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水蒸気を利用したマグネシウム 
合金上への耐食性皮膜形成技術 
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マグネシウムの必要性 
自動車，鉄道，航空機等の輸送機器産業への要求 

高速、大量輸送、省エネに直結する重要な要素 

軽量，高速，大量輸送，省エネ，環境負荷低減 

現在の潮流：アルミニウム部材の利用 
（アルミ製自動車部品，航空コンテナ等） 

車のCO2排出への寄与 

輸送機器の軽量化は，低炭素化社会実現の「要」 
究極のシェイプアップ超・超軽量化が必須 

トラック年間輸送量：3,548億キロトン 
        （2007年） 

燃費が悪い（平均燃費：5.23km/l） 
シャシ重量増加（排ガス規制対応） 

低炭素社会の構築に向けて 
更なる軽量化が必要不可欠 

トラック業界の課題 
環境対応車の増加 
（ハイブリッド、電気自動車） 

燃費の大幅向上 

自動車業界の課題 

マグネシウム 

課
題 

課
題 



3 

マグネシウムの特徴と課題 
マグネシウムの特徴 

●実用金属中で最軽量 
 
 
●高い騒音・振動吸収能 
 
●資源が豊富（地殻の約2.5%） 

800tの海水から約1tのマグネシウム 
を採取可能 

マグネシウム 

アルミの約2/3の軽量性 

海水の量： 
１兆×140万トン 

1.82兆トン 
溶存Mg量 

マグネシウムの課題 
○耐食性 
（腐食しやすい） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○成形性 
（室温成形が低い） 

表面処理が 
   必要不可欠 
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従来の表面処理技術 

○化成処理  ○めっき   ○陽極酸化  ○蒸着 
短時間 
簡易プロセス 
要廃液処理 

要電源 
要廃液処理 

要設備 
真空プロセス 

簡易プロセス 
要廃液処理 

耐食性向上のための表面処理技術 

低環境負荷，大面積処理が可能，簡易プロセス，低コスト等 

新規の表面処理技術の開発が必要不可欠 



5 

従来の処理とは異なる蒸気を活用し結晶成長に関わる化学反応を制御
することで、マグネシウム基材上に微細な結晶を緻密に形成できる 

本技術の特色 

蒸気を活用し，オート
クレーブを反応容器と
して利用することに
よって化学反応を早く
進行させ、金属表面に
緻密な耐食性皮膜を直
接成長させる技術 

蒸気コーティング法 



6 

技術名称 研究ﾌｪｰｽﾞ 耐食性 密着性 大面積処理 コスト 前処理工程 

蒸気コーティング法 応用研究 350時間 ◎ ◎ 安価 ◎ 

化成処理（MX-8） 上市・ 
事業化 100時間 ○ ○ 安価 △(3～5回) 

陽極酸化処理（Anomag） 実用化研究 300時間 ○ △ 高価 △(3～5回) 

陽極酸化処理（Dow-17） 上市・ 
事業化 500時間 ○ × 高価 △(3～5回) 

導電性陽極酸化処理 実用化達成 300時間 △ × 高価 △(3～5回) 

ゾルゲル法 基礎研究 200時間 △ △ 安価 △ 

無電解めっき 基礎研究 100時間 △ △ 高価 ×(5回以上) 

従来技術との比較 
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J. Mater. Chem., 1, 8968 - 8977 (2013). 

均一な皮膜の形成 

皮膜の外観 
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皮膜の表面状態 

基材表面が皮膜で被覆 
粒状の形成物が存在 

ECS Electrochem. Lett., 2 (5), C15-C17 (2013). 
J. Mater. Chem., 1, 8968 - 8977 (2013). 

