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1. はじめに

プラント向けの保温材は， 機器や配管からの放熱を防ぐ

ための材料であるため， 断熱性能が良いということが第一

に要求されるが， 使用する目的や環境に応じた種々の特

性を考慮して選定する必要がある。

電力プラントや石油化学プラントにおいては， 内部温度

が数百度になる高温の蒸気 ・ ガスを扱う機器 ・ 配管の保

温が必要となる。 こうした条件では無機系保温材でも特に

高温に対応した材料を選定することになる。 また， 内部温

度が比較的低い場合においては， 保温材下の配管外面腐

食 （以下， CUI と表記） にも配慮した材料を選定すること

になる。

当社で扱うけい酸カルシウム保温材 （JIS A 9510 「無機

多孔質保温材」 1 号 -15） は， 補強材として繊維を混合し

たけい酸カルシウム水和物からなる成形体である。 断熱性

能だけでなく， 耐熱性も高い （使用温度 ： 1,000℃以下）

ため， 内部温度が数百度になる機器 ・ 配管にも安全に使

用することが出来る。 また， これに特殊腐食抑制剤を全表

面に含浸させた保温材 （商品名 ： インヒビライト及びインヒ

ビライト海外品※） は， はっ水性能と金属腐食抑制効果で

優れた CUI 抑制性能を示す。

本稿では， CUI の対策製品である 「インヒビライト」 につ

いて， 腐食抑制効果， 電気化学的性質から見た腐食抑制

効果及び CUI に対してのフィールドテストの結果を紹介す

る。

※インヒビライト海外品は製造元 JIC ベトナム

2. インヒビライトの腐食抑制効果

2.1 腐食反応

図 1 に示すように外部から浸入した雨水や保温材内部で

凝縮した水分が配管表面に水膜を形成し， この水膜を通じ

て鋼材の表面に腐食電池と呼ばれる電池が形成され， 直

流の電流が流れることで腐食が進行する。

「石油精製業及び石油化学工業における保温材下配

管外面腐食 （CUI） に関する維持管理ガイドライン及び同

解説」 1) では， CUI の主な加速要因は表 1 に示す通りとさ

れており， 保温材としては雨水や水膜に溶出する不純物や

不純物イオンが加速要因と成り得る。

2.2 インヒビライトの腐食抑制メカニズム

図 2 に示すようにインヒビライトは， 表面のはっ水性によ

り吸水し難くなることで配管鋼材と水分の接触を抑制するこ

とが出来る。 万一保温材が吸水しても特殊腐食抑制剤に

含まれる可溶性成分 （Na+，SiO3
2-） がインヒビターとして働く。

また， 可溶性成分が水に溶解することにより水の pH がア

ルカリ性環境 （pH11 前後） となり， 不働態皮膜を形成す

ることで腐食を抑制することが出来る。

水膜中の不純物
( 主に海塩粒子・塩化物 )

・大気中の汚染物質
・保温材等の配管被覆材から 
   溶出する不純物

保温材・外装材
( 主に保温材 )

・水分の吸収と保持
・水膜に溶出する不純物イ   
   オン等

運転温度
( 配管表面温度 )

-4℃から 150℃の範囲で，
特に結露する場所や 60℃～
80℃では顕著となる。

表 1　主な CUI 加速要因

図 1　水中での鉄の腐食反応概念図

配管断面 (Fe)

