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(57)【要約】
【課題】耐候性、耐水性、光学特性に優れ、長期間にわたって汚れにくい塗装物を、少な
い環境負荷で形成できる、常温硬化可能な水系防汚性組成物を提供する。
【解決手段】金属酸化物（Ａ）と、水及び乳化剤の存在下に加水分解性金属化合物（ｂ１
）及び２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）を重合して得られる重
合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を含んでなることを特徴とする水系汚染防止用組成物およ
びその塗装物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属酸化物（Ａ）と水系バインダー（Ｂ１）を含むことを特徴とする水系汚染防止用組
成物。
【請求項２】
該金属酸化物（Ａ）が光触媒活性を有する金属酸化物から選ばれる少なくとも１種の金
属酸化物と二酸化珪素であることを特徴とする請求項１記載の水系汚染防止用組成物。
【請求項３】
該水系バインダー（Ｂ１）が、アミド基及び／または水酸基を有する数平均粒子径１０
〜８００ｎｍの重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を含有することを特徴とする請求項１又
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は２記載の水系汚染防止用組成物。
【請求項４】
該重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）が、水及び乳化剤の存在下に加水分解性金属化合物
（ｂ１）と２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）を重合して得られ
ることを特徴とする請求項１〜３のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物。
【請求項５】
該重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）が、コア／シェル構造であることを特徴とする請求
項１〜３のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物。
【請求項６】
該金属酸化物（Ａ）の数平均粒子径が１〜４００ｎｍであることを特徴とする請求項１
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〜５のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物。
【請求項７】
基材の片面に請求項１〜６のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物形成した汚染
防止層を有することを特徴とする塗装物。
【請求項８】
該塗装物表面の２３℃の接触角が６０度以下であることを特徴とする請求項７に記載の
塗装物。
【請求項９】
該基材がアクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポ
リスチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂からなる群の中から選ばれる樹脂
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であることを特徴とする請求項７又は８に記載の塗装物。
【請求項１０】
該塗装物が屋外表示用途であることを特徴とする請求項７〜９のいずれか一項に記載の
塗装物。
【請求項１１】
請求項１〜６のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物により形成した汚染防止層
を有することを特徴とするマーキングフィルム。
【請求項１２】
請求項１〜６のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物により形成した汚染防止層
を有することを特徴とする看板。
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【請求項１３】
請求項１〜６のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物により形成した汚染防止層
を有することを特徴とする遮音壁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、耐候性、耐水性、光学特性に優れた水系の常温硬化可能な汚染防止用組成物
および塗装物に関する。本発明の塗装物は長期間にわたり親水性で汚れにくく、マーキン
グフィルム、看板、ディスプレイなどの屋外表示用途に有用である。
【背景技術】
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【０００２】
屋外表示用塗装物は、自動車等の排気ガス中の燃焼生成物や大気中に浮遊する煤塵の堆
積により汚れる。更に、雨天には浮遊煤塵は雨によって持ち運ばれ、屋外表示用塗装物の
表面を流下する際に、表面に雨水の道筋に沿って汚染物質が付着し、表面が乾燥すると縞
状の汚れを形成する。このような屋外表示用塗装物の汚れは表示内容を見にくくするとと
もに、都市の美的景観を乱す。また、多くの屋外表示用塗装物は高所にあるため、清掃作
業は危険であり、かつ時間もかかる。
そこで、上記問題に対し、特許文献１では、光触媒粒子を含有する表層部を備え、降雨
により自己清浄化

（セルフクリーニング）される表面を有する屋外表示板、及びその清

浄化方法が提案されている。光触媒を含有する表面層を備えることにより、光触媒の光励
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起に応じて、表層部の表面は親水性を呈するので、屋外表示板の表面が降雨にさらされた
時に付着堆積物及び／又は汚染物が雨滴により洗い流されることが可能となる。しかしな
がら、この方法は、表層部中の光触媒の有機物分解作用によって、基材が劣化し、屋外表
示板の外観を悪くするという大きな問題があった。そこで、上述した光触媒による劣化を
防止する目的で、光触媒含有表層部との間に保護層を介在させる方法も提案されているが
、この方法では、塗装工程が増えるため作業性が悪いという欠点があった。また、光触媒
を基材へ十分に固定するためのバインダーとして溶剤系のシリコーンバインダーが用いら
れている。しかし、基材が樹脂の場合には耐溶剤性や耐熱性の問題から、シリコーンバイ
ンダーを用いると光学特性の低下や固定化が十分に行えないという問題があった。
上記問題に対し特許文献２では、シリコーン樹脂をエマルジョン化して水系化する方法
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が提案されている。しかし、基材への十分な固定化には１５０℃程度の焼付け温度が必要
であり、樹脂基材には適していない。
一方、塗膜表面の親水性を付与する方法として親水性のコロイダルシリカと水系のバイ
ンダーを併用する方法が特許文献３、特許文献４、特許文献５にそれぞれ提案されている
。しかし、いずれも塗液の安定性、塗膜の耐水性や透明性が不十分になるという問題があ
った。
【０００３】
【特許文献１】特開平０９−２３０８１０号公報
【特許文献２】特開平１０−３１６９３７号公報
【特許文献３】特開平１１−００１８９３号公報
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【特許文献４】特開平０７−０２６１６５号公報
【特許文献５】特開昭５５−０４０７１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明の課題は、耐候性、耐水性、光学特性に優れ、長期間にわたって汚れにくい塗装
物を、少ない環境負荷で形成できる、常温硬化可能な水系防汚性組成物を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明に到達した。すなわち、
本発明は以下の通りである。
１）金属酸化物（Ａ）と水系バインダー（Ｂ１）を含むことを特徴とする水系汚染防止用
組成物。
２）該金属酸化物（Ａ）が光触媒活性を有する金属酸化物から選ばれる少なくとも１種の
金属酸化物と二酸化珪素であることを特徴とする上記１記載の水系汚染防止用組成物。
３）該水系バインダー（Ｂ１）が、アミド基及び／または水酸基を有する数平均粒子径１
０〜８００ｎｍの重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を含有することを特徴とする上記１又
は２記載の水系汚染防止用組成物。
４）該重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）が、水及び乳化剤の存在下に加水分解性金属化合

50

(4)

JP 2008‑31297 A 2008.2.14

物（ｂ１）及び２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）を重合して得
られることを特徴とする上記１〜３のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物。
５）該重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）が、コア／シェル構造であることを特徴とする上
記１〜３のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物。
６）該金属酸化物（Ａ）の数平均粒子径が１〜４００ｎｍであることを特徴とする上記１
〜５のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物。
７）基材の片面に上記１〜６のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物形成した汚染
防止層を有することを特徴とする塗装物。
８）該塗装物表面の２３℃の接触角が６０度以下であることを特徴とする上記７に記載の
塗装物。
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９）該基材がアクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリオレフィン樹脂、
ポリスチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂からなる群の中から選ばれる樹
脂であることを特徴とする上記７又は８記載の塗装物。
１０）該塗装物が屋外表示用途であることを特徴とする上記７〜９のいずれか一項に記載
の塗装物。
１１）上記１〜６のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物により形成した汚染防止
層を有することを特徴とするマーキングフィルム。
１２）上記１〜６のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物により形成した汚染防止
層を有することを特徴とする看板。
１３）上記１〜６のいずれか一項に記載の水系汚染防止用組成物により形成した汚染防止
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層を有することを特徴とする遮音壁。
【発明の効果】
【０００６】
本発明の水系防汚性組成物は、少ない環境負荷で耐候性、耐水性、光学特性に優れ、長
期間にわたって汚れにくい塗装物を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
以下、本発明を詳細に説明する。
本発明に使用する上記金属酸化物（Ａ）としては、例えば、コロイダルシリカ、乾式シ
リカ、湿式シリカなどの二酸化珪素（シリカ）、酸化アルミニウム、酸化アンチモン、酸
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化チタン、酸化インジウム、酸化スズ、酸化ジルコニウム、酸化鉛、酸化鉄、珪酸カルシ
ウム、酸化マグネシウム、酸化ニオブ、酸化セリウム及びそれらの複合酸化物等を例示す
ることができる。それらの中でも、表面水酸基の多い二酸化珪素（シリカ）、酸化アルミ
ニウム（アルミナ）、酸化アンチモン及びそれらの複合酸化物等が好ましい。
また、本発明において、上記金属酸化物（Ａ）として光触媒（ａ１）を選択すると、光
照射により光触媒活性及び／又は親水性を発現するために好ましい。
ここで、光触媒（ａ１）とは、光照射によって酸化、還元反応を起こす物質のことを言
う。すなわち伝導帯と価電子帯との間のエネルギーギャップよりも大きなエネルギー（す
なわち短い波長）の光（励起光）を照射したときに、価電子帯中の電子の励起（光励起）
が生じて、伝導電子と正孔を生成しうる物質であり、このとき、伝導帯に生成した電子の
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還元力および／または価電子帯に生成した正孔の酸化力を利用して、種々の化学反応を行
うことができる。
【０００８】
また、光触媒活性とは、光照射によって酸化、還元反応を起こすことを言う。これらの
光触媒活性は、例えば材料表面の光照射時における色素等の有機物の分解性を測定するこ
とにより判定することができる。光触媒活性を有する表面は、優れた汚染有機物質の分解
活性や耐汚染性を発現する。
さらに、本発明において親水性とは、好ましくは２３℃での水の接触角が６０゜以下で
ある場合を言うが、特に水の接触角が３５゜以下の親水性を有する表面は、降雨等の水に
よる自己浄化能（セルフクリーニング）による耐汚染性を発現するので好ましい。さらに
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優れた耐汚染性発現の点からは表面の水の接触角は１０゜以下であることが好ましく、更
に好ましくは５゜以下である。
本発明の金属酸化物（Ａ）として有用に使用できる光触媒（ａ１）としては、バンドギ
ャップエネルギーが１．２〜５．０ｅＶ、好ましくは１．５〜４．１ｅＶの半導体化合物
を挙げることができる。バンドギャップエネルギーが１．２ｅＶより小さいと光照射によ
る酸化、還元反応を起こす能力が弱く好ましくない。バンドギャップエネルギーが５．０
ｅＶより大きいと、正孔と電子を生成させるのに必要な光のエネルギーが大きくなるため
好ましくない。
【０００９】
上記光触媒（ａ１）の例としては、例えば、ＴｉＯ２、ＺｎＯ、ＳｒＴｉＯ３、ＢａＴ
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ｉＯ３、ＢａＴｉＯ４、ＢａＴｉ４Ｏ９、Ｋ２ＮｂＯ３、Ｎｂ２Ｏ５、Ｆｅ２Ｏ３、Ｔａ
２Ｏ５、Ｋ３Ｔａ３Ｓｉ２Ｏ３、ＷＯ３、ＳｎＯ２、Ｂｉ２Ｏ３、ＢｉＶＯ４、ＮｉＯ、

