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(57)【要約】
本発明は、金属化合物蒸気から金属酸化物ナノ粉末を合
成するための方法および装置に関するものである。特に
、ＴｉＣｌ４ 蒸気からＴｉＯ２ ナノ粉末を合成するた
めの方法および装置を開示する。金属化合物蒸気は、誘
導ＲＦプラズマ内において、酸化性ガスと反応し、これ
により、金属酸化物蒸気を形成する。この金属酸化物蒸
気は、大きな乱流強度を有したガスクエンチ領域内にお
いて急冷され、これにより、粒子成長プロセスを停止さ
せて、公知方法において得られる金属酸化物粒子のサイ
ズと比較して、金属酸化物粒子のサイズを実質的に低減
することができる。金属化合物蒸気は、また、ドーピン
グ剤と反応することによって、ドーピングされた金属酸
化物ナノ粉末を形成することができる。加えて、本発明
においては、コーティングされた金属酸化物ナノ粉末を
形成することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属化合物蒸気から金属酸化物ナノ粉末を合成するための方法であって、
高周波電磁界内にわたって動作ガスを通過させることにより、誘導プラズマジェットを
生成し；
前記金属化合物蒸気と前記誘導プラズマジェットとを、反応炉の軸方向第１端部を通し
て導入し、これにより、前記プラズマジェットが、前記金属化合物蒸気を反応温度へ到達
させて、前記金属化合物蒸気を前記動作ガスと反応させ、これにより、ナノサイズの金属
酸化物粒子を生成し；
前記反応炉内において前記軸方向第１端部よりも下流側に配置されたクエンチ領域内に
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おいて、前記ナノサイズ金属酸化物粒子を急冷し、これにより、前記ナノサイズ金属酸化
物粒子どうしの成長プロセスを停止させ、これにより、金属酸化物ナノ粉末を生成し；
前記クエンチ領域の下流側において前記金属酸化物ナノ粉末を収集する；
という方法であって、
この場合に、ａ）前記金属酸化物を、十分な大きさの放電容積を有しかつ前記反応炉内
において十分な長さの滞留時間を有した前記誘導プラズマと反応させることと、ｂ）得ら
れた前記ナノサイズ粒子を前記クエンチ領域内において急冷し、これにより、前記金属酸
化物粒子のサイズを制御することと、を行うことを特徴とする方法。
【請求項２】
請求項１記載の方法において、
前記ナノサイズ金属酸化物粒子を、１０
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６

℃／ｓという冷却速度でもって急冷するこ

とを特徴とする方法。
【請求項３】
請求項１記載の方法において、
前記反応温度を、１５００℃と３０００℃との間の温度とし、
前記急冷後における前記ナノサイズ金属酸化物粒子の温度を、１００℃と５００℃との
間の温度とすることを特徴とする方法。
【請求項４】
請求項１記載の方法において、
前記高周波電磁界を、ラジオ波周波数の高周波電磁界とすることを特徴とする方法。
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【請求項５】
請求項１記載の方法において、
前記高周波電磁界を、自己維持型誘導プラズマ放電のための最小パワーレベルを誘導コ
イルに対して印加することによって形成し、
前記最小パワーレベルを、前記動作ガスと、圧力と、前記高周波電磁界の周波数と、に
基づいて決定することを特徴とする方法。
【請求項６】
請求項５記載の方法において、
前記最小パワーレベルを、少なくとも３０ｋＷとすることを特徴とする方法。
【請求項７】
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請求項５記載の方法において、
前記周波数を、３ＭＨｚとすることを特徴とする方法。
【請求項８】
請求項１記載の方法において、
前記クエンチ領域内において、大きな乱流強度を引き起こすことを特徴とする方法。
【請求項９】
請求項１記載の方法において、
前記クエンチ領域内において、少なくとも、２０〜３０％という乱流強度を引き起こす
ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
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請求項１記載の方法において、
前記クエンチ領域を、圧縮クエンチガスからなる強力な流れを前記誘導プラズマジェッ
ト内に注入することにより、引き起こすことを特徴とする方法。
【請求項１１】
請求項１０記載の方法において、
前記圧縮クエンチガス流を、１００ｍ／ｓという速度でもって注入することを特徴とす
る方法。
【請求項１２】
請求項１０記載の方法において、
前記圧縮クエンチガスを、エアと酸素と窒素とからなるグループの中から選択されたも

10

のとすることを特徴とする方法。
【請求項１３】
請求項１０記載の方法において、
前記圧縮クエンチガスを、前記誘導プラズマジェットに対して径方向成分と接線方向成
分との双方を有した方向に沿って、前記プラズマ内に導入し、これにより、クエンチガス
からなる乱流を形成することを特徴とする方法。
【請求項１４】
請求項１記載の方法において、
前記動作ガスを、前記高周波電磁界に曝されたときにイオン化し得るものとし、かつ、
前記金属酸化物の存在下において不活性なものとすることを特徴とする方法。
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【請求項１５】
請求項１記載の方法において、
前記動作ガスを、イオン化の容易な動作ガスとすることを特徴とする方法。
【請求項１６】
請求項１記載の方法において、
前記金属化合物蒸気を、前記反応炉の前記軸方向第１端部を通して軸方向に導入するこ
とを特徴とする方法。
【請求項１７】
請求項１記載の方法において、
前記金属化合物蒸気と前記誘導プラズマジェットとを前記反応炉の前記軸方向第１端部
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を通して導入する前に、これら前記金属化合物蒸気と前記誘導プラズマジェットとを予混
合チャンバ内において混合することを特徴とする方法。
【請求項１８】
請求項１７記載の方法において、
前記金属化合物蒸気を前記誘導プラズマジェット内へと導入する前に、ドーピング剤を
前記金属化合物蒸気に対して混合し、
これにより、前記金属化合物蒸気と前記ドーピング剤とを前記反応温度において前記動
作ガスに対して同時に反応させ、これにより、得られる前記ナノサイズ金属酸化物粒子の
性質を変更することを特徴とする方法。
【請求項１９】
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請求項１８記載の方法において、
得られる前記ナノサイズ金属酸化物粒子の前記性質を、バルク特性、または、表面特性
、または、バルク特性と表面特性との双方、とすることを特徴とする方法。
【請求項２０】
請求項１８記載の方法において、
前記ドーピング剤を、四塩化シリコンまたは塩化亜鉛とすることを特徴とする方法。
【請求項２１】
請求項１７記載の方法において、
前記金属化合物蒸気が前記動作ガスと反応した後に、前記ドーピング剤を、前記反応炉
内に導入し、
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これにより、前記ドーピング剤を、前記反応温度において前記動作ガスと反応させ、こ
れにより、得られる前記ナノサイズ金属酸化物粒子の性質を変更することを特徴とする方
法。
【請求項２２】
請求項２１記載の方法において、
得られる前記ナノサイズ金属酸化物粒子の前記性質を、バルク特性、または、表面特性
、または、バルク特性と表面特性との双方、とすることを特徴とする方法。
【請求項２３】
請求項２１記載の方法において、
前記ドーピング剤を、四塩化シリコンまたは塩化亜鉛とすることを特徴とする方法。
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【請求項２４】
請求項１記載の方法において、
前記反応温度において前記動作ガスと前記金属化合物蒸気との間で起こる反応を、酸化
とすることを特徴とする方法。
【請求項２５】
請求項１記載の方法において、
前記金属酸化物ナノ粉末を収集する前に、ドーピング剤を使用して前記金属酸化物ナノ
粉末をコーティングすることを特徴とする方法。
【請求項２６】
請求項２５記載の方法において、
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前記ドーピング剤を、メチルメチルアクリレートと、テフロン（登録商標）モノマーと
、ジエチル亜鉛と、クロロフルオロカーボンと、金属蒸気と、からなるグループの中から
選択されたものとすることを特徴とする方法。
【請求項２７】
請求項１記載の方法において、
前記反応炉内の圧力を、４００〜５００Ｔｏｒｒという範囲内とすることを特徴とする
方法。
【請求項２８】
ＴｉＣｌ４

