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(57)【要約】
　本発明は無機機能性材料の調製技術の分野に属し、か
つナノメートル二酸化チタンを調製するための方法であ
って、以下の工程：（１）塩酸を用いてイルメナイト粉
末を溶出して、粗鉱溶液を得ること；（２）粗鉱溶液中
の鉄元素を除去して、チタンイオンを含有する最終溶液
を得ること；（３）最終溶液を加水分解のために加熱し
て、二酸化チタンを含有する加水分解生成物を得ること
；及び（４）得られた加水分解生成物を仮焼して、ナノ
メートル二酸化チタンを得ること、を含む該方法を提供
する。本方法は、原料が容易に入手可能であること、エ
ネルギー消費が低いこと、ルチル型二酸化チタン及びア
ナターゼ型二酸化チタンの双方が製造可能であること、
及び製品が高純度で、粒径が小さく、粒径分布範囲が狭
く、かつ良好な分散性をもつ、という利点を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナノメートル二酸化チタンを調製するための方法であって、以下の工程：
（１）塩酸を用いてイルメナイト粉末を溶出して、粗鉱溶液を得ること；
（２）前記粗鉱溶液中の鉄元素を除去して、チタンイオンを含有する最終溶液を得ること
；
（３）前記最終溶液を加水分解のために加熱して、二酸化チタンを含有する加水分解生成
物を得ること；及び
（４）得られた加水分解生成物を仮焼して、ナノメートル二酸化チタンを得ること、
を含むことを特徴とする、ナノメートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項２】
　工程（１）において、塩酸の質量濃度が３０％～３８％であり、かつイルメナイト粉末
対塩酸の質量比が１：３～５の範囲内であることを特徴とする、請求項１に記載のナノメ
ートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項３】
　工程（１）において、鉱石溶出のための温度が６０～１００℃であり；かつ工程（２）
が：
（２ａ）塩化第一鉄の結晶化：工程（１）で得られた粗鉱溶液を冷却して結晶塩化第一鉄
四水和物を得ること、及び濾過により結晶塩化第一鉄四水和物を分離して第１溶液を得る
こと；
（２ｂ）酸化：前記第１溶液に酸化剤を添加して、前記第１溶液中に残留する塩化第一鉄
を塩化第二鉄に酸化して第２溶液を得るようにすること；
（２ｃ）抽出：前記第２溶液に対し溶媒抽出を実施して、第二鉄イオンを含有する脱離液
と、及びチタンイオンを含有するラフィネートとを得ること；及び
（２ｄ）ケイ素の除去：前記ラフィネートからケイ素を除去して最終溶液を得ること
を含むことを特徴とする、請求項２に記載のナノメートル二酸化チタンを調製するための
方法。
【請求項４】
　工程（２ａ）において、工程（１）で得られた粗鉱溶液が０～４℃に冷却されることを
特徴とする、請求項３に記載のナノメートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項５】
　工程（２ｂ）において選択された酸化剤が、塩素酸ナトリウム、過酸化水素、及び塩素
ガスのいずれか１つであることを特徴とする、請求項３に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項６】
　工程（４）で得られたナノメートル二酸化チタンがルチル型二酸化チタンであること；
及び工程（２ｃ）において、アミン抽出剤を含有する有機油相が、３～５段階の連続抽出
を実施するべく使用されることを特徴とする、請求項３に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項７】
　工程（４）で得られたナノメートル二酸化チタンがアナターゼ型二酸化チタン粉末であ
ること；及び工程（２ｃ）が：
（２ｃ１）第１の溶媒抽出：アミン含有抽出剤を用いた有機油相を用いて前記第２溶液に
３～５段階の連続抽出を行って、第二鉄イオンを含有する脱離液と、及びチタンイオンを
含有するラフィネートとを得ること；及び
（２ｃ２）第２の溶媒抽出：有機リン抽出剤を含有する油相を用いて、工程（２ｃ１）に
