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１．本研究の目的  

  膜分離新 IS プロセス用材料において、耐食性の観点から最も厳しい環境は、硫酸

を蒸発させて水と三酸化硫黄(SO3)に分解する過程である。沸騰硫酸に対し耐食性を有

する材料と加工性と研削性に優れ構造材料としての力学的特性を満足する材料を複

合化したハイブリッド材料を開発する。並行して、ハイブリッド材料、あるいは市販

廉価材料 (硫酸の多段濃縮プロセスにおける比較的マイルドな腐食環境の工程へ適

用することを想定) のプロセス機器のライフコストを評価するため、市販の耐食性を

有する金属材料について、硫酸分解反応を模擬した環境で腐食データの取得・評価を

行う。さらに、選定した金属材料を用いて硫酸分解器要素部材の試作・評価を行う。 

 

２．研究開発目標とマイルストーン 

・耐硫酸用候補材の選定 (市販耐食金属材料の腐食データの取得・評価) 

硫酸環境下における最新の金属材料腐食データを網羅した材料検索するとともに

既存報告の調査範囲を拡大した材料調査を実施し、硫酸分解反応を模擬した腐食環境

での評価試験に供する数種類の試験材料を選定する。 

 

・ハイブリッド材料の開発 

高シリコン系皮膜と市販耐食金属母材との複合化には溶射技術を用いて、腐食試験

材を作製する。また、中程度の耐食性をもつタンタル等の高融点金属と母材との複合

化にはクラッディング技術を調査し、複雑な構造の容器や配管への適用性、シール構

造を含むフランジ式接続方法を調査する。 

溶射は大気中で実施可能で、大型機器への適用に適した技術であり、現在半導体分

野でシリコンの溶射技術の開発が進められている。しかし、溶射による皮膜に耐食機

能を持たせるには、２つの大きな課題がある。一つは微細な気孔や割れの存在を回避

することができないこと、もう一つは母材との熱膨張差に起因する皮膜のはく離や割

れが生じやすいことである。皮膜中の微細な気孔や割れについては、現在使用温度が

低い（450℃以下）皮膜については、皮膜中の気孔や割れに有機シリコン系材料を用

いた封孔処理が開発されている。本研究では、高温での使用を考慮して新たに無機シ

リコン系材料による封孔処理方法を開発し、溶射後の皮膜を緻密な皮膜へと改変させ

て硫酸と母材との直接接触を回避させる。 

 

・硫酸分解器要素部材の試作・評価 (ハイブリッド材料の大型構造物への適用) 

ハイブリッド材料の大型構造物への適用性を確認するため、封孔処理を実施した溶

射技術及び高融点金属と母材クラッディング技術を用いて、曲面や不連続面をもつパ

イプ等の硫酸分解器要素部材をハイブリッド材料で作製する。また、他のプロセス機

器との取り合いを考慮して、溶射あるいはクラッディングにより作製した模擬試験片

を用いて、フランジ部やシール材料を含むシール方法につい検討を行う。並行して、
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溶射技術とクラッディング技術により硫酸分解器を作製した場合のコスト評価を実

施する。 

 

 

◯各年度のマイルストーン 

・平成 26年度：耐食皮膜の腐食速度 < 0.5 mm/y 

・平成 27年度：候補材の使用限界条件の明確化 

・平成 28年度：耐食皮膜の腐食速度 < 0.2 mm/y 

・平成 29年度：候補材を用いた硫酸分解器要素部材の試作 
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３．研究実施内容 

３－１．耐硫酸用候補材の選定 (市販耐食金属材料の腐食データの取得・評価) 

１）平成 26 年度 

耐硫酸用の市販耐食金属材料の選定では材料調査により、硫酸分解反応工程の金属材料

として、タンタル、ニオブ、ジルコニウムの高融点金属を選定し、腐食試験を実施した。

試試験条件としては、硫酸濃度が 47wt%、95wt%、試験温度が各濃度の沸点である約 120℃、

約 300℃で、約 24時間の試験を全液相、半液相/半気相、全気相の環境で実施した。 

試験結果を表１に示す。47wt%硫酸環境では、タンタル、ジルコニウムが優れた耐食性

を示したが、95wt％硫酸液相では、いずれの材料も使用は困難である。気相条件に限って

は、タンタルの使用可能性が見込まれる。いずれにしても、金属系候補材は、これまでの

知見通り、低濃度硫酸環境の使用が望ましく，得られた試験結果からタンタルを金属系材

料の候補材として今後の試験を進める。 

 