蒸気からＴｉＯ２

ナノ粉末を合成するための方法であって、

高周波電磁界内にわたって動作ガスを通過させることにより、誘導プラズマジェットを
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生成し；
前記ＴｉＣｌ４

蒸気と前記誘導プラズマジェットとを、反応炉の軸方向第１端部を通

して導入し、これにより、前記プラズマジェットが、前記ＴｉＣｌ４
到達させて、前記ＴｉＣｌ４
のＴｉＯ２

蒸気を反応温度へ

蒸気を前記動作ガスと反応させ、これにより、ナノサイズ

粒子を生成し；

前記反応炉内において前記軸方向第１端部よりも下流側に配置されたクエンチ領域内に
おいて、前記ナノサイズＴｉＯ２

粒子を急冷し、これにより、前記ナノサイズＴｉＯ２

粒子どうしの成長プロセスを停止させ、これにより、ＴｉＯ２
前記クエンチ領域の下流側において前記ＴｉＯ２

ナノ粉末を生成し；

ナノ粉末を収集する；

という方法であって、
この場合に、得られるＴｉＯ２

40
ナノ粉末を、アナターゼ相が支配的なものとすること

を特徴とする方法。
【請求項２９】
請求項２８記載の方法において、
前記動作ガスを、ヘリウムと、アルゴンと、一酸化炭素と、酸素と、エアと、これらの
混合物と、からなるグループの中から選択されたものとすることを特徴とする方法。
【請求項３０】
請求項２８記載の方法において、
前記ＴｉＯ２

ナノ粉末を収集する前に、ドーピング剤を使用して前記ＴｉＯ２

末をコーティングすることを特徴とする方法。

ナノ粉
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【請求項３１】
請求項３０記載の方法において、
前記ドーピング剤を、メチルメチルアクリレートと、テフロン（登録商標）モノマーと
、ジエチル亜鉛と、クロロフルオロカーボンと、金属蒸気と、からなるグループの中から
選択されたものとすることを特徴とする方法。
【請求項３２】
請求項２８記載の方法において、
前記反応温度を、前記ＴｉＣｌ４

蒸気の供給速度に応じておよび前記誘導プラズマジ

ェットのパワーに応じて、１５００℃と３０００℃との間の温度とし、
前記急冷後における前記ナノサイズＴｉＯ２

粒子の温度を、１００℃と５００℃との
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間の温度とすることを特徴とする方法。
【請求項３３】
金属化合物蒸気から金属酸化物ナノ粉末を合成するための装置であって、
鉛直方向に設置された全体的にチューブ状のチャンバ部分と、このチューブ状部分の下
方に取り付けられたテーパー状のチャンバ部分と、を備えてなる反応チャンバであり、前
記テーパー状部分が、合成された金属酸化物ナノ粉末を収集するものとされているような
、反応チャンバと；
前記チューブ状部分の上端に取り付けられた反応物混合チャンバを備えてなる誘導プラ
ズマアセンブリであり、前記反応チャンバに対して流体連通可能なものとされ、さらに、
前記反応物混合チャンバを取り囲む誘導コイルを備え、この誘導コイルが、前記反応物混
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合チャンバ内に高周波電磁界を生成し得るものとされ、さらに、第１動作ガスを受領する
ための第１導入口と、前記金属化合物蒸気を受領するための第２導入口と、を備え、これ
ら第１および第２導入口が、前記チューブ状部分に対して接続されているような、誘導プ
ラズマアセンブリと；
前記チューブ状部分の上端よりも下方位置において前記チューブ状部分の周縁回りに連
結された複数のクエンチガスノズルであるとともに、前記反応チャンバ内にクエンチ領域
を形成するための複数のクエンチガスノズルと；
を具備し、
動作時には、前記反応物混合チャンバ内において前記高周波電磁界内にわたって動作ガ
スを通過させることにより、誘導プラズマジェットを生成し；前記金属化合物蒸気と前記
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誘導プラズマジェットとを、前記反応チャンバ内へと導入し；前記プラズマジェットが前
記金属化合物蒸気を反応温度へ到達させて、前記金属化合物蒸気を前記動作ガスと反応さ
せ、これにより、ナノサイズの金属酸化物粒子を生成し；前記反応炉内の前記クエンチ領
域内において前記ナノサイズ金属酸化物粒子を急冷し、これにより、前記ナノサイズ金属
酸化物粒子どうしの成長プロセスを停止させ、これにより、金属酸化物ナノ粉末を生成し
得るものとされている、ことを特徴とする装置。
【請求項３４】
請求項３３記載の装置において、
前記複数のクエンチガスノズルが、実質的に同一平面的に配置されていることを特徴と
する装置。
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【請求項３５】
請求項３３記載の装置において、
前記複数のクエンチガスノズルが、前記上端から、５ｃｍ〜３０ｃｍだけ下方の位置に
配置されていることを特徴とする装置。
【請求項３６】
請求項３３記載の装置において、
前記誘導プラズマアセンブリが、第２動作ガスを受領するための第３導入口を備えてい
ることを特徴とする装置。
【請求項３７】
請求項３３記載の装置において、
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前記反応物混合チャンバが、全体的にチューブ状であることを特徴とする装置。
【請求項３８】
請求項３７記載の装置において、
前記第２導入口が、前記金属化合物蒸気を前記反応物混合チャンバ内へと同軸的に導入
し得るようにして、前記反応物混合チャンバに対して連結されていることを特徴とする装
置。
【請求項３９】
請求項３７記載の装置において、
前記第２導入口が、前記金属化合物蒸気を前記反応物混合チャンバ内へと径方向に導入
し得るようにして、前記反応物混合チャンバに対して連結されていることを特徴とする装