Ｃｕ２Ｏ、ＲｕＯ２、ＣｅＯ２等、さらにはＴｉ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｖから選ばれた少なくと
も１種の元素を有する層状酸化物（例えば特開昭６２−０７４４５２号公報、特開平０２
−１７２５３５号公報、特開平０７−０２４３２９号公報、特開平０８−０８９７９９号
公報、特開平０８−０８９８００号公報、特開平０８−０８９８０４号公報、特開平０８
−１９８０６１号公報、特開平０９−２４８４６５号公報、特開平１０−０９９６９４号
公報、特開平１０−２４４１６５号公報等参照）を挙げることができる。
これらの光触媒（ａ１）の中でＴｉＯ２（酸化チタン）は無害であり、化学的安定性に
も優れるため好ましい。酸化チタンとしては、アナターゼ、ルチル、ブルッカイトのいず
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れも使用できる。
また、本発明の金属酸化物（Ａ）に使用する光触媒（ａ１）として、可視光（例えば約
４００〜８００ｎｍの波長）の照射により光触媒活性及び／又は親水性を発現することが
出来る可視光応答型光触媒を選択すると、本発明の光触媒組成物で処理された光触媒部材
は、室内等の紫外線が十分に照射されない場所等における環境浄化効果や防汚効果が非常
に大きなものとなるため好ましい。これらの可視光応答型光触媒のバンドギャップエネル
ギーは、好ましくは１．２〜３．１ｅＶ、より好ましくは１．５〜２．９ｅＶ、更に好ま
しくは１．５〜２．８ｅＶである。
【００１０】
上記可視光応答型光触媒は、可視光で光触媒活性及び／又は親水性を発現するものであ
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れば全て使用することが出来るが、例えばＴａＯＮ、ＬａＴｉＯ２Ｎ、ＣａＮｂＯ２Ｎ、
ＬａＴａＯＮ２、ＣａＴａＯ２Ｎ等のオキシナイトライド化合物（例えば特開２００２−
０６６３３３号公報参照）やＳｍ２Ｔｉ２Ｓ２Ｏ７等のオキシサルファイド化合物（例え
ば特開２００２−２３３７７０号公報参照）、ＣａＩｎ２Ｏ４、ＳｒＩｎ２Ｏ４、ＺｎＧ
ａ２Ｏ４、Ｎａ２Ｓｂ２Ｏ６等のｄ１０電子状態の金属イオンを含む酸化物（例えば特開
２００２−０５９００８号公報参照）、アンモニアや尿素等の窒素含有化合物存在下でチ
タン酸化物前駆体（オキシ硫酸チタン、塩化チタン、アルコキシチタン等）や高表面酸化
チタンを焼成して得られる窒素ドープ酸化チタン（例えば特開２００２−０２９７５０号
公報、特開２００２−０８７８１８号公報、特開２００２−１５４８２３号公報、特開２
００１−２０７０８２号公報参照）、チオ尿素等の硫黄化合物存在下にチタン酸化物前駆
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体（オキシ硫酸チタン、塩化チタン、アルコキシチタン等）を焼成して得られる硫黄ドー
プ酸化チタン、酸化チタンを水素プラズマ処理したり真空下で加熱処理したりすることに
よって得られる酸素欠陥型の酸化チタン（例えば特開２００１−０９８２１９号公報参照
）、さらには光触媒粒子をハロゲン化白金化合物で処理したり（例えば特開２００２−２
３９３５３号公報参照）、タングステンアルコキシドで処理（特開２００１−２８６７５
５号公報参照）することによって得られる表面処理光触媒等を好適に挙げることができる
。
【００１１】
上記可視光応答型光触媒の中でオキシナイトライド化合物、オキシサルファイド化合物
は可視光による光触媒活性が大きく、特に好適に使用することができる。
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本発明において特に好適に使用できるオキシナイトライド化合物は、遷移金属を含むオ
キシナイトライドであり、光触媒活性が大きいものとして、好ましくは遷移金属がＴａ、
Ｎｂ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｗからなる群から選択される少なくとも１つであることを特徴とする
オキシナイトライドであり、より好ましくは、アルカリ、アルカリ土類及びＩＩＩＢ族の
金属からなる群から選択される少なくとも１つの元素を更に含むことを特徴とするオキシ
ナイトライドであり、更に好ましくはＣａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｒｂ、Ｌａ、Ｎｄからなる群か
ら選ばれる少なくとも１つの金属元素を更に含むことを特徴とするオキシナイトライドで
ある。
上記遷移金属を含むオキシナイトライドの例としては、ＬａＴｉＯ２Ｎ、ＬａｖＣａｗ
ＴｉＯ２Ｎ（ｖ＋ｗ＝３）、ＬａｖＣａｗＴａＯ２Ｎ（ｖ＋ｗ＝３）、ＬａＴａＯＮ２、

10

ＣａＴａＯ２Ｎ、ＳｒＴａＯ２Ｎ、ＢａＴａＯ２Ｎ、ＣａＮｂＯ２Ｎ、ＣａＷＯ２Ｎ、Ｓ
ｒＷＯ２Ｎ等の一般式ＡＭＯｘＮｙ（Ａ＝アルカリ金属、アルカリ土類金属、ＩＩＩＢ族
金属；Ｍ＝Ｔａ、Ｎｂ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｗ；ｘ＋ｙ＝３）で表される化合物やＴａＯＮ、Ｎ
ｂＯＮ、ＷＯＮ、Ｌｉ２ＬａＴａ２Ｏ６Ｎ等を挙げることができる。これらの中で、Ｌａ
ＴｉＯ２Ｎ、ＬａｖＣａｗＴｉＯ２Ｎ（ｖ＋ｗ＝３）、ＬａｖＣａｗＴａＯ２Ｎ（ｖ＋ｗ
＝３）、ＴａＯＮが可視光での光触媒活性が非常に大きいため好ましい。
【００１２】
本発明において特に好適に使用できるオキシサルファイド化合物は、遷移金属を含むオ
キシサルファイドであり、光触媒活性が大きいものとして、好ましくは遷移金属がＴａ、
Ｎｂ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｗからなる群から選択される少なくとも１つであることを特徴とする

20

オキシサルファイドであり、より好ましくは、アルカリ、アルカリ土類及びＩＩＩＢ族の
金属からなる群から選択される少なくとも１つの元素を更に含むことを特徴とするオキシ
サルファイドであり、更に好ましくは希土類元素を更に含むことを特徴とするオキシサル
ファイドである。
上記遷移金属を含むオキシサルファイドの例としては、Ｓｍ２Ｔｉ２Ｓ２Ｏ５、Ｎｄ２
Ｔｉ２Ｓ２Ｏ５、Ｌａ６Ｔｉ２Ｓ８Ｏ５、Ｐｒ２Ｔｉ２Ｓ２Ｏ５、Ｓｍ３ＮｂＳ３Ｏ４等
を挙げることができる。これらの中で、Ｓｍ２Ｔｉ２Ｓ２Ｏ５、Ｎｄ２Ｔｉ２Ｓ２Ｏ５が
可視光での光触媒活性が非常に大きいため非常に好ましい。
更に、上述した光触媒（ａ１）は、好適にＰｔ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｎｂ、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｎｉ
、Ｆｅなどの金属及び／又はこれらの酸化物を添加あるいは固定化したり、シリカや多孔

30

質リン酸カルシウム等で被覆したり（例えば特開平１０−２４４１６６号公報参照）して
使用することもできる。
【００１３】
本発明の水系汚染防止用組成物において、耐候性、耐水性、透明性等に優れた塗装物を
得る為には、金属酸化物（Ａ）の数平均粒子径は１〜４００ｎｍが良い。好ましくは、１
〜１００ｎｍ、より好ましくは５〜５０ｎｍの金属酸化物（Ａ）が好適に選択される。
本発明に用いる金属酸化物（Ａ）の形態としては粉体、分散液、ゾルのいずれでも用い
ることが出来る。ここで、本発明に用いる金属酸化物（Ａ）ゾルおよび金属酸化物（Ａ）
分散液とは、金属酸化物（Ａ）がそれぞれ水及び／又は親水性有機溶媒中に０．０１〜８
０質量％、好ましくは０．１〜５０質量％で一次粒子及び／または二次粒子として分散さ

40

れたものである。
ここで、上記金属酸化物（Ａ）ゾルおよび金属酸化物（Ａ）分散液に使用される上記親
水性有機溶媒としては、例えばエチレングリコール、ブチルセロソルブ、ｎ−プロパノー
ル、イソプロパノール、ｎ−ブタノール、エタノール、メタノール等のアルコール類、ア
セトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、テトラヒドロフラ
ン、ジオキサン等のエーテル類、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド等のアミ
ド類、ジメチルスルホキシド、ニトロベンゼン等、さらにはこれらの２種以上の混合物が
挙げられる。
【００１４】
本発明に用いる金属酸化物（Ａ）の形態が、水系汚染防止用組成物を塗布した塗装物の
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光学特性等の機能発現にとって重要な因子となる。本発明に好適に使用される金属酸化物
（Ａ）としては、１次粒子と２次粒子との混合物（１次粒子、２次粒子何れかのみでも良
い）の数平均粒子径が４００ｎｍ以下の金属酸化物（Ａ）ゾルまたは金属酸化物（Ａ）分
散液が望ましい。特に数平均粒子径が１００ｎｍ以下の金属酸化物（Ａ）ゾルまたは金属
酸化物（Ａ）分散液を使用した場合、本発明の水系汚染防止用組成物からは透明性に優れ
た塗装物を得ることができるため非常に好ましい。より好ましくは数平均粒子径が８０ｎ
ｍ以下３ｎｍ以上、さらに好ましくは５０ｎｍ以下３ｎｍ以上の金属酸化物（Ａ）ゾルま
たは金属酸化物（Ａ）分散液が好適に選択される。
本発明に使用する水系バインダー（Ｂ１）としては、ポリビニルアルコール、カチオン
変成ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコールなどのポリビニルアル

10

コール誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド類、デンプン及びデンプン誘
導体、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のセルロース誘導体
、カゼイン、ゼラチン、水性媒体中でのラジカル重合、アニオン重合、カチオン重合など
によって得られる従来公知のポリ（メタ）アクリレート系、ポリビニルアセテート系、酢
酸ビニル−アクリル系、エチレン酢酸ビニル系、シリコーン系、ポリブタジエン系、スチ
レンブタジエン系、ＮＢＲ系、ポリ塩化ビニル系、塩素化ポリプロピレン系、ポリエチレ
ン系、ポリスチレン系、塩化ビニリデン系、ポリスチレン−（メタ）アクリレート系、ス
チレン−無水マレイン酸系等の共重合体、シリコーン変性アクリル系、フッソ−アクリル
系、アクリルシリコン、エポキシ−アクリル系等の変性共重合体の水分散体が挙げられる
20

。
【００１５】
ここで本発明の水系汚染防止用組成物において、金属酸化物（Ａ）は、バインダー（Ｂ
１）と相互作用することにより硬化剤として働く場合がある。このことにより、本発明の
水系汚染防止用組成物から、耐候性、耐水性、光学特性に優れた汚れがつきにくい塗装物
を形成することが可能となる。
ここで、金属酸化物（Ａ）とバインダー（Ｂ１）との相互作用としては、例えば二酸化
珪素が有する水酸基とバインダー（Ｂ１）が有する水酸基、アミド基等との水素結合を例
示することが出来る。従って、２級及び／又は３級アミド基や、加水分解性金属化合物（
ｂ１）を有する重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）は、水素結合だけでなく、二酸化珪素が
有する水酸基と加水分解性金属化合物（ｂ１）の重合生成物との縮合（化学結合）により

30

、上記効果が顕著となるため好ましく用いることが出来る。
本発明の水系汚染防止用組成物に用いる重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）は、水及び乳
化剤の存在下に加水分解性金属化合物（ｂ１）と２級及び／又は３級アミド基を有するビ
ニル単量体（ｂ２）を重合することにより得ることができる。
この際、加水分解性金属化合物（ｂ１）と２級及び／又は３級アミド基を有するビニル
単量体（ｂ２）の質量比［（ｂ１）／（ｂ２）］は５／９５〜９５／５、好ましくは１０
／９０〜９０／１０である。
また、このようにして得られる重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）は、加水分解性金属化
合物（ｂ１）の重合生成物が有する水酸基と２級及び／又は３級アミド基を有するビニル
単量体（ｂ２）の重合生成物とが粒子内で水素結合により複合化されたものとなる。

40

【００１６】
本発明の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を製造するのに用いる上記加水分解性金属化
合物（ｂ１）としては、下記式（１）で表される化合物やその縮合生成物、又はそのキレ
ート化物を例示することができる。
ＭＲｎＷx‑n

（１）

（式中、Ｍは金属原子を表す。Ｒは、直鎖状または分岐状の炭素数が１〜３０個のアルキ
ル基、炭素数５〜２０のシクロアルキル基、及び置換されていないか或いは炭素数１〜２
０のアルキル基又は炭素数１〜２０のアルコキシ基、又はハロゲン原子で置換されている
炭素数６〜２０のアリール基から選ばれる少なくとも１種の炭化水素基を表す。Ｗは、炭
素数１〜２０のアルコキシ基、水酸基、炭素数１〜２０のアセトキシ基、ハロゲン原子、
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水素原子、炭素数１〜２０のオキシム基、エノキシ基、アミノキシ基、アミド基から選ば
れた少なくとも１種の基を表す。ｘは金属原子Ｍの原子価、ｎは１以上ｘ以下の整数を示
す。）
本発明に好ましく用いることができる加水分解性金属化合物（ｂ１）としては、塗膜強
度の補強効果、取り扱いの容易さ、材料コスト等の観点から、珪素アルコキシド、シラン
カップリング剤、チタンアルコキシド、ジルコニウムアルコキシド、及びそれらの縮合生
成物、または、それらのキレート化物を例示することができる。
本発明において、加水分解性金属化合物（ｂ１）は単独でまたは２種以上を混合して、
あるいは複合加水分解性金属化合物として用いることができる。
【００１７】

10

上記珪素アルコキシド及びシランカップリング剤の具体例としては、例えばテトラメト
キシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ−ｎ‑プロポキシシラン、テトラ−ｉ−プロ
ポキシシラン、テトラ−ｎ−ブトキシシラン等のテトラアルコキシシラン類；メチルトリ
メトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエ
トキシシラン、ｎ−プロピルトリメトキシシラン、ｎ−プロピルトリエトキシシラン、ｉ
−プロピルトリメトキシシラン、ｉ−プロピルトリエトキシシラン、ｎ−ブチルトリメト
キシシラン、ｎ−ブチルトリエトキシシラン、ｎ−ペンチルトリメトキシシラン、ｎ−ヘ
キシルトリメトキシシラン、ｎ−ヘプチルトリメトキシシラン、ｎ−オクチルトリメトキ
シシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、アリルトリメトキシ
シラン、シクロヘキシルトリメトキシシラン、シクロヘキシルトリエトキシシラン、フェ

20

ニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、３−クロロプロピルトリメトキ
シシラン、３−クロロプロピルトリエトキシシラン、３，３，３−トリフロロプロピルト
リメトキシシラン、３，３，３−トリフロロプロピルトリエトキシシラン、３−アミノプ
ロピルトリメトキシシラン、３−アミノプロピルトリエトキシシラン、２−ヒドロキシエ
チルトリメトキシシラン、２−ヒドロキシエチルトリエトキシシラン、２−ヒドロキシプ
ロピルトリメトキシシラン、２−ヒドロキシプロピルトリエトキシシラン、３−ヒドロキ
シプロピルトリメトキシシラン、３−ヒドロキシプロピルトリエトキシシラン、３−メル
カプトプロピルトリメトキシシラン、３−メルカプトプロピルトリエトキシシラン、３−
イソシアナートプロピルトリメトキシシラン、３−イソシアナートプロピルトリエトキシ
シラン、３−グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３−グリシドキシプロピルトリ
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エトキシシラン、２−（３，４−エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、
２−（３，４−エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン、３−（メタ）アク
リルオキシプロピルトリメトキシシラン、３−（メタ）アタクリルオキシプロピルトリエ
トキシシラン、３−（メタ）アクリロイルオキシプロピルトリｎ−プロポキシシラン、３
−（メタ）アクリロイルオキシプロピルトリ−ｉ−プロポキシシラン、３−ウレイドプロ
ピルトリメトキシシラン、３−ウレイドプロピルトリエトキシシラン等のトリアルコキシ
シラン類；ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシ
シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジ−ｎ−プロピルジメトキシシラン、ジ−ｎ−プロ
ピルジエトキシシラン、ジ−ｉ−プロピルジメトキシシラン、ジ−ｉ−プロピルジエトキ
シシラン、ジ−ｎ−ブチルジメトキシシラン、ジ−ｎ−ブチルジエトキシシラン、ジ−ｎ

40

−ペンチルジメトキシシラン、ジ−ｎ−ペンチルジエトキシシラン、ジ−ｎ−ヘキシルジ
メトキシシラン、ジ−ｎ−ヘキシルジエトキシシラン、ジ−ｎ−ヘプチルジメトキシシラ
ン、ジ−ｎ−ヘプチルジエトキシシラン、ジ−ｎ−オクチルジメトキシシラン、ジ−ｎ−
オクチルジエトキシシラン、ジ−ｎ−シクロヘキシルジメトキシシラン、ジ−ｎ−シクロ
ヘキシルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン
、３−（メタ）アクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン等のジアルコキシシ
ラン類；トリメチルメトキシシラン、トリメチルエトキシシラン等のモノアルコキシシラ
ン類等を挙げることができる。また、これらの珪素アルコキシドやシランカップリング剤
は、単独でまたは２種以上を混合して使用することができる。
【００１８】
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上記珪素アルコキシドやシランカップリング剤が縮合生成物として使用されるとき、該
縮合生成物のポリスチレン換算重量平均分子量は、好ましくは２００〜５０００、さらに
好ましくは３００〜１０００である。
上記珪素アルコキシドの中では、フェニル基を有する珪素アルコキシド、例えばフェニ
ルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン等が
、水及び乳化剤の存在下における重合安定性に優れるため非常に好ましい。
また、上記チタンアルコキシドの具体例としては、例えば、テトラメトキシチタン、テ
トラエトキシチタン、テトラ−ｉ−プロポキシチタン、テトラ−ｎ−プロポキシチタン、
テトラ−ｎ−ブトキシチタン、テトラ−ｓｅｃ−ブトキシチタン、テトラ−ｔｅｒｔ−ブ
トキシチタン等が挙げられる。

10

上記チタンアルコキシドが縮合生成物として使用されるとき、該縮合生成物のポリスチ
レン換算重量平均分子量は、好ましくは２００〜５０００、さらに好ましくは３００〜１
０００である。
【００１９】
また、上記ジルコニウムアルコキシドの具体例としては、テトラメトキシジルコニウム
、テトラエトキシジルコニウム、テトラ−ｉ−プロポキシジルコニウム、テトラ−ｎ−プ
ロポキシジルコニウム、テトラ−ｎ−ブトキシジルコニウム、テトラ−ｓｅｃ−ブトキシ
ジルコニウム、テトラ−ｔｅｒｔ−ブトキシジルコニウム等が挙げられる。
上記ジルコニウムアルコキシドが縮合生成物として使用されるとき、該縮合生成物のポ
リスチレン換算重量平均分子量は、好ましくは２００〜５０００、さらに好ましくは３０