表１ 耐硫酸用金属系候補材の腐食試験結果 

試験片材質 試験環境 腐食速度

(mm/y) 

タンタル 47wt%, 

120℃ 

全液相 0.1未満 

半液相/半気相 0.1未満 

全気相 0.1未満 

95wt%, 

300℃ 

全液相 8.8 

半液相/半気相 6.3 

全気相 0.1未満 

ニオブ 47wt%, 

120℃ 

全液相 0.5 

半液相/半気相 0.5 

全気相 0.1未満 

95wt%, 

300℃ 

全液相 110 

半液相/半気相 107 

全気相 21 

ジルコニウム 47wt%, 

120℃ 

全液相 0.1未満 

半液相/半気相 0.1未満 

全気相 0.1未満 

95wt%, 

300℃ 

全液相 56 

半液相/半気相 51 

全気相 50 
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２）平成 27 年度 

前度実施した耐硫酸用の市販耐食金属材料の腐食試験結果から、純タンタルが最も優れ

た耐食性を示し、腐食速度は 47wt%硫酸中では腐食速度がほぼ 0であったが、95wt%硫酸中

では 8.8mm/y と高い腐食速度を示した。そこで、純タンタルの 95wt%硫酸中での耐食性改

善を目的として、貴金属付着による電気防食に着目した。タングステンはシリコンと同様

に、酸化性雰囲気で耐食酸化皮膜を形成することが知られている。タンタルにもタングス

テンの添加効果が期待されることから、タンタル―タングステン系合金の市販品、および

白金接触させたタンタルについて腐食試験を実施した。なお試験片中央部には実機を想定

して連続電気抵抗溶接による溶接線を入れた。腐食試験条件は、硫酸濃度が 47wt%、95wt%、

試験温度が各濃度の沸点である約 120℃、約 300℃で、約 24 時間浸漬とした。試験結果を

写真１に示す。47wt%硫酸沸騰環境では、いずれの試験片も外観上は試験前の金属光沢を保

ち腐食も確認されず、溶接部も母材と同等の十分な耐食性を示した。95wt%硫酸沸騰環境で

は、腐食により若干の表面荒れが確認されたが、純タンタルの腐食速度よりも良好な値を

示し、電気防食の有効性が確認された。しかし、当該環境で適用可能な耐食性改善には至

っていない。 

 

写真１ 耐硫酸用金属系候補材の腐食試験結果 

 

 

３）平成 28年度 

47wt%硫酸中（約 120℃）で耐食性改善の有効性が確認されたタンタルの電気防食につい

て、その効果と硫酸濃度依存性を検証するための耐食性評価を実施した。純タンタル、タ

ンタル―タングステン系合金の市販品、および白金接触させたタンタルについて、沸騰硫

酸中での腐食試験を行った。試験条件としては、硫酸濃度が 60wt%、70wt%、80wt%、試験

温度が各濃度の沸点である約 140℃、約 170℃、約 210℃で、約 24 時間の試験を実施し、

その試験結果を昨年度実施した 47wt%、95wt%硫酸沸騰環境のデータと併せて図１に示す。

いずれの試験片も硫酸濃度（試験温度）条件の上昇とともに腐食速度の増加を示し、硫酸

濃度が 80wt%までは腐食速度 0.1mm/y 未満と良好な耐食性を示した。また、タンタル－タ

ングステン系合金の市販品、白金接触させたタンタルについては、純タンタルの腐食速度
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よりも良好な値を示し、電気防食の有効性が確認されたが、硫酸濃度が 95wt%の沸騰環境

では適用可能な耐食性改善には至っていない。従ってタンタル系材料の適用範囲としては、

硫酸濃度 80wt%以下が適切であると考える。 

 

 

図１ タンタル系材料の腐食速度の硫酸濃度依存性 
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３－２．ハイブリッド材料の開発 

