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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射線照射雰囲気に曝される金属構造物を構成する基材の一部または全部に、放射線照
射により腐食電位低下による防食効果を示す機能性被覆をプラズマ照射によって形成する
に当たり、溶射すべき方向に伸びるプラズマ軸線の上流側に原料粉末投入口を備え、該軸
線の周囲に等間隔で複数の溶射ガンが配置され、且つ各溶射ガンから投射されるプラズマ
が１点に収斂する様に配置された多電極プラズマ収斂型溶射装置を使用し、平均粒径が５
〜１０μｍのセラミック粉末を溶射することを特徴とする、防食性に優れた機能性被覆の
形成法。
【請求項２】
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前記金属構造物が、原子炉の炉内構造物である請求項１に記載の形成法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、放射線照射雰囲気に曝される金属構造物に、防食性に優れた機能性被覆を形
成する方法に関するものであり、この方法は、例えば原子炉内に配置されるチャネルボッ
クスやシュラウド、制御棒などの防食に利用できる。
【背景技術】
【０００２】
原子炉内構造物の如き放射線照射雰囲気に曝される金属構造物の中でも特に溶接部など
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は、使用時に腐食や応力腐食割れを起こし易い。しかし、原子力設備に用いられる構造材
を修復したり交換したりするには、原子炉の運転を一旦停止させなければならないため、
点検や交換作業を頻繁に行なうことは実際的でない。
【０００３】
ところで、上記の様な金属構造物に見られる腐食や応力腐食割れの殆どは腐食電位に依
存しているので、構造物と接触する水に含まれる溶存酸素や過酸化水素を低減することで
構造材料の腐食電位を低下させれば、腐食や応力腐食割れを抑制できる。そこで、腐食や
応力腐食割れを防ぐ方法として、給水系から水素を供給することにより原子炉水中の酸素
や過酸化水素を低減させる水素注入法（特許文献１）が知られている。
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【０００４】
しかしこの方法では、注入される水素が核反応で生成するＮ−１６と反応して揮発性の
アンモニアとなり、タービン系の線量を高めるという問題がある。
【０００５】
このとき、少ない水素注入量で高い腐食抑制効果が得られるよう、白金などの貴金属を
構造物に付着させることも検討されている。しかしこの方法では、貴金属が例えば原子燃
料として用いるジルコニウムの酸化皮膜上に付着し、当該原子燃料などの酸化や水素化劣
化を引き起こすという問題がある。
【０００６】
また特許文献２には、溶接部の防食や応力腐食割れを防止する方法として、原子炉内に
存在する紫外線（チェレンコフ光）の照射を受けて電子−正孔対を形成し酸化還元反応を
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生起する光触媒物質によって構造物の表面を被覆し、これにより当該構造物の腐食電位を
低下させて応力腐食割れを抑制する方法が開示されており、使用する光触媒物質として酸
化チタンや酸化ジルコニウムなどが挙げられている。
【０００７】
更に特許文献３には、原子炉内に存在する放射線によって励起される触媒物質で構造物
表面を被覆することにより構造物の腐食電位を低下させ、応力腐食割れを抑制する方法が
開示されている。この文献３にも、触媒物質として酸化チタンや酸化ジルコニウムが開示
されているが、紫外線よりも高エネルギーの放射線を使用することから、よりバンドギャ
ップの大きい他の金属酸化物や窒化物、炭化物も触媒物質として利用可能であることが記
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載されている。
【０００８】
この様に紫外線や放射線によって励起する触媒物質を使用すれば、注入水素とＮ−１６
との反応によって生成する揮発性アンモニアによる線量の上昇や、貴金属による原子燃料
の酸化劣化や水素化劣化といった問題を伴うことなく、構造物の腐食電位を低下させるこ
とができる。しかし、こうした効果を実用規模で有効に発揮させるには、放射線誘起表面
活性触媒として有望な酸化チタンや酸化ジルコニウムなどの酸化物を、数十〜数百ミクロ
ンの厚さで被覆しなければならない。
【０００９】
ところで、防食対象である一般的な金属材料（例えば、ＳＵＳ３０４，ＳＵＳ３１６Ｌ
など）の表面に、成膜速度の遅いスパッタリングやイオンプレーティングなどの気相成膜
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法で数十ミクロン以上の厚さの酸化皮膜を形成することは困難であることから、工業的規
模での実用化を考えると、溶射原料粉末をプラズマにより高温で溶融し微粒子として基材
表面に積層させるプラズマ溶射法が最も適していると思われる。
【特許文献１】特開昭５６−７２３９６号公報
【特許文献２】特開２００１−４７８９公報
【特許文献３】国際公開ＷＯ

