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考古学者によると、青銅器時代と呼ばれる西暦紀元前
2500年頃には早くも、鉄が初めて道具に使用されました。
精錬技術が向上すると、鉄は比較的安価になりました。し
かし、青銅に比べて鉄の大きな欠点は、濡れた時に錆びる
ことでした。現代の例で言えば、鉄やスチール製のナイフや
フォークは、使用後すぐに洗浄し乾燥しなければなりませ
んでした。さもないと錆びてしまうということです。錆びない
鉄、すなわち錆びない安価な材料が必要とされていたこと
は誰の目にも明らかでした。

ステンレス鋼の歴史は、スウェーデンのAxel Fredrik 
Cronstedtが1751年にニッケルを発見したことから始まり
ます。クロムは錆びない鋼を作るのに欠かせない成分です
が、ニッケルは、ステンレス鋼の開発以前から鉄を腐食しに
くくするために使用されており、その後、ステンレス鋼のほ
とんどの種類に含まれる主成分となりました。

フランス人化学者Nikolas Vauquelinによって1797年に金
属クロムが発見されたのがステンレス鋼の歴史の第二段
階です。金属クロムは脆い反面、酸とごくわずかしか反応し
ません。

1821年にやはりフランス人のPierre Berthierが、これら2
つの金属の混合酸化物を木炭と一緒に加熱することによ

り、経済的な方法でフェロクロムを製造しました。彼は、フェ
ロクロムは簡単に鉄へ添加され、クロム鋼が造られること
を発見しました。Berthierは、彼が造った高クロム鋼は、耐
食性は向上したものの、残念ながらフェロクロム中の炭素
含有量が高いため、防錆性を示すことができなかったと発
表しました。また、それらはかなり脆かった。

19世紀半ば、低クロム含有率鋼の硬度と耐食性が著しく向
上しました。高クロム鋼が商業的に発展するには、ドイツ人
化学者Hans Goldschmidtの研究を待たねばなりませんで
した。Goldschmidtは、炭素の代わりにアルミニウム粉末を
使用して金属酸化物を純金属に還元するテルミット法で最
もよく知られています。この方法はクロムにも応用すること
ができます。1895年には、低炭素フェロクロムが製造され
ました。これにより、研究者にとって高クロム鋼の耐食性に
及ぼす炭素の悪影響を確定しただけでなく、炭素の含有量
がより低い合金を作れるようになりました。

こうして、ステンレス鋼の発展のための舞台が整ったので
す。

ステンレス鋼の歴史－その1

ステンレス鋼の発見前
の発展

鉄器時代の道具 
（紀元前1000～700年）

Axel Fredrik Cronstedt 
（1751年）

Nikolas Vauquelin 
（1797年） 

Pierre Berthier 
（1821年）

Hans Goldschmidt 
（1895年）
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終わりのない持続可能な発展
リオ・デ・ジャネイロで行われた第1回国連持続可能性に関する首脳会議から20
年、2012年6月、同会議は再びこの発端となった街に戻ってきました。こうした会議には
当然のことですが、雇用、エネルギー、都市、食糧、水、海洋、災害といった主要議題の
決定事項や付託事項に対し、様々な評価を受けています。

同会議の目的については、www.uncsd2012.org/rio20/objectiveandthemes.htmlを
ご覧ください。

現実には、十分な食料、無公害エネルギー、安全で信頼性の高い移動手段、そして生
活の質を向上し持続可能にするその他の対策に向けた努力に始まりや終わりがある
わけではありません。しかし、リオ+20の議題のいくつかを実現する持続可能な選択が
なされる場面はあります。『ニッケル誌』には、こうした選択肢に関する記事が毎号掲載
されています。

本号の記事「廃棄物をなくそう」では、ニッケル含有ステンレス鋼がいかにして、適正技
術を開発途上国の農業従事者、農協、小規模自作農家（一家族の生活用農地）にとっ
て身近なものにしているかを示しています。驚くべきことに、こうした地域では1人当た
り平均年間150キロの食糧が、生産初期段階で失われたり腐敗したりしています。こう
したロスを減らすことで、必然的に飢餓が減り、農業従事者の収入が増え、土地への負
担が緩和されると考えられます。そして、ステンレス鋼はこれに役立っています。

インドでは古くから、ニッケル含有ステンレス鋼が電車の車両に使用されています。こ
の国の継続的な経済の拡大は、ムンバイ、ニューデリー、バンガロールの通勤路線に使
用されるさらに多くのステンレス鋼車両の製造へとつながっています。「ステンレス・エ
クスプレス」の記事では、どうすればインドの大きく、かつ成長し続ける都心の生活の
質が経済的で環境への影響が少ない方法で実現できるかについて紹介しています。

10ページでは、ニッケル含有ステンレス鋼が、中国のエネルギー源の拡大と多様化に
どのように役立っているかについて述べています。もはや注目すべきは石炭だけでは
ありません。太陽光発電、バイオ燃料などのエネルギー源が水力や原子力、その他の
エネルギー源に加わります。中国が驚異の道のりを歩み続けている中、これらすべての
エネルギー源においてニッケルが役立っていることがご理解いただけるでしょう。

リオ+20は終了しましたが、ニッケルは、日々の持続可能な発展を支援する重要な役割
を担い続けていきます。

もちろん、ステンレス鋼生誕100周年に関連して、引き続き、この極めて重要な合金の
発展に関する情報をシリーズでお届けします。初回の記事は、反対側のページをご覧く
ださい。

