
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラス基材の表面に、アルカリ遮断膜、および光触媒膜をその順に積層してなり、光触媒
膜の表面に１．５～８０ｎｍの算術平均粗さ（Ｒａ）および４～３００ｎｍの凹凸の平均
間隔（Ｓｍ）を有する凹凸が形成されている防曇防汚ガラス物品。
【請求項２】
前記光触媒膜の上にさらに有機物付着防止層が形成されている請求項１に記載の防曇防汚
ガラス物品。
【請求項３】
前記有機物付着防止層は酸化珪素層、またはポリアルキレンオキシド基、アルキル基、ア
ルケニル基およびアリール基からなる群より選ばれる少なくとも一種の官能基を分子内に
含むオルガノシランもしくはその加水分解物の層である請求項２に記載の防曇防汚ガラス
物品。
【請求項４】
前記有機物付着防止層は、０．５～５の厚み方向平均分子層数を有する請求項３に記載の
防曇防汚ガラス物品。
【請求項５】
前記凹凸は前記アルカリ遮断膜の表面凹凸により形成される請求項１～４のいずれか１項
に記載の防曇防汚ガラス物品。
【請求項６】
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前記凹凸は表面凹凸のないアルカリ遮断膜の上の前記光触媒膜自体が有する表面凹凸によ
り形成される請求項１～４のいずれか１項に記載の防曇防汚ガラス物品。
【請求項７】
前記光触媒膜が酸化チタンを１０重量％以上含む請求項１～６のいずれか１項に記載の防
曇防汚ガラス物品。
【請求項８】
前記光触媒膜が酸化チタンからなる請求項７に記載の防曇防汚ガラス物品。
【請求項９】
前記光触媒膜がさらにフッ素原子を含む請求項７または８のいずれか１項に記載の防曇防
汚ガラス物品。
【請求項１０】
前記光触媒膜が０．００２～１重量％のフッ素原子を含有する請求項９に記載の防曇防汚
ガラス物品。
【請求項１１】
前記光触媒膜が１０～５００ｎｍの厚みを有する請求項１～１０のいずれか１項に記載の
防曇防汚ガラス物品。
【請求項１２】
前記アルカリ遮断膜が酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、お
よび酸化セリウムより選ばれる少なくとも一種の金属酸化物からなる請求項１～１１のい
ずれか１項に記載の防曇防汚ガラス物品。
【請求項１３】
前記アルカリ遮断膜が酸化珪素を主成分とする膜である請求項１～１２のいずれか１項に
記載の防曇防汚ガラス物品。
【請求項１４】
前記アルカリ遮断膜が１０～３００ｎｍの厚みを有する請求項１～１３のいずれか１項に
記載の防曇防汚ガラス物品。
【請求項１５】
前記アルカリ遮断膜がフッ素原子を含有する請求項１～１４のいずれか１項に記載の防曇
防汚ガラス物品。
【請求項１６】
前記アルカリ遮断膜が０．００２～１０重量％のフッ素を含有する請求項１５に記載の防
曇防汚ガラス物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、防曇防汚ガラス物品、特に自動車、建築用の防曇防汚ガラス板およびメガネ、
鏡、レンズ、ショーケースやその他の防曇防汚ガラス物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
主に自動車および建築の分野では、古くから防曇防汚ガラス板に対する強いニーズがある
。特に自動車においては、安全走行の観点から窓ガラスへの防曇防汚性付与が重要な課題
になりつつある。
【０００３】
従来から、ガラス物品への様々な防曇防汚コーティングが検討されてきた。例えば、界面
活性剤を含有した有機及び／または無機薄膜のコーティング（特開平７－１１７２０２、
方法１）、親水性ポリマーのコーティング（特許１３４４２９２、方法２）、親水性有機
官能基を含有する有機無機複合膜のコーティング（特開平６－２２０４２８、方法３）等
である。
【０００４】
また最近、光触媒として作用する酸化チタン薄膜をガラス表面に被覆した防曇防汚ガラス
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が提案された（例えば、セラミックス、３１、８３７－８４０（１９９６）。方法４）。
これは、ガラスの表面の酸化チタンが紫外光を吸収しそのエネルギーにより、ガラス表面
に吸着した有機物が効率よく酸化分解される結果、著しい親水性を有する清浄な表面が得
られることを利用したものである。また材料的に全て無機物で構成され機械的な強度にも
優れている他、一旦汚れが付着しても光さえ当たれば、再び表面が清浄化され、親水性表
面が復活する。表面が親水性を維持すれば、都会型汚れである親油性の黒い汚れが付き難
く、また付いた汚れは降雨により除去され易く（例えば、小松澤俊樹、中家俊和、「新規
汚れ防止型塗料」、塗装技術、１９９５年１月号、９４－９９（１９９５ )；田中正一、
「汚染劣化と耐汚染性塗料技術（工業用塗料）」、塗装技術、１９９６年１０月増刊号、
９５－１０２ (１９９５ )。）、いわゆるセルフクリーニング性を持ち、防汚材料として使
用できる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　上記方法１は、初期性能には優れているものの、徐々に界面活性剤が消費されることか
ら、寿命が短いという欠点がある。
【０００６】
方法２は、用途によっては有効な手段であるが、自動車、建築等の比較的大きな機械的強
度が要求されるガラスに適用することはできない。
【０００７】
方法３は、防曇性能と機械的強度を両立させるために考案されたものであるが、いずれも
性能面で限界がある。また、一旦汚れが付着した場合には防曇性能が著しく低下するとい
う問題もある。
【０００８】
方法４は原理的には他の方法では実現できない特徴を有しているものの、自動車および建
物の内部における紫外光の強度は非常に弱いことから、実用に供する様な防曇防汚ガラス
物品は今までのところ得られていない。
【０００９】
本発明は、自動車および建築物の窓ガラスならびにメガネ等に使用できる優れた長期防曇
防汚性能を有する防曇防汚ガラス物品を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ガラス基材の表面に、アルカリ遮断膜、および光触媒膜をその順に積層してな
り、光触媒膜の表面に１．５～８０ｎｍの算術平均粗さ（Ｒａ）および４～３００ｎｍの
凹凸の平均間隔（Ｓｍ）を有する凹凸が形成されている防曇防汚ガラス物品である。また
本発明は、ガラス基材の表面に、アルカリ遮断膜、光触媒膜、ならびに酸化珪素層または
ポリアルキレンオキシド基、アルキル基、アルケニル基およびアリール基からなる群より
選ばれる少なくとも一種の官能基を分子内に含むオルガノシランもしくはその加水分解物
の層からなる有機物付着防止層をその順に積層してな

防曇防汚ガラス物品である。
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り、光触媒膜の表面に１．５～８０
ｎｍの算術平均粗さ（Ｒａ）および４～３００ｎｍの凹凸の平均間隔（Ｓｍ）を有する凹
凸が形成されている
また本発明は、前記有機物付着防止層が酸化珪素層、またはポリアルキレンオキシド基、
アルキル基、アルケニル基およびアリール基からなる群より選ばれる少なくとも一種の官
能基を分子内に含むオルガノシランもしくはその加水分解物の層である前記防曇防汚ガラ
ス物品である。また本発明は、前記有機物付着防止層が０．５～５の厚み方向平均分子層
数を有する前記防曇防汚ガラス物品である。また本発明は、前記凹凸が前記アルカリ遮断
膜の表面凹凸により形成される前記防曇防汚ガラス物品である。また本発明は、前記凹凸
が表面凹凸のないアルカリ遮断膜の上の前記光触媒膜自体が有する表面凹凸により形成さ
れる前記防曇防汚ガラス物品である。また本発明は、前記光触媒膜が酸化チタンを１０重
量％以上含む前記防曇防汚ガラス物品である。また本発明は、前記光触媒膜が酸化チタン
からなる前記防曇防汚ガラス物品である。また本発明は、前記光触媒膜がフッ素原子を含



【００１１】
光触媒を用いて優れた防曇防汚機能を得るためには三つの条件を同時に満足する必要があ
る。一つは、光触媒膜の表面に吸着した、曇りや汚れの原因となる有機物を効率よく酸化
分解すること（高光触媒活性）である。二つ目は、有機物が表面に吸着しにくいこと（吸
着防止性）である。三つ目は、特に、防曇性に必要なことであるが、水滴が付着したとき
の見かけの接触角を小さくすること（低接触角化）である。以上の三つが満足されて初め
て、長期にわたる良好な防曇防汚性能が発現できることになる。
【００１２】
本発明において、光触媒としては，ＴｉＯ２ ，ＺｎＯ，ＺｎＳ，ＷＯ３ ，Ｆｅ２ Ｏ３ ，Ｇ
ａＡｓ，ＣｄＳｅ，ＧａＡｓＰ，ＣｄＳ，ＳｒＴｉＯ３ ，ＧａＰ，Ｉｎ２ Ｏ３ ，ＭｏＯ３

