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(57)【要約】
籾殻から金属ケイ素及び多孔質炭素を製造することがで
きる製造方法を提供する。金属ケイ素及び多孔質炭素の
製造方法は、籾殻Ｍ１の加熱処理によりＳｉＯ２とＣと
を含む籾殻炭Ｍ２を生成する第１の工程Ｓ１と、加熱し
た第１不活性ガスＧ２または還元性ガスの少なくともい
ずれかに籾殻炭Ｍ４を曝してＳｉＣを生成する第２の工
程Ｓ４と、Ｃｌ２ガスを含む加熱雰囲気中にＳｉＣを曝
して、ＳｉＣｌ４と多孔質炭素Ｐ１とを生成する第３の
工程Ｓ５と、ＳｉＣｌ４とＺｎとを反応させることによ
り、金属ケイ素Ｐ２とＺｎＣｌ２とを生成する第４の工
程Ｓ７と、ＺｎＣｌ２を電気分解してＺｎとＣｌ２ガス
とを生成する第５の工程Ｓ９と、を備える。第５の工程
Ｓ９のＣｌ２ガスを第３の工程Ｓ５に用い、第５の工程
Ｓ９のＺｎを第４の工程Ｓ７に用いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
籾殻の加熱処理により酸化ケイ素と炭素とを含む籾殻炭を生成する第１の工程と、
加熱した第１不活性ガスまたは還元性ガスの少なくともいずれかに前記籾殻炭を曝して炭
化ケイ素を生成する第２の工程と、
塩素ガスを含む加熱雰囲気中に前記炭化ケイ素を曝して、塩化ケイ素と多孔質炭素とを生
成する第３の工程と、
前記塩化ケイ素と金属亜鉛とを反応させることにより、金属ケイ素と塩化亜鉛とを生成す
る第４の工程と、
前記塩化亜鉛を電気分解して金属亜鉛と塩素ガスとを生成する第５の工程と、
を備え、
前記第５の工程の前記塩素ガスを前記第３の工程に用い、前記第５の工程の前記金属亜鉛
を前記第４の工程に用いる、金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法。
【請求項２】
前記第１の工程では、
生成する籾殻炭の組成中において、カーボンのモル数がＳｉＯ２のモル数の３倍以上であ
る請求項１に記載の金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法。
【請求項３】
前記第２の工程の前に酸性溶液で前記籾殻炭を処理する、請求項１又は２に記載の金属ケ
イ素及び多孔質炭素の製造方法。
【請求項４】
前記第２の工程では、
前記第１不活性ガスはＡｒ，Ｈｅの少なくとも一つを含み、
前記第１の工程で得られる籾殻炭は１２００℃以上２０００℃以下の温度に加熱される、
請求項１～３の何れか一項に記載の金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法。
【請求項５】
前記第２の工程では、
前記還元性ガスはＨ２，ＣＯのいずれかを含み、
前記第１の工程で得られる籾殻炭は１２００℃以上２０００℃以下の温度に加熱される、
請求項１～４の何れか一項に記載の金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法。
【請求項６】
前記第２の工程では、前記炭化ケイ素の生成は１気圧未満の圧力で行われる、請求項１～
５の何れか一項に記載の金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法。
【請求項７】
前記第３の工程では、前記加熱雰囲気は前記塩素ガスと第２不活性ガスとの混合ガス又は
前記塩素ガスを含む、請求項１～６の何れか一項に記載の金属ケイ素及び多孔質炭素の製
造方法。
【請求項８】
前記第３の工程では、
前記塩素ガスを含む雰囲気を１０００℃以上１６００℃以下の温度に加熱する、請求項１
～７の何れか一項に記載の金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法。
【請求項９】
前記第４の工程は、
前記塩化ケイ素を６００℃以上１１００℃以下の温度に加熱して、前記塩化ケイ素のガス
を発生させる工程と、
前記塩化ケイ素のガスを前記金属亜鉛の蒸気と反応させて、前記金属ケイ素と前記塩化亜
鉛とを生成する工程と、
前記塩化亜鉛を冷却して前記塩化亜鉛を液化させる工程と、
を含む、請求項１～８の何れか一項に記載の金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法。
【請求項１０】
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前記第３の工程では、
前記塩化ケイ素のガスを、前記加熱雰囲気中から排出することにより、前記多孔質炭素か
ら前記塩化ケイ素を分離する、請求項１～９の何れか一項に記載の金属ケイ素及び多孔質
炭素の製造方法。
【請求項１１】
前記第４の工程では、
前記塩化亜鉛のガスを、前記塩化ケイ素のガスを前記金属亜鉛の蒸気を含む雰囲気中から
排出することにより、前記金属ケイ素から前記塩化亜鉛を分離する、請求項１～１０の何
れか一項に記載の金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、籾殻又は籾殻の炭化物から炭化ケイ素、非晶質シリカ、又は金属ケイ素を製造する
方法が知られている。
【０００３】
特許文献１には籾殻炭化物から炭化ケイ素及び窒化ケイ素を連続的に製造する方法が記載
されている。この方法では、籾殻炭化物を、炭素と反応しない不活性ガスの存在下、加熱
帯域中を移動させながら加熱する。
【０００４】
特許文献２には、籾殻の炭化物を用いてウイスカー性状と微粒子状の炭化ケイ素が複合し
た組織からなる多孔質炭化ケイ素の成形体の製造方法が記載されている。この方法では、
粉砕された籾殻の炭化物の表面を処理した後に、表面処理後の炭化物を成形する。そして
、成形体を加熱処理して炭化成分を除去する。
