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なぜマイクロ波に注目したのか？なぜマイクロ波に注目したのか？



二酸化チタンを用いた水処理二酸化チタンを用いた水処理二酸化チタンを用いた水処理二酸化チタンを用いた水処理
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しかしながら、既存の処理法に比べて処理時間が長いしかしながら、既存の処理法に比べて処理時間が長いしかしながら、既存の処理法に比べて処理時間が長いしかしながら、既存の処理法に比べて処理時間が長い



マイクロ波とは

マイクロ波とは、電波の周波数に
よる分類の一つである。

一般的には波長が100 μm～1 mで、
周波数が300 MHz～ 3 THzの電波を
指し示す指し示す。



マイクロ波加熱原理マイクロ波加熱原理
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この問題を改善するためにマイクロ波を用いたこの問題を改善するためにマイクロ波を用いたこの問題を改善するためにマイクロ波を用いたこの問題を改善するためにマイクロ波を用いた
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マイクロ波を照射することでマイクロ波を照射することで….….



マイクロ波が与える光触媒促進効果マイクロ波が与える光触媒促進効果波 触 促波 触 促

汚染物質が光触媒表面汚染物質が光触媒表面汚染物質が光触媒表面汚染物質が光触媒表面
に吸着しやすくなるに吸着しやすくなる

光触媒光触媒 OHOHラジカルの生成量ラジカルの生成量光触媒光触媒
マイクロ波マイクロ波

紫外線紫外線

OHOHラジカルの生成量ラジカルの生成量
が増加するが増加する紫外線紫外線

光触媒ナノ粒子の光触媒ナノ粒子の
凝集を防げる凝集を防げる



冷やしながら、マイクロ波加熱を行う (温度は室温を保つ)冷やしながら、マイクロ波加熱を行う (温度は室温を保つ)

紫外線を照射
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冷やしながらマイクロ波照射を行うと分解速度が4倍になる
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やはり、マイクロ波独自の効果であるやはり、マイクロ波独自の効果である
((通常ヒーターでは得られない通常ヒーターでは得られない))((通常ヒーターでは得られない通常ヒーターでは得られない))



より、実用性を高めるためにより、実用性を高めるために……



マイクロ波照射装置マイクロ波照射装置 TiOTiO22

紫外線ランプ紫外線ランプ????????????

新しい水処理法新しい水処理法新しい水処理法新しい水処理法

マイクロ波と金属は相性が悪いマイクロ波と金属は相性が悪い

新たな問題……新たな問題……

マイクロ波と金属は相性が悪いマイクロ波と金属は相性が悪い

1. マイクロ波の中に紫外線ランプを入れることはできない
2. マイクロ波装置に穴をあけて照射しても、光は弱い
1. マイクロ波の中に紫外線ランプを入れることはできない
2. マイクロ波装置に穴をあけて照射しても、光は弱い



マイクロ波励起紫外線ランプ(MDEL)を試作したマイクロ波励起紫外線ランプ(MDEL)を試作した

従来の紫外線ランプに対する利点従来の紫外線ランプに対する利点

マイクロ波励起紫外線ランプ(MDEL)を試作したマイクロ波励起紫外線ランプ(MDEL)を試作した

従来の紫外線ランプに対する利点

1. 電極がないのでランプの寿命が長い

従来の紫外線ランプに対する利点

1. 電極がないのでランプの寿命が長い

2. 電極がないのでランプを自由に形成できる2. 電極がないのでランプを自由に形成できる スス
スス3. 金属腐食性のガスを封入できる

4. 電気供給を無線で供給できる

3. 金属腐食性のガスを封入できる

4. 電気供給を無線で供給できる

スス

電気供給を無線で供給でき

5. 光強度が変わらない

電気供給を無線で供給でき

5. 光強度が変わらない

6. ランプ点灯までの時間が短い6. ランプ点灯までの時間が短い MDELMDEL 市販ランプ市販ランプ



MDELで水処理容器を作るMDELで水処理容器を作る

MW

MDELMDELを容器の形に作成を容器の形に作成MDELMDELを容器の形に作成を容器の形に作成MDELMDELを容器の形に作成を容器の形に作成

容器の中には農薬容器の中には農薬ととTiOTiO22

MDELMDELを容器の形に作成を容器の形に作成

容器の中には農薬容器の中には農薬ととTiOTiO22

電子レンジで農薬電子レンジで農薬の完全分解の完全分解が数分でできるが数分でできる電子レンジで農薬電子レンジで農薬の完全分解の完全分解が数分でできるが数分でできる



VOCやアルデヒドの分解が10倍以上促進されるVOCやアルデヒドの分解が10倍以上促進される

マイクロ波
オーブン MDEL

TiO2ペレット MW TiO2ペレット

排気

MW

アセトアルデヒド/窒素

合成空気ガス

GC 排気アセトアルデヒド/窒素

合成空気ガ

流量コントローラー

水(湿気を加える) MDELMDEL



この手法の特徴はこの手法の特徴は…..…..この手法の特徴はこの手法の特徴は…..…..

