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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属酸化物前駆体として、所定量以上のカーボン粒子が添加された金属硝酸塩又は酸化金
属硝酸塩の溶液を調整する調整工程と、
前記溶液を加熱する加熱工程と、を有し、
異なる還元度の金属酸化物粒子を製造する金属酸化物粒子の製造方法において、
前記加熱工程において、前記溶液中の前記カーボン粒子を粉砕・混合することを特徴とす
る金属酸化物粒子の特性を調整することを特徴とする金属酸化物粒子の製造方法。
【請求項２】
前記加熱工程の少なくとも一部では、マイクロ波による加熱を行うことを特徴とする請求
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項１に記載の金属酸化物粒子の製造方法。
【請求項３】
前記加熱工程が、不活性ガス雰囲気の下で行われることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の金属酸化物粒子の製造方法。
【請求項４】
前記金属酸化物における金属がＬｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｃｏ，Ｓｒ、Ｂａ、Ｙ、
Ｉｎ、Ｃｅ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｎｂ、Ｓｂ、Ｔａ、Ｂｉ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｆｅ
、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｕ、Ｐｕ、Ｎｐ、Ａｍ、Ｃｍから選ばれる１種類の金属であることを特徴
とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の金属酸化物粒子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、セラミックス原料をはじめ各種用途に使用される金属酸化物粒子の製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、セラミックス原料、着色原料等に使用される金属酸化物微粒子の製造方法は、出
発相によってＣＶＤやガス中蒸発法などの気相法、沈殿法や噴霧法などの液相法、機械的
粉砕法などの固相法に分類される。また、これらは、機械的粉砕法に代表される、バルク
材を微細化することで得られるいわゆるブレイクダウン方式、分子レベルから成長させる
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ことによって得られるビルドアップ方式に分類されるが、ブレイクダウン方式は機械的粉
砕による微細化に限界があること、粉砕機器からの不純物の混入があることから、高純度
な微粒子の製造には主としてビルドアップ方式が適用されている。ここでその代表的なも
のとして液相法を例にとると、金属塩の水溶液にアルカリ等のｐＨ調整剤を加えて水酸化
物等を沈殿させ、かかる水酸化物等を５００℃〜７００℃程度に昇温し、分解することに
よって所望の金属酸化物微粒子を得ることができる。その具体例として、例えば特許文献
１ではカルボン酸化合物を分散等させた水溶液中に、金属塩の水溶液と中和剤の水溶液と
を同時に添加して、上記金属の水酸化物等の微粒子を生成させ、得られた微粒子を焼成す
る微粒子状金属酸化物の製造方法が開示されている。
【０００３】
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しかしながら、この液相法では、その製造工程においては通常水酸化物等の生成を経た
後、熱処理炉等で加熱分解することで酸化物を得ており、液相法での反応工程に加えて、
高温まで昇温し処理する工程を必要とする。例えば酸化銅の製造では、水酸化銅、硝酸銅
、炭酸銅などを７００℃程度で加熱分解することで酸化銅を得ており、この高温処理が製
造工程の簡略化を阻害していた。
【０００４】
一方、塩化第二銅などの銅化合物の溶液を加温しつつ、アルカリ溶液を添加することに
よって酸化銅などの銅酸化物を生成させ、水洗、乾燥後、粉砕する直接湿式法等によって
直接銅酸化物を生成させることも可能であるが、このような方法では銅酸化物の生成の反
応プロセスが急激に起こるため、粒子径の制御が困難であり、均一な微粒子を得ることが
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困難という問題があった。
【０００５】
これらの問題を解決するために、本発明者らは、金属を金属硝酸塩溶液とし、この金属
硝酸塩溶液を加熱することで金属微粒子を製造する方法を研究し、その成果を特許文献２