【０００５】
特許文献３には、籾殻などのケイ酸植物を原料として用いて、金属ケイ素を製造する方法
が記載されている。この方法では、ケイ酸植物を焼成して得たシリカ灰とアルミニウム等
の金属とを不活性ガス雰囲気中で加熱して反応させる。
【０００６】
特許文献４には、籾殻からシリカ原料を製造する方法が記載されている。この方法では、
籾殻粉末を加圧熱水で処理して、籾殻粉末中のシリカ成分と有機質成分との割合を調整す
る。
【０００７】
特許文献５には、籾殻を用いて高純度の非晶質シリカを製造する方法が記載されている。
この方法では、酢酸含有溶液で籾殻を処理することにより籾殻からアルカリ成分を分離す
る。アルカリ成分が分離された籾殻を洗浄乾燥した後に、乾燥籾殻を炭化させて籾殻炭を
形成する。この籾殻炭を焼成して高純度シリカを製造する。
【０００８】
特許文献６には籾殻の炭素成分に着目し、活性炭を製造する方式も検討されている。炭素
材料に炭化を施す工程と、前記炭化工程により処理された前記炭素材料にアルカリ賦活を
施す工程と、前記アルカリ賦活工程により作製された多孔質炭素を容器内に収容する工程
と、前記容器内部を７７～１５０Ｋの範囲内の温度に保持しながら、平衡状態圧力が０．
５～６ＭＰａになるように水素を該容器内部に導入する工程と、を含むことを特徴とする
水素吸蔵方法が示される。このプロセスでは、シリカ成分をアルカリ塩で融解して廃棄す
る点が課題となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開平５―４３２０８号公報
【特許文献２】特開平８―２６８４８号公報
【特許文献３】特開２０１１―６３１６号公報
【特許文献４】特開２００２―２６５２５７号公報
【特許文献５】特開２００８―２１４１５８号公報
【特許文献６】特願２００９―２０５２５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
上述したように、特許文献１，２には炭化ケイ素を製造する方法が記載され、特許文献３
には金属ケイ素を製造する方法が記載されている。また、特許文献４にはシリカ原料を製
造する方法が記載されている。そして、特許文献５には非晶質シリカを製造する方法が記
載されている。
【００１１】
籾殻にはケイ素と炭素が含まれているが、特許文献１～５ではこれらに記載された製造方
法による炭化ケイ素、金属ケイ素及びシリカ原料の原料としてケイ素を利用しているので
、ケイ素と炭素との両方を有効に活用できていない。従って、特許文献１～５に記載され
た方法は、活用されなかった炭素を除去するための工程を含む。それら除去工程では、除
去処理のための酸性溶液又はアルカリ性溶液等の処理液や、加熱処理のためのエネルギが
必要となる。
【００１２】
本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、籾殻から金属ケイ素及び多孔
質炭素を製造することができる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】
【００１３】
本発明に係る金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法では、籾殻の加熱処理により酸化ケイ
素と炭素とを含む籾殻炭を生成する第１の工程と、加熱した第１不活性ガスまたは還元性
ガスの少なくともいずれかに前記籾殻炭を曝して炭化ケイ素を生成する第２の工程と、塩
素ガスを含む加熱雰囲気中に前記炭化ケイ素を曝して、四塩化ケイ素と多孔質炭素とを生
成する第３の工程と、前記四塩化ケイ素と金属亜鉛とを反応させることにより、金属ケイ
素と塩化亜鉛とを生成する第４の工程と、前記塩化亜鉛を電気分解して金属亜鉛と塩素ガ
スとを生成する第５の工程と、を備え、前記第５の工程の前記塩素ガスを前記第３の工程
に用い、前記第５の工程の前記金属亜鉛を前記第４の工程に用いる。
【００１４】
この製造方法では、籾殻から、酸化ケイ素と炭素とを含む籾殻炭を生成し、この籾殻炭か
ら炭化ケイ素を生成する。次に、炭化ケイ素と塩素ガスとを反応させて、多孔質炭素と四
塩化ケイ素とを生成する。続いて、四塩化ケイ素と亜鉛とを反応させて、金属ケイ素と塩
化亜鉛とを生成する。そして、上記塩化亜鉛の電気分解により塩素ガス及び金属亜鉛が生
成され、このうち一方の塩素ガスを上記の多孔質炭素の生成に用いると共に、他方の金属
亜鉛を金属ケイ素の生成に用いる。従って、この製造方法によれば、籾殻から多孔質炭素
と金属ケイ素とを製造することができる。
【００１５】
また、本発明に係る製造方法において、前記第１の工程では、生成する籾殻炭の組成中に
おいて、カーボンのモル数がＳｉＯ２のモル数の３倍以上である。炭素とＳｉＯ２のモル
数の比率が３倍より小さい場合、その後の反応でもＳｉＯ２が残留し多孔質炭素中の不純
物となる。それ故、炭素とＳｉＯ２のモル数の比率が３倍以上であれば炭素成分量の多い
ＳｉＣを形成することができ、最終製造物である多孔質炭素中の不純物成分を少なくでき
る。
【００１６】
また、本発明に係る製造方法では、前記第２の工程の前に酸性溶液で前記籾殻炭を処理す
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る。この処理によれば、酸性溶液による処理によって籾殻炭に含まれる不純物が除去され
るので、籾殻炭に含まれる酸化ケイ素及び炭素の純度が高まる。従って、第３の工程にお
いて不純物と反応する塩素ガスの量が低減されるので、第３の工程で必要な塩素ガスの量
を低減することができる。
【００１７】
また、本発明に係る製造方法の前記第２の工程は、前記第１不活性ガスはＡｒ，Ｈｅの少
なくとも一つを含み、前記第１の工程で得られる籾殻炭は１２００℃以上２０００℃以下