蒸気コーティング法による皮膜形成（AZ31） 
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皮膜の結晶構造 

Mg(OH)2 

 Mg-Al LDH 
（層状複水酸化物） 

MgO 

水酸化物と酸化物 
からなる複合膜 

110面に優先配向 
110面に 
優先配向 

ECS Electrochem. Lett., 2 (5), C15-C17 (2013). 
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Mg-Al LDHとは 

結晶構造：Brucite型Mg(OH)2と同様にM2+にOH-が六配位
した八面体が稜共有で平面状に配列した層が基本構造。
2価の金属水酸化物層に3価の金属イオンがランダムに置
換固溶している。M3+の置換量に依存して層の正電荷量
が決まる。この正電荷を層間アニオンが中和し、アニオ
ンが占めた残りのスペースはH2Oが満たしている。 

Brucite型 
Mg(OH)2 

層状複水酸化物(Layered double hydroxide; LDH) 
化学式：[M2+

1-xM3+
x(OH)2]x+[An-

x/n･yH2O]x-  
        M2+：Mg2+, Mn2+, Ni2+, Zn2+  
           M3+：Al3+, Cr3+, Fe3+, Co3+ 
           An-：OH-, Cl-, NO3

-, SO4
- 

           x＝0.2～0.33 

LDHの構造 
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Mg-Al LDHとは 

金属水酸化物 金属水酸化物 金属水酸化物 

層間陰イオン 
取り込まれる陰イオン 

特長：層間のアニオンを交換可能 
（インターカレーション） 
○イオン交換機能を利用して腐食促進イオンを捕捉 
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Mg(OH)2＋Mg-Al LDH 

J. Mater. Chem., 1, 8968 - 8977 (2013). 

皮膜の結晶構造 



13 

皮膜の結晶構造 

 Mg(OH)2  Mg-Al LDH 
 水分子と炭酸イオン 
 に起因するバンドの存在 
 （層状複水酸化物） 

 Al(OH)3 

J. Mater. Chem., 1, 8968 - 8977 (2013). 
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基板 

皮膜 

O Mg 

Al 
成膜速度：約8μm/h 

 Mg(OH)2 

皮膜の成膜速度とTEM像 

皮膜の膜厚と成膜速度 

高速成膜 
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皮膜の耐食性 

孔食 

孔食 

433K，6h処理の皮膜
が最も優れた耐食性 

J. Mater. Chem., 1, 8968 - 8977 (2013). 

腐食電位が最も貴 
腐食電流密度が最も低い 
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皮膜の耐食性 

腐食電流値は変化なし 
→腐食反応の変化なし 

Mg-Al LDHの層間に 
Cl-イオンを捕捉 

J. Mater. Chem., 1, 8968 - 8977 (2013). 
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皮膜の耐食性(複合サイクル試験） 

 芝浦工業大学・石崎貴裕 

試験前 試験後 

外観の変化なし 2µm 2µm 

優れた耐食性を実現 
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ASTM D 3359B-02準拠のクロスカット試験 
皮膜の剥離なし→高い密着性 

皮膜の密着性 
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大面積処理 
大型部材への皮膜形成後の外観写真と断面像 

大型かつ複雑形状の部材に 
         皮膜形成が可能 
緻密な皮膜が形成可能 

皮膜 

Mg合金 

樹脂 

Mg 

Al O 

皮
膜 
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• 現在、各種マグネシウム合金について皮膜
の形成が可能なところまで実証済み。 

• 今後、皮膜の耐食性や機械的特性について
実験データを取得し、成膜パラメータとの
関連性を明らかにすることが課題。 

• 大型マグネシウム合金部材への耐食性付与
技術として、早期の実用化に向けた研究開
発を推進して頂ける企業が必要。 

実用化に向けた課題 
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• 金属材料の表面処理技術を必要とする企業
との共同研究を希望。 

• 特に、大型の金属材料への耐食性付与技術
を開発中の企業には、本技術の導入が有効
と思われる。 

企業への期待 
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• 発明の名称 ：高耐食性マグネシウム系材料及び
その製造方法、並びに、マグネシウム系材料の表
面処理方法 

• 出願番号 ：特願2012-280479 

• 発明の名称 ：導電性及び耐食性に優れた皮膜を
備えるマグネシウム系部材 

• 及びその製造方法 
• 出願番号 ：特願2014-155148 
• 出願人  ：芝浦工業大学 
• 発明者  ：石崎貴裕 
 

本技術に関する知的財産権 
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芝浦工業大学 豊洲学事部  
産学官連携・研究支援課 
コーディネーター 石井 均  
 
TEL 03－5859 － 7180 
FAX 03－5859 － 7181 
e-mail  i032854@ow.shibaura-it.ac.jp 

問い合わせ先 
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