１）平成 26 年度 

硫酸分解反応容器用の金属材料として、添加元素としてのシリコンは硫酸と反応して

SiO2皮膜を形成し、優れた耐硫酸性を発揮する。シリコン 13～15％を含む鋳鉄はフッ素お

よび SO2を除くすべての酸に対して強い抵抗性があり、耐酸性はシリコンの含有量の大き

いほど優れた特性を示す。一方で、高シリコン鋳鉄は抗張力、抗折力が小さく、硬くて脆

く、壊れやすい。抗張力はシリコン濃度が多いほど減少し、Si 16～18％のものは脆くて加

工が困難となる。耐硫酸性で必要となる 10数％以上のシリコンを含有する合金はバルク材

としての適用は困難であることから、高シリコン合金を溶射により皮膜化したハイブリッ

ド材料の試作について検討した。 

図２は、溶射皮膜が形成されるモデル図である）。プラズマジェット中で加熱され、溶融

された粉末粒子は高速で基材表面に衝突し、扁平化されると同時に、急冷凝固され堆積層

を形成する。溶射膜組織は、層状に堆積された扁平粒子（スプラット）群から成る膜から

なる。扁平粒子層間には雰囲気ガスの巻き込みによる気孔が存在する。気孔は耐食性に悪

影響を及ぼすので、溶射後の封孔処理が必須となる。予備試験の結果、レーザーによる溶

射皮膜の再溶融処理が有効であることが明らかになり、シリコン溶射＋レーザー溶融を組

み合わせたハイブリッド材料の製造方法を確立した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 溶射皮膜の形成モデル 

 

表 2に試作したハイブリッド材料の処理条件を示す。 

 

表２ ハイブリッド材料の溶射溶融処理条件 

基材質 コーティング（溶融処理） 

第1処理 第2処理 第3処理 第4処理 第5処理 

ハステロ

イC276 

Si溶射 

（100μm） 

溶融処理 

（中） 

Si溶射 

（100μm） 

溶融処理 

（中） 

SiO2封孔 
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試作したハイブリッド材料の腐食速度データを半浸漬試験により取得した。試験条件と

しては、硫酸濃度が 47wt%、試験温度が濃度の沸点である約 120℃で、24時間の試験を実

施した。 

試験結果を写真２に示す。両試験片において腐食／非腐食部における表面粗さの違いは

なく、皮膜の耐食性は良好であると評価できる。腐食速度は 0.4mm/yと算出され、当年度

のマイルストーンである 0.5mm/y以下を満足した。一方で皮膜表面に微細な割れが散見さ

れたため、今後は割れ抑制のための更なる溶射条件、溶融条件の最適化が必要である。 

 
写真２ ハイブリッド材料の腐食試験結果 (沸騰 47wt%硫酸、24時間) 

 

２）平成 27 年度 

前年度はシリコン溶射皮膜の耐食性評価を主たる目的として、溶射施工の容易な円盤型

の板状試験片の片面にのみ溶射を施した。実機の塔槽類、反応器を想定すると、平滑面の

みならず曲面形状に対する溶射の適用を考慮する必要がある。そこで腐食試験装置に設置

が可能な試験片寸法および形状として、試験管状の丸底形状の丸棒試験片を設計して溶射

用の基材とした。溶射後の丸棒試験片の外観を写真 3に示す。 

 
写真３  溶射後の丸棒試験片の外観 

（試験片寸法：16mmΦX 70mm） 

 

写真 3に示した丸棒試験片を図 3に示した腐食試験装置内に設置して腐食試験を実施し

た。なお溶射は丸棒試験片の全ての面に施工したが、上端面は皮膜の密着性が十分でない
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ことから、試験片の上部約 10ｍｍは液面の上に出るような半浸漬試験とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 丸棒試験片用の腐食試験装置 

 

