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1 はじめに

表面処理技術のなかで溶射花術】】は その発LyJからおおよ

そ百年余が軽ち 数十JJmから数mm桂皮の呼股創動可能な

コーティング技術の代衆として多くの工菜分野で活用されて

いる.この1削 r法は粒子の加軌 加速に火炎 プラズマなど

を使用するが 放新のi福射法として注目されているコールド

スプレ-(ColdSpray 以下 csという)2州 は ?,7迎微粒子

術安による成膜技術で Eglに示すように低温 前述の作動

77Lスにより起子を加速することが他の浴射法との大きな追い

であるCこのガス温度が材料粒子の敵)!毛よりも吸いことから

-コールド-スプレー あるいは低温溶射と呼ばれている｡

粒子の運動エネルギーによる皮膜のため キネティノクスプ

レー(KmelleSpray)とも音われる.

今Iqの特ljEでは Ll稲の解説が組まれており 本戦ではこ

のCS法の現状と応用展開をF中心とし 粒子付新のメカニズム

セラミックとサーメット蚊膜への広川にF姐しては 他の解説

を参IYrほ れたい｡また 既報5)での内容はなるべく省略し

今年5月に行われた国際溶射会読 ITSC2012におけるcsの状

況を含めて CSの牧安と特徴 CS襲位の状況 適用検討材料

粒子速度 (mrs) 応川底r判などを解説する.なお cs

技術もある杉皮体系化されるとともに馴 EJ抄'川が山版されたので参

Imされたい 6'712 コ

ール ドスプレーの現状2 1

コールドスプレーとは溶射法(ThermalSpray)の韮本牧矧

ま 溶かして(浴) 吹きつける(射)プロセスそのものを爽秋し

ているC材料を宿かすための熱源には 燃焼ガス プラズ

マなどを利用する｡図 1に各唖溶射法の粒子をiJll熟 加】迎す

るガス温度と粒子速度の関係を示す.フレーム溶射 7-

ク洛射 プラズマ溶射はよくi行かして低速で吹き付ける ｢温IE

(蘇)｣韮祝型である｡一方 爆発浴射 SS速フレ-ム?胃肘は 半

溶融状fLFEの粒子を7.7)過で吹き付ける ｢速度(料)｣盤視型

であるDこの避妊証祝の折背 なプ ロセ スがCS法で

あ る｡CS法の 開発 話のANPapyr-n博士ら■'は 特許のクレ

ームでCS法を以下のように定来し 栽iEl ノズJL,形状など具体

的なWL_範はしておらず い

わゆる原理特肝である｡｢ガスと1-50ilmの金属 合金

ポリマ-叉はそれらのifL合物をジェyトとして300-12COm/

Sの㍍速で吹付ける｡｣図2に示すようにCS7:真は 材料粉末

の乱rLiよりも低い備温から1主近は10∝)℃軽度までl.7温
化した作動ガスを先細末広形のラバルノズルなどによr)超音速

流(ガス温齢 ま公'激に低下)にし て.その洗れ中に材料栓子

を投入してbl1速させEgl 布棟桁肘法のガスiuI9と樫T遜tB-の側繰 図2 コールドスプレーの耗念lgl



解 説

固相状態のまま基材に市速で衝突させて皮脱を形成する花術

である｡図3に図2のガン内から拡材までの作動ガスと銅粒

子の速皮と温度の計割柿紫を示す｡作動ガスの窒IRは ノズ

ル入口部に673K 3MPaで供給され ノズル入口先細部で

徐々に圧力と温度 T,が下がり 速度 V.が上がるが /ズル

のど部のTl有後でlJ激に変化し 末広部では作動ガスは膨弥…し

て 超音速流れ とな りV.は約 1100m/Sに逮するが.TT,は

200 K程度まで下がる｡その後 円筒部で管虎掛 こよりV.

は徐々に低下 し T.は逆に相加する｡ ノズル山口より噴出

した際 過膨張ジェットのため 急激に vlは低下し T.は

相加するが 再度基材の掛 相で衝撃波が生 じて台数な変化が

生 じ V.はOm/Sに T.ほほほ673Kに戻る｡この流れのTrl

