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プラズマジェットの冶金反応への応用（1）
　一五酸化ニオブの炭素還元による炭化ニオブの生成一
　　　　　〇nApplication　of　Plasma　Jet　to　Metallurg三cal　Reaction（1）

－Formation　of　Niobium　Carbide　by　Carbothermlc　Reduction　of　Niobium　Pentaoxide一

　　石塚隆一＊・明石和夫＊・江上一郎＊
　　　　　　Ryfiichi　ISHIZUKA，　KazuQ　AKASHI　and　Ichir6　EGAMI

　　　　　　　　　1．はじめに

　近年，プラズマジェットの応用分野は広く開拓されつ

つあるが，製錬を含む冶金反応の領域に限定すると意外

に応用例が少なく，今後の研究対象として大いに期待さ

れている．

　筆者らは先に，二，三の酸化物の炭素還元法による純金

属の生成およびホウ素の溶融による精錬効果等について

の報告を行ない1）’－5），その実験例についての一部は本誌

でも紹介した6）．今回は五酸化ニオブに還元剤として炭

素を加え，前処理として温度を変えて焼成を行なった後

アルゴンー水素（5％）混合ガスを作動ガスとして得られ

るアークプラズマジェットの高温下で反応させ炭化ニオ

ブを得る実験を試みた結果の一部につき簡単に報告す
る，

　　　　2．　五酸化ニオブの炭素還元反応過程

　炭化物の生成反応はNb205＋7C＝2NbC＋5COとし

て五酸化ニオブと炭素の配合を決定したが，反応過程で

は次式が考えられる．AF°は反応の自由エネルギ変化で
ある7）．

　　Nb205＋C＝2NbO2＋CO　　　　　　　　　　（1）

　　　AF°（1）＝41，664－38．86T

　　NbO2十C＝NbO＋CO　　　　　　　　　　　　（2）

　　　∠IF°（2）＝61，164－45．26T

　　NbO十2C＝・NbC十CO　　　　　　　　　　　　（3）

　　　liF°（3）一・　60，　634－41．60T

　　NbO十C＝Nb十CO　　　　　　　　　　　　　（4）

　　　AF°（4）＝87，　634－42．　00T

　　40　　　　　　　　　　　　　これらの∠F°

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の温度依存性に

謹　　　　　　ついて示したの
t「　　　　　　姻・である．
意一40　　　　　　　　　　　　　　これより炭化物

蓋　　　　　　の生成は平勧
譲一80　　　　　　　　　　　　　上からも高温側

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほど有利であり

　一120　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラズマジェッ

　　　1000　2000　3000　4000　　トの高温下で反
　　　　　　　温度（℃〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　応を急速に進行
図1　酸化ニオブと炭素の反応自