マイクロ波を照射するだけで、紫外線とマイクロ波マイクロ波を照射するだけで、紫外線とマイクロ波マイクロ波を照射するだけで、紫外線とマイクロ波マイクロ波を照射するだけで、紫外線とマイクロ波
を同時に光触媒へ照射することができる。を同時に光触媒へ照射することができる。

通常の光触媒分解に比通常の光触媒分解に比
べ数倍から数百倍の分べ数倍から数百倍の分

様々な分解様々な分解((光触媒分光触媒分
解・光分解・熱分解・解・光分解・熱分解・

解効果が得られる解効果が得られるオゾン分解オゾン分解))が進むにが進むに
もかかわらず、装置はもかかわらず、装置は
電子レンジだけで済む電子レンジだけで済む



MDELを用いた環境保全への展開MDELを用いた環境保全への展開
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新技術の特徴・従来技術との比較新技術の特徴・従来技術との比較新技術の特徴 従来技術との比較新技術の特徴 従来技術との比較

マイクロ波光触媒法マイクロ波光触媒法

• 電子レンジのような、どこにでもある技術を用いて、
光触媒法の問題点を改善することができる。

• 電子レンジのような、どこにでもある技術を用いて、
光触媒法の問題点を改善することができる。

• 同じ消費電力でも10倍以上の処理速度が望めるこ
とから、コスト削減につながる。

• 同じ消費電力でも10倍以上の処理速度が望めるこ
とから、コスト削減につながる。

ランプについてランプについて

• 無電極・無配線であるMDELは、電気的な配線を気
にすることなく、様々な用途へ利用できる。

プ交換 頻度が著しく少な ため メ ナ

• 無電極・無配線であるMDELは、電気的な配線を気
にすることなく、様々な用途へ利用できる。

プ交換 頻度が著しく少な ため メ ナ• ランプ交換の頻度が著しく少ないため、メンテナンス
の作業が減る。

• ランプ交換の頻度が著しく少ないため、メンテナンス
の作業が減る。



想定される用途想定される用途想定される用途想定される用途想定される用途想定される用途想定される用途想定される用途

•• 新しい光触媒分解の用途に使用できる新しい光触媒分解の用途に使用できる。。•• 新しい光触媒分解の用途に使用できる新しい光触媒分解の用途に使用できる。。

•• 通常の光浄化システムに代わる技術として適通常の光浄化システムに代わる技術として適
用できる用できる

•• 通常の光浄化システムに代わる技術として適通常の光浄化システムに代わる技術として適
用できる用できる用できる用できる。。用できる用できる。。

•• 既存の方法では難しい用途に利用できる既存の方法では難しい用途に利用できる。。•• 既存の方法では難しい用途に利用できる既存の方法では難しい用途に利用できる。。



実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題

•• 様々なモデル汚染物質の分解実験を進様々なモデル汚染物質の分解実験を進
めてきためてきた

•• 様々なモデル汚染物質の分解実験を進様々なモデル汚染物質の分解実験を進
めてきためてきためてきためてきた。。めてきためてきた。。

•• 今後今後、、スケールアップについて実験デースケールアップについて実験デー
タを取得しタを取得し 実際の汚染物質の分解を実際の汚染物質の分解を

•• 今後今後、、スケールアップについて実験デースケールアップについて実験デー
タを取得しタを取得し 実際の汚染物質の分解を実際の汚染物質の分解をタを取得しタを取得し、、実際の汚染物質の分解を実際の汚染物質の分解を
行っていく行っていく。。
タを取得しタを取得し、、実際の汚染物質の分解を実際の汚染物質の分解を
行っていく行っていく。。



企業への期待企業への期待

• 実際に環境浄化を行っている企業との共同
研究を希望。特に、実際の現場での評価を行

• 実際に環境浄化を行っている企業との共同
研究を希望。特に、実際の現場での評価を行研究を希望。特に、実際の現場での評価を行
いたい。
研究を希望。特に、実際の現場での評価を行
いたい。

• 既存の処理法では困難なケースを抱えてい• 既存の処理法では困難なケースを抱えてい既存の処理法では困難なケ を抱えて
る場合や、コストダウンを希望している企業に
は 本技術の導入が有効と思われる

既存の処理法では困難なケ を抱えて
る場合や、コストダウンを希望している企業に
は 本技術の導入が有効と思われるは、本技術の導入が有効と思われる。は、本技術の導入が有効と思われる。
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科学技術振興機構（ＪＳＴ）科学技術振興機構（ＪＳＴ）

技術移転促進部技術移転促進部 シーズ展開課シーズ展開課

転プ転プ技術移転プランナー技術移転プランナー 坂本坂本 和夫和夫

ＴＥＬＴＥＬ ：０３－５２１４：０３－５２１４ －－ ７５１９７５１９

ＦＡＸＦＡＸ ：０３－５２１４：０３－５２１４ －－ ８４５４８４５４ＦＡＸＦＡＸ ：０３ ５２１４：０３ ５２１４ ８４５４８４５４

EE--mailmail：：k2sakamo@jst.go.jpk2sakamo@jst.go.jp


