
まえがき＝近年，多くの産業分野で鉄鋼材料の長寿命
化・高品質化が要求されており，耐食性を高めた鉄鋼製
品が重要度を増しつつある 1）。鉄鋼材料の耐食性は，生
成さびの構造や性質に大きく支配されていることから，
当社ではかねてより，耐食性改善の一手段として独自の
生成さび制御技術を構築してきており 2），耐孔あき腐食
性に優れた自動車足回り薄鋼板 3）や塩化物耐食性を高め
た橋梁用ニッケル系高耐候性鋼 4），腐食疲労特性に優れ
た自動車用高強度懸架ばね鋼 5）などを開発実用化してい
る。
　鉄鋼材料の生成さびは，α-FeOOH（ゲーサイト），β-
FeOOH（アカガネアイト），γ-FeOOH（レピトクロサイ
ト），Fe3O4（マグネタイト）などの結晶性成分と X線的
非晶質成分から構成されるといわれている。一方で，鉄
鋼材料の耐食性を向上させる合金元素として，Cr，Cu，
Ni，Ti などが知られているが，これら合金元素の作用機
構，とくに，個々のさび成分の生成と構造におよぼす影
響は十分に明らかにされていない。前述のように，鉄鋼
材料の生成さびは，個々のさび成分の粒子が集合したも
ので，合金元素による耐食性向上メカニズムの解明，ひ
いては耐食性改善に活用するには，個々のさび成分の生
成と構造におよぼす合金元素の影響を明らかにし，その
結果に基づいて実さびでの合金元素の効果を解析するこ
とが必要と考えられる。このためには，さび成分の混合
物である実さびを調査することと並行して，実験室的に
それぞれのさび成分を合金元素イオンの存在下で人工合
成して，その構造を調べることが有効と思われ
る2），6）～ 8）。
　そこで，生成さび制御による鉄鋼材料の耐食性改善に
資することを目的として人工合成さび実験を行った。実

験では，鉄鋼材料のすべてのさび成分であるα-FeOOH，
β-FeOOH，γ-FeOOH，Fe3O4，および X線的非晶質さ
びを，耐食性向上元素として知られている 4種の合金元
素のイオンであるCr（Ⅲ），Cu（Ⅱ），Ni（Ⅱ），および Ti
（Ⅳ）を添加した鉄塩水溶液から人工合成した。また，得
られたさび粒子の構造を粉末X線回折（X-ray diffraction，
以下 XRDという）と窒素分子吸着法によって系統的に
調べた。以下にその概要を紹介する。

1．実験方法

1．1　人工さびの合成

1．1．1　α-FeOOHさび

　25cm3の 2.0mol/dm3 Fe（NO3）3水溶液に Ti（SO4）2，Cr
（NO3）3，CuSO4およびNiSO4を原子比（金属/Fe）で 0
～0.1 になるように添加した。これらの溶液に，1.0mol/ 
dm3NaOH水溶液をかくはんしながら加えて pH12 に調
整した。生成した沈殿を含む溶液をポリプロピレン製容
器に移して密栓し，空気恒温槽中 30℃で 5日間熟成し
た。その後，沈殿をろ別して十分水洗し，室温で真空乾
燥した。
1．1．2　β-FeOOHさび

　0.033mol/dm3 FeCl3水溶液1.0dm3に，Ti（Ⅳ），Cr（Ⅲ），
Cu（Ⅱ）およびNi（Ⅱ）の硫酸塩を原子比（金属/Fe）で
0～0.1 になるように加え，それらの溶液をポリプロピレ
ン製容器に移して密栓し，空気恒温槽中 50℃で 24 日間
熟成した。生成した懸濁液をセルローズチューブに入
れ，流水中で3日間以上透析した。懸濁液中のFe（Ⅲ）イ
オンがKSCN水溶液で検出できなくなるまで透析を続け
た。透析後，沈殿を遠心分離機で取出し，室温で真空乾
燥した。
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1．1．3　γ-FeOOHさび