に ノズル後方より銅粒子を投入すると ノズル人口先細部

でほほ T.まで粒子は加熱され T.の急激な変化に伴って粒

子温度 T,も下がる. しかし 粒子は固体であり軌容立が大

きいので温度変化の程度に作動ガスと大きな差が生 じ T,

が T.J:りも拓くなる｡ここで.注悲 してはしいのは 673K

と高温の作動ガスを使用しても 粒子が砧温の作動ガスに曝

されるのは ノズル入口先細部の一部のZ引EUだけである｡

粒子は のど部から末広部で!諺に1uJJ速され さらにPJm部

でも加速 し ノズルから恥1日_て弘材に620m/Sで砺央する｡

粒子が数 JJm程度に小さくなると衝撃披によりG.激に減速し

て.付#.' 成脹可能速度(いわゆる臨非速度)以1:になると付

煎Lf..Lくなってしまう｡

この臨界速皮vc.は.Aaasd-らnにより 材料粒子の物性

から式(1)での予TAqが櫨案されている｡

J(C,=667-14p+0087l¶+01(Tu-0471 (1)

ここで pは粒子の密度(a/cm3) Tqは粒子の敵占(℃)U｡
は粒子の引張敷き(MT'a).T.は,粒子の衝炎時の温度(℃)で

ある｡

爽FF.!の成膜には 基材の物性 温度 !WJ7状態なども考艦
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表面技術

しなければならないが csを理解するうえで有用な予測式

である｡式(i)より ある粒子を成膜しやすくするためには

T.を同相の範囲でできるだけ上げて 粒j'が変形しやす くす

ることがR安であることがわかるO

作動7rスには ヘリウム.丑繋 空気またはそれらの配合

ガスが使用される｡また 皮膜や基材に溶射法ほどの熱が加

わらずかつ皮膜 は庄新任の旅僧応力を郡びているため

敷 FImから教十 mm磯皮の厚膜が作戦可能で 成形技術とし
ても期待されている｡

粒子を付新 郡屑させるにはあるレベルのエネルギーが必

要であるが そのエネル,ギーを飛行粒子の温度(熱エネル

ギ-)と速度(運動エネルギ-)との′,'ランスをどのように与

えるかで各棟溶射法の特徴となる.

cs法に代鼓される溶かさない芯迎粒子祈炎による袈f師改

質技術が往E]されているので 肺料 二相介しておく｡粒子筋

炎を利用した技術は これまでンヨットピーニングなど部材の

疲労寿命向上に幅広い分野で使用されている｡大まかな分析と

しては 粒子径をより′トさくLかつ衝突速度を拓くすることに

A:り部材衷両を鍵密で硬いナノ畝l?.組鰍 二改実年したり9)表Trl7

411さや寸法を変化させないで圧繍残竹応力を付bJJする微粒子

衝突(FPB)法 M)(枚能を疲95特性向上に限定すると微粒子

ショyトビ-こングとも呼ばれる) 金属やサーメ ノトなど

を成股するcs法 または括温でセラミyクを成脹するエア

ロゾルデポジション(AD)法 川や′てウダー ソェ yトデポ リ

ノヨン(PJI))法 12)などが開銀されているOなお.(独)新エネ

ルギー 産菜技術捻合偶発博梯(NEDO)の技術戦略マ yプ

2010の ｢部材分野の技術戦略マ ップ ｣■ユ)の新動造プロセス

として rコール ドスプレーによる表面ナノ改fi 重厚皮膜生

成 部材直接造形Jが また設剖 製造･加工分野の技術マ ッ

プ ‖)には ナノ柄度 M4プロセス技術のパーティクルジェッ

トコーティングの一つとして p)D法 AD法 ガスデポジショ
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図3コールドスプレーガノ内から典材までの作動ガスと粒子の速度と温IRの朴引締舛

図2の先細末Jj.F↓】
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ン(GD)■3)とともに記黙 され 今綾の発展が期待 されているD

