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 乾式・湿式サイクロン分級機の高性能化 

 ビーズミルと電気泳動を利用したナノ粒子の分級 

 遠心分離機によるナノ粒子の分級 

 マイクロ波加熱を利用した粉体反応プロセスの高度化 

 微粉炭焼却飛灰のゼオライトへの再資源化 

 廃棄物焼却灰, 家畜骨粉の再資源化と燃料電池への利用 

 高温集塵, 分級を利用した再資源化プロセスの高度化 
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マイクロ波加熱の特徴 

マイクロ波によって発生する分子内での双極子の回転、振動による内部発熱 
熱的効果  

熱伝導に関係しない内部加熱 

急速加熱, 急速冷却, 傾斜加熱 

分子レベルの局所加熱（Heat Spot） 
沸点以上の温度の存在（Super Heat） 

非熱的効果 

電界, 磁界の効果 

エネルギーの集中 

活性化エネルギーの低下 

界面効果 

マイクロ波加熱の問題点 

反応時間の短縮, 反応速度の向上, 転化率・収率・選択率の向上が可能 

温度分布の不均一性, 反応の進行の不均一性, 大量処理の困難性 
低マイクロ波吸収性物質でのエネルギー効率低下 



新技術の特徴と従来技術との比較 

反応速度, 収率や選択性のさらなる向上, 反応の進行の均一化, 粒子径・結晶性制御 

マイクロ波加熱固相反応 + 流動層 

反応速度の向上,  
転化率・収率・選択率の向上 

温度分布の不均一, 反応の進行の不均一, 
 エネルギー効率低下 + 

粉体プロセスの利点 

マイクロ波加熱と粉体プロセスのハイブリッド 

マイクロ波加熱水熱処理 + 粉砕 

ITO粒子の迅速合成 Ba(TiO3)粒子の形態制御 

ハイブリッド加熱 + 製品粒子添加法 



マイクロ波加熱の固相反応への利用 

マイクロ波加熱を利用した固相反応 反応時間の短縮, 性能向上 

マイクロ波吸収性の高いIn2O3粉体とSn2O3粉体をマイクロ波加熱固相反応処理することで、 
高性能なITO（酸化インジウムスズ）を迅速に合成。 

ITO：液晶ディスプレー等に利用される透明導電膜に利用 

固定相による固相反応（従来技術） 

反応時間：300分 反応時間：10分 

反応時間は1/30以下となるが、電導率（反応率）が低下 

Fig.  処理時間と生成粉体の電導率の関係 

（電気炉加熱） 

Fig.  処理時間と生成粉体の電導率の関係 

（マイクロ波加熱） 



原料粉体層 MW処理後粉体層外観 MW処理後粉体層内部 

Fig.  マイクロ波加熱処理前後の粉体層写真 

半径方向の不均一な温度分布がITOへの均一な固相反応の進行を阻害 

流動相による固相反応 

原料を流動化させることで撹拌混合効果を得て、反応の進行を均一化 
充填率を低下させることで、マイクロ波の吸収効率を向上 

Fig.  マイクロ波加熱固相反応実験装置概略と原料充填部詳細 

供給する空気（N2）流量を変化させて、粉体層充填率や流動状態を調整 



外周部にわずかな未反応部は残存 

粉体層を半径方向に2分割し、電導率を測定, 外周部の温度を測定 

空気を供給することによる粒子の混合効果が反応の進行を均一化 

外周部と中心部の電導率の差異： φ = 0.12 < φ = 0.14 
φ = 0.12の外周部とφ = 0.14の中心部：温度と電導率の関係が逆転 

Fig.  処理時間と粉体層温度の関係 Fig.  処理時間と生成粉体の電導率の関係 



マイクロ波加熱流動層固相反応器の改良 

マイクロ波加熱装置の最適化（照射効率の改善）とスケールアップ 

Maxwell方程式に基づいて反応装置内の電界・磁界強度分布, 誘電損失を、 

熱伝導方程式に基づいて温度分布をシミュレーションし、 
装置形状の最適化、スケールアップを目指す。 

電界強度分布 誘電損失量分布 温度分布 

Fig.    反応器内の温度分布, 誘電損失分布, 温度分布のシミュレーション結果 



本技術の特徴と従来技術との比較 

従来技術とその問題点 

電気炉加熱を用いた従来の固相反応法による複合酸化物粒子の 

 創製には、非常に長い反応時間が必要。 

マイクロ波加熱を用いた固定層の固相反応法による複合酸化物粒子の 

