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ケーススタディ17
パシフィック・プラザ公園

目的　テキサス州ダラス市内にある駐車場には世界でも珍しい日よけがあり
ます。この日よけは建築上の特徴を持っており、日差しを和らげてまぶしさを
抑え、この駐車場を人々にとって居心地の良い緑地に変えることを目的として
います。

課題　この楕円形の日よけ製作の課
題は、密集した都会の中で、どの方向
からでも歩行者を誘い込みつつも周
りの高層ビルと一体化させることでし
た。

建築家　 ダラスに 本 拠 地 を 置く 
H K S  建 築 事務所とその付属研 究
所である Laboratory for Intensive 
Exploration (LINE) が全体の設計を
任されました。また建築用金属とガラ
ス製造会社である Zahner 社が主要
設計企業の SWA 社に採用され設計
補助サービスを提供しました。

設計　楕円形の日よけは地上から 5 
メートルほど上の位置にあり、11 本の
柱が支えていますが、この柱は出来
るだけ細く見えるような角度がつけら
れています。パネルはビーズブラスト
処理されたステンレス鋼で作られて

おり、その表面には抽象化されたモー
ルス信号が刻み込まれています。304 
系 (UNS S30400) のステンレス鋼が
約 15.6 トン使用されました。HKS 社 
はモールス信号のパターンの間隔、穴
の寸法、見え方を詳しく調べ、すべて
が完璧になるように研究を重ねまし
た。最終的に最下部には穴を開けな
いステンレス鋼を勾配を付けて使い、
上に向かうに従って穴を多く開けまし
た。

結果 公益法人 Parks for Downtown 
Dallas の説明によれば「この日陰を作
り出す大きな構造物は緑地の隅の方
まで伸び、イベントや芝生のスペース
を包み込んで、究極的には何世代にも
亘る建築遺産を展示する象徴的なパ
ビリオンとなっています。」とのことで
す。

パネルに刻まれたモールス信号のデザ
インが示しているのは、ダラスのパシフ
ィック大通りやテキサス・パシフィック
鉄道、また電報で車掌や機関士が連
絡を取っていた時代など、そうしたもの
に彩られるこの町の豊かな歴史です。
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「レジリエンス」－これは誰もがニッケルやニッケル含有材料と関連付けて考える
単語ではありません。この単語とより強く結びついているのは、有機的で動的な
システムです。生態学、文化、私たち自身。そして「回復」力。つまり変化やストレ
スにあっても柔軟で耐えられることなどです。

本号はレジリエンスについての有機的な狭い見方というより、様々な形でのニッ
ケルが存在することで、社会の利益や持続可能性につながっている「レジリエン
ス」という特性を、構造物、製品、プロセスを介して示すことができる事例で紹介
しています。

橋梁床板といった構造物にニッケル含有ステンレス鋼を使うことによって、人間
が老朽化させたり、塩害などの自然による影響など、様々な物に何十年にも亘って
さらされてもその構造物は耐えることができます。北海の厳しい気候にも耐えら

れるニッケル含有材料は海上風力発電
タービンのレジリエンスにも貢献してい
ます。

また様々な種類の深鍋、平鍋、食品調
理用具の表面に使われるニッケル含有
ステンレス鋼は調理の過程で叩いたり、
こすったり、引っかいたりされてもこれら
の動きに耐えて、その表面はすぐに耐食
性を取り戻します。引っかき傷は見えて
も錆びることはなく長期間使用できます。
詳しい説明は 14 ページの質疑応答の
新コーナーをご覧ください。

ニッケルは色々な形で既に大量にリサイクルされていますが、さらにますます多く
の量が再利用されてきています。ニッケル含有電池の重要性やその用途がより大
きく広がっている事実については言うまでもありません。

「レジリエンス」という概念はニッケルに関する限り、通常の見方よりずっと大き
な広がりを見せます。けれどもよく考えてみるとそれは当たり前で、ニッケルの社
会への貢献度の深さを示しているだけなのです。

クレア・リチャードソン 
ニッケル誌　編集長

編集者記：
レジリエンス

レジリエンスとは、状況の変化に対
して耐え、適応し、ショックやストレ
スから最終的には回復する能力で
す。

レジリエンスのあるインフラは、今
もそしてこれからも、インフラが直
面する可能性のある様々なショック
やストレスに耐え、適応し、最後に
は回復するというその「レジリエン
ス」という能力によって、私たちに必
要不可欠なサービスを提供し続ける
ことができるのです」