2 2 コール ドスプ レー装置

cs法は 表 1に示す ように 1980年代にロ-/7でl消発 され

ソ連の棚横枚 1三巨は ドイツをrF】･Llに研究が行われてきた｡

さらに 20α)年前 経か ら丑fEEが開発 市販 され るようにな

りE1本 カナダ 英国 韓国 中国 オース トラリ7などで

も宿発に研究 され 位近ではイン ド プラジルなどにも広 まっ

ている｡ なお 新 しい浴射法 といわれているが すでに定新

してい るTt耳遠 フ レーム(HVOF)?削 寸が 1981年 に市 販狂態

JeLKoLeTMが収究 されは じめていた ことと比較す る と 蒐明

では約5年の遅れであったが 市販鼓笹の救う'Eと耳管及には

低圧携帯型 CSで約 10年 前庄 csで約 20年の遅れがある｡

現在 cs法 は表 2に示す 上うに 作動 ガスの圧力か ら祇

庄型 と低圧梨の二つに大別 され さらに個々に三つ分析 され

計六つの タイプに分かれる｡

まず 従来 まで CS法 と呼ばれて きた (a)朽庄低温 型 csを

含tp拭EE丑聖では ll主近 は(C)の ように タンタル ニオブfJ.ど

の耐火金属 まで も成膜するため作動 ガスを高温化する傾向に

あ り ノズル入口部での作動 ガス温度がを近は 1000℃ に通

した｡現在 この型 の市販 cs栽閏 は 2004年 以降は cGT

(coldGasTechnology杜 (ドイ ノ) 2012年 2月に Sul託rM elco

社 (スイス)に田収 )■6'が主流であったが 後発 なが らプラズ

マ技研工粟㈱ (日本)171もETrAJ外 に販売爽欲 を伸ば している｡

cGT牡の元社11らが 2010年に立 ち上げた 】mpactlnnDVatl0nS

社 (ドイ ノ)川の装置 もある｡ また.2009年には補修用に (t')

市圧書籍W,型 も開発 された｡

そのほかに (d)～(r)のガス圧が 1MPa以下の低圧型があるD

さらに 複数の研究楼1村が開発 している市述フ レーム溶射の

燃焼 火炎を低温化 した (g)低温謁速 フ レーム削寸(例 えば

wa'm spray"')も加 える と六つに大別 され る｡ さらに 上述

の AD法は 海外の研究者 らは減圧 コール ドスプ レ- とも称

してお り これ を加 え ると7櫨 となる｡蝦近 warm spray

もさらなるr.'J性能化 を丑iい燃焼圧 を4MPaまで上 げた新型

もL対発 されている 2DI｡

)̂ Bro"nln弘コ持上 朽迷フレーム(H＼′Or)市村浪屯を矧IJ
cSの税4Lの発見 ロ/T杵学アカデミーンへリア支fS埋没とkLIIけJ学

研死所(lT̂ MSBR̂ S)̂ ～Pap)r■n件IJ_ ^F'Alk lmOYft1ら

低LI-捕lTJ贈cs熊屯の偏薙(obn･n～t cenLeTrOrPu"d亡TMcttdlu訂)

ANPJ'Pyr■nP1-i- ロンア以外で初の*J頁で諸派

Z引立fJ=度外学七/クー(NCMS)を巾L･にコノノーンアム(FordM GM

Gl:P&]1 ANPap)rmbl二tIRや 戟包持込 デモ)
U～pJtelltN05文)24]4成立

SNL K亡IE:k祉(とい二NM)cs♯笹の設計 中人
ŝBlルduslrlEB(011) 触Iiの茨far対剰対峨

HKrりc数控(FISU)を申し･にCGT(2(仙)耳栓立) LlrTdĈ G ÊL)～rJt'
でCSの研兜を!対材.

?,tdF,xFm･t･On-2㈱ (七/トルイス)で食'R 損示)
世yFの杓:始の火学 研兜摂 関 会社が研兜側桁

cGT社 に■叱1■CS200)駁5'C喝 好.
1TSC2001 K∝k杜 CGT杜 cs熊取丸衣を発'lく

llsc2002(El炊巾)r～J催 cGrtt 展示会にCS鶴缶を58示

coldSpny2002(AlbLJqLJCrqLLENM欄 催 sNL I(ctcklt見学

ColdSp']y2001 2007 20】0(AkmnOrl)Fq催
cGTはKMEne13XN)阪兜

CGTlt KIZTehcs40X)(内心再任Bl)加兜
CGTltKln亡hesK2(林)(状帯贈) 800)(㍍iu稲庄β)坂兜
7'クズマ技研=茶棚 pcs-Sat(杓tu馬庄類)を販51iL