等が用いられるが、光触媒活性の高さと化学的な安定性から，現在最も広範に用いられて
いる光触媒はＴｉＯ２ であり，本発明にも特に好適に使用することができる。以下代表的
に酸化チタンについて説明する。
【００１３】
ガラス基材表面に直接に酸化チタン膜のような光触媒膜をコーティングしても、高い光触
媒活性は得られない。これは、アルカリ金属を含有するガラス基材の中から熱処理の際に
拡散して出てきたＮａイオンのようなアルカリ金属イオンが酸化チタン膜の結晶性を低下
させるからである。この酸化チタン膜の結晶性の低下を防止するために、本発明において
、ガラス基材に酸化珪素膜その他のアルカリ遮断膜を設け、その上に酸化チタンからなる
光触媒膜または酸化チタンを含む光触媒膜をコーティングする。光触媒膜として酸化チタ
ンを含む膜を用いる場合は、酸化チタンの含有率が、１０重量％以上であることが好まし
い。酸化チタンが１０重量％より少ないと、表面の光触媒活性が低くなりすぎ実用的では
ない。
【００１４】
［アルカリ遮断膜］上記アルカリ遮断膜としては、酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化チ
タン、酸化ジルコニウム、および酸化セリウムからなる群より選ばれる単成分または多成
分の組成からなるものが好適に使用される。これらの中で、酸化珪素（シリカ）単成分ま
たは主成分が酸化珪素である多成分のものが好ましく、酸化珪素と酸化ジルコニウムの２
成分系金属酸化物であることがさらに好ましい。主成分が酸化珪素である金属酸化物は屈
折率が低くガラス板の光学的特性を大きく損なうことなく成膜を行うことができ好ましく
、酸化珪素と酸化ジルコニウムの２成分系金属酸化物では、アルカリ遮断性能が非常に高
いのでさらに好ましく、酸化ジルコニウムの含有率は１重量％以上３０重量％以下のもの
が特に好ましい。含有率が１重量％より低いとアルカリ遮断性能向上効果は酸化珪素単体
とあまり差がなく、３０重量％より高いとアルカリ遮断性能向上効果がもはや向上しない
ばかりか、屈折率増大による反射率向上が起こる傾向が強くなりガラス板の光学的特性を
制御し難くなるので好ましくない。
【００１５】
上記アルカリ遮断膜の厚みは、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることが好ましい。厚み
が１０ｎｍより薄いとアルカリ遮断効果が充分でなく、また３００ｎｍより厚いと膜によ
る干渉色が顕著に認められるようになりガラス板の光学特性を制御し難くなるので好まし
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む前記防曇防汚ガラス物品である。また本発明は、前記光触媒膜がフッ素原子を０．００
２～１重量％含む前記防曇防汚ガラス物品である。また本発明は、前記光触媒膜が１０～
５００ｎｍの厚みを有する前記防曇防汚ガラス物品である。また本発明は、前記アルカリ
遮断膜が酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、および酸化セリ
ウムより選ばれる少なくとも一種の金属酸化物からなる前記防曇防汚ガラス物品である。
また本発明は、アルカリ遮断膜が酸化珪素を主成分とする膜である前記防曇防汚ガラス物
品である。また本発明は、アルカリ遮断膜が１０～３００ｎｍの厚みを有する前記防曇防
汚ガラス物品である。また本発明は、アルカリ遮断膜がフッ素原子を含有する前記防曇防
汚ガラス物品である。また本発明は、アルカリ遮断膜がフッ素原子を０．００２～１０重
量％含む前記防曇防汚ガラス物品である。