腐食発生

2e-

1/2O2+H2O 2OH-

錆 Fe(OH)2カソード反応
（還元反応）

配管表面

Fe2+

アノード反応
（酸化反応）
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2.3 腐食促進試験

はっ水機能とインヒビターとして働く可溶性成分を含む特

殊腐食抑制剤を含浸させたインヒビライトの腐食抑制性能を

各種促進試験により検証した。

2.3.1 炭素鋼貼り合わせ法 2）

(1) 試験方法

図 3 に示すように長さ 100mm に切断し， 外表面を研磨

した 20A の炭素鋼 （STPG） 配管にインヒビライトを取り付

けたものを試験体とし， 3％ -NaCl 水溶液にインヒビライト下

部が浸かるように設置した。 配管内部温度を 80℃に保って

4 週間静置した後の配管表面の様子を観察した。

比較対象として， 特殊腐食抑制剤を含浸していないけい

酸カルシウム保温材 （JIS A 9510　1 号 -15 適合品） を合

わせて実施した。

(2) 試験結果

表 2 に試験結果を示す。

比較対象として実施した JIS 1 号 -15 適合品を取り付け

た配管は表面全体が腐食していたのに対し， インヒビライト

を取り付けた配管では腐食は見られなかった。

はっ水機能によって保温材が水 （NaCl 水溶液） を吸水

しなかったことが腐食の差に繋がったと考えられる。

2.3.2 炭素鋼溶出液浸漬法

(1) 試験方法

粉砕した一定量のインヒビライトを蒸留水中， 70℃で 2

時間溶出させ， ろ過したろ液を試験用溶出液とした。 その

中に図 4 に示すように長さ 50mm に切断し， 外表面を研磨

した 15A の炭素鋼配管 （炭素鋼配管内部に溶出液が入ら

ないよう切断部はシリコン栓でふたをした） を浸漬した。 溶

出液温度を 70℃に保って 4 週間静置した後の配管表面の

様子を観察した。

図 2　はっ水機能による効果

図 3　炭素鋼貼り合わせ法の試験方法

表 2　炭素鋼貼り合わせ法の試験結果

保温材 炭素鋼配管の表面状態

インヒビ
ライト

腐食量：0g/m2

JIS1 号 -15
適合品

腐食量：335g/m2

保温材

熱電対

20A 炭素鋼管

水面

100mm
保温材

3/4B 加熱棒

3％-NaCl3％-NaCl

配管
内部温度
80℃

図 4　炭素鋼溶出液浸漬法の試験方法

水分

腐食しにくい

特殊腐食抑制剤

腐食は発生しにくい

保温材が水をはじく
↓

保温性能は低下しない

水抜きを施せば保
温構造内に
水分を留めない

特殊腐食抑制剤中のはっ水剤の働きにより製品
が水をはじく。

シリコン栓溶出液

試験体(15A配管)

JIC 技報　No.37

－ 14 － － 15 －



比較対象として， 特殊腐食抑制剤を含浸していないけい

酸カルシウム保温材 （JIS A 9510　1 号 -15 適合品） を合

わせて実施した。

(2) 試験結果

表 3 に試験結果を示す。

腐食減量はインヒビライト溶出液の方が少なく （1/10 程

度）， 溶出した可溶性成分のインヒビターとしての効果が確

認された。

2.3.3 ASTM C1617　腐食促進試験

(1) 試験方法

粉砕した一定量のインヒビライトを脱イオン水で 30 分煮

沸し， ろ過したろ液を希釈して試験用溶出液とした。 図 5

に示すように 100℃に保持したホットプレート上に試験片で

ある炭素鋼板を設置し， 試験片に溶出液を 250ml/ 日の供

給量で 96 時間滴下した。 その後， 試験片の質量減少量

等から腐食質量損失速度 （MLCR） を 1 式で算出した。

 

MLCR ： 腐食質量損失速度 （mils/year）

K　　 ： 定数　3.45 × 106 （mils/year）

W　　 ： 試験前後の鋼板質量減少 （g）

A　　 ： 塩ビ管内径面積　7.55 （cm2）

T　　 ： 試験時間　96 （hours）

D　　 ： 鋼板密度 （g/cm3）

 

