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   本研究ではアルゴン−水素およびアルゴン−窒素高周波誘導熱プラズマの速度、 

  温度、濃度分布の数値解析を行うことにより、熱プラズマ中に供給した炭化チタン 

  粉体の挙動のモデリングを行った。熱プラズマから粉体への熱移動によって、熱プ 

  ラズマの温度分布や速度分布が影響を受けるために、数値解析ではその影響を考慮 

  した。熱プラズマの圧力が低いほど粉体への熱移動量は減少し、また粉体供給量が 

  多いほど粉体への熱移動量は減少した。これらの結果は粉体の粒径分布の測定結果 

  と一致した。 

 

１．緒言 

 高周波（RF）熱プラズマは 10,000 K以上の高温かつ高活性な状態である。このプラズマ中

でセラミックス粉体を処理することにより、セラミックス粉体の形状、表面形態、化学組成

を変化させることができる。アルゴン−窒素RF熱プラズマに炭化チタン粉体を供給したり、ア

ルゴン−水素RF熱プラズマに炭化チタン粉体を供給して、プラズマの尾炎部にアンモニアを吹

き付けることにより、炭化チタン粒子中の空孔の生成、さらに窒素の部分置換を起こすこと

ができる[1]。炭化チタン（TiCx, 0.5 < x < 1）はNaCl型構造を保ったまま広い不定比を持つの

で、結晶構造を変えないで炭素原子を窒素原子で部分置換することが可能である。熱プラズ

マ中で処理した炭化チタン粉体の不定比はプラズマの組成、圧力、および粉体の供給量に依

存し、この不定比によって炭化チタン粉体の特性が大きく変化する[1]。 

 熱プラズマ中で処理した炭化チタン粉体の特性を調べるためには、粉体のプラズマ中にお

ける挙動のモデリングを行い、プラズマから粉体への熱移動量や粒子の反応機構を調べるこ

とが必要である。本研究ではまず化学反応を含めた RF熱プラズマの温度、速度、濃度分布を

数値解析により求め、次に熱プラズマ中における炭化チタン粉体の軌跡および熱プラズマか

らの熱移動量を求めた。このモデリングを用いてプラズマから粉体への熱移動量を推算する

ことにより、RF熱プラズマを用いた新たな材料プロセシングを開発することができる。     

 

２．数値解析 

２．１ RF熱プラズマの速度、温度、濃度分布の数値解析 

 数値解析を行った RF 熱プラズマのモデルを図１に、また操作条件を表１に示す。RF 熱プ
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ラズマの尾炎部におけるインジェクションガスは粉体の処

理において重要な影響を与えるので、本研究ではプラズマ

トーチのみならず、その下流に付けられた反応管、および

インジェクションガスの影響を含めて数値解析を行った。 

 数値解析は以下の仮定に基づいた。１）定常状態で軸対

称、２）層流、３）重力および粘性による散逸は無視、４）

光学的に薄い、５）電離に関しては局所熱熱平衡（LTE）

が成立する。ただし窒素や水素の解離、再結合反応速度は

考慮する。 

 RF熱プラズマの温度、速度、濃度分布を求めるには、２

次元の質量、運動量、エネルギー、成分の各保存式ととも

に、２次元の電磁場の式を解く[2-4]。 

連続の式： ∇⋅(ρu) = 0   (1) 

運動量保存式： ρu⋅∇u = -∇p + ∇⋅τ + J × B  (2) 

エネルギ−保存式： 
ρu⋅∇h = ∇⋅( k

Cp
∇h) + ∇⋅{µ

Pr
 (Le i - 1) h i�

i
 ∇ci} - Q r + J ⋅ E

 (3)       図１ プラズマ反応器 

成分保存式： ρu⋅∇c = ∇⋅(ρD∇c) + S  (4) 