10

置。
【請求項４０】
請求項３３記載の装置において、
前記複数のクエンチガスノズルが、等間隔であるようにして、前記チューブ状部分の前
記周縁回りに連結されていることを特徴とする装置。
【請求項４１】
請求項３３記載の装置において、
前記複数のクエンチガスノズルの各々が、前記チューブ状部分の前記周縁に対して、互
いに同じ取付角度で配置されていることを特徴とする装置。
【請求項４２】
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請求項４１記載の装置において、
前記複数のクエンチガスノズルの各々が、前記取付角度が調節可能であるようにして、
前記チューブ状部分に対して連結されていることを特徴とする装置。
【請求項４３】
請求項３３記載の装置において、
さらに、導管を介して前記テーパー状部分の下端に対して取り付けられたフィルタユニ
ットを具備し、
このフィルタユニットが、合成された金属酸化物ナノ粉末を捕集し得るものとされ、か
つ、前記反応チャンバからの排気ガスを除去し得るものとされていることを特徴とする装
置。
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【請求項４４】
請求項４３記載の装置において、
さらに、前記導管に対して連結された第４導入口を具備し、
この第４導入口が、前記導管内へと、前記金属酸化物ナノ粉末のコーティングに適した
ドーピング剤を導入し得るものとされていることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金属含有粉末を合成するための方法および装置に関するものである。
【０００２】
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特に、しかし排他的ではなく、本発明は、誘導プラズマを介して気相状態の四塩化チタ
ンを酸化することによってさらにその後急速冷却を行うことによって、ナノサイズの二酸
化チタン粒子を合成することに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
コーティングに光散乱特性を付与する顔料は、一般に、白色顔料として、あるいは、遮
蔽顔料として、知られている。これら顔料は、比較的高い屈折率のためにすべての光の波
長を散乱するように作用し、その結果、これら顔料は、人間の目に対しては、白色として
感知される。最も広く用いられた白色顔料は、二酸化チタン（ＴｉＯ２

）である。つま

り、３つの変態すなわち結晶構造、ルチル、アナターゼ、またはブルッカイトとして存在
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する種々の形態を有する物質である。アナターゼおよびルチルの変態のみが、技術的にま
たは商業的にいくらか有名である。
【０００４】
二酸化チタンベースの顔料に対する高い要求は、高い屈折率および手ごろな製造コスト
の組み合わせによってつき動かされている。加えて、二酸化チタンベースの顔料は、高い
毒性を有しかつ水と接触して置かれたときに容易に環境へと放出される炭酸鉛のような初
期の白色顔料とは、同一の環境要因に苦しむことはない。
【０００５】
アナターゼ形態の二酸化チタンは、低い屈折率を有し、通常、ルチル形態よりも耐久性
が低いので、コーティング顔料としてはあまり好ましくない。しかしながら、以下にみら

10

れるように、低い屈折率および低い耐久性の両方は、いくつかの用途では大いに望ましい
ものである。
【０００６】
二酸化チタンに対する最も重要な利用は顔料としてであるが、材料は、事実上無色であ
る。この特殊な特性を示すために、二酸化チタンは、まず最初に、好ましい粒子サイズに
処理されなければならない。例えば、顔料として利用するためには、粒子サイズは、可視
光の波長の２分の１、すなわち約０．３ミクロンである。
【０００７】
顔料としての優れた特性のほかに、二酸化チタンは、誘電特性、高い紫外吸収、および
高い安定性を有し、これにより、電気セラミックス、ガラス、および絶縁体のような、特

20

殊な用途で用いることができる。
【０００８】
二酸化チタン顔料は、いくつか例を挙げれば、ポリエステル、ビスコース、およびレー
ヨンのような人工ファイバで用いられる。人工ファイバが望ましくない光沢を有していて
半透明の外観を有していることにより、ファイバを輝かせかつファイバの光沢を減少させ
るために紡糸工程の間に、顔料がファイバ内へと組み入れられる。この用途に対してアナ
ターゼ形態は、ルチル変態よりもよりあいまいな白い色調を有し、かつまた摩り減り難い
ので一般に好まれる。ファイバを紡糸するプロセスは非常に繊細でかつルチル形態の二酸
化チタンをファイバへ付加することによって不都合に作用するので、このアナターゼ形態
の特性は非常に重要である。他方、アナターゼは、紫外線によって活性化される光触媒で
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あり、その結果、太陽光に露出されたときに人工ファイバは急速に劣化する。
【０００９】
二酸化チタンは、また、不透明性および明るさをプラスチックに付加するために用いら
れる。不透明性および高い明るさは、多くのプラスチックの貧弱な自然の色をごまかすの
を助ける。加えて、いくつかの等級の二酸化チタンは、プラスチックの老化を加速する可
能性のある紫外光を吸収する。
【００１０】
加えて、二酸化チタンは、明るさおよび不透明性を増大させるために、紙製造プロセス
においてはフィラーとしてパルプに加えられる。これにより、例えば高度に不透明な軽量
の紙を製造することができる。この用途のために、アナターゼ形態の二酸化チタンを使用

40

することができる。
【００１１】
二酸化チタンを製造するために、チタン源が必要とされる。チタンは、地球の地殻で見
つけられた元素のうち、存在度が９番目に位置しているが、純粋な状態で見つけられるこ
とは決してない。むしろ、チタン鉄鉱（ＦｅＴｉＯ３

）、ルチル（ＴｉＯ２

）、または

スフェン（ＣａＯ−ＴｉＯ２ −ＳｉＯ２ ）といった鉱物状態の酸化物として見出される。
【００１２】
二酸化チタン顔料の生産は、２つの段階のプロセスからなる。第１段階は、鉱石を精錬
すること、つまり精錬段階である。この段階は、遊離剤として硫酸を用いる硫酸塩工程、
または、遊離剤として塩素を用いる塩化物工程によって達成することができる。
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【００１３】
硫酸塩工程では、チタン含有鉱石は、硫酸で溶解され、チタン、鉄、および他の金属硫
酸塩の溶液が生じる。化学的な還元、浄化、沈殿、洗浄、および焼成を含む一連の段階を
通して、顔料サイズのＴｉＯ２が製造される。
【００１４】
あるいは、塩化物工程においては、高温の無水気相反応を行う。チタン鉱石が還元条件
下で塩素ガスと反応すると、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４

）および金属塩化物不純物が得

られ、これら不純物は続けて除去される。次いで高度に精錬されたＴｉＣｌ４
で酸化されて中間生成物のＴｉＯ２

は、高温

が生じる。塩化物工程における酸化段階は、粒子サ

イズの分布および結晶の型を制御することができ、これにより、高品質の顔料等級のＴｉ
Ｏ２

10

を生産することができる。

【００１５】
塩化物工程は、硫酸塩よりも、本来的に不純物が入らない工程であり、廃石処理設備に
関わる製造業者が必要とする投資は、より少なくて済む。加えて、塩化物工程を用いて製
造された二酸化チタンは、一般に、より高い純度とより優れた耐久性とを有し、粒子サイ
ズの分布がより狭く、これにより、明るさ、光沢、および不透明度が改善される。
【００１６】
上述したように、塩化物工程においては、液体の四塩化チタンが気化され、高温酸素と
反応して二酸化チタンを生成した後に過熱される高温無水気相反応を行う。過熱段階およ
び続く反応段階は、反応物が耐火熱交換器によって加熱されかつ化合される耐火プロセス

20

によって実施することができる。これに代えて、一酸化炭素は、純化され、次いで四塩化
チタンおよび酸化剤と混合され、次にその混合物を制御状態で燃焼することができる。最
後に、四塩化チタンは、酸化剤と一緒に高温プラズマ炎内で気化させることができる。こ
の最後の方法は、最も効率的であることがわかっている。
【００１７】
多くの技術的な方法を、プラズマを生成するために利用することができる。例えば、プ
ラズマは、動作ガスを一対の電極間に通すことによって、さらに、ガスが電極間を通過す
るときにアーク放電を行ってガスをイオン化することによって、生成することができる。
この手法の欠点は、電極と動作ガスとの間のトレース的な化学反応のために、あるいは、
電極の劣化のために、電極が動作ガスを汚染してしまうことである。この欠点は、動作ガ