最後に、『ニッケル誌』の定期購読をおすすめします。配布リストへのご登録をお待ち
しています。電子版または印刷版のどちらもご利用いただけます(印刷版は英語のみ)。

http://www.nickelinstitute.org/nickelMagazine/Subscriptionにて、簡単に定期購読
のお申し込みが可能です。

Stephanie dunn

ニッケル誌　編集発行人
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車両内部の映像：軽量のステンレス
鋼製車両は、スチール製のものより
約4トン軽くできます。
ステンレス製の車体に使用され
る主な材料

ステンレス・エクスプレス



鉄道は、都市間の移動や短い通勤移動に使用される長い伝統
があり、確立され、信頼性が高く、エネルギー効率の良い経済
的な人々の移動手段です。インドや中国といった人口密度の
高い発展途上国は、鉄道輸送という自国のインフラと経済発
展の成功との関係を理解しています。たとえば、インドには、今
後10年間で人々を輸送するシステムを大幅に拡大する意欲的
な計画があります。

インド鉄道は、159年の歴史を持つアジアで最も古い鉄道網
です。2009年7月に鉄道相は、インドは世界で2番目の速さで
成長する経済大国として、国内幹線道路と競合するため、より
多くの鉄道車両を製造し、インフラを向上させると発表しまし
た。また、同相は、約140万人を雇用するインド鉄道が、年間お
よそ500車両を製造する工場を設立する予定であると述べて
います。これらの新しい車両は、既に運行中のものと共にイン
ド国内1,500万人の通勤の足を支えることになるでしょう。

ニッケル含有ステンレス鋼が使用される理由

ムンバイ、ニューデリー、バンガロールの通勤鉄道網には、最
近新しい列車が追加されたか、または、近々追加される予定で
す。車両の強度と耐久性を高くし、ライフサイクルコストを抑え
るため、301L型ニッケル含有ステンレス鋼（UnS S30103）が
車体に選定されました。この「L」は低炭素含有量を示しており、
溶接部の粒界腐食による影響を防止する効果があります。座
席のフレームや一部の内装用部品は、耐食性に優れた304型
ステンレス鋼（S30400）製です。

強度と耐食性を上げるために少量の窒素を含んだ301Ln型
ステンレス鋼（S30153）を使用している車両メーカーもありま
す。

普通炭素鋼や低合金耐候性鋼と比べ、301L型、301Ln
型、304型のステンレス鋼は、耐大気腐食性に優れており、そ
れらの表面は腐食生成物や錆びの無い状態が保たれます。こ
れらの合金は湿度の高い環境など腐食しやすい場所でアルミ
ニウムより優れた性能を示し、日常的な摩耗に耐えることがで
きます。また、切断、成形、溶接が簡単であるため、加工業者の
間でその扱いやすさが評価されています。

ステンレス鋼が持つ表面の清潔感と光沢は、強い美的魅力で
あるため、ほとんどの車両は表面が塗装されないままです。そ
のため、最初の塗装や将来の塗り直しにかかる費用が不要と
なり、揮発性の有機化合物が環境に放出されることもありませ
ん。この塗装されていない表面からは泥、汚れ、落書きを定期
車両点検の間に簡単に除去することができます。

ニッケル含有ステンレス鋼は、強度、延性、靱性が有効に組み
合わさっており、このことは高い耐衝撃性を有していると言え
ます。ニッケル含有ステンレス鋼は、冷間加工または冷間変形
（曲げ加工）されると強度と硬度が向上します。

これらの諸特性が組み合わさることで、ニッケル含有ステンレ
ス鋼は、しばしば「つぶれる領域」と呼ばれる鉄道車両の端部
での使用に理想的な材料となっています。この領域は、衝突や
脱線が生じた場合に、その衝撃エネルギーをほぼ吸収できる
よう制御された方法でつぶれるように設計されているため、車
両の主要部にいる乗客を保護することができます。

環境面での利点

持続可能なシステムは、環境を損ねたり天然資源を使い果た
したりすることなく、将来にわたり効果的に稼動できるのが理
想的です。金属棒や金属板のような基礎金属製品を生産する
には、大量のエネルギーや資源が必要です。金属の加工と仕
上げには、さらにエネルギーや資材（塗料など）が必要となる
ため、これらの作業は周辺環境に有害な影響を及ぼす可能性
があります。

ステンレス鋼を使用することにより、こうした影響の多くを軽減
することができます。ステンレス製の鉄道車両は、耐用年数が
長く、保守の必要が少ないため、修理作業や交換のために「新
しい」金属を必要とすることがありません。

寿命後のステンレス製の車体は、スクラップした際にかなりの
価値があります。推定では、ステンレス鋼全体の約90%が溶か
され、新たな製品に成形されています。これまで運行から外さ
れていたステンレス製の鉄道車両のほとんどが、完全に修復
され再び使用されています。

強度対重量比が優れているため、しばしば、1台のステンレス
製の鉄道車両は同等の炭素鋼または低合金鋼製の車両よりも
約4トン軽くなります。車体を軽量化することで旅客一キロ当た
りの列車を動かすのに必要なエネルギーが少なくて済み、そ
の結果、有害な温室効果ガスの排出を低減することができま
す。さらに、低エネルギーで保守の必要が少ないことから経済
効果が生まれ、その節減分を他の極めて重要な公共支出分野
に回すことができます。

現在、ステンレス鋼は、都市間、通勤、地下鉄、軽便などの広範
囲な鉄道システムに使用されています。ニッケル含有ステンレ
ス鋼で造られる旅客鉄道車両は、長い耐用年数、低燃費、低保
守コスト、洗浄のしやすさ、耐衝突性、耐久性及び美しい外観
が保証されます。