 腐食試験条件を表３に示す。試験条件は、ISプロセス硫酸分解工程の使用条件である硫

酸濃度が 47wt%、試験温度が濃度の沸点である約 120℃、および硫酸濃度が 95wt%、試験温

度が濃度の沸点である約 300℃で、24～300時間の試験を行った。結果を図 4に示す。95wt%

硫酸中の腐食速度は、浸漬時間の増加とともに腐食速度は減少傾向を示し、優れた耐食性

（腐食速度 0.03㎜/y以下）を確認した。一方で 47wt%硫酸中の腐食速度は、時間経過にか

かわらず約 0.4㎜/yとなった。硫酸中での耐食性の発現は、Siが酸化されて SiO2皮膜の

形成が進むことに起因すると考えられている。95wt%硫酸中では硫酸の酸化力により皮膜の

安定性が増して浸漬時間とともに腐食速度は減少すると考えられる。47wt%硫酸中では硫酸

の酸化力が十分でないため、シリコン皮膜の耐食性も十分でないと考えられる。 

 

表３ 丸棒試験片の腐食試験条件  

硫酸濃度 (wt%) 47wt% 95wt% 

試験温度 (℃) 120 300 

試験時間 (hr) 5, 10, 24, 50, 100, 300 
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図４ 47wt%, 95wt%沸騰硫酸腐食試験結果 

 

３）平成 28 年度 

これまでの成果として、95wt%沸騰硫酸環境におけるハイブリッド材料は良好な耐食性

が確認できたのに対し、47wt%硫酸環境では腐食速度が約 0.4mm/y で十分な装置寿命を確

保できない。そのため、 47wt%硫酸環境での耐食性改善が必要である。昨年度までの成果

から、硫酸環境においてハイブリッド材料表面に形成される SiO2皮膜の耐食性は極めて効

果的であることが確認されている。そこで、予備酸化等によりあらかじめ皮膜形成された

状態での耐食性について、47wt%硫酸中での腐食試験によりその効果を検証した。 

SiO2皮膜形成が確認された大気中 800℃×24 時間および 900℃×24 時間での予備熱処理

酸化試験片、95wt%硫酸 300℃×24 時間の浸漬で予備酸化処理した試験片について、耐食

性評価試験を行った。予備酸化処理した丸棒試験片に対する腐食試験条件を表 4に示す。 

 

表 4 予備酸化処理した丸棒試験片の腐食試験条件 

硫酸濃度 (wt%) 47 

試験温度 (℃) 120 

試験時間 (hr) 5, 10, 24, 50, 100, 300 

 

予備酸化処理後の腐食試験結果を図５に示す。95wt%沸騰硫酸での浸漬で酸化処理した

試験片（CT1）は浸漬時間の増加とともに腐食速度は減少傾向を示し、300時間後の腐食速

度は約 0.2mm/y となった。予備酸化処理なしの前年度結果では、SiO2皮膜の完全形成に至

らず腐食速度が約 0.4mm/y で減少傾向を示さなかったのに対して、予備酸化処理より SiO2

皮膜の形成が進み耐食性改善が進んだものと思われる。 
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800℃×24時間 の予備熱処理酸化した試験片（HT1）については、浸漬時間の増加とと

もに腐食速度はゆるやかな増加傾向を示し、100時間後の腐食速度は約 0.07mm/y、300時

間後の腐食速度は約 0.4mm/yとなった。腐食試験後の外観観察の結果、試験片底部におい

て亀裂や剥離が確認された。腐食速度の増加はこれらの皮膜の欠陥に起因すると考えられ

る。 

900℃×24 時間 の予備熱処理酸化した試験片（HT2）についても、浸漬時間の増加とと

もに腐食速度はゆるやかな増加傾向を示し、300時間後の腐食速度は約 0.04mm/yとなった。

外観観察においては試験時間経過による亀裂成長は確認されなかったことから、腐食速度

の増加は皮膜内に侵入した硫酸による皮膜の微少な溶解に起因するものと考えられる。 

 

 

図５ 予備酸化処理後の 47wt%沸騰硫酸腐食試験結果 

 

４）平成 29 年度 

前年度の成果から、予備酸化による皮膜形成により、耐食性改善の有効性が確認された。

いる。そこで更なる耐食性改善を狙い、SiO2 皮膜の安定性を目的として酸化時間を 100h

に延長した試験片を作成し、耐食性評価を行った。試験条件は、硫酸濃度が 47wt%、試験

温度が濃度の沸点である約 120℃で 24時間の浸漬試験を行った。前年度実施した酸化時間

24 時間に対し 100h とした試験片の腐食速度は減少傾向を示し、24 時間浸漬後の腐食速度

は 0.1mm/y未満となった。長時間の予備酸化処理により SiO2皮膜が安定化したことで耐食

性改善が進んだものと思われる。 
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３－３．硫酸分解器要素部材の試作・評価 (ハイブリッド材料の大型構造物への適用) 