30

スが不活性ガスや還元性ガスや酸化性ガスであるときには、特に深刻なものとなる。
【００１８】
１ ９ ９ ９ 年 ８ 月 １ ０ 日 付 け で Detering 氏 他 に 対 し て 付 与 さ れ た
Reactor Method

Fast Quench

と題する米国特許第５，９３５，２９３号明細書には、電極によって生

成されたプラズマ反応炉内において超微粒固体粒子を製造するための方法が開示されてい
る。反応炉は、反応炉内に導入されたハロゲン化金属反応物流を、所定温度への到達後に
、膨張させ得るように構成されている。これにより、ハロゲン化金属を、急冷することが
できる。膨張は、反応物流がクエンチ領域を通過することによって、起こる。クエンチ領
域においては、反応物流は、超音速に達する。クエンチ領域は、逆反応を阻止することを
意図したものであり、また、反応の完了を促進させることを意図したものである。

40

【００１９】
Detering氏 他 に よ る 手 法 の 主 要 な 欠 点 は 、 上 記 汚 染 の 問 題 に 加 え て 、 ナ ノ 粉 末 を 生 成 さ
せ得るほど十分には反応物を希釈することができないことであり、また、粉末の凝集を防
止し得ないことである。実際、電極によって生成されたプラズマは、比較的高エネルギー
のものであるとともに、反応炉内の温度が非一様であることが、公知である。これら２つ
の状況は、反応物の重要な希釈の使用を阻害し、粒子サイズ分布の制御を困難なものとす
る 。 Detering氏 他 に よ る 手 法 は 、 Ｔ ｉ Ｏ ２

の合成に使用されたときには、アナターゼ相

の形成を促進するものではないことに、注意されたい。
【００２０】
他の公知の手法においては、動作ガスは、高周波静電界を通過することができる。他の
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公知の手法によれば、動作ガスは、高周波誘導コイルをを通過することができる。これに
より、ガスがコイル内を通過する際に、電磁界が、ガスをイオン化させる。誘導プラズマ
トーチが、直流プラズマ源と比較して、より大きな容積の放電であること、および、より
滞留時間の長いものであることに、注意されたい。実際、同等の電力規格で比較した場合
、 誘 導 プ ラ ズ マ ト ー チ は 、 １ ０ ０ ｓ ｌ ｐ ｍ （ standard liters per minute） 以 上 の プ ラ ズ
マガス流量で動作し、これに対し、電極によって生成されるプラズマでは、プラズマガス
流量は、２０〜３０ｓｌｐｍである。
【００２１】
高周波誘導コイルにわたって動作ガスを通過させることによって形成されたプラズマ炎
内において四塩化チタンを酸化させることにより顔料等級の二酸化チタンを合成すること

10

は、当該技術分野においては周知であり、塗料産業においてそのような粉末を商業生産す
るために産業的に利用されている。
【００２２】
通常、この状態で得られる生産物は、０．２〜２．０マイクロメートルの範囲またはそ
れ以上の粒子サイズを有する比較的大きな不透明粒子から構成されている。そのような粉
末は、広範囲の顔料および表面修正コーティングを製造するための基材として用いられる
。
【００２３】
ナノメートルの範囲のより微細な粉末を得ることは、紫外線保護産業や日焼け防止剤産
業や先進的触媒開発も含めた様々な種類の他の用途において、常に興味深いものである。
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しかしながら、大量の二酸化チタンナノ粉末を生産するための方法の開発は、達成するこ
とが困難であることがわかった。主な障害は、粉末の分布においてサイズをそのように顕
著に減少させるとともに、粉末の化学特性および表面特性を制御する方法であった。
【特許文献１】米国特許第５，９３５，２９３号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２４】
本発明は、金属酸化物ナノ粉末を製造するための改良された方法を提供することによっ
て、上記限界を解決する。
【００２５】
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より詳細には、本発明の第１見地によれば、金属化合物蒸気を原料として、金属酸化物
ナノ粉末を合成する方法が提供される。この方法においては、金属化合物蒸気を反応温度
へ到達させ、反応温度となっている金属化合物蒸気を酸化性ガスと反応させ、これにより
、金属酸化物蒸気を生成し、高乱流ガスクエンチ領域を形成し、そして、このクエンチ領
域内において金属酸化物蒸気を急冷することによって金属酸化物ナノ粉末を生成する。
【００２６】
したがって、本発明による方法においては、制御された粒子サイズ分布と表面反応性と
を備えた金属酸化物ナノ粉末の製造を可能にする。
【００２７】
また、本発明によれば、金属化合物蒸気から金属酸化物ナノ粉末を合成するための方法

40

であって、
高周波電磁界内にわたって動作ガスを通過させることにより、誘導プラズマジェットを
生成し；
金属化合物蒸気と誘導プラズマジェットとを、反応炉の軸方向第１端部を通して導入し
、これにより、プラズマジェットが、金属化合物蒸気を反応温度へ到達させて、金属化合
物蒸気を動作ガスと反応させ、これにより、ナノサイズの金属酸化物粒子を生成し；
反応炉内において軸方向第１端部よりも下流側に配置されたクエンチ領域内において、
ナノサイズ金属酸化物粒子を急冷し、これにより、ナノサイズ金属酸化物粒子どうしの成
長プロセスを停止させ、これにより、金属酸化物ナノ粉末を生成し；
クエンチ領域の下流側において金属酸化物ナノ粉末を収集する；
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という方法であって、
この場合に、ａ）金属酸化物を、十分な大きさの放電容積を有しかつ反応炉内において
十分な長さの滞留時間を有した誘導プラズマと反応させることと、ｂ）得られたナノサイ
ズ粒子をクエンチ領域内において急冷し、これにより、金属酸化物粒子のサイズを制御す
ることと、を行うという方法を提供する。
【００２８】
加えて、本発明の他の実施形態においては、金属化合物蒸気を誘導プラズマジェット内
へと導入する前に、ドーピング剤を金属化合物蒸気に対して混合することができる。
【００２９】
本発明のさらに他の実施形態においては、金属塩化物蒸気と動作ガスとの反応を、金属

10

化合物蒸気が酸化性ガスと反応した後にドーピング剤を反応炉内に導入することによって
、行うことができる。
【００３０】
本発明のさらに他の実施形態においては、金属酸化物ナノ粉末を、ドーピング剤によっ
てコーティングすることができる。
【００３１】
本発明の第２の見地においては、金属化合物蒸気から金属酸化物ナノ粉末を合成するた
めの装置を提供する。この装置は、
鉛直方向に設置された全体的にチューブ状のチャンバ部分と、このチューブ状部分の下
方に取り付けられたテーパー状のチャンバ部分と、を備えてなる反応チャンバであり、テ
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ーパー状部分が、合成された金属酸化物ナノ粉末を収集するものとされているような、反
応チャンバと；
チューブ状部分の上端に取り付けられた反応物混合チャンバを備えてなる誘導プラズマ
アセンブリであり、反応チャンバに対して流体連通可能なものとされ、さらに、反応物混
合チャンバを取り囲む誘導コイルを備え、この誘導コイルが、反応物混合チャンバ内に高
周波電磁界を生成し得るものとされ、さらに、第１動作ガスを受領するための第１導入口
と、金属化合物蒸気を受領するための第２導入口と、を備え、これら第１および第２導入
口が、チューブ状部分に対して接続されているような、誘導プラズマアセンブリと；
チューブ状部分の上端よりも下方位置においてチューブ状部分の周縁回りに連結されか
つ同一平面内に配置された複数のクエンチガスノズルであるとともに、反応チャンバ内に
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クエンチ領域を形成するための複数のクエンチガスノズルと；
を具備し、
動作時には、反応物混合チャンバ内において高周波電磁界内にわたって動作ガスを通過
させることにより、誘導プラズマジェットを生成し；金属化合物蒸気と誘導プラズマジェ
ットとを、反応チャンバ内へと導入し；プラズマジェットが金属化合物蒸気を反応温度へ
到達させて、金属化合物蒸気を動作ガスと反応させ、これにより、ナノサイズの金属酸化
物粒子を生成し；反応炉内のクエンチ領域内においてナノサイズ金属酸化物粒子を急冷し
、これにより、ナノサイズ金属酸化物粒子どうしの成長プロセスを停止させ、これにより
、金属酸化物ナノ粉末を生成し得るものとされている。
【発明を実施するための最良の形態】