０２／０９０００８Ａ１公報

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
一般に、プラズマ溶射法によって形成される酸化チタンや酸化ジルコニウムなどの酸化
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物皮膜には微細な空孔が多く、金属材表面との間で電気的接触が不足しがちになることが
知られている。このため、該酸化物皮膜で生成した電子−正孔対の作用によって生起する
酸化還元反応により金属材の腐食電位を卑化させるために必要となる電子の金属基材方向
への移動が妨げられ、防食特性の障害となる。また、上記空孔を通して金属材表面が溶液
環境に曝される面積が拡大することから、酸化還元反応による電位卑化効果も損なわれる
。
【００１１】
本発明はこの様な事情に着目してなされたものであって、その目的は、放射線誘起表面
活性触媒を含む表面被覆を、防食効果と応力腐食割れ抑制効果を発揮するのに十分な厚さ
とし、なお且つ、該表面被覆の空孔による耐食性や耐応力腐食割れ性の低下を可及的に抑

10

え、優れた耐食性と耐応力腐食割れ性を有する機能性被覆を得ることのできる方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記課題を解決することのできた本発明に係る機能性被覆の形成法とは、放射線照射雰
囲気に曝される金属構造物を構成する基材の一部または全部に、放射線照射により腐食電
位低下による防食効果を有する機能性被覆をプラズマ照射によって形成するに当たり、溶
射すべき方向に伸びるプラズマ軸線の上流側に原料粉末投入口を備え、該軸線の周囲に等
間隔で複数の溶射ガンが配置され、且つ各溶射ガンから投射されるプラズマが１点に収斂
する様に配置された多電極プラズマ収斂型溶射装置を使用し、平均粒径が５〜１０μｍの
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セラミック粉末を溶射するところに特徴を有している。
【００１３】
本発明の上記方法は、その優れた特徴を活かして、原子炉内に配置されるチャネルボッ
クスやシュラウド、制御棒などを含めた各種炉内構造物の防食に有効に活用できる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、多電極プラズマ収斂型溶射装置を使用することで、耐食性に必要な厚
さの被覆を効率よく形成することができ、また、適正粒度構成の溶射材料を使用すること
により、緻密で優れた耐食性を有する被覆を得ることができる。従って本発明は、例えば
原子炉などの炉内構造物の腐食劣化防止に、放射線誘起表面活性触媒として有用な酸化チ
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タンや酸化ジルコニウムなどの酸化物を被覆材料として使用することで、炉内構造物の耐
久寿命を大幅に延長できる。
【００１５】
しかも本発明によれば、従来の腐食防止対策で指摘される揮発性アンモニアの生成によ
るタービン系線量の増大や、貴金属などの付着によって生じる原子燃料などの酸化・水素
化劣化等の問題を生じることもないので、例えば原子炉内に配置されるチャネルボックス
やシュラウド、制御棒などをはじめとして様々の炉内構造物の寿命延長に大きく貢献でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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本発明では、第１の要件として、溶射に多電極プラズマ収斂型溶射装置を使用する。多
電極プラズマ収斂型溶射装置とは、溶射すべき方向に伸びるプラズマ軸線の上流側に原料
粉末投入口を備えると共に、該軸線の周囲に等間隔で複数の溶射ガンが配置され、且つ各
溶射ガンから投射されるプラズマが１点に収斂する様に配置された溶射装置であり、好ま
しくは３個の溶射ガンを用いた３電極型のものが使用されるが、電極の数はこれに限らず
、４電極型や５電極型、更には必要によりそれ以上の多電極型のものを使用することもで
きる。
【００１７】
いずれにしても、１点収斂型の多電極プラズマ溶射装置を使用し、プラズマジェット流
が収斂する中心位置に原料粉末を供給することで、収斂したプラズマジェット流と原料粉
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末の供給方向の軸が同一になるので、原料粉末の全てを効果的に溶融させることができ、
部分的に未溶融の原料粉末が基材表面に溶射されるといった問題を回避できる。
【００１８】
ちなみに従来の単電極プラズマ溶射装置では、１本のプラズマジェット流に対し交差方
向から原料粉末を供給することになるので、原料粉末の一部は未溶融状態で基材表面に投
射され、溶融効率が悪くなる。その結果、溶射によって形成される被覆中に未溶融状態で
供給されたものが混入することになり、被覆の緻密度が低下する。その結果、当該機能性
被覆と基材間の導電性が低下し、該被覆内で生成した電子−正孔対の作用によって生起す
る酸化還元反応に必要な電子の金属基材方向への移動が阻害され、防食性能が損なわれる
。しかも、被覆を構成する溶射粒子の間に隙間空孔ができることで、金属基材の表面が外
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部に露出する面積も拡大して酸化還元反応による電位卑化効果の損失も大きくなり、これ
らが相俟って耐食性は著しく低下する。
【００１９】
しかし多電極プラズマ収斂型の溶射装置であれば、上記の様な問題が一挙に改善され、
供給された原料粉末の全ては放射方向から収斂されたプラズマジェットによって効率よく
加熱され、完全溶融状態で基材表面に溶射される。その結果、粒子間空孔などのない緻密
な高耐食性の被覆が形成される。
【００２０】
多電極プラズマ収斂型溶射装置の具体的な構成は、要するに複数の溶射ガンからの１点
収斂構造を有している限り、前述した様な電極の数を含めて格別制限的なものではなく、
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公知のプラズマ溶射ガンを適宜に組み合わせたものであっても構わない。しかし、プラズ
マ収斂部で原料粉末の飛散を確実に防止しつつその全てをより効率よく溶融させるには、
例えば図１に略示する如く、３個以上の溶射ガンＡ，Ａ，Ａをプラズマ軸線Ｐの周りに１
２０°の角度で等間隔に配置し、収斂点Ｓ方向に向けて傾斜角度αが５〜６５°の範囲内
となる様に設定するのがよい。そして原料粉末は、該収斂点Ｓに向けてプラズマ収斂流の
軸線の上流側から同軸方向に供給すればよい。
【００２１】
