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環境対応型水溶性防錆剤「ラスミンＡＦ－２９」 

 
共栄社化学株式会社 

金属化学品事業部 

○はじめに 

従来、機械部品、自動車部品等の金属部品やその原材料となる鋼板、ワイヤー等の金属材料、ボイ

ラー、熱交換器等の金属使用設備には、腐食を防止するために防錆剤が広く用いられてきました。防

錆作用のある代表的な物質としては、クロム酸塩、モリブデン酸塩、亜鉛塩等の重金属、亜硝酸塩、

ホウ酸塩、リン酸塩等の無機酸類、脂肪酸、有機酸、アミン等の有機物質が挙げられます。しかし、

近年、防錆剤には優れた防錆効果のみならず、毒性および環境負荷の低減が望まれており、重金属類、

ホウ酸塩のPRTR法規制物質への登録、リン化合物、アミン化合物の海洋汚染物質への登録等の規制に

より、これら従来型の防錆剤は排出量低減の方向へ向かっています。 

また、高い防錆効果が得られる事から現在主流となっている亜硝酸成分についても水質汚濁防止法

該当物質への登録、アミンとの反応による発がん性のニトロソアミンの発生等、環境及び人体への影

響が問題視されています。 

一方、それらの対策として亜硝酸成分不使用で環境に配慮した水溶性防錆剤の開発は行われていま

すが、腐食性イオン存在下での防錆性能の低下、安定性などの面で課題が見られ、十分な効果が得ら

れていないのが現状です。そのため、これら重金属、リン化合物、アミン化合物、亜硝酸成分を含ま

ない低公害性で安全性が高く、且つ高性能な防錆剤の開発が急務となっています。 

このような背景のもと、低環境負荷をコンセプトにした亜硝酸成分非含有水溶性防錆剤「ラスミン

AF-29」を開発しましたのでご紹介致します。 

  

○特長と性状 

・亜硝酸成分を含みません。 

・重金属、リン化合物、アミン化合物を含みません。 

・鉄鋼、鋳鉄、亜鉛、銅、アルミに対して低濃度で優れた効果を示します。 

・腐食性イオン(Cl-、SO42-)存在下でも高い防錆性能を示します。 

・化学物質管理促進法(PRTR法)、労働安全衛生法(第57条の2の通知対象物)、毒物劇物取締 

法に該当しません。 

表１ 性状 

項目 ラスミン AF-29 

外観 淡褐色液体 

pH(原液) １１.４ 

pH(1.0%) １０.３ 

比重(20℃) １.１７ 

COD(0.1%) １１０ppm 
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○性能評価 

  ラスミン AF-29 の鉄に対する防錆性を「炭素鋼での腐食度測定」と「鋳鉄でのスポット試験」に

て評価しました。比較の為、他社亜硝系防錆剤、他社非亜硝系防錆剤についても同様に評価しまし

た。また、非鉄金属に対する変色防止効果を「銅、亜鉛、アルミでの浸漬試験」により評価しまし

た。 

（１）炭素鋼での腐食度測定 

＜試験手順＞ 

各防錆剤をイオン交換水で濃度 1000ppm になるように希釈し、試験液を調整しました。希釈の

際、腐食性イオン(Cl－、SO42－)濃度が 25ppm または 50ppm になるよう NaCl 及び Na2SO4を加え

ました。試験液に SS-400 テストピース（炭素鋼板、サイズ：35×15×0.5mm、CC#150 研磨紙で

研磨後、トルエン、アセトン洗浄）を浸漬し、ウォーターバスで試験液が 50℃になるように保温し

ながら 14 日間攪拌条件下で試験を行いました(図 1)。試

験終了後、テストピース表面に生じた錆を酸洗により除

去し、試験前後の重量から腐食度(mg/dm2/day)を求めま

した。求めた腐食度から各防錆剤の防錆性能の比較を行

いました。  

図 1 試験模式図       

＜試験結果＞ 

表 2 炭素鋼での試験結果 

 ラスミン AF-29 他社亜硝酸含有品 他社非亜硝酸品 

腐食性イオン 

濃度 25ppm 

試験後 

テストピース 

   

判定 ○(発錆無) ○(発錆無) ×(発錆) 

腐食度 

(mg/dm2/day) ０．０４ ０．０４ ２．１２ 

腐食性イオン 

濃度 50ppm 

試験後 

テストピース 

   

判定 ○△(点錆少) △(点錆多) ××(発錆大) 

腐食度 
(mg/dm2/day) ０．１０ ０．２３ ３０．１８ 

表 2 の通り、ラスミン AF-29 は腐食性イオン濃度 25ppm では他社亜硝含有品と同程度の腐食度を

示し、腐食性イオン濃度 50ppm では各他社品よりも低い腐食度を示しました。本結果より、ラスミ

ン AF-29 は炭素鋼に対して各他社品よりも高い防錆性能を有している事が認められます。 
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（２）鋳鉄でのスポット試験 

＜試験手順＞ 

各防錆剤をイオン交換水で 1%になるように希釈しました。そ

の希釈液を FC-250 テストピース（鋳鉄板、CC#150 研磨紙で研

磨後、トルエン、アセトン洗浄）に滴下し(図２)、液蒸発後のテ

ストピース外観観察により防錆性の比較を行いました。 

  図 2 試験模式図 

＜試験結果＞ 

   表 3 鋳鉄での試験結果 

濃度(%) ラスミン AF-29 他社亜硝酸含有品 他社非亜硝酸品 

1.0 

   

判定 ○ × × 

表 3 の通り、ラスミン AF-29 は鋳鉄に対しても各他社品より高い防錆性能を有しています。 

（３）銅、亜鉛、アルミでの浸漬試験 

 

＜試験手順＞ 

ラスミン AF-29 を奈良市水で濃度 1000ppm になるように希釈し、試験液としました。テストピ

ース※をそれぞれに用意した試験液に全浸漬し、10 日間室温で静置しました(図 3)。終了後のテス

トピースの外観観察から変色防止効果を評価致しました。また、ブランクとして奈良市水について

も同様に試験を行いました。 

   ※テストピース  銅板(C1100P)、亜鉛板、アルミ板(A1050P) 

      

試験液

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ

ｶﾞﾗｽ瓶

室温

 

     図 3 試験模式図 
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＜試験結果＞ 

表 4 銅、亜鉛、アルミでの試験結果 

 ラスミン AF-29 奈良市水 

銅 

  

判定 ○ ×(変色) 

亜鉛 

  

判定 ○ ×(腐食) 

アルミ 

  

判定 ○ ×(変色) 

表 4 の通り、ラスミン AF-29 に浸漬したテストピースでは変色および腐食がみられない事から、

ラスミン AF-29 は銅、亜鉛、アルミに対して高い変色防止効果を有している事が分かります。 

 

 

○まとめ 

ラスミンAF-29は亜硝酸成分を含有せず、重金属、リン、アミンを含まない低環境負荷で安全性の

高い水溶性防錆剤となっています。また、ラスミンAF-29は炭素鋼、鋳鉄及び銅、亜鉛、アルミに対

して優れた効果を発揮する事から多くの金属部材への適用が可能です。 

 