　0.02mol の FeSO4と，原子比（金属 /Fe）で 0～0.1 にな
るように Ti（SO4）2，Cr（NO3）3，CuSO4およびNiSO4を加
えた水溶液 1.0dm3を調整した。それらの溶液をビーカ
に取り，35℃高温水槽で空気を流量 8dm3/min で 3 時間
吹込み酸化した。酸化により溶液 pHは低下するため，
2.0mol/dm3ブチルアミン水溶液を滴下して溶液 pHを
4.5～6.5に調整しながら反応させた。酸化終了後，沈殿
をミリポアフィルターでろ別・水洗し，室温で真空乾燥
した。
1．1．4　Fe3O4さび

　γ-FeOOHさびと同様の溶液を用い，空気酸化も溶液
pHを除いて同じ条件で行った。溶液 pH は濃アンモニ
ア水を滴下し，γ-FeOOHさびの調整pH より高い 8.5 ～
10.5 に調整した。生成した沈殿を，γ-FeOOHさびと同
様にして水洗・乾燥した。
1．1．5　X線的非晶質さび

　Fe（NO3）3と原子比（金属/Fe）で0～0.8になるように Ti
（SO4）2，Cr（NO3）3，CuSO4およびNiSO4を加えた水溶液
50cm3を調整した。このときの溶液中の全金属イオン量
（Fe＋添加金属）を2molとした。調整した水溶液を氷冷
しながら濃アンモニア水を加え，pH9 以上にした。得ら
れたゲルを速やかに磁製蒸発皿に移し，液体窒素を一挙
に注いで完全に凍結させた。室温で自然に解凍し，解凍
後直ちにろ過・水洗し，室温で真空乾燥した。以上の操
作で，調整時に生成する沈殿の粒子成長と結晶化を極力
抑えた。
1．2　キャラクタリゼーション

　以上のようにして合成した各種さび粒子について，主
として，XRDによる結晶性の評価と窒素分子吸着法によ
りさび粒子の大きさを反映する比表面積の測定を行っ
た。XRDは，理学 X線回折装置により，CuKα線（封入
式 X線管球 30mA-15kV と回転対陰極 X線管 200mA-
40kV）を用いて行った。また，比表面積の測定は，液体
窒素で測定した窒素吸着等温線からBET式を用いて算
出した。吸着の前処理として，100℃で2時間真空排気し
た。このほか，粒子形態を透過型電子顕微鏡（TEM）で
観察するとともに，粒子中に含まれる金属元素をプラズ
マ発光分析（ICP）装置を用いて定量した。また，一部
のサンプルについては，ロジウム箔中に拡散させた 57Co
からのγ線源（1.85GBq）を用いたメスバウア分光分析な
ども行った。

2．実験結果と考察

2．1　さびの結晶性に及ぼす合金元素イオンの影響

　すべてのさび粒子の結晶性におよぼす合金元素イオン
の影響を XRDを用いて評価した。ここでは，結晶性を
定量的に比較するために，XRDピークの半価幅から
Sherrer の式を用いて結晶子径を求めた。
　図 1に，各種イオンを添加して生成したα-FeOOHさ
びの結晶子径を（110）ピークから求め，出発物質中の金
属/Fe比に対してプロットした結果を示す。Ti（Ⅳ）添加
では，結晶子径は多少変動するが，大幅な変化はない。

Ni（Ⅱ）と Cr（Ⅲ）では，結晶子径のわずかな変化が見ら
れる。一方，Cu（Ⅱ）では，添加量とともに結晶子径が減
少し，Cu/Fe＝0.1 では X線的非晶質になった。したが
って，Cu（Ⅱ）が最も有効にα-FeOOHさびの結晶性を低
下させることがわかる。図 2に，各種イオンを添加して
生成したβ-FeOOHさびの結晶子径を（310）ピークから
求めた結果を示す。Cu（Ⅱ）を除いて，添加により結晶
子径は小さくなったが，とくに，Ti（Ⅳ）添加による減少
が著しい。このように，β-FeOOHさびの結晶化を抑え
るにはTi（Ⅳ）が有効である。図3に，各種イオンを添加
して生成したγ-FeOOHさびの結晶子径を（020）ピーク
から求めた結果を示す。Ti（Ⅳ）添加では，結晶子径がほ
とんど変化しない。Cr（Ⅲ）添加でも，Cr/Fe＝0.03まで
は結晶子径は変わらないが，それ以上では急激に低下
し，非晶質化する。Cu（Ⅱ）とNi（Ⅱ）添加では，添加
量とともに結晶子径が減少し，非晶質になった。γ-
FeOOHさびでは，Ti（Ⅳ）を除いて非晶質化した。図 4
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図 2 β-FeOOHさびの結晶子径に及ぼす合金元素（Ti, Cr, Cu, 
Ni）イオンの影響