〜４として出願を行っている。これらの金属微粒子を製造する方法の製造フローチャート
を図１０に示すが、微粒子化する目的の金属、硝酸および水（イオン交換水等）等を混合
し金属硝酸塩溶液を生成する工程をはじめ、加熱・脱硝工程、（粗）粉砕工程、焙焼工程
、水素等の還元剤で還元する工程、さらには粉砕工程を経て、その後の微粒子の利用目的
に応じた処理を行う金属微粒子を製造する方法である。
【０００６】
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特許文献２は、加熱・脱硝工程を、金属硝酸塩溶液に外部からのヒータ等による加熱に
よって行うもので、そのときの加熱到達温度と、その加熱到達温度にいたる昇温速度を制
御することで目的の金属微粒子を製造する方法である。
特許文献３は、加熱・脱硝工程を、金属硝酸塩溶液にマイクロ波を照射することで金属微
粒子を製造する方法である。
【０００７】
特許文献４は、加熱・脱硝工程を、金属硝酸塩溶液に、マイクロ波と外部からのヒータ
等による加熱とを併用して行うことで金属微粒子を製造する方法である。
【特許文献１】特開平０５−１３９７０４号公報
【特許文献２】特開２０１０−１９５６０５号公報
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【特許文献３】特開２０１１−０８８７６７号公報
【特許文献４】特開２０１１−０８８７６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
前記の金属硝酸塩溶液にマイクロ波照射による加熱、外部からのヒータ等による加熱、
さらには、これらを併用した金属微粒子を製造する方法では、図１０に記載のように、加
熱・脱硝の後処理として、還元剤による還元工程が必要であり、処理工程数の増加、処理
効率の低下、さらには、還元剤等の添加による残渣物の処理手数の増加等が発生していた
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。
本発明は、前記問題点の脱硝工程そのものの処理速度ならびに処理効率の向上、また脱硝
工程の後工程である還元工程を簡略化することで、還元工程の廃止による工程数削減ある
いは簡略化と、処理効率を向上させることを課題とする。
【０００９】
また、脱硝工程の処理条件を変化させることで、完成した金属粒子の還元度の調整が可
能な方法を提供することを目的とする。
【００１０】
さらには、脱硝工程の処理条件を変化させることで、完成した金属微粒子の粒度分布を
所望のものとすることが可能な方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
本発明の第一の発明は、金属酸化物前駆体として、所定量以上のカーボン粒子が添加さ
れた金属硝酸塩又は酸化金属硝酸塩の溶液を調整する調整工程と、前記溶液を加熱する加
熱工程と、を有し、異なる還元度の金属酸化物粒子を製造する金属酸化物粒子の製造方法
において、前記加熱工程において、前記溶液中の前記カーボン粒子を粉砕・混合すること
を特徴とする金属酸化物粒子の特性を調整することを特徴とする金属酸化物粒子の製造方
法である。
【００１２】
本発明の第二の発明は、前記加熱工程の少なくとも一部では、マイクロ波による加熱を
行うことを特徴とする金属酸化物粒子の製造方法である。
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【００１３】
本発明の第三の発明は、前記加熱工程が、不活性ガス雰囲気の下で行われることを特徴
とする金属酸化物粒子の製造方法である。
【００１４】
本発明の第四の発明は、前記金属酸化物における金属がＬｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｍｇ
、Ｃｏ，Ｓｒ、Ｂａ、Ｙ、Ｉｎ、Ｃｅ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｎｂ、Ｓｂ、Ｔａ、Ｂ
ｉ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｕ、Ｐｕ、Ｎｐ、Ａｍ、Ｃｍから選ばれる１種
類の金属であることを特徴とする金属酸化物粒子の製造方法である。
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【発明の効果】
【００１５】
本発明の金属酸化物粒子の製造方法によれば、金属硝酸塩溶液にカーボン粒子を添加す
ることで、添加されたカーボンがマイクロ波を吸収することによる発熱、さらに、生成し
た酸化物とカーボンとの還元反応およびそれに伴う発熱により、脱硝と還元を同時に行う
ことが実現できる。
【００１６】
また、金属硝酸塩溶液に添加するカーボン粒子の量によって、製造される金属酸化物粒