(W】ndsorOnt)

(woTehtFstCrM̂ )開催

衰2 作動qスからみたコールドス7'レ-(キTティツクスプレー)法の准yl

i iL ':一 寓 ==
温 1. 1.二等 N.: 慧 諾 ‡ :だ 芸 ～ ｡と

十 三:I:.T .. ~ - I- ~∴ 十 一 - '∴ :I.T l . ~一

統旺･7号連.q ヘリウム lMPa以下 り00℃以下) 少ないガスinJY鼠 ガスをITr速だlt度に抑粥

Ihl:㌫lEnド (50 -2000t) 布達フレ-ム柵 の改良 舶 愚も脚 .



(a)の高圧 タイプcs鼓'Eでは 使用する叔径がおよそ5

- 50lJm程度であ り 従来の溶射用の粉末の粒度分布より

細かいため市販溶射粉末が利川できない場合が多い｡この欠

点をノズル入口部延長による改昔したキ不ティツタスプレー

(Klnet■CSpray⑧ プロットタイプのみ)2"がある｡俄近の市

販蒙置は このノズル入口部の延長と作動ガスの高温化によ

り比較的大きな粒径も使用可能なようになってきた｡

(d)低圧捕帯型 cs寺宝位221は 06MPa准皮以下の空気を携

帯できるヒーター内接のガンで最大600℃饗皮まで加熱して

スプレーし 高圧型と同じくロン7でIXl発された｡ロシ7国

内では 主に部材の修理とメインテナ/スの用途に催用され

ているO当初 低圧7児W,型 CS装'Mは低圧のため栓子速射 こ

限度があり 金属粉にアルミナなどの硬質粒子を混ぜて基材

や皮膜の表両を楕性化しながら金属粒子を成映していたが

現在は 髄垂ri アルミニウム 銅などは金椀舟のみでもコー

ティングが可能である｡

(f)低圧召迎塑 CS法は 米国 】rLOVall社がr対発 したヘ リウ

ムによる低圧(05ME'a雀rB-)でガス速度を音速准度に印める

K.netlCMetalll2nll0n⑧23)である｡ヘ リウムの音速は300℃桂

皮まで加熱すると1(伽 m/Sを超え 比較的細かな粉末 を

500m/S桂皮以上に加】速させることができる｡低圧でガスの

消北見が少ないのが特徴である.J設近は 内径約85mmの

内両用の鼓'Bや手持塑ガン 迷搬可能な延髄もrn碇されてい

る｡ メデイコー ト社は tL_L圧ながら900℃のガス温度の(a)