鉄道車両にステンレス鋼を使用することは、まさに「最初から
物事を適切に行うこと」の輝かしい例です。

都市生活にもたらされる持続可能な輸送手段
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インドには、今後10年にわたり人々を
輸送するシステムを大幅に拡大する

意欲的な計画があります。
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Ni

極めて密度が低く、衝撃を吸収するニッケル格子の創造により、
車両、航空機、電池など、様々な産業部門に利益がもたらされるこ
とが期待されています。

実際、この世界最軽量の固体物質の密度は、わずか0.9mg/cm3
です。これには、チューブ内またはチューブ間の空気は含まれてい
ません。大体、この格子の重さはスチロフォーム™の約1/100で
す。タンポポの綿毛を傷つけることなく、その上に容易に乗せるこ
とができます。

この材料は、カリフォルニア工科大学、HRL研究所LLC、カリフォ
ルニア大学アーバイン校の研究者グループによって開発されま
した。

この「マイクロラティス」という材料は、主に音や振動、衝撃を吸収
するために設計されましたが、HRLの研究者グループはすぐに他
の用途の可能性を指摘しています。この中には、リチウムイオン
電池やコンピュータ用空冷装置のほか、軽量金属を必要とする
車両、飛行機、宇宙船の製造などへの応用が含まれます。

驚くことに、その構造はすべてニッケルの中空管でできています。

HRL研究所の研究員で科学者のTobias Schaedlerの説明による
と、組立工程では、管壁の厚さが100ナノメートル（人間の髪の毛
の1/1000）のニッケル-リン中空管が相互に接続された格子が作
られます。この設計は、エッフェル塔を小さくしたようなもので、頑
丈ですがほとんど空気で構成されています。この格子の階層構造
の構築物により、マイクロラティスは、エネルギーを吸収する並外
れた能力を有し、50%もの圧縮荷重からほぼ完全に回復すること

ができます。この点で、マイクロラティスは衝撃に耐える特性が評
価されるエラストマーに似ています。

マイクロラティスを作製する際、研究者は樹脂を使って多数の相
互接続された高分子繊維を作ります。この樹脂はその後洗い流さ
れ、高分子繊維はニッケル層で被覆されます。次に繊維が溶かさ
れて、格子だけが残ります。

ニッケルやニッケル-リンは、電解析出または無電解析出を用いて、
この高分子の型の形状に沿って析出させることができるため、構
造形成の工程で使用することができます。

「その上ニッケルは非常に剛性が高く、適切な条件下では高い強
度を示すことができます。」とHRL研究所のバイオ・ナノ材料技術
部長Bill Carterは述べています。「後工程で、析出させたニッケル
やニッケル-リンを著しく傷つけることなく高分子を除去するには、
両方の特性が重要です。」このマイクロラティスの研究プロジェク

トは、米国国防高等研究計画局（DARPA）から委託されています。
研究グループは現在、この素材の開発と改良のために2～3年を
かけます。すでに海軍研究局からは、爆発による振動に耐えられ
るものを開発するよう依頼が来ています。

革新的な
軽量化技術

「ニッケルは非常に剛性が高く、
しかるべき条件下では高い強度

を示すことができます。」

w  ニッケルの「マイクロラティス」は密度が非常に低いため、タン
ポポの綿毛の上に置くこともできます。(copyright 2012 hrL 
Laboratories – 転載禁止.写真：dan Little photography)

v  ニッケル格子は圧縮された後、このように跳ね返ります。50%
圧縮した後、元の高さの98%まで回復します。(copyright 
2012 hrL Laboratories – 転載禁止.)
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8   注目される用途  ニッケル誌　第27巻第1号(2012年8月号)

飛行機にはあなたの想像以上にニッケルが使用されています。

ニッケルで離陸

高温強度、靱性、耐久性、鋳造性など、航空
機エンジンのタービンに使用されるニッケ
ルの利点はよく知られています。この用途
が（おそらく洗面所や調理室でのステンレ
ス鋼の使用と共に）、ニッケルの貢献の極
限であると、多くの人は考えるかもしれま
せん。

そんなことはありません。

この構成図の中で、エンジン内にニッケル
基超合金が使われているのは1カ所（青色
の●印2）だけです。それでは、その他の印
は何を表し、なぜそこにあるのでしょうか。

エンジン内のニッケルは、航空機を離陸さ
せるために必要な動力を生じさせるのに
役立つ一方で、それ以外の多くの形態や
用途、そして航空機それぞれの何千もの
個々の部品の中で、ニッケルは、何年もの
運行期間中ずっと航空機を空に飛ばし続
けています。

青、赤、緑、黄色の印が意味すること

エンジン以外にも、ニッケル含有合金は、
着陸装置、バルブ、ポンプ、ロッド、油圧装
置など、強度や耐摩耗性が必須であるあ
らゆる場所に利用されています。これらは
青い●印で表示されています。

部品供給業者から購入しためっき、または
被覆された部品（取引先メーカーで製造さ
れたOEM部品）は、赤い●印で示されてい
ます。どの大型航空機にも何千もの電気コ
ネクタやファスナがありますが、ニッケル
は、それらに耐食性、電導性、強度を与え
るだけでなく、金、カドミウム、亜鉛で表面
被覆された基板として利用されています。

また、こうした役割とは逆の場合もありま
す。その例として、フライトレコーダー（ブラ
ックボックス）を支えるアルミフレームに、
ニッケルめっきが施されています（赤色の
●印18）。

緑色の●印は、めっきまたは被覆された部
品のうち、六価クロムやカドミウムといった
環境に好ましくないと考えられているもの
に代わって、ニッケルを含有する被覆が施
されている部品を示しています。ここでは