１）平成 28 年度  

・ハイブリッド材料と既存材料を適用した場合の製作コスト比較 

実機の硫酸反応容器の形状、寸法は現状では未定であるが、本研究で開発している新規

材料であるシリコン溶射材および既存材料であるタンタルクラッドで容器を製作した場合

のそれぞれの製作コストを比較検討した。共通の前提条件として、内径 1000ｍｍ、高さ 3000

ｍｍの寸法で、フランジで開閉可能な構造、塔頂、塔底部に溶接で接合されたノズルを有

する圧力容器を想定した。 シリコン溶射材の製作コストはまだ開発段階で、今後の普及

次第でコストの低減余地はタンタルに比べて大きいと思われるが、コスト試算には十分に

は反映されていない。 

ハイブリッド材料を適用した場合の硫酸反応容器の概要を図６に示す。容器の母材材料

はハステロイ C276 の板厚３ｍｍの炭素鋼クラッド板（全肉厚 20mm）とした。内面の処

理は、これまでの腐食試験結果をから決定したシリコン溶射＋レーザー溶融の 2 回施工で

皮膜厚さは 200μｍとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 ハイブリッド材料を適用した硫酸反応容器の形状、寸法と概略仕様 

 

既存材料を適用した場合の硫酸反応容器の概要を図7に示す。容器の母材材料は炭素鋼

とした。内面の処理は、板厚0.8mmのタンタルを貼りあわせ、クラッド加工（貼りあわせ）

は連続電気抵抗溶接法とした。 
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図 7 既存材料を適用した硫酸反応容器の形状、寸法と概略仕様 

 

算出された製作コストの内訳と費用を表５に示す。 

 

表 5 硫酸反応容器の製造費用試算結果 （千円） 

適用材料 ハイブリッド材（シリコン溶射＋レーザー

溶融） 

既存材(純タンタルクラッド) 

素材費 ２３，８００ ２６，２００ 

容器製造費 ４，０００ ２，１５０ 

溶射施工費 ８，０００  ― 

レーザー溶融

費 

２１，０００  ― 

クラッド接合

費 

 ― ３，１５０ 

その他費用 １１，２００ ７，５００ 

合計 ６８，０００ ３９，０００ 

 

硫酸反応容器の製作コストを試算した結果、シリコン溶射で製作した場合が 6800 万円、

タンタルクラッドで製作した場合が 3900万円と算出された。算出のための前提とした寸法、

形状に対して、タンタルクラッドでの製造は既に工業化しているために実態に合った費用

である。シリコン溶射については、溶射施工は想定した寸法、形状で工業的に問題なく実

施できるが、レーザー溶融はこの規模での実施工は実績が無く、試験片製作レベルでの施

工費用をスケールアップした概算値となっている。従って大型化を前提としたレーザー加

工装置での施工によって費用の圧縮は可能と判断される。 
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・硫酸分解器要素部材の構造および適用材料の検討 

実機の硫酸分解器の製作を想定すると、機器には構造上曲面形状、溶接部、シール構造

が存在する。これらの構造上の特徴を内包した試験容器を硫酸分解器要素部材と呼ぶ。こ

れまでの検討の結果、耐沸騰硫酸の候補材料としてシリコン溶射皮膜およびタンタル合金

のクラッド材の適用可能性を見出した。硫酸分解器要素部材に適用する候補材料には、既

に工業化されているタンタルクラッドに比べて新規性が高くこれまでに容器に対する施工

実績が無いシリコン溶射に決定した。 

硫酸分解器要素部材の設計に際しては以下の点を考慮した。 

 

（１）容器を製作後に腐食試験を実施することから、形状は既製品のガラス製腐食試験容

器に準ずる。 

（２）容器に曲面形状、溶接部、シール構造が内包される。 

（３）内面に溶射、レーザー溶融が施工できることを考慮して容器寸法を決定する。 

 