のAdvanccdColdGasSys(em (AFICS)引糊発した州｡

いずれにしても粒子を効率よく加速 加】黙させるためには

ノズルの形状 71法が鬼婆で 上述の図2のように先細末広

部にblJ速区FZuを超 くするために円仁も部(lh)を付加 した り

粒子をより加熱するた桝 二作動ガスの比較的低速称温区JZuで

ある先細部(Iw )を延長 したりする工夫がされている25㌧ ま

た 粉末の投入位位も 粒子加軌に適するノズルrl)心軸後方

から粉末を投入する軸方l朋立入(AJT)と 比較的微細で流動

性の恋い粉J*も投入でき 低圧でキャリアガスの約数iaの少

ないノズル末広部での半径方向殺 人(R/))メ)とがあ り さら

にはこれらの併用も検肘されている Im ｡

表面技術

2 3コール ドスプレーの特徴

cs法の特徴 は 以下のようになるb

①皮膜の熱応力の除去 酸化 黙変質の抑制 項)転鴇な皮

膜 ③密度 熱および稚気伝導率が高い皮膜 ④臣節低域佃

応力の皮膜で厚膜が作製可能 ⑤高い付潜牢(粉末材札 粒

子速度に依存).⑥ ヒュームが発生 しない,⑦基材の入熱滋

の抑制 ⑧加工硬化に上る高い皮膜硬度 ◎必要赦小駅のマ

スキング ⑳ シン7'ルな装i妊

このプロセスに上り作製された皮膜の位大の特徴は 酸化

熟変質がほとんどないことである｡すなわち,低温の不活性

なgi祭などのガス中を敬 nlSの短い柿餅時間で基材に砺炎

)維横するため 熱変質しやすい材料粉末などでも紫材のまま

成股することが可ffEである｡よって 付新率は 他の溶射法

のようにフレーム中でのき1雅や慨化などがなく 粒子の速,iE分

布も比較rl(]狭く 鮎非避妊を抱えるスプレ-条件にすると銅な

どでは95%以上の祐い値が放近は比較的容易に縛られる｡

一方 欠L'ミとしては以下が挙げられる｡

(a)不十分な韮礎的な成膜メカニズムの理解と蚊膜特性の

脚 g] 少ないデータペ-ス (b)大正の7lLi首里ガス.(C)ノズル

内への歓起子の付'Jy'L稚概 (d)使用粒子径が比較的細かい(5

- 40JJm) 材料によっては粉 じん爆発の対範が必rg (e)衝

炎速度による粒子flrJの接合状慾の蓮邦により皮膜特性が粥な

ら(f)基材により密発けJが舛なる (g)皮膜が厚 くなると幣

邪力が低下する (h)粉末のrA定供給性 (l)cs川の粉末設

計指針が未確立で CSiV川の市歓粉末が少ない G)1MPa

以上のガスを使Irlする槻合は 苅圧ガス媒安法の適川対奴と

なる｡

なお (d)微粒のための粉 じん爆発についてであるが 盟

瀦なt'不活性ガスを使用している場合はCSの施工中はFl"JRi

となbずに.その綾の鵜 じん時などにyt忠する必姿がある｡

近年 cs法も研究開発が盛んになり 上記のうち技術的な

欠′占は克flL7(されつつある｡

2 4 材料と適用検討事例

cs法で検射された材料粒子の任那を表 3に示す｡巨】際,許

肘会誹 】rSC2012のプロソーデイ/グに和戦 された39編の

cs!村係の笛文の材料は 下線を引いて示している｡CSのl対

純金耗 MJICu A] 'rl Jh NIZn Sn Mo FfrrfL Nb

… A鵬 1lo∝)ArTeOrSled lo∝)

E7ム合金 50Nl5∝:T60NIJLOCTニッケル7E7ム合金 50Nl5∝:T6

ニッケル12g屯合金 AHoy625.A

ステ/レスal SUS託Il/氾IL
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発当初は 鋼 鉄 二 ノケル 77L,ミニウムなどの純金属を