の温度に加熱される。１２００℃以上２０００℃以下の温度範囲では、酸化ケイ素と炭素
との反応が促進されるので、炭化ケイ素を効率よく生成することができる。
【００１８】
また、本発明に係る製造方法の前記第２の工程では、前記還元性ガスはＨ２，ＣＯの少な
くともいずれかを含み、前記第１の工程で得られる籾殻炭は１２００℃以上２０００℃以
下の温度に加熱される。１２００℃以上２０００℃以下の温度範囲では、酸化ケイ素と炭
素との反応が促進されるので、炭化ケイ素を効率よく生成することができる。また、Ｈ２

ガスやＣＯガスは酸化ケイ素と炭素との反応を促進させるので、炭化ケイ素をさらに効率
よく生成することができる。
【００１９】
また、本発明に係る製造方法の前記第２の工程では、前記炭化ケイ素の生成は１気圧未満
の圧力で行われる。処理容器内の圧力を大気圧未満の圧力に設定することにより、蒸気圧
が低い不純物を籾殻炭から除去することができる。
【００２０】
また、本発明に係る製造方法の前記第３の工程では、前記加熱雰囲気は前記塩素ガスと第
２不活性ガスとの混合ガス又は前記塩素ガスを含む。
【００２１】
また、本発明に係る製造方法の前記第３の工程では、前記塩素ガスを含む雰囲気を１００
０℃以上１６００℃以下の温度に加熱する。加熱雰囲気が１０００℃以上の温度であるの
で、塩素ガスと炭化ケイ素との反応を促進させることができる。また、加熱雰囲気が１６
００℃以下の温度であるので、生成される多孔質炭素の組織がグラファイト化することを
抑制し、多孔質炭素の表面積の減少を抑制できる。
【００２２】
また、本発明に係る製造方法の前記第４の工程は、前記四塩化ケイ素を６００℃以上１１
００℃以下の温度に加熱して、前記四塩化ケイ素のガスを発生させる工程と、前記四塩化
ケイ素のガスを前記金属亜鉛の蒸気と反応させて、前記金属ケイ素と前記塩化亜鉛とを生
成する工程と、前記塩化亜鉛を冷却して前記塩化亜鉛を液化させる工程と、を含む。四塩
化ケイ素と金属亜鉛との反応を促進させることができる。
【００２３】
また、本発明に係る製造方法の前記第３の工程では、前記四塩化ケイ素のガスを、前記加
熱雰囲気中から排出することにより、前記多孔質炭素から前記四塩化ケイ素を分離する。
多孔質炭素と四塩化ケイ素とを容易に分離することができる。
【００２４】
また、本発明に係る製造方法の前記第４の工程では、前記塩化亜鉛のガスを、前記四塩化
ケイ素のガスを前記金属亜鉛の蒸気を含む雰囲気中から排出することにより、前記金属ケ
イ素から前記塩化亜鉛を分離する。金属ケイ素と塩化亜鉛を容易に分離することができる
。
【発明の効果】
【００２５】
本発明によれば、籾殻から金属ケイ素及び多孔質炭素を製造することができる方法が提供
される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
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【図１】図１は、一実施形態に係る金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法の主要な工程を
示す図である。
【図２】図２は、一実施形態に係る金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法の主要な工程を
示す図である。
【図３】図３は、一実施形態の製造方法において用いられる籾殻処理装置の構成を概略的
に示す図である。
【図４】図４の（ａ）部は籾殻の一例を示す図であり、図４の（ｂ）部は籾殻炭の一例を
示す図である。
【図５】図５は、一実施形態の製造方法において用いられる籾殻炭体の処理装置の構成を
概略的に示す図である。
【図６】図６は、一実施形態の製造方法において用いられる籾殻炭体の処理装置の構成を
概略的に示す図である。
【図７】図７は、一実施形態の製造方法において用いられる籾殻炭体の処理装置の構成を
概略的に示す図である。
【図８】図８は、一実施形態の製造方法において用いられる籾殻炭体の処理装置の構成を
概略的に示す図である。
【図９】図９は、亜鉛還元装置の構成を簡略化して示す図である。
【図１０】図１０は、亜鉛還元装置の具体的な構成を示す図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、生成物のＸ線回折（ＸＲＤ）波形を示す図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、生成物のＸ線回折（ＸＲＤ）波形を示す図である。
【図１２】図１２は、生成物の顕微鏡写真を示す図である。
【図１３】図１３は、多孔質炭素材料のＸ線回折波形を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
以下、添付図面を参照しながら本発明による金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法の実施
の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、
重複する説明を省略する。
【００２８】
本実施形態の金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方法では、籾殻から金属ケイ素及び多孔質
炭素を製造する。図１及び図２は、一実施形態に係る金属ケイ素及び多孔質炭素の製造方
法の主要な工程を示す図である。図１に示すように、本実施形態の製造方法は、籾殻を加
熱処理する工程Ｓ１と、籾殻炭を酸性溶液で処理する工程Ｓ２と、籾殻炭を粉砕及び成形
する工程Ｓ３と、籾殻炭体を加熱処理する工程Ｓ４と、塩素ガス（Ｃｌ２ガス）を含む加