おいて得られたチタンイオンを含有するラフィネートに第２の抽出を行って、油相中にチ
タンイオンを含有するラフィネートと、及び水相中に塩酸を含有する脱離液とを得るよう
にすることであって、これにおいて抽出プロセスが３～５段階の連続抽出であること
を含み；かつ
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ここで、工程（２ｄ）において、工程（２ｃ２）で得られたチタンイオンを含有するラフ
ィネート中の、ケイ素が除去されることを特徴とする、請求項３に記載のナノメートル二
酸化チタンを調製するための方法。
【請求項８】
　前記有機リン抽出剤が、有機リン化合物又はその混合物を含み、それが一般式Ｒ１Ｒ２

Ｒ３ＰＯ［式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３、は、直鎖又は分枝鎖アルキルであり、かつＲ１

、Ｒ２、及びＲ３の炭素原子の総数は１２より多い］を有することを特徴とする、請求項
７に記載のナノメートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項９】
　前記アミン抽出剤が、一般式Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｎ［式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３、は、８～
１０個の炭素原子を有する直鎖又は分枝鎖アルキルである］をもつ第三級アミンを含むこ
とを特徴とする、請求項６～８のいずれか１項に記載のナノメートル二酸化チタンを調製
するための方法。
【請求項１０】
　工程（２ｄ）が：工程（２ｃ）から得られたラフィネートにゲル化剤を添加して、ラフ
ィネート中でケイ素を沈殿させること、そして次に沈殿を濾去して、最終溶液を得ること
を含むことを特徴とする、請求項６～８のいずれか１項に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項１１】
　工程（３）が：
（３ａ）工程（２ｄ）において得られた最終溶液を加水分解のために加熱することであっ
て、これにおいて、加水分解温度が８０～１１０℃であること、及び
（３ｂ）工程（３ａ）において得られた加水分解生成物の酸洗浄及び脱イオン水洗浄を実
施して、二酸化チタン粉末を得るようにすること
を含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項１２】
　工程（４）が：
（４ａ）工程（３）で得られた二酸化チタン粉末を、２００～３００℃の乾燥温度下で乾
燥すること；及び
（４ｂ）工程（４ａ）で得られた生成物を、８００～９００℃の仮焼温度下で仮焼するこ
と
を含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項１３】
　工程（４）が：工程（３）で得られた二酸化チタン粉末を８００～９００℃の仮焼温度
下で仮焼することを含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載のナノメ
ートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項１４】
　前記方法が：
（５）工程（４）で得られた生成物を粉砕して、分散されたナノメートル二酸化チタン粉
末を得ることをさらに含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載のナノ
メートル二酸化チタンを調製するための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無機機能性材料の調製技術の分野、特にナノメートル二酸化チタンを調製す
るための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　二酸化チタンは、安定した物理的性質及び化学的性質、優れた光学的性質及び電気的性
質、並びに良好な色素的性質を有し、また様々な用途において広く使用され得る。二酸化
