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1．はじめに

非鉄金属材料は、軽量性や熱伝導性などの特性を

活かした構造材料として使われており、わずかな腐

食劣化でもその特性に影響を与える場合がある。こ

れらの材料の多くは大気環境中で使われることが多

く、腐食は薄い水膜下で進む。大気腐食のような金

属材料の耐食性を評価する場合、一般的には実環境

中での暴露試験が行われている。しかし、試験結果

として得られる腐食度、侵食度あるいは最大侵食深

さは、暴露期間全体にわたる腐食の累積として得ら

れるものである。実際には、腐食は、高湿度下での

結露時などのぬれ期間に成長し、乾き期間には停止

する。このため、腐食挙動は、金属全体が常に水溶

液と接している没水環境中とは異なる。したがって、

種々の環境条件下（温度、湿度、付着物の種類や量、

腐食性ガス濃度など）での腐食挙動を把握したり、

腐食挙動の実時間測定が必要となる。しかしながら、

大気中においては、電流経路を確保することが難し

く、従来のような電気化学的手法の適用が困難であ

るとされてきた。近年、これを克服するための多く

の測定手法が提案され、腐食挙動の解析あるいはモ

ニタリングに適用されるようになってきた。

2．研究動向

2.1 平均的な腐食挙動の評価

大気環境中での腐食の多くは表面全体にわたって

ほぼ均一に進む場合が多い。このため、測定器を改

良するだけでなく、電極の面積を大きくするという

ことでも測定感度を上げることができる。

2.1.1 電位差法

金属が腐食すると、その腐食生成物の抵抗は金属

の抵抗よりきわめて大きいので、断面積の減少に伴

い電気抵抗が増加する。試片に交流あるいは直流の

篠原 正　材料信頼性センター、物質・材料研究機構

定電流を流し、この腐食に伴う電気抵抗の増加によ

る電位差の変動を測定するのが、電位差法 1、2）であ

る（図 1）。電極に対象となる金属の薄膜を採用す

ることにより、その金属が均一に腐食した場合の挙

動を実時間的に測定できる。

従来は、対象金属の極細線を用いられてきたが、

線の固定が困難である、腐食量と抵抗変化量が線形

でない ―腐食初期には抵抗はほとんど変化せず、

断線直前での抵抗変化は非常に大きい―、などの問

題があった。近年、製膜技術の向上に伴い、再現性

よく、寸法精度の高いセンサを作製できるように

なった。また、センサの測定範囲および測定感度は、

金属薄膜の膜厚により調整でき、膜厚を小さくする

―断面積を小さくする― ことで、感度を高くする

こともできる。制御された RHと温度とガス流速下

での鉄と亜鉛の大気腐食の初期段階について、1分

子層のオーダーの腐食損傷を敏感に測定できたとの

報告 1）もある。

2.1.2 インピーダンス方法

向かい合わせた 2枚の同種金属電極間に微小な交

流電圧を与え、その時の電流応答から腐食系のイン

ピーダンスを解析することによって、分極抵抗（腐

食速度の逆数）を求めるのがインピーダンス法 3-5）

である。この手法は、従来から水溶液中で適用され

てきたが、大気環境中では電流経路を確保すること

図 1 電位差法センサの概略 2）

8．非鉄系構造材料

（3）非鉄系構造材料の高精度ナノスケール腐食挙動解析と耐食性制御
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が難しく、適用が困難とされた。しかし、伝送線回