子の還元度、たとえば、硝酸銅溶液では、ＣｕＯ、Ｃｕ2Ｏ、Ｃｕ等のように還元度の異
なる金属酸化物粒子の生成比率を制御することができ、その結果、従来技術で示される還
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元工程を簡略化することができる。
【００１７】
また、この結果、生成される金属酸化物粒子は、非常にポーラス状であり、粉砕するこ
とによって粒径分布幅の小さい金属酸化物粒子を実現できる。
【００１８】
一方、脱硝工程において、還元剤を使用することなく、脱硝、還元を行うことができる
ことから、従来技術の還元剤に起因する残渣物の処理等が不要となり、環境に配慮したプ
ロセスを実現できる。特に、金属が、ウラン、プルトニウム、さらに核分裂生成物等の放
射性元素の場合には、還元剤添加に起因する放射性廃棄物の増大等の弊害をなくすことが
可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る金属酸化物粒子の製造方法に用いられた装置の概略を説
明する図である。
【図２】本発明の実施例１における１ｇ以下のカーボン粒子を添加した硝酸銅溶液の加熱
による温度履歴を示す図である。
【図３】本発明の実施例１における１ｇを超えるカーボン粒子を添加した硝酸銅溶液の加
熱による温度履歴を示す図である。
【図４】本発明の硝酸銅溶液の加熱による反応過程を示した図である。
【図５】本発明の実施例１によって製造した酸化銅粒子に超音波照射を行った後の粒度分
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布を示す図である。
【図６】本発明の実施例１におけるカーボン添加量を変えて製造した酸化銅粒子のＸ線回
折パターンの図である。
【図７】本発明の実施例１におけるカーボン添加量とＸ線回折パターンのピーク面積から
算出した酸化銅粒子の組成との関係を示した図である。
【図８】本発明の実施例２における加熱、脱硝酸の工程順序を示す図である。
【図９】本発明の実施例２におけるカーボン添加量とＸ線回折パターンのピーク面積から
算出した酸化銅粒子の組成との関係を示した図である。
【図１０】従来技術における金属酸化物粒子の製造工程順序を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
本発明は、金属酸化物前駆体として、カーボン粒子が添加された金属硝酸塩又は酸化金
属硝酸塩の溶液を生成する溶液生成工程と、前記生成された溶液を加熱することで脱硝を
行う加熱工程と、を有する金属酸化物粒子の製造方法であり、前記カーボン粒子の添加量
によって、前記金属酸化物粒子の還元度を制御する金属酸化物粒子の製造方法である。
【００２１】
前記金属酸化物における金属は、Ｌｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｃｏ，Ｓｒ、Ｂａ、
Ｙ、Ｉｎ、Ｃｅ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｎｂ、Ｓｂ、Ｔａ、Ｂｉ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｎ、
Ｆｅ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｕ、Ｐｕ、Ｎｐ、Ａｍ、Ｃｍから選ばれる１種類の金属であるが、本
発明では、Ｃｕを実施例として説明する。
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【００２２】
前記添加するカーボン粒子は、特に指定されるものではないが、本実施例では、メジア
ン径０．２４７μｍのアモルファスカーボンを例にとって説明する。
【００２３】
前記金属硝酸塩又は酸化金属硝酸塩の溶液は、前記金属酸化物における金属のいずれか
１種類と、硝酸の適量、水（イオン交換水等）、さらには、カーボン粒子の適量を添加、
混合した溶液である。
【００２４】
前記加熱工程は、少なくとも、赤外線加熱、電気管状炉による加熱、および、マイクロ
波による加熱のいずれか、あるいはそれらを組み合わせての加熱を行う。
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【００２５】
さらに、前記加熱工程では、加熱の途中で、所定温度まで到達した時に、それまでの加
熱によって生成された溶液中の中間生成物を粉砕・混合し、再度、微粒子化することで脱
硝反応を促進させることもできる。
【００２６】
脱硝を行う加熱工程の加熱装置の構成について説明する。
【００２７】
図１は、本発明に係る金属酸化物粒子を製造するために用いられた加熱装置１の概略を
説明する図であり、マイクロ波照射による加熱を例にして図示している。１０は加熱室、