チタンは、塗装、プラスチック、ゴム、化学繊維、製紙、インク、化粧品、玩具、キャパ
シタ、表示管、国防先端技術、食品、医薬品、化学試薬、溶接電極、エナメル、セラミク
ス、ガラス、耐火材料、冶金、人工宝石、美術顔料、皮革、印刷及び染色用ペースト、石
鹸、触媒などの分野においてその用途を見出してきた。
【０００３】
　現在、二酸化チタンを調製するための方法は、主として塩素化プロセス及び硫酸プロセ
スを含む。
【０００４】
　塩素化プロセスは、先端技術の利点、短いプロセスフロー、容易に実現する自動化、及
び良好な製品品質、を有する。しかしながら、塩素化プロセスは、原料品質に高い要求を
課し、かつ原料として希少資源であるルチル鉱石の使用を要する。更に、塩素化プロセス
により二酸化チタンを製造する場合には、四塩化チタン、塩素ガス、及び酸素ガスに対し
抵抗性である材料及び装置が適用されるべきであることから、塩素化プロセスには技術的
困難がある。しかしながら、かかる材料及び装置は、投資コストが高くかつメンテナンス
が困難である。
【０００５】
　硫酸プロセスは、安価な原料、成熟プロセス、及び簡単な装置という利点を有する。し
かしながら、プロセスフローは長く、エネルギー消費は高く、排出される廃棄物の量は多
く、また製品の品質が低い。
【０００６】
　現在国内には、年間３０，０００～１５０，０００トンの二酸化チタン生産能力を有す
る４７のプラントがあり、それらの総生産能力は年間３，５００，０００トンである。こ
れらのプラントでは、ごく一部が二酸化チタンの製造に塩素化プロセスを用いているにす
ぎず、他のプラントは全て、二酸化チタンを製造するのに硫酸プロセスを適用している。
それにもかかわらず、これらのプラントはその過剰な生産能力が原因で、なお損益なしか
又は赤字の状態にある。
【０００７】
　したがって、いかにして高品質のナノメートル二酸化チタンを低コスト下に得るかが、
当該技術分野において解決されるべき技術的問題となりつつある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、ナノメートル二酸化チタンを調製するための方法であって、これにより高品
質のナノメートル二酸化チタンが低コスト下に入手可能である、該方法を提供する。高純
度のルチル型二酸化チタン又はアナターゼ型二酸化チタンを調製するための方法は、以下
の工程：原料としてイルメナイトを用いること、イルメナイトを塩酸で溶出すること、次
いで塩化第一鉄を結晶化すること、酸化を行うこと、溶媒抽出により鉄を除去すること、
次にゲル化によりケイ素を除去すること、そして熱加水分解を行うこと、を含み、１０～
４０ｎｍの粒径をもつ高純度のルチル型二酸化チタン又はアナターゼ型二酸化チタンが得
られるようにする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するため、本発明は、ナノメートル二酸化チタンを調製するための方
法であって、以下の工程：
（１）塩酸を用いてイルメナイト粉末を溶出して、粗鉱溶液を得ること；
（２）粗鉱溶液中の鉄元素を除去して、チタンイオンを含有する最終溶液を得ること；
（３）最終溶液を加水分解のために加熱して、二酸化チタンを含有する加水分解生成物を
得ること；及び
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（４）得られた加水分解生成物を仮焼して、ナノメートル二酸化チタンを得ること、
を含む、該方法を提供する。
【００１０】
　工程（１）が、鉱石を溶出するための工程であることは、容易に理解される。本発明で
は、塩酸を用いて鉱石を溶出することにより四塩化チタンが取得され得、それはさらに熱
加水分解に供せられて二酸化チタンが得られる。加水分解により得られた二酸化チタンは
、非常にひび割れし易くかつ仮焼後に分散して、ナノメートル二酸化チタン粉末を生じる
。本発明により提供された方法は、設備に高い要求性を課さず、かつ高純度及び高品質の
ナノメートル二酸化チタン粉末を製造し得る。
【００１１】
　本発明では、工程（１）において、酸に対する鉱石の比（即ち、塩酸の重量に対するイ