主体にしていたが ステンレス鋼 チ タン.モリブデン

NlCr MCrAlY タンタルなどの金属や合金のほかに ポリ

マーfJ:らぴにCr3C/NICrや WC/Coなと'のサーメ yトまでも

成膜可能と彰iJE.tしている｡過熱すると結晶構造が変化 してし

まう7モJL,7Tス金属なども試みL)れている｡また 軌伝猪

特性などの良い金属皮膜が作製できることから さらなる特

性ltJJ上をねらいダイヤモンド ALNなどを含んだ'ァルミニウ

ム複合位股 間辺材科との線膨'JiLi係数を調教するための銅と

タングステン 7ルミとアルミナ 摺勅材としての銅 軒ー

錨などの複合皮股も検討されている｡ さらに 拓炭窯91/敢

jfg混合粉の況合剤合を変えて皮膜の付新卒と硬さを制御する

倹肘も着括 されている2m｡

こTtまで 比強度の7:.5いマグ不ソウム合金を迎材として

7ルミニウムなどの弘允BL隈をcsにより形成 しようと研究

されてきた｡1TSC2012では鈍マグネシウム粉末をcsで成股

した報告があり.El的は明WL.されていないが後述する耳川日程

などの Mg部材の補1夢などの可能性が謁いと一Rlわれる｡いず
れにしても粉 じん煉発が重たじやすい相羽が繁栄などのイこ油性

な作動ガスを使用すれば成殴できるのもcsの特徴といx.る｡

csによるサーメノト妓朕の形成に関しては 低温である

ため wC一次粒子径を02FIm態度まで微細化でき 北村ら

は金域′くイ/ダー樹を鉄雄合金にして検討 しており この件

jJi号の.記即を参考にしてほしい｡

セラミyクスに関しては ､Ll初 AD法(研好 打によっては

減圧 csともいう)にて アル ミナや+ ダニ7を成股 L

zISC20L2でも虫化チタンの稚気化学的な特性を狙った発起

があった.-JJJ 福本らは一次救17がナノサイズの特殊なチ

タニア粉末を大気とr:下で成脹 してより 鮮#Iはこの特JJSう;の

記節を参lIrlされたい｡

秘常水に適用例の糊龍が行われる斬rl.)が弱.いため CSの

南川レベルで公開された適用都岡は少なく コ/ピューター

)TJcpuの7ルミニウム製ヒー トシ/ク炎Bglへの鞘皮膜が深

川された捌｡公F芹Jされた主な適m検討耶例(災川化には兼だ

至 らないものも含む)をまとめると以下になる｡

付 自動附 け親板へのiELS乃コ-ティング

｢かマグネンウムの防食川アルミニウム合金皮膜

3スパッターのタ-ゲ yト(各棟純金属)

t･E金属二アネyトシェイプ部材の作製(航空学阿分野など)

5'di磁披道へい川銅皮膜

61百様部への腐氏防止Ar紺皮取

7前温軒掛 けコーティング(MCTAIY)

曾ガスタービノ製の御 室の検討 Ⅶ■

⑨ブレージング材の廷布(ラジエターのフィン横合など)

@佐嫉捜船部材への適川(純チタンなど)

⑳ダイアモンドプレ- ド(金属との校合蚊膜)

⑳二次芯地朋i庵材刺の犯睡化(シリコン)