20

０〜１０００である。
また、遊離の金属化合物に配位させてキレート化物を形成するのに好ましいキレート化
剤としては、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルカノールアミン類；エ
チレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール等のグリコール類；ア
セチルアセトン；アセト酢酸エチルなどであって分子量１万以下のものを例示することが
できる。これらのキレート化剤を用いることにより、加水分解性金属化合物（ｂ１）の重
合速度を制御することができ、水及び乳化剤の存在下における重合安定性を優れたものに
するため非常に好ましい。この際、キレート化剤は、これを配位させる遊離の金属化合物
の金属原子１モル当たり、０．１モル〜２モルの割合で用いると効果が大きく好ましい。
【００２０】
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本発明に用いることができる加水分解性金属化合物（ｂ１）の中で、３−（メタ）アク
リルオキシプロピルトリメトキシシラン、３−（メタ）アタクリルオキシプロピルトリエ
トキシシラン、３−（メタ）アクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、３−
（メタ）アクリロイルオキシプロピルトリｎ−プロポキシシラン、３−（メタ）アクリロ
イルオキシプロピルトリ−ｉ−プロポキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルト
リエトキシシラン、アリルトリメトキシシラン、２−トリメトキシシリルエチルビニルエ
ーテル等の二重結合を有するシランカップリング剤や、３−メルカプトプロピルトリメト
キシシラン、３−メルカプトプロピルトリエトキシシラン等のチオール基を有するシラン
カップリング剤は、上述した２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ１）
と共重合、あるいは連鎖移動反応により化学結合を生成することが可能である。この為、

40

二重結合やチオール基を有するシランカップリング剤を単独または上述した珪素アルコキ
シド、シランカップリング剤、チタンアルコキシド、ジルコニウムアルコキシド、及びそ
れらの縮合生成物、または、それらのキレート化物と混合や複合化させて用いた場合、本
発明の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を構成する加水分解性金属化合物（ｂ１）の重合
生成物と２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）の重合生成物は、水
素結合に加えて化学結合により複合化できる。この様な重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）
を含有する本発明の水系汚染防止組成物からは、耐候性、耐水性、光学特性に優れた塗装
物を形成することができるため、非常に好ましい。
【００２１】
本発明の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を製造するのに用いる上記２級及び／又は３
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級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）としては、Ｎ−アルキルまたはＮ−アルキレン
置換（メタ）アクリルアミドを例示することができ、具体的には、例えばＮ−メチルアク
リルアミド、Ｎ−メチルメタアクリルアミド、Ｎ−エチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ−ジメ
チルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルメタアクリルアミド、Ｎ，Ｎ−ジエチルアクリル
アミド、Ｎ−エチルメタアクリルアミド、Ｎ−メチル−Ｎ−エチルアクリルアミド、Ｎ−
メチル−Ｎ−エチルメタクリルアミド、Ｎ−イソプロピルアクリルアミド、Ｎ−ｎ−プロ
ピルアクリルアミド、Ｎ−イソプロピルメタクリルアミド、Ｎ−ｎ−プロピルメタクリル
アミド、Ｎ−メチル−Ｎ−ｎ−プロピルアクリルアミド、Ｎ−メチル−Ｎ−イソプロピル
アクリルアミド、Ｎ−アクリロイルピロリジン、Ｎ−メタクリロイルピロリジン、Ｎ−ア
クリロイルピペリジン、Ｎ−メタクリロイルピペリジン、Ｎ−アクリロイルヘキサヒドロ

10

アゼピン、Ｎ−アクリロイルモルホリン、Ｎ−メタクリロイルモルホリン、Ｎ−ビニルピ
ロリドン、Ｎ−ビニルカプロラクタム、Ｎ，Ｎ

−メチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ

−メチレンビスメタクリルアミド、Ｎ−ビニルアセトアミド、ダイアセトンアクリルア
ミド、ダイアセトンメタアクリルアミド等を挙げることができる。
上記２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）の中で、特にＮ，Ｎ−
ジエチルアクリルアミドは、水及び乳化剤の存在下における重合安定性に非常に優れると
ともに、上述した加水分解性金属化合物（ｂ１）の重合生成物の水酸基や金属酸化物（Ａ
）の水酸基と強固な水素結合を形成することが可能であるため、非常に好ましい。
【００２２】
また、本発明において、上記２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２
）の重合を、これと共重合可能な他のビニル単量体（ｂ２

20

）と共に行うと、生成する重

合生成物の特性（ガラス転移温度、分子量、水素結合力、極性、分散安定性、耐候性、加
水分解性金属化合物（ｂ１）の重合生成物との相溶性等）を制御することが可能となり好
ましい。この際、２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）は、最低で
も全ビニル単量体中の０．５質量％以上を使用する必要があるが、好ましくは５質量％、
さらに好ましくは２０質量％以上使用する。
該ビニル単量体（ｂ２

）としては、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、芳

香族ビニル化合物、シアン化ビニル類の他、カルボキシル基含有ビニル単量体、水酸基含
有ビニル系単量体、エポキシ基含有ビニル単量体、カルボニル基含有ビニル単量体、アニ
オン型ビニル単量体の様な官能基を含有する単量体等を挙げることができる。

30

【００２３】
上記（メタ）アクリル酸エステルの例としては、アルキル部の炭素数が１〜５０の（メ
タ）アクリル酸アルキルエステル、エチレンオキサイド基の数が１〜１００個の（ポリ）
オキシエチレンジ（メタ）アクリレート等が挙げられる。（メタ）アクリル酸エステルの
具体例としては、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アク
リル酸ｎ−ブチル、（メタ）アクリル酸２−エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸メチル
シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸ラウリル、（
メタ）アクリル酸ドデシル等が挙げられる。（ポリ）オキシエチレンジ（メタ）アクリレ
ートの具体例としては、ジ（メタ）アクリル酸エチレングリコール、ジ（メタ）アクリル
酸ジエチレングリコール、メトキシ（メタ）アクリル酸ジエチレングリコール、ジ（メタ

40

）アクリル酸テトラエチレングリコール等が挙げられる。
ここで、（メタ）アクリルとはメタアクリル又はアクリルを簡便に表記したものである
。
（メタ）アクリル酸エステルの使用量は、１種または２種以上の混合物として、全ビニ
ル単量体中において好ましくは０〜９９．９質量％、より好ましくは５〜８０質量％であ
る。
【００２４】
上記カルボキシル基含有ビニル単量体としては、例えばアクリル酸、メタクリル酸、ク
ロトン酸、イタコン酸、マレイン酸、フマール酸、無水マレイン酸、あるいはイタコン酸
、マレイン酸、フマール酸などの２塩基酸のハーフエステル等である。カルボン酸基含有
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のビニル単量体を用いることによって、重合体エマルジョン粒子（Ｂ）にカルボキシル基
を導入することができ、エマルジョンとしての安定性を向上させ、外部からの分散破壊作
用に抵抗力を持たせることが可能となる。この際、導入したカルボキシル基は、一部また
は全部を、アンモニアやトリエチルアミン、ジメチルエタノールアミン等のアミン類やＮ
ａＯＨ、ＫＯＨ等の塩基で中和することもできる。
カルボキシル基含有ビニル単量体の使用量は、１種または２種以上の混合物として、全
ビニル単量体中において好ましくは０〜５０質量％、より好ましくは０．１〜１０質量％
、さらに好ましくは０．１〜５質量％である。３０質量％を超えると塗膜の耐水性が低下
する恐れがあるため好ましくない。
【００２５】

10

また、上記水酸基含有ビニル単量体としては、例えば２−ヒドロキシエチル（メタ）ア
クリレート、２−ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、３−ヒドロキシプロピル（
メタ）アクリレート、２−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、３−ヒドロキシブチ
ル（メタ）アクリレート、４−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等の（メタ）アク
リル酸のヒドロキシアルキルエステルやジ−２−ヒドロキシエチルフマレート、モノ−２
−ヒドロキシエチルモノブチルフマレート、アリルアルコールやエチレンオキサイド基の
数が１〜１００個の（ポリ）オキシエチレンモノ（メタ）アクリレート、プロピレンオキ
サイド基の数が１〜１００個の（ポリ）オキシプロピレンモノ（メタ）アクリレート、さ
らには、「プラクセルＦＭ、ＦＡモノマー」［ダイセル化学（株）製の、カプロラクトン
付加モノマーの商品名］や、その他のα，β−エチレン性不飽和カルボン酸のヒドロキシ

20

アルキルエステル類などを挙げることができる。上記（ポリ）オキシエチレン（メタ）ア
クリレートの具体例としては、（メタ）アクリル酸エチレングリコール、メトキシ（メタ
）アクリル酸エチレングリコール、（メタ）アクリル酸ジエチレングリコール、メトキシ
（メタ）アクリル酸ジエチレングリコール、（メタ）アクリル酸テトラエチレングリコー
ル、メトキシ（メタ）アクリル酸テトラエチレングリコール等が挙げられる。また、（ポ
リ）オキシプロピレン（メタ）アクリレートの具体例としては、（メタ）アクリル酸プロ
ピレングリコール、メトキシ（メタ）アクリル酸プロピレングリコール、（メタ）アクリ
ル酸ジプロピレングリコール、メトキシ（メタ）アクリル酸ジプロピレングリコール、（
メタ）アクリル酸テトラプロピレングリコール、メトキシ（メタ）アクリル酸テトラプロ
ピレングリコール等が挙げられる。水酸基含有ビニル単量体を用いることによって、２級

30

及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）との重合生成物の水素結合力を制
御することが可能となるとともに、重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の水分散安定性を向
上させることが可能となる。
【００２６】
上述した水酸基含有ビニル単量体の使用量は、１種または２種以上の混合物として、全
ビニル単量体中において好ましくは０〜８０質量％、より好ましくは０．１〜５０質量％
、さらに好ましくは０．１〜１０質量％である。
また、上記グリシジル基含有ビニル単量体としては、例えばグリシジル（メタ）アクリ
レート、アリルグリシジルエーテル、アリルジメチルグリシジルエーテル等を挙げること
ができる。