ルメナイト粉末の重量の比）の具体値は、特に制限されない。充分量の塩酸を用いること
で、鉱石溶出率及び鉱石溶出度の双方が増大され得；同時に、鉱石溶出中のチタンの加水
分解が防止され得て、チタンの溶解速度が確保されるようにした。本発明の具体的な一実
施形態として、塩酸の量は、イルメナイト中の酸可溶性物質の量、及びそれにより消費さ
れる塩化水素の量、並びに鉱石溶出の最後におけるチタン溶液中の所望の塩酸濃度に従っ
て計算され得る。一般に、鉱石溶出の最後に約９ｍｏｌ／Ｌの塩酸があることが所望され
る。即ち、塩酸の質量濃度は３０％～３８％である。
【００１２】
　イルメナイト粉末中の鉄濃度が高すぎる場合、鉱石溶出の間に高い酸性度が塩化第二鉄
の沈殿を引き起こすこととなり、それ故溶解速度は低減され、かつ沈殿した塩化第二鉄は
濾過により除去されることとなる。それ故、以下の因子：イルメナイトの組成、酸の濃度
、及び浸出温度、が一緒に考慮されねばならない。一般に、鉱石対酸の比は、１：３～４
の範囲内であり、鉱石溶出のための温度は、６０℃と１００℃の間であり、かつ鉱石溶出
のための時間は、４時間と６時間の間である。
【００１３】
　イルメナイト粉末の粒径が小さい程、鉱石溶出中の溶出速度は大きい。好ましくは、イ
ルメナイト粉末の粒径は、３００μｍであり得、その場合、鉱石溶出率は９０％以上に達
し得る。
【００１４】
　低濃度の塩酸が使用される場合、所望の溶出率は鉱石溶出を反復して行うことにより得
られ得る。
【００１５】
　コストを節約するため、本発明の塩酸は回収され得る。回収された塩酸は、塩化水素に
よる富化後に、次のナノメートル二酸化チタン調製プロセスにおいて再使用され得る。
【００１６】
　本発明では、粗鉱溶液中の鉄元素を除去するための具体的な方法は、粗鉱溶液中の鉄元
素が、除去可能でありかつ最終的に得られたナノメートル二酸化チタン粉末中に残留しな
い限り、特に制限されない。鉱石溶出は、工程（１）において塩酸を用いて６０と１００
℃の間で実施されることから、粗鉱溶液中に第一鉄イオンが存在する。コストを節約する
ため、鉄元素は冷却法により除去され得る。特に、工程（２）は：
（２ａ）塩化第一鉄の結晶化：工程（１）で得られた粗鉱溶液を冷却して結晶塩化第一鉄
四水和物を得ること、及び濾過により結晶塩化第一鉄四水和物を分離して第１溶液を得る
こと；
（２ｂ）酸化：第１溶液中に残留する塩化第一鉄を塩化第二鉄に酸化して第２溶液を得る
こと；
（２ｃ）抽出：第２溶液に対し溶媒抽出を実施して、第二鉄イオンを含有する脱離液と、
及びチタンイオンを含有するラフィネートとを得ること；及び
（２ｄ）ケイ素の除去：ラフィネートからケイ素を除去して最終溶液を得ること
を含み得る。
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【００１７】
　イルメナイトは通常、第一鉄イオン及び第二鉄イオンを含有し、それ故粗鉱溶液中には
第一鉄イオン及び第二鉄イオンの双方がある。工程（２ｃ）における溶媒抽出の負荷を低
減する目的で、殆どの第一鉄は工程（２ａ）における結晶化により除去されている。塩化
第一鉄四水和物結晶は、粗鉱溶液が０～４℃に冷却された場合に沈殿され得る。本発明で
は、説明のため、工程（２ａ）後に得られた溶液は、第１溶液と称される。第１溶液中の
結晶塩化第一鉄四水和物は、濾過により分離され得る。工程（２ａ）では、塩化水素を適
切に注入して塩酸の濃度を増大することにより、第一鉄が最大範囲まで結晶化されること
となり、得られた結晶塩化第一鉄四水和物は、高温下の加水分解により、塩酸及び酸化鉄
を産生し得る。得られた塩酸は、塩化水素を投入することにより富化され得て、次のナノ
メートル二酸化チタン粉末の調製プロセスにおいて再使用されるようにし、加水分解によ
り得られた酸化鉄は、製鋼所の製鋼のための原料として使用され得る。したがって、本発
明において提供されたナノメートル二酸化チタン調製のための方法は、生産コストをさら
に低減し得ることが見て取れる。
【００１８】
　好ましくは工程（２ａ）においては、工程（１）で得られた粗鉱溶液は、０～４℃に冷
却される。
【００１９】
　塩化第一鉄の結晶化後、第１溶液はなお少量の第一鉄イオンを含有しており、これは第
