
1 

酸化物セラミックス厚膜の 

高速合成手法  

 

長岡技術科学大学大学院物質・材料系       
教授 斎藤秀俊 

High-rate deposition method of metal-oxide thick films  
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従来技術とその問題点 

工業の最先端は 

極端条件との戦い 

→酸・アルカリバリア 

→塩水バリア 

→遮熱 

→耐エッチング 

→ヒートショック 
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従来技術とその問題点 

（高速コーティング技術の現状） 
高速フレーム溶射 

 高密度、高付着力、高硬度 コートが得ら 

 れる。装置・付帯設備が高価 

アーク溶射 

 電気伝導性に優れた材料コート 

 

プラズマ溶射 

 加工物の温度を１５０℃以下に制御でき 

 る。ほとんどすべてのコートが可能  

 

フレーム溶射 

 樹脂や軽金属など低融点材料のみ 

 装置・付帯設備が安価 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 従来技術では溶射装置・付帯設備投資が重
い 

• ＣＶＤでは高速堆積が実現できない 

• 本技術(フレームキレート法）の適用により、酸

化物セラミックスに限られるが、高速堆積が実
現でき、しかも大面積に付帯設備なしでコー
ティングが可能。建設・建築物への機能性セ
ラミックスコートの道も拓ける。 
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想定される用途 

• 本技術の特徴を生かすと、安価な装置と付帯
設備から解放されることで、屋外、屋内にて酸
化物セラミックスコーティングが可能になる。 

• 屋内においては半導体製造装置向け耐エッ
チングコート、自動車部品表面コート、パイプ
ライン内壁コートがある。 

• 屋外においては建築物・建設物の外壁コート
があり得る。例：光触媒壁、蓄光壁 
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実用化に向けた課題 

• 現在、コート技術についてほぼ完成している。 

• 今後、本件技術を利用した目的別コーティン
グの開発にステージが移る。 

• 実用化に向けて、大型構造体へのコーティン
グを手掛けたい。特に利用シーンを考えた
様々なコーティングを提案する企業に本件技
術を提供していきたい。目的別コーティング開
発で得られた知財を開発パートナーが作り上
げることができる。 
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企業への期待 

• 大学は、より気孔率の低い厚膜の開発を目指
している。まずはイットリア、エルビアコートの
実用化を急ぐ。耐腐食性コート、建材表面コー
トを特に希望。 

• 明確なアウトプットを持つ、企業とのコーティン
グ開発の共同研究を希望。 

• また、建設・建築分野へのコーティング技術展
開を考えている企業には、本技術の導入が有
効と思われる。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：金属化合物のコーティング 

  方法および金属化合物被覆粉体 

• 特許番号 ：特開２００９－１８９５１ 

• 出願人  ：長岡技術科学大学、 

           中部キレスト 他 

• 発明者  ：斎藤秀俊 他 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：溶射材料および溶射皮膜の
形成方法  

• 特許番号 ：ＷＯ２０１１ 

• 出願人  ：長岡技術科学大学、 

           日鉄住金ハード 他 

• 発明者  ：斎藤秀俊 他 



手法 
フレーム 

溶射 
高速フレー

ム溶射 
プラズマ 

溶射 

粒子温度 [℃] 2000＜ 2000 [1] 3000＜ [1] 

粒子速度 
[m/s] 

100 500 [1] 100 [1] 

製膜材料 
金属 
合金  

サーメット 
金属 [2] 

セラミック  
 サーメット 

[3] 

[1] http://www.nims.go.jp/yousha/bousyoku3.htm [2] http://www.nittyu-ken.com/project/spray/tec1/ [3] http://www.nittyu-
ken.com/project/spray/tec2/ 

各溶射技術の比較 

装置・付帯設備  ＜１０００万円  ＞1億円      ＞１億円 



本日の主な内容 キレートフレーム法 

キレート 

フレーム法 



セラミックスの溶射 セラミックス厚膜 従来技術 

大気プラズマ溶射(APS) 

     200 m 

   100 m 
T. A. Dobbins et al, J. Therm.  Spray Tech., 12 (2003) 214-225. 

➢高速堆積には、高コストが必要不可欠. 