������ Crystallite sizes of β-FeOOH rusts formed with Ti（Ⅳ）［○］, 
Cr（Ⅲ）［△］, Cu（Ⅱ）［□］ and Ni（Ⅱ）［●］ at varied metal/Fe 
ratios in starting solutions
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図 1 α-FeOOHさびの結晶子径におよぼす合金元素（Ti, Cr, Cu, 
Ni）イオンの影響

������ Crystallite sizes of α-FeOOH rusts formed with Ti（Ⅳ）［○］, 
Cr（Ⅲ）［△］, Cu（Ⅱ）［□］ and Ni（Ⅱ）［●］ at varied metal/Fe 
ratios in starting solutions
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に，Fe3O4さびについて，（311）ピークから求めた結晶子
径と金属イオン添加量の関係を示す。いずれの金属イオ
ンも結晶子径を減少させる。このように，Fe3O4さびで
は，どの金属イオンも結晶性を低下させる働きがある。
図5に，X線的非晶質さびについて，XRDチャートの2θ
＝30～35°のピークから求めた結晶子径と金属イオン添
加量の関係を示す。いずれの金属イオンでも，添加によ
り結晶子径の減少が見られ，さらに非晶質化することが
わかる。ここで，これらの非晶質さびは，他のさび試料
の封入式管球を用いた XRD条件（30mA，15kV）では，
回折ピークを全く示さなかったので，回転式対陰極 X線
管を用いた強力 X線（200mA，40kV）で測定して得た 2
θ＝30～35°領域のブロードピークから解析したもので
ある。
　以上のさびの結晶性におよぼす合金元素イオンの影響
を比べるため，金属イオンを添加していない時の結晶子

径を��，金属/Fe＝0.05 での結晶子径を�とし，（��－�）
/��を求め比較した。その結果を図6に示す。なお，X線
的非晶質さびでは，金属/（Fe＋金属）＝0.2 での�を用い
た。α-FeOOHさびでの Ti（Ⅳ）と Cr（Ⅲ），β-FeOOH
さびでのCu（Ⅱ），γ-FeOOHさびでの Ti（Ⅳ）が正の
（��－�）/��を示し，結晶性がよくなっている。それ以
外では，（��－�）/��が負になり結晶性が低下している。
とくに，β-FeOOHさびの Ti（Ⅳ），γ-FeOOHさびの Cu
（Ⅱ）とNi（Ⅱ）による低下が著しい。各々のさびで比較
すると，α-FeOOHさびではCu（Ⅱ），β-FeOOHさびで
は Ti（Ⅳ），γ-FeOOHさびではCu（Ⅱ）とNi（Ⅱ）であ
った。他のさびでは，とくに影響の大きいイオンは見当
たらない。
2．2　さびの比表面積に及ぼす合金元素イオンの影響

　窒素分子吸着法を用いて，さび粒子サイズを反映して
いると考えられる比表面積に及ぼす合金元素イオンの影
響を評価した。
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図 4 Fe3O4さびの結晶子径に及ぼす合金元素（Ti, Cr, Cu, Ni）イ
オンの影響

������ Crystallite sizes of Fe3O4 rusts formed with Ti（Ⅳ）［○］, Cr
（Ⅲ）［△］, Cu（Ⅱ）［□］ and Ni（Ⅱ）［●］ at varied metal/Fe 
ratios in starting solutions
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図 3 γ-FeOOHさびの結晶子径に及ぼす合金元素（Ti, Cr, Cu, Ni）
イオンの影響