ニッケルは主に摩耗や腐食防止のために
利用されています。

航空機の耐用年数に対する要求は厳格で
す。様々な種類の補修被覆のような従来通
りの修理作業が予想されます(これは黄色
の●印で示しています)。サイクル数（1サ
イクル＝1回の離着陸）、運行年数、運行環
境(温度、湿度、塩分や洗浄液への暴露な
ど)に応じて決められた各時期に、定めら
れた整備作業が行われます。ここでも、ニ

この構成図は明らかに
複雑なものをかなり簡
略 化 し て 描 い て い ま
す。ニッケルが含まれ
る部品すべてを同じよ
うに表示したら、この
航空機の絵は完全に見
えなくなってしまうで
しょう。
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ッケルの主な用途は耐食性と耐摩耗性に
関連しています。

飛行の安全を担うニッケル

航空機メーカーは、自社航空機の安全、十
二分なまでの強度、できる限り効率的な腐
食の予測と管理を確実にするため、惜し
みない努力を注いでいます。

それゆえに、私たちの日常生活にとても身
近な飛行機の中で、ニッケルが随所に使

われていることは驚くことではありません。

この 構 成 図 の 全 体 は、h t t p : / / w w w.
nickelinstitute.org/NickelUseInSociety/
MaterialsSelectionAndUse/~/media/
F i l es/Nicke lUse InSoc ie ty/Aero - -
Nickel%20Coatings.ashxでご覧いただけ
ます。

航空機のニッケル被覆ととニッケル合金
の構成図―米国表面処理協会（NASF）お
よびニッケル協会 作成
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ステンレス鋼が牽引する
中国のエネルギー部門
過去20年間にわたり、中国経済がめざましい成長をとげているこ
とを世界は良く知っています。ステンレス鋼の生産について見て
みましょう。2000年、中国は世界第15位のステンレス鋼生産国で
あると同時に、世界最大のステンレス鋼輸入国でもありました。今
日、中国は、大差をつけて第1位のステンレス鋼生産国です。産業
活動が増えるにつれて、同じように中国の生活水準も見事に上が
っていきました。今や市民は、ストーブ、パソコン、テレビ、エアコ
ンといった最新の家電を求めています。さらに、彼らは移動した
い、大抵は自分の車で旅行したい欲求があります。

これらはすべてエネルギーを必要とするため、結果的にあらゆる
種類のエネルギー需要が増えています。数値こそ異なるものの、
中国が世界最大のエネルギー消費国である米国に追いつき、追
い抜こうとさえしていることを、あらゆる数字が示しています。し
かし、米国は今もなお一人当たりのエネルギー使用量が最大で、
中国における一人当たりの消費量の約5倍のエネルギーを消費し
ています。

中国ほどの爆発的な成長を経験している国は他にありませんが、
多くの面で、中国の成長は他の経済新興国と似ています。インフラ
（ビル、上下水道、幹線道路、公共交通機関など）の開発に必要
なコンクリートや鋼といった材料には、エネルギーが必要です。
農村地域では概してエネルギー消費が少ない反面、その使い方
はあまり効率的ではありません。そのため、こうした人口が都市
部へ移動するにつれてエネルギー使用の効率は高まるものの、一
人当たりのエネルギーは著しく多く必要になります。

中国は、容易に入手可能な石炭を大量に供給できます。2008年
には、その埋蔵量は1,145億トンと推定されました。今日でさえも、
中国の電力は3/4以上が石炭の火力発電ですが、これは意外な
ことではありません。排煙脱硫技術と電気集塵装置を使って発
電所からの硫黄と粒子の排出を除去することはできても、燃料
としての石炭は、かなり大量の二酸化炭素などの温室効果ガス
（GhG）を排出します。2007年に中国は、世界最大のGhG排出国

である米国を追い抜きました。エネルギー消費が増えれば、GhG
排出量も上昇します。

市民の中に大規模かつ多数のよく訓練された専門家集団がいる
ため、中国は、既存の化石燃料プロセスを改善し、代替となる再
生可能エネルギー源も開発するという珍しい立場にあります。ま
さに2011年、再生可能エネルギー部門における中国の投資は総
計520億USドルで世界最大であり、この部門での全世界の投資
総計の約20%を占めています。中国は、2020年までに化石燃料
以外のエネルギーの占める割合を15％にすることを目標にしてい
ますが、2011年は約9.4%でした。これはわずかな増加に見えるか
もしれませんが、忘れてはならないのは、中国では今後15年の間
に、新たに発電量を1000Gw（ギガワット）追加する予定である
ということです。

中国は、化石燃料への依存を減らすために多方面からの取り組
みを行っています。ソーラーエネルギーを考えてみてください。中
国には昔から、入浴や洗濯用の水を加温するための安価なソー
ラーシステムがあります。2006年、中国では約3,000万世帯がこ
のようなシステムを持っており、それ以降も、このシステムの評判
は高く、その数は劇的に増加しています。これらのシステムが他の
国でも普及していますが、2009年に全世界で使用された太陽熱
による発電量172Gwの半分以上が中国のみで発電されました。
多くの温水タンクや一部の他の構成機器は、ニッケルを含有する
304型ステンレス鋼(S30400)製です。