ここでuは速度、pは圧力、τは応力テン

ソル、hはエンタルピ、ρは密度、µは粘

性率、kは熱伝導率、Cpは定圧比熱、Pr

はプラントル数、Leはルイス数、Cは質

量分率、Dは拡散係数である。運動量保

存式の右辺最後の項はローレンツ力に

よる項、エネルギー保存式の右辺第２項

は拡散によるエネルギー輸送の項、第３

項のQｒは放射による熱損失、最後の項

はジュール加熱による項である。成分保

存式のSは水素や窒素の解離および再

結合反応による生成項である。この生成

項はそれぞれの反応速度から求める。 

 電場を変数とした２次元のマックス

ウエルの電磁界方程式(5)を解くことに

より[5]、上記の基礎方程式で現れる電

流密度 J、磁束密度B、電場Eを求める。 
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Torch power  
Working frequency 
Reactor pressure 
Coil radius (Rc) 
Coil turn number 
Distance to frontal end of coil (Lf) 
Distance to rear end of coil (Lr) 
Wall thickness of quartz tube (w) 
Insertion length of steel tube (Lt) 
Torch length (L1) 
Distance to circumference slot (L2) 
Distance to reation chamber (L3) 
Total length of reactor (L4) 
Flow rate of carrier gas (Ar) 
Flow rate of plasma gas (Ar) 
Flow rate of sheath gas (Ar) 
Flow rate of sheath gas (H2) 
Flow rate of tail injection gas (H2) 
Inner radius of injection tube (r1) 
Outer radius of injection tune (rt) 
Inner radius of inner slot (r2) 
Outer radius of inner slot (r3) 
Inner radius of outer slot (r4) 
Outer radius of outer slot (r5) 
Inner radius of quartz tube (r6) 
Inner radius of circumference slot (r7) 
Inner radius of reaction chamber (r8)

25 kW 
2 MHz 
53.3 - 101.3 kPa 
34 mm 
3 
60 mm 
90 mm 
2 mm 
80 mm 
210 mm 
230 mm 
240 mm 
740 mm 
4 liters/min 
6 liters/min 
30 liters/min 
3.5 liters/min 
5 liters/min 
1.25 mm 
3.75 mm 
3.75 mm 
5 mm 
22.5 mm 
23 mm 
23 mm 
35 mm 
75 mm

表１ RFプラズマの操作条件
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∇2E - ξσ ∂E

∂t
 = 0

      (5) 

 数値解析には SIMPLER法[6]を改良した SIMPLEC法[7]を用いた。数値解析を行う差分格子

は軸方向に 54、半径方向に 43とし、不等間隔格子を用いた。 

 

２．２ 炭化チタン粉体の挙動の数値解析 

 炭化チタン粉体（平均径：1.35 µm）はプラズマトーチの中心に挿入されたステンレス管か

ら供給される。ＲＦ熱プラズマから粒子への熱移動量は、希薄流体中における単一粒子モデ

ルを適用した。このモデルにおける Knudsen数（プラズマの平均自由行程／粒子径）は 10以

上なので、自由分子流の領域となり、通常の連続流体中における粒子への伝熱モデルは適用

できない。希薄流体中における粒子への熱移動量 qは式(6)で求める。 

   q = q neu  + q ion + qelec     (6) 

ここでqneuは中性粒子による熱移動量、qionはイオンによる熱移動量、qelecは電子による熱移動

量である。中性粒子による熱移動量はアルゴンqAr、水素原子qH、水素分子qH2から成り、式(7)

から計算する。 

   q neu  = qAr + qH + qH2     (7) 

それぞれの熱移動量は式(8～10)により求められる。 

   
qAr = nArvAr

4
 αAr (2kT - 2kTW)

     (8) 

   
q H = nHvH

4
{ αH (2kT - 2kTW) + EH}

    (9) 

   
q H2 = nH2vH2

4
 αH2 (2kT - 2kTW)

      (10) 

ここでnは数密度、vは１次平均速度、αは熱適応係数、Twは粒子温度、EHは水素の解離エネル

ギーである。中性粒子に対する熱適応係数は 0.62とした[8]。 

 イオンと電子による熱移動量は式(11)により求められる。 

  
q ion  + q elec= nionvion

4
 {α ion  (2kT - 2kTW - eΦF)   +αelec (2kT - 2kTW) + EI}

   (11) 

ここでeは単位電荷、ΦFはフロート電位、EIは電離エネルギーである。ここでの熱適応係数は

0.48とした[8]。 

 熱プラズマ中の粒子の軌跡も連続流体中の粒子のモデルを適用できない。また非連続領域

（10-2 < Kn < 1）における粒子の抵抗係数の補正の研究[9]があるが、本研究ではKnが 10以上

なので適用できない。ここではモデリングの簡略化のために粒子が熱プラズマの流速と同じ

になると仮定した。 

 

