1

Chapter

低温度短時間で処理エネルギーを
削減した 9 年の研究
アルミニウム部品への高耐食性
表面処理技術の開発
Development of High Corrosion Resistance Surface Treatment for Aluminum Parts

スズキ（株）
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分でやってみて，自分の目で見てみるのが

アルミニウムは軽量化低燃費技術には有効な素材である．

確実です」と，従来からの固定概念を疑っ

しかし腐食対策には高温の処理液の中に長時間浸漬させる工程が必要があった．

てみる姿勢を語り，それが成果につながっ

今回スズキは処理液をまったく新しい発想で変更し，
低温度で短時間の処理を可能とする技術を開発した．
これは自動車産業だけではなく，多くのアルミ使用製品に応用できる技術である．

たと話す．
同じ部署に所属し，藤田と共に開発に携
わった小野 晋太郎は，
「社内では，常に三現主義ということで，
“現場”，“現物”，“現実”ということが言わ
れていますので，自分でやってみることが

続けて，

軽量化のためのアルミニウムは
そのままでは使えない

染みついています」と言う．

「結局，皮膜が溶解するといっても，その
溶解する過程で何だかの化学反応が起これ
ば，新しい処理液との間で新たな成果が得

自動車を含め，輸送機器において，今日
では燃費向上が必須であり，そのための軽

10分の処理時間を2分に
温度も下げてエネルギー消費を抑えた

られるのではないかというところに，淡い
期待をもって臨んだのです．

アルカリ性の処理液を使うことによって，

量化が不可欠な状況にある．軽量化の一つ

たとえばある実験において，同じ実験内

として，材料置換によるアルミニウムの使

容でも行う人によって微妙に手順や方法が

「酸化アルミニウムの皮膜には，ハチの巣

用が広がっている．エンジン関係や，サス

異なり，それによって得られる結果に違い

のように小さな孔が多数開いており，この

ペンションなどでアルミニウム合金が用い

が生じることがたびたび起こったので，自

ままではそこに塩水などが入ってアルミニ

何が起きたのか．藤田は，

られるほか，外装部品などにおいて使用さ
れる場合は，とくに耐食性が求められる．
アルミニウムの耐食性を向上させる表面
処理では，酸化アルミニウムの多孔質皮膜
を作製する陽極酸化工程と，皮膜の孔を塞
ぐ封孔工程からなる陽極酸化処理が一般的
だ．その表面処理は，アルマイトと呼ばれ，
日用品などにも使用され広く知られている．
製造にあたり，従来の封孔工程では，沸
騰温度に近い高温の処理液に10分以上部
品を浸漬させる必要があり，製造時のエネ
ルギー消費が大きかった．これを，室温で

アルミニウム耐食性向上処理のエネルギー消費低減
耐食性を向上させるため，アルミニウムの表面に，陽極酸化皮膜を作製する処理を「アルマイ
ト」
（発明当初は商標であった）と一般に呼び，身近な例ではやかんなどで使われて，広く知ら
れている．その処理過程で，腐食の要因となる皮膜の孔を塞ぐ封孔工程が行われているが，そ
の工程で従来は，沸騰温度に近い高温の処理液を用いて，10 分以上の浸漬時間を要しエネル
ギー消費が大きかったため，新たな封孔処理技術の開発に乗り出した．新技術は，従来，皮
膜を溶解してしまうとされてきたアルカリ性処理液を逆に活かし，封孔処理時間を 2 分以下に
縮めるだけでなく，処理液の温度を室温にまで下げることを実現した．これにより，封孔処理
における水溶液の管理も容易になり，同時に，作業工程でのエネルギー損失を低減し，環境
性を向上させたアルミニウムの耐食性向上を果たした．

短時間に済ませられるようにした新しい技
術開発が，今回のテーマである．そこには，
従来では皮膜を溶解してしまうと考えられ
てきた，アルカリ性水溶液を使うという逆
転の発想があった．
開発当時，要素技術開発部 第四課であっ
た藤田 昌弘は，
「一般的に，処理液にアルカリ性水溶液を
使うと皮膜が溶解すると言われてはいまし
た．しかし，そもそも我々にはどれくらい
の速度でどのように溶解するかなど詳しい
知見がありませんでしたから，とにかく自
分でやってみなければ分からないという考
えがありました．試してみると，案外うま
くいってしまったのです」と，いとも簡単
にできてしまったような様子で話し始めた．
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ウム基材まで到達しやすくなるため基材の