電気を生み出す太陽光電池(pV)のコストはまだ比較的高いが、
大量生産と組み合わせた最近の技術開発により、コストは大幅に
下がってきました。2011年末に中国は、pV設備容量の2015年度
目標を50%引き上げ15Gwとしました。ステンレス鋼は、基板やそ
の他の構成部品に使用されることもありますが、主に太陽光電池
自体の製造で必要となります。たとえば、中国西部のゴルムドで
は、2011年にソーラーパークで生産された電力は総計570Mw
で、2012年はさらに500Mw増える見込みです。
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第3の技術、集光型太陽熱発電（cSp）は、レンズや鏡を使って
小面積に太陽光を集光します。その熱がボイラーの動力とな
り、それによって得られる蒸気がタービンを動かして発電されま
す。現在中国では、1Mwの小規模なパイロットプロジェクトから
2,000Mwの大規模プロジェクトまで、少なくとも8件のプロジェ
クトの計画または建設中です。これには高温を伴うため、ステン
レス鋼や、場合によってはニッケル合金が必要となります。この技
術の商業的な実現可能性を証明するためには、引き続き開発が
必要ですが、中国はこの分野においても世界トップクラスの国の
ひとつです。

バイオエネルギーは、現在使用されながら急速に改善が進めら
れているもう一つのエネルギー供給源です。メタンは、特に農村
地域で、小規模な設備を使用して動物や人間の廃棄物から生成
されています。そこでは主に、炊事や照明に利用されます。同様
に、廃動物油脂は、バイオディーゼルを生成するためによく利用
されます。中国のエタノール生産量は世界第3位ですが、2011年
の22億リットルという生産量は、ブラジルと米国のどちらと比べ
てもずっと少ない値です。最終的にはエタノールの多くは、10%混
合ガソリンに使用されています。

多くの国 と々同様、食糧やバイオエネルギーの生産に利用でき
る穀物やサトウキビの使用目的については活発な議論がありま
す。結果的に現在は、農業廃棄物や他の作物を使用してエタノー
ルやバイオディーゼルを生産する方法を開発中です。ステンレス
鋼は、通常これらのプロセスすべてに使用されます。バイオエネ
ルギー生産に使用されるステンレス鋼については、ニッケル協会
の最新技術文献10090「ステンレス鋼：世界のバイオ燃料産業
にとってコスト効率の高い材料(Stainless Steels: cost-efficient 
Materials for the Global Biofuels industries)」に詳細が記載され
ています。（当協会のウェブサイト

http://www.nickelinstitute.org/en/Mediacentre/news/~/
med ia /Fi le s/techn ica lL i teratu re/Sta in les sSteel s _
costeffectiveMaterialsFortheGlobalBiofuelsindustries_10090.
ashxからダウンロードできます。）

その他、中国における代替電力源には、天然ガス、水力、原子
力、風力などがありますが、これらはすべて、環境にある程度の
影響を及ぼします。ニッケルは、これらで使用される材料の中に
含まれています。

中国では、依然として石炭が発電の主要燃料のままであり、今後
も長くこの状態が続くと考えられます。そのゆえ、石炭を可能な限
り環境に配慮したものにすることが重要です。石炭ガス化プロセ
スが登場してから何年も経ちますが、一般的にコスト効率は高く
ありません。中国の研究者は、経済性を向上するための研究を行
っています。一方、標準的な石炭火力発電所から二酸化硫黄、水
銀、粒子状物質などの有害な汚染物質を除去することにより、こ
れら汚染物質の排出量を削減するためにできることがたくさんあ
ります。ステンレス鋼やニッケル合金を使用した技術のほとんど
が、これらのために既に存在しており、中国の最新の石炭火力発
電所で使用されています。

中国の成長を促進しているのはエネルギーです。そして中国は、
よりクリーンでより持続可能なエネルギー供給源を求めて日々努
力しています。 Ni
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上部左から：住宅の屋根に設置された太陽光温水装置、メタン生産プラント、集光型太陽熱発電、太陽光電池

中国の成長を促しているのはエネル
ギーです。そして中国は、よりクリーン
で持続可能なエネルギー供給源を求

めて日々努力しています。
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廃棄物をなくそう
ステンレス鋼は農家を支援する

収穫を最大にすることと人々への食糧を供給することを追
求すると、最小規模のフェアトレード農家から最大規模の
農業ビジネスに至るまで食糧生産者は皆、似たような大き
な課題に直面します。それは、干ばつやペストでも、戦争や
政情不安による混乱でもありません。

それは廃棄物です。

国連食糧農業機関（Fao）の試算によれば、人が食べるた
めに生産された食糧の1/3（13億トンもの膨大な量）が収
穫、加工、貯蔵、市場への輸送の間に腐敗したり、廃棄さ

れたりしています。工業化社会では、消費者が製品廃棄の
最たる原因である反面、2011年に発表されたFaoの研究か
ら、開発途上国における廃棄食糧のほとんどは、アフリカ、
アジア、ラテンアメリカの合計で年間150kg/人以上が生産
の初期段階で失われたり、腐敗したりしたものであること
がわかりました。

Faoは、よりよい教育と小規模農家の間の連携と安全かつ
低コストで、効率よく農作物を加工するために必要な道具

aMtecは、果肉除去装置とチャンバ
ーには304型、むき出しのコーヒー豆
を分配する受け皿には316型のステ

ンレス鋼を推奨しています。 
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を入手しやすくすることの二方法を解決
策として推奨しています。この勧告は、日
常的な食料品の他、コーヒー、ココア、砂
糖などの輸出商品を含む換金作物も対
象としています。