40

【００３２】
本発明の上記のおよび他の目的や特徴点や利点は、添付図面を参照しつつ、本発明を何
ら限定するものではなく単なる例示としての好ましい実施形態に関する以下の詳細な説明
を読むことにより、明瞭となるであろう。
【００３３】
添付図面は、以下のものを図示している。
【００３４】
図１は、金属酸化物ナノ粉末を製造するための本発明による装置を示す概略的な正面図
である。
【００３５】
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図２は、金属酸化物ナノ粉末を製造するための本発明による装置に関し、図１における
２−２線に沿って示す矢視断面図である。
【００３６】
図３は、ドーピングされたＴｉＯ２

ナノ粉末と未処理のＴｉＯ２

ナノ粉末との存在下

において水中でのフェノールの触媒的光分解を示すグラフである。
【００３７】
図４は、クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉内における乱流度合いを図示している流れを示すグラフである。
【００３８】
図５は、クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
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炉内における乱流度合いを図示している流れを示すグラフである。
【００３９】
図６は、クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉内における等温線を示すグラフである。
【００４０】
図７は、クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉内における等速度線を示すグラフである。
【００４１】
図８は、クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉内における等温線を示すグラフである。
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【００４２】
図９は、クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉内における等速度線を示すグラフである。
【００４３】
図１０は、２２５ｓｌｐｍというクエンチガス流量の場合に、図１の反応炉内における
等乱流線を示すグラフである。
【００４４】
図１１は、３７５ｓｌｐｍというクエンチガス流量の場合に、図１の反応炉内における
等乱流線を示すグラフである。
【００４５】
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図１２は、クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反
応炉の中心線に沿った乱流強度の長手方向分布を示すグラフである。
【００４６】
図１３は、クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反
応炉の中心線に沿った冷却速度の長手方向分布を示すグラフである。
【００４７】
図１４は、クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反
応炉の中心線に沿った軸方向温度分布を示すグラフである。
【００４８】
図１５は、クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反

40

応炉の中心線に沿った乱流強度の長手方向分布を示すグラフである。
【００４９】
図１６は、クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反
応炉の中心線に沿った冷却速度の長手方向分布を示すグラフである。
【００５０】
図１７は、クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反
応炉の中心線に沿った軸方向温度分布を示すグラフである。
【００５１】
本発明の例示としての実施形態においては、二酸化チタンナノ粉末は、誘導プラズマを
用いて四塩化チタンを反応温度にまで加熱し、得られた四塩化チタン蒸気を酸化性ガスと
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反応させて二酸化チタン蒸気を形成し、二酸化チタン蒸気を急速に冷却することによって
微細なエアロゾルの一様な核形成を促進して生成粒子の成長プロセスを停止させる。
【００５２】
ここで図面を参照すると、図１は、反応炉（２）、および、フィルタユニット（４）を
示している。反応炉（２）は、シールされた反応チャンバ（６）を備えている。シールさ
れた反応チャンバ（６）は、上端部が誘導プラズマジェットアセンブリ（１０）によって
囲まれた鉛直設置型の全体的にチューブ状のチャンバ部分（８）を有している。シールさ
れた反応チャンバ（６）は、さらに、鉛直設置型の全体的にチューブ状のチャンバ部分（
８）の下端部に対して一体的に取り付けられたテーパー形状のチャンバ部分（１２）を有
している。このテーパー形状チャンバ部分（１２）は、二酸化チタンナノ粉末を受け取る

10

ためのまた他の任意の金属酸化物ナノ粉末を受け取るための領域（１４）を規定する。反
応チャンバ（６）は、全体的に一様であり、およそ４００〜５００Ｔｏｒｒという範囲内
である。
【００５３】
プラズマジェットアセンブリ（１０）は、全体的にチューブ状の反応物混合チャンバ（
１６）と、この混合チャンバ（１６）に対して同軸的でありかつこの混合チャンバ（１６
）を取り囲んでいる誘導コイル（１８）と、を備えている。当然のことながら、反応物混
合チャンバ（１６）は、シールされた反応チャンバ（６）に対して流体連通可能なものと
されている。四塩化チタンを加熱するために用いられるプラズマ（２０）は、当該技術分
野において動作ガスと称されるガスを高周波電磁界内にわたって例えばＲＦ周波電磁界内

20

にわたって通過させることによって、プラズマジェットアセンブリ（１０）により生成さ
れる。この電磁界は、誘導によってガスをイオン化させ得る程度に十分に大きな出力レベ
ルを有し、これにより、プラズマを生成して維持する。動作ガスは、高周波電磁界にさら
されたときにイオン化し得るものであるとともに、四塩化チタンの存在下においてあるい
は使用されている他の任意の反応剤の存在下において、不活性のままであるような、任意
のガスとすることができる。適切な動作ガスの例としては、ヘリウム、アルゴン、一酸化
炭素、酸素、および、エア、があり、あるいは、これらの混合物、がある。高周波電流を
誘導コイル（１８）に供給することによって、反応物混合チャンバ（１６）内の混合ガス
はイオン化され、プラズマが生成される。
【００５４】

30

例示としての実施形態においては、動作ガスは、酸素およびアルゴンの混合物（酸素は
、酸化剤としても作用する）から形成される。酸素は、第１導入口（２２）を介して反応
物混合チャンバ（１６）内へと導入され、アルゴンは、第２導入口（２４）を介して反応
物混合チャンバ（１６）内へと導入される。高周波電流を、誘導コイル（１８）へと供給
する。この電流の出力レベルは、酸素とアルゴンとの混合ガスをイオン化してプラズマ（
２０）を生成し得るよう十分に大きなものとされる。自己持続型の誘導プラズマ放電の形
成のために必要な誘導コイル（１８）に対する最小出力レベルは、ガス、圧力、および磁
界の周波数によって決定される。誘導プラズマ放電を持続させるのに必要な最小出力は、
圧力を減少させることによって、あるいは、電離性混合物を添加することによって、低く
することができる。出力は、２０ｋＷから３０ｋＷまで、動作の規模に応じて数百ｋＷま