熱雰囲気中に籾殻炭体を曝す工程Ｓ５と、多孔質炭素（Ｃ）を取り出す工程Ｓ６と、四塩
化ケイ素（ＳｉＣｌ４）と金属亜鉛（Ｚｎ）とを反応させる工程Ｓ７と、金属ケイ素（Ｓ
ｉ）を取り出す工程Ｓ８と、塩化亜鉛（ＺｎＣｌ２）を電気分解する工程Ｓ９とを有して
いる。そして、これら工程Ｓ１～工程Ｓ９を繰り返し行うことにより、多孔質炭素及び金
属ケイ素を連続的に生産する。
【００２９】
籾殻を加熱処理する工程Ｓ１（第１の工程）では、籾殻に含まれるケイ素（Ｓｉ）を酸化
させて酸化ケイ素（ＳｉＯ２）と炭素（Ｃ）とを主成分とする籾殻炭を生成する。籾殻炭
は、約５０％重量比のＳｉＯ２と、約４０％重量比のＣを含んでいる。籾殻炭は、ＳｉＯ

２及びＣの他に、例えば、水素、窒素、カリウム、カルシウム、ナトリウム、マンガン、
鉄、亜鉛等の混合物を含んでいる。混合物の多くは、カリウム、カルシウム、ナトリウム
などのアルカリ金属類である。
【００３０】
図３は、工程Ｓ１～工程Ｓ３において用いられる籾殻処理装置１０の構成を概略的に示す
図である。籾殻処理装置１０は、籾殻Ｍ１（図４の（ａ）部参照）を貯蔵する貯蔵部１１
と、炭化炉１２と、炭化炉１２に処理ガスＧ１を供給するガス供給部１３と、炭化炉１２
に冷却水Ｗ１を供給する水供給部１４と、籾殻炭Ｍ２（図４の（ｂ）部参照）を処理する
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ための溶液処理部１５と、溶液処理された籾殻炭Ｍ２をペレット状に加工するための成形
部１６を備えている。
【００３１】
炭化炉１２は、籾殻Ｍ１を収容する加熱処理部１２ａと、加熱処理部１２ａ内の籾殻Ｍ１
を加熱するためのヒーター１２ｂとを備えている。また、炭化炉１２は、加熱処理部１２
ａで処理された籾殻Ｍ１の燃焼を停止させる冷却部１２ｃを備えている。冷却部１２ｃに
は、水供給部１４から冷却水Ｗ１が供給され、籾殻Ｍ１は冷却部１２ｃにおいて所定の温
度まで冷却される。ガス供給部１３は、炭化炉１２の加熱処理部１２ａに対して処理ガス
Ｇ１を供給する。処理ガスＧ１は、籾殻Ｍ１に含まれるＳｉ及びＣとの反応性が低いガス
である。
【００３２】
工程Ｓ１では、まず、貯蔵部１１から炭化炉１２へ籾殻Ｍ１が供給され、籾殻Ｍ１が炭化
炉１２の加熱処理部１２ａへ収容される。次に、ガス供給部１３から加熱処理部１２ａに
処理ガスＧ１を供給しつつ、ヒーター１２ｂを用いて籾殻Ｍ１を加熱する。本実施形態で
は処理ガスＧ１はＮ２などの不活性ガス、籾殻Ｍ１の完全燃焼に不十分な量の大気ガスで
あり、籾殻Ｍ１は５００℃～１０００℃の加熱雰囲気中に曝される。籾殻Ｍ１は、籾殻Ｍ
１が完全燃焼するために必要な酸素が不足した雰囲気中で加熱されるので、いわゆる蒸し
焼きである不完全燃焼をする。加熱された籾殻Ｍ１は、冷却部１２ｃに移動され、所定の
温度まで冷却される。そして、加熱処理された後に冷却された籾殻Ｍ１は、籾殻炭Ｍ２と
なり、溶液処理部１５に移動される。
【００３３】
籾殻炭中のＳｉＯ２と炭素の比率は、以降の反応での量論関係から重要なパラメータとな
る。炭素とＳｉＯ２のモル数の比率が３倍より小さい場合、その後の反応でもＳｉＯ２が
残留し多孔質炭素中の不純物となる。それ故、炭素とＳｉＯ２のモル数の比率はＳｉＯ２

＋３Ｃ→ＳｉＣ＋２ＣＯの反応量論比である３倍以上である必要がある。ただしあまり多
い場合は、多孔質炭素の細孔分布が所定の分布をとれなくなるので多くても４倍程度にし
ておくことがよい。
【００３４】
籾殻炭Ｍ２を酸性溶液で処理する工程Ｓ２を実施する。工程Ｓ２では、炭化炉１２で製造
された籾殻炭Ｍ２を溶液処理部１５で処理して、籾殻炭Ｍ２に含まれているアルカリ成分
やリン等の不純物を除去する。本実施形態では、塩酸（ＨＣｌ）等の酸性溶液を用いて籾
殻炭Ｍ２を処理する。
【００３５】
ところで、炭化ケイ素は研磨剤や耐熱材として求められているので、粒子径の均一性や粒
子の緻密性が要求される。一方、多孔質性等の機能を炭化ケイ素に付与可能な製造方法は
確立されているが、工業用の炭化ケイ素として用いるためには、十分な特性が得られてい
ない。従って、緻密体にするために行われる高圧処理や、添加物の添加等の処理が必要に
なる。
【００３６】
本実施形態では、籾殻炭Ｍ２を粉砕及び成形する工程Ｓ３を実施する。溶液処理部１５で
処理された籾殻炭Ｍ２は成形部１６において所定の形状を有する籾殻炭体Ｍ３に成形され
る。成形部１６では、まず、籾殻Ｍ１の形状を保持した状態の籾殻炭Ｍ２を粉砕する。粉
砕された籾殻炭Ｍ２の平均粒径は、０．１μｍ～１０μｍである。この粉砕により籾殻炭
Ｍ２を構成する粒子の粒子径が一定値に制御されるので、後工程の処理プロセスを安定化
することができる。そして、粉砕された籾殻炭Ｍ２を、例えばペレット状に籾殻炭体Ｍ３
を成形する。この成形により、籾殻炭体Ｍ３の搬送が容易になる。なお、この工程Ｓ３は
、必要に応じて実施すればよく、籾殻炭Ｍ２を籾殻炭体Ｍ３に成形することなく、籾殻炭
Ｍ２を後工程で利用してもよい。引き続く説明では、籾殻炭体Ｍ３について説明する。
【００３７】
籾殻炭体Ｍ３を加熱処理する工程Ｓ４（第２の工程）では、籾殻炭体Ｍ３に含まれるＳｉ
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Ｏ２とＣとを相互に反応させて炭化ケイ素（ＳｉＣ）を生成する。図２には、この工程Ｓ
４の反応を示す化学式（１）が示されている。なお、この反応における自由エネルギはΔ
Ｇ＝－７７ｋＪである。
ＳｉＯ２＋３Ｃ→ＳｉＣ＋２ＣＯ・・・（１）
【００３８】
なお、上記化学式（１）の反応は、加熱雰囲気が１７００℃以下の温度では処理ガスＧ２
を還元性ガスとすることにより、反応をより促進することができる。上記化学式（１）の
