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金属のアンチエイジング

　幼少時代、公園で遊んでいた時のことを思い出
してみてほしい。無邪気に遊んでいてふと手を見
ると、赤茶色の汚れが手に付いていたことはない
だろうか。石鹸で洗ってもなかなか落ちず、苦労
した経験もあることだろう。この汚れの正体は鉄
錆であり、遊具の塗装が剥がれ、剥き出しになっ
た鉄が酸化することでできたものである。このよ
うに、金属の酸化という現象はごく身近に存在し
ている。しかし、工業の世界ではこの酸化現象が、
我々の生活を揺るがす大きな問題を引き起こすこ
とがある。
　その一例として、火力発電プラントを挙げよう。
火力発電プラントのボイラは高温に晒されている
上、配管内には水蒸気が常に循環している。その
ため、配管などの金属部品の表面には、酸化皮膜
と呼ばれる金属と水蒸気が反応して形成した金属
酸化物の膜が形成される。日々の操業の中で、こ

の酸化皮膜が剥がれてしまう可能性がある。剥が
れた酸化皮膜が配管に溜まると、空気の流れが悪
くなり配管の温度が上昇する。よって配管はより
過酷な環境に晒されることになり、配管の劣化が
加速し、最終的に配管は破裂してしまう。万が一
配管の破裂が起こった場合、火力発電プラント全
体が停止してしまい電気が作れなくなるため、我々
の社会に多大な影響が出かねない。実際は酸化皮
膜が剥がれないよう設計された材料が用いられ、
また日々定期点検が行われているため、このよう
なことはほとんど起こらない。
　あらゆる金属材料は、それぞれの用途に必要な
機能をもつように創られているが、酸化するとそ
の機能は失われてしまう。その結果、先述のよう
な金属部品の破損や、それを原因とした問題が起
こる可能性がある。我々の生活を守るためには、
より酸化に強い金属材料を創ることが不可欠であ
るのだ。
　ある金属材料Aを酸化に強くする方法の一つと

　上田研究室では、金属がどのように酸化していくかを解明し、その知見を活かして金属の酸化を遅らせる
手法を開発する研究が行われている。ひとことで言うと、金属をアンチエイジングする研究、である。金属
の酸化を遅らせることができれば、火力発電の高効率化など、さまざまなメリットがある。そんなアンチエ
イジングを実現するために、どのように研究が進められているのだろうか。
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して、金属Bを添加してA-B合金を作り、表面付
近にBの薄い酸化皮膜のバリアを形成させること
で酸化の進行を遅らせる、という方法がある。こ
の方法を用いるためには前提条件が三つある。B
が、Aに比べ酸素と結びつきやすいこと、酸化皮
膜となった際に不動態のように保護性をもち、そ
れ以上の酸化を抑える元素であること、酸化形態
が外部酸化であること、の三つである。実は、合
金の酸化形態にはこの外部酸化と内部酸化の2種
類があり、一般に酸化形態がどちらになるかは金
属Bを添加する割合によって決まる。
　合金中のBの割合が低い場合、外部からの酸素
の供給量に比べ内部からのBの供給量は少ない。
そのため合金中に溶けた酸素とBが反応し、Bの
酸化物の粒子が合金内部に析出する（図１ー左）。
このような形態を内部酸化という。内部酸化に
よってできた酸化物は連続的な酸化皮膜にはなら
ず、保護性をもたないため酸化を遅らせることは
できない。Bの割合を上げていくと、Bの供給量
が増加するため、Bの酸化物はより密に析出する
（図１ー中）。最終的には、酸素の供給量よりBの
供給量の方が多くなるため、Bの酸化物はさらに
密になり連続層となる（図１ー右）。このような形
態を外部酸化という。外部酸化によってできた酸
化物は、保護性をもった酸化皮膜となって、酸化
の進行を遅らせることができるのだ。
　このことから、A-B合金の耐酸化性を向上させ
るためにはBの割合をできるだけ高くすれば良い
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酸素 酸素酸素 Aの酸化層
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金属Bの割合が高いほど、Bの酸化物は密に析出しAの酸化層は薄くなる。

