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近年，海上・沿岸地域向けのフィールド機器で耐食性への要求が高まっている。これに応えるため横河電機で

は，差圧・圧力伝送器のハウジング材として，従来からあるステンレス材に加えて，超高耐食アルミ材を採用した。

通常アルミ材はステンレス材に比べて耐食性に劣るが，軽量であり，安価に生産可能である。超高耐食アルミ材は，

これらアルミ材のメリットを生かしつつ，耐食性をステンレス材に近付けたものである。本稿ではこの超高耐食

アルミ材の耐食性について紹介する。

In recent years, demand for corrosion-resistant housings has been growing for field 
instruments, especially those for marine and coastal applications. To satisfy this need, Yokogawa 
has picked ultra high corrosion-resistant aluminum for differential pressure and pressure 
transmitter housings, in addition to conventional stainless steel. Although aluminum is inferior 
to stainless steel in corrosion resistance, it is superior in weight and cost. Ultra high corrosion-
resistant aluminum has high corrosion resistance properties close to stainless steel while 
maintaining the merits of aluminum. This paper describes the corrosion resistance property 
of ultra high corrosion-resistant aluminum when used for differential pressure and pressure 
transmitter housings.

1. はじめに

世界のエネルギー需要は人口増加や新興国の発展など
の影響で今後も拡大すると予測されている。石油メジャ
ーはアップストリームと呼ばれる採掘分野に投資を拡大
していく方針を打ち出している。今後採掘環境は，探索
技術や採掘技術向上によって，陸から遠く離れて採掘の
困難な海上へと広がっていくと想定される (1)。それに伴
い，フィールド機器もそのような環境に設置されること
が増加してくると考えられる。海上・沿岸地域に設置さ
れるフィールド機器は塩害を受けることが想定されるた
め，さらなる耐食性が求められる。

このような状況に対応するため，横河電機では，差圧・
圧力伝送器（以下伝送器）向けの超高耐食アルミハウジ
ング仕様を開発し，2011 年 10 月に発売した。従来から
あるステンレスハウジング仕様と合わせ，お客様への幅
広いソリューションの提供を目指している。

2. アルミ材の耐食性

2.1 耐食性とは
耐食性とは腐食に対する強さのことである。広い意

味で似た言葉に耐久性という言葉がある。ISO 12944-
6:1998 (Paints and varnishes -- Corrosion protection of 
steel structures by protective paint systems) (2) から引用
すると，耐久性とは「極限まで機能することと考えられ
ているが，要するに最初の大規模なメンテナンスを必要
とするまでの期間のこと」とある。これを参考にハウジ
ングの耐食性について言い換えると「ハウジングの腐食
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が原因で製品としてメンテナンスや交換などが必要とさ
れるまでの期間のこと」と言える。高い耐食性はユーザ
ーメリットとなる。

2.2 腐食とは
アルミニウムの腐食形態の一つとして電池作用が挙げ

られる。これは金属が化学反応によって電子を失い，金
属イオンという形で元の金属から放出される現象のこと
である。各金属によってイオンの成り易さは異なる。

アルミ材が水などに触れる場合，アルミニウムと含有
金属間で局部電池を形成し，イオンに成り易い方の金属
が腐食する。アルミニウムが腐食する場合は以下のよう
な反応が起こり白色の水酸化アルミニウムを生成する。

Al　→　Al3+ + 3e-

H2O　→　H+ + OH-

Al3+ + 3OH　→　Al(OH)3

フィールド機器のアルミハウジングは腐食環境からア
ルミ材を守る目的で塗装が施されている。そもそも健全
な塗装がされていれば，ハウジングの耐食性にアルミ材
の耐食性は影響しない。しかし，実使用上では塗装傷な
どでアルミ素地が外部に曝されることが想定される。従
って，腐食環境で使用されるフィールド機器にとってア
ルミ材の耐食性向上は重要な課題である。

2.3 超高耐食アルミ材とは
超高耐食アルミ材を，本稿では，「それをハウジング材

として使用することで，アルミ標準仕様品と比較して長
期間の海上・沿岸地域での製品使用を可能とするアルミ
材」と位置付ける。

鋳造用アルミ合金には鋳造性，強度，機械加工性，焼
き付き防止などの機能向上を目的とした元素（ケイ素，銅，
鉄，マグネシウム，亜鉛，マンガンなど）が添加されて
いる (3)。しかし添加元素は必ずしもプラスに作用するば
かりではない。例えば強度と機械加工性を向上させる銅
は，他の添加元素と比較してアルミニウムとのイオン化
傾向の差が大きい金属である。そのため銅含有量が多い
アルミ材は，表面が水などに触れると電池作用が発生し
激しく腐食する。高耐食仕様のアルミ材には銅含有率が
低い物を選定することが重要となってくる。

横河電機では，伝送器向けの超高耐食アルミ材として，
銅含有率が 0.03 wt% 以下の物を採用した。採用にあた
っては耐食性評価に加えて耐圧試験を行い，銅含有量の
低下が防爆性能の一つである強度に影響しないことを確
認している。