本試験では脱イオン水を滴下した場合の腐食質量損失

速度（MLCR）を基準としており，これを下回った場合（MLCR

が小さかった場合） に ASTM C1617 の規格要求を満足し

たとなる。

比較対象として， 特殊腐食抑制剤を含浸していないけい

酸カルシウム保温材 （JIS A 9510　1 号 -15 適合品） を合

わせて実施した。

(2) 試験結果

表 4 に試験結果を示す。

試験片の質量減少量等から求めた腐食質量損失速度

（MLCR） は， インヒビライト溶出液の方が小さかった。 イン

ヒビライト溶出液の腐食質量損失速度は脱イオン水の腐食

質量損失速度よりも小さく， ASTM C1617 の規格要求を満

足することが確認された。

インヒビライトに含浸させている特殊腐食抑制剤に含まれ

る腐食抑制成分の効果が本試験においても確認された。

腐食質量損失速度 MLCR
（mils/year）

インヒビライト
溶出液

1.66（1.34 ～ 2.11）

JIS1 号 -15 適合品
溶出液

9.72（9.25 ～ 10.5）

脱イオン水
（基準）

5.98（4.98 ～ 6.76）

MLCR＝　　　　　　　  ・ ・ ・ 1 式
K×W

A×T×D

表 4　ASTM C1617　腐食促進試験結果

図 5　 ASTM C1617　腐食促進試験の試験方法

表 3　炭素鋼溶出液浸漬法の試験結果

保温材 炭素鋼配管の表面状態

インヒビ
ライト

腐食量：12g/m2

JIS1 号 -15
適合品

腐食量：102g/m2

シリコーンチューブ

ホットプレート（100℃）上

溶出液
or

脱イオン水

塩ビ管

炭素鋼板
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2.3.4 ステンレス鋼溶出液浸漬法

次に， インヒビライトのステンレス鋼に対する腐食抑制効

果について述べる。

(1) 試験方法

粉砕した一定量のインヒビライトを蒸留水中， 70℃で 2

時間溶出させ， ろ過したろ液を試験用溶出液とした。 その

中に図 6 に示すように長さ 50mm に切断し， 外表面を研磨

した 15A のステンレス鋼配管 （ステンレス鋼配管内部に溶

出液が入らないよう切断部はシリコン栓でふたをした） を浸

漬した。 溶出液温度を 70℃に保って 4 週間静置した後の

配管表面の様子を観察した。

比較対象として， 特殊腐食抑制剤を含浸していないけい

酸カルシウム保温材 （JIS A 9510　1 号 -15 適合品） を合

わせて実施した。

(2) 試験結果

表 5 に試験結果を示す。

肉眼での腐食は確認されず， 配管は金属光沢を保って

いた。 腐食減量はともに微量であったが， インヒビライト溶

出液の方が少なかった。

2.4 インヒビライト腐食抑制効果についてのまとめ

鋼材種及び促進試験方法を変えてインヒビライトの腐食

抑制効果を検証した前記結果より， 特殊腐食抑制剤が持

つはっ水機能とインヒビターとして働く可溶性成分の溶出に

よって， インヒビライトが高い腐食抑制効果を発現すること

が確認された。

3. 電気化学的性質からみた腐食抑制効果 3）

2 項ではインヒビライトに含浸させている特殊腐食抑制剤

の機能が腐食抑制効果に与える影響を各種促進試験によ

り検証した。

上述の通り腐食反応は配管表面に形成した水膜を通じ

て鋼材の表面に腐食電池と呼ばれる電池が形成され， 直

流の電流が流れる電気化学反応である。

そこで， 電気化学的測定 （通電性） を確認する試験を

行い， 電気化学的性質からみた腐食抑制効果を確認した。

3.1 測定方法

図 7 に示す測定装置にインヒビライト溶出液で表面処理

した炭素鋼 （図 8） を測定試料として設置し， 試料の電位

を一定の速度で変化させた場合の電位に対する電流を測

定した。

図 6　ステンレス鋼溶出液浸漬法の試験方法

図 7　測定装置

表 5　ステンレス鋼溶出液浸漬法の試験結果

保温材 ステンレス鋼配管の表面状態

インヒビ
ライト

腐食量：0.06g/m2

JIS1 号 -15
適合品

腐食量：0.29g/m2

P

V

A

P: ポテンシオスタット

V: 電位差計

塩橋A: 電流計

Pt 電極 試料

0.1M  Na2SO4 水溶液（中性） RE: 照合電極

シリコン栓溶出液

試験体(15A配管)
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測定試料の作製は以下の手順で実施した。

①約100℃のホットプレートで加熱しながら，約10×10mmの

炭素鋼板の片面にインヒビライト溶出液 （150 倍希釈液）

を 20 μ l/ 回ずつ合計 300 回滴下した。

②溶出液を滴下していない面に導線を取り付けた後，溶出

液を滴下した面を 5 × 5mm 程度残してエポキシ接着剤

でシーリングした。

比較として， 上記処理を施していない素地鋼板について

も電位に対する電流を測定した。

3.2 測定結果

図 9 に測定結果を示す。

素地鋼板の場合 （図 9 における赤線）， -0.7V から正方

向に電位を掃引すると，-0.4V あたりから鉄の溶解反応 （ア

ノード反応） が起き， その後不働態領域に至るという典型

的な挙動が確認された。

 