⑳パワーモジュール用放熱基板の斜 州

⑪袈化アルミ遊牧への斜屯倭バターンの形成

⑬航空馴 丁71L,ミ狐,Zf(lVT}̂ 1)蚊脇の補倦

銅やアルミニウムによる市I.いて旺気 軌伝鞘を求める城合が

多く さらに臥処坪を施すとバルク材に匹敵する特性となる｡

特許Efr縄状況などをみると(珍.⑭などのパワーユニ ノトrq連

の件数が比較的多い｡現在進捗している銅皮膜の7プリケ ー

ションの一例として 国解熱核融合実験炉 TTlanguLarSupport

への良熱伝導妓膜(約5×3m 膜厚 3mm)と大両横 J17暇

の検討が行われている3㌔ さらに CSの厚膜形成斥けJから

成形法としても倹附され 航空機部材のニ7不yトシェイプ

加 ユ 矧や cS法とエ/ドミル切削を複合化させた成形法 3日な

ども検討された｡

国内においては (肘)斑械 ソステム振興協会により平成

16年政に開窓研究 平成 17 18年度にフィージtfリティス

タディが在学共同で行われ ガスタービン杏仁材 航空機部材

ボイラーチュ-7'邸軌 if輝耗部材への適梢が検討された33㌧

比戦的良好な結恥 ま ⑳ とも例速するが航空横部材としての

応張力親への7Jレミニウム耐食皮膜の付与で zvD-̂lの代

捗技術であった｡

B]4に国r勺で実川化されたcs法による成形体の爽例を示

す｡熟変質のない紋別を50nlnl以上の換呼を打易にCSでス

プレ17オ-ミングできたり 3mと長いパイプ_い二10mrn

以上の股E.7のZnAlを戒股でき.csによる拓い成形能力が

示されている｡

JTSC2012で は M･l･laryAppIICal･OnSOrrheTmalSpray

rechrLOIogyの七 ッショ/が設けられ このうち半数以上が

csによる能吏で溢I 上述の⑬の航空級川 】vL)-̂l皮膜の柿

梅も横取あった｡csのiFFl■FJ肝 l)の指名も米陸軍研究Wrの研

死IJである｡このため 矢川化の所でも 欣求では 11LJllへ

の適用が選んでいる｡図 5 図6に ドイノでのLLJ際会旅(111e

8(hHVOFCol】叫 l■1■nl)で展示されたjFiJlL航空横への実Jr仰 例

(輔催)の見本 を示す 刀)｡内両川のCS装位 もr娼発 され

ITSC2012でも別のメーカーから範衷されている｡

1lil述 したように 1MPa以下の圧着古空気 を催IT]したハ ン

ディータイプのガノで施工できるCS巷間もある｡粒子の筋

炎速度や作用材料は朽圧型より制限されるが 関矧 至)のロン

アでは すでに千台以上が7rf仮されて 肉盛 り榔鳩などを主

に rl動jlT産菜で幅広く招和され ロケ ′トのソユーズの部

材にも仲川しているO例えば 7ルミホイーJL,のリムの形状

1歩守11 1'i理 ボディーの板金l峯理.アルミニウム製エンジン

1ロノクの形状再生などがある満I｡
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3 コール ドスプ レーの課題

他の溶射法と同様にCS法も多 くの施工バラメ-ターがあ

り またそれら因子の相互作JHや各Bl子のばらつきの皮合い

など 出力としての皮膜の晶質を制御するのは''S易ではない｡

しかし 明らかになりつつある主要な因子をより薄遇化でき

るような今後の研究が期待される｡

また 前述のようにCS法にも欠点があり.(e)衝突速度

および熱処理による粒子rulの接合状態の差異により鼓膜特性

掛 二妓原板棟的強度が男なる｡よって.CS法により作製し

たとしても施工粂件に注意が必輩 で 場合により熱処理を施

すことも授業されている｡

さらに 国内外の研究機関 企薬でCS法の基礎研究とさ

まざまなアプリケ-ションの開発が行われている. しかしな

がら 検討堺例は多いが 尖際に英用された串例の報告がま

だ少ないのが実情である｡何かプレークスル-となる7プリ

ケーションを求めて研究開発が行われている｡

また cs鼓世 としては 上述のように作動ガスの跡 見化

(coldからW2Lrmへ)とノズル形状の最適化により耐火金属な

どへの適用拡大が図られている.しかし より蛮価な装慣(例

えば.低圧低温型cS袈既)とガスや材料粉末のランニングコ

ス トの低減なども他のプロセス同株に課題で 普及の掛 Tに

図5 コールドスプレーで補推された不用輪送扱C_160のプロペラ即

穀面の補作プロセスを示している｡Q)整形研磨(sllaPCgr

Ound) ◎cs ◎租研磨 @鏡面研磨 (卦鮎鐘醸化皮膜処理

｡図6 (a)jlUfl大出ヘリコプタ-のギヤボック

ス(材質A7075)内面(内iXa511111

1)の補体(皮膜材質A7075)と(b)内所コ-ティ/グの見本(内径85rTlrTl右 詫鎗内所に7

ルミニウム合金舷脱 左 アルミ合金内

附に対比膜)37Jコーティング後ホーニング加工している

裏面技術もなっている｡また csに適 したrw-料の粉

末設計についても研究され 一部では市販されているがまだ

十分ではない｡4 ま と め

環境問XELの解決

策ともrAJ逃し 使鯨の芯性能化を図るため部材がますま

す退職な環境下で使用され 部材の外界との接点である表面の改

質がより鹿賀となっている今B.溶射法はますますその特徴を

7.5かして適用され かつこ-ズに向かって発展している

｡このような溶射花術の発展の巾 cs法はロシアでの発

見から約 20年が軽とうしている現在.90年代から研究

開発が進められてきたため かなりのJ凋発は進んできた

.そのため 粒近は多くの方々に注目される一方で 本当にCS法で

なければならない利点などが見えてこないとの意見も散見さ

れる｡従来のコ-ティング技術とは列なり.材料を溶融または半溶

融 しないCS法の同体状態のまま皮膜するという特徴は 従来の練XELを克1JRする可能性を秘めている.卿 こ従来の

溶射技術の代替えというより 新鋭の分野への適用の可能性を秘めており その兆しも見えてきたようにIiLうこの頃である

｡よって.今後さらなる発展とfR用化のためには データべ-

スの充実と皮膜のメカニズムの解明を含め 材料科学や圧縮性流体力学などの学際的な研究をA

L耗的に進める必要がある.力不足な

がら笹者が会長となり コール ドスプレーの他幹会も発足させているので

CS発展の一助となれば幸いである3㌔(ReeelYCdAugust9

.2012)文
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