くない。
【００１６】
上記アルカリ遮断膜は公知の方法で形成できる。例えば、ゾルゲル法（例えば、山本雄二
、神谷寛一、作花済夫、窯業協会誌、９０、３２８～３３３（１９８２））、液相析出法
（例えば特公平１－５９２１０、特公平４－１３３０１）、真空成膜法（真空蒸着、スパ
ッタ）、焼付け法・スプレーコート（例えば特開昭５３－１２４５２３、特開昭５６－９
６７４９）、ＣＶＤ法（例えば特開昭５５－９０４４１、特開平１－２０１０４６、特開
平５－２０８８４９）などが例示できる。
【００１７】
［光触媒膜］上記アルカリ遮断膜の上にコーティングする光触媒膜の光触媒活性は膜厚に
強く依存する。膜厚が薄すぎると光を充分に吸収できず、厚すぎると膜中で生じた光キャ
リヤーが膜の外側表面まで拡散できないために、ともに触媒活性が低下する。使用条件に
よっても最適な膜厚は異なるが、１０ｎｍ～５００ｎｍの範囲、より好ましくは５０～２
００ｎｍの範囲で良好な光触媒活性を発現させることができる。
【００１８】
本発明における酸化チタンからなる光触媒膜または酸化チタンを含む光触媒膜は通常の薄
膜製造方法を利用して作製されるが、中でもゾルゲル法が好ましく適用される。ゾルは、
チタンアルコキシドまたはチタンアルコキシドと他の金属アルコキシドを同時に加水分解
させて得られる。また酸化チタン微粒子を無機バインダー（チタン以外の金属のアルコキ
シドを含有する）中に分散させた市販の液を用いるのが簡単であり、好ましく用いられる
。市販の液の例としては、「ＳＴ－Ｋ０３」（石原産業株式会社製、酸化チタン含有量５
重量％、無機バインダー含有量５重量％）および「ＣＡ－６２」（多木化学株式会社製、
酸化チタン含有量６重量％、バインダー量１．５重量％）等が挙げられる。
【００１９】
これらアルカリ遮断膜の上に酸化チタン系薄膜を形成した後に、緻密化や酸化チタン結晶
性の向上のために、好ましくは４５０～６５０℃で１０分～２時間の条件で加熱処理する
。
【００２０】
［光触媒膜へのフッ素ドープ］さらに上記光触媒膜中に微量のフッ素原子をドーピングす
ることにより、さらに光触媒活性を増大させることが可能である。
ドーパントとしてはトリフルオロ酢酸等が使用できる。これらトリフルオロ酢酸をはじめ
とするドーパントは、その後の熱処理によって分解し、原子状態のフッ素として酸化チタ
ン結晶格子中にドーピングされる。フッ素原子の大きさは酸素原子の大きさとほぼ同じで
あるので、ドーピングされたフッ素原子は主に酸化チタンの酸素原子と置換された形で存
在するものと考えられる。
【００２１】
ゾルゲル法で酸化チタン系光触媒膜を形成する場合、その原料であるチタンアルコキシド
の溶液や酸化チタン微粒子分散液中に熱分解可能なフッ素化合物、例えばトリフルオロ酢
酸（ＴＦＡ）を添加することにより、焼成等の熱処理後の膜中にはフッ素原子が０．００
２～１重量％ドープされ、さらに光触媒活性を増大させることができる。
【００２２】
また、真空蒸着法や化学気相蒸着（ＣＶＤ）法で酸化チタン光触媒膜を形成する場合も、
原料中にフッ素化合物を添加することで同様のフッ素原子ドープが可能である。
【００２３】
膜中のフッ素原子ドープ量が０．００２重量％より少ないと、光触媒活性の増大効果があ
まり顕著でなく、また１重量％より多くても光触媒活性がもはや増大しないので好ましく
ない。
【００２４】
一方、アルカリ遮断膜中にフッ素原子をドープすることによっても、熱処理により酸化チ
タン系膜中にフッ素原子が拡散して、同様のドープ効果が得られる。アルカリ遮断膜中の
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フッ素原子ドープ量は０．００２重量％以上１０重量％以下が好ましい。アルカリ遮断膜
中のフッ素原子ドープ量が０．００２重量％より少ないと、光触媒層の光触媒活性の増大
効果があまり顕著でなく、また１０重量％より多くても光触媒層の光触媒活性がもはや増
大しないので好ましくない。
【００２５】
アルカリ遮断膜中へのフッ素原子ドープは、ゾルゲル法や真空蒸着法や焼付け法やスプレ
ーコート法やＣＶＤ法等によりアルカリ遮断膜を作成する場合では、その原料中にフッ素
化合物を添加する方法が通常用いられる。また、液相析出法により酸化珪素のアルカリ遮
断膜を形成する場合には、原料溶液（珪フッ化水素酸のシリカ過飽和溶液）中にフッ素が
０．１～１０％含まれているので、この原料溶液に特別にフッ素化合物を添加する必要は
なくそのまま使用できる。
【００２６】
［光触媒膜表面の凹凸］本発明において、上記アルカリ遮断膜の上にコーティングする光
触媒膜の表面に、１．５～８０ｎｍの算術平均粗さ（Ｒａ）および４～３００ｎｍの凹凸
の平均間隔（Ｓｍ）を有する凹凸を形成する。これによって、水に対する接触角が小さく
なり、より一層防曇性能の長期安定性が得られる。
【００２７】
上記のＲａ値が１．５ｎｍより小さくても８０ｎｍより大きくても、防曇性能の長期安定
性が低く好ましくない。またＳｍ値が４ｎｍより小さくても３００ｎｍより大きくてもや
はり防曇性能の長期安定性が低く好ましくない。この凹凸は、さらに好ましくは、算術平
均粗さ（Ｒａ）が５～３０ｎｍでありかつ凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が５～１５０ｎｍであ
る。この範囲で防曇性能の長期安定性がさらに良好である。ここで、Ｒａ値、Ｓｍ値はＪ
ＩＳ　Ｂ０６０１（１９９４）記載の方法により定義され、原子間力顕微鏡（例えば、セ
イコー電子株式会社製ＳＰＩ３７００）や電子顕微鏡（例えば、株式会社日立製作所製Ｈ
－６００）を用いて観察、測定した断面曲線から計算できる。
【００２８】
光触媒膜表面の凹凸化は、ガラス基材の表面に、凹凸表面を有するアルカリ遮断膜を形成
した後にその凹凸を損なわないように厚みの薄い光触媒膜を積層する方法、または直接光
触媒膜自体を凹凸化する方法、のいずれかで作製することができる。
【００２９】
［凹凸アルカリ遮断膜］酸化チタン系光触媒膜表面の凹凸化を、凹凸表面を有するアルカ
リ遮断膜の形成による場合には、そのアルカリ遮断膜はゾルゲル法または液相析出法によ
り好ましく形成することができる。
【００３０】
ゾルゲル法による、凹凸アルカリ遮断膜は、金属酸化物微粒子および加水分解・縮重合可
能な有機金属化合物またはクロロシリル基含有化合物またはそれらの加水分解物を含む塗
布液をガラス基材上に塗布、乾燥、および必要に応じて熱処理することにより形成される
。
【００３１】
上記金属酸化物微粒子としては、酸化珪素（シリカ）、酸化アルミニウム（アルミナ）、
酸化ジルコニウム（ジルコニア）、酸化チタン（チタニア）、酸化セリウム（セリア）か
らなる群より選ばれる単成分の金属酸化物微粒子や、これらの混合物、およびこれらの２
種以上の成分からなる複合金属酸化物微粒子が使用される。これらは、溶媒分散ゾルの形
で好ましく用いられる。金属酸化物ゾルとしては、例えばシリカゾルではそれぞれ日産化
学工業株式会社製の「スノーテックス－ＯＬ」、「スノーテックス－Ｏ」、「スノーテッ
クス－ＯＵＰ」、「スノーテックス－ＵＰ」や、アルミナゾルでは日産化学工業株式会社
製「アルミナゾル５２０」、ジルコニアゾルでは日産化学工業株式会社製「ジルコニアゾ
ルＮＺＳ－３０Ａ」、チタニアゾルでは石原産業株式会社製「チタニアゾルＣＳ－Ｎ」、
セリアゾルでは多木化学株式会社製「ニードラールＵ－１５」などの市販水分散ゾルの他
、日産化学工業株式会社製「ＩＰＡ－ＳＴ」、同社製「ＸＢＡ－ＳＴ」のような市販有機
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溶剤分散シリカゾルなどが挙げられる。
【００３２】
上記金属酸化物微粒子の大きさは、粒径４～３００ｎｍが好ましい。粒径が４ｎｍ未満で
は算術平均粗さ（Ｒａ）が１．５ｎｍ未満となり易く、しかも凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が
４ｎｍ未満になり易いので防曇特性、防曇持続性および親水維持性の向上に効果的な凹凸