40

上記カルボニル基含有ビニル単量体としては、例えばアクロレイン、ジアセトンアクリ
ルアミド、ジアセトンメタクリルアミド、ホルミルスチロール、ビニルメチルケトン、ビ
ニルエチルケトン、ビニルイソブチルケトン、アクリルオキシアルキルプロパナール類、
メタクリルオキシアルキルプロパナール類、ジアセトンアクリレート、ジアセトンメタク
リレート、アセトニルアクリレート、２−ヒドロキシプロピルアクリレートアセチルアセ
テート、ブタンジオールアクリレートアセチルアセテート、アセトンジカルボン酸、ジヒ
ドロキシアセトン、モノヒドロキシアセトン、及びジヒドロキシベンズアルデヒド等が挙
げられる、ただし、カルボン酸およびエステル類の持つカルボニル基を含有するビニル単
量体は除外する。
【００２７】
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グリシジル基含有ビニル単量体や、カルボニル基含有ビニル単量体を使用すると、重合
体エマルジョン粒子（Ｂ２）が反応性を有し、ヒドラジン誘導体やカルボン酸誘導体、イ
ソシアネート誘導体等により架橋させて耐溶剤性等の優れた有機・無機複合体の形成が可
能となる。グリシジル基含有ビニル単量体や、カルボニル基含有ビニル単量体の使用量は
、全ビニル単量体中において好ましくは０〜５０質量％である。
また、上記以外のビニル単量体（ｂ２

）の具体例としては、例えば（メタ）アクリル

アミド、エチレン、プロピレン、イソブチレン等のオレフィン類、ブタジエン等のジエン
類、塩化ビニル、塩化ビニリデンフッ化ビニル、テトラフルオロエチレン、クロロトリフ
ルオロエチレン等のハロオレフィン類、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ｎ−酪酸ビニ
ル、安息香酸ビニル、ｐ−ｔ−ブチル安息香酸ビニル、ピバリン酸ビニル、２−エチルヘ
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キサン酸ビニル、バーサチック酸ビニル、ラウリン酸ビニル等のカルボン酸ビニルエステ
ル類、酢酸イソプロペニル、プロピオン酸イソプロペニル等のカルボン酸イソプロペニル
エステル類、エチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニル
エーテル等のビニルエーテル類、スチレン、ビニルトルエン等の芳香族ビニル化合物、酢
酸アリル、安息香酸アリル等のアリルエステル類、アリルエチルエーテル、アリルフェニ
ルエーテル等のアリルエーテル類、さらに４−（メタ）アクリロイルオキシ−２，２，６
，６，−テトラメチルピペリジン、４−（メタ）アクリロイルオキシ−１，２，２，６，
６，−ペンタメチルピペリジン、パーフルオロメチル（メタ）アクリレート、パーフルオ
ロプロピル（メタ）アクリレート、パーフルオロプロピロメチル（メタ）アクリレート、
ビニルピロリドン、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、（メタ）アクリ
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ル酸アリル等やそれらの併用が挙げられる。
【００２８】
本発明においては、２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）［必要
に応じてこれと共重合可能な上記ビニル単量体（ｂ２

）を用いても良い］の重合生成物

の分子量を制御する目的で、連鎖移動剤を使用しても良い。
かかる連鎖移動剤の一例としては、ｎ−オクチルメルカプタン、ｎ−ドデシルメルカプ
タン、ｔ−ドデシルメルカプタンの如きアルキルメルカプタン類；ベンジルメルカプタン
、ドデシルベンジルメルカプタンの如き芳香族メルカプタン類；チオリンゴ酸の如きチオ
カルボン酸あるいは、それらの塩もしくは、それらのアルキルエステル類、またはポリチ
オール類、ジイソプロピルキサントゲンジスルフィド、ジ（メチレントリメチロールプロ
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パン）キサントゲンジスルフィドおよびチオグリコール、さらにはα−メチルスチレンの
ダイマー等のアリル化合物等を挙げることができる。
これら連鎖移動剤の使用量は、全ビニル単量体に対して好ましくは０．００１〜３０質
量％、さらに好ましくは０．０５〜１０質量％の範囲で用いることができる。
【００２９】
本発明において、重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の合成に用いることができる乳化剤
としては、例えば、アルキルベンゼンスルホン酸、アルキルスルホン酸、アルキルスルホ
コハク酸、ポリオキシエチレンアルキル硫酸、ポリオキシエチレンアルキルアリール硫酸
、ポリオキシエチレンジスチリルフェニルエーテルスルホン酸等の酸性乳化剤、酸性乳化
剤のアルカリ金属（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ等）塩、酸性乳化剤のアンモニウム塩、脂肪酸石鹸等
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のアニオン性界面活性剤や、例えばアルキルトリメチルアンモニウムブロマイド、アルキ
ルピリジニウムブロマイド、イミダゾリニウムラウレート等の四級アンモニウム塩、ピリ
ジニウム塩、イミダゾリニウム塩型のカチオン性界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキ
ルアリールエーテル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレ
ンオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンジスチリルフェニルエーテ
ル等のノニオン型界面活性剤やラジカル重合性の二重結合を有する反応性乳化剤等を例示
することができる。
これらの乳化剤の中で、ラジカル重合性の二重結合を有する反応性乳化剤を選択すると
、本発明の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の水分散安定性が非常に良好になると共に、
該重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を含有する本発明の水系汚染防止用組成物からは、耐
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候性、耐水性、光学特性に優れた塗装物を形成することができるため、非常に好ましい。
【００３０】
上記ラジカル重合性の二重結合を有する反応性乳化剤としては、例えばスルホン酸基又
はスルホネート基を有するビニル単量体、硫酸エステル基を有するビニル単量体やそれら
のアルカリ金属塩、アンモニウム塩、ポリオキシエチレン等のノニオン基を有するビニル
単量体、４級アンモニウム塩を有するビニル単量体等を挙げることができる。
上記反応性乳化剤の具体例として、スルホン酸基又はスルホネート基を有するビニル単
量体の塩を例にとって述べると、ラジカル重合性の二重結合を有し、かつスルホン酸基の
アンモニウム塩、ナトリウム塩またはカリウム塩である基により一部が置換された、炭素
数１〜２０のアルキル基、炭素数２〜４のアルキルエーテル基、炭素数２〜４のポリアル
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キルエーテル基、炭素数６または１０のアリール基及びコハク酸基からなる群より選ばれ
る置換基を有する化合物であるか、スルホン酸基のアンモニウム塩、ナトリウム塩または
カリウム塩である基が結合しているビニル基を有するビニルスルホネート化合物である。
硫酸エステル基を有するビニル単量体は、ラジカル重合性の二重結合を有し、かつ硫酸エ
ステル基のアンモニウム塩、ナトリウム塩またはカリウム塩である基により一部が置換さ
れた、炭素数１〜２０のアルキル基、炭素数２〜４のアルキルエーテル基、炭素数２〜４
のポリアルキルエーテル基及び炭素数６または１０のアリール基からなる群より選ばれる
置換基を有する化合物である。
【００３１】
上記スルホン酸基のアンモニウム塩、ナトリウム塩またはカリウム塩である基により一
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部が置換されたコハク酸基を有する化合物の具体例としては、アリルスルホコハク酸塩が
挙げられる。これらの具体例として、例えば、エレミノールＪＳ−２（商品名）（三洋化
成（株）製）、ラテムルＳ−１２０、Ｓ−１８０ＡまたはＳ−１８０（商品名）（花王（
株）製）等を挙げることができる。
また、上記スルホン酸基のアンモニウム塩、ナトリウム塩又はカリウム塩である基によ
り一部が置換された、炭素数２〜４のアルキルエーテル基又は炭素数２〜４のポリアルキ
ルエーテル基を有する化合物の具体例として、例えばアクアロンＨＳ−１０またはＫＨ−
１０２５（商品名）（第一工業製薬（株）製）、アデカリアソープＳＥ−１０２５Ｎまた
はＳＲ−１０２５（商品名）（旭電化工業（株）製）等を挙げることができる。
その他、スルホネート基により一部が置換されたアリール基を有する化合物の具体例と

30

して、ｐ−スチレンスルホン酸のアンモニウム塩、ナトリウム塩およびカリウム塩等が挙
げられる。
上記スルホン酸基のアンモニウム塩、ナトリウム塩又はカリウム塩である基が結合して
いるビニル基を有するビニルスルホネート化合物として例えば、２−スルホエチルアクリ
レート等のアルキルスルホン酸（メタ）アクリレートやメチルプロパンスルホン酸（メタ
）アクリルアミド、アリルスルホン酸等のアンモニウム塩、ナトリウム塩およびカリウム
塩が挙げられる。
【００３２】
また、上記の硫酸エステル基のアンモニウム塩、ナトリウム塩またはカリウム塩により
一部が置換された炭素数２〜４のアルキルエーテル基又は炭素数２〜４のポリアルキエー

40

テル基を有する化合物としては、例えばスルホネート基により一部が置換されたアルキル
エーテル基を有する化合物等がある。
また、ノニオン基を有するビニル単量体の具体例としては、α−〔１−〔（アリルオキ
シ）メチル〕−２−（ノニルフェノキシ）エチル〕−ω−ヒドロキシポリオキシエチレン
（商品名：アデカリアソープＮＥ−２０、ＮＥ−３０、ＮＥ−４０等、旭電化工業（株）
製）、ポリオキシエチレンアルキルプロペニルフェニルエーテル（商品名：アクアロンＲ
Ｎ−１０、ＲＮ−２０、ＲＮ−３０、ＲＮ−５０等、第一製薬工業（株）製）等を挙げる
ことができる。
上記乳化剤の使用量としては、重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）１００質量部に対して
、１０質量部以下となる範囲内が適切であり、なかでも、０．００１〜５質量部となる範
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囲内が好ましい。
【００３３】
また、上記乳化剤以外に、本発明の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の水分散安定性を
向上させる目的で分散安定剤を使用することもできる。該分散安定剤としては、ポリカル
ボン酸およびスルホン酸塩よりなる群から選ばれる各種の水溶性オリゴマー類や、ポリビ
ニルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース、澱粉、マレイン化ポリブタジエン、マレ
イン化アルキッド樹脂、ポリアクリル酸（塩）、ポリアクリルアミド、水溶性あるいは水
分散性アクリル樹脂などの合成あるいは天然の水溶性あるいは水分散性の各種の水溶性高
分子物質が挙げられ、これらの１種または２種以上の混合物を使用することができる。
これらの分散安定剤を使用する場合、その使用量としては、重合体エマルジョン粒子（