—The Resilience Shift
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受賞に輝いたコイン
カナダ造幣局のトリメタル・コイン（三種類の金属を使用した硬貨）が世界中の
注目を集めています。この革新的なコインは外殻が真鍮めっきされたスチールリ
ングで、その内核の片面はニッケルでメッキされたスチール、もう片面は銅メッキ
されたスチールとなっています。同造幣局によれば、このコインはいくつもの材
料を使って、「自動販売機用に差別化した電磁特性に加え、公然かつ隠れた最
先端のセキュリテイー機能」を組み合わせているとのことです。国際通貨協会の 
2019 年優秀コイン賞で、このコインは「最優秀新硬貨製品・特性・流通賞」を
受賞しました。
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「海のごみ箱」は、波に乗ろうとした時
にあまりのゴミの多さにうんざりした二
人のオーストラリア人サーファーが思い
ついたものです。これは海に浮かぶゴ
ミ回収装置で、海洋生物の邪魔をする
ことなく大小のプラスチックをはじめと
するゴミを捕集します。マリーナ、ヨット
クラブ、港、さらには無風環境の水域に
設置されるように設計されており、電
気ポンプでゴミを引き込み、そのゴミ
はキャッチ・バッグという袋に捕えられ
て、毎日中を確認されて空にされます。
水中に沈んではいますが、このゴミ箱
の灰色と黄色のヘリの部分は見ること
ができ、これはニッケル含有の海洋グ
レードの 316 系 (UNS S3160) ステンレ
ス鋼のブラケットで支えられています。
世界的に意識が高まっている問題に対
する賢明かつタイムリーな解決策と言
えるでしょう。

海のゴミ
回収装置
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海水から高速で燃料を

スタンフォードの科学者、Hongjie Dai 氏、J.G. Jackson 氏ならびに C.J. Wood 
氏は電気を使って海水から水素と酸素を分離するという画期的で持続可能な
方法を発表しました。電気分解自体は新しい発想ではありませんが、今までは
高精製水が必要で供給量が限られるため、コストが高く大規模化は実現不可
能でした。一方、大量に存在する海水の問題点は中に沈めた陽極が急速に腐
食してしまう点でした。腐食性塩化物を寄せ付けないよう、ニッケル発泡体を
中核に配し、硫化ニッケル表面にニッケル鉄水酸化物を層状に施した陽極を
導入することで、科学者らは十倍の電気を通電することが可能となり、高速で
海水から水素を作り出すことに成功しました。前述の Dai 氏は「私たちは海水
を分離する電流の最高記録を更新したと思う。海水の電気分解の基本的手
法が解明されたので、この方法が太陽や風力エネルギー（で発電した電力）か
ら水素燃料を供給する道を開くだろう。」と語っています。
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電池でノーベル賞
独生まれの米国人で工学教授の John B. Goodenough 氏 (97 歳) 、英国出身
の米国人で化学教授の M. Stanley Whittingham氏 (77 歳) 、ならびに旭化成
株式会社名誉フェローであり名城大学教授の日本人、吉野彰氏 (71 歳) の三
人がリチウムイオン電池開発の研究でノーベル化学賞を受賞しました。同教
授らの 1970 年代と 1980 年代の共同研究は、1991 年には携帯可能な充電式
電池の商用化につながり、化石燃料への依存を世界的に低減させ、電気自動
車や携帯電話用エネルギー貯蔵を一新させました。こうした初期の研究を基
盤に、さらに正極にニッケルを多く含有させて開発が進み、電池のエネルギ

ー密度と電力密度を高めました。97 歳の Goodenough 教授はノーベル賞受
賞者としては最高齢となりました。

John B. Goodenough M. Stanley Whittingham Akira Yoshino

海水から高速で燃料を

スタンフォードの科学者、Hongjie Dai 氏、J.G. Jackson 氏ならびに C.J. Wood 
氏は電気を使って海水から水素と酸素を分離するという画期的で持続可能な

授らの 1970 年代と 1980 年代の共同研究は、1991 年には携帯可能な充電式
電池の商用化につながり、化石燃料への依存を世界的に低減させ、電気自動
車や携帯電話用エネルギー貯蔵を一新させました。こうした初期の研究を基
盤に、さらに正極にニッケルを多く含有させて開発が進み、電池のエネルギ