を形成できず好ましくない。また粒径が３００ｎｍを越えると算術平均粗さ（Ｒａ）が８
０ｎｍより大きくなり、凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が３００ｎｍを越えるので、凹凸が大き
すぎて透明性が失われたり、製造工程で微粒子が沈降しやすくなるので好ましくない。
【００３３】
上記金属酸化物微粒子としては、鎖状微粒子が好ましい。鎖状形状の微粒子、通常はコロ
イド状の鎖状微粒子を用いることにより、表面凹凸の形状が三次元立体的に入り組んだ凹
凸形状となり、防曇特性、防曇持続性および親水維持性がそれぞれ向上した表面凹凸を形
成することができる。鎖状コロイドの例として、鎖状シリカゾル（日産化学工業株式会社
製「スノーテックス－ＯＵＰ」、「スノーテックス－ＵＰ」）が挙げられ、これらは１０
～２０ｎｍの直径と４０～３００ｎｍの長さを有する。
【００３４】
上記微粒子の溶媒としては、水、メタノール、エタノール、プロパノール等の単体または
混合体が好ましく、水がさらに好ましい。
【００３５】
上記金属酸化物微粒子とともに凹凸アルカリ遮断膜形成用塗布液中に含ませる加水分解・
縮重合可能な有機金属化合物としては、金属アルコキシド、例えば、珪素、アルミニウム
、ジルコニウム、チタン等のメトキシド、エトキシド、プロポキシド、ブトキシドなどが
、単体あるいは混合体として好ましく用いられ、高分子量タイプのアルキルシリケート、
例えばコルコート株式会社製「エチルシリケート４０」や三菱化学株式会社製「ＭＳ５６
」なども用いることができる。上記有機金属化合物加水分解物として、市販のアルコキシ
シラン加水分解液、例えばコルコート株式会社製「ＨＡＳ－１０」、株式会社日板研究所
製「セラミカＧ－９１」、「Ｇ－９２－６」、日本曹達株式会社製「アトロンＮＳＩ－５
００」などを用いることができる。
【００３６】
上記金属酸化物微粒子とともに凹凸アルカリ遮断膜形成用塗布液中に含ませるクロロシリ
ル基含有化合物とは、クロロシリル基（－ＳｉＣｌｎ Ｘ３ － ｎ 、ここでｎは１，２，また
は３であり、Ｘは水素、またはそれぞれ炭素数が１～１０のアルキル基、アルコキシ基、
またはアシロキシ基である）を分子内に少なくとも１個有する化合物であり、その中でも
、少なくとも２個の塩素を有する化合物が好ましく、シランＳｉｎ Ｈ２ ｎ ＋ ２ （ここでｎ
は１～５の整数）の中の少なくとも２個の水素を塩素で置換し、他の水素を必要に応じて
上記アルキル基、アルコキシ基、またはアシロキシ基で置換したクロロシランおよびその
縮重合物が好ましく、例えば、テトラクロロシラン（四塩化珪素、Ｓ iＣ l４ ）、トリクロ
ロシラン（Ｓ iＨＣ l３ ）、トリクロロモノメチルシラン（Ｓ iＣＨ３ Ｃ l３ ）、ジクロロシ
ラン（Ｓ iＨ２ Ｃ l２ ）、およびＣ l－（Ｓ iＣ l２ Ｏ）ｎ －Ｓ iＣ l３ （ｎは１～１０の整数
）等を挙げることができる。上記クロロシリル基含有化合物の加水分解物も使用すること
ができ、これらの中から、単独でまたは複数を組み合わせて使用することができるが、最
も好ましいクロロシリル基含有化合物はテトラクロロシランである。クロロシリル基は反
応性が非常に高く、自己縮合または基材表面と縮合反応をすることにより緻密な被膜を形
成する。
【００３７】
上記有機金属化合物またはクロロシリル基含有化合物またはそれらの加水分解物を含む溶
液の溶媒は、実質的に上記有機金属化合物またはクロロシリル基含有化合物またはそれら
の加水分解物を溶解すれば基本的に何でも良いが、メタノール、エタノール、プロパノー
ル、ブタノール等のアルコール類が最も好ましく、上記有機金属化合物、クロロシリル基
含有化合物、それらの加水分解物の合計を１～３０重量％の濃度で含有させる。
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【００３８】
上記有機金属化合物の加水分解には水が必要である。これは、酸性、中性の何れでも良い
が、加水分解を促進するためには、触媒作用を有する塩酸、硝酸、硫酸、酢酸、クエン酸
、スルホン酸等で酸性にした水を用いるのが好ましい。酸の添加量は特に限定されないが
、有機金属化合物に対してモル比で０．００１～５が良い。添加酸量が、モル比で０．０
０１より少ないと、有機金属化合物の加水分解の促進が充分でなく、またモル比で５より
多くても、もはや加水分解促進の効果が向上せず、好ましくない。
【００３９】
上記有機金属化合物の加水分解に必要な水の添加量は、有機金属化合物に対してモル比で
０．１～１００が良い。水添加量がモル比で０．１より少ないと、有機金属化合物の加水
分解の促進が充分でなく、またモル比で１００より多いと、液の安定性が低下する傾向に
なり好ましくない。
【００４０】
上記クロロシリル基含有化合物を用いる場合には、必ずしも水や酸の添加は必要ではない
。付加的に全く水や酸を添加しなくても、溶媒中に含まれていた水分や雰囲気中の水分な
どにより加水分解が進行する。また、この加水分解に伴って液中に塩酸が遊離し、さらに
加水分解が進行する。しかし、付加的に水や酸を加えても何ら差し支えない。
【００４１】
上記微粒子の膜中の含有量は、あまり小さすぎると、微粒子を添加した効果、すなわち得
られる防曇性能や防曇維持性能が充分でなく好ましくなく、逆に微粒子の含有量があまり
大きすぎると、有機金属化合物やクロロシリル基含有化合物由来の金属酸化物マトリック
ス相が不連続になり凹凸膜が脆くなって膜の強度が低下する傾向が強くなるとともに、得
られる防曇性能や防曇維持性能は飽和して実質上向上しない。従って微粒子の膜中の含有
量は、金属酸化物換算で５重量％以上、８０重量％以下であることが好ましく、より好ま
しくは１０重量％以上、７０重量％以下であり、さらに好ましくは２０重量％以上、６０
重量％以下である。
【００４２】
上記金属酸化物微粒子と、上記有機金属化合物やクロロシリル基含有化合物またはそれら
の加水分解物を溶媒とともに混合し、必要に応じて水、酸触媒、および分散助剤を添加し
て、基材上に凹凸を形成するためのコーティング液を調製する。この時、有機金属化合物
とクロロシリル基含有化合物は単独で用いても混合して用いてもどちらでも良い。
【００４３】
上記有機金属化合物またはクロロシリル基含有化合物を溶媒に溶かし、触媒と水を加え、
１０℃と溶液の沸点の間の所定の温度で５分間から２日間加水分解する。そこへ金属酸化
物微粒子と必要に応じ分散助剤を加えて、必要に応じさらに１０℃と溶液の沸点の間の所
定の温度で５分間から２日間反応させ、凹凸アルカリ遮断膜形成用コーティング液を得る
。なお、クロロシリル基含有化合物を用いる場合には触媒および水は特別に添加する必要
はない。また金属酸化物微粒子は、上記加水分解工程の前に加えても良い。また、有機金
属化合物の加水分解工程を省略するために、上記市販の有機金属化合物加水分解物溶液を
用いても良い。得られたコーティング液は、その後コーティング方法に応じて適当な溶媒
で希釈しても構わない。
【００４４】
上記コーティング液中の金属酸化物微粒子の粒径や粒子形状、有機金属化合物またはクロ
ロシリル基含有化合物またはその加水分解物と金属酸化物微粒子の混合比、固形分濃度な
どを、凹凸アルカリ遮断膜の表面粗さが所定の算術平均粗さ（Ｒａ）および凹凸の平均間
隔（Ｓｍ）を有するように、調節する。
【００４５】
次に、液相析出法による凹凸アルカリ遮断膜は、例えば、１～４ｍｏｌ／Ｌ濃度の珪フッ
化水素酸のシリカ過飽和水溶液に珪酸塩ガラス基材を２５～５０℃で１～４時間浸漬する
ことにより前記水溶液中から酸化珪素が基材の表面に析出し、それと同時に前記水溶液中
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に分散して存在する酸化珪素微粒子が基材の表面に付着する結果、凹凸アルカリ遮断酸化
珪素膜が形成される。前記シリカ過飽和珪フッ化水素酸の水溶液は、１～４ｍｏｌ／Ｌ濃
度の珪フッ化水素酸水溶液に溶解させ、さらにホウ酸を１×１０－ ４ ～１００×１０－ ４