１１は制御部、１３は温度検出部、１５は反応容器、２０はマグネトロン、２１はマイク
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ロ波導入口をそれぞれ示している。
【００２８】
図１において、本実施形態における加熱工程では、マイクロ波による加熱方式が採用さ
れる。このため本実施形態における加熱装置１には、マイクロ波が周囲に漏洩することを
防止する目的として加熱室１０が設けられている。この加熱室１０内には、前駆体となる
カーボン粒子が添加された金属硝酸塩又は酸化金属硝酸塩の溶液２５を収容する反応容器
１５が載置されている。
【００２９】
マグネトロン２０によって発生されたマイクロ波は不図示の導波管からマイクロ波導入
口２１に導けれ、このマイクロ波導入口２１から加熱室１０に導入される。また、反応容
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器１５内の溶液には、熱電対などの温度検出部１３がセットされ、カーボン粒子が添加さ
れた金属硝酸塩又は酸化金属硝酸塩の溶液２５の温度を計測するようになっている。この
計測値は制御部１１に入力され、制御部１１は溶液の温度に対応してマグネトロン２０の
出力を制御することができるようになっている。
【００３０】
反応容器１５の両端にはＩｎ及びＯｕｔのガス配管に接続されており、Ｉｎ側からは、
不図示の雰囲気ガス供給システムによって、空気や窒素ガスなど雰囲気ガスを所定流量で
流入させて、Ｏｕｔ側からは脱硝反応・還元反応で生じたＨ2Ｏ、ＣＯ2やＮＯXガスを排
出させる。
【００３１】

30

本発明で用いたマグネトロン２０の発振周波数は２．４５ＧＨｚであり、出力は４０Ｗ
〜７７０Ｗの間で可変とすることができるものである。
【００３２】
尚、赤外線加熱あるいは電気管状炉による加熱の場合には、図示しないが、マグネトロ
ン２０、マイクロ波導入口２１の代りに、反応容器１５の周辺に、既存技術の赤外線加熱
、抵抗加熱、電気管状炉等を配置することによって、カーボン粒子が添加された金属硝酸
塩又は酸化金属硝酸塩の溶液２５の加熱を行う。
（実施例１）
つぎに、硝酸銅による金属酸化物粒子の製造例を本発明の実施例１として説明する。
【００３３】
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金属硝酸塩溶液２５としては、Ｃｕ（ＮＯ3）2・３Ｈ2Ｏを２０．０ｇ、イオン交換水
を１５．０ｍｌの割合で混合して硝酸銅溶液２５を調整し、さらに、メジアン径０．２４
７μｍでアモルファスのカーボン粒子を、（ａ）０．０ｇ、（ｂ）０．４ｇ、（ｃ）０.
６ｇ、（ｄ）０．８ｇ、（ｅ）１．０ｇ、（ｆ）１．２ｇ、（ｇ）１．４ｇ、（ｈ）１．
６ｇ、（ｉ）１．８ｇ、（ｊ）２．０ｇ、（ｋ）２．２ｇ、（ｌ）２．４ｇ、（ｍ）２．
６ｇを各々添加して１４種類のカーボンを添加した硝酸銅溶液２５を作製した。このとき
の硝酸銅溶液温度は２５℃とした。
【００３４】
加熱装置１は、図１に記載のマイクロ波照射による加熱装置１を使用した。
マイクロ波を照射するマグネトロン２０は、発信周波数２．４５ＧＨｚ、出力４０Ｗ〜７
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７０Ｗの間で可変とすることができるものである。
【００３５】
本実施例では、雰囲気ガスとして窒素ガスを用い、３００ｍｌ／ｍｉｎの流量で雰囲気
ガス供給システムＩＮによって導入した。
【００３６】
前記（ａ）〜（ｍ）の硝酸銅溶液２５を、図１のマイクロ波照射による加熱装置１によ
って加熱し脱硝を行った。
【００３７】
その加熱時間と加熱温度との関係を、カーボン添加量が（ａ）０．０ｇ〜（ｅ）１．０
ｇについては図２に、カーボン添加量が（ｆ）１．２ｇ〜（ｍ）２．６ｇについては図３
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に示す。
【００３８】
本実施例の加熱の最高到達温度を６００℃と設定しているが、本発明者らの研究による
と、硝酸銅溶液２５のマイクロ波加熱の場合、マイクロ波出力の偏り、さらには硝酸銅溶
液２５を収容する反応容器１５の形状等によって、硝酸銅溶液２５が均等に加熱されず、
硝酸銅溶液２５全体を、脱硝を効率よく行う３５０℃程度に維持するためには、最高到達
温度を６００℃とすることが必要であるとの検討結果から、設定したものである。
【００３９】
加熱の温度上昇と脱硝反応との関係を、特許文献２に記載の反応過程を図４に参考とし
て記載するが、図４と対比して説明する。図２、図３ともに、カーボン添加量にかかわら
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ず、約１２０℃程度までは、硝酸銅溶液２５のＨ2Ｏが蒸発・沸騰により排出される段階