40

で、様々に変化させることができる。誘導コイル（１８）に供給される電流の周波数は、
成功した動作において典型的には２００ｋＨｚ程度の低い周波数とかあるいは２６．７Ｍ
Ｈｚ程度の高い周波数とかで実証されているけれども、３ＭＨｚの程度とすることができ
る。当業者であれば、２００ｋＨｚ〜２６．７ＭＨｚという範囲外の周波数を用い得るこ
とは、明らかであろう。例示としての実施形態においては、３ＭＨｚという周波数のかつ
３０ｋＷというパワーの正弦波電流を、誘導コイル（１８）に対して供給し、これにより
、反応物混合チャンバ（１６）内における酸素とアルゴンとの混合物をイオン化して、誘
導プラズマ（２０）を生成する。
【００５５】
四塩化チタンは、第３導入口（２６）を介して反応物混合チャンバ（１６）内へと軸線
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方向に導入される。他の実施形態においては、四塩化チタンは、第４導入口（２８）を介
して反応物混合チャンバ（１６）の直下位置へと、プラズマ（２０）内へと、径方向に導
入される。第２の代替可能な実施形態においては、第３導入口（２６）を介した四塩化チ
タンの軸線方向の導入と、第４導入口（２８）を介した四塩化チタンの径方向の導入と、
の組み合わせが、用いられる。
【００５６】
加えて、ドーピング剤は、酸化性ガスと反応させることができる。これにより、生成さ
れたナノ粉末のバルク特性および／または表面特性を変更することができる。第１の代替
可能な実施形態においては、ドーピング剤は、四塩化チタンがプラズマ（２０）によって
反応温度へ到達する前に、四塩化チタンと混合される。混合物が反応温度へと到達すると

10

、四塩化チタンとドーピング剤との両方が同時に酸化を受け、これにより、形成された二
酸化チタンのバルク特性や表面特性やあるいはこれら両特性を変更する。
【００５７】
第２の代替可能な実施形態においては、ドーピング剤は、四塩化チタンが酸化性ガスと
反応して二酸化チタンが形成された後に、プラズマ（２０）内へと導入される。上述の第
１の代替可能な実施形態の場合と同様に、ドーピング剤が反応温度において気化するもの
であれば、ドーピング剤は、酸化性ガスと反応し、二酸化チタンのバルク特性や表面特性
やあるいはこれら両特性を変更させる。
【００５８】
この段階でプロセスに導入されたドーピング剤は、例えば四塩化ケイ素および塩化亜鉛

20

といったような揮発性金属化合物を含有することができる。
【００５９】
プラズマ（２０）の形成後には、四塩化チタンの流れだけによってプラズマが維持され
得るということに留意されたい。実際、プラズマ（２０）は、四塩化チタンの流れのみに
よって点火し形成することができる。また、例えばアルゴンといったようなイオン化容易
な動作ガスを四塩化チタンに対して混合することにより、プラズマの点火が、大幅に容易
なものとなる。
【００６０】
四塩化チタンがプラズマ（２０）と接触したときには、四塩化チタンは、気化し、ほぼ
瞬時的に酸化反応が起こって、二酸化チタンおよび遊離塩素が形成される。反応は、プラ
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ズマ負荷に依存してまた誘導コイル（１８）への入力電力に依存して、１５００℃と３０
００℃との間の温度で起こると推定される。ただし、当業者には自明なように、より低い
温度またはより高い温度を用いることもできる。
【００６１】
本発明による方法においては、大きな乱流強度のクエンチ技術を使用する。この技術は
、開発されたもので、反応生成物の超急速冷却と、蒸気凝縮を原理としたエアロゾル粒子
の形成に通常関連づけられた粒子成長プロセスの妨害と、を行うことができる。急速クエ
ンチ技術は、ナノ粉末の形成と、この粉末内においてアナターゼ相が支配的となること（
実験結果は８０％以上を示す）と、に寄与する。クエンチ技術は、二酸化チタン蒸気の温
度を、１５００〜３０００℃の反応温度から、１００〜５００℃の範囲の温度へと、下げ

40

ることを目的としている。例示としての実施形態に基づく装置を用いて実施された実験的
な試験では、約１２０℃という冷却温度をもたらした。
【００６２】
ここで図１に加えて図２を参照すると、乱流強度の大きなガスクエンチ領域（３０）は
、プラズマ放電領域（３２）内へと、圧縮されたクエンチガスの激しい乱流を導入するこ
とによって生成される。このクエンチ領域は、径方向と接線方向との両方のそれぞれに向
けられた例えばノズル（３４）といったような同一平面的な複数の細いクエンチガスノズ
ルを使用して、形成される。これにより、径方向および接線方向のそれぞれにおいて高速
のクエンチガスジェットを形成することができる。
【００６３】
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当業者には周知なように、乱流に関しては、乱流度合いは、乱流の強度という観点で測
定される。乱流強度は、時間平均的な流速に対しての、撹拌流体の２乗平均平方根（ｒｍ
ｓ）の比として規定される。層流の場合には、乱流強度は、ゼロである。なぜなら、局所
的流速が安定していて、時間的に変動しないからである。乱流の場合には、乱流強度は、
流れの性質に依存する。例えば、乱流がパイプ内を流れる場合には、乱流度合いは、５〜
７％に過ぎないけれども、乱流が、自由に流れたりあるいは制限されたジェットとして流
れたりあるいは乱流剪断流として流れたりする場合には、乱流度合いは、１０〜２０％に
まで達することができ、あるいは、それ以上となることができる。本明細書においては、
『乱流度合いが大きい』という用語は、クエンチ領域内において内部ジェットおよび剪断
流を使用した際に、乱流度合いが、１０〜２０％あるいはそれ以上となる様子を意味する

10

ものとする。
【００６４】
図２によりよく示されるように、ノズル（３４）は、反応炉（２）の周縁回りにおいて
互いに等間隔に隔離されている。この結果、生成物の蒸気が急速に冷却され、粒子成長プ
ロセスが即座に停止される。クエンチ領域内において少なくとも２０〜３０％という乱流
強度を導入することにより、クエンチガスと反応性生成物との間の急速な混合を促進し得
ること、および、成長プロセスを停止させ得る程度に十分に急速であるよう１０

６

℃／

ｓというような大きな速度でもって、反応性生成物を急冷し得ること、が判明した。
【００６５】
本発明による方法によれば、乱流強度の大きなクエンチ領域（３０）と、大容積放電を

20

可能としかつプラズマ領域内における反応物の長い滞留時間を可能とする誘導プラズマの
使用と、を組み合わせることにより、得られる二酸化チタン粉末の粒子サイズの分布の制
御に大きく寄与し得るとともに、得られる二酸化チタン粉末のナノサイズの平均粒子直径
の制御に大きく寄与することができる。
【００６６】
上述した大きな乱流度合いのクエンチ技術を使用することにより、反応チャンバ（８）
の周縁に対して直交する角度に配置されなおかつクエンチ高さ位置において反応炉の中心
に向けて配置された複数の高速ジェット（図２参照）からなるアレイを使用することで、
クエンチ領域（３０）内のフローパターンを制御することができる。クエンチ領域（３０
）の中心内においてこのようにして形成された局所的ピンチ効果は、大きな乱流強度と組