食性を確認するという繰り返しでしたので，

を基準とすべきか，悩むほどでした」と，

腐食が起こりやすくなります．封孔はその

辿り着くまで半年くらいの歳月がかかりま

そのときの驚きを藤田は語る．

孔を塞ぐ工程で，これまでは皮膜が溶解し

した」
．

適応条件が幅広いとは，どれほど広いの

にくい中性か弱酸性の水溶液を使っていま

開発した処理液に辿り着いた後は，皮膜

した．しかしそれでは，処理液温度が80℃

の詳細な分析や封孔メカニズム解明に向け

る．

以上の沸騰に近い温度であること，処理時

て大学の協力を得ることになった．

「封孔をした孔の中に，どのように化合物

間が10分以上かかることなど，生産上の

「開発した技術を生産へ持ち込むためには，

ができるのか，処理時間を10秒，1分，2

エネルギー消費や効率が良くありませんで

理屈が分かっていないと，何か問題が生じ

分と分けて試してみると，わずか10秒でリ

した．

か，試験の成果を藤田は次のように説明す

たときに対処できません．そのため，陽極

チウムとアルミの化合物ができはじめ，と

リチウムイオンを含んだアルカリ性水溶

酸化皮膜の知見が豊富な大学を探して，協

くに1〜2分で皮膜の表層付近にリチウム

液を使った新しい封孔工程では，最終的に

力を依頼しました．大学では専門かつ幅広

とアルミの化合物が増えているのが分かり

2分以内で，従来の10分以上時間をかけて

い知見のほかに，分析に関する様々な知見

ました．

いた封孔と同等の耐食性を実現しています．

もあるため勉強になることが多いです．そ

そのように短時間でありながら，従来の

さっそく，強制的に腐食を起こさせる塩

れによって，開発の時間短縮になりますし，

水噴霧試験という方法で耐食性試験を行っ

封孔で皮膜孔内に生成していた酸化アルミ

また，自分たちのスキル向上にも繋がりま

てみると，封孔を行っていない陽極酸化

ニウムの水和物のほかに，リチウムとアル

す」と，藤田は言う．

皮膜では白錆が表面の27％に生じるのに

ミの化合物がたくさんできることにより，
皮膜がより緻密な構造になっています」と
解説する（図1）．

対し，従来の封孔では処理時間1分で22％，

アルカリ水溶液で
なぜできたのだろう

10分で1％の白錆面積になるところ，アル
カリ性水溶液を使った新しい方法では，1

これを実現する，リチウムイオンを含ん

分で1％に白錆面積が低下していました．

だ強アルカリ性水溶液に到達するまで，藤

成果を目の当たりにした時の感想は，

つまり，従来に比べ1/10の処理時間で，同

田は手当たり次第に薬品を試していったと

「凄いという思いと，従来ダメだと言われ

等の耐食性に向上できるというわけです」

いう．

てきたアルカリ性水溶液でしたので，なぜ

「あまり多くの試薬を混合すると処理条件

できたのだろうという思いが半々でした．

短時間の処理で得られる優れた耐食性に

が複雑になってしまうため，あまり混合せ

また，追加調査で幅広い処理条件にて封孔

加え，追加の利点も発見されたと藤田は言

ず，できるだけ簡素な組合せで試していき

を行うことができることがわかり，研究か

う．

ました．処理液を作製して封孔を行い，耐

ら生産へもっていくためにどのような条件

「孔を塞ぐ化合物が変わることで，追加の

Compounds

（図 2）．
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封孔処理後の陽極酸化皮膜の表面・断面図
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利点が二つありました．

封孔では傷部に白錆が出ますが，新しい封

一つは傷がついた際の耐食性です．尖っ

孔では白錆が目立ちません．そこで傷の断

たヤスリで，封孔まで行った部品にアルミ

面を観察すると，アルミニウムの上に，ア

ニウム素材にまで達するようなX字の傷を

ルミニウムを主成分とした保護膜ができて

付けて耐食性試験を行ってみると，従来の

いました（図3）．
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「この技術で，前年に浅原賞学術奨
励賞を受賞しており，連続で今度は
技術開発賞を戴き，光栄に思います．
開発から生産まで 9 年の歳月がかか
る中，多くの方々の協力があり実現
できたことですので，みなさんに感謝
しています．また，両親に楯を見せた
ら，凄いねと言ってもらうことができ，
それが何より嬉しかったです」

塩水噴霧試験後の傷付け部外観

小野 晋太郎 Shintaro ONO
スズキ株式会社
要素技術開発部
第四課
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「授賞式に出席し，そこでほかのメー
カーの方々とも同席し，改めて名誉
な賞だと思いました．他社の技術者
の方々も，この賞を目指して頑張っ
ていらっしゃることを知りました．
受賞後，親戚から連絡があり，また
旧友から連絡があったり，通ってい
る歯医者さんから新聞に出ていたよ
と言われたりするなど，嬉しかった
です．これからも頑張らなければと
いう思いを新たにしました」
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部品を加熱した温度に対する白錆発生割合の変化
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ロアマウントカバー．製品は陽極酸化処理後に塗装が行われる