　　　由エネルギ変化　　　　　　　させ炭化物を得

grずつに加

圧成形（約5

t／cm2，10mm

φ×15）して

Arふんい気
中各所定温度

で1時間焼成

を行なった．

試料は図2に

示すプラズマ

ジェットト・・一一

ることができると考えられる．なお作動ガスに含まれて

いる水素（おそらく相当量が原子状水素に解離している）

も還元反応にあずかる可能性が大きい．

　　　　　　　　　3．実験方法

　試料の原料には市販のNb205（99．6％）を，還元剤とし

てはピッチコ…－bクス（固定炭素99．3％）を選び，いずれも

十分に乾燥しNb205とピッチコークスのモル比を1：7

にして，磁性乳鉢製のライカイ機で2時間混合を行なっ

た．これを3
　　　　　　　　　　　　　　　　　トーチ
　　　　　　　入力端

＊東京大学生産技術研究所第4部

のぞき窓

ルツボ
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　　　　　　　　　　　図2　プラズマ反応器

チを組み込んだ反応装置の銅るっぼ上におき，Ar－H2（5

％）混合ガス（流量4．5　1／min）を作動ガスとして移送方式

（トーチのノズルよりもさらに銅るつぼ自体に正の電圧

をかける）により発生させたプラズマジェットを試料

に集中させ，急速に加熱して反応を進行させた．温度は

光高温計により一定時間反応させた溶融終了直前の試料

表面につき測定した．反応後凝固させた試料を縦に二分

し，一方を組織検査およびマイクロビッカp・一一一ス硬度の測

定に，他方は粉砕してX線回折，化学分析に供した．

　　　　　　　　4．　実験結果と考察

　（1）焼成試料について　Arふんい気中各温度で1時間

焼成した試料を写真1（a）に示す．焼成温度により硬さ，

色調が異なり1400°C焼成試料ではかなりもろくなり灰黒

色から茶褐色へと変化する．図3から焼成温度が高くな

るにしたがって比電気抵抗と重量の減少が見られる．

これは五酸化ニオブの羨素による還元反応の進行がほぼ

1000℃以上でかなり顕著になるためである．また試料の

比電気抵抗の値は小さくなるほどプラズマ炎の発生とそ

の試料への集中が容易となる．また図4より1400℃の焼
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　　図5　プラズマ溶融試料のX線回折

かめられた，

その回折強度比が異なって

いる．図6は溶融前後にお

ける重量変化を示したもの

で，焼成温度が高い試料ほ

ど減量率が小さく，これは

還元反応の進行度合が異な

るためであることは図4の

結果からも明らかである，

　（5）炭化ニオブ生成物の

検肘　プラズマ溶融生成物

のニオブ並びに炭素分祈結

助

紫剴禦

　回折角　C’2e）Target；CuKα

図4　焼成試料のX線回折

しかし前処理としての焼成温度によって
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成により炭化ニオブの回折線がめいりょうに出現するが

二酸化ニオブも少量残留していることがわかる．

　（2）溶融試料について　写真1（a）に示した焼成試料

を一定条件でプラズマ炎により溶融して得られた炭化ニ

オブを示したのが写真1（b）である．これは一様に光沢

があり，これを粉砕すると灰黒色を呈する．これら試料

のX線回折結果を図5に示した．焼成処理をせずにその

まま溶融したものには不明な回折線も認められたが，他

の回折線については明らかに炭化ニオブであることが確

果およびマイクロビッカース硬度を図7に示す．F。stere）

らによればNbCi、oに近い組成の硬度として2470の値が

与えられているが，本突験では焼成温度により約210DN
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図8　プラズマ溶融試料のCtNb重量比

2700の硬度が得られた．図8は同じく分析結果より求め

たC！Nbの重量比とその理論値を示したものである．ま

た，1370℃で4時間焼成をして得られた粉状炭化ニオブ

を加圧成形し，プラズマ溶融したものはNb％89．4，　C

lo．6でNb＋C％100に達するhi　CINb重量比はo．12（映

度は2100）であり図8の実験結果と同様にその理論値と

はややずれている．写真2はプラズマ溶融生成炭化；オ

ブ（未焼成試料の）である．結晶粒はかなり大きくその粒

界にも特徴がある．なお溶融試料は理度が大きくもろい

のでその研磨法については一．・考を要するものと思われ

る．

　　　　　　　　　5．　ま　と　め

　五酸化ニオブと炭素を所定比に混合成形し，温度を変

えて焼成した試料をプラズマジェット下に反応させると

迅速に炭化＝オブが生成する，Nb＋C％は100に迂い値

が得られるが，C／Nbの玉量比は多少理論値とずれる傾

向にある．またX線回折強度比およびマイクロ硬度にも

差を生じた．Nb－C系の状態図には不完全ではあるが

Elliott9），　Stermsら：o｝の結果があるが，実験結果ならひ

にそれらより推定するといったん溶融後NbC［．eを得る

のは困難のように思われるがさらに険討を要する．また

プラズマ溶融時の蒸発損失も問題であるが今回は特にふ

れなかった．　　　　　　　　　（1968年9ガユ1日受理）
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