ｍｏｌ／Ｌの濃度になるように添加することにより得られる。
【００４６】
［光触媒膜自体の凹凸化］アルカリ遮断膜の表面を凹凸化せずに、直接、酸化チタン系光
触媒膜自体を凹凸化して表面凹凸形成を行なう方法としては、（ａ）酸化チタン系光触媒
膜成膜後にプラズマやフッ酸等を用いてエッチングを行なう方法、（ｂ）例えばゾルゲル
法で酸化チタン系光触媒膜を成膜する場合には、コーティング液中にポリエチレングリコ
ール、ポリスチレン等の有機高分子または有機高分子微粒子を添加または分散したのち熱
処理する方法、（ｃ）例えばゾルゲル法で酸化チタン系光触媒膜を成膜する場合には、チ
タンアルコキシド主体のコーティング液中に、好ましくはコロイド状の金属酸化物微粒子
（例えば、酸化チタン微粒子、酸化珪素微粒子、酸化アルミニウム微粒子、酸化ジルコニ
ウム微粒子、酸化セリウム微粒子）を添加分散する方法、（ｄ）例えばゾルゲル法で酸化
チタン系光触媒膜を成膜する場合には、チタン以外の金属アルコキシド（例えば、珪素ア
ルコキシド、ジルコニウムアルコキシド、アルミニウムアルコキシド）主体のコーティン
グ液中に好ましくはコロイド状の少なくとも酸化チタン微粒子を含む金属酸化物微粒子を
添加分散する方法、（ｅ）例えばゾルゲル法で酸化チタン膜を成膜する場合には、チタン
アルコキシドまたはその加水分解物を含むコーティング液の作製時に、アルカリを添加し
たり添加水量を増加させたり安定化剤を少なくする等により、チタンアルコキシドの縮重
合反応を促進させ、大粒径の粒子を生成させる方法、等が挙げられる。
【００４７】
これら方法のうち、方法（ａ）は工程数が増えるのであまり好ましくなく、方法（ｄ）は
酸化チタン膜の膜質が低下して、機械的強度が低くなったり、透明性が低下したり、光触
媒活性が低下したりする場合があるのであまり好ましくない。方法（ｂ）、方法（ｃ）お
よび方法（ｄ）は、比較的容易に凹凸酸化チタン膜が得られるので好ましく用いられる。
上記方法（ｂ）、方法（ｃ）または方法（ｄ）で用いられる微粒子の大きさは、前記凹凸
アルカリ遮断膜におけると同様な理由で、粒径４～３００ｎｍが好ましい。また金属酸化
物微粒子としては、上述の鎖状微粒子が好ましい。
【００４８】
上記方法（ｃ）によれば、１）全て酸化チタンからなる凹凸薄膜、２）主に酸化チタンか
らなるマトリックス中に他の金属酸化物微粒子が分散している凹凸薄膜、および３）主に
酸化チタンからなるマトリックス中に、酸化チタン微粒子と他の金属酸化物微粒子が分散
している凹凸薄膜、がそれぞれ得られる。
【００４９】
上記方法（ｄ）によれば、１）酸化チタン以外の金属酸化物からなるマトリックス中に酸
化チタン微粒子が分散している凹凸薄膜、および２）酸化チタン以外の金属酸化物からな
るマトリックス中に酸化チタン微粒子と他の金属酸化物微粒子が分散している凹凸薄膜、
がそれぞれ得られる。
【００５０】
［有機物付着防止層］上記の光触媒凹凸膜の上に下記のような有機物付着防止層を形成さ
せることが好ましい。活性の高い酸化チタン膜のような光触媒膜は、紫外線照射直後には
５度以下の小さな接触角を有していてかなり良好な初期防曇性能を有している。しかし、
その表面に、有機物を吸着し易いため、吸着有機物量増加により経時的に防曇性能が劣化
しやすい。本発明において、光触媒膜表面にＳｉＯｘ単分子相当層（ｘは１～２）を形成
することが好ましく、それにより、高い光触媒活性を維持しながら、かつ、有機物の吸着
が効果的に抑制され、そして防曇性の劣化が防止される。有機物付着防止層である、Ｓｉ
Ｏｘの単分子相当層の形成は、１，３，５，７－テトラメチルシクロテトラシロキサンの
ような珪素化合物の蒸気を光触媒表面に化学吸着させたり有機珪素化合物、例えばテトラ
アルコキシシランを含む液を光触媒膜表面に塗布したりした後に、酸素存在下で紫外光を

