
高温用コア-シェル型
潜熱蓄熱マイクロカプセル

シェル:
Al2O3コア: 

PCM
• 500˚C超の高温蓄熱可能

• 高蓄熱密度（≒300 J g-1 従来比5倍強）
• マイクロカプセル（30μm）
• セラミックス粒子として取扱えるため

蓄熱構造体をボトムアップ設計可能潜熱蓄熱マイクロカプセル

本開発技術の特徴

*PCM = Phase Change Material = 潜熱蓄熱材

高温用コア-シェル型潜熱蓄熱マイクロカプセルを開発！！

北海道大学大学院工学研究院
准教授 能村貴宏



高温潜熱蓄熱マイクロカプセル化技術をキーテクノロジーとして
顕熱蓄熱を基盤とする従来の高温蓄熱・熱輸送技術を革新する。

技術展開のビジョン



技術背景

• PCM = Phase Change Material= 相変化物質、潜熱蓄熱材
• 潜熱蓄熱= 物質の相変態潜熱（主に固液）を利用
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技術背景

PCMカプセル化の必要性

PCM
カプ
セル

PCMは蓄熱時に溶融するため、液体PCM漏出防止用の
カプセル化（蓄熱槽への充填も含む）が必要。

マイクロカプセル化がキーテクノロジー

伝熱面積拡大による高速熱交換

熱輸送媒体として利用可能

他の材料との複合化が可能

（PCMマイクロカプセル＝潜熱蓄熱・熱輸送粒子）



新技術の特徴1 

500˚C超の高温域で使える蓄熱材です。

区分 材料
融点
[˚C]

潜熱
[J g-1]

熱伝導率
[W m-1K-1]

本技術で使用
したPCM1) Al-25mass%Si 577 432 167

従来技術2) NaNO3 307 172 0.56

従来技術3) エリスリトール 118 340 0.73

参考：代表熱物性値

合金そのものを潜熱蓄熱材として使うことで、高温領域での
作動（＝蓄放熱）が可能となりました。

引用1：T. Nomura et al., Scientific Reports, Vol. 5 (2015) Article number 9117. 
引用2: 関信弘 蓄熱工学1 基礎編 森北出版 1995年
引用3: T. Nomura et al., Applied Energy Vol.154  (2016)  678-685.



新技術の特徴2 

Al2O3をシェル、合金PCMをコアとする
コア-シェル型潜熱蓄熱マイクロカプセルです。

シェル:
Al2O3

コア: 
合金
PCM

潜熱蓄熱マイクロカプセル

• 緻密なAl2O3がシェルなため耐熱性、耐腐食性に優れます。
• カプセルサイズが約30μmのマイクロカプセルです。
• 500˚C以上の高温領域使える「世界初の」潜熱蓄熱マイク

ロカプセルです。

10 μm10 μm

引用：T. Nomura et al., Scientific Reports, Vol. 5 (2015) 
Article number 9117. 



新技術の特徴3 

従来比5倍以上の高密度蓄熱が可能です。
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SiO2: Cp= 1.05 J g-1 K-1

Al2O3: Cp=1.17 J g-1 K-1

ΔT for SHS: 50 K

QSHS = CpΔT

Cp: 比熱, ΔT: 固体顕熱蓄熱に必要な温度差（50Kを仮定）
QSHS: 固体顕熱蓄熱材料の蓄熱量

現行の高温蓄熱材である固体顕熱蓄熱材料よりも約5倍の
高密度蓄熱（潜熱のみ考慮）が可能です。 引用：T. Nomura et al., Applied Energy, 

Vol. 188 (2017) 9-18



新技術の特徴4 

セラミックス粒子として取扱えるため、
蓄熱構造体をボトムアップ的に設計可能です。

セラミックスシェルを持つ
潜熱蓄熱マイクロカプセル

粒子又は球体

~ μm

~ m
チェッカー煉瓦 流動媒体ハニカム

引用：T. Nomura et al., Applied Energy, Vol. 188 (2017) 9-18



潜熱蓄熱マイクロカプセルの作成法

化成皮膜処理と酸化熱処理のみの極めて簡易
な製造法で作成可能です。

Al-25mass%Si 
particles (PCM)

2Al + 4H2O →
2AlOOH + 3H2(g)

2AlOOH → Al2O3 + H2O(g)
2Al+1.5O2 → Al2O3

Core: Al-(25+a) mass%Si
Shell: AlOOH

Core: Al-(25+b) mass%Si
Shell: Al2O3

STEP1: 化成被膜処理による
Al2O3シェル前駆体形成

STEP2: 熱処理・酸化処理による
Al2O3シェル形成

ホット
スターラー

Al-25wt%Si
粒径 36.3μm H2

ビーカー

撹拌子

処理液：蒸留水
温度: 100ºC
処理時間: 3h

前駆体

Gas 
outletアルミナパン天秤

酸化雰囲気

温度:PCM融点以上
処理時間 6h

Gas 
inlet ヒーター



Al-Si系合金PCMを用いたマイクロカプセルの
基礎材料開発は実験室レベル（数10g規模）に
おいてほぼ完成した。よって今後は実用化に
向けて大量生産技術の検討が必要である。

実用化に向けた課題

「蓄熱」以外の機能を付加することで、蓄熱の分野
を超えたさらなる応用の拡大が期待できる。現在、
マイクロカプセル表面への触媒の担持を中心に
検討中である。

具体的な導入プロセスでの実施検討が必要がある。



開発した潜熱蓄熱マイクロカプセルを大量生産可能

な企業との共同研究を期待している。

企業への期待

高温蓄熱技術の導入が期待されている太陽熱発電分
野や産業排熱回収分野への展開を考えている企業に
は、本技術の導入検討が期待される。



本技術に関する知的財産権

発明の名称 ：潜熱蓄熱体マイクロカプセルの

製造方法

出願番号 ：特願2016-98815
出願人 ：国立大学法人北海道大学

発明者 ：能村貴宏、秋山友宏

盛木楠、半崎大輝



お問い合わせ先

国立大学法人北海道大学

産学・地域協働推進機構

産学協働マネージャー 小野寺 晃一

ＴＥＬ ０１１－７０６ － ９５５９

ＦＡＸ ０１１－７０６ － ９５５０

e-mail onodera＠mcip.hokudai.ac.jp