高速フレーム溶射(HVOF) 

製膜速度：30000-50000[m/h] 

5000万円
－1億円 

５０００万円 
 －1億円 



本技術(キレートフレーム法）の 

ポイント 

溶射材料と言えば粉末 

アルミならアルミ粉末 

アルミナならアルミナ粉末 

 

ＥＤＴＡ（エチレンジアミン 

四酢酸）という有機化合物を 

使用。安価、大量供給、安全、 

蒸気圧が低い 

ＣＶＤと溶射の間くらいの技術 

キレートフレーム法 

 



セラミックスの溶射 エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 

HOOCH2C

HOOCH2C

CH2COOH

CH2COOH

NCH2CH2N

HOOCH2C

HOOCH2C

CH2COOH

CH2COOH

NCH2CH2N

EDTA・Y・H 

(コンセプト)フレームの中で錯体を燃焼し，分解
酸化を経て，金属酸化物膜を高速堆積させる技術 

➢ 高い組成制御性. 

➢ 低温での分解が可能.  

➢ 分子レベルでの混合. 

EDTAは，金属イオンと1:1で
金属錯体を形成 



本技術のコンセプト 

EDTAと燃焼炎中の反応場を用いた，新しい金
属酸化物膜を形成する方法を紹介する. 

エチレンジアミン四酢酸
(EDTA) 

フレーム溶射装置 

分解温度    
300-500 ℃ 

分解・酸化による化学反応 

燃焼炎温度：
2,000 ℃以上 

溶融・衝突による物理現象 

製膜速度が速い 



使用する金属錯体原料 

金属酸化物    
密度

(g/cm3) 

半径 5 mのときの     
飛翔粒子の質量  (g) 

融点 (℃) 

Y2O3 5.01 7.87×10-9  2,440 

Eu2O
3 

7.42 11.7×10-9 2,291 

Er2O3 8.64 13.5×10-9  2,410 

EDTA・Y・H EDTA・Er・H EDTA・Eu・H 



キレートフレーム法の条件 

N2: 7.1 L/min 

冷却空気 

粉末供給 

装置 

O2 

N2 

EDTA金属錯体 

130 or 150 mm 

基板SUS304 
(#60アルミナブラスト) 

溶射用バーナー 
6PｰⅡ: Sulzer Metco 

5MPE : Sulzer Metco 

H2 

溶射用バーナーの       
移動速度: 50 mm/s 

ホッパー 

EDTA金属錯体 

       150 mm 

H2： 33.0 L/min     O2： 42.4 L/min   



10 mm 

イットリア ユーロピア エルビア 

各原料で作製した膜の外観 



扁平化率 74 % 

イットリア ユーロピア 

各原料で作製した膜の表面SEM像 

扁平化率 76 % 

エルビア 

扁平化率 80 % 

10 m 10 m 10 m 



EDTA・Y・Hで作製した膜の断面SEM像 

10 m        Y 
   Fe 

膜厚  21 m 

二次元気孔率 15 % 

Y2O3：5.01 g/cm3 

大きな気孔が多数見られる 



EDTA・Eu・Hで作製した膜の断面SEM像 

Eu2O3：7.42 g/cm3 

膜厚 9 m 

二次元気孔率 6 % 

       Eu 
   Fe 

亀裂があるものの緻密な膜が形成 

10 m 



EDTA・Er・Hで作製した膜の断面SEM像 

10 m        Er 
   Fe 

膜厚  22 m 

二次元気孔率 9 % 

Er2O3：8.64 g/cm3 

大きな気孔が少ない膜が形成 

10 m 



熱衝撃実験動画 



燃焼炎 

飛散する液体N2 

Y2O3/S

US 

ス
プ
レ
ー
銃 

燃焼炎(2700℃) 

液体窒素，釜 
(-１９6℃) 

極過酷ヒートショックでの酸化物セラミックス
膜の合成を実施した。 

動画の解説 



            100 m 

       10 m 

       1 m 

基板 

樹脂 

基板 

基板 

基板 

30,000℃/sのヒート
ショックでもクラックは
全く存在しないセラミッ
クス膜の合成に成功。  



まとめ 

①溶射用フレーム装置の原料にセラミックス粉
のかわりに金属キレートを使うことにより、手
軽に酸化物セラミックス厚膜が得られる。 
 
②その速さは数秒で10μｍ以上である。 
 
③大きな表面積をもつ基材の上にセラミックス
厚膜をコーティングするのに使える。 
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お問い合わせ先 

国立大学法人長岡技術科学大学 
総務部 産学・地域連携課 

知的財産係 中嶋、和久井 
ＴＥＬ ０２５８－４７ －９２７９ 

ＦＡＸ ０２５８－４７ －９０４０ 

patent＠jcom.nagaokaut.ac.jp 