反応は、１７００℃以下では標準生成自由エネルギが正になっているので反応が進行しに
くいが、処理ガスＧ２がＨ２やＣＯなどを含有し、還元性ガスとすることにより、ＳｉＣ
が生成される反応が促進される。一方、加熱雰囲気が１７００℃以上の温度では処理ガス
Ｇ２を還元性ガスとしなくてもよい。
【００３９】
なお、処理雰囲気ガスをＮ２とした場合、ＳｉＯ蒸気とＮ２が反応しＳｉ３Ｎ４、ＳｉＯ
Ｎ２などの窒化物を形成する場合がある。この反応抑制するには、Ｎ２の供給量を少なく
する、または、希ガスであり反応に寄与しないＡｒやＨｅを雰囲気ガスとする必要がある
。図１１Ａは、原料のＳｉＯ２のモル数とカーボンのモル数とのモル比が１：３．１（す
なわち、カーボンのモル数がＳｉＯ２のモル数の３．１倍）の籾殻炭を用い、雰囲気ガス
をＨｅとして１５５０℃で常圧下処理した生成物のＸ線回折（ＸＲＤ）波形を示す。横軸
は、回折角度、縦軸は、回折強度（単位はＣＰＳ（カウント数））である。主生成物はβ
型炭化ケイ素であり、少量のグラファイトが形成されている。図１１Ｂは、図１１Ａの場
合と同一原料で、雰囲気ガスをＮ２とした場合であるが、ＳｉＣの形成以外にＳｉ３Ｎ４

の生成が認められる。図１２に図１１ＡのＸＲＤ波形に示した生成物の顕微鏡写真を示す
が、籾殻構造が残留していることがわかる。
【００４０】
また、上記化学式（１）の反応ではＣＯガスが発生するため、反応炉２１内の圧力を減圧
することにより、一層反応が促進される。さらに、反応炉２１内の圧力を減圧することに
より、低い蒸気圧を有する金属アルカリ（Ｎａ，Ｋ）、リン化合物（Ｐ２Ｏ５，Ｐ４）と
いったアルカリやリンなどの不純物が除去される。
【００４１】
図５及び図６は、工程Ｓ４において用いられる籾殻炭体Ｍ３の処理装置２０の構成を概略
的に示す図である。図５を参照すると、処理装置２０は、上下方向に延びる反応炉２１と
、反応炉２１の側壁に埋め込まれたヒーター２２と、反応炉２１内に配置された載置棚２
３とを備えている。載置棚２３には、複数の籾殻炭体Ｍ３が個々の段に載置される。この
実施形態では、載置棚２３は、支持棒２３ａによって上方から吊り下げて支持されている
。
【００４２】
反応炉２１の下部には吸気口２１ａが設けられており、この吸気口２１ａから第１不活性
ガスや還元性ガスである処理ガスＧ２が導入される。処理ガスＧ２は、Ｈ２，Ｎ２，Ａｒ
，Ｈｅ，ＣＯの少なくとも一つを含むガスを用いることができる。処理ガスＧ２には、Ｈ

２ガスが利用できる。Ｈ２ガスによれば、ＳｉＯ２とＨ２との反応により生成された一酸
化ケイ素（ＳｉＯ）により上記化学式（１）の反応を促進することができる。この処理ガ
スＧ２は、反応炉２１内を上方へ移動したのち、反応炉２１の上部に設けられた排気口２
１ｂから排出される。ヒーター２２は載置棚２３の周囲を囲むように配置されており、載
置棚２３に載置された籾殻炭体Ｍ３を加熱する。
【００４３】
工程Ｓ４では、まず、載置棚２３に籾殻炭体Ｍ３を載置する。次に、吸気口２１ａから反
応炉２１内に処理ガスＧ２を供給しつつ、ヒーター２２を用いて処理ガスＧ２を加熱する
。本実施形態では処理ガスＧ２はＨ２ガスであり、籾殻炭体Ｍ３は１２００℃以上２００
０℃以下の加熱雰囲気中に２～１０時間曝される。また、反応炉２１内は、例えば１気圧
未満の圧力に設定される。この加熱により、化学式（１）の反応が生じ、籾殻炭体Ｍ３か
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ら籾殻炭体Ｍ４が生成される（図６参照）。籾殻炭体Ｍ４は、ＳｉＣを含む。このＳｉＣ
と同時に生成された一酸化炭素（ＣＯ）は、処理ガスＧ２と共に反応炉２１の上部に設け
られた排気口２１ｂから排出される。加熱終了後、載置棚２３から籾殻炭体Ｍ４を取り出
す。
【００４４】
次に、塩素ガス（Ｃｌ２）を含む加熱雰囲気中に籾殻炭体Ｍ４を曝す工程Ｓ５（第３の工
程）を実施する。工程Ｓ５では、ＳｉとＣとの化合物であるＳｉＣと、Ｃｌ２ガスとを互
いに接触させて加熱処理を行うことにより、籾殻炭体Ｍ４から多孔質炭素Ｐ１を生成する
。図２には、この工程Ｓ５の反応を示す化学式（２）が示されている。なお、この反応に
おける自由エネルギはΔＧ＝－４３０ｋＪである。
ＳｉＣ＋２Ｃｌ２→ＳｉＣｌ４＋Ｃ・・・（２）
【００４５】
この工程Ｓ５では、ＳｉＣのＳｉとＣｌ２ガスとが反応してＳｉＣｌ４が生成されてＳｉ
ＣからＳｉが抜け出る。この反応により、籾殻炭体Ｍ４からＳｉが抜け出て、多孔質の炭
素構造を有する多孔質炭素Ｐ１が形成される。また、工程Ｓ５では、多孔質炭素Ｐ１と共
に、ＳｉＣｌ４が得られる。このＳｉＣｌ４は、例えば冷却器などにおいて室温付近まで
冷却されることにより回収される。
【００４６】
図７及び図８は、工程Ｓ５において用いられる籾殻炭体Ｍ４の処理装置３０の構成を概略
的に示す図である。籾殻炭体Ｍ４の処理装置３０は、例えば光ファイバの多孔質母材の脱
水処理に用いられる脱水焼結炉を用いることができる。図７を参照すると、処理装置３０
としては、反応炉３１と、冷却トラップ３２と、貯留タンク３３とを備えている。
【００４７】
反応炉３１は、載置棚３１ａを備えている。載置棚３１ａには、複数の籾殻炭体Ｍ４が個
々の段に載置される。載置棚３１ａは支持棒３１ｂによって上方から吊り下げて支持され
ている。反応炉３１における載置棚３１ａよりも下の部分にはガス導入口３１ｃが設けら
れている。このガス導入口３１ｃからは、処理ガスＧ３が反応炉３１に供給される。本実
施形態の処理ガスＧ３は、Ｃｌ２ガスと第２不活性ガスとの混合ガス、若しくは実質的に
１００％のＣｌ２ガスである。本実施形態では、第２不活性ガスとして、窒素（Ｎ２）、
アルゴン（Ａｒ）、ヘリウム（Ｈｅ）等を用いることができる。