以上の点を考慮して、硫酸分解器要素部材の形状、寸法を図８のように決定した。ここ

で基本的な寸法、形状は従前から使用している既製品のガラス製のセパラブルフラスコに

準じた。また上蓋は既製品のガラス製品を用いることにした。容器の高さは溶射の施工性

を考慮して内径の８０％を目途に１２０mmと決定した。 

 

ガラス製上蓋（既製品） 

 

             溶射＋レーザー処理面 

         ［容器の内面］ 

 

 

 

 

120mm 

 

 

 

 

 

図8 硫酸分解器要素部材の形状、寸法 

 

２）平成29年度 

前年度に寸法、形状を決定した硫酸分解器要素部材について、詳細設計を実施した。 

設計図面を図9に示す。前年度の基本設計では、容器は1体構造であったが、実機を想定し

て2ピース構造に変更して上部（Ａ体）、下部（Ｂ体）を個別に製作して溶接で接合するこ

ととした。 

Φ150mm 
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図９ 硫酸分解器要素部材の設計図 

硫酸分解器要素部材の素材は、腐食試験片と同様にハステロイ C276 もしくは相当鋼を

適用した。材料手配の都合上、A 体には NIDAK 製のハステロイ C276 相当鋼 (製品名：

CR500)、B 体には VDM 製のハステロイ C276 鋼を適用した。素材の規格成分と製品の化

学組成を表 6 に示す。 

表 6 素材の規格成分と製品の化学組成 （ｗｔ％） 

 C Si Mn P S Ni Cr Mo W V 

NIDAK 

CR500規格 

＜0.03 0.4 

-1.0 

＜1.5 ＜0.03 ＜0.03 REM 14.5 

-16.5 

15.0 

-17.0 

3.0 

-4.5 

＜0.35 

要素部材A体 0.01 0.48 0.80 0.008 0.009 57.09 15.50 16.07 3.75 0.01 

HC276規格 ＜0.01 ＜0.08 ＜1.0 ＜0.04 ＜0.03 REM. 14.5 

-16.5 

15.0 

-17.0 

3.0 

-4.5 

＜0.35 

要素部材B体 0.005 0.03 0.32 0.004 <0.002 57.51 16.0 16.1 3.6 0.17 

製作素材は 182ｍｍΦの管材を用いて、底板には別途平板を用意して管に溶接接合した。

素材の外観を写真４に示す。機械加工終了後の硫酸分解器要素部材の外観を写真５に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 容器素材の外観 
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写真５ 機械加工終了後の硫酸分解器要素部材の外観 

 

 硫酸分解器要素部材内面のシリコン溶射に先だってＡ体、Ｂ体の溶接およびシリコン溶

射の手順、要領について検討した。溶接入熱によりシリコン溶射皮膜がダメージを受ける

ことから、溶接開先近傍は溶射を施工せず、溶接接合の後に溶接部を再度溶射する手順と

した。作業手順を図１０に示す。 

 

図１０  容器内面の溶射＋溶融および溶接の手順 

 

 上記の施工手順において、溶接線近傍の溶射範囲を決めるための予備試験を実施した。

予備試験のための試験片の外観を写真６に示す。ハステロイＣ２７６製の平板の端部から

5, 10, 15, 20ｍｍ遠ざけた４か所に溶射を施したのちに突合せ溶接を行った。溶接の入熱に

よる板の変色の範囲が溶射部位に及ぶか否かで溶射範囲を検討した結果、溶接線から溶射

の範囲を 15mm 遠ざけることで、溶射皮膜は溶接の熱影響を受けないと判断した。 
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写真６ 溶射範囲決定のための予備試験片の外観 

 

硫酸分解器要素部材内面の溶射条件を表７に、溶射の作業外観を写真 7 にそれぞれ示す。 

 

表７ 溶射条件 

溶射方法 大気プラズマ溶射 

プラズマガス アルゴン＋水素 

プラズマ出力 ４０ｋW 

溶射距離 １４０ｍｍ 

 

 

写真７ 溶射作業の外観 

溶射後の溶射皮膜のレーザー溶融条件を表 8 に、レーザー溶融の作業外観を写真 8 にそ

れぞれ示す。 

 



17 

 