但し、上記の多電極プラズマ収斂型溶射装置を用いた場合でも、本発明で意図する高性
能の耐食性被覆を形成するには、第２の要件として、適正粒度の原料粉末を使用する必要
がある。
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【００２２】
即ち、上記の様に１点収斂型のプラズマ溶射装置を使用した場合、溶射装置に投入され
た原料粉末が収斂プラズマによって基材表面に衝突するまでの時間は通常１〜数ミリ秒で
あり、この間に原料粉末の全てを凝集させることなく完全かつ均一に溶融させる必要があ
る。そのためには、原料粉末の平均粒径を１μｍ以上、２０μｍ以下にすべきであること
が分かった。
【００２３】
ちなみに、平均粒径が２０μｍを超える粗粒物では、プラズマの収斂にも拘らず原料粉
末の一部が未溶融状態で溶射されたり、あるいは溶融後の個々の粒子の温度分布が相対的
に広くなって、均一且つ緻密な被覆が形成され難くなる。また、平均粒径が１μｍ未満の
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微細粉では、原料粉末が溶射前に凝集したり溶射被覆の形成前に再凝固し、やはり被覆の
均一性や緻密性が低下してくる。
【００２４】
ところが、平均粒径が１〜２０μｍの範囲の原料粉末を使用すると、上述した様な溶射
前の凝集や溶射被覆形成前の再凝固を起こしたり、一部が未溶融状態で溶射されるといっ
たことがなく、しかも個々の溶融粒子が相対的に狭い温度分布で基材表面に溶射されるこ
とになり、均一かつ緻密で空孔のない高耐食性の被覆を形成することができる。
【００２５】
こうした観点から、原料粉末のより好ましい平均粒径は３μｍ以上、更に好ましくは５
μｍ以上で１５μｍ以下、更に好ましくは１０μｍ以下である。なお本発明では、こうし
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た好適平均粒径を満たしつつ、粒度分布のできるだけ狭いものを使用することが望ましい
。
【００２６】
プラズマ溶射に用いられる原料粉末の種類は特に制限されないが、本発明の当初の目的
である原子炉内構造物の腐食劣化防止のための機能性被覆として好ましく使用されるのは
、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化クロムなどの金属酸化物系セラミックであり、こ
れらの単独もしくは２種以上の複合酸化物が挙げられる。しかし、機能性被覆の種類によ
ってはそれら以外の酸化物や炭化物、窒化物、ホウ化物、更にはそれらの任意の混合物や
複合物などのセラミックを使用することも可能である。
【００２７】
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また被覆の構成素材として酸化チタンや酸化ジルコニウムの如き酸化物を使用する場合
、被覆が厚肉であるほど、該被覆によって生成する電子−正孔対の量は多くなって耐食性
は高まるので、通常は１０μｍ以上、好ましくは１５μｍ以上、更に好ましくは２０μｍ
以上の厚さにするのがよい。しかし、それ以上に厚くしても耐食性は飽和し、過度に厚く
なると、被覆素材の消費量や形成効率などを含めてコスト高になるばかりでなく、被覆が
残留応力で剥離し易くなるので、厚くとも１０ｍｍ以下、好ましくは５ｍｍ以下、更に好
ましくは１ｍｍ以下に抑えるのがよい。
【００２８】
次に、本発明が適用される放射線照射雰囲気に曝される金属構造物としては、原子炉内
のチャネルボックス、シュラウド、制御棒などの炉内構造物、圧力容器、蓋などの原子炉
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本体部材、水系冷却配管材、中性子照射部の水冷構造物などが挙げられる。そして、これ
ら各種金属構造物において、応力腐食割れ、隙間腐食、孔食などの局部腐食を起こし易い
部位、例えば溶接部などを含めた一部もしくは全面に高耐食性の機能性被覆を形成するこ
とにより、それら金属構造物の腐食や応力腐食割れを効果的に抑止することができ、それ
らの耐久寿命を大幅に延長できる。
【実施例】
【００２９】
以下、実験例を挙げて本発明の構成および作用効果をより具体的に説明するが、本発明
はもとより下記実験例によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る
範囲で適当に変更を加えて実施することも可能であり、それらは何れも本発明の技術的範
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囲に含まれる。
【００３０】
実験例
大きさが２０ｍｍ×２０ｍｍ×厚さ１ｍｍの純鉄製基板の表裏全面に、平均粒径を０．
５〜２５μｍの範囲で調整した複数のジルコニア（ＺｒＯ2）を使用し、プラズマ溶射法
によって、放射線励起触媒層を構成する膜厚５０μｍ、１００μｍ、３００μｍの３種の
ジルコニア被覆を形成した。
【００３１】
上記溶射には２種類の溶射ガンを使用した。一群の溶射実験では、従来の単電極プラズ
マ溶射装置を使用し、アルゴン／ヘリウム／水素（体積比４９／８／２）混合ガスを用い
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て溶射距離６０〜１２０ｍｍ、電圧４０Ｖ、電流６００〜８００Ａで成膜した。また他の
一群の溶射実験では、溶射方向に伸びるプラズマ軸線の上流側に溶射材料粉末投入口を有
し、該軸線の周囲に、投射されたプラズマが一点に収斂する様に３つの溶射ガンが１２０
°の間隔で、且つ３２°の角度で軸線方向に指向する様に配置された３電極プラズマ収斂
型溶射装置を使用し、上記と同じアルゴン／ヘリウム／水素混合ガスを用いて同じプラズ
マ投射条件で成膜を行なった。
【００３２】
得られた各試料を３％ＮａＣｌ水溶液に浸漬し、60Ｃｏを線源として照射強度６００Ｇ
ｙ／ｈでγ線を２０時間照射した。この浸漬照射試験後に試料を取り出し、溶射皮膜の発
錆状況を表面に染み出てくる錆の状態によって目視観察し、下記の基準で耐食性を評価し
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た。
◎：発錆なし、○：発錆面積率１％以上５％未満、△：発錆面積率５％以上１０％未満、
×：発錆面積率１０％以上。
【００３３】
従来の単電極プラズマ溶射装置を用いて成膜した試料の耐食性評価結果を表１に、また
３電極プラズマ収斂型溶射装置を用いて成膜した試料の耐食性評価結果を表２に示す。
【００３４】
【表１】
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20
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40