ジャワ島東端付近のジェンベルを拠点と
するインドネシア・コーヒー及びココア研究所は、収穫と加
工の効率向上を促進しています。この研究所は、5.5馬力の
エンジンを動力とする小型の機械式果肉除去装置を使用し
て、低酸性のカカオ豆を生産することができると述べていま
す。さやが割られた後、果肉に覆われた豆は、固定された篩
が内側に設置された直径300ミリメートル、長さ2/3メート
ルのステンレス製のドラム缶に投入されます。内側のステン
レス製の撹拌機が高速回転することにより、ほとんどの果
肉が篩にぶつかって剥がれ落ち、除去されます。豆に残る
果肉が少ないほど、発酵が早くなります。除去された果肉は
その後、飲料の生産や、カカオのさやの堆肥化中にバクテ
リアの成長を促進させるために使用することができます。こ
の機械は、1時間当たり豆を2トン処理し、1トンにつき最大
150kgの果肉を生産することができます。

ココアの生産は、ガーナの農家約80万世帯の主な収入源で
あり、この国の輸出の1/3を占めています。ガーナ鉱山技術
大学の研究者によって、カカオ豆を覆う堅いさやを割るた
めの機械が最近考案されました。この面倒な作業は普段、
マチェーテというナイフを使って手で行われています。この
機械は、クロムを多く含有するマルテンサイト・ステンレス
鋼の切刃が採用されており、十分な硬度と耐食性がありま
す。この箱型の機械により品質と生産性が向上することが
期待されています。また、この機械は簡単で組み立てに費
用がかからないため、農村の人々が利用しやすくなってい
ます。

南アフリカの主な輸出品は、粗糖です。現地のエンジニアリ
ング会社であるSugarequip (pty) Ltd.は、サトウキビを加工
する機械の製造・販売をしています。また、これらの機械に
ステンレス製の構成部品を幅広く使用することで、故障や
部品の摩耗による作業休止時間が縮小されます。たとえば
ステンレス鋼は、遠心分離機のメッシュスクリーンやフィル
タに指定される材料の一つです。また、耐食性の3cr12

（S41003）製のタンクでサトウキビの苗に熱処理を加えるこ
とで、病気の拡散を防止することができます。一方、304L型

（S30403）は、排蒸気から砂糖を回収するために設計され
たポリバッフル・エントレインメント・スクリーンの製造に使

用されています。これがないと、加工中に砂糖が失われます。
また、Sugarequip社は、連続したステンレス製の電極を使
用して加工を制御・監視できる粗糖を煮詰める装置を開発
しました。スーダンの工場にこの装置を設置したところ、品
質が向上し加工時間と無駄になる砂糖の
量のどちらも減少することが判明しました。

ステンレス鋼は、小規模のサトウキビ工場
における加工にも使用されています。インド
の都市チェンナイでは、Four Brothers 
eximp pvt Ltdが、raja、aMUda、BoSS
という商品ブランド名で遠隔地の農場や家庭向けの食品加
工機械を製造しています。304型（S30400）または316型

（S31600）製のローラーを含め、同社の手動のサトウキビ
粉砕機のサトウキビと接触する構成部品はすべてステンレ
ス鋼製です。コーヒー豆から果肉を除去するための手動機
械など同社の製品は、アフリカや東南アジアの至るところ、
特に電気がない地域の小規模農家で使用されています。

フィリピンの農機試験評価センターが最近策定した標準案
では、コーヒー豆に接触する動力式および手動の果肉採取
機のすべての部品について、食品用の等級で耐食性のある
材料の使用が要求されています。輸入品か国産品であるか
にかかわらず、すべての機械に適用されることになるこの標
準は、果肉除去装置とチャンバーには304型ステンレス鋼を、
むき出しの豆を分配する受け皿には316型ステンレス鋼を

推奨しています。目標は98％の純度で93.5%
以上の豆回収率を確実にすることです。

コロンビアのボゴタを拠点とするコーヒー豆の
加工機メーカー、ingesec-promain Ltda
は、Gaviota果肉採取機とBelcosub加工設備
のラインに幅広くステンレス鋼を利用していま
す。この機械はコロンビアのコーヒー豆生産者

と共同開発され、中米および南米全土、さらにエチオピアや
インドネシアといった遠方にも販売されています。この果肉
採取機は流れが途切れることなく、1時間当たり最大
2,500kgの速度でコーヒーの実を確実に加工できるステン
レス鋼のスクリューコンベアが特徴です。これよりも複雑な
Belcosubシリーズは、電気を動力とするものの、農場レベル
での加工用に設計されており、これもステンレス製のケーシ
ングを持ったステンレス鋼のスクリューフィーディング機構
を特徴としています。また、この機械は、より少ない水量でよ
り多くの高品質なコーヒーが生産できるように設計されて
います。

食糧が廃棄されれば、「食糧生産に利用される大量の資源
が事実上廃棄されることになる。」とFaoの研究では警告
しています。既に「食糧不安定の限界」で生活している開発
途上国の小規模農家にとって、食糧をより効率的に取扱い、
加工することは、確実に損失を減らし、生活を改善すること
になります。 Ni

機械（上左から時計回りに）：コーヒー果肉採
取機：http://blog.juanvaldez.com

手動のサトウキビ絞り機：http://www.
fourbrothersei.com

スクリューコンベア：www.ingesecltda.com
Gaviota 1200： www.ingesecltda.com
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毒性試験は、必要かつ高価な試験で、その対象は増え続けてい
ます。これは、人体暴露の代わりとして、より多くの動物が必要に
なることも示唆しています。このプロセスの効率を高め、動物実験
の必要性を少なくする方法を見つけることが急務となっています。
金属と合金に直接関係し、重要性が増している一つの方法はバ
イオエリューションです。