ー密度と電力密度を高めました。97 歳の Goodenough 教授はノーベル賞受
賞者としては最高齢となりました。
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パン、飲料、パスタ、スナック、冷凍
食品、個人衛生用品、洗浄用製品
などの 100 品目以上に対し、お洒
落で「レジリエント」な、かつ再利
用可能なパッケージが使われ始め
ています。
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使い捨ての包装を減らしリサイクルを増やす考えは、ゼロ廃棄物の新しいビジネ
スモデルである TerraCycle 社の「ループ (Loop)」によって実現します。この「ルー
プ」は世界的ビッグブランドにとっても大きな前進でした。そして「ループ」では耐
久性、清浄や消毒が容易であるという特性からステンレス鋼が重要な役割を果
たしています。2019 年の世界経済フォーラムで発表されたこの「ループ」におい
て、TerraCycle 社は世界的に名だたる大企業、例えばプロクター・アンド・ギャン
ブル、ネスレ、ペプシコ、ユニリーバやその他十数社と共に一年以上にわたり、新
しいビジネスモデルの構築に従事してきました。

この「ループ」というプロジェクトが目指
しているのは、何でも廃棄することがで
きる社会に終止符を打ち、廃棄物とい
う概念そのものを捨て去る新しい消費
モデルを作り出すことです。そうするこ
とで消費者、ビジネス、政府、環境のす
べてにとって明らかなメリットをもたらす

「責任ある消費」の後押しをします。

2019 年初頭に立ち上げられた「ルー
プ」は、現在、パリと米国の一部 (ニュ
ージャージー、ペンシルベニア、デラウ
エア、バーモント、コネチカット、ロード
アイランドの各州) で利用されていま
す。サービス提供地域の住人はつやの
あるステンレス鋼製容器でアイスクリー
ムやシャンプーといった商品を購入で
きます。初期の試験期間中は運送会社
の UPS 社がパートナーとして注文商品
の配達と回収の両方を行っています。

今のところ、対象商品は「ループ」の電
子商取引サイトからのみ購入可能です。
注文した商品は、繰り返し行われる配
送にも耐えられるように UPS 社の技術
者がデザインした再利用可能な配送箱
に入れて配達されます。商品が消費さ
れると、ステンレス鋼製の空の容器は

配送用の箱に収められて回収を待つか、
箱が満杯のときはステーションに持ち
込みも可能で、箱と空の容器はまとめて
洗浄と殺菌を行う施設に送られます。

今や最大手のブランド企業が、包装
の方法にはこうした変革が必要だと
いう認識を持つようになっています
が、20 世紀の初めの「ガラス瓶に入れ
て牛乳を配達するやり方」と同じような
このビジネスモデルが今日の世界でも
通用するのかという点が大きな関心の
的となっています。

革新的で順応性のあるデザイン
「ループ」は TerraCycle 社が行ってい
るプロジェクトですが、同社はニュージ
ャージー州を拠点とするリサイクル企
業で、世界の注目を最初に集めたのは
虫の糞から作られる有機肥料を販売し
た時でした。

同社の最高経営責任者 Tom Szaky 氏
は、2017 年にダボスで初めて「ループ」
の構想を披露しました。その後世界最
大級の包装商品販売会社が参加したも
のの、課題は「このビジネスモデルで商
品を提供する上で、消費者が支障を感
じないように、かつ広範囲にわたる日用

「ループ」で 
包装商品を配送
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品の中で消費者が使いやすい提供方
法を開発し評価する」ということでした。

そこでお洒落なステンレス鋼製の容器
が開発され、消費やリサイクルの習慣
の大きな変化を消費者に受け入れても
らうために大きな役割を果たしました。
詰め替え可能な脱臭剤に始まり、アイ
スクリームを溶けないようにする容器、
そして不快な臭気を除去するおむつや
生理用品の容器に至るまで、100 種類
以上の用途に合わせてそれぞれの容器
がデザインされています。

この試験的プロジェクトを通して、「ル
ープ」のビジネスモデルが機能するかが
試されています。その評価の対象は容
器の耐久性、製造作業への影響、配送
などですが、極めて重要なことは、この