図１　内部酸化と外部酸化

のではないか、と思う読者もいるかもしれない。
しかし、大前提として金属材料自体に強度が求め
られることを忘れてはならない。もし金属Bが柔
らかい金属である場合、金属材料自体の強度が落
ちてしまう。また、金属Bが高価な場合、Bの割
合を闇雲に増やすと金属材料自体のコストが上が
る。よって、実用的なコストのもとでBの量を調
整し、金属材料の強度と耐酸化性を両立させるこ
とが求められるのだ。
　上田研究室は、金属材料の酸化機構を解明する
ことで各種の金属材料がこれらの性質を両立でき
ているかを評価し、耐酸化性の観点からより良い
耐熱金属材料を設計するにはどんなアプローチを
すれば良いか、ということを提案している。中で
も現在、上田先生が力を入れている火力発電の高
効率化を実現するための研究について見ていこう。

火力発電の高効率化のために

　最新の火力発電所がどれくらいの熱効率で動い
ているのか、皆さんはご存知だろうか。実は、たっ
たの44％なのである。近年、世界的に火力発電所
の操業温度を上げることで熱効率を向上させよう
という動きがある。熱効率を向上させることは、
化石燃料の節約や火力発電所から排出されるCO2

の削減につながるからだ。現在、国内での操業温
度は最高で620℃であり、日本では国家プロジェ
クトとしてこれを700℃まで上げようとしている。
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これが実現すれば、熱効率は約46～48％まで向上
しCO2排出量は10％以上削減されるため、環境問
題の解決に大きく貢献することになる。
　しかしここで問題が発生する。操業温度を
700℃まで上げると火力発電所の配管などに使用
されている従来の金属材料は高温・高圧といった
過酷な環境に長期間耐えられなくなるのだ。その
ため、この温度での操業に耐えうる新たな金属材
料が必要とされており、国内でも盛んに研究開発
が行われている。東工大でも竹山雅夫教授と上田
先生の研究グループがこの研究を行なっており、
700℃での操業に耐える可能性のある新たな金属
材料として、Fe-20Cr-30Ni-2Nb（at％）オーステ
ナイト鋼が竹山教授によって提案されている。こ
こでFe-20Cr-30Ni-2Nb（at％）は、合金の組成が
原子数比で鉄48％、クロム20％、ニッケル30％、
ニオブ2％であることを示している。また、オー
ステナイト鋼とは、鉄鋼材料の一種であり、高温
となる環境で多く用いられている。上田研究室は、
このオーステナイト鋼の耐水蒸気酸化性を評価
し、実際にプラントで使えるものであるかを明ら
かにしている。
　ところで、操業温度を上げれば上げるほど火力
発電プラントの熱効率は高くなり、またCO2排出
量も減少する。そこで竹山先生と上田先生の研究
グループは、700℃のさらに上を行く、800℃での
操業に耐えうる金属材料の開発を目標として研究
を進めている。Fe-20Cr-30Ni-2Nb（at％）鋼は
700℃での操業用に開発されたものではあるが、
この目標を踏まえて耐水蒸気酸化性の評価は
800℃での酸化実験を通して行われている。
　火力発電所の過酷な環境に耐えうる金属材料に
は、主に二つの特性が要求される。それらはどの
ような特性なのか、そして今回の鋼は800℃にお
いて求められる特性をもっているのだろうか。

高温クリープ耐性

　要求される一つ目の特性はクリープ耐性であ
る。これは材料の強度に関する基準である。ク
リープとは、高温環境下で材料に一定の力を継続
的にかけた際、材料の歪みが時間とともに大きく
なる現象である。このクリープによって材料はや

がて破断する。また、ある温度・圧力下でどれだ
けの時間で破断するかを示す性質がクリープ耐性
であり、一般に、温度や圧力が上がるほど破断す
るまでの時間は短くなる。火力発電所では常に配
管に高温高圧の水蒸気が流れているため、クリー
プが起こる。火力発電所で使用される耐熱材料に
は、使用される温度で100 MPaの圧力をかけても
10万時間破断しないクリープ耐性が法令で定めら
れた基準として要求され、これを満たさない材料
を使用することはできない。そのため今回の鋼に
は、800℃下で合金に100 MPa相当の力を継続的
にかけても10万時間破断しないクリープ耐性が必
要となる。
　クリープ耐性を評価するためには、クリープ試
験機という装置が用いられる（図２）。装置は天秤
のような形をしており、片側に荷重を加えるため
の重りを、もう片側に試験片を吊り下げる。試験
片は下端が固定されているため、重りによる荷重
が試験片にかかる状態になっている。さらに試験
片は円筒型の加熱炉に覆われており、高温に保た
れている。こうして高温かつ継続的に圧力がかか
る環境で、クリープ耐性を測定する試験が行われ
ている。