２．３ 熱プラズマと炭化チタン粉体との相互作用 

 RF熱プラズマに供給する炭化チタンの粒子径を実測値に合うように 12のクラスに分類し、
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各々に対して熱移動量を求めた。本研究では粉体の供給量が多いので、粉体への熱移動によ

り熱プラズマの温度分布等が影響を受ける。よって粒子の各時間ステップ毎に熱プラズマか

ら粒子への熱移動量を計算し、粒子が通過した領域において熱プラズマが均一にそのエネル

ギーを失うと仮定し、再度熱プラズマの温度と速度分布を計算し直した。熱プラズマと粒子

との相互作用を考慮した PSI-Cellモデルが報告されているが[10]、本研究では RF 熱プラズマ

の数値解析自体が非常に困難であるので、プラズマと粒子との相互作用は上記のような簡略

化した方法で求めた。 

 

３． 解析結果 

 RF熱プラズマ（66.7 kPa）における等温線と水素原子の等濃度線を図２、３に示す 。等温

線では誘導電流のジュール加熱により放電領域において 10,000 K以上の高温域が発生してい

ることが示されている。表皮効果のために、この高温域は中心からずれており、中心近傍で

は温度は最高でも 9,500 K程度である。水素原子は RF熱プラズマの高温部にのみ存在してい

る。このモデルでは水素の解離および再結合反応速度を考慮して数値解析を行ったが、水素

のように解離エネルギーが比較的低いガスでは解離および再結合反応に対しては熱平衡がほ

ぼ成立していると考えてよいことがわかる。 

 この熱プラズマ中に供給した炭化チタン粒子（供給量 3 g/min、直径 2 �m）への熱移動量を

図４に示す。アルゴンからの熱移動量と水素原子からの熱移動量は同程度であり、水素分子

の寄与は水素の解離度が高いために無視でき、イオンおよび電子の寄与は熱プラズマの 
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電離度が低いために無視できる。しかしアル

ゴン−窒素プラズマ中に同じ条件で炭化チタ

ン粒子を供給した場合には、窒素の解離度が

小さいので、窒素分子による熱移動量が無視

できない。これは窒素の解離エネルギーが水

素より高いためである。 

 炭化チタン粉体の蒸発および融解する割合

に対する粉体供給量の影響を図５に示す。粉

体供給量が多くなると熱プラズマの温度が低

下するために、粉体単位質量当たりの熱移動

量は減少する。供給量が 2 g/min以下ではすべ

ての粒子が融解するが、5 g/min以上ではほと

んどが固体のままである。また 2 g/min 以下

では粒子が蒸発する割合が多くなってしまう。

粉体供給量は熱プラズマで処理する粒子の特

性に大きな影響を与えることがわかる。 

 炭化チタン粉体の蒸発および融解する割合に対する熱プラズマの圧力の影響を図６に示す。

熱プラズマの圧力を増加することにより粉体への熱移動量は増加する。これは圧力の増加に

より熱プラズマの速度が低下して、粉体の熱プラズマ中の滞留時間が増加すること、および

圧力の増加により熱プラズマのアルゴンや水素の数密度が増加するためである。熱プラズマ

による粉体の処理においては、圧力も重要なパラメータである。 
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 アルゴン−水素プラズマで処

理した炭化チタン粉体の粒径分

布における圧力の影響を図７に

示す。この図において線で示さ

れているのは測定結果であり、

キーで示されているのは計算結

果である。計算された粒子径は

測定結果より小さい。これは数

値解析において、粒子間におけ

る相互作用を無視した理想的な

供給を仮定したからである。こ

れらの結果では、圧力が高くな

ると粒子径が小さくなることが示されている。これは圧力が高くなるとプラズマから粒子へ

の熱移動量が大きくなるからであり、図 6 で示した結果と一致している。このようにプラズ

マ中で処理した粒子の粒径分布などの特性を解析することによって、プラズマから粒子への

熱移動量を推算することができる。 
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図７　プラズマ処理したTiC粒子の粒径分布

 

４．結言 

 アルゴン−水素およびアルゴン−窒素 RF熱プラズマの速度、温度、濃度分布の数値解析を行

うことにより、熱プラズマ中に供給した炭化チタン粉体の挙動のモデリングを行った。本研

究の数値解析は、RF熱プラズマを用いた粒子の処理に対して重要な指針を与えることができ

る。 
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