方法で果たして消費者が商品の再注
文をしてくれるかという点です。

「ループ」の取扱商品は現在約 100 
品目ほどですが、近い将来その数を 
300 から 400 品目まで増やす予定で
す。現在はオンラインでしか注文でき
ませんが、「ループ」の商品はいずれは
従来からある店舗で使い捨ての片道
容器に入った類似商品の隣に置かれる
ことになるでしょう。

では次のステップは？「ループ」は米国、
カナダ、ドイツ、日本、英国で事業を拡
大しつつあります。その目的は全世界を

「ループ化」することですが、ニッケル
含有ステンレス鋼がその事業目的達成
の道のりをサポートするでしょう。
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二重壁になったスチール製容器は 
24 時間から 36 時間までアイスクリ

ームを溶かすことなく保存できます。
一方でしっかりと断熱されているた
め触っても問題ありません。

空の容器は配送箱に入れて回収さ
れ、洗浄用施設に送られ、洗浄後に
メーカーに再送されて商品が再補
充されます。
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船のマリンスクラバー 
排出削減のための
順応性ある解決策

硫黄酸化物 (SOx) 排出規制が強化され、マリンスクラバー（船舶用エンジンの排
ガスから臭気や粉塵を補足し排ガスを浄化する洗浄装置）の使用が世界的に増
加しています。スクラバーは極めて腐食性の高い環境下で稼働するため、機能停
止を避ける意味で「レジリエント」なニッケル含有合金が必要となります。 

硫黄およびディーゼル微粒子による人
間の健康ならびに環境への悪影響は
周知の事実であり、硫黄排出規制区域 
(SEACs) がバルト海、北海、北米地区 

（米国およびカナダの指定された沿岸
地区）ならびに米国カリブ海地区（プ
エルトリコおよび米国バージン諸島
周辺）に存在します。硫黄排出規制
区域における燃料の硫黄含有量上限
は 2015年 1月 1日以降 0.10 ％ となって
います。

国際海事機関 (IMO) により義務付けら
れている硫黄排出規制区域外の新た
な SOx 排出限度は 2020年 1月 1日から
発効し、船舶用バンカー油（濃密、高
硫黄濃度）の硫黄分上限は 3.50 ％ か
ら 0.50 ％ に引き下げられます。0.50 ％
の低硫黄燃料の使用に代えて、船舶は 
SOx 排出を削減するため排ガス浄化
装置（スクラバー）を設置することがで
きます。

開ループと閉ループ
これら規制の要件に対応するため二つ
の湿式スクラバー技術が開発されまし
た。開ループと閉ループです。多くの場
合、海洋環境のアルカリ度あるいはゼ

ロ排出指定海域での航行条件に基づ
いて、最も適切な技術を採択できるよう
二つの技術を融合したシステムに組み
合わせられます。

スクラバーの内部は極めて過酷な環
境です。高温の酸性塩化物溶液には
アロイ31 (N08031)、アロイ C-276 
(N10276) およびアロイ 59 (N06059) 
などの耐食性の高いニッケル合金の使
用が必要となります。

湿式マリンスクラバーにおいて、排気
ガスは流水の中を通り、硫黄酸化物は
洗浄水と反応して硫酸を形成すること
で除去され、浄化されたガスは煙筒を
通して排気されます。流水との反応で
生成された硫酸は洗浄水のアルカリ性
により中和されます。

洗浄水は通常スラッジ（沈殿物）を除
去するため分離器で処理した後に海洋
に放出可能です。

開ループは海水の自然のアルカリ度を
利用して中和するのに対し、閉ループ
はアルカリ溶液（一般的に水酸化ナト
リウム、いわゆる苛性ソーダ）を加えて
中和を行います。



閉ループのスクラバーシステムはアル
カリ度の低い海洋水域で必要となりま
す。洗浄中和処理されれば、廃液は安
全に海洋に排出が可能になります。排
出禁止区域で航行中は、廃液は貯蔵タ
ンクに回収し、陸上での処理が必要と
なります。

様々なタイプのマリンスクラバーはエ
ンジンの一部であり船舶の安全航行に
不可欠なものです。万一作動しない場
合、船主は環境および人間の健康に被
害をもたらしかねず、同時に重大な法
的責任と信用の失墜のリスクにさらさ
れます。

新しい規制は多くの人々が暮らす港周
辺や沿岸地域での大気質を大幅に改
善し、これらの地域での公害による喘
息や早期死亡ならびに酸性雨を防ぐこ
とになります。ニッケル含有合金の力
を得て海運業界は「洗浄」されるでしょ
う。