で、傾斜４５度程度の温度上昇を示している。その後、１６０℃〜２００℃付近までは、
水和水の脱離段階で、緩やかな温度上昇をたどる。
【００４０】
以降は、中間体Ｃｕ2（ＮＯ3）（ＯＨ）3への脱硝反応及び中間体の脱硝反応によるＣ
ｕＯが発生し、急激な温度上昇で６００℃に達する。
【００４１】
通常のマイクロ波照射による加熱であれば、なだらかな傾斜の温度上昇による脱硝反応
となるが、本発明のカーボンを添加したことで、硝酸銅溶液２５の硝酸成分の分解によっ
て発生するＮＯX成分が、添加されたカーボンと結合してＣＯ2となり、この酸化するとき
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の酸化熱で２００℃近辺からの急激な温度上昇を呈したものである。
【００４２】
以上の加熱温度の経過によって、脱硝反応が行われていることが判る。
【００４３】
つぎに、本実施例で加熱、脱硝して生成した酸化銅粒子は、ポーラス状で、壊れやすい
形態ではあるが凝集しているため、超音波照射による細粒化処理を行った。その酸化銅粒
子の粒度分布を図５に示す。
【００４４】
図５（ａ）は、製造された酸化銅粒子は、ポーラス状で凝集した状態であるが、２ｍｉ
ｎの超音波照射によって粒子の細粒化を図ったものの粒度分布であり、カーボン添加量の
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増加に沿って、微小ではあるが、粒子径の中央値が小径側へ移動しているのがわかる。
【００４５】
また、超音波照射時間を３０ｍｉｎとしたときには、図５（ｂ）に示すように、さらに
粒子径の中心値が小径側へ移行している。このことにより、超音波の照射時間によって、
酸化銅粒子の粒度分布を改善することができる。
【００４６】
さらに、ここで注目すべきは、図５（ａ）（ｂ）でも判るように、小径側の最小径の値
が超音波照射によって変更していないということである。すなわち、超音波照射による再
凝集が発生しておらず、粒子径の分布が極めて安定していると言える。
【００４７】
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このカーボン添加量を変えて脱硝し、製造した酸化銅粒子の成分を、Ｘ線回折パターン
で解析した結果を図６に示す。図６に示すように、カーボン粒子を添加することで生成物
の組成が変化していることがわかる。また、カーボン粒子を添加しない場合、水酸化物の
生成はみられない。一方、カーボン粒子の添加量が０．２ｇ〜０．８ｇでは水酸化物が残
存していることがわかる。
【００４８】
図７は溶液に添加するカーボン粒子量の違いによる製造金属粒子の組成の違いを示す図
である。図７はＸ線回折パターンのピーク面積から算出した生成物の組成割合を示したも
のである。
【００４９】
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カーボン粒子の添加量０．４ｇまでは生成物はほぼＣｕＯのみである。しかし、添加量
０．６ｇ以上からＣｕＯの割合が減少しＣｕ2Ｏの割合が増加している。また、添加量１
．０ｇ以上ではＣｕＯの減少とともにＣｕの割合が増加し始めていることが確認できる。
さらにカーボン粒子の添加量を増加させると、添加量２．０ｇ以上でＣｕＯ、Ｃｕ2Ｏの
減少と共にＣｕがさらに増加していることがわかる。たとえば、カーボン粒子添加量が２
．０ｇの場合、ＣｕＯの比率は０．２５、Ｃｕ2Ｏは０．２５、Ｃｕは０．５０のように
、還元度の高い粒子が製造されており、その比率は、カーボン粒子添加量によって変化す
る。このように、カーボン粒子を添加することで酸化物中の酸素割合、すなわち還元度を
制御することができ、脱硝と還元反応を同時に行うことが可能であることが確認できた。
（実施例２）

20

つぎに、本発明の実施例２として、硝酸銅による金属酸化物粒子製造の他の実施例につ
いて説明する。
【００５０】
図８は、実施例２の製造工程を説明した図である。実施例１と加熱、脱硝工程の基本構
成は変更ないが、加熱、脱硝の途中の段階、すなわち、Ｃｕ（ＮＯ3）2・３Ｈ2Ｏ、イオ
ン交換水及びカーボン粒子によって調整された溶液が加熱工程で、中間生成物である水酸
化物が生成する温度（１６０℃）で加熱を一旦停止して、中間生成物を粉砕、混合した後
、再びマイクロ波加熱により６００℃まで昇温させることで生成物を得るものである。
【００５１】
実施例1と同様に、硝酸銅溶液２５としては、Ｃｕ（ＮＯ3）2・３Ｈ2Ｏを２０．０ｇ、
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イオン交換水を１５．０ｍｌの割合で混合して硝酸銅溶液２５を調整し、さらに、メジア
ン径０．２４７μｍでアモルファスのカーボン粒子を、（ａ）０．０ｇ、（ｂ）０.２ｇ
、（ｃ）０．４ｇ、（ｄ）０.６ｇ、（ｅ）０．８ｇ、（ｆ）１．０ｇ、（ｇ）１．２ｇ