30

み合わせることにより、および、流れ内に大量のガスを導入することに起因してエアロゾ
ルの希釈が関連的に起こることと組み合わせることにより、形成されるナノ粉末の粒子サ
イズ分布を制御することに寄与するとともに、ナノ粉末どうしの凝集機会を低減させるこ
とに寄与し、さらに、得られるナノ粉末の結晶構造を制御することにさえ寄与する。
【００６７】
より詳細には、例示としての実施形態で用いられるクエンチ技術においては、反応炉（
２）内のプラズマ放電領域（３２）の下に配置された円形エアチャンネルを使用している
。クエンチ領域（３０）の位置は、プロセス要求に応じて、プラズマ放電領域（３２）の
下流側へと、数ｃｍ〜約２０ｃｍという長さだけ、移動させることができる。本発明の例
示としての実施形態においては、エアが、クエンチガス（急冷ガス）として用いられてい

40

るけれども、クエンチガスの選択が、プロセスの化学的性質によってある範囲に決定され
ること、および、例えば純粋な酸素や窒素といったような他のガスも、また、クエンチガ
スとして用いることができることは、当業者には明らかであろう。
【００６８】
クエンチガスは、１秒あたり数百メートルという程度の速度から音速までの速度でもっ
て、反応炉（２）内へと導入される。例示としての実施形態においては、導入されるクエ
ンチガスの速度は、１秒あたり２６０メートルである。導入ガスの速度と注入プラズマジ
ェットの速度との間の差が大きいほど、得られる乱流度合いが大きくなる。後述するよう
に、冷却速度は、乱流度合いにつれて増大する。導入されたクエンチガスは、クエンチガ
スノズル（３４）の高さ位置において、反応炉（２）の反応チャンバ（６）の鉛直設置型
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全体的チューブ状チャンバ部分（８）の中央に、乱流強度の大きな流れ領域（３０）を形
成する。この乱流領域（３０）が形成されることにより、反応生成物が急激に冷却され、
反応生成物は、ナノメートルサイズのエアロゾル粒子の形態として凝集する。反応生成物
を急速に冷却することは、また、高温で形成される場合の支配的な相であるアナターゼ相
でもって、ＴｉＯ２

ナノ粉末の形成を促進する。

【００６９】
クエンチガスノズル（３４）の方向は、得られるナノ粉末の性質に影響を与えるクエン
チ領域（３０）の中央での乱流特性を制御し得るよう、これらノズル（３４）が位置して
いる平面内において、調節することができる。
【００７０】

10

反応炉（２）とフィルタユニット（４）との間に介在された導管（３６）は、反応炉（
２）の反応チャンバ（６）のテーパー形状チャンバ部分（１２）の下側の小径端部のとこ
ろに固定されており、冷却されたナノ粉末を濾過のためのフィルタユニット（４）へ移送
するために用いられる。第５導入口（３８）が、導管（３６）の壁に位置している。適切
なドーピング剤を、可能であれば、冷却されたナノ粉末をコーティングするために、第５
導入口（３８）を介して導入することができる。粉末をコーティングすることによって、
粉末の特性を、特定の用途に適合するように変更することができる。例えば、上述したよ
うに、本発明による方法においては、アナターゼ相を相対的に高い含有量でもって含有す
るＴｉＯ２

を製造する。紫外線への露出と組み合わせつつ、人工ファイバにアナターゼ

相を添加することによって、ファイバが自動的に劣化する可能性がある（紫外線が存在す

20

るときのアナターゼ相の触媒作用のために）。粉末を人工ファイバへ添加する前に、最初
に 粉 末 を メ チ ル メ チ ル ア ク リ レ ー ト ポ リ マ ー （ polymer Methyl Methylacrylate） で コ ー
ティングすることによって、自然発生的な劣化を効果的に停止させることができ、これに
よりファイバの寿命が延びる。
【００７１】
コーティングプロセスの他の見地は、コーティングすべき粉末の温度である。通常、Ｔ
ｉＯ２

粉末は、付加的かつ個別のコーティングプロセスが粉末の表面特性を変更するた

めに適用される前のある期間、冷却して置かれる。大きな乱流強度のガスクエンチ技術に
よって達成される粉末の急速冷却は、他の状況では粉末の熱によって破壊されるか逆効果
となってしまう範囲の材料を用いて急冷した直後に、粉末をコーティングすることができ
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ることを意味する。加えて、いくつかのコーティングに際しては、冷却温度を正確に制御
する必要があり、特に重合が実施されるポリマーに際して、その必要がある。実験により
、例えば、メチルメチルアクリレートポリマーを用いたＴｉＯ２

粉末のコーティングが

、大きな乱流強度のガスクエンチ技術を使用することによって、１２０℃という温度でも
って、すなわち、容易に達成かつ制御することができる温度でもって、実施し得ることが
、実証された。
【００７２】
クエンチ領域による冷却の後にナノ粉末をこのようにコーティングすることは、ここで
は、インラインドーピングと称される。インラインドーピングに関して、冷却されたナノ
粉末をコーティングすることに関して例示しているけれども、インラインコーティングプ
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ロセスが、また、ナノ粉末よりも大きなサイズの粒子を有する粉末に適用することもでき
ることは、当業者に明らかであろう。
【００７３】
ナノ粉末（または、粉末、この場合、ナノ粉末よりも大きなサイズの粒子を有する粉末
がコーティングされる）を意図的に使用することに依存して、多くの表面コーティング剤
を考慮することができる。表面コーティング剤は、ナノ粉末の表面特性を制御する。例え
ば、上述したように、メチルメチルアクリレートを表面コーティング剤として使用すると
、生成された支配的なアナターゼＴｉＯ２

ナノ粉末の触媒特性が著しく減少した。図３

を参照すると、メチルメチルアクリレートでドーピングされたＴｉＯ２

ナノ粉末（『ド

ーピングされた粉末』）の存在下での水中における標準濃度のフェノールの触媒劣化が、
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非処理の粉末のものに対して示されている。しかしながら、本発明による方法は、一つの
特定の表面コーティング剤に限定されない。他の可能性のある表面コーティング剤は、当
業者に公知であり、例えばテフロン（登録商標）モノマー、ジエチル亜鉛、クロロフルオ
ロカーボン、および金属蒸気を有することができる。
【００７４】
フィルタユニット（４）は、上側に配置された、鉛直設置型の全体的にチューブ状の部
分（４０）を備えて構成されている。テーパー部分（４３）が、全体的チューブ状部分（
４０）の下端部に取り付けられており、濾過された二酸化チタンナノ粉末を受け取るため
の 領 域 （ ４ ４ ） を 形 成 し て い る 。 例 え ば Goretex（ 登 録 商 標 ） と い っ た よ う な 、 ナ ノ 粉 末
を捕獲することのできる多孔性フィルタ手段（４２）が、全体的チューブ状部分（４０）

10

内において、軸線回りにかつ中央に取り付けられている。この多孔性フィルタ手段（４２
）は、ナノ粉末が通過することができないような多孔性を有しており、このため、排出機
構（４６）を介して放出される排出ガスから除去することができる。領域（４４）で受け
取られたナノ粉末は、底部に設置された鉛直方向導管（４８）を介して収集される。
【００７５】
次に、図４〜図１７を参照して、粒子冷却速度に関してのクエンチ領域（３０）の効果
について、説明する。
【００７６】
様々な実験および様々なコンピュータシミュレーションを行い、以下の条件下において
、反応炉クエンチ領域（３０）内における流れと温度と濃度とを検証した。
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−ＰＬ−３５という型番のプラズマトーチを使用した。このプラズマトーチは、３５ｍ
ｍという内径のプラズマ制限チューブを備えている。プラズマジェットが反応炉内へと入
射する高さ位置における反応炉の直径は、２６０ｍｍである。
−クエンチガスが反応炉（２）内へと導入される高さ位置と、反応炉入射部と、の間の
軸方向距離は、１６０ｍｍである。
−周縁方向において互いに等間隔でもって配置された１６個のノズルによってクエンチ
リングが構成され、各ノズルの直径は、１．５ｍｍである。
−プラズマトーチの動作条件は、以下のようである。
・シースガス＝１２５ｓｌｐｍ（Ｏ２ ）。
・中央のガス＝