硫黄分はなぜ高い？
一部の原油は低硫黄の「甘い (Sweet)」原油ですが、多く
は硫黄含有量の高い「酸っぱい (Sour)」原油のため、それ
ぞれタイプにより異なる処理が必要となります。高硫黄燃
料である船舶用「バンカー油」は供給量が多く比較的安
価です。船舶エンジンはこれに対応力があり、毎日400万
バーレル (55万トン) が使用されます。バンカー油の入手の
しやすさと低コストは海洋運賃のコスト構造に組み込まれ
ています。IMO の新規制はこの現状を変えるものです。

IMO 2020 規制への対応策としてはより高価な低硫黄燃料
への転換もしくは排気ガス用スクラバー装置の設置です。

特に大型船舶に関しては、マリンスクラバーの低コストと
投資回収期間の短さからコンテナ船は多くがスクラバー
を設置する予定で、IMO 諸国の罰金を避けようとしていま
す。現在スクラバー装置設置を要する船舶が多いため、そ
れを実施するための素材供給業者、機材供給業者および
工事施行業者は大忙しです。
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開ループシステムは洗浄液として海
水を使用します。生成された硫酸は
海水に含まれる炭酸塩やその他の
塩と反応して中和され硫酸塩を形成
します。この洗浄液は固形物を除去
しｐＨを上げてから海洋に戻されま
すが、除去された固形物は陸上での
処理のため船上に貯蔵されます。開
ループのスクラバーは海水の自然の
アルカリ性により適正に作動します
が、淡水および汽水ではアルカリ度
の不足のためこのシステムは有効で
はありません。この理由により、開ル
ープのスクラバーはバルト海、河口や
陸地に近い海域など塩度の低い地
域では適していないとされています。
マルポール規制では洗浄水は排出さ
れる前にｐＨは6.5以下にはならぬよ
う確認することが義務付けられてい
ます。

閉ループシステムはアルカリ溶液
（一般的に水酸化ナトリウム、いわゆ
る苛性ソーダ）を洗浄液として使用
しますが、これは低アルカリ性の水
域（淡水または汽水）および排出禁
止区域において必要です。このプロ
セスは塩化物が低いため腐食性は高
くありません。しかしながら塩化物は
時と共に洗浄液内に増加するので入
れ替えが必要です。操業環境により
異なりはしますが、どのようなスクラ
バーの装置であれ一定量のニッケル
含有素材が必要となります。

閉ループ・スクラバー

洗浄水貯蔵タンク
（排出ゼロの場合の

オプション）

スラッジ
タンク

プロセスタンク

排気ガス
浄化装置
(EGCU)

排気ガス注入

洗浄水が
排気ガス

浄化
装置へ

洗浄水アルカリ
タンク 洗浄水処理

洗浄水排出

開ループ・スクラバー

海水注入

淡水補充

洗浄水スラッジ
タンク

浄化排気ガス
の排気

排気ガス
浄化装置
(EGCU)

排気ガス注入

海水が排気
ガス浄化装置へ

洗浄水

洗浄水処理

処理済み
洗浄水

浄化排気ガス
の排気
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遊具の安全性
楽しさと挑戦心、安全性のバランス

親は子供の遊ぶ遊具が慎重に設計され安全であることを当然と考えます。特に
安全性については。この理由からステンレス鋼製の留め具、腕木、チェーンなら
びに様々な鋳造装置が幅広く使用されているのです。

子供は痛い目にあって覚えていきま
す。色々なものから落ちます。距離感を
間違え、自分の強さを過信します。そ
の結果として恥ずかしい思いをしたり、
痛い目にあったり、あるいはその両方
に合うことになります。親はそれを分
かっていて子供を遊び場に連れてゆき、
子供を遊具で遊ばせる時にはそれを覚
悟しています。親は子供の悲鳴や涙、そ
してひざの擦りむきには慣れています。
ただ許せないのは遊具の不具合により
子供が怪我をすることです。

遊び場および遊具の設計者や製造者
は自身の責任、潜在的な法的責任を十
分認識しています。遊具の設計および
素材の選択に当たっては十分に責任
のある考慮がなされます。その結果で

き上がるのは色とりどりで変化に富み、
異なる年齢層や技能に対応した遊具と
なるのです。

遊具の設計者や製造者はニッケル含
有ステンレス鋼を非常に多く使用しま
す。その強靭性、耐久性、耐食性という
特性のため、作られる遊具という構造
物はそれを毎日使用する子供たちと同
様に「レジリエント」なものとなってい
ます。