この利点は，実は，表面に塗装した物の

実験をしたのですが，従来の封孔では，30

て使用していただき，一定期間使用後の部

耐食性を評価する際に，同じようなX字の

分ほど加熱するだけで耐食性が下がりまし

品の観察をさせてもらいました」と，実用

傷を付けて試験をしたところ，傷部が錆び

たが，新しい封孔では加熱時間を延ばして

化へ向けた取り組みを語る．

にくいことに気付いたのがきっかけでした．

も耐食性の低下が見られませんでした．

そして，今回の開発で山場といえるのは，

そこで塗装をしていない状態でももしかし

その理屈を探ってみると，傷をつけた際

てと思い，試してみると，やはり錆びにく

に傷部に保護膜が生成するように，加熱に

は言う．

いことが分かりました．新しい封孔によっ

よって生じる皮膜のひび割れ内にも同じよ

「生産前の開発段階は，言ってみればビー

て皮膜中に生成するリチウムとアルミの化

うに保護膜が生成し，塩水噴霧試験後の皮

カーの中での実験のような小規模なもので

合物の効果によるものと考えます．

膜を観察すると試験前に見られたひび割れ

したので，それを量産へ持ち込むには，多

が塞がり，見えなくなっていることが分か

数の部品を同時に処理することが必要にな

りました．

り，すべてを均一な品質に仕上げるにはど

もう一つは，耐熱性です．素材によって
熱による膨張率が異なり，酸化皮膜に比べ
アルミニウム素材の方が膨張しやすいので，

傷に対する耐食性向上が設計部門の目に

技術開発より生産への導入だったと，藤田

うすればいいかが課題でした」と説明する．

熱が加わると皮膜にマイクロレベルのひび

留まり，船外機の外装部品であるロアマウ

そのうえで，小野は，

割れができます．従来の封孔では，このひ

ントカバーへの採用が実現するのです」
．

「皮膜の孔は直径が数十nm（ナノメート

び割れが原因で耐食性が低下してしまうの
ですが，新しい封孔では耐食性は下がりま
せんでした（図4）．

ル）という目に見えない大きさで，その中

実験室の成果を
生産で実現する

試験は，オーブンで100℃から100℃き
ざみで400℃まで加熱し，塩水噴霧試験に

で化合物の析出が起きているので，製品と
して性能が向上していることを保証するう
えで，どのような工法に絞り込んでいけば

設計部門への売り込みも，藤田自身が

間違いなく実現できるかということを実証

よる耐食性試験を行い，温度が上がるにつ

行っていた．

しなければならず，そこに苦労しました」

れてひび割れも増え，従来なら徐々に耐食

「実用化へ向けて，どれだけ利点があるか

と，振り返る．そして，藤田は，

性が低下していくところ，新しい封孔では

をいかに伝え，説得できるかということか

「処理液の濃度や温度，時間などの様々な

まったく変化がないのです．そこで次に

ら，設計部門と相談して，サービス部門と

管理値をいくつにするかだけでなく，濃度

400℃のオーブンで加熱する時間を変えて

連携しながら，船外機のお客様にお願いし

の測定方法など日々の分析方法に関する指
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示を，開発した我々から出さなければなり

か確認作業が続いたと，藤田は，いわば研

大きかったです．失敗の中から，次につな

ません．必ずしも専門家ではない作業をす

究開発とは専門外といえる取り組みの苦心

がるものがあることを体験できました」と，

る方たちに，これをやれば間違いないとい

の様子を語るのであった．

振り返るのである．

うものを数値で明確に示すことが難しかっ

こうして，室温に近い低温で，しかも短

続けて，およそ9年の歳月を経たこの開

たですね」と苦労を語る．

い時間で高い耐食性を施す封孔処理を実現

発について，藤田は，

「同様に，これをやってはいけないという

し，商品化にまで持ち込むことができた．

「これほど長い開発になるとは思ってもい

ことも指示しなければなりません．そうし

この成果を，小野は，

ませんでした．しかしこの成果は，耐熱性

た処理の仕方について，いろいろ調べなが

「開発の部署にいると，製品にまで到達で

があることから，今後はエンジン周辺部品

らレポートにまとめ，生産技術の担当者に

きないで終わってしまうことも多いのです

などに応用できる可能性があるとともに，

見てもらうのですが，これでは不十分だと

が，こうすれば製品になるというゴールの

従来よりもエネルギー消費を低減できる方

かのダメ出しが何度もあって，挫けそうに

仕方が見え，物づくりできたことにより，

法であることから，建築関係や日用品など

なりながら，一つひとつ乗り越えていった

メーカーに居るという実感を持つことがで

へも発展性をもたせることができるのでは

という感じでした」と小野．

きました」と，喜びを語る．

ないかと思っています．その点では，弊社

「自分たちが生み出した技術について，設

そして，藤田は，
「基礎開発から生産へ，

の自動車や汎用機器以外の分野への広がり

計や生産技術の方々の助けも得ながら，生

一通りの流れを体験できたのがよかったで

が，開発の成果として将来的に会社に貢献

産に必要な指示書を作るということが大変

す．また，先入観を持たず，いろいろ試し

できる可能性もあると思っています」と，

でした」．

たことが成果に結びつき，よかったと思い

業界を越えた波及効果に期待しているので

そして，量産が開始されてからもほぼ毎

ました．上司も，失敗はたくさんしていい

ある．

日のように生産現場へ出向き，問題がない

と言ってくれており，そこから得たものは
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