10

Ｂ２）１００質量部に対して、１０質量部以下となる範囲内が適切であり、なかでも、０
．００１〜５質量部となる範囲内が好ましい。
本発明において、加水分解性金属化合物（ｂ１）および２級及び／又は３級アミド基を
有するビニル単量体（ｂ２）の重合は、重合触媒存在下で実施するのが好ましい。
【００３４】
ここで、加水分解性金属化合物（ｂ１）の重合触媒としては、塩酸、フッ酸等のハロゲ
ン化水素類、酢酸、トリクロル酢酸、トリフルオロ酢酸、乳酸等のカルボン酸類、硫酸、
ｐ−トルエンスルホン酸等のスルホン酸類、アルキルベンゼンスルホン酸、アルキルスル
ホン酸、アルキルスルホコハク酸、ポリオキシエチレンアルキル硫酸、ポリオキシエチレ
ンアルキルアリール硫酸、ポリオキシエチレンジスチリルフェニルエーテルスルホン酸等

20

の酸性乳化剤類、酸性あるいは弱酸性の無機塩、フタル酸、リン酸、硝酸のごとき酸性化
合物類；水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリウムメチラート、酢酸ナトリウム、
テトラメチルアンモニウムクロライド、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、トリブ
チルアミン、ジアザビシクロウンデセン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、エ
タノールアミン類、γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、γ−（２−アミノエチル）
−アミノプロピルトリメトキシシランのごとき塩基性化合物類；ジブチル錫オクチレート
、ジブチル錫ジラウレートのような錫化合物等を挙げることができる。
これらの中で、加水分解性金属化合物（ｂ１）の重合触媒としては、重合触媒のみなら
ず乳化剤としての作用を有する酸性乳化剤類、特に炭素数が５〜３０のアルキルベンゼン
スルホン酸（ドデシルベンゼンスルホン酸等）が非常に好ましい。

30

【００３５】
一方、２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ１）の重合触媒としては
、熱または還元性物質などによってラジカル分解してビニル単量体の付加重合を起こさせ
るラジカル重合触媒が好適であり、水溶性または油溶性の過硫酸塩、過酸化物、アゾビス
化合物等が使用される。その例としては、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸ア
ンモニウム、過酸化水素、ｔ−ブチルハイドロパーオキサイド、ｔ−ブチルパーオキシベ
ンゾエート、２，２−アゾビスイソブチロニトリル、２，２−アゾビス（２−ジアミノプ
ロパン）ハイドロクロライド、２，２−アゾビス（２，４−ジメチルバレロニトリル）等
があり、その量としては全ビニル単量体１００質量部に対して、０．００１〜５質量部の
配合が好ましい。なお、重合速度の促進、及び７０℃以下での低温の重合を望むときには

40

、例えば重亜硫酸ナトリウム、塩化第一鉄、アスコルビン酸塩、ロンガリット等の還元剤
をラジカル重合触媒と組み合わせて用いると有利である。
上述したように、本発明の水系汚染防止用組成物に用いる重合体エマルジョン粒子（Ｂ
２）は、水及び乳化剤の存在下に加水分解性金属化合物（ｂ１）と２級及び／又は３級ア
ミド基を有するビニル単量体（ｂ２）［必要に応じてこれと共重合可能な他のビニル単量
体（ｂ２

）を用いても良い］を、好ましくは重合触媒存在下で重合することにより得る

ことができる。
【００３６】
ここで、加水分解性金属化合物（ｂ１）および２級及び／又は３級アミド基を有するビ
ニル単量体（ｂ２）の重合は、別々に実施することも可能であるが、同時に実施すること
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により粒子内に水素結合等によるミクロな有機・無機複合化が達成できるので好ましい。
また、本発明において、重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の数平均粒子径が１０〜８０
０ｎｍであることが重要である。この様な粒子径の範囲に調整し、数平均粒子径が１〜４
００ｎｍの金属酸化物（Ａ）と組み合わせることで粒子内に水素結合等によるミクロな有
機・無機複合化を形成することにより、耐候性、耐水性、光学特性に優れ、長期間汚れが
つきにくいという特性を顕著に有する塗装物を形成することが可能となる。また、重合体
エマルジョン粒子（Ｂ２）の数平均粒子径も１０ｎｍ〜８００ｎｍであることが好ましく
、より好ましくは５０〜３００ｎｍである。
この様な粒子径の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を得る方法として、乳化剤がミセル
を形成するのに十分な量の水の存在下に加水分解性金属化合物（ｂ１）と２級及び／又は

10

３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）を重合する、いわゆる乳化重合が最も適した
方法である。
【００３７】
乳化重合の方法としては、例えば、加水分解性金属化合物（ｂ１）と２級及び／又は３
級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）［必要に応じてこれと共重合可能な他のビニル
単量体（ｂ２

）］は、そのまま、若しくは乳化した状態で、一括、若しくは分割、或は

連続的に反応容器中に滴下し、前記重合触媒の存在下、好ましくは圧力としては大気圧か
ら必要により１０ＭＰａ、反応温度約３０〜１５０℃の温度で重合させれば良い。場合に
よっては、これ以上の圧力あるいは、これ以下の温度条件でも重合させても差し支えない
。加水分解性金属化合物（ｂ１）および全ビニル単量体量の総量と水との比率は最終固形

20

分量が０．１〜７０質量％、好ましくは１〜５５質量％の範囲になるように設定するのが
好ましい。又、乳化重合をするにあたり粒子径を成長もしくは制御させるために、予め水
相中にエマルジョン粒子を存在させ重合させるシード重合法によっても良い。重合反応は
、系中のｐＨが好ましくは１．０〜１０．０、より好ましくは１．０〜６．０の範囲で進
行させればよい。ｐＨの調節は、燐酸２ナトリウムやボラックスあるいは、炭酸水素ナト
リウム、アンモニアなどのｐＨ緩衝剤を用いて調節することが可能である。
また、本発明の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を得る方法として、加水分解性金属化
合物（ｂ１）を重合させるのに必要な水および乳化剤の存在下に加水分解性金属化合物（
ｂ１）および２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）を、必要により
溶剤存在下で重合した後、重合生成物がエマルジョンとなるまで水を添加する手法も適用

30

できるが、上述した乳化重合方法と比べ、得られる重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の粒
子径制御が困難である。
【００３８】
本発明において、重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）がコア／シェル構造であると、該重
合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を含有する水系汚染防止用組成物からは機械的物性（強度
と柔軟性のバランス等）に優れた塗装物を形成することが可能となり好ましい。
上記コア／シェル構造の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を製造する方法として、多段
乳化重合が非常に有用である。
ここで、多段乳化重合とは、２種類以上の異なった組成の加水分解性金属化合物（ｂ１
）や２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）［必要に応じてこれと共
重合可能な他のビニル単量体（ｂ２

40

）］を調整し、これらを別々の段階に分けて重合す

ることを意味する。
以下に、多段乳化重合の中で最も単純で有用な２段乳化重合による重合体エマルジョン
粒子（Ｂ２）の合成を例に、本発明の多段乳化重合による重合体エマルジョン粒子（Ｂ２
）の合成について説明する。
【００３９】
本発明において、２段乳化重合による重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の合成として、
例えば水及び乳化剤の存在下にビニル単量体（Ｃ）及び／又は加水分解性金属化合物（ｂ
１）を重合して得られるシード粒子存在下に、加水分解性金属化合物（ｂ１）と２級及び
／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）を重合する方法を例示できる。
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ここで、ビニル単量体（Ｃ）とは、２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体
（ｂ２）及び／又は上述した他のビニル単量体（ｂ２

）を意味する。

上記２段乳化重合による重合体エマルジョン粒子（Ｂ）の合成は、第１系列［ビニル単
量体（Ｃ）及び／又は加水分解性金属化合物（ｂ１）］を供給して乳化重合する第１段の
重合と、第１段に引き続き、第２系列｛加水分解性金属化合物（ｂ１）と２級及び／又は
３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）［必要に応じてこれと共重合可能な他のビニ
ル単量体（ｂ２

）］｝を供給し、水性媒体中において乳化重合する第２段の重合からな

る２段階の重合行程により得られる。この際、第１系列中の固形分質量（Ｍ１）と第２系
列中の固形分質量（Ｍ２）との質量比は、好ましくは（Ｍ１）／（Ｍ２）＝９／１〜１／
９、より好ましくは８／２〜２／８、更に好ましくは７／３〜３／７である。

10

【００４０】
本発明において、好ましいコア／シェル構造の重合体の特徴は、第１段の重合で得られ
たシード粒子の粒子径が、粒径分布（体積平均粒子径／数平均粒子径）の大きな変化なし
に（好ましくは単分散の状態で）、第２段の重合によって大きくなる（粒子径の増大）こ
とを挙げることができる。
また、コア／シェル構造の確認は、例えば、透過型電子顕微鏡等による形態観察や粘弾
性測定による解析等により実施することが可能である。
また、上述したコア／シェル構造の重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）において、コア相
のガラス転移温度（Ｔｇ）が０℃以下、すなわち上記シード粒子のガラス転移温度が０℃
以下のものは、それを含有する水系汚染防止用組成物から、室温における柔軟性に優れ、

20

割れ等が生じにくい塗装物を形成することが可能となり好ましい。
コア相のガラス転移温度（Ｔｇ）が０℃以下で耐候性に優れた重合体エマルジョン粒子
（Ｂ２）の製造方法として、水及び乳化剤の存在下に加水分解性珪素化合物（ｂ１）及び
／又は環状シロキサンオリゴマーを重合して得られるシード粒子存在下に、加水分解性金
属化合物（ｂ１）と２級及び／又は３級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）を重合す
る方法を好適に例示できる。
【００４１】
ここで、環状シロキサンオリゴマーとしては、下記式（２）で表される化合物を例示す
ることができる。
（Ｒ
（式中、Ｒ

２ＳｉＯ）ｍ

（２）
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は、水素原子、直鎖状または分岐状の炭素数が１〜３０個のアルキル基、炭