耐水蒸気酸化性

図２　クリープ試験機の模式図

　要求される二つ目の特性は耐水蒸気酸化性であ
る。具体的には800℃で10万時間のあいだ、水蒸
気による酸化でできた酸化皮膜の成長速度が遅
く、それらが剥離しないことが求められる。この
特性を評価するためには、合金がどのように酸化
していくか、すなわち酸化機構を解明することが
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　まずクリープ耐性について、今回の鋼には700℃
下で80 MPa相当の力を継続的にかけても10万時
間破断しないクリープ耐性があることがわかった。
ただしこの値は実際に測定されたものではなく、
他の条件での測定結果から推定された値である。
というのも実際に10万時間、すなわち約11.4年も

不可欠である。また、より良い耐熱金属材料を創
るためにも、酸化機構を解明し耐水蒸気酸化性に
影響を与える因子の正体を明らかにしなければな
らない。
　酸化機構を解明するためには、合金表面にどの
ような酸化皮膜が形成されているのか、またそれ
ぞれの酸化物がどのような組成であるのかを特定
する必要がある。それらを観察可能にするのが
FE-SEM、EDS、XRDの三つの装置ならびに手法
である。
　FE-SEMは電子顕微鏡の一種であり、高電圧に
よって加速させた電子を制御して電子ビームとし
て対象物に照射し、弾き出された二次電子を観測
することで対象物を観察する装置である。材料表
面の微細な構造を観察するのに適しており、他の
電子顕微鏡に比べて解像度が高いことが特徴であ
る。これにより、酸化皮膜がどのような形状になっ
ているのかが視覚的に観察可能になる。
　次にEDSとは、電子線を対象物に照射した際に
発生する各元素に固有な特性X線を検出し、その
エネルギーと強度から対象を構成する元素とその
濃度、分布を調べることができる装置である。こ
れによって酸化皮膜の各層がどのような元素で構
成されているのか判別可能となる。
　最後にXRDとは、X線回折と呼ばれ、X線を結
晶格子に照射すると回折が起こることを利用して
材料の結晶構造を特定する手法である。未知の物
質に角度を変えながらX線を照射し、検出された
回折の角度やX線の強度を解析すると、その物質
の結晶構造がわかる。
　FE-SEMによる酸化皮膜の組織観察に、EDSに
よって判明した元素の分布とXRDによって判明し

た結晶構造を合わせて解析することで、酸化皮膜
の各層の具体的な組成まで特定することができる。
　ここまでは一般的に用いられる手法であるが、
上田先生はさらに、酸化による酸素の消費と酸化
皮膜の形成の関係を明らかにするため、酸化皮膜
表面における酸素の化学ポテンシャルを測定し
た。化学ポテンシャルとは主に熱力学で用いられ
る物理量の一つであり、気体の化学ポテンシャル
はその気体の分圧、すなわち気体の濃度に深く関
係している。一般に、ある場所で気体Aの濃度が
高いとその場所のAの化学ポテンシャルは高いと
いえる。今回の測定によって、ある酸化皮膜がで
きる前よりできた後の方が表面の酸素濃度が高い
ということがわかれば、その皮膜の形成により酸
素の消費が抑えられていると結論づけることがで
きるのだ。
　読者の中には、表面の酸素濃度を市販の装置で
直接測ればいいだろうと思う人もいるかもしれな
い。しかし、市販の装置では「表面付近」の大気
に含まれる酸素の濃度しか測定できず、合金表面
上の濃度は予測としてしか得られない。これに対
して化学ポテンシャルが示す結果はちょうど酸化
皮膜「表面上」

 