10

20

30

40

50

(9) JP 3700358 B2 2005.9.28



照射したり加熱したりしてこれを分解することにより好適に行うことができ、その他に、
真空蒸着法、ＬＢ法、液相析出法などの方法で直接に、ＳｉＯｘの単分子相当層を形成さ
せてもよい。またＳｉＯｘ単分子相当層に代えて、ポリアルキレンオキシド基、アルキル
基、アルケニル基およびアリール基からなる群より選ばれる少なくとも一種の官能基を分
子内に含む有機金属化合物またはその加水分解物で光触媒膜表面を被覆することにより、
防汚性能が顕著に向上する。これら有機金属化合物は紫外光の照射や温度上昇など外的要
因により次第に分解され最終的にはＳｉＯｘ等の金属酸化物単分子相当層を形成し防汚性
能は維持される。ここで、単分子相当層とは、実質的に単分子層であって、厚み方向に分
子が平均して０．５～５個配置された分子の層を指す。
【００５１】
上記有機金属化合物の分子内に含まれるポリアルキレンオキシド基としては、ポリエチレ
ンオキシド基、ポリプロピレンオキシド基などが主に使用される。
上記アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘ
キシル基、オクチル基、ノニル基、デシル基などの炭素原子数が１～１０の鎖状アルキル
基、およびシクロペンチル基、シクロヘキシル基などの炭素原子数が３～１０の環状アル
キル基が主に使用される。上記アルケニル基としては、ビニル基、アリル基、ブテニル基
、プロペニル基、ヘキセニル基、オクテニル基、シクロヘキセニル基などの炭素原子数が
１～１０の基が主に使用される。上記アリール基としては、フェニル基、トリル基、キシ
リル基などが主に使用される。これらの官能基、例えばポリエチレンオキシド基を分子内
に含む有機金属化合物としては、［アルコキシ（ポリエチレンオキシ）アルキル］トリア
ルコキシシラン、［アルコキシ（ポリエチレンオキシ）アルキル］トリクロロシランのよ
うなオルガノシラン、および［アルコキシ（ポリエチレンオキシ）アルキル］トリアルコ
キシチタンのような有機チタン化合物を挙げることができる。
【００５２】
これら官能基は無極性または低極性であるので、汚れ付着性が低く水滴に対する接触角の
上昇が抑えられ、すなわち防曇持続性や親水維持性が良好となり好ましい。特にポリアル
キレンオキシド基を含むオルガノシランを用いて作製した上記防曇防汚物品は、防曇特性
が良好で防曇持続性や親水維持性（すなわち防汚性）が特に優れており、特に好ましい。
前述したように、親水維持性が高いと、防汚性が良好である。
【００５３】
また上記官能基は非反応性または低反応性であるので、汚れ成分と化学的結合を生じるこ
ともなく、汚れが表面に固定されることもなく、表面に付着した汚れが拭き取りなどによ
り簡単に除去できるので、たとえ汚れによって防曇性が消失しても簡単に防曇性を復活さ
せることができる。
【００５４】
上記ポリアルキレンオキシド基を含むオルガノシランは、分子内にアルコキシル基やクロ
ロ基を有するアルコキシシランやクロロシランであることが好ましい。アルコキシル基や
クロロ基は容易に加水分解を受けて、オルガノシランが光触媒膜凹凸表面に強固に化学結
合できる状態になるので、より防曇持続性の高い製品になる。前記オルガノシランの中で
、ポリエチレンオキシド基を含有するアルコキシシラン、特に［アルコキシ（ポリエチレ
ンオキシ）アルキル］トリアルコキシシラン、例えば［メトキシ（ポリエチレンオキシ）
プロピル］トリメトキシシランが最も好適である。
【００５５】
上記オルガノシランまたはその加水分解物を上記光触媒膜凹凸表面に結合または付着させ
る方法としては、前記オルガノシランまたはその加水分解物が前記凹凸表面に接触する方
法なら何でも良い。例えば、前記オルガノシランまたはその加水分解物を含む液体を凹凸
表面に塗布する方法（塗布法）、前記オルガノシランまたはその加水分解物を含む液体に
光触媒凹凸膜形成物品を浸漬する方法（液相化学吸着法）、前記オルガノシランまたはそ
の加水分解物の蒸気中に光触媒凹凸膜形成物品を置き吸着させる方法（気相化学吸着法）
などが挙げられる。
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【００５６】
上記方法のうち塗布法が、最も簡単でコストも低く特に好ましい。
上記塗布の方法は、公知の技術を用いれば良く、特に限定されないが、スピンコーター、
ロールコーター、スプレーコーター、カーテンコーター等の装置を用いる方法や、浸漬引
き上げ法（ディップコーティング法）、流し塗り法（フローコーティング法）などの方法
や、塗布液を含ませた布や紙を光触媒凹凸膜表面に接触させ適当な力をかけて擦る方法（
ラビング法）や、スクリーン印刷、グラビア印刷、曲面印刷などの各種印刷法が用いられ
る。
【００５７】
上記オルガノシランを溶かす溶媒は、特に限定されないが、安全性やコストや作業性の観
点から水、アルコール類、ケトン類が単独または混合して、好ましく用いられる。アルコ
ール類としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどが挙げられ、
ケトン類としては、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトンなどが挙げられる。
【００５８】
上記オルガノシランは必要に応じて加水分解させて用いる。オルガノシラン溶液に水と必
要に応じて酸触媒を加え、一定温度下で一定時間加水分解を行い、必要に応じて希釈して
塗布に用いる。
【００５９】
加水分解の条件は特に限定されないが、２０～６０℃の温度で３分間～５０時間行うのが
好ましい。温度が２０℃より低かったり時間が３分間より短い場合には加水分解の促進が
充分でなく、また温度が６０℃より高かったり時間が５０時間より長くても、もはや加水
分解促進の効果が向上せず、また塗布液寿命が短くなるので好ましくない。
【００６０】
上記酸触媒としては、塩酸、硫酸、硝酸などの鉱酸の他、酢酸、ギ酸、クエン酸、ｐ－ト
ルエンスルホン酸などの有機酸が用いられる。酸の添加量は特に限定されないが、オルガ
ノシランに対してモル比で０．０００１～５が良い。添加酸量が、モル比で０．０００１
より少ないと、オルガノシランの加水分解の促進が充分でなく、またモル比で５より多く
ても、もはや加水分解促進の効果が向上せず、酸が過剰となり好ましくない。
【００６１】
加水分解のため添加する水の量は特に限定されないが、オルガノシランに対してモル比で
０．１以上が良い。添加水量が、モル比で０．１より少ないと、オルガノシランの加水分
解の促進が充分でなく好ましくない。
【００６２】
一方、例えば［アルコキシ（ポリエチレンオキシ）アルキル］トリクロロシランのような
加水分解速度が大きい、ポリアルキレンオキシド基含有オルガノシランでは、光触媒凹凸
膜表面に吸着した水分のみで充分な加水分解が進行し脱水縮合反応により表面に固定でき
る場合がある。この場合には、溶存水分を充分に減じた非水系溶媒を用いて塗布液を調合
した方が、得られる防曇物品の耐候性や防曇防汚性や防曇持続性や親水維持性の優れたも
のが得られるので好ましい。非水系溶媒としては、ｎ－ヘキサン、シクロヘキサン、キシ
レン、トルエンなどが例示できる。
【００６３】
塗布に用いるオルガノシラン溶液の濃度は特に限定されないが、０．００１～５重量％が
好ましく用いられる。濃度が０．００１重量％より低いと得られる防曇防汚物品に充分な
防曇持続性や親水維持性の向上が認め難くなり、また５重量％より高くても防曇性能や防
汚性能がそれ以上良くならないので経済的でなく好ましくない。
【００６４】
オルガノシラン溶液塗布後の光触媒凹凸膜は、２０～１８０℃の温度で、３分間～３時間
乾燥または熱処理するのが好ましい。この処理により、オルガノシランの光触媒凹凸膜表
面への結合が強くなり防曇防汚物品の耐久性、防曇持続性および親水維持性が向上する。
温度が２０℃より低かったり時間が３分間より短い場合には上記効果が充分でなく好まし
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くない。温度が１８０℃より高いとオルガノシランが分解する場合があるので好ましくな
い。また、時間が３時間より長くても、もはや上記効果が向上しないので生産性の観点か
ら好ましくない。
【００６５】
上記光触媒凹凸膜表面上にオルガノシラン単分子相当層を形成すれば、防曇持続性や防汚
性が向上する。このオルガノシラン層は、紫外線照射や温度上昇等の外的要因により次第
に分解され最終的にはＳｉＯｘの単分子相当層となり、防曇持続性や防汚性が維持される
。オルガノシラン層の厚みが比較的に大きい場合であっても、オルガノシラン層の場所に
よる厚み変動があまり大きくないことが必要であって、オルガノシラン層の外側表面には
、上記光触媒膜凹凸表面と同様の凹凸、すなわち算術平均粗さ（Ｒａ）が１．５～８０ｎ
ｍでありかつ凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が４～３００ｎｍである凹凸が形成されていること
が好ましい。さらに好ましい凹凸は、その算術平均粗さ（Ｒａ）が５～３０ｎｍでありか
つ凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が５～１５０ｎｍである。
【００ 】
【発明の実施の形態】
以下、実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定さ
れるものではない。
【００ 】
［実施例１、比較例１］基板として１０ｃｍ角のソーダライム珪酸塩ガラス板（Ｎａ２ Ｏ
約１３％、Ｋ２ Ｏ約０．８％含有）とこれと同じガラス板に約４５ｎｍ厚みの液相成膜法
による凹凸シリカ（ＳｉＯ２ ）膜をコーティングしたソーダライム珪酸塩ガラス板を用意
した。凹凸シリカ膜のコーティング方法は、以下のようにして行なった。シリカゲルを飽
和溶解させた３．９ｍｏｌ／Ｌの珪フッ化水素酸水溶液５０ｍＬを３５℃に保温し、３５
℃の水を５０ｍＬ添加して、１．９５ｍｏｌ／Ｌの二酸化珪素を過飽和に含む珪フッ化水
素酸の水溶液を調製した。３５℃に保持したこの水溶液の浴中にソーダライム珪酸塩ガラ
ス板を浸漬し、約２時間維持した後、浴外へ引き出した。水で洗浄、乾燥後に２００℃で
１時間焼成した。電子顕微鏡による分析の結果、約４５ｎｍの厚みを有するシリカ膜がガ
ラス板上に形成されていることが確認された。原子間力顕微鏡による測定の結果、シリカ
膜の表面は算術平均粗さ（Ｒａ）が２．０ｎｍでありかつ凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が５ｎ
ｍである凹凸表面となっていたが、無処理のガラス板の表面は算術平均粗さ（Ｒａ）が０
．２ｎｍ未満でありかつ凹凸の平均間隔（Ｓｍ）は４００ｎｍである平滑表面となってい
た。化学分析の結果、上記シリカ膜中には、約７重量％のフッ素原子が含有されているこ
とが確認された。
【００ 】
次に、ディッピング（ゾルゲル）法による酸化チタン薄膜のコーティング法について説明
する。８５．６ｇ（０．３ｍｏｌ）のチタンテトライソプロポキシド（Ｔｉ（ＯｉＰｒ）