路モデルの適用によって、大気環境中でも行われる

ようになった。また、薄い水膜下では電流は電極端

部に集中するので、電極を櫛形構造にすることで電

極面積の拡大が図られている 5）。インピーダンス法

でのセンサは 2枚の同種金属を向かい合わせるだけ

なので、構造が簡単であり、銅 3）や亜鉛 4）など均一

に腐食が進む金属への応用が容易である。

2.1.3 Quartz Crystal Microbalance（QCM）

QCMは水晶振動子の共振周波数がその表面での

質量変化によって変化することを利用したもので、

1～ 10 ng/cm2の検出感度をもち、暴露試験片では

検出できないような微小の腐食速度を測定できる。

QCMが適用されるような屋内での微小な腐食にお

いては腐食生成物が離脱することなく－腐食生成物

が流れたり、脱落したり、揮発したりしない－、そ

の場にとどまる。この場合、質量変化は腐食生成物

中の金属以外の成分の質量－金属と化合した成分の

質量－となり、QCMの検出感度 1～ 10 ng/cm2は、

金属の腐食量としては 10-3 nmオーダーの検出感度

となる。しかし、上述したように、質量変化は金属

と化合した成分によるものであるので、試験後に腐

食生成物を同定し、成分が複数ある場合にはその組

成比も決定する必要がある。また、付着物あるいは

腐食生成物が吸収する水分も質量変化に加わるの

で、その考慮も必要である。実験室的には、付着量

と湿度を一定に保った環境下での試験は容易であ

り、Znの腐食挙動におよぼす NaClあるいは NH4Cl

の影響を調べた例では 2ないし 3種類の腐食生成物

を検出している 6）。

腐食生成物の組成はある程度の時間経てば変化が

少なくなるであろうから、湿度変化に伴う吸湿分の

変化を見積もることができれば、QCMの実環境へ

の適用が可能となろう。

2.1.4 直接観察法

透明基板とその基板上に、段階的に膜厚が異なる

ように対象金属の薄膜を形成させ、これを所定の環

境に暴露すると、金属薄膜は暴露面側（透明基板の

反対側）から腐食する。透明基板を通して観察する

と、膜厚が薄く腐食が透明基板に達したものについ

ては腐食皮膜の色調に変化しているが、膜厚が厚い

ものについては金属の色調のままである。このよう

に金属薄膜と腐食皮膜の色調の違いを目視で判断す

ることにより、金属薄膜の腐食厚さレベルや腐食速

度を測定できる（図 2 2））。このセンサは短期的な腐

食挙動の変動を検出することはできないが、測定範

囲や測定感度を金属薄膜の膜厚により調整できるの

で、長期にわたる腐食挙動の調査には有用であろ

う。

2.1.5 ACM（Atmospheric Corrosion Monitor）型

腐食センサ

二つの異種金属あるいは同種金属を互いに絶縁し

た状態で環境へ露出し、その間を流れる腐食電流を

測定するのが ACM（Atmospheric Corrosion Monitor）

型腐食センサ 7）である。対象金属基板（アノード）

の上に絶縁層を介してカソード金属を印刷技術によ

り付与するもので、鉄については実用化されている。

Zn、Al基板のものが試作され、Zn基板については

鉄基板のものに比べて寿命がきわめて長く― 鉄基

板が 2か月程度に対して、Zn基板は 1年以上―、

Znとして 1 µm/y以下の腐食量も検出可能である。

図 2 直接観察法センサの概略 2）



絶縁層を薄くし、測定系の感度を上げることで、さ

らに小さい腐食量の検出が可能となろう。Al基板

については、温和な環境においてセンサ出力にばら

つきが見られた。これは、腐食が局在化したためと

考えられ、腐食の位置や大きさとセンサ出力との関

係解明が進めば、さらに応用が広がると期待され

る。

2.2 局所的な腐食挙動の評価

大気腐食の多くは均一的に進行するが、その起点

は付着物などが吸湿して水膜が形成された箇所とな

る。したがって、初期段階においては、局所的な腐

食挙動の測定・評価が必要となる。

ケルビンプローブは非接触型参照電極であり、先

端径を細くした照合電極を金属表面上で走査するこ

とによって、大気環境中での電位分布測定が可能と

なった。先端径 60 µm の金線を照合電極として、

Znに付着させた NaCl水滴近傍の電位分布を測定し

たところ、時間とともに水滴の大きさと電位分布

（アノード/カソードの分布）が変化して行く様子を

観察できた 8）。

原子間力顕微鏡（AFM）を応用したケルビンプ

ローブフォース顕微鏡（KPFM）9、10）では nmオー

ダーの分解能での金属面の凹凸と電位の分布の測定

が可能となる（図 3 9））。Al合金においては粒界お

よび析出物近傍の電位分布測定に成功している 10）。

3．環境制御による腐食抑制

屋内環境での“湿り大気腐食”では、10～ 100

分子層の水の吸着による腐食がおこる。水膜厚さが

増大するほど液膜が電解質溶液として機能するよう

になり、腐食が電気化学反応によって進行しやすく

なるので、腐食速度が急激に増大する。したがって、

付着物を少なくするかあるいは湿度を下げて水膜厚

さを薄くする、あるいは水膜を形成させなければ、

腐食を抑制できることになる。実際、付着物の少な

い密閉環境では、鉄や亜鉛の腐食量がきわめて少な

いことが報告されている 11、12）。

4．今後の研究動向

2.1で上げた測定法において、電位差法や直接観

察法、QCM 法では金属膜の厚さが、また、イン

ピーダンス法や ACMセンサでは 2電極間距離が、

それぞれ検出感度や精度に大きな影響を与える。製

膜技術の進歩に伴い、センサ製造時の寸法精度が向

上し、さらに高感度・高精度のセンサの開発が進め

られている。

一方、微小な腐食においては初期段階をとらえる

ことが重要であり、局所的な腐食挙動の測定・評価

法の確立が望まれている。非接触で電位分布測定が

できるケルビンプローブやケルビンプローブフォー

ス顕微鏡（KPFM）は有力な測定手段となるが、金

属表面全体から腐食の発生点を捉える技術が必要と

なろう。

耐食性評価に関して促進試験が実施されている

が、塩水噴霧試験のように環境が厳しすぎる場合に

は腐食機構が実環境と異なるため、耐食性評価が正

しく行えない。したがって、実環境に近い条件下で

の腐食挙動評価が必要となる。特に、海塩などの付

着物については、定量的に、かつ均一に与えること

は困難とされてきたが、近年、電解質水溶液を噴霧

し、これを付着させるという方法が提案されてきて

いる 13、14）。
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図 3 ケルビンプローブフォース顕微鏡（KPFM）での測定例
（Fe/Zn 境界近傍／左がZn、右が Fe）9）



5．まとめ

微小な腐食挙動を対象とした評価法について、現

状と今後の動向を述べた。

製膜技術の進歩だけでなく測定器の高性能化に

よって、微小腐食挙動の評価およびモニタリングの

高感度化・高精度化がますます進むであろう。また、

大気腐食の多くはほぼ均一に進み、センサ出力をそ

のまま腐食挙動として評価できる場合が多いので、

今後も新たな手法が提案される可能性もある。これ

と併せて、実験室的試験での環境制御が高度化し、

材料ごとに環境条件と腐食挙動との関係が解明され

よう。こうしたデータの蓄積によって、複数の金属

材料を組み合わせた構造物についても、環境制御に

よって各材料の腐食抑制が行えるようになることが

期待される。
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