の情報であるから、より信頼性の
高い結果が得られるのだ。

得られた結果と性能の評価

Cr2O3の連続層が形成されたことにより、酸化の進行は抑えられた。また、ksはキロ秒=103秒を表す。

図３　酸化皮膜の断面写真
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のあいだ大学の研究室で実験を続けることはほぼ
不可能であるからだ。先述の通り、目標としてい
るのは800℃、100 MPaのクリープ耐性であり、
残念ながら今回の合金は求められる特性をもって
いなかった。これを達成するために、さらなる研
究開発が現在進められている。実際、今回の鋼に
ホウ素やジルコニウムを加えた改良鋼が開発され、
700℃においては100 MPaのクリープ耐性を達成
できる可能性があることがわかっている。
　また耐水蒸気酸化性については、先に述べた解
析手法を駆使することで、今回の鋼、Fe-20Cr-
30Ni-2Nb（at％）鋼に形成した酸化皮膜の構造や
組成が時間とともにどのように変化していくのか
が視覚的にわかった。
　この鋼の酸化機構はやや複雑であった。酸化の
初期段階においては、合金表面にFe3O4の酸化皮
膜ができ、その下にNi-Fe合金の粒子が形成して
いた。内部酸化層にはFe、Crを含む酸化物が含ま
れ、さらにその下には不連続なCr2O3層が形成し
ていた（図３ー左）。酸化時間の経過とともに不連
続だったCr2O3層は連続となり、外層の酸化皮膜
や内部酸化層はともに厚くなった。この厚い酸化
皮膜は、酸素が合金内部に溶けこむことを妨げ、
合金内部への酸素の供給を抑えるはたらきをす
る。よって相対的に内部からの金属の供給量が酸
素の供給量に勝り、酸化形態は内部酸化から外部
酸化へと遷移した（図３ー中）。その後は連続的な
Cr2O3層が保護膜としてはたらくため、酸化の進
行は連続層が形成する前に比べて抑えられていた
（図３ー右）。この結果から、Fe-20Cr-30Ni-2Nb
（at％）鋼においては、このCr2O3連続層が水蒸気
酸化を食い止める重要な因子となっていたことが
わかったのだ。
　さらに、Cr2O3の連続層ができる前後の酸化皮
膜表面における酸素濃度の変化が、化学ポテン
シャルを測定することで確かめられた。その結果、
連続層が形成した後は酸化皮膜表面の酸素濃度が
高くなっており、酸素の消費が形成前に比べ抑え
られていることが判明した。したがってCr2O3層
の形成により酸化の進行が抑えられたことを間接
的に捉えることができたのだ。
　耐水蒸気酸化性の評価は、酸化皮膜の成長速度

という点から行われた。今回、酸化の初期段階で
はCr2O3の連続層がまだ形成していなかったため、
酸化皮膜の成長速度は従来の耐熱鋼と同様であっ
た。しかし、Cr2O3の連続層が形成した後は、酸
化の進行が抑えられ、成長速度は低下した。一般
に、酸化層全体の厚さが100 µmを越えると酸化皮
膜の剥離が起こりやすくなることが知られている
が、成長速度から予測された10万時間後の酸化層
全体の厚みは、100 µmを下回っていた。つまり、
Fe-20Cr-30Ni-2Nb（at％）オーステナイト鋼は
800℃で10万時間水蒸気酸化に耐えられることが
わかり、求められる特性をもっていると結論付け
られた。
　今回の結果によって、火力発電所の800℃条件
下での操業は実現に一歩近づいたことがわかっ
た。竹山先生と上田先生は耐熱金属材料のさらな
る改善を目指して日々研究を続けている。

よりよい鉄鋼生産を目指して

　上田研究室では、次の研究テーマとして鉄鋼生
産における高温プロセスの最適化・効率化に関す
る研究を行おうとしている。
　鉄鋼生産において起こる酸化の問題は、火力発
電プラントにおいて起こるそれと大きく異なる。
火力発電プラントにおいては高温酸化による配管
の劣化が問題であったが、鉄鋼生産においては酸
化による材料の品質・生産性の低下が問題とな
る。その最たる例は熱延工程における酸化であ
る。熱延工程とは、高温で軟らかくした鋼を3 mm
ほどの鋼板に圧延する工程のことである。鋼板は
非常に高温なため酸化してしまうことは避けられ
ないが、酸化物を付けたまま鋼板を圧延すると表
面に傷がつき、製品の質が下がってしまう。よっ
て、鋼板上に形成した酸化物を剥がすことが必要
となる。
　上田先生は今まで培ってきた高温酸化に関する
知識や経験を活かし、このような問題を解決しよ
うと考えている。熱延工程以外にも鉄鋼生産にお
いては酸化に関わる多くの問題があり、それらの
問題が起こっている環境もさまざまである。だが
いずれの問題も、酸化機構を解明し、その工程に