������ Crystallite sizes of γ-FeOOH rusts formed with Ti（Ⅳ）［○］, 
Cr（Ⅲ）［△］, Cu（Ⅱ）［□］ and Ni（Ⅱ）［●］ at varied metal/Fe 
ratios in starting solutions
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図 6 各種さび成分の結晶性パラメータ（（�0－�）/�0）におよぼす
合金元素（Ti, Cr, Cu, Ni）イオンの影響比較

������ Comparison of crystallity parameter （（�0－�）/�0） of different 
rusts formed with Ti（Ⅳ）, Cr（Ⅲ）, Cu（Ⅱ）, and Ni（Ⅱ）
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図 5 X 線的非晶質さびの結晶子径に及ぼす合金元素（Ti, Cr, Cu, 
Ni）イオンの影響

������ Crystallite sizes of X-ray rusts formed with Ti（Ⅳ）［○］, Cr
（Ⅲ）［△］, Cu（Ⅱ）［□］ and Ni（Ⅱ）［●］ at varied metal/Fe 
ratios in starting solutions
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　図 7に，各種金属イオンを添加して得られるα-
FeOOHさびの比表面積を，出発物質中の金属 /Fe 比に
対してプロットした結果を示す。いずれの金属イオンを
添加しても比表面積が増大し，とくにCu（Ⅱ）添加での
増加が著しい。したがって，すべての金属イオンの添加
で粒子の微細化がみられるが，とくにCu（Ⅱ）添加によ
る粒子の微細化が顕著である。図 8に，β-FeOOHさび
の比表面積と添加金属イオン量との関係を示す。少量の
Ti（Ⅳ）添加で比表面積が増加するが，他の金属イオンで
はほとんど変化しない。これらの結果は，TEM観察の
結果とも対応しており，Ti（Ⅳ）添加でのみ微細化が起こ
る。γ-FeOOHさびとFe3O4さびの比表面積については，
いずれの金属イオンを添加しても比表面積が増大し，微
細化がみられた。ここで，γ-FeOOHさびにおいては，
Ti（Ⅳ）添加の影響は他の金属イオンよりも小さかった。
また，X線的非晶質さびの比表面積については，無添加
ままでも他のさびに比べて大きく，金属イオン添加によ
る微細化は他のさびに比べて小さく，Ti（Ⅳ）添加のみわ
ずかに比表面積の増加が見られた。
　以上のさびの比表面積におよぼす合金元素イオンの影
響を比べるため，金属イオンを添加していない時の結晶
子径��，金属/Fe＝0.05（非晶質さびでは金属/（Fe＋金
属）＝0.2）での結晶子径とし，（��－�）/��を求め比較し
た。その結果を図9に示す。β-FeOOHさびへのCu（Ⅱ）
添加，X線的非晶質さびへのCr（Ⅲ）とNi（Ⅱ）の添加で
負の値になる以外は，正の値を示し，比表面積の増加，
すなわち，粒子の微細化が起こっている。とくに，α-
FeOOHさびへのCu（Ⅱ）添加とβ-FeOOHさびへの Ti
（Ⅳ）添加による微細化が顕著である。図9では非晶質さ
びは他のさびに比べて影響が小さいように見えるのは，
元々無添加さびの比表面積が大きいため，（��－�）/��が
小さくなるからである。
2．3　さび生成への合金元素添加効果と耐食性発現メカ

ニズムの考察

　以上に述べたさび粒子への合金元素の影響を表1にま
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図 7 α-FeOOHさびの比表面積に及ぼす合金元素（Ti, Cr, Cu, 
Ni）イオンの影響

������  Specific surface areas of α-FeOOH rusts formed with Ti（Ⅳ）
［○］, Cr（Ⅲ）［△］, Cu（Ⅱ）［□］ and Ni（Ⅱ）［●］ at varied 
metal/Fe ratios in starting solutions
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図 9 各種さび成分の粒子サイズパラメータ（（��－�）/��）におよ
ぼす合金元素（Ti, Cr, Cu, Ni）イオンの影響比較