二鉄イオンに酸化され得、そして次に抽出法により第１溶液から除去されて、第２溶液を
生じるようにする。工程（２ｂ）では、酸化剤は、塩素ガス、過酸化水素、及び塩素酸ナ
トリウムのいずれか１つから選択され得る。完全な抽出を行うためには、第二鉄イオンの
完全な酸化が非常に重要であり、このことはオンライン検出及びコントロールにより実現
され得る。
【００２０】
　工程（４）で得られたナノメートル二酸化チタン粉末のタイプは、工程（２ｃ）におい
て抽出剤のタイプ及び抽出の時間を選択することによりコントロールされ得る。チタン元
素及び第二鉄元素は、抽出により分離され得る。
【００２１】
　第二鉄イオンを含有する脱離液、及びチタンイオンを含有するラフィネートは、抽出剤
を用いて第２溶液の抽出を行うことにより取得され得る。
【００２２】
　工程（２ｃ）における抽出プロセスは、溶媒抽出であり、それ故、抽出剤の選択及び組
成物は、その抽出能力、選択性、及び層分離速度の効果が大きいが故に重要である。さら
に、抽出温度は抽出油相の粘度変化を引き起こすものであり、このことは、抽出剤の抽出
能力、選択性、及び層分離速度に著しく影響を及ぼすであろう。一般に、抽出温度は３０
℃とされる。抽出工程の油－水比は、１～２の間で選択可能であろう。
【００２３】
　最終的に得られたナノメートル二酸化チタン粉末のタイプは、抽出剤の成分に依存する
。例えば、抽出剤がアミン抽出剤を含有する有機油相である場合、ルチル型二酸化チタン
が、３～３段階の連続抽出後に取得可能であろう。
【００２４】
　ルチル型二酸化チタンは、工程（３）の加水分解の工程後に既に得られている。工程（
４）における仮焼は、分子間の水及び残留塩素を除去し得て、水及び塩素のないナノメー
トル二酸化チタン粉末が得られるようにする。かかる実施形態においては、得られたルチ
ル型二酸化チタンは９９．５％までの純度、及び１０～４０ｎｍの粒径を有する。
【００２５】
　本発明の好ましい一実施形態として、アミン抽出剤は、一般式Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｎ［式中、
Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３、は、８～１０個の炭素原子を有する直鎖又は分枝鎖アルキルであ
る］をもつ第三級アミンである。
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【００２６】
　アミン抽出剤に加えて、アミン抽出剤を含有する有機油相はさらに希釈剤を含み得る。
希釈剤は、ケロシン又はアルコール溶媒から選択され得る。さらに、アルコール溶媒はオ
クタノール又はデカノールであり得る。各成分の割合は適用範囲が広く、かつ決定的なも
のではない。
【００２７】
　チタンイオン及び少量の鉄イオンに加えて、チタンイオンを含有するラフィネート相は
また、ケイ素及びリンなどの、加水分解生成物の純度に影響を及ぼす他の成分も含有する
。
【００２８】
　好ましくは、工程（２）はさらに：（２ｄ）ケイ素の除去：ラフィネート中のケイ素を
除去して最終溶液を得るようにすること、を含みうる。ケイ素は、ゲル化プロセスにより
共に凝集され得、次いで濾過されて、最終溶液を生じる。
【００２９】
　工程（２ｃ）を調整することにより、アナターゼ型の二酸化チタン粉末が工程（４）に
おいて得られ得る。具体的には、工程（２ｃ）は：
（２ｃ１）第１の溶媒抽出：アミン含有抽出剤を用いた有機油相により３～５段階の連続
抽出を行って、第二鉄イオンを含有する脱離液と、及びチタンイオンを含有するラフィネ
ートとを得ること；及び
（２ｃ２）第２の溶媒抽出：有機リン抽出剤を含有する油相を用いて、第１の溶媒抽出か
ら得られたチタンイオンを含有するラフィネートの第２の抽出を行って、油相中にチタン
イオンを含有するラフィネートと、水相中に塩酸を含有する脱離液とを得るようにするこ
とであって、これにおいて抽出プロセスが３～５段階の連続抽出であること、
を含み得る。
【００３０】
　かかる実施形態においては、工程（２ｃ１）は、ルチル型二酸化チタン粉末を調製する