４ ）に攪拌しながら６０．３ｇ（０．６ｍｏｌ）のアセチルアセトン（ＡｃＡｃ）をビュ
レットを用いて徐々に滴下し、約１時間攪拌して安定なＴｉ（ＡｃＡｃ）２ （ＯｉＰｒ）

２ 錯体溶液を得た（母液）。この母液をエタノールで３．３倍に希釈してコーティング溶
液とした。ソーダライム珪酸塩ガラス基板と上記凹凸シリカ膜付きソーダライム珪酸塩ガ
ラス基板をコーティング液中に浸漬後、４．６ｃｍ／分の引き上げ速度で膜を形成させ、
５００℃で３０分間焼成を行なった。得られたサンプルをそれぞれサンプルＡ（ガラス基
板／酸化チタン膜）、およびサンプルＢ（ガラス基板／凹凸シリカ膜／フッ素原子ドープ
酸化チタン膜）とする。Ｘ線回折による分析の結果、サンプルＡの酸化チタン膜は非晶質
であるのに対して、サンプルＢの酸化チタン膜はアナタース型結晶であることが確認され
た。またサンプルＢの酸化チタン膜には、凹凸シリカ膜から拡散してきたと推定されるフ
ッ素が約０．１重量％ドープされていることがラザフォード・バックスキャッタリング法
により確認された。そしてサンプルＡおよびＢの酸化チタン薄膜の厚みはともに、約５０
ｎｍであった。また原子間力顕微鏡による測定の結果、サンプルＢの酸化チタン膜の表面
は算術平均粗さ（Ｒａ）が２．０ｎｍでありかつ凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が５ｎｍである
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凹凸表面となっていたが、サンプルＡの酸化チタン膜の表面は算術平均粗さ（Ｒａ）が０
．２ｎｍ未満でありかつ凹凸の平均間隔（Ｓｍ）は４００ｎｍである平滑表面となってい
た。
【００ 】
このサンプルＡおよびＢの酸化チタン膜の表面に以下に述べる方法で、ＳｉＯｘ単分子層
膜を形成させた。８０℃に保温された真空デシケータ中にサンプルＡ，Ｂをセットした後
、２００μＬの１，３，５，７－テトラメチルシクロテトラシロクサン（ＴＭＣＴＳ）を
注射器で注入した。その状態で３０分保持してから、１００℃に昇温し、デシケータ中を
真空引きしながら３０分間加熱することにより未反応のＴＭＣＴＳを除去した。この方法
により、酸化チタン膜上にＴＭＣＴＳの単分子膜を形成させた。さらに、５００Ｗ高圧水
銀灯を用いて、８ｃｍの距離から１時間光照射することにより、ＴＭＣＴＳ膜を酸化して
、ＳｉＯｘの単分子相当膜に変換した。このようにしてサンプルＡ’（ガラス基板／酸化
チタン膜／ＳｉＯｘ単分子相当膜、比較例１）、およびサンプルＢ’（ガラス基板／凹凸
シリカ膜／フッ素原子ドープ酸化チタン膜／ＳｉＯｘ単分子相当膜、実施例１）が得られ
る。
【００ 】
このサンプルＡ’，およびＢ’を紫外線が当たらず、人が絶えず出入りする部屋の室内に
放置し続け、その表面が汚れて防曇性が低下する程度を、呼気を吹きかけたときの曇り程
度により評価した（呼気テスト）。すなわち表面を清浄にした直後のサンプルは呼気を吹
きかけても曇りを生じないが、室内放置により大気中の汚れ成分がサンプル表面に吸着し
て呼気テストにより曇るようになる。室内放置を始めてから曇りが生じ始めるまでの時間
（防曇維持時間）を防曇維持性の指標とした。この値が大きい程防曇維持性が高いといえ
る。さらに、室内放置により呼気テストで曇りが生じたサンプルに再度０．８ｍＷ／ｃｍ
２ の強度の紫外線（３６０～３７０ｎｍ）を連続して照射し、呼気テストにより曇りが生
じなくなるまでに要する紫外線照射時間（防曇回復時間）を防曇回復性の指標とした。な
お、０．８ｍＷ／ｃｍ２ の紫外線（３６０～３７０ｎｍ）照射強度は、冬季、曇天、正午
で北緯３５゜の戸外の地面での太陽光からの紫外線（３６０～３７０ｎｍ）照射強度の２
～５倍に相当する。この防曇回復時間が小さい程防曇回復性が高いといえる。２４時間以
上の防曇維持性と２時間以内の防曇回復性を満足することが多くの用途において要求され
る。さらに一般的には、防曇維持時間を防曇回復時間で除した値、すなわち、［防曇維持
時間］／［防曇回復時間］の値が４０以上のものが防曇ガラス物品として好適に使用する
ことができる。
【００ 】
また、防汚維持性を以下の屋外暴露試験によって行った。兵庫県伊丹市で屋外に試験ガラ
ス板を垂直に設置して、雨水が試験ガラス板表面を流れ落ちる軒下垂直面を模した環境下
で、６カ月間暴露試験を行い、試験後のガラス板の汚染状態評価を、下記表１の基準によ
る目視評価にて行った。
【００ 】
【表１】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
評価　　汚染状態
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
◎　　　ほとんど汚れが気にならない
○　　　若干汚れており、薄く筋状汚れが見える
△　　　汚れており、筋状汚れが目立つ
×　　　汚れが著しく、筋状汚れがかなり目立つ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【００ 】
サンプルＡ’、Ｂ’の各種評価結果を表２に示す。サンプルＡ’（比較例１）は良好な防
曇防汚維持性を有するものの、防曇回復性が劣っている。これに対して、サンプルＢ’（
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実施例１）は良好な防曇維持性を有すると同時に防曇回復性が著しく改善されていること
が明らかである。また、サンプルＡ’（比較例１）は防汚性が低いのに対して、サンプル
Ｂ’（実施例１）は良好な防汚性を有していることが明らかである。
【００ 】
［実施例２］エチルシリケートの加水分解縮重合液（商品名：ＨＡＳ－１０、コルコート
株式会社製）１１．８重量部と直径が１０～２０ｎｍで長さが４０～３００ｎｍの鎖状シ
リカコロイド（商品名：スノーテックスＯＵＰ、日産化学工業株式会社製、固形分１５重
量％）１３．３重量部と２－プロパノール７４．９重量部を室温で混合し、これを２－プ
ロパノールで３重量倍に希釈して、室温で２時間攪拌することにより、凹凸シリカ膜形成
用コーティング液を得た。１０ｃｍ角のソーダライム珪酸塩ガラス基板を、前記凹凸形成
用コーティング液に浸漬し、２０ｃｍ／ｍｉｎの速度で引き上げて塗布した。このガラス
基板を１００℃で３０分間乾燥させ、さらに２５０℃で３０分乾燥後、５００℃オーブン
内で１時間熱処理することにより、厚み１００ｎｍのシリカ凹凸膜が形成されたガラス基
板を得た。
【００ 】
上記シリカ凹凸膜が形成されたガラス板について、算術平均粗さ（Ｒａ）および凹凸の平
均間隔（Ｓｍ）を原子間力顕微鏡（セイコー電子株式会社製「ＳＰＩ３７００」）を利用
して求めたところ、Ｒａ＝７ｎｍ、Ｓｍ＝２０ｎｍであった。
【００ 】
次に、フッ素原子ドープ酸化チタン膜の作製方法について述べる。
３５３ｍＬ（１．２ｍｏｌ）のチタンテトライソプロポキシド（Ｔｉ（ＯｉＰｒ）４）に
攪拌しながら２４８ｍＬ（２．４ｍｏｌ）のアセチルアセトン（ＡｃＡｃ）をビュレット
を用いて徐々に滴下し、約１時間攪拌することにより安定なＴｉ（ＡｃＡｃ）２ （ＯｉＰ
ｒ）２ 錯体溶液を得た（母液）。一方、無水エタノール１３９８ｍＬにトリフルオロ酢酸
（ＴＦＡ）０．７５ｇを溶解させた溶液を調製した。この溶液に先の母液を加えた後、充
分に攪拌することにより、均一なフッ素原子ドープ酸化チタン膜用コーティング溶液を得
た。上記凹凸シリカ膜被覆ソーダライム珪酸塩ガラス基板を、このフッ素原子ドープ酸化
チタン膜用コーティング液中に浸漬後、３２ｍｍ／ｍｉｎの速度で引き上げ、室温で３０
分間乾燥後、さらに、５００℃で３０分間焼成することにより、フッ素原子が約０．３８
重量％ドープされた厚み約６０ｎｍのアナタース型酸化チタン膜を得た。酸化チタン膜表
面の算術平均粗さＲａ＝７ｎｍ、凹凸の平均間隔Ｓｍ＝２０ｎｍであった。
【００ 】
上記酸化チタン膜の表面に実施例１と同じ方法で、ＳｉＯｘ単分子相当膜を形成させた。
このようにして得られたサンプルをＣ（ガラス基板／凹凸シリカ膜／フッ素原子ドープ酸
化チタン膜／ＳｉＯｘ単分子相当膜）とする。
【００ 】
サンプルＣの各種防曇防汚性能評価結果を表２に示す。サンプルＣは、サンプルＡ’（比
較例１）に比して防曇回復性が顕著に向上するとともに防曇維持性も良好であり、優れた
防汚性を有することが明らかである。
【００ 】
［実施例３］テトラメトキシシラン５０重量部、２－プロパノール３００重量部、１Ｎ硝
酸２．５重量部、および水３０重量部を加え、５０℃で２時間攪拌し、さらに３０℃で１
日間攪拌養生して、アルカリ遮断膜用ゾル液を得た。
【００ 】
酸化セリウム系研磨剤で表面研磨・洗浄し、さらに純水中で超音波洗浄を行い乾燥したソ
ーダライム珪酸塩ガラス板（６５ｍｍ×１５０ｍｍ×３ｍｍ）を、上記アルカリ遮断膜用
ゾル液に浸漬し、ガラス板を３０ｃｍ／ｍｉｎの速度で引き上げてゾルを塗布した。その
後、これを室温で数分間乾燥させ、さらに５００℃で３時間熱処理し、厚み約２５０ｎｍ
の平坦シリカ薄膜が形成されたガラス板を得た。
【００ 】
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次に、表面に凹凸を有するフッ素原子ドープ酸化チタン膜の作製方法について説明する。
３００ｍＬの無水エタノールを１５０ｍＬずつ二分した。片方には４２．６ｇのチタンテ
トライソプロポキシドと１５．９ｇのジエタノールアミンを添加して充分に攪拌した。も
う一方にはトリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）０．２３ｇを加えて攪拌した。２つの溶液を混合
攪拌した後に、２．７ｇの水と３ｇのポリエチレングリコール（分子量＝２０００）を加
えて完全な均一溶液になるまで攪拌することにより、コーティング溶液を得た。上記の平
坦シリカ膜被覆ガラス板をコーティング液中に浸漬後、４．６ｃｍ／ｍｉｎの速度で引き
上げることにより液を塗布し室温で乾燥した。さらに、５５０℃で１時間焼成することに
より、フッ素原子が約０．９重量％ドープされた膜厚７０ｎｍのアナタース型酸化チタン
凹凸膜を得た。このアナタース型酸化チタン膜の表面の凹凸はポリエチレングリコールが
５５０℃焼成時に膜から除去されることにより形成されており、算術平均粗さ（Ｒａ）が
３５ｎｍでありかつ凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が１１０ｎｍであった。さらに、実施例２で
述べたのと全く同じ方法で、ＳｉＯｘ単分子相当膜を形成させた。このようにして得られ
たサンプルをＤ（ガラス基板／シリカ膜／フッ素原子ドープ凹凸酸化チタン膜／ＳｉＯｘ
単分子相当膜）とする。サンプルＤの各種防曇防汚性能の評価結果を表２に示す。これよ
り、サンプルＤは優れた防曇防汚性能を有することが明らかである。
【００ 】
［実施例４］基板としてゾルゲル法により約１００ｎｍ厚の凹凸シリカ膜をコーティング
した１０ｃｍ角のソーダライム珪酸塩ガラスを用意した。凹凸シリカ膜のコーティング方
法は、実施例２に記載の通りである。
【００ 】
エタノール７５重量部、２－プロパノール７５重量部、アセチルアセトン５重量部、チタ
ンテトライソプロポキシド１．３重量部、６Ｎ硝酸０．３重量部を混合し、室温で３時間
攪拌し酸化チタンコーティング液を得た。この液に前記凹凸シリカ膜形成ガラス板を浸漬
し２０ｃｍ／ｍｉｎの速度で引き上げ、１００℃で３０分間乾燥させ、さらに２５０℃で
３０分間乾燥させた後、５００℃オーブン内で１時間焼成し、凹凸シリカ膜上に厚みが約
１５ｎｍのアナタース型酸化チタン膜が形成されたサンプルＥ（ガラス基板／凹凸シリカ
膜／酸化チタン膜）を作製した。表面粗さを上記原子間力顕微鏡を用いて求めたところ、
Ｒａ＝７ｎｍ、Ｓｍ＝２０ｎｍであり、酸化チタン膜成膜前と全く変化がないことがわか
った。
【００ 】
サンプルＥの各種防曇防汚性能の評価結果を表２に示す。これより、サンプルＥは防曇性
と防汚性が共に良好であることがわかる。
【００ 】
［実施例５］１Ｌのエタノールに０．１Ｎ酢酸を１ｍＬ添加し攪拌した。このエタノール
を主体とする液７９８ｇに［メトキシ（ポリエチレンオキシ）プロピル］トリメトキシシ
ラン（チッソ株式会社製「ＳＩＭ６４９２．７」、含有率９０％、分子量４６０～５９０
、エチレンオキサイド単位６～９）を２ｇ添加し３０℃で１時間攪拌して塗布液を調製し
た。
【００ 】
実施例４のサンプルＥを上記塗布液に浸漬し、５ｃｍ／ｍｉｎの速度で引き上げることに
より、液を塗布した。これを１２０℃で３０分間乾燥、熱処理し、室温まで冷やした後に
純水で軽く洗浄して、ポリエチレンオキシド基を分子内に含むオルガノシラン層（厚み約
４ｎｍ）を形成させた。このサンプルをサンプルＦ（ガラス基板／凹凸シリカ膜／酸化チ
タン膜／ポリエチレンオキシド基含有シラン膜）とする。なお、ポリエチレンオキシド基
含有シラン膜表面の算術平均粗さＲａ＝７ｎｍ、凹凸の平均間隔Ｓｍ＝２０ｎｍであった
。
【００ 】
サンプルＦの各種防曇防汚性能の評価結果を表２に示す。サンプルＦはサンプルＥよりも
防曇維持性が向上しており、また防曇回復性も比較例に比べて良好であることがわかる。