������ Comparison of particle size parameter（（��－�）/��）of 
different rusts formed with Ti（Ⅳ）, Cr（Ⅲ）, Cu（Ⅱ）, and Ni
（Ⅱ）
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表 1  鉄さびの結晶性と粒子サイズに及ぼす金属イオンの影響比較
��������Comparison of effects of metal ions on crystallinity and 

particle size of iron rusts

図 8 β-FeOOHさびの比表面積に及ぼす合金元素（Ti, Cr, Cu, 
Ni）イオンの影響

������  Specific surface areas of β-FeOOH rusts formed with Ti（Ⅳ）
［○］, Cr（Ⅲ）［△］, Cu（Ⅱ）［□］ and Ni（Ⅱ）［●］ at varied 
metal/Fe ratios in starting solutions
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とめた。●印は，さびの結晶性がよくなり，さび粒子が
大きくなる場合で，緻密なさび層はできにくい。一方，
○印は，さびの結晶性が低下し，さび粒子を細かくする
場合で，緻密なさび層が形成されやすい。◎印の場合
は，結晶性の低下と微細化が顕著で，非常に緻密なさび
層が形成しやすく，耐食性向上への寄与が期待される。
また，△印は，ほとんど影響がみられない。なお，α-
FeOOHさびへの Ti（Ⅳ）添加では，他の場合と異なり，
XRDでは結晶子径が大きくなったが，比表面積とメスバ
ウアスペクトルから微細粒子が測定され，TEM観察で
はさび粒子の周りに Ti 濃化した微細粒子が生成し，Ti
（Ⅳ）の増加とともに微細粒子の割合が増加した8）。よっ
て，結晶性も○印に分類すべきと思われる。X線的非晶
質さびでは，無添加さびがナノ粒子になっており，添加
の影響はあまり現れていない。そこで，X線的非晶質さ
びを除いて各合金元素の特徴を述べることとする。Cu
（Ⅱ）は，β-FeOOHさびを除いて，さび層の緻密化に寄
与している。Cr（Ⅲ）は，α-FeOOHさび，β-FeOOHさ
びへの影響は少ないが，γ-FeOOHさびの微細化は顕著
である。一方，Ni（Ⅱ）は，β-FeOOHさびの微細化には
ほとんど影響しないが，それ以外のさびを微細化し，と
くにγ-FeOOHさびで微細化効果を発現する。Ti（Ⅳ）
は，他の金属イオンと異なり，β-FeOOHさびへの微細
化効果が顕著である。このように，すべてのさびについ
て，非晶質化と微細化に有効に働く合金元素イオンは，
本研究の範囲内で見当たらない。
　以上のことから，さび層を緻密化し耐食性を向上させ
るには，合金元素を単独添加するよりは，合金元素の特
徴と腐食環境を考慮した複合添加が有効であると考えら
れる。例えば，塩化物フリー環境で生成される大気さび
には，主として，α-FeOOHさびとγ-FeOOHさびが含ま

れていることから，Cr，Cu，及びNi の添加を必須とし
た従来の JIS 耐候性鋼は理にかなっている。一方，塩化
物環境では，有害さびといわれるβ-FeOOHさびとFe3O4
さびが多く生成されるようになるが，β-FeOOHさびの
生成を妨害し，塩化物耐食性を向上させる元素として，
Ti が有効であることが強く支持される。さらに，Fe3O4
さびやα-FeOOHさび，γ-FeOOHさびを緻密化するNi
や Cu を添加すれば，より耐食性が向上することが予想
される。

むすび＝以上のように，人工合成さび実験により，鉄鋼
材料の生成さび粒子の結晶性と微細化への合金元素の影
響を明らかにした。合金元素の添加効果の程度はさび成
分によって異なり，すべてのさび成分を有効に非晶質
化，微細化する合金元素は見当たらない。このため，さ
び層を緻密化して耐食性を向上させるには，使用環境か
ら予想されるさび組成を考慮して，複数の合金元素を選
ぶ必要がある。このようにして，当社では，コストパフ
ォーマンスにも優れたCu-Ni-Ti系のニッケル系高耐候性
鋼などを開発実用化しており，実機で良好な耐食性が示
されている。当社では独自のさび研究を継続しており，
今後とも鉄鋼材料の耐食性改善に活用していく所存であ
る。
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