工程（２ｃ）と同じであり、これは再度詳細には記載しない。工程（２ｄ）では、工程（
２ｃ２）で得られた、チタンイオンを含有するラフィネート中のケイ素が除去される。
【００３１】
　工程（２ｃ２）では、有機リン抽出剤は、有機リン化合物又はその混合物であって、そ
れは一般式Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＰＯ［式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３、は、直鎖又は分枝鎖アルキ
ルであり、かつＲ１、Ｒ２、及びＲ３の炭素原子の総数は１２より多い］を有する。工程
（２ｃ２）において、有機リン抽出剤を含有する油相が、さらに希釈剤を含むことは容易
に理解され、これはケロシン又はアルコール溶媒から選択され得る。さらに、アルコール
溶媒は、オクタノール又はデカノールであり得る。各成分の割合は適用範囲が広く、かつ
決定的なものではない。
【００３２】
　工程（２ｃ２）で得られた、塩酸を含有する水相は、ナノメートル二酸化チタン粉末を
調製するべく、富化後に次の鉱石溶出工程において使用され得、これにより生産コストが
低減される。
【００３３】
　工程（２ｃ２）で得られた、チタンイオンを含有するラフィネートは、アナターゼ型二
酸化チタンを取得するべく加水分解され得る。仮焼後、得られたアナターゼ型の二酸化チ
タン粉末は、９９．８～９９．９％の純度及び１０～４０ｎｍの粒径を有し得る。
【００３４】
　加水分解のための最終溶液を加熱する工程（３）においては、最終溶液の酸性度を調整
し、次いで加水分解を行うことが望ましい。
【００３５】
　具体的には、工程（３）は：
（３ａ）工程（２ｄ）において得られた最終溶液を加水分解のために加熱することであっ
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て、これにおいて、加水分解温度が８０～１１０℃であり得ること、及び
（３ｂ）工程（３ａ）において得られた加水分解生成物の酸洗浄及び脱イオン水洗浄を実
施して、二酸化チタン粉末を得るようにすること
を含みうる。
【００３６】
　工程（３ａ）の加水分解が完了すれば、加水分解生成物、二酸化チタン及び低濃度の塩
酸が、濾過により得られ得る。この工程において得られた低濃度の塩酸は、富化後に、ナ
ノメートル二酸化チタン粉末を調製するための次の鉱石溶出工程においてさらに使用され
得る。
【００３７】
　工程（３ａ）後、濾過により得られた加水分解生成物は、一定量の加水分解母液を含有
しており、このことは加水分解生成物中に不純物を残す。加水分解生成物中の不純物を除
去するため、それは工程（３ｂ）において洗浄される。本発明においては、洗浄液の量を
最大限減らすべく、希塩酸及び脱イオン水が連続的に洗浄に使用される。
【００３８】
　工程（３）の開始前に、最終溶液は、二酸化チタンの結晶品質に影響を及ぼすこととな
る、最終溶液中に存在する他の懸濁物質による結晶化中心の形成を防止するべく、精密濾
過されるべきである。
【００３９】
　製品品質の要求に合致するため、加水分解条件は適宜にコントロールされるべきである
。例えば、最終溶液は、時には濃縮される必要がある。
【００４０】
　加水分解の方法は、蒸発による加水分解、温度をコントロールした加熱による加水分解
、その他から選択され得る。
【００４１】
　加水分解条件は、加水分解生成物の品質に著しく影響を及ぼし、これにおいて、加水分
解生成物の品質に影響を及ぼす加水分解条件は、主として酸性度、最終溶液中のチタンイ
オンの濃度、加水分解温度、昇温速度、加水分解の温度保持時間、種結晶の量及び質を含
む。本発明では、上記の加水分解条件は、製品品質の様々な要求に従って選択的にコント
ロールされ得る。
【００４２】
　本方法では、工程（３）は、自己発生性種晶を用いた強制加熱による加水分解法におい
て行われ、最終的に得られるナノメートル二酸化チタン粉末の品質は、他の条件を調整す
ることによりコントロールされる。一般に加水分解は、最終溶液の臨界加水分解温度が加
水分解生成物の品質にとり非常に重要であることから、還流下に行われる。
【００４３】