【００３５】
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【表２】
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20

30

40
【００３６】
表１からも明らかな様に、従来の単電極プラズマ溶射装置を用いて成膜した場合、溶射
材料の平均粒径が５〜１０μｍ以下では、粒子微細化によるメリットが殆ど活かせず、成
膜状況が著しく悪くて成膜自体が困難である。一方、原料粉末の平均粒径が１５μｍ以上
になると、成膜は可能であるものの皮膜が粗くなって耐食性改善効果が殆ど得られなくな
る。ジルコニア被覆の膜厚にもよるが、溶射材料の平均粒径が７〜１３μｍの非常に狭い
範囲では、ある程度の耐食性を有する皮膜を形成できるが、その耐食性は十分でない。
【００３７】
これに対し、表２からも明らかな如く３電極プラズマ収斂型溶射装置を用いて成膜した
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場合、溶射材料の平均粒径が０．５μｍ以下の微粒域、または２５μｍ以上の粗粒域のも
のでは成膜不可となるが、１〜２０μｍの比較的広い粒径範囲で耐食性皮膜を形成するこ
とができ、特に平均粒径が３〜１５μｍの範囲、中でも５〜１０μｍの範囲では、従来の
単電極プラズマ溶射法を凌駕する卓越した性能の耐食性皮膜が得られることを確認できる
。
【００３８】
また膜厚については、５０μｍから３００μｍの範囲で耐食性に実質的な違いは見られ
ない。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明が適用される多電極プラズマ収斂型溶射装置の原理図である。
【符号の説明】
【００４０】
Ａ

プラズマ溶射ガン

Ｐ

プラズマ軸線

Ｓ

収斂点

α

傾斜角度

【図１】
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