インヒビライト溶出液で処理した鋼板の場合 （図 9 にお

ける青線）， 同様に -0.7V から正方向に電位を掃引しても

電流値は低いままであった。

3.3 電気化学的性質からみた腐食抑制効果まとめ

電位 - 電流値の曲線は溶液の組成や試験片の材料組

成によって変わるものと考えられるが， 電流値が低いほど

電気化学的な酸化還元反応が起こりにくい， つまり錆びに

くいと言える。 インヒビライト溶出液で処理した鋼板の測定

結果より， インヒビライトの可溶性成分が存在することで電

気化学的な酸化還元反応が起こりにくい状態にあり優れた

腐食抑制効果を有すると考えられる。

4. インヒビライトの CUI フィールドテスト 4）

前項まではインヒビライトに含浸させている特殊腐食抑制

剤の効果を任意の試験条件の中で検証してきた。

次のステップとして某プラント現場で， 海外製けい酸カル

シウム保温材と比較する形で CUI フィールドテストを実施し

た。

4.1 フィールドテスト条件

(1) 測定試料

以下の 2 種類の材料を使用した。

①外表面 （黒皮） を研磨した 100A の圧力配管用炭素

　 鋼鋼管 （STPG370， 長さ 100 ×厚さ 6mm）

②黒皮を研磨した鉄板 （100 × 100 ×厚さ 1.6mm）

・  黒皮があると錆びにくいので，発錆促進のために黒皮を

除去した。 配管の内径側についてはサビ止め塗料を塗

布し， 保温材と接する外径側以外での発錆を防止した。

・  鉄板については，発錆状況の外観観察を行うとともに，錆

量測定を実施するために使用した。

(2) 保温材

以下の 2 種類の保温材を使用した。

①インヒビライト

　 保温筒 （カバー） ： 100A ×長さ 100 ×厚さ 50mm

　 保温板 （ボード） ： 150 × 150 ×厚さ 50mm

　 はっ水機能を持つ特殊腐食抑制剤を含浸した

図 8　測定試料

図 9　電気化学的測定の結果
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②海外製けい酸カルシウム保温材 （他社品）

　 保温筒 （カバー） ： 100A ×長さ 100 ×厚さ 50mm

　 保温板 （ボード） ： 100 × 110 ×厚さ 35mm

　 非はっ水品

※海外製けい酸カルシウム保温材の保温板（ボード）は，

　 保温筒 （カバー） を板状に切り出して準備した。

・  発錆促進のため，保温材外径側（配管と接しない面）か

ら多量の雨水が掛かった状態に近い条件で試験を開始

することとした。 水道水を張った容器内に保温材外径側

を下にして 1 時間静置した。 非はっ水品である海外製け

い酸カルシウム保温材は， 1 時間の静置で飽水まで吸

水した。

(3) 試験体組立

図 10 及び図 11 に示すように 100A 炭素鋼鋼管及び鉄

板を覆うように各種保温材を施工した。

発錆促進のため， 外装材はなしとした。 外装材をなしに

したことに合わせ， 雨水等が保温材を介さず直接測定試料

（炭素鋼鋼管または鉄板） に付着するのを防止するため，

保温筒施工時は目地を真横方向とし， 径方向の円周部及

び保温材目地部をコーキング処理した （長さ方向の保温

材目地部については， コーキング処理無し）。

また， 鉄板は保温板側面にテープを巻いて水の浸入を

防止した。

(4) 試験体設置

(3) 項に記載した方法で 6 体ずつ試験体を組み立て，

某プラントの屋外に 4 週間設置した。 設置期間中の配管

内径側の温度は外気温変動とし， 加温はしていない。 図

12 に配管試験体の設置状況を， 図 13 に鉄板試験体の設

置状況を示す。

4.2 分析項目

(1) 外観観察

配管試験体， 鉄板試験体ともに 4 週間経過後に試験体

を解体し， 配管外径表面及び鉄板表面の発錆の有無を目

視観察した。 外観観察は n=2 で実施した。

図 10　炭素鋼鋼管への保温筒施工状況

図 11　鉄板への保温板施工状況

図 12　配管試験体設置状況

図 13　鉄板試験体設置状況

配管
①配管と保温材間の円周部のコーキング有
②配管内径側にサビ止めを塗布した長さ方向保温材目地

コーキング無

径方向保温材目地
コーキング有

L100
保温材ｔ50

Φ114.3

鉄板

t35 or 50

t35 or 50

L100 or 150 W110 or 150

保温材
( 側面にテープ ( 赤色 ) を巻き水の浸入防止 )
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(2) 錆量