　乾燥ナノメートル二酸化チタン粉末を得る目的で、工程（４）は、好ましくは：
（４ａ）工程（３）で得られた二酸化チタン粉末を、２００～３００℃の乾燥温度下で乾
燥すること；及び
（４ｂ）工程（４ａ）で得られた生成物を、７００～８００℃の仮焼温度下で仮焼するこ
と
を含み得る。
【００４４】
　上記の加水分解生成物は、既にルチル型ナノメートル二酸化チタン又はアナターゼ型ナ
ノメートル二酸化チタンであり、これらはなお乾燥及び仮焼の工程を受ける必要がある。
【００４５】
　２００～３００℃下で乾燥することにより、加水分解された二酸化チタン粉末の分子間
水が除去されて、水のない二酸化チタンを得ることが可能である。乾燥二酸化チタン粉末
の粒径は、仮焼により増加することとなるが、かかる増加は一定の温度範囲においては顕
著ではない。仮焼温度が高すぎれば、粒子は焼結されるであろう。したがって、仮焼温度
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は厳密にコントロールされねばならない。好ましくは、工程（４ｂ）において、仮焼温度
は８００～９００℃であり、これは、ナノメートル二酸化チタン粒子の過剰な成長又は焼
結を防止するばかりでなく、ナノメートル二酸化チタン粉末中の塩素濃度を低下させるも
のでもある。
【００４６】
　当然、工程（４）はまた、工程（３）で得られた生成物を８００～９００℃の仮焼温度
下で直接仮焼することも含み得る。
【００４７】
　良好な分散性をもつナノメートル二酸化チタン粉末を得るためには、好ましくは、方法
はまた：（５）工程（４）で得られた生成物を粉砕して、分散されたナノメートル二酸化
チタン粉末を得ること、も含み得る。
【００４８】
　工程（４）で得られた生成物を破砕することは容易であり、良好な分散性をもつ二酸化
チタン粉末が得られる。
【００４９】
　本発明は、以下の利点を有する：
１．原料が容易に入手でき、低品質のイルメナイトであってもよく、それは製鋼に使用さ
れるものであって、チタンの存在が高炉の壁付着を引き起こすものであることから適切に
は機能しないが、本発明においては使用可能であり、かつその価格は通常のイルメナイト
の価格の半分にすぎないこと；
２．製造中に低い反応温度（１００℃以下）が適用されることから、エネルギー消費が小
さいこと；
３．ルチル型二酸化チタン及びアナターゼ型二酸化チタンの双方が製造可能であり、かつ
ルチル型製品は、直接加水分解により仮焼なしに取得可能であること；
４．製品が９９．５～９９．９％の高純度であること；
５．粒径が小さく、粒径の分布が狭く、かつ分散性が良好であること；
６．反応条件が穏やかであり、かつプロセスがコントロールされ易いこと；
７．装置が単純であり、かつ投資コストが低いこと；
８．鉱石溶出のフィルター残渣が建築材料に使用され、塩酸は分離された塩化第二鉄の加
水分解により回収され、得られた酸化鉄はグループ会社で製鋼の原料として使用され、他
の材料はリサイクル可能であり、かつ何ら排出物がないこと；
９．本発明の一つの明白な利点が、塩化水素の使用であって、このことが、鉱石溶解にお
ける溶出率を９８％まで上昇させると同時に、回収された低濃度の塩酸を富化して、その
フル活用を実現させること；及び
１０．本発明の別の明白な特徴は、二酸化チタンにより良好な純度を持たせる溶媒抽出を
適用することである。本発明は、試験生産を完了しており、実現可能と証明され、したが
って明らかな利点をもつ。
【００５０】
　本発明のさらなる理解を提供しかつ本明細書の一部を構成する添付の図面は、以下の具
体的な実施形態と一緒に本発明を例示することを意図したものであり、本発明を制限する
ことを意図したものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施例１において提供された方法により調製された、ルチル型ナノメー
トル二酸化チタン粉末のＸＲＤパターンを示す図である。
【図２】本発明の実施例１において提供された方法により調製された、ルチル型ナノメー
トル二酸化チタン粉末のスキャニンググラフを示す図である。
【図３】本発明の実施例２において提供された方法により調製された、アナターゼ型ナノ