３０ｓｌｐｍ（Ａｒ）

30

・反応ガス＝１８．５ｓｌｐｍ（Ａｒ）。
・クエンチガス流速＝２２５あるいは３７５ｓｌｐｍ（エア）。
・反応炉圧力＝４２５Ｔｏｒｒ。
・電源周波数＝３ＭＨｚ
・プラズマパワー＝２８．４ｋＷ。
【００７７】
結果は、２２５ｓｌｐｍ（エア）および３７５ｓｌｐｍ（エア）というクエンチガス流
速に関して、示される。これら結果は、ナノサイズ粉末の形成のために必要な大きな冷却
速度を得るに際して、大きな乱流強度を導入することの重要性を示している。
【００７８】
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各クエンチガス流速に関し、反応炉（２）内でのそれぞれのフローパターンが、図４お
よび図５に与えられている。図４は、２２５ｓｌｐｍというクエンチガス流速に対応して
おり、図５は、３７５ｓｌｐｍというクエンチガス流速に対応している。ガス再循環パタ
ーンに対するクエンチガス流速の重要な影響は、このようにして観察することができる。
【００７９】
温度と速度とに関する対応データが、２２５ｓｌｐｍ（エア）というクエンチガス流速
に対して図６および図７に示されており、３７５ｓｌｐｍ（エア）というクエンチガス流
速に対して図８および図９に示されている。
【００８０】
これらの条件下における等乱流強度線が、２２５および３７５ｓｌｐｍというそれぞれ
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のクエンチガス流速に関し、図１０および図１１に与えられている。
【００８１】
反応炉（２）の中心線に沿った実際の乱流強度プロファイルと、これに対応した反応生
成物の冷却速度とが、２２５および３７５ｓｌｐｍ（エア）というクエンチガス流速に関
し、図１２および図１５に与えられている。これらの図は、クエンチ領域内における８０
％および２７０％という乱流強度レベルを示している。これらの値は、公知の反応炉構成
の場合の乱流強度レベルと比較して、大幅に大きなものである。
【００８２】
図１３および図１６は、大きな乱流強度のクエンチ技術を使用して得られた反応生成物
冷却速度を示している。この冷却速度は、例示としての実施形態においては、６×１０

６

10

Ｋ／ｓにも達するものである。この冷却速度は、ナノ粉末の形成し際して重要な役割を
果たす。これらの２つの図は、さらに、クエンチ領域内における乱流強度の増加が、プラ
ズマ冷却速度の増加にどのような影響を及ぼすかを、示している。図１４および図１７は
、２２５および３７５ｓｌｐｍというクエンチガス流速のそれぞれに関して、反応炉（２
）内での温度プロファイルを示している。これら図１４および図１７を比較することによ
り、クエンチ領域内で乱流強度を増加させることが、冷却速度に関して、プラスの影響を
もたらすことを理解することができる。
【００８３】
本発明による方法を使用した場合には、３０ｋＷという定格の誘導プラズマ装置の製造
能力が、数百ｇ／ｍｉｎ（１００ｇ／ｍｉｎ以上）という二酸化チタンナノ粉末を製造し
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得ること、これに対し、公知の直流／超音波クエンチプロセスの場合には、数ｇ／ｍｉｎ
という製造能力でしかないこと、に注意されたい。
【００８４】
実験により、約１５０ｇ／ｍｉｎというＴｉＯ２

ナノ粉末の製造速度が得られた。こ

の値は、公知技術を使用して達成し得る値よりも、著しく大きなものである。得られたナ
ノ 粉 末 に 関 す る Ｂ Ｅ Ｔ （ Bruaner， Emett， Teller） 比 表 面 積 分 析 は 、 ４ ３ ． ３ ｎ ｍ と い う
対応平均粒形において、３４．７ｍ

２

／ｇ を示した。得られた粉末のＸ線回折（ＸＲＤ

）分析は、アナターゼ相が８４ｗｔ％含有されていることを示した。
【００８５】
本発明につき、四塩化チタンを加熱することによって二酸化チタンナノ粉末を合成する
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ことに関して説明したけれども、本発明は、例えば酸化亜鉛や酸化ジルコニウムといった
ような他の金属酸化物ナノ粉末の製造に際しても使用することができる。
【００８６】
本発明につき、本発明の例示としての実施形態を参照して説明したけれども、上記実施
形態は、本発明の精神および範囲を逸脱することなく、特許請求の範囲内において、任意
に変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】金属酸化物ナノ粉末を製造するための本発明による装置を示す概略的な正面図で
ある。
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【図２】金属酸化物ナノ粉末を製造するための本発明による装置に関し、図１における２
−２線に沿って示す矢視断面図である。
【図３】ドーピングされたＴｉＯ２

ナノ粉末と未処理のＴｉＯ２

ナノ粉末との存在下に

おいて水中でのフェノールの触媒的光分解を示すグラフである。
【図４】クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応炉
内における乱流度合いを図示している流れを示すグラフである。
【図５】クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応炉
内における乱流度合いを図示している流れを示すグラフである。
【図６】クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応炉
内における等温線を示すグラフである。
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【図７】クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応炉
内における等速度線を示すグラフである。
【図８】クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応炉
内における等温線を示すグラフである。
【図９】クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応炉
内における等速度線を示すグラフである。
【図１０】２２５ｓｌｐｍというクエンチガス流量の場合に、図１の反応炉内における等
乱流線を示すグラフである。
【図１１】３７５ｓｌｐｍというクエンチガス流量の場合に、図１の反応炉内における等
乱流線を示すグラフである。
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【図１２】クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉の中心線に沿った乱流強度の長手方向分布を示すグラフである。
【図１３】クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉の中心線に沿った冷却速度の長手方向分布を示すグラフである。
【図１４】クエンチ領域内において２２５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉の中心線に沿った軸方向温度分布を示すグラフである。
【図１５】クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉の中心線に沿った乱流強度の長手方向分布を示すグラフである。
【図１６】クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉の中心線に沿った冷却速度の長手方向分布を示すグラフである。
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【図１７】クエンチ領域内において３７５ｓｌｐｍというガス流量の場合に、図１の反応
炉の中心線に沿った軸方向温度分布を示すグラフである。
【符号の説明】
【００８８】
２

反応炉

４

フィルタユニット

６

反応チャンバ

８

全体的にチューブ状のチャンバ部分

１０

誘導プラズマジェットアセンブリ

１２

テーパー形状のチャンバ部分

１６

反応物混合チャンバ

１８

誘導コイル

２０

プラズマ

２２

第１導入口

２４

第２導入口

２６

第３導入口

２８

第４導入口

３０

クエンチ領域

３２

プラズマ放電領域

３４

クエンチガスノズル

３６

導管

３８

第５導入口
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図８】

【図７】
【図９】

【図１０】

【図１１】
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