26 vol.85 

材料工学専攻　上田 光敏 研究室

錆びない先生の熱意

　上田研究室での研究活動は具体的にどのように
進められていくのだろうか。
　まず金属試験片を用意し、それを調べたい環境
下において酸化させる。次に、酸化した試料を注
意深く観察する。そして、得られた結果と学問的
な知識、また多くの状況証拠を総動員させて酸化
機構を推測し、解明する。以上が基本的な進め方
である、と上田先生は言う。ここで言う状況証拠
とは、材料がどのような状況で酸化されたのか、
という情報であり、材料のおかれていた温度・外
気の組成・時間の三つが主な要素である。例えば、
酸化剤としてO2とH2Oの二種類が存在する環境
の場合、酸化皮膜を観察するだけでは、どちらの
酸化剤と反応し酸化が起こっているかがわからな
い。このとき状況証拠として材料周辺のO2濃度や
H2濃度がわかれば、どちらの酸化剤が反応し酸化
が起きたのかを判断することができる。
　またこの分野の研究では、経験を積むこともと
ても重要である。常日頃から、どんなに薄い酸化
皮膜も見逃さないような注意深さをもち、観察や
推測を続けていくことで、研究はより正確かつス
ムーズなものになっていく。最終的には、酸化皮
膜の写真を見ただけでも、大まかな酸化機構を推
定できるようにもなるという。
　火力発電プラントや鉄鋼生産プロセスなど、多
様な環境における酸化機構を解明するためには、
それぞれの環境を実験室で再現し、酸化実験を行
うことが重要である。この多様な環境を再現する
ために、上田研究室では研究テーマに応じて実験
装置を全て手作りで組んでいる（写真）。配管など
も学生自身がガラスを加工して作るのだ。そのた
めに、実験室内にはガラス細工専用の工房もあ
る。なぜ上田研究室がこれほど手製の装置にこだ

わっているのか。それは実験装置自体をブラック
ボックスにしないことが教育的に良いからだ、と
先生は言う。さらに、装置がどのようになってい
るのかがわかっているため、万が一装置が故障し
た際にすぐに直すことができることも、理由の一
つである。
　金属の高温酸化に関する技術は、火力発電や鉄
鋼生産など、さまざまなところで我々の生活を支
えている。金属の酸化の原理はとてもシンプルな
ものであるが、自然現象を相手にしているがゆえ、
さまざまな要因が関わっている現象の中からその
本質を見抜くのはとても難しいが、やり甲斐のあ
る仕事である、と上田先生は言う。高温酸化の問
題を解決したい、という錆びない先生の熱意は、
鋼のように硬く、揺るぐことなく未来を力強く支
えてくれるに違いない。

執筆者より

とっての不都合を起こしている要因を見つけ出し
改善する、といった手順で解決できるだろう、と
上田先生は考えている。もしこれらの問題が解決
されれば、高品質な鉄鋼をより効率的に生産でき
るようになり、日本のものづくり産業はさらに強
いものになっていくだろう。

写真　手作りの実験装置
写真は、水蒸気酸化を行う装置の一部。すべて手作りである。

　取材をはじめ、記事の執筆に多くのご協力を頂
いた上田先生に、この場を借りて深く御礼申し上
げます。取材の際には、まだ知識の少ない私たち
に、基本から丁寧に説明をして下さいました。ま
た研究室の内部の見学もさせて頂き、貴重な経験
となりました。
　今回快く掲載許可を下さった竹山雅夫先生に御
礼申し上げるとともに、これからの上田研究室の
ますますの発展を心よりお祈り致します。
 （一居 太朗）