化学物質が増える＝実験が増える

産業は、新しい化学物質や合成化学物質、さらにそれらの新たな
利用方法を生み出すことに非常に長けています。これらすべてに
ついて、人や環境への影響に対する試験を常に行う必要がありま
す。化学製品の混合物と合金は、必ずしもそれらの構成要素の特
性が足された毒性の特徴を持っているとは限らないということが
明らかになったため、徐々にその必要性が高まってきています。

しかし、すべての化学物質が同じ有害性を示す訳ではありません。
一連の毒性試験をすべて実施しなければならない化学物質、混
合物、合金の数を減らせる可能性を持ったあらゆる方法が、非常
に重要になります。

何百種類ものニッケル含有合金とそれ以外のニッケルを含有す
る化学物質や混合物の毒性の特徴を特定する必要があるため、
これはニッケルにも関係します。

バイオエリューションとスクリーニング

毒性の特徴が類似すると予想される混合物や合金を、同族の物
質に分類するという考え方は新しいものではありません。これは、
評価や試験の優先度の設定をしなければならない何万種類もの
物質を把握する第一段階です。しかし、こうした同族の中には、様
々な変化があり、おそらく意外なものもあるでしょう。そのため、ニ
ッケルの含有量が類似しているからといって、ニッケルを含有す
る合金、混合物、化学物質が同類であると判断することは、有害

毒性学における選別:

Ni

UNSの詳細 本誌で示されているニッケル含有合金及びステンレス鋼の化学的組成(重量パーセント)

効率性、経済性、 
倫理性

Al C Cb Cr Cu Fe Mn Mo N Ni P S Si

S30103
p. 5

0.030 
max

16.00- 
18.00

2.00 
max

0.2 
max

6.0- 
8.0

0.045 
max

0.030 
max

1.0 
max

S30153
p. 5

0.030 
max

16.00- 
18.00

2.00 
max

0.07- 
0.20

6.0- 
8.0

0.045 
max

0.030 
max

1.0 
max

S30400
p. 5, 10, 13, 16

0.08 
max

18.00- 
20.00

2.00 
max

8.00- 
10.50

0.045 
max

0.030 
max

1.00 
max

S30403
p. 13

0.03 
max

18.00- 
20.00

2.00 
max

8.00- 
12.00

0.045 
max

0.030 
max

1.00 
max

S41003
p. 13

0.030 
max

10.50- 
12.50

1.50 
max

0.030 
max

1.50 
max

0.040 
max

0.030 
max

1.00 
max

S31600
p. 13, 16

0.08 
max

16.00- 
18.00

2.00 
max

2.00- 
3.00

10.00- 
14.00

0.045 
max

0.030 
max

1.00 
max
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Ni

性評価や分類を行うための厳密かつ十分
なアプローチではありません。

必要なのは、問題がありそうな物質から有
害性が低い物質を選別したり、また、物質
のグループ分けや各グループの毒性の特
徴の読み替え(read-across)のために最初
の段階として使うことができるスクリーニン
グの手順です。これは、資金や人的資源の
効率がよい上に、動物を使用する必要性
を大幅に限定する可能性を持っています。
これが、バイオエリューション試験に期待
される点です。

バイオエリューションは、ヒトの体液を模
擬した人工溶液を満たした容器にある物
質サンプルを入れ、そのサンプルから何
が生じるかを測定する方法です。たとえば、
ある物質サンプルと胃液を模した溶液と
の間の相互反応によって、ある物質がどれ

くらい溶液中で反応するかが分かります。
その溶液の中に入れた場合の結果を示す
ことになります。溶解した金属イオンの数
は、単体の金属と構成要素としてその金属
を含む様々な合金や化合物との間では大
きな差が生じます。

溶出したイオンの数が多ければ多いほど、
試験液体と関連する暴露ルートに伴う金
属関連の健康被害が生じる可能性がより
高くなると考えられます。異なる材料間の
バリエーションによって、どの材料が追加
試験の候補となり得るかがわかります。

バイオエリューションの利点

バイオエリューションによる評価分析は、
費用が安くかつ簡単に準備ができ、素早く
行えます。スクリーニングツールとして容
認されるようになる前に、それぞれの個別
用途に対する評価分析の信頼性を検証し
なければならない開発段階でのみ、動物
が使用されます。

また、短期間で、多数の材料をスクリーニ
ングすることができます。評価分析は柔軟
なため、肌との接触、吸入、摂食など、様々
な対象暴露ルートを調べるのに合せて調
整することができます。特に考慮しなけれ
ばならないのは、同じ材料を複数の研究
室で試験した場合、同一の結果もしくは非
常に類似した結果が出るかどうかです。

最終製品の他、鉱石、精鉱、中間物などを
扱う職場環境に共通して見られる複雑な
材料についても、同じ方法で試験を行うこ

とができます。材料の構成要素と材料自体
の毒性の特徴の比較が可能です。測定さ
れた金属イオンの放出を比較することによ
り、それらの毒性の特徴を予測し、さらに
試験を行うべきものの候補を特定するこ

とができます。

ビーカー内に溶出された金属イオンがす
べて健全な生体の中に吸収される訳では
ないため、これらの結果は概して保守的で
す。すなわち、金属イオンが溶出する可能
性は、人体への暴露ではほぼ起こり得ない
ようなところまで最大化されます。これは、
バイオエリューションの評価分析から得ら
れた結果によって、この先の試験対象とな
る物質が最大限判明するということであり、
全体として人の健康をより保護することに
なることを意味しています。

ニッケルの例

ニッケル関連の最も広く知られた毒性に
関する問題は、ニッケルによるアレルギー
性接触皮膚炎（NACD）です。ニッケルによ
る皮膚炎の場合は、バイオエリューション
法の実験と改善が20年以上行われてきま