【００４８】
反応炉３１の外側には、載置棚３１ａを囲むようにヒーター３１ｄが設けられている。こ
のヒーター３１ｄにより、籾殻炭体Ｍ４の周囲のＣｌ２ガスを含む雰囲気が例えば１００
０℃以上１６００℃以下の温度となるように加熱される。反応炉３１の上部には、ガス排
出口３１ｅが設けられている。ガス排出口３１ｅは冷却トラップ３２に接続されている。
この冷却トラップ３２内を循環する冷媒３２ａによって、反応炉３１からの排気が、例え
ばマイナス１０℃以下に冷却される。Ｃｌ２ガスの沸点はマイナス３４℃であるので、Ｓ
ｉＣｌ４と容易に分離される。
【００４９】
工程Ｓ５では、まず、載置棚３１ａに籾殻炭体Ｍ４を載置する。次に、ガス導入口３１ｃ
から反応炉３１内に処理ガスＧ３を供給しつつ、ヒーター３１ｄを用いて処理ガスＧ３を
加熱する。本実施形態では、処理ガスＧ３はＣｌ２ガスであり、籾殻炭体Ｍ４は１０００
℃以上１６００℃以下又は１１００℃以上１３００℃以下の温度の加熱雰囲気中に６０～
６００分間曝される。この加熱により、図８に示される化学式（２）の反応が生じて、Ｓ
ｉＣからＳｉが抜け、載置棚３１ａにおいて多孔質炭素Ｐ１が生成される。工程Ｓ５の後
に、載置棚３１ａから多孔質炭素Ｐ１を取り出す（工程Ｓ６）。
【００５０】
また、化学式（２）の反応により生じたＳｉＣｌ４及び処理ガスＧ３は、ガス排出口３１
ｅから反応炉３１の外部の冷却トラップ３２へ排出される。そして、冷却トラップ３２で
液化されたＳｉＣｌ４は、貯留タンク３３に貯留されたのち、還元装置４０（図９及び図
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１０参照）へ送られる（図８の参照符号Ｂ１）。また、冷却トラップ３２を通過した処理
ガスＧ３は、三方弁３４を介して、籾殻炭体Ｍ４の処理装置３０の外部へ排気されるか、
若しくは再び反応炉３１のガス導入口３１ｃへ送られる。
【００５１】
ＳｉＣとＣｌ２の反応により、ＳｉＣからＳｉが抜け出て、空隙領域に気孔が形成される
。化学式（２）の反応は１０００℃以上の温度でよく進むが、得られた多孔質炭素Ｐ１の
比表面積は温度依存性を有し、比表面積が大きい多孔質炭素Ｐ１は活性炭として有効に活
用可能である。比表面積は１１５０℃～１２５０℃の処理で最大値をとり、その値は１５
００ｍ２／ｇ～１７００ｍ２／ｇとなった。１４００℃以上の処理では活性炭の組織が、
アモルファスからグラファイトに変換し表面積が８００～１０００ｍ２／ｇに低下した。
ただし、グラファイト構造を必要とする活性炭には有効である。
【００５２】
Ｃｌ２ガス雰囲気で１１００℃処理で得られた多孔質炭素材料のＸ線回折波形を図１３に
示す。横軸は回折角度、縦軸は回折強度（単位はＣＰＳ（カウント数））である。主生成
物はＳｉＣを処理した場合に特徴的な、１５°未満の小角散乱、２０°付近のブロードな
回折とグラファイト０１面に起因する４３°付近の回折が確認される。また、少量のグラ
ファイトが形成されていることが２６°の回折線より確認できる。
【００５３】
なお、籾殻炭体Ｍ４中に微量の金属不純物が存在しても、工程Ｓ５の処理において、Ｓｉ
Ｃｌ４の蒸気圧が他の金属塩化物に対して十分に高い値であるので、ＳｉＣｌ４を凝縮さ
せるときに金属不純物の混入は無視できる。
【００５４】
ＳｉＣｌ４とＺｎとを反応させる工程Ｓ７（第４の工程）では、いわゆる亜鉛還元法を用
いて、ＳｉＣｌ４から高純度の金属ケイ素Ｐ２（Ｓｉ）を取り出す。より詳細には、工程
Ｓ５で生成されたＳｉＣｌ４に含まれるＣｌ２とＺｎとを相互に反応させることにより、
ＳｉＣｌ４を還元させて金属ケイ素Ｐ２（Ｓｉ）を生成する。Ｚｎは、ＳｉＣｌ４との組
み合わせにおいて、Ｓｉと固溶体を作らず、塩化亜鉛の融点が比較的低く、塩化亜鉛の蒸
気圧も高い点から、選択される材料である。図２には、この工程Ｓ７の反応を示す化学式
（３）が示されている。なお、この反応における自由エネルギはΔＧ＝－６４ｋＪである
。
ＳｉＣｌ４＋２Ｚｎ→２ＺｎＣｌ２＋Ｓｉ・・・（３）
【００５５】
また、工程Ｓ７では、ＳｉＣｌ４とＺｎとを気相で反応させる。Ｚｎの沸点は９０７℃と
金属の中では比較的低く、８００℃近傍でも供給に気化可能な蒸気圧を有している。上記
の気相反応で生成されるＺｎＣｌ２の沸点は７５６℃であるので、ＳｉＣｌ４との反応は
ＺｎＣｌ２が析出しない８００℃以上の温度であることができる。
【００５６】
工程Ｓ９（第５の工程）では、ＺｎＣｌ２を電気分解する。この電気分解でＺｎＣｌ２か
らＺｎとＣｌ２ガスとが生成される。
図２には、この工程Ｓ９の反応を示す化学式（４）が示されている。なお、この反応にお
ける自由エネルギはΔＧ＝＋３２３ｋＪある。
ＺｎＣｌ２　→　Ｚｎ＋Ｃｌ２・・・（４）
【００５７】
この工程Ｓ９では、例えばＺｎＣｌ２を高温溶融状態での電気分解により、ＺｎＣｌ２か
らＺｎとＣｌ２ガスとを生成する。そして、この工程Ｓ９によって生成されたＣｌ２ガス
は、前述した工程Ｓ５において再び用いられる（図２参照）。更に、この工程Ｓ９によっ
て生成されたＺｎは、前述した工程Ｓ７において再び用いられる（図２参照）。
【００５８】
図９及び図１０は、工程Ｓ７，Ｓ８，Ｓ９において用いられる還元装置４０の構成を概略
的に示す図である。図９は還元装置４０の構成を簡略化して示す図であり、図１０は還元
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装置４０の具体的な構成を示す図である。
【００５９】
図９を参照すると、還元装置４０は、気化器４１及び気化器４２と、反応炉４３と、電気
分解槽４４とを備えている。上述した籾殻炭体Ｍ４の処理装置３０の貯留タンク３３に貯
留されたＳｉＣｌ４（参照符号Ｂ１）は、気化器４１に送られて気化する。一方、気化器