子供たちは常に遊び場で怪我をします。
しかしこれは子供が子供らしくしてい
るからであり、素材の不具合によるも
のではありません。ニッケル含有ステン
レス鋼を使用し、正しく製作された丈
夫な遊具は心配性の親にとって安心で
きる光景でしょう。

これはいたずら防止用のニッケル含
有ステンレス鋼の強靭な留め具であ
り、構造上の機能性や見かけを損な
うことなく遊具を安定させます。親
たちは少なくとも機材の不具合につ
いては問題が起きないと安心できる
でしょう。
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ニッケルと風力発電 
難題を克服

風力発電は急成長を遂げるエネルギー部門であり、2018 年末には約 600 ギガワ
ットが操業し全世界の電力需要の 5 ％ を供給しています。風力発電は、太陽光発
電・バイオマス・水力発電とならんで、化石燃料への依存からの脱却をする上で再
生可能エネルギー源のひとつです。

発電所規模の風力タービンの出力は
既に５メガワットを超えています。メガ
ワット当たりで使用される材料として、
風力発電はすべての発電方法の中で
最も鉄および鋼の使用が高くなってい
ます。現行の設計ではメガワット当た
り約 300 トンの鉄鋼を使用します。図
表１は風力発電の主な構成部品と典型
的な建設資材ならびにその目的を示し
ています。

以下に示すようにニッケル含有素材は
様々な部品に使用されています。

より高い強度と堅固さ
高強度オーステンパー・ダクタイル鋳

鉄 (ADI) は鋳鉄素材であり、炭素はグ
ラファイト・ノジュールとしてフェライト
とオーステナイトの混合体であるオー
スフェライトの母体に存在し ADI に高
強度と延性を与えます。ニッケル、モリ
ブデンならびに銅の添加により図表２
が示す通り、パーライトの形成を遅ら
せオースフェライトの形成を可能にし、
焼き入れ性を増加させます。ADI は通
常のダクタイル鋳鉄の２倍の抗張力と
降伏強度があり、50 ％増しの疲労強
度があります。したがって、ADI は通常
のダクタイル鋳鉄に比べ、ハブ、空洞シ
ャフト、ギアボックス・ハウジングなど
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図表１

構成部分 機能 / 註 素材

ギアボックス ギアは回転軸の回転速度を発電機を稼
働させる高速度まで上げる

熱処理可能な浸炭鋼18CrNiMo7-6
；オーステンパー・ダクタイル鋳鉄 
(ADI)

