cd電池は、たとえば病院、航空機、列車
などの、重要で、信頼性が必要であり、効率的な緊急バックアップシステムに最適な選択肢です。

NiMH電池を利用するハイブリッド自動車は同等のガソリン自動車に比べ、汚染物質と温室効果ガスの発生量
が最大で50%減少します。

電池は寿命末期に達すればリサイクルすることができます。リサイクルプロセスで取り出したニッケル化合物は二次
原料として再利用し、新しい電池やその他の工業製品の製造に使用します。これまでよりも軽量で自立しており
長時間作動する機器への需要が増すにともない、電池を利用する柔軟な電源はこれからも重要性を増していく
はずです。ニッケルは今後の電池技術でも中心的な役割を担い続けていくでしょう。

       知っていましたか？

再生可能エネルギーの貯蔵に用いられるLiイオン
電池

再生可能エネルギーをエネルギー送電網に統合する
上でエネルギー貯蔵技術が重要な役割を果たしていま
す。電池は、風力や太陽光など再生可能エネルギー源
の間欠的性質を補う能動的な電力供給体として機能
し、送電網の安定性を改善します。

こうした電池は非常に素早く反応すると共に、15～20
年の期間、高頻度で充放電を繰り返す必要があります。
ニッケル酸リチウムはエネルギー貯蔵電池の厳しい要
求に応える絶好の材料です。というのも構造安定性に
優れると共に導電性が高いからです

       知っていましたか？

ニッケル含有電池技術は電気自動
車の開発にとっても重要です

たとえばTesla�Model�Sの85kWh
電池パックは7,104個のニッケル含
有セルを蔵しており、持続速度が時
速90kmで500kmの走行距離を実現します。この電池を動力とする自動車は、わずか5.6秒
で時速100kmに達することができます。
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ニッケルに対するニーズは増加します
2050年には世界の人口はおよそ96億人に増えているはずです。こうした地球の人口に十分な食料、住宅、輸
送、エネルギー、水を供給するためには、新技術や技術改善に協力して取り組むことが必要です。

ニッケルは事実上あらゆる技術で用いられる、またはそれを支援する最重要原料の一つです。

ニッケルに関して最もよく知られている特性、すなわち強靭性、鍛造性、優れた防食性は、苛酷な環境や極高
温においても優れた性能を発揮することができます。こうした特性があるため、ニッケル含有材
料はエネルギー、輸送、食料、飲料水の供給で重要な役割を果たしており、今後も耐久性と持続性のある経済お
よび社会のために貢献し続けるはずです。

特にニッケル化合物は、固有の、しばしばほかにはない特性を持つため、エネルギーの貯蔵や供給、持続
可能でリサイクル可能な製品、環境に配慮した輸送など、最も要求の厳しい課題のいくつかでソリューショ
ンとイノベーションの開発に重要な役割を果たしています。またニッケル化合物が持つ電気化学的
特性は電池技術にとって不可欠です。さらにめっき製品には強度と防食性を与え、食品生産や環境に優しい技
術のために触媒特性を提供します。

それに加えてニッケル含有材料には、理想的なほどリサイクルに適しているという利点があります。
なぜなら寿命末期にも価値があり、特定が容易であり、わずかなエネルギーで新しい高品質原料に変換できる
からです。今後の数十年、プロセスや製品の設計は継続的に進歩するでしょうし、そうなれば原料の特定、分離、
回収はより容易になるはずです。環境に適した設計がますます重視されることは、製品の使用方法だけでなく、
役目を終えた製品をどのように管理するかにも影響を及ぼします。電池、電気系統、電話、その他何百もの製品
に含まれるニッケルを筆頭に、今後は製品に含まれる原料がこれまでよりも高い割合で埋立地から選別され、リ
サイクルのために回収されることになります。そしてニッケルの場合、経済的価値があり、本来の特性を回復でき
ることから、ニッケル回収作業は規制や倫理的な理由のみならず経済的な理由からも成立します。

何百万の部品やプロセスでニッケルの新しい用途が生まれ、その貢献度は、わずか
な使用量に不釣り合いなほど大きいものになるはずです。

ニッケルが持つ数多くの特性は、今後も科学におけるイノベーションと飛躍的進歩そして持続可能性に貢献し、
現在と未来の課題の解決に寄与し続けるはずです。 

脚注1　国連World Population Prospects, 2012 
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ニッケル協会について
ニッケル協会(NI)は、全世界の一次ニッケル生産者から成る�
世界的な団体で、会員すべてを合わせれば中国を除く世界の年間
ニッケル生産量のおよそ85%を占めます。

ニッケル協会の使命は適切な用途でのニッケル利用を促進および
支援することです。ニッケル協会はステンレス鋼など現行および新
規のニッケル用途の市場を成長させ、支援を提供すると共に、公共
政策と規制の基本として健全な科学、リスク管理、社会経済的便益
を推進しています。ニッケル協会の科学部門であるNiPERA�
(www.nipera.org)を通じて、人の健康と環境に関係する最先端の
科学研究も実施しています。ニッケル協会はニッケルおよびニッケ
ル含有製品に関する情報を集約する中核的拠点であり、オフィスを
アジア、欧州、北米に設置しています。
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