10

20

30

40

50

(15) JP 3700358 B2 2005.9.28

８２

８３

８４

８５

８６

８７



また、良好な防汚性を有することも明らかである。
【００ 】
［実施例 ］基板としてゾルゲル法により約２５０ｎｍ厚の平坦シリカ膜（アルカリ遮断
膜）をコーティングした寸法６５ｍｍ×１５０ｍｍ×３ｍｍのソーダライム珪酸塩ガラス
板を用意した。平坦シリカ膜のコーティング方法は、実施例３に記載の通りである。８５
．６ｇ（０．３ｍｏｌ）のチタンテトライソプロポキシドに、攪拌しながら１５０．８ｇ
（１．５ｍｏｌ）のアセチルアセトンをビュレットを用いて除々に滴下し、約１時間攪拌
した後、エタノール７１０ｇを添加した。この液に、まず分散助剤としてエチルトリエト
キシシラン４ｇを添加しておき、粒子粒径３０～６０ｎｍのチタニアコロイド（商品名：
チタニアゾルＣＳ－Ｎ、石原産業株式会社製、固形分３０重量％）８０ｇをビュレットを
用いて除々に滴下して約１時間攪拌して、凹凸酸化チタン膜用コーティング液とした。
【００ 】
上記平坦シリカ薄膜が形成されたガラス板を、上記凹凸酸化チタン膜用コーティング液に
浸漬し、１０ｃｍ／ｍｉｎの引き上げ速度で膜を形成させ、５００℃で３時間焼成を行な
い、アナタース型結晶からなる厚み約１００ｎｍの酸化チタン薄膜を得た。この酸化チタ
ン薄膜表面の算術平均粗さ（Ｒａ）と凹凸の平均間隔（Ｓｍ）を、原子間力顕微鏡を用い
て求めたところ、Ｒａが１０ｎｍ、Ｓｍが７０ｎｍであった。このようにして得られたサ
ンプルをサンプルＨ（＝ガラス基板／シリカ膜／凹凸酸化チタン膜）とする。
【００ 】
実施例１に述べたのと同じ方法で防曇防汚性能を評価した結果を表２に示す。これより、
サンプルＨは優れた防曇防汚ガラスであることが明らかである。
【００ 】
［実施例 ］実施例 で作製したサンプルＨの表面に、実施例２で述べたのと全く同じ方
法で、ＳｉＯｘ単分子相当膜を形成させた。このようにして得られたサンプルをサンプル
Ｉ（＝ガラス基板／シリカ膜／凹凸酸化チタン膜／ＳｉＯｘ単分子相当膜）とする。
【００ 】
実施例１に述べたのと同じ方法で防曇防汚性能を評価した結果を表２に示す。これより、
サンプルＩは優れた防曇防汚ガラスであることが明らかである。
【００ 】
［実施例 ］基板としてゾルゲル法により約１００ｎｍ厚の凹凸シリカ膜をコーティング
した１０ｃｍ角のソーダライム珪酸塩ガラスを用意した。凹凸シリカ膜のコーティング方
法は、実施例２に記載の通りである。
【０ 】
市販の光触媒コーティング液ＳＴ－Ｋ０３（石原産業株式会社製、酸化チタン微粒子含有
率５重量％、無機バインダー５重量％）を、エタノールを用いて４重量倍に希釈した。こ
の液を前記凹凸シリカ膜形成ガラス板上に、スピンコーティング法（１５００ｒｐｍ、１
０秒、液量４ｍｌ）にて成膜し、５００℃で１時間熱処理して、約６０ｎｍ厚みの光触媒
薄膜を形成した。化学分析の結果、この光触媒薄膜は、酸化チタン約５０重量％と酸化珪
素約５０重量％からなることを確認した。
【０ 】
このサンプルをサンプルＬ（＝ガラス基板／凹凸シリカ膜／酸化チタン酸化珪素膜）とす
る。このサンプル表面の算術平均粗さ（Ｒａ）と凹凸の平均間隔（Ｓｍ）を、原子間力顕
微鏡を用いて求めたところ、Ｒａが５ｎｍでありかつＳｍが２３ｎｍである凹凸表面とな
っていた。
【０ 】
実施例１に述べたのと同じ方法で防曇防汚性能を評価した結果を表２に示す。これより、
サンプルＬは優れた防曇防汚ガラスであることが明らかである。
【０ 】
［実施例 ］基板としてゾルゲル法により約８０ｎｍ厚の平坦シリカ膜（アルカリ遮断膜
）をコーティングした寸法６５ｍｍ×１５０ｍｍ×３ｍｍのソーダライム珪酸塩ガラス板
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を用意した。平坦シリカ膜のコーティングは、

【０ 】
直径が約１０ｎｍの酸化チタン微粒子分散液（商品名：ＳＴ－Ｋ０１、石原産業株式会社
製、固形分１０重量％、酸化チタン含有率８重量％）２．７重量部、エタノール１９５．
３重量部、直径が１０～２０ｎｍで長さが４０～３００ｎｍの鎖状シリカコロイド（商品
名：スノーテックスＯＵＰ、日産化学工業株式会社製、固形分１５重量％）１．４重量部
、市販の四塩化珪素０．６重量部を室温で１時間攪拌して、光触媒凹凸膜形成用コーティ
ング液を得た。
【０ 】
上記平坦シリカ膜形成ガラス板を、２０℃、３０％ＲＨの環境下で垂直に吊るし、上端か
ら上記光触媒凹凸膜形成用コーティング液を流しコーティングした（フローコーティング
法）。このガラス板を１５０℃で３０分間乾燥させ、４００℃オーブン内で２時間熱処理
し、厚み約６０ｎｍの酸化チタン酸化珪素凹凸膜を形成した。
【０１ 】
このサンプルをサンプルＭ（＝ガラス基板／平坦シリカ膜／酸化チタン酸化珪素凹凸膜）
とする。このサンプル表面の算術平均粗さ（Ｒａ）と凹凸の平均間隔（Ｓｍ）を、原子間
力顕微鏡を用いて求めたところ、Ｒａが８ｎｍでありかつＳｍが２３ｎｍである凹凸表面
となっていた。
【０１ 】
実施例１に述べたのと同じ方法で防曇防汚性能を評価した結果を表２に示す。これより、
サンプルＭは優れた防曇防汚ガラスであることが明らかである。
【０１ 】
［比較例２，３］実施例１で使用した１０ｃｍ角のソーダライム珪酸塩ガラス板を処理す
ることなくそのままでサンプルＯとして各種防曇防汚性能 評価し、その結果を表２に示
している。（比較例２）また実施例２で得られたシリカ凹凸膜が形成されたガラス基板を
その後の処理を行うことなく、サンプルＰとして各種防曇防汚性能 評価し、その結果を
表２に示している。（比較例３）
【０１ 】
【表２】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　　サ
　　　　ン　防曇　　　　防曇
　　　　プ　維持時間　　回復時間　　 (イ )／ (ロ )　　曝露試験後
　　　　ル　（時間）　　（時間）　　　　　　　　　防汚状態評価
　　　　　　　（イ）　　　（ロ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
実施例
１　　　Ｂ’　　７２　　　０．５　　　１４４　　　　◎
２　　　Ｃ　　２００　　　０．２５　　８００　　　　◎
３　　　Ｄ　　１８０　　　０．３　　　６００　　　　◎
４　　　Ｅ　　３６０　　　１．０　　　３６０　　　　◎
５　　　Ｆ　１４８８　　　３．０　　　４９６　　　　◎

　　　Ｈ　　１２０　　　０．７　　　１７１　　　　◎
　　　Ｉ　　２２０　　　０．８　　　２７５　　　　◎
　　　Ｌ　　２８０　　　１．０　　　２８０　　　　◎
　　　Ｍ　　３２０　　　１．０　　　３２０　　　　◎

比較例
１　　　Ａ’　　１０　　　５　　　　　　　２　　　　×
２　　　Ｏ　　　２０　　　０　　　　　　－　　　　　×
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実施例３記載のアルカリ遮断用ゾルをエタ
ノールで３重量倍希釈して得た液を用いて、実施例３記載の方法で実施した。
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３　　　Ｐ　　３００　　　０　　　　　　－　　　　　△
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【０１ 】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明による防曇防汚ガラスは、優れた防曇防汚性能とその維持性
を有していることが明らかであり、機械的耐久性も良好であることから、自動車、建築お
よびメガネ用のガラスとして好適に使用することが可能である。

(18) JP 3700358 B2 2005.9.28

０４



フロントページの続き

(72)発明者  堂下　和宏
            大阪市中央区道修町３丁目５番１１号　日本板硝子株式会社内
(72)発明者  砂田　貴
            大阪市中央区道修町３丁目５番１１号　日本板硝子株式会社内

    審査官  時田　稔

(56)参考文献  特開平０９－０５７９１２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－２２７１６０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              C03C 15/00-23/00
              B01J 21/00-38/74

(19) JP 3700358 B2 2005.9.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	overflow