発電機 機械的エネルギーを電気エネルギーに
転換

熱処理可能なクロム・ニッケル・モ
リブデン・ステンレス鋼

本体 タービン駆動装置全体を支える 高強度低合金鋼板；球状黒鉛鋳鉄
または ADI

主軸 回転子（ローター）の回転力をギアボッ
クスに伝達

熱処理可能なクロム・モリブデン・
ステンレス鋼；球状黒鉛鋳鉄また
は ADI

ローター軸頭 運転中の回転翼を固定する 球状黒鉛鋳鉄または ＡＤＩ

ねじ、びょう 部品を固定する；極度の負荷に耐える
設計

熱処理可能なクロム・モリブデンお
よびクロム・ニッケル・モリブデン・
ステンレス鋼



大型鋳物の製造にあたり大幅な軽量

化が可能になります。

高性能ギア用鋼

風力発電タービン用ギアは長期の耐

疲労性と高い硬度が要求されます。頑

丈なケースと硬い芯が強い衝撃の負荷

にも耐えられる耐摩耗ギアを作り出し

ます。高性能ニッケル・クロム・モリブ

デン浸炭鋼は図表２が示すように高い

焼き入れ性および疲労に対する強い

抗力があります。現在は 18CrNiMo7-6 

鋼が風力発電施設のギアボックス用

の標準仕様鋼となっています。

風力発電産業は例えば大型移動式ク

レーンなどタービンの建設に必要な他

の設備にも大きな影響があります。つ

り上げ高さおよび重量のためクレーン

のブームは超高硬度鋼製である必要

があります。適応可能な鋼グレードは 

S690 から S960 です（図表２）。クレー

ンのブームは通常焼き入れ焼き戻し鋼

板から作られ、およそ２％までのニッケ

ル添加がされています。

より強く安定した風は陸地から離れた

ところに吹きます。一般的にこれは水

深 60 m (200 フィート) 以上の場所で

あり、固定のタービンは設置できませ

ん。風力発電業界は浮遊風力発電タ

ービンを試験中です。例えば５基の浮

遊タービンで合計 30 ＭＷの発電能力

をもつ Hywind Scotland 風力発電所

などです。風力発電業界はさらに大き

い 10 ＭＷ以上のタービンさえも検討

中です。
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海上風力発電の将来性

世界的な海上風力発電市場は、
最 近の国際エネルギー機関の報
告 (IEA) によれば今後 20 年間に
大 幅に拡 大すると見られていま
す。IEAの予測では 2040 年までに
発電能力は 15 倍になるとされます
が、これは政府の支援政策のみな
らず大型タービンや浮遊基盤の技
術進歩によるものと見られます。海
上風力発電は全世界で年間 42 万
TWh (テラワット時) 以上の発電の
可能性があります。これは今日の全
世界の電力需要の 18 倍に相当しま
す。そしてニッケルは極めて腐食性
の高い海洋環境下での操業に不可
欠です。

www.iea.org/offshorewind2019/

図表２ 合金成分（重量％、最小 / 最大） 最小降伏強度
MPa 

厚さ<2”鋼品種 素材番号 C Si Cr Mo Ni Cu

atusa 
18CrNiMo7-6

1.6587 0.15 
/0.21

≤0.40 1.50 
/1.80

0.25 
/0.35

1.40 
/1.70

-

ADI 3.5 
/3.7

1.9 
/2.3

0.15 
/0.30

0.6 
/2.5

0.6 
/1.0

S690QL 1.8928 0.02 
max

0.80 
max

1.50 
max

0.70 
max

2.0 
max

0.50 
max

690

S890QL 1.8983 890

S960QL 1.8933 960
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Q: ステンレス鋼のピックリング（化学的酸洗法）とパッシベーション（不動態化
処理）とはどういう意味ですか？

A: （空気中または水溶液中の）酸素と

接触するステンレス鋼表面は、自然発

症的に耐食性不動態（保護）層を形成

します。最適な耐食性は、遊離鉄や錆

（非合金鋼との接触）、表面堆積物、お

よび下地のクロム欠乏層の溶接による

加熱着色などの表面汚染物質を含ま

ないクリーンな表面で達成されます。ク

リーンでない場合は、適切な不動態層

を形成しません。

ピックリングとは、酸性溶液による積

極的な化学洗浄であり、典型的にはス

テンレス鋼に対して腐食性を示す適切

な硝フッ酸溶液です。この酸は、クロ

ム欠乏層を含むステンレス鋼の非常に

薄い層と同時に、上記に記載された

表面汚染物質を除去します。ピックリ

ングの後、表面を水で洗浄すると、クリ

ーンな表面が自然発症的に不動態化し

ます。

パッシベーションは、ステンレス鋼に対

しての腐食性はないが、不動態酸化物

層の形成を妨げる表面の遊離鉄を除

去する溶液で行われる化学的洗浄です。

硝酸、クエン酸、リン酸などの酸が、過

酸化水素などの高酸化溶液と同様に

使用されます。酸化性化学物質の主た

る作用は表面の遊離鉄を除去すること

ですが、それに加えて既存の不動態酸

化物層を厚くして、わずかではあるもの

の耐食性を増加させます。パッシベー

ションに使用される化学物質は、加熱

着色やクロム欠乏層を除去するほどに

は十分な強さではありません。パッシ

ベーション処理の後、表面は水で洗浄

され、最終製品となります。

技術サポート: 

inquiries.nickelinstitute.org

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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苛性ソーダ関連設備における合金の
選択（ニッケル協会技術文献 10019）
では、あらゆる濃度における苛性ソーダ

（水酸化ナトリウム）の腐食効果を精
査しています。苛性ソーダ中の各種合
金の腐食性、苛性ソーダ生産設備に使
用される各種合金の腐食性、さらには
苛性ソーダを用いる加工過程で使用さ
れている様々な合金の腐食性について