素数５〜２０のシクロアルキル基、及び置換されていないか或いは炭素数１〜２０のアル
キル基又は炭素数１〜２０のアルコキシ基、又はハロゲン原子で置換されている炭素数６
〜２０のアリール基から選ばれる少なくとも１種を表す。ｍは整数であり、２≦ｍ≦２０
である。）
上記環状シロキサンオリゴマーの中で、反応性等の点からオクタメチルシクロテトラシ
ロキサン等の環状ジメチルシロキサンオリゴマーが好ましい。
上記環状シロキサンオリゴマーは、加水分解性金属化合物（ｂ１）の重合触媒として例
示したものを好適に重合触媒として使用することができる。
40

【００４２】
本発明において、３段以上の多段乳化重合を実施する場合は、上述した２段重合による
重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の合成例を参考に、重合する系列の数を増加させれば良
い。
本発明の水系汚染防止用組成物は、上述した数平均粒子径が１〜４００ｎｍの金属酸化
物（Ａ）と、水及び乳化剤の存在下に加水分解性金属化合物（ｂ１）と２級及び／又は３
級アミド基を有するビニル単量体（ｂ２）を重合して得られる数平均粒子径が１０〜８０
０ｎｍである重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）を含んでなることを特徴とする。
ここで、金属酸化物（Ａ）と重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の質量比（Ａ）／（Ｂ２
）は、１／９９〜９９／１、好ましくは５／９５〜９０／１０、さらに好ましくは１０／
９０〜８０／２０である。

該水系汚染防止用組成物をコーティング剤として用いる場合
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の固形分は、好ましくは０．０１〜６０質量％、より好ましくは１〜４０質量％である。
その時の粘度は、好ましくは２０℃において０．１〜１０００００ｍＰａ・ｓ、好ましく
は１〜１００００ｍＰａ・ｓである。
また、本発明の水系汚染防止用組成物には金属酸化物（Ａ）と重合体エマルジョン粒子
（Ｂ２）の水素結合等の相互作用を制御する目的で、アルコール類を添加することもでき
る。アルコールの添加により、貯蔵安定性等が非常に向上する。
【００４３】
上記アルコール類としては、メタノール、エタノール、１−プロパノール、２−プロパ
ノール、１−ブタノール、２−ブタノール、変性エタノール、グリセリン、アルキル鎖の
炭素数が３〜８のモノアルキルモノグリセリルエーテル、プロピレングリコールモノメチ

10

ルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノエチ
ルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエ
チルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル又はジないしテトラエチレン
グリコールモノフェニルエーテルが好ましい。これらの中で、エタノールが環境上最も好
ましい。
本発明の基材としては、例えば合成樹脂、天然樹脂等の有機基材や、金属、セラミック
ス、ガラス、石、セメント、コンクリート等の無機基材や、それらの組み合わせ等を挙げ
ることができる。
上記合成樹脂としては、熱可塑性樹脂と硬化性樹脂（熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂、湿
気硬化性樹脂等）の使用が可能であり、例えばシリコーン樹脂、アクリル樹脂、メタクリ

20

ル樹脂、フッ素樹脂、アルキド樹脂、アミノアルキド樹脂、ビニル樹脂、ポリエステル樹
脂、スチレン−ブタジエン樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリケトン樹
脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリエーテルエーテ
ルケトン樹脂、ポリフェニレンオキシド樹脂、ポリスルフォン樹脂、ポリフェニレンスル
ホン樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、尿素樹脂
、フェノール樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン−アクリル
樹脂等を挙げることができる。
また、上記天然樹脂としては、セルロース系樹脂、天然ゴム等のイソプレン系樹脂、カ
ゼイン等のタンパク質系樹脂等を挙げることができる。
本発明において、樹脂板の表面は、コロナ放電処理やフレーム処理、プラズマ処理等の
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表面処理がされてあっても構わないが、これらの表面処理は必須ではない。
本発明に使用する基材の種類や膜厚は用途に応じて使い分けることができる。例えばマ
ーキングフィルム用途の場合、膜厚２０〜２００μｍのポリ塩化ビニル樹脂製のフィルム
が成型性、経済性の観点から好ましく、面発光板などの看板、遮音壁用途の場合、アクリ
ル樹脂板が強度、耐候性、透明性等の観点から好ましく用いられる。
【００４４】
また、本発明の水系汚染防止用組成物には、その用途ならびに使用方法などに応じて、
通常、塗料や成型用樹脂に添加配合される成分、例えば、増粘剤、レベリング剤、チクソ
化剤、消泡剤、凍結安定剤、艶消し剤、架橋反応触媒、顔料、硬化触媒、架橋剤、充填剤
、皮張り防止剤、分散剤、湿潤剤、光安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、レオロジーコ
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ントロール剤、消泡剤、成膜助剤、防錆剤、染料、可塑剤、潤滑剤、還元剤、防腐剤、防
黴剤、消臭剤、黄変防止剤、静電防止剤あるいは帯電調整剤等をそれぞれの目的に応じて
選択、組み合わせて配合することができる。
本発明の水系汚染防止用組成物を含む汚染防止層を形成した塗装物は耐候性、耐水性、
光学特性に優れ、また２３℃における水接触角が６０°以下で防汚性にも優れる。特に、
金属酸化物（Ａ）として光触媒活性を有する金属酸化物（光触媒）を用いた場合は、それ
に含まれる光触媒のバンドギャップエネルギーよりも高いエネルギーの光を照射すること
により優れた汚染有機物質を分解することで、２３℃における水接触角を長期間にわたり
維持することが可能となる。
ここで、光触媒のバンドギャップエネルギーよりも高いエネルギーの光の光源としては
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、太陽光や室内照明灯等の一般住宅環境下で得られる光の他、ブラックライト、キセノン
ランプ、水銀灯、ＬＥＤ等の光が利用できる。
【００４５】
本発明においては、二酸化珪素などの金属酸化物（Ａ）が重合体エマルジョン粒子（Ｂ
２）の硬化剤として有効に働いた状態で塗装物を形成しているのが好ましい。この様な好
ましい塗膜の例として、二酸化珪素などの金属酸化物（Ａ）が、重合体エマルジョン粒子
（Ｂ２）と相互作用しながら重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の粒子間に連続層を形成し
て存在している形態を挙げることができる。この様な形態の形成により、特に耐候性、光
学特性等に優れた塗装物が得られる。
上述したような形態の塗膜を有する塗装物を得る為には、水系汚染防止用組成物におけ

10

る金属酸化物（Ａ）と重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）の質量比（Ａ）／（Ｂ２）を最適
範囲にする事が最も有効である。該質量比（Ａ）／（Ｂ２）の最適範囲は、例えば質量比
（Ａ）／（Ｂ２）を変化させた塗膜の透明性を測定し、相対的に透明性が良好な質量比（
Ａ）／（Ｂ２）の範囲として求めることができる。ここで、使用する金属酸化物（Ａ）と
重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）が同一の場合、上記の最適な質量比（Ａ）／（Ｂ２）の
範囲は、二酸化珪素などの金属酸化物（Ａ）の粒径（ｒＡ）と重合体エマルジョン粒子（
Ｂ２）の粒径（ｒＢ２）の比（ｒＡ）／（ｒＢ２）により異なる。
例えば、（ｒＡ）／（ｒＢ２）が０．０５〜０．２の場合、質量比（Ａ）／（Ｂ２）の
範囲は、好ましくは２０／８０〜８０／２０であり、より好ましくは３０／７０〜７０／
３０であり、最も好ましくは４０／６０〜６０／４０である。
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また、金属酸化物（Ａ）として、二酸化珪素（Ａ１）と光触媒活性を有する金属酸化物
（Ａ２）を組み合わせて用いると、塗膜のセルフクリーニング性を長期間持続させること
ができる。よって、二酸化珪素（Ａ１）と光触媒活性を有する金属酸化物（Ａ２）の質量
比（Ａ１）／（Ａ２）の範囲は、好ましくは５０／５０〜９９／１であり、より好ましく
は８０／２０〜９７／３であり、最も好ましくは８５／１５〜９５／５である。
一方、重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）に対する光触媒活性を有する金属酸化物（Ａ２
）の質量比（Ａ２）／（Ｂ２）が高すぎると、基材上に形成された有機・無機複合体の光
照射による劣化が著しくなり、好ましくない。よって、質量比（Ａ２）／（Ｂ２）の範囲
は、好ましくは１／９９〜５０／５０であり、より好ましくは３／９７〜２０／８０であ
り、最も好ましくは５／９５〜１５／８５である。
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【００４６】
本発明において、重合体エマルジョン粒子（Ｂ２）がコア／シェル構造であり、そのシ
ェル相が金属酸化物（Ａ）と相互作用した状態で連続層を形成し、粒子状のコア相が該連
続層中に存在する形態が最も好ましい。この様な形態の塗膜は、耐候性、耐水性、光学特
性に優れるばかりか、機械的特性（強度と柔軟性のバランス等）にも優れたものになる。
本発明の塗装物は、例えば上記水系汚染防止用組成物を基材に塗布し、２０℃〜８０℃
の低温で乾燥した後、所望により好ましくは２０℃〜５００℃、より好ましくは４０℃〜
２５０℃の熱処理や紫外線照射等を行い、基材上に汚染防止層の塗膜を形成することによ
り得ることができる。上記塗布方法としては、例えばスプレー吹き付け法、フローコーテ
ィング法、ロールコート法、刷毛塗り法、ディップコーティング法、スピンコーティング
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法、スクリーン印刷法、キャスティング法、グラビア印刷法、フレキソ印刷法等が挙げら
れる。
【００４７】
本発明の水系汚染防止用組成物を基材上に塗膜として形成させる場合、該塗膜の厚みは
０．０５〜１００μｍ、好ましくは０．１〜１０μｍである事が好ましい。透明性の面か
ら１００μｍ以下の厚みであることが好ましく、防汚性、光触媒活性等の機能を発現する
ためには０．０５μｍ以上の厚みであることが好ましい。
なお、本明細書では、塗膜という表現を使用しているが、必ずしも連続膜である必要は
なく、不連続膜、島状分散膜等の態様であっても構わない。
本発明の塗装物の製造方法は、基材上に本発明の水系汚染防止用組成物を形成する場合
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に限定されない。基材と本発明の水系汚染防止用組成物を同時に成形、たとえば、一体成
形してもよい。また、本発明の有機・無機複合体を成形後、基材の成形を行ってもよい。
また、塗装物と基材を個別に成形後、接着、融着等により製造してもよい。
【実施例】
【００４８】
以下の実施例、参考例及び比較例により本発明を具体的に説明するが、これらは本発明
の範囲を限定するものではない。
実施例、参考例及び比較例中において、各種の物性は下記の方法で測定した。
１．数平均粒子径
試料中の固形分含有量が１〜２０質量％となるよう適宜溶媒を加えて希釈し、湿式粒度
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分析計（日機装製マイクロトラックＵＰＡ−９２３０）を用いて測定した。
２．塗膜硬度
ＪＩＳ−Ｋ５４００に準じ、鉛筆硬度（皮膜のすり傷）として求めた。
３．透明性
日本電色工業製濁度計ＮＤＨ２０００を用いて、ＪＩＳ−Ｋ７１０５に準じてヘイズ値
及び全光線透過率を測定した。
４．塗膜表面に対する水の接触角
塗膜の表面に脱イオン水の滴を乗せ、２３℃で１分間放置した後、協和界面科学製ＣＡ
−Ｘ１５０型接触角計を用いて測定した。
塗膜に対する水の接触角が小さいほど、塗膜表面は親水性が高い。
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５．耐水性
試料を２３℃水中に１０日間浸漬した後、２３℃で１日乾燥させ、透明性を上記３の方
法で評価した。
【００４９】
６．耐候性
スガ試験器製サンシャインウェザーメーターを使用して曝露試験（ブラックパネル温度
６３℃、降雨１８分／２時間）を行った。曝露５００時間後の透明性を上記３の方法で、
水の接触角を上記４の方法で評価した。
７．耐汚染性
試験板を一般道路（トラック通行量５００〜１０００台／日程度）に面したフェンスに
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１ヶ月間、及び６ケ月間張りつけた後、汚染の度合いを目視にて評価した。
○：汚れなし、△：やや雨スジ汚れ有り、×：著しく雨スジ汚れ有り
８．光触媒活性
塗膜表面にメチレンブルーの５質量％エタノール溶液を塗布した後、東芝ライテック製
ＦＬ２０Ｓ ＢＬＢ型ブラックライトの光を３日間照射した。なおこのとき、日本国トプ
コン製ＵＶＲ−２型紫外線強度計｛受光部として、日本国トプコン製ＵＤ−３６型受光部
（波長３１０〜４００ｎｍの光に対応）を使用｝を用いて測定した紫外線強度が１ｍＷ／
ｃｍ２となるよう調整した。
その後、メチレンブルーの分解の程度（塗膜表面の退色の程度に基づき、目視で評価）
に基づき、光触媒の活性を以下の３段階で評価した。
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○：メチレンブルーが完全に分解。
△：メチレンブルーの青色がわずかに残る。
×：メチレンブルーの分解はほとんど観測されず。
【００５０】
［調整例１］
重合体エマルジョン粒子（Ｂ２−１）水分散体の合成
還流冷却器、滴下槽、温度計および撹拌装置を有する反応器に、イオン交換水１７５０
ｇ、ドデシルベンゼンスルホン酸２ｇを投入した後、撹拌下で温度を８０℃に加温した。
これに、アクリル酸ブチル８６ｇ、フェニルトリメトキシシラン１３３ｇ、３−メタクリ
ロキシプロピルトリメトキシシラン１．３ｇの混合液とジエチルアクリルアミド１９７ｇ