表 8 レーザー溶融条件 

レーザーの種類 ファイバーレーザー 

波長 １０７０nm 

レーザー出力 約２００W 

作業距離 ５００ｍｍ 

 

 

写真８ レーザー溶融作業の外観 

 

硫酸分解器要素部材内面のシリコン溶射およびレーザー溶融加工後の外観を写真９に示す。 

 

 

写真９  溶射、レーザー溶融処理後の硫酸分解器要素部材の外観 

 

 

内面処理後の硫酸分解器要素部材を溶接にて接合した。溶接条件を表９に、溶接の作

業外観を写真１０にそれぞれ示す。 
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表９ 溶接条件 

溶接方法 TIG溶接 

シールガス アルゴン 

積層数 5層 

入熱量 ６０ｋJ/cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１０ 溶接作業の外観 

 

 接合後完成した硫酸分解器要素部材の外観を写真１１に示す。 

 

 

写真１１ 完成した硫酸分解器要素部材の外観 

 

 硫酸分解器要素部材上部と市販のガラス製の蓋は、ガスケットを介して機械的にクラン

プする構造となっている。写真１２に硫酸分解器要素部材とガラス製の蓋をクランプした

様子を示す。 
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写真１２ 硫酸分解器要素部材とガラス製蓋の接合状態 

 

３－４．まとめ 

耐硫酸用の市販耐食金属材料は、硫酸環境下における既存報告の材料調査により、硫酸

分解反応工程の金属材料として、タンタル、ニオブ、ジルコニウムの高融点金属を選定し

て腐食試験を実施した。中でもタンタルは優れた耐食性を示し、タンタル－タングステン

系合金の市販品、電気防食を利用した白金接触させたタンタルについては、純タンタルの

腐食速度よりも良好な値を示したことから、電気防食の有効性が確認された。しかし、硫

酸濃度が 95wt%の沸騰環境では工業的に適用可能な耐食性改善には至っていない。タンタ

ル系材料の適用範囲としては、硫酸濃度 80wt%以下が適切であると考える。 

硫酸環境において特に厳しい環境にさらされる硫酸分解反応容器用の金属材料として、

優れた耐食性を示すシリコンを用いる高シリコン含有溶射皮膜にレーザー溶融処理を組み

合わせたハイブリッド材料の製造方法を確立し、試験片製作および腐食試験を実施した。

実機の塔槽、反応器等を想定し、曲面全周溶射の丸棒試験片を製作し、予備酸化による耐

食性改善を目的とした処理条件の検討・策定により、高濃度（95wt％）硫酸の沸騰環境下

では腐食速度 0.03mm/y 以下と優れた耐食性を示した。中濃度（47wt%）硫酸では、酸化力

の低下により表面耐食皮膜（SiO2）の形成が弱く耐食性が低下したが、予備酸化処理によ

って耐食性を向上する方法を考案し、その効果を実験的に確認して耐食性向上の方法を明

らかにした。 

硫酸反応容器の製作コストを試算した結果、シリコン溶射で製作した場合が 6800 万円、

タンタルクラッドで製作した場合が 3900 万円と算出された。算出のための前提とした寸

法、形状に対して、タンタルクラッドでの製造は既に工業化しているために実態に合った

費用である。シリコン溶射については、溶射施工は想定した寸法、形状で工業的に問題な

く実施できるが、レーザー溶融はこの規模での実施工は実績が無く、試験片製作レベルで
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の施工費用をスケールアップした概算値となっている。従って大型化を前提としたレーザ

ー加工装置での施工によって費用の圧縮は可能と判断される。 

硫酸分解器要素部材の設計に際しては、実機を想定して容器に曲面形状、溶接部、シー

ル構造が内包されることを考慮した。この思想に基づいて硫酸分解器要素部材を設計して

製作を完了した。 

 

 

３－５．今後の課題 

耐食材料であるハイブリッド材については、予備酸化処理、多層溶射による溶射皮膜の

厚肉化などによるさらなる耐食性の向上を図るとともに、大型構造材への被覆技術適用を

確証する必要がある。 

硫酸分解器要素部材の試作が完了したことから、これを用いた耐食性試験による構造物

としての健全性評価確認が必要と考える。また、実用化に向けて、コストを低減できるよ

う新しい施工技術を確立する必要もある。 
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