2.4 銅含有率と耐食性
アルミ材の銅含有率と耐食性の関係について調査する

ために，1000 時間にわたる塩水浸漬試験を実施した。
表 1 に試験条件の概要を，図 1 に複数の鋳造用アルミ合
金の耐食性を塩水浸漬試験にて比較した結果を示す。塩
水浸漬試験としたのは形状や表面状態の違いによる影響
を小さくするためである。

表 1 塩水浸漬試験の試験条件

図 1 鋳造用アルミ合金の塩水浸漬試験結果

各サンプルで試験後の白錆（水酸化アルミニウム）発
生状況が異なる。銅含有率が低いほどアルミの白錆発生
量が少なくなることが確認できる。特に銅含有率が 0.1 
wt% 以下のサンプルには白錆が殆んど確認されず，非常
に高い耐食性を有していると考えられる。

この中で銅含有率が最も高く，激しい腐食を示したサ
ンプルは日本国内ダイカスト生産量の約 94%(4) を占める
一般的なダイカスト用アルミ合金（以下一般アルミ材）
である。

温度 50 ℃

塩水濃度 5 wt%

試験時間 1000 h

その他 ・独自の試験法
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2.5 超高耐食アルミ材の耐食性
次に超高耐食アルミ材の耐食性を定量的に測定した結

果を示す。試験条件として 1440 時間の塩水噴霧試験を
選択した。ISO 12944-6:1998 の中でその条件は環境区
分 C5-M（塩分の多い海外地域，海上）・耐久性区分 High

（15 年以上）に相当するとされているためである。この
規格は鋼材に対するものだが，アルミ材にこの規格に相
当するものがないために，耐食性の基準としてこの規
格を適用した。また，本試験の方法については，JIS Z 
2371:2000（塩水噴霧試験方法）(5) に準じた。

表 2 に試験条件の概要を，図 2 に試験前後の外観変化
を示す。一般アルミ材は白錆の発生に加え全体的に黒く
変色した。それに対し超高耐食アルミ材は灰色の変色に
留まり一部の箇所には金属光沢が確認される。超高耐食
アルミ材は一般アルミ材と比較して極めて高い耐食性を
有していることが見て取れる。

表 2 塩水噴霧試験の試験条件

図 2 塩水噴霧試験（1440 h）前後の 
外観比較

次に各材質の塩水噴霧試験後の腐食減量比較を図 3 に
示す。腐食減量とは環境試験前後におけるサンプルの質

量変化量のことである。電池作用によってアルミニウム
元素が元の金属から放出されるために試験後は質量が減
少する。試験後の質量測定は硝酸を用いて腐食生成物を
除去した後に実施した。サンプル数はそれぞれ３個でそ
の平均値を計算し，一般アルミ材の腐食減量を 100% と
した場合の超高耐食アルミ材の腐食減量を表した。サン
プル形状の違いによる影響を排除するために単位表面積
当たりの腐食減量に換算して比較している。

図 3 塩水噴霧試験（1440 h）前後の 
腐食減量比較

一般アルミ材の腐食減量に対して超高耐食アルミ材の
腐食減量はその約 5% となっている。超高耐食アルミが
優れていることが定量的に確認できる。

3. 超高耐食アルミ材のフィールドテスト結果

図 4 に超高耐食アルミ製ハウジングの製品化前から実
施しているフィールドテストサンプルの写真を示す。設
置場所はタイ沖 200 km の海上プラットフォームである。
表 3 に示すように，年間を通して気温は 30 ℃前後の環
境であり，2009 年 12 月から 2013 年 1 月頃までの約３
年間設置した。

試験は一般アルミ材と超高耐食アルミ材を組み合わせ
た状態で実施した。カバーが一般アルミ材，ケースが超
高耐食アルミ材となっている。

一般アルミ材は塗装が素地から完全に剥離し触れただ
けで剥がれる状態となっており，アルミ素地には激しい
腐食が確認された。一方，超高耐食アルミ材は汚れが付
着した程度で特に目立った腐食は認められない。超高耐
食アルミ材はさらに長期の試験においても引き続き良好
な結果となると推定される。

温度 35 ℃

塩水濃度 5 wt%
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表 3 フィールドテスト環境

図 4 フィールドテストサンプル

4. おわりに

超高耐食アルミ材の耐食性について，腐食原理と他の
アルミ材との比較を交えて紹介してきた。

ハウジングの耐食性は製品の耐久性に大きく影響する。
今回開発した超高耐食アルミハウジング仕様は海上・沿
岸地域で使用される伝送器の耐久性を高め，メンテナン
スコスト削減に貢献できると考えている。

今後もお客様の様々な要求に応えるように開発を進め
ていきたい。
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設置期間 2009/12 ～ 2013/1 頃約 3 年間

設置場所

・タイ沖 200 km
タイランド湾中央付近

・海抜 10 ～ 15 m
海上プラットフォーム

その他 年間を通して平均気温 30 ℃前後

ケース
超高耐食アルミ材カバー

一般アルミ材 
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