50

(20)

JP 2008‑31297 A 2008.2.14

、アクリル酸３ｇ、反応性乳化剤（商品名「アデカリアソープＳＲ−１０２５」、旭電化
（株）製、固形分２５％水溶液）１３ｇ、過硫酸アンモニウムの２質量％水溶液４０ｇ、
イオン交換水１９５０ｇの混合液を、反応容器中の温度を８０℃に保った状態で約２時間
かけて同時に滴下した。さらに反応容器中の温度が８０℃の状態で約２時間撹拌を続行し
た後、室温まで冷却し、１００メッシュの金網で濾過した後、イオン交換水で固形分を１
０．０質量％に調整し、数平均粒子径１００ｎｍの重合体エマルジョン粒子（Ｂ２−１）
水分散体を得た。
【００５１】
［調整例２］
重合体エマルジョン粒子（Ｂ２−２）水分散体の合成
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還流冷却器、滴下槽、温度計および撹拌装置を有する反応器に、イオン交換水１７５０
ｇ、ドデシルベンゼンスルホン酸４ｇを投入した後、撹拌下で温度を８０℃に加温した。
これに、ジメチルジメトキシシラン１８５ｇ、フェニルトリメトキシシラン１１７ｇの混
合液を反応容器中の温度を８０℃に保った状態で約２時間かけて滴下し、その後、反応容
器中の温度が８０℃の状態で約１時間撹拌を続行した。次にアクリル酸ブチル８６ｇ、フ
ェニルトリメトキシシラン１３３ｇ、３−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン１
３ｇの混合液とジエチルアクリルアミド１９７ｇ、アクリル酸３ｇ、反応性乳化剤（商品
名「アデカリアソープＳＲ−１０２５」、旭電化（株）製、固形分２５％水溶液）１３ｇ
、過硫酸アンモニウムの２質量％水溶液４０ｇ、イオン交換水１９５０ｇの混合液を、反
応容器中の温度を８０℃に保った状態で約２時間かけて同時に滴下した。さらに反応容器
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中の温度が８０℃の状態で約２時間撹拌を続行した後、室温まで冷却し、１００メッシュ
の金網で濾過した後、イオン交換水で固形分を１０．０質量％に調整し、数平均粒子径１
８０ｎｍの重合体エマルジョン粒子（Ｂ２−２）水分散体を得た。
【００５２】
［実施例１］
調整例１で合成した重合体エマルジョン粒子（Ｂ２−１）水分散体１００ｇに、数平均
粒子径１２ｎｍの水分散コロイダルシリカ（商品名「スノーテックスＯ」、日産化学工業
（株）製、固形分２０％）５ｇ、数平均粒子径１０ｎｍのシリカ被覆酸化チタンヒドロゾ
ル（商品名「ＭＰＴ−４２２」、石原産業（株）製、固形分２０％）５ｇを混合、攪拌す
る事により水系汚染防止用組成物（Ｅ−１）を得た。
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１０ｃｍ×１０ｃｍのポリ塩化ビニルフィルム及びポリエチレンテレフタレートフィル
ム（東レ社製、ルミラーＱ１００Ｄ）に上記水系汚染防止用組成物（Ｅ−１）を膜厚が２
μｍとなるようにバーコートした後、室温で１週間乾燥する事により塗装物（Ｆ−１）を
得た。その評価結果を表１に示した。
【００５３】
［実施例２］
調整例２で合成した重合体エマルジョン粒子（Ｂ２−２）水分散体１００ｇに、数平均
粒子径１２ｎｍの水分散コロイダルシリカ（商品名「スノーテックスＯ」、日産化学工業
（株）製、固形分２０％）５ｇ、数平均粒子径１０ｎｍのシリカ被覆酸化チタンヒドロゾ
ル（商品名「ＭＰＴ−４２２」、石原産業（株）製、固形分２０％）５ｇを混合、攪拌す

40

る事により水系汚染防止用組成物（Ｅ−２）を得た。
１０ｃｍ×１０ｃｍのポリ塩化ビニルフィルム及びポリ塩化ビニルフィルム及びポリエ
チレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラーＱ１００Ｄ）に上記水系汚染防止用
組成物（Ｅ−２）を膜厚が２μｍとなるようにバーコートした後、室温で１週間乾燥する
事により、塗装物（Ｆ−２）を得た。その評価結果を表１に示した。
【００５４】
［実施例３］
調整例２で合成した重合体エマルジョン粒子（Ｂ２−２）水分散体１００ｇに、数平均
粒子径１２ｎｍの水分散コロイダルシリカ（商品名「スノーテックスＯ」、日産化学工業
（株）製、固形分２０％）５ｇを混合する事により水系汚染防止用組成物（Ｅ−３）を得
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た。
１０ｃｍ×１０ｃｍのポリ塩化ビニルフィルム及びポリ塩化ビニルフィルム及びポリエ
チレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラーＱ１００Ｄ）に上記水系汚染防止用
組成物（Ｅ−３）を膜厚が２μｍとなるようにバーコートした後、室温で１週間乾燥する
事により塗装物（Ｆ−３）を得た。その評価結果を表１に示した。
［実施例４］
実施例１で調整した水系汚染防止用組成物（Ｅ−１）を１０ｃｍ×１０ｃｍのメタクリ
ル樹脂板（旭化成ケミカルズ株式会社製、デラグラスＫ）に膜厚が２μｍとなるようにバ
ーコートした後、室温で１週間乾燥する事により塗装物（Ｆ−６）を得た。その評価結果
を表１に示した。
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【００５５】
［比較例１］
調整例１で合成した重合体エマルジョン粒子（Ｂ２−１）水分散体１００ｇに、数平均
粒子径１０ｎｍのシリカ被覆酸化チタンヒドロゾル（商品名「ＭＰＴ−４２２」、石原産
業（株）製、固形分２０％）５ｇを攪拌する事により水系汚染防止用組成物（Ｅ−４）を
得た。
１０ｃｍ×１０ｃｍのポリ塩化ビニルフィルムに上記水系汚染防止用組成物（Ｅ−４）
を膜厚が２μｍとなるようにバーコートした後、室温で１週間乾燥する事により塗装物（
Ｆ−４）を得た。その評価結果を表１に示した。
【００５６】
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［比較例２］
１０ｃｍ×１０ｃｍのポリ塩化ビニルフィルムに参考例１で合成した重合体エマルジョ
ン粒子（Ｂ２−１）水分散体を膜厚が２μｍとなるようにバーコートした後、室温で１週
間乾燥する事により塗装物（Ｆ−５）を得た。その評価結果を表１に示した。
【００５７】
【表１】
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【産業上の利用可能性】
【００５８】
本発明によって提供される、耐候性、耐水性、光学特性に優れ、長期間にわたり耐汚染
性を発現する塗装物は、マーキングフィルム、面発光板などの看板、遮音壁、ディスプレ
イなどの屋外表示用途として有用である。
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