外観観察後の鉄板は， 所定の酸 （JIS Z 2371：2000 「塩

水噴霧試験方法」） を用いて酸処理した前後の重量差を

測定し， 錆量を単位面積換算した。 錆量の測定は n=2 で

実施した。

(3) 保温材のイオン分析

試験後の保温材について， ASTM C795 「オーステナイ

ト系ステンレスの応力腐食割れに関する保温材の使用の規

格」 に基づく可溶性イオン濃度 （F-， Cl-， Na+， SiO3
2-）

を外部機関で測定した。 可溶性イオン濃度の測定は n ＝

1 で実施した。

4.3 フィールド試験結果

屋外に 4 週間設置した期間中の外気温は 23 ～ 35℃，

降雨量は 31mm/4 週間であった。

分析項目の結果を以下に示す。

(1) 外観観察

表 6 に炭素鋼鋼管の外観観察結果， 表 7 に鉄板の外

観観察結果を示す。

インヒビライトを取り付けた炭素鋼鋼管は， 見た目で数カ

所点状の錆が観察された程度であったが， 海外製けい酸

カルシウム保温材を取り付けた炭素鋼鋼管は数ミリ大の錆

が観察された。

また， インヒビライトを取り付けた鉄板は， 炭素鋼鋼管同

様に数カ所点状の錆が観察された程度であったが， 海外

製けい酸カルシウム保温材を取り付けた鉄板は 10 ～ 30 ミ

リ程度の広い範囲で発錆が確認された。

(2) 錆量

表 8 に錆量測定結果を示す。

インヒビライトを取り付けた鉄板は， 酸処理によって点状

の赤錆が無くなったものの， 単位面積換算した錆量は検出

限界以下 （0.5g/m2 以下） とごく僅かであった。

一方， 海外製けい酸カルシウム保温材を取り付けた鉄板

は， 酸処理による重量減少量が大きく， 単位面積換算した

錆量は 6.0g/m2 （n ＝ 2 の平均） であった。

表 6　炭素鋼鋼管外観観察結果

表 7　鉄板外観観察結果

表 8　錆量測定結果

保温材
配管写真

No.1 No.2

インヒビ
ライト

数カ所点状の赤錆有り 数カ所点状の赤錆有り

海外製
けい酸

カルシウム
保温材

数ミリ大の赤錆有り 数ミリ大の赤錆有り

保温材
鉄板写真

No.1 No.2

インヒビ
ライト

数カ所点状の赤錆有り 数カ所点状の赤錆有り

海外製
けい酸

カルシウム
保温材

10 ～ 20 ミリ程度の
広い範囲で赤錆有り

10 ～ 30 ミリ程度の
広い範囲で赤錆有り

保温材 No.
錆量（g/m2）

平均

インヒビ
ライト

1 ＜ 0.5
＜ 0.5

2 ＜ 0.5

海外製
けい酸

カルシウム
保温材

1 4.5
6.0

2 7.5
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(3) 可溶性イオン濃度

表 9 に可溶性イオン濃度測定結果を示す。 また， 図 14

に可溶性イオン濃度測定結果を ASTM C795 「オーステナ

イト系ステンレスの応力腐食割れに関する保温材の使用の

規格」 にプロットした図を示す。

インヒビライト及び海外製けい酸カルシウム保温材ともに

ASTM C795 「オーステナイト系ステンレスの応力腐食割れ

に関する保温材の使用の規格」 に記載されている許容範

囲内ではあったが， Cl- （腐食促進イオン） はインヒビライト

の方が少なく， Na ＋及び SiO3
2- （腐食抑制イオン） はイン

ヒビライトの方が多かった。

4.4 CUI フィールド試験結果まとめ

発錆を促進するため， 炭素鋼鋼管及び鉄板の黒皮を除

去した条件での試験結果ではあるが， 特殊腐食抑制剤が

持つはっ水機能とインヒビターとして働く可溶性成分の溶出

によって高い腐食抑制効果を発現することが確認された。

 

5. まとめ

はっ水機能と万一水濡れしてもインヒビターとして働く可

溶性成分を溶出することが出来る特殊腐食抑制剤を全表

面に含浸させた CUI の対策製品である 「インヒビライト」 に

ついて， フィールドテストを含む腐食抑制試験及び電気化

学的性質から腐食抑制効果を検証した。

炭素鋼やステンレス鋼に対する高い腐食抑制効果が確

認され， 通常のけい酸カルシウム保温材との性能差が明確

に確認された。

また， 電気化学的性質からも酸化還元反応が起こりに

くい状態にあり優れた腐食抑制効果を有することが確認

された。

断熱性能だけでなく， CUI に配慮した保温材として今回

紹介したインヒビライトをご検討頂ければ幸いである。
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表 9　可溶性イオン濃度測定結果

図 14　オーステナイト系ステンレスの応力腐食割れ
　　　　　 に関する保温材の使用の規格 （ASTM C795）

保温材 F －

（ppm）
Cl －

（ppm）
F － +Cl －

（ppm）
Na+

（ppm）
SiO3

2 －

（ppm）
Na++SiO3

2 －

（ppm）

インヒビ
ライト ＜ 2.5 25 ＜ 28 3,000 12,500 15,500

海外製
けい酸

カルシウム
保温材

＜ 2.5 55 ＜ 58 300 4,500 4,800

10
10

100

100

1,000

1000

10000

10,000 100,000

インヒビライト　4週間経過後

海外製けい酸カルシウム保温材　4週間経過後

〇

●

非許容範囲

許容範囲

Na++Sio32-(ppm)

F-
+C
l- (
pp
m
)
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