４２では、Ｚｎが気化される。気化したＳｉＣｌ４及びＺｎは、反応炉４３に送られる。
そして、反応炉４３においてＳｉＣｌ４及びＺｎを高温で反応させる。この反応により前
述した化学式（３）の反応が生じ、金属ケイ素Ｐ２及びＺｎＣｌ２が生成される。
【００６０】
ＺｎＣｌ２は、融点（２８０℃）以上の温度、沸点未満でトラップされ、電気分解槽４４
に送られる。そして、ＺｎＣｌ２は、直流電流による電気分解により化学式（４）の反応
が生じ、ＺｎＣｌ２がＺｎとＣｌ２ガスとに分離される。生成されたＣｌ２ガスは処理ガ
スＧ３として籾殻炭体Ｍ４の処理装置３０に送られ（図８及び図９のＧ３）、Ｚｎは気化
器４２に送られる（図９の参照符号Ｂ２）。
【００６１】
図１０を参照して、具体的な還元装置４０について説明する。この還元装置４０では、気
化器４２が、系内投入用気化器４２ａと、連続運転用気化器４２ｂと、集合管４２ｃとを
有している。系内投入用気化器４２ａはゲート弁４２ｄを有しており、還元装置４０の外
部からＺｎを投入することが可能となっている。Ｚｎは、系内投入用気化器４２ａの気化
室４２ｅに収容され、気化する。気化室４２ｅと集合管４２ｃとは、配管４２ｆによって
互いに連結されている。また、連続運転用気化器４２ｂは、電気分解槽４４から取り出さ
れたＺｎを収容し、気化する亜鉛蒸発部４２ｇを有している。亜鉛蒸発部４２ｇと集合管
４２ｃとは、配管４２ｈによって互いに連結されている。
【００６２】
系内投入用気化器４２ａ及び連続運転用気化器４２ｂの配管４２ｈは、例えばセラミック
ス（アルミナ等）によって構成される。また、連続運転用気化器４２ｂの亜鉛蒸発部４２
ｇ、及び集合管４２ｃは、例えばカーボンによって構成される。系内投入用気化器４２ａ
、連続運転用気化器４２ｂ、及び集合管４２ｃは、金属亜鉛の蒸気を効率よく発生させる
ために８００℃以上の温度、例えば９００℃～１０００℃といった高温に加熱される。
【００６３】
反応炉４３は、例えば石英製の容器である。反応炉４３の上部は、石英製の配管４３ａを
介して気化器４２の集合管４２ｃと連結されており、気化されたＺｎが配管４３ａを介し
て反応炉４３へ送られる。また、反応炉４３の上部には、石英製の配管４３ｂを介してＳ
ｉＣｌ４（参照符号Ｂ１）が流入する。反応炉４３は１２００℃～１４００℃といった高
温に加熱されており、反応炉４３の内部において、ＺｎとＳｉＣｌ４とが互いに反応する
。その結果生じた金属ケイ素Ｐ２は、反応炉４３の内部に設けられた加熱されていない容
器４３ｃに収容される。また、ＺｎＣｌ２は、金属ケイ素Ｐ２の微粒子を除去する為の微
粒子トラップ４５を通過したのち、電気分解槽４４に送られる。微粒子トラップ４５は例
えば石英製であり、９００℃～１０００℃といった高温に加熱されている。
【００６４】
得られた金属ケイ素Ｐ２の純度は、９９．９９９５％といったきわめて高い数値であり、
この純度であれば太陽電池用の材料として利用可能である。なお、金属ケイ素Ｐ２には、
不純物としてＺｎとＯ２とが確認された。
【００６５】
電気分解槽４４は、本体部４６及び電極構造体４７を備えている。本体部４６は、溶融し
たＺｎＣｌ２を収容し、電解するための電解槽４６ａと、電解槽４６ａの内部を加熱する
ための熱源であるヒーター４６ｆとを有する。電解槽４６ａの上方には空間４６ｂが設け
られ、空間４６ｂの水平方向の一端には微粒子トラップ４５に連結された配管４６ｃが配
置され、他端には配管４６ｄ（デミスタ）が配置されている。配管４６ｃから導入された
ＺｎＣｌ２は、電解槽４６ａへ導かれる。電解槽４６ａにおいて発生したＣｌ２ガスは、
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空間４６ｂを通って配管４６ｄから排出され、籾殻炭体Ｍ４の処理装置３０へ処理ガスＧ
３として供給される。なお、配管４６ｄの先端にはテフロン（登録商標）樹脂製のフィル
タ４８が設けられている。また、電解槽４６ａの底部には配管４６ｅが連結されており、
電解槽４６ａの底部に堆積した高純度のＺｎは、この配管４６ｅを通って連続運転用気化
器４２ｂへ送られる。
【００６６】
電極構造体４７は、複数の電極板４７ａを有する。複数の電極板４７ａは、隙間をあけて
板厚方向に並置され、該板厚方向を水平方向として電解槽４６ａ内に配置されている。複
数の電極板４７ａは、例えば高純度炭素材料といった、高温に強く塩素に対し耐食性を有
する導電性物質からなり、水平方向に延設された一または複数の棒状部材４７ｂによって
貫通され、相互の位置関係が保持されている。
【００６７】
複数の電極板４７ａのうち、水平方向の一端に位置する電極板４７ａには、該電極板４７
ａと電気的に接続された通電部材４７ｃを介して所定の正電圧が印加され、この電極板４
７ａは陽極として機能する。また、水平方向の他端に位置する電極板４７ａには、該電極
板４７ａと電気的に接続された通電部材４７ｄを介して所定の負電圧が印加され、この電
極板４７ａは陰極として機能する。これら陽極及び陰極の間に配置された電極板４７ａに
は、通電部材を介して、上記した正電圧及び負電圧の間で電位勾配が与えられ、これらの
電極板４７ａはそれぞれ中間電極として機能する。
【００６８】
配管４６ｃから導入されたＺｎＣｌ２は、電解槽４６ａに取り込まれる。電解槽４６ａ内
はヒーターによって例えば５００℃～７００℃といったＺｎの融点よりも高い温度に保た
れるので、ＺｎＣｌ２は溶融状態のまま維持される。
【００６９】
また、電解槽４６ａの内部には複数の電極板４７ａが配置されており、溶融したＺｎＣｌ

２中に複数の電極板４７ａが浸される。そして、所定の電位差が各電極板４７ａに与えら
れると、隣り合う電極板４７ａ同士の対向する面（電解面）を介してＺｎＣｌ２中に電流