した。この結果は、直接かつ長時間肌に触
れる一般消費者向け製品から放出される
可能性のあるニッケルの許容量を設定し
たEU規制に使用されている試験評価分析

（EN1811:2011）の一部となっています。
結果として、EU規制によりカバーされた、
文字通り何千ものこのような規約により、
今、消費者はより安全になっています。

他のバイオエリューションの用途は、この
規制枠組みにまだ採用されていませんが、
人の健康に対する毒性スクリーニングの
実用的なツールとして徐々に認められて
きています。この一例は、ニッケルREACH
コンソーシア*に登録された12種類のニッ
ケル含有化学物質に関するデータの不足
を補うため、バイオエリューションを基に
した読み替え法研究プログラムの結果に
関する、最近発表された2編の査読済み
論文です。

*henderson rG, durando j, oller a, Merkel 

dj, Marone pa, and Bates hk. 2012. 

acute oral toxicity of nickel compounds. 

regulatory toxicology and pharmacology, 

Volume 62, issue 3, april 2012, pages 

425-432. 

http://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0273230012000219

henderson, rG, cappellini d, Seilkop Sk, 

Bates hk and oller ar. 2012. oral 

Bioaccessibility testing and read-across 

hazard assessment of nickel 

compounds. regulatory toxicology and 

pharmacology, Volume 63, issue 1, june 

2012, pages 20-28.

http://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0273230012000311?v=s5 

本記事は、2011年に欧州動物実験代替

法パートナーシップ（epaa）に提出さ

れたViolaine Verougstraete (eurometaux)、 

katrien delbeke (european copper 

association)、rayetta henderson (nipera)、 

adriana oller (nipera)による論文を基礎

にしています。

必要なのは、問題がありそうな物質から危険性が低
い物質を探すスクリーニング手順です。

オンライン版ニッケル誌

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.nickel 
institute.org/nickelMagazine/Subscription

ニッケル誌を7ヶ国語(英語、中国語、日本語、
ロシア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語)
でウエブサイトに掲載：www.nickelinstitute.
org/nickelMagazine/Magazinehome

ニッケル誌のバックナンバーの検索： 2002
年7月号以降のニッケル誌を掲載(英語のみ） ： 
www.nickelinstitute.org/en/nickelMaga-
zine/Magazinehome/allarchives

ユーチューブでニッケルに関する9本の短い
ビデオが見られます。「nickel institute」で検
索、nickel institute channelにアクセス。ニ
ッケル協会のビデオ｢気候温暖化への取り
組み｣、BBcワールドコマーシャル3本及び再
生可能なステンレス鋼に関する広告3本、そ
の他掲載。  
www.youtube.com/user/nickelinstitute

  www.nickelinstitute.org 



v  左：デリーのaiiMS陸橋の間に位置する2.4ヘクタ
ール（6エイカー）の緑の広場にある高さ12メートル
の「芽」を表す作品。このプロジェクトは、jindal 
Stainless社との共同実施によるものです 

s  下：Studio Vibhor Soganiによる装飾照明。ミツバチ
の箱(Beehive)、オーラ・ネオ(aura neo)、クロマ
(chroma)、チューリップ(tulips)

ニューデリーは、インドの誇り高い歴史を強く思い起こさせるもの
で溢れています。他の古代文明と同じく、昔の城塞や宮殿、1947
年のインド独立時に継承された国会議事堂、光り輝く現代のビル
群など、建造物やパブリックアートから主な歴史的局面を見るこ
とができます。

インドの歴史における重要な段階は、土から芽吹く植物のように
現れてきたと言われることがあります。

ニューデリーを拠点に活動する現代美術家でデザイナーの
Vibhor Soganiは、デリーの全インド医療サービス機関（AIIMS）の
陸橋の両側にある2.4ヘクタール（6エーカー）の芝生を覆う自身
初の大規模なパブリックアート作品「種が芽吹くとき」で歴史上の

誕生と復活の概念を象徴しようと試みました。かすかに光る
120本の「芽」は、なだらかな起伏に整えられた小丘からま

とまって生えています。自身が創作のインスピレーション
を受けた春のように、この作品は独立から60年を経た
インドの輝かしい復活を象徴しているとSoganiは述
べています。

この概念を象徴するため、光り輝くステンレス鋼が選
ばれました。鏡面仕上げの304型（UNS S30400）ス
テンレス鋼の球体は、湾曲した研磨されたステンレ

ス鋼製パイプの「茎」に支えられ、地上から持ち上げら
れています。それぞれの茎の先端は、変化を作り出す

316型（S31600）ステンレス鋼のケーブルで巻かれ、芽
を思い起こさせるような溶接ラインが見える円錐状の揺

りかごでこの球体を支えています。それぞれ高さが6～11
メートルある芽は、最大8本がひとまとまりになっており、
その茎は様々な方向に曲げられています。このパブリック
アート作品は、Jindal Stainless社の後援、出資によるも
のです。

Soganiは、ステンレス鋼の品質並びに石、銅合金、鉄な
どの素材とどのように視覚的に組み合わせることがで
きるかを探求することで有名です。Soganiは、精巧な
光の彫刻、シャンデリア、家具などのユニークなイン
テリア製品で複数の栄誉を得ています。彼の彫刻は、
個人邸宅や企業のオフィスなど、様々な屋内外の空
間で見出すことができます。創造的にステンレス鋼
を応用することが、彼の作品のトレードマークです。
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インドの復活を
象徴するステン
レスの「芽」

Ni