メートル二酸化チタン粉末のＸＲＤパターンを示す図である。
【図４】本発明の実施例２において提供された方法により調製された、アナターゼ型ナノ



(10) JP 2017-515786 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

メートル二酸化チタン粉末のスキャニンググラフを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　本発明の具体的な実施形態は、添付の図面を参照して以下に詳細に記載されるであろう
。本明細書に記載された具体的な実施形態が、本発明の説明又は記載のために過ぎず、本
発明を制限することを意図したものではないことが理解されるべきである。
【００５３】
　実施例１
　（１）粒径２００メッシュのイルメナイト粉末２００ｋｇを、１０００Ｌのガラス内張
反応器中に入れ、これに３１％塩酸８００ｋｇを添加し、次いで反応器を閉じた。反応器
を、蒸気ジャケットを用いて１００℃に加熱し、溶出のため４時間にわたり攪拌し、次に
ジャケット冷却水により３０℃に冷却した。密閉型の漏れないプレート及びフレームフィ
ルタによる濾過の後、澄んで透明な粗鉱溶液が得られた。検出及びマテリアルバランス計
算により、チタンイオンの濃度は、６５．３３ｇ／Ｌであり、鉄イオンの総濃度は５５．
８８ｇ／Ｌであり、これにおいて、第一鉄イオンの濃度は４１．３９ｇ／Ｌであり、チタ
ン及び鉄の溶出率は、それぞれ９４．２１％及び９５．２３％であった。
（２）粗鉱溶液中の鉄元素を除去して、チタンイオンを含有する最終溶液を得、具体的に
は以下を含む：
（２ａ）上記の粗鉱溶液を結晶化のため０℃に冷却し、次いで塩化第一鉄四水和物を濾過
して第１溶液を得たこと；
（２ｂ）第１溶液を、計算量の塩素ガスを用いて酸化し、かつ攪拌下に６０℃に加熱して
、二価鉄を完全に酸化しかつ残留塩素を除去するようにし、次にそれを還元して残留塩素
を除去し、室温に冷却し、それにより第２の溶液を得たことであり、これにおいて鉄イオ
ンは第二鉄イオンであった；
（２ｃ）第２溶液を３段階の連続抽出に供し、アミン抽出剤を含有する有機油相を用いて
脱離して、第二鉄イオンを含有する脱離液と、及びチタンイオンを含有するラフィネート
とを得たこと；及び
（２ｄ）アニオン性高分子凝集剤を、攪拌下にラフィネートに添加し、そしてラフィネー
トをろ過して最終溶液を得たことであり、これにおいて、チタンイオンの濃度は６２．０
５ｇ／Ｌであり、第二鉄イオンの濃度は０．４０ｇ／Ｌであり、かつ酸濃度は６．６６ｍ
ｏｌ／Ｌであった。
（３）最終溶液を加水分解のために加熱して、二酸化チタンを含有する加水分解生成物を
得るようにし、具体的には以下を含む：
（３ａ）還流中の加水分解を、加水分解温度８５℃の強制加熱下で３時間の加水分解時間
にわたり行い、次に温度を下げ、そして加水分解率はサンプリングにより９７％と測定さ
れたこと；及び
（３ｂ）加水分解生成物をろ過し、そして希塩酸で洗浄し、次いで希塩酸で洗浄された加
水分解生成物を再度脱イオン水で洗浄したこと。
（４）工程（３ｂ）で洗浄ずみの加水分解生成物を、９００℃で２時間仮焼した。
（５）工程（４）の仮焼生成物を粉砕した。
【００５４】
　これにおいて用いたアミン抽出剤を含有する有機油相の成分は：第三級アミン／オクタ
ノール／ケロシン＝４５ｗｔ％：５ｗｔ％：５０ｗｔ％であった。
【００５５】
　実施例２
　ナノメートル二酸化チタン粉末を、工程（２ｃ）が以下を含むことを除いて、実施例１
と同じ工程に従って調製した：
（２ｃ１）第２溶液に、アミン抽出剤を含有する有機油を用いた３段階の連続抽出を行っ
て、第二鉄イオンを含有する脱離液と、及びチタンイオンを含有するラフィネートとを得
たこと；及び
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（２ｃ２）第２の溶媒抽出：工程（２ｃ１）で得られたチタンイオンを含有するラフィネ
ートに、有機リン抽出剤を含有する油相を用いた第２の抽出を行って、油相中にチタンイ
オンを含有するラフィネートと、水相中に塩酸を含有する脱離液とを生じるようにしたこ
とであり、これにおいて抽出プロセスが３段階の連続