 創製は、反応時間を大幅に短縮することが可能であるが、 

 温度分布に起因する反応ムラが生じるために、不均一になりやすい。 

マイクロ波加熱流動化固相反応法による複合酸化物粒子の創製は、 

 粉体層を撹拌混合しながら反応が進行するため、反応ムラを抑制でき 

 均質な粒子を得やすい。 

マイクロ波加熱流動化固相反応法による複合酸化物粒子の創製は、 

 粉体層充填率を変化させることで、マイクロ波の照射効率を最適化 

 し、反応時間をさらに短縮し、温度分布を一様化することが可能である。 

マイクロ波加熱流動化固相反応法は、雰囲気制御が容易で、粒子 

 コーティングやレアメタルの回収等にも応用が可能である。 



マイクロ波加熱水熱処理法 反応時間の短縮, 反応条件の緩和 

NaOH水溶液にBa(OH)2・8H2Oを溶解させ、TiO2粉体を懸濁させてマイクロ波加熱水熱処理
によって、BaTiO3（チタン酸バリウム）を迅速に合成。 

BaTiO3：積層コンデンサー等に利用、微粒子化, 高結晶性化の要求 

マイクロ波加熱水熱処理法（従来技術） 

TiO2 ＋ Ba(OH)2 → BaTiO3 ＋ H2O 



粉砕併用型マイクロ波加熱水熱処理法 

Fig.  粉砕併用型マイクロ波加熱水熱処理実験装置概略 

ビーズ粉砕を併用することで、TiO2粒子表面へのBaTiO3の沈着・凝集抑制 

粉砕用ビーズの粒子径, 充填率や撹拌回転数で粉砕の程度を調整 

転化率の向上、粒子径の微細化、結晶性の低下抑
制 



Fig. 生成粉体のXRDピークパターン Fig. 生成粉体中のBaTiO3の占める割合 

粉砕の併用によって、 
BaTiO3の結晶性低下をほとんど生じない 

未反応TiO2が減少し、BaTiO3への転化率が向上 

TiO2表面に析出したBaTiO3の剥離によって、TiO2の溶出速度の低下を抑制 
生成BaTiO3への反応速度の向上 

粉砕の併用で、性能の向上と反応時間の短縮を実現 



Fig. 生成粉体の中位径変化 

粉砕の併用によって、 
BaTiO3の結晶性を低下させずに微細で残存TiO2の少ないBaTiO3粒子合成が可能 



他製法による生成粉体の比較 

Fig. 生成粉体のXRDピークパターン 



本技術の特徴と従来技術との比較 

従来技術とその問題点 

従来加熱を用いた水熱処理法は粒子生成速度が小さく、未反応物質が 

 残存しやすい。 

マイクロ波加熱水熱処理法は粒子生成速度が大きく、結晶性の高い 

 粒子を得られるが、粒子が粗大化し、微細な粒子を合成することが困難。 

粉砕を併用したマイクロ波加熱水熱処理法は、原料固体粒子に析出 

 した生成物を剥離するため、原料の溶出速度の低下を抑制でき、転化 

 率の向上、反応速度の向上が可能である。 

粉砕を併用したマイクロ波加熱水熱処理法は、粒子の結晶性の低下を 

 最小限としながら、粒子径の微細化が可能である。 

粉砕を併用したマイクロ波加熱水熱処理法は、微細な原料粒子を使用 

 する合成法に比べ、結晶性低下抑制効果は同等であるが、粒子径の 

 微細化効果に優れる。 

粉砕を併用したマイクロ波加熱水熱処理法は、処理後粉砕法に比べ、 

 結晶性低下抑制効果、粒子径の単分散化効果に優れる。 



本技術が利用可能な分野 

様々な固相反応を利用した複合酸化物粒子の合成。 

気固反応を利用した機能性粒子の合成。 

コア-シェル型の機能性粒子の合成。 

廃棄物からのレアメタル回収等の還元。 

液相法による機能性ナノ粒子の大量合成。 

本技術が利用可能な業界 

素材製造関連企業。 

化学機器製造やエンジニアリング企業。 

資源回収, リサイクル企業。 



実用化に向けての課題 

処理量増加のためスケールアップ手法の確立。 

マイクロ波加熱効率の最適化手法の確立。 

連続操作化。 

粉体ハンドリングの最適化。 

企業への期待 

本技術のスケールアップや効率の最適化を支援する技術を有する企
業との共同研究。 

固相反応・液相反応を利用した機能性材料粒子を開発中の企業や資
源回収などの環境分野への展開を目指す企業には、本技術は有効で
あると考える。 

特に、マイクロ波吸収性の高い素材に関連した機能性粒子の合成にお
いて有用であると考える。 
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