が流れ、ＺｎＣｌ２がＣｌ２とＺｎとに電気分解される。こうして生成されたＺｎは、Ｚ
ｎＣｌ２の融液より比重が大きいので電解槽４６ａの底部に堆積し、配管４６ｅを通って
連続運転用気化器４２ｂへ送られる。また、生成されたＣｌ２は、Ｃｌ２ガスとなって電
解槽４６ａの上方へ移動し、配管４６ｄを通って籾殻炭体Ｍ４の処理装置３０へ送られる
。
【００７０】
この製造方法では、籾殻Ｍ１から、ＳｉＯ２とＣとを含む籾殻炭Ｍ２を生成し、この籾殻
炭Ｍ２からＳｉＣを生成する。次に、ＳｉＣとＣｌ２ガスとを反応させて、多孔質炭素Ｐ
１とＳｉＣｌ４とを生成する。続いて、ＳｉＣｌ４とＺｎとを反応させて、金属ケイ素Ｐ
２とＺｎＣｌ２とを生成する。そして、電気分解により発生したＣｌ２ガスを多孔質炭素
Ｐ１の生成に用いると共に、電気分解により発生したＺｎを金属ケイ素Ｐ２の生成に用い
る。従って、この製造方法によれば、籾殻Ｍ１から多孔質炭素Ｐ１と金属ケイ素Ｐ２とを
製造することができる。
【００７１】
また、第２の工程Ｓ４の前に酸性溶液で籾殻炭Ｍ２を処理する。この工程Ｓ４によれば、
酸性溶液による処理によって籾殻炭Ｍ２に含まれる不純物が除去されるので、籾殻炭Ｍ２
に含まれるＳｉＯ２及びＣの純度が高まる。従って、第３の工程Ｓ５において不純物と反
応するＣｌ２ガスの量が低減されるので、第３の工程Ｓ５で必要なＣｌ２ガスの量を低減
することができる。
【００７２】
また、第２の工程Ｓ４では、処理ガスはＨ２を含み、処理ガスは１２００℃以上２０００
℃以下の温度に加熱される。１２００℃以上２０００℃以下の温度範囲では、ＳｉＯ２と
Ｃとの反応が促進されるので、ＳｉＣを効率よく生成することができる。また、Ｈ２ガス
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はＳｉＯ２とＣとの反応を促進させるので、ＳｉＣをさらに効率よく生成することができ
る。
【００７３】
また、第２の工程Ｓ４では、ＳｉＣの生成は１気圧未満の圧力で行われる。処理容器内の
圧力を大気圧未満の圧力に設定することにより、蒸気圧が低い不純物を籾殻炭Ｍ２から除
去することができる。
【００７４】
また、第３の工程Ｓ５では、加熱雰囲気はＣｌ２ガスと第２不活性ガスとの混合ガス又は
実質的に１００％のＣｌ２ガスを含む。このような加熱雰囲気によれば、適正な反応を促
進することができる。
【００７５】
また、第３の工程Ｓ５では、Ｃｌ２ガスを含む雰囲気を１０００℃以上１６００℃以下の
温度に加熱する。加熱雰囲気が１０００℃以上の温度であるので、Ｃｌ２ガスとＳｉＣと
の反応を促進させることができる。また、加熱雰囲気が１６００℃以下の温度であるので
、生成される多孔質炭素Ｐ１の組織がグラファイト化することを抑制し、多孔質炭素Ｐ１
の比表面積の減少を抑制できる。
【００７６】
また、第４の工程Ｓ７は、ＳｉＣｌ４を６００℃以上１１００℃以下の温度に加熱して、
ＳｉＣｌ４のガスを発生させる工程と、ＳｉＣｌ４のガスをＺｎの蒸気と反応させて、金
属ケイ素Ｐ２とＺｎＣｌ２とを生成する工程と、ＺｎＣｌ２を冷却してＺｎＣｌ２を液化
させる工程と、を含む。ＳｉＣｌ４とＺｎとの反応を促進させることができる。
【００７７】
また、第３の工程Ｓ５では、ＳｉＣｌ４のガスを、加熱雰囲気中から排出することにより
、多孔質炭素Ｐ１からＳｉＣｌ４を分離する。多孔質炭素Ｐ１とＳｉＣｌ４とを容易に分
離することができる。
【００７８】
また、第４の工程Ｓ７では、ＺｎＣｌ２のガスを、加熱雰囲気中から排出することにより
、金属ケイ素Ｐ１からＺｎＣｌ２を分離する。金属ケイ素Ｐ１とＺｎＣｌ２を容易に分離
することができる。
【００７９】
また、本実施形態では、籾殻Ｍ１からＳｉＯ２を含む籾殻炭Ｍ２を生成した後に、ＳｉＯ

２を用いてＳｉＣを生成する。このようにＳｉＯ２を含む籾殻炭Ｍ２を経てＳｉＣを製造
する工程によれば、籾殻炭Ｍ２の生成時に不純物を除去する工程Ｓ２を追加することがで
きる。従って、籾殻Ｍ１の処理中に生じるメタンや一酸化炭素等の大量の有機分解生成ガ
スを処理する複雑な装置を用いることなく、ＳｉＣを含む籾殻炭体Ｍ４を生成することが
できる。また、ＳｉＯ２を含む籾殻炭Ｍ２を生成する第１の工程Ｓ１と、ＳｉＯ２からＳ
ｉＣを生成する第２の工程Ｓ４とを組み合わせることにより、装置構成を簡略化できる。
【００８０】
また、上記説明は籾殻を原料とした場合に限定しているが、籾殻以外のケイ酸含有植物由
来材料についても同様の処理が可能である。籾殻以外のケイ酸含有植物由来材料としては
、稲藁、ケイ藻などがある。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
籾殻から金属ケイ素及び多孔質炭素を製造することができる方法を提供する金属ケイ素及
び多孔質炭素の製造方法に対して、利用可能である。
【符号の説明】
【００８２】
１０…籾殻処理装置、２０，３０…籾殻炭の処理装置、４０…還元装置、Ｓ１…第１の工
程、Ｓ４…第２の工程、Ｓ５…第３の工程、Ｓ７…第４の工程、Ｓ９…第５の工程、Ｇ２
…処理ガス（第１不活性ガス、還元性ガス）、Ｍ１…籾殻、Ｍ２…籾殻炭、Ｍ３，Ｍ４…



(14) JP WO2013/190945 A1 2013.12.27

籾殻炭体、Ｐ１…多孔質炭素、Ｐ２…金属ケイ素。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１Ａ】
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【図１１Ｂ】 【図１３】

【図４】 【図１２】
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