説明します。苛性ソーダは、製紙やア
ルミナ精製業界などで使用され、また
洗浄剤としても広く用いられています。
ニッケル協会技術文献の改訂版は、材
料エンジニアの皆様にとって有用な手
引きとなることでしょう。

www.nickelinstitute.org から無料で
ダウンロードできます

ニッケル協会では、初心者向けにニッケ
ルを紹介する短編ビデオ「ニッケルと
は？」を制作しました。ニッケル協会広
報担当で同ビデオのプロデューサーで
ある Isaline de Baré は「ニッケル協会
ウェブサイトへの訪問者の多くはニッケ
ルに関する基本的な情報を求めていま
す。そこで約２分で、ニッケルとは何か、
どこから来るのか、ニッケルの特性、ま

たニッケルを使用することで達成でき
る素晴らしいことなどをビデオで説明
しています。」と語ります。より多くを学
びたいとご興味を持たれた方は、さら
に詳細な情報が満載のニッケル協会の
ウェブサイトをご利用ください。

この動画はニッケル協会の YouTube チ
ャンネルとウェブサイトでご覧いただけ
ます

新刊書

新ビデオ「ニッケルとは？」

 A GUIDE TO THE USE OF
NICKEL-CONTAINING ALLOYS

KNOWLEDGE
FOR A BRIGHTER
FUTURE

UNS Al C Co Cr Cu Fe Mn Mo N Ni P S Si W V

N06059 
p. 8

0.1- 
0.4

0.01 
max.

0.30 
max.

22.0- 
24.0

0.05 
max.

1.5 
max.

0.5 
max.

15.0- 
16.5 - bal. 0.015 

max.
0.010 
max.

0.10 
max. - -

N08031 
p. 8 - 0.015 

max. - 26.0- 
28.0

1.0- 
1.4 bal. 2.0 

max.
6.0- 
7.0

0.15- 
0.25

30.0- 
32.0

0.020 
max.

0.010 
max.

0.3 
max. - -

N10276 
p. 8 - 0.02 

max.
2.5 
max.

14.5- 
16.5 - 4.0- 

7.0
1.0 
max.

15.0-
17.0 - bal. 0.04 

max.
0.030 
max.

0.08 
max.

3.0- 
4.5

0.35 
max.

S30400 
p. 2 - 0.08 

max. - 18.0- 
20.0 - bal. 2.00 

max. - - 8.0- 
10.5

0.045 
max.

0.030 
max.

1.00 
max. - -

S31600 
p. 5, 16 - 0.08 

max. - 16.0- 
18.0 - bal. 2.00 

max.
2.00- 
3.00 - 10.0- 

14.0
0.045 
max.

0.030 
max.

1.00 
max. - -

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）
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寸法：高さ 3.4 ｍ × 幅 1.2 ｍ

材料：2.5 mm 厚、海洋グレード 316 
(UNS S31600) ステンレス鋼。手と顔
はその 316 系ステンレス鋼のレーザ
ー切除片をリサイクル使用して鋳造
されたものです。

言葉の女

V
IR

GI
N

IA
 K

IN
G

Katherine Mansfi eld はウェリントン市が、またニュージーランドが世界に誇る文
学者のひとりです。同国の彫刻家 Virginia King は Mansfi eld の文学作品と人生を
自らの彫刻作品を通して称えています。Mansfi eld の望みは「まず作家として、次
に女性として」認められることでした。King の彫刻は、Mansfi eld の文学作品を
称賛しつつ、彼女の真髄を捉えるものです。

高さ３ ｍ のステンレス鋼の像には、
「これは手紙ではありません、ただ私の
腕がほんの少しの間あなたを抱きしめ
るためのものです」という一節がその
伸ばした右腕に刻まれ、「後悔はエネ
ルギーの恐ろしい無駄使いなのです」
など、Mansfield の文学作品中の言葉
がレーザーで切り抜かれています。髪
に連ねられた言葉は、彼女が 1922 年
に書いた日記の中に記載された買い物
リストです。

制作上の難題のひとつは、ステンレス

鋼板を使って布地の動きと柔らかい折
り目の外観を表現することでした。エッ
チングされた緩やかにうねる圧延板
は、Katherine が情熱的に描いた田園
風景を模しています。日中は周囲の色
や美しさを映し出し、夜は内側から照
らされ手提げランプのように光ります。

この像は、ウェリントン彫刻協会、キャ
サリン・マンスフィールド会とウェリント
ン市議会の共同事業で、ウェリントン
市 Lambton Quay、Midland Park 公園
に設置されています。