、（ｈ）１．４ｇ、（ｉ）１．６ｇ、（ｊ）１．８ｇ、（ｋ）２．０ｇを各々添加して１
１種類のカーボンを添加した硝酸銅溶液２５を作製した。このときの硝酸銅溶液温度は２
５℃とした。
【００５２】
このＣｕ（ＮＯ3）2・３Ｈ2Ｏ、イオン交換水及びカーボン粒子によって調整された硝
酸銅溶液２５を、実施例１と同一のマイクロ波加熱装置１によって、中間生成物である水
酸化物が生成する温度（１６０℃）まで加熱し、その後一旦停止して、中間生成物を粉砕
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、混合した後、再びマイクロ波加熱により６００℃まで昇温させることで酸化銅粒子を製
造した。
【００５３】
このように、加熱工程の途中で、上記のように中間生成物を粉砕、混合することで、当
該中間生成物中に存在するカーボン粒子を均一に分散させるようにし、さらに、酸化銅粒
子の還元反応が促進するようにした。
【００５４】
この製造した酸化銅粒子を実施例１と同様に、２ｍｉｎおよび３０ｍｉｎの超音波によ
る酸化銅粒子の細粒化を行った結果、図示しないが、実施例１と同等の酸化銅粒子の粒度
分布を得ることができた。
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【００５５】
また、この酸化銅粒子のＸ線回折パターン解析を行い、そのピーク面積から算出した生
成物の組成割合を分析すると図９に示す結果となった。
実施例１と実施例２とを生成物の組成割合で比較すると、例えば、カーボン粒子添加量が
２．０ｇの時、ＣｕＯ（実施例１）０．２５→（実施例２）０．０４、Ｃｕ2Ｏ
５→０．３６、Ｃｕ

０．２

０．５０→０．６０と、還元度のより高い組成に移行していること

がわかる。
【００５６】
加熱工程の中間段階（１６０℃）で、中間生成物を粉砕、混合することにより、さらに
、酸化物中の酸素割合、すなわち還元度を制御することができ、かつ、脱硝と還元反応を
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同時に行うことが可能となった。
【００５７】
以上、実施例１、実施例２に硝酸銅を例にした、カーボン粒子添加による金属微粒子製
造方法について記載したが、具体的な応用例として、表１にまとめて示す。
【００５８】
【表１】
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本実施例の本実施例のＣｕ(ＮＯ3)2・３Ｈ2Ｏ、さらには、Ｎｉ(ＮＯ3)2・６Ｈ2Ｏ、Ｆ
ｅ(ＮＯ3)3・９Ｈ2Ｏ、ＵＯ2(ＮＯ3)2・６Ｈ2Ｏ等が好適である。
【００５９】
いずれも溶解性を有し、水やエタノールに可溶であり、融点や沸点などの熱的特性が類
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似している金属あるいは金属酸化物であれば利用することができる。
【００６０】
以上、本発明の金属酸化物粒子の製造方法によれば、金属硝酸塩溶液にカーボン粒子を
添加することで、添加されたカーボンがマイクロ波を吸収することによる発熱、さらに、
生成した酸化物とカーボンとの還元反応およびそれに伴う発熱により、脱硝と還元を同時
に行うことが実現できる。
【００６１】
また、金属硝酸塩溶液に添加するカーボン粒子の量によって、製造される金属酸化物粒
子の還元度、たとえば、硝酸銅溶液では、ＣｕＯ、Ｃｕ2Ｏ、Ｃｕ等のように還元度の異
なる金属酸化物粒子の生成比率を制御することができ、その結果、従来技術で示される還
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元工程を廃止あるいは簡略化することができる。
【００６２】
また、本発明の金属酸化物粒子の製造方法により、生成される金属酸化物粒子は、非常
にポーラス状であり、粉砕することによって粒径分布幅の小さい金属酸化物粒子を実現で
きる。
【００６３】
一方、脱硝工程において、還元剤を使用することなく、脱硝、還元を行うことができる
ことから、従来技術の還元剤に起因する残渣物の処理等が不要となり、環境に配慮したプ
ロセスを実現できる。特に、金属が、ウラン、プルトニウム、さらに核分裂生成物等の放
射性元素の場合には、還元剤添加に起因する放射性廃棄物の増大等の弊害をなくすことが
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可能となる。
【符号の説明】
【００６４】
１０・・・加熱室
１１・・・制御部
１３・・・温度検出部
１５・・・反応容器
２０・・・マグネトロン
２１・・・マイクロ波導入口
10

２５・・・金属硝酸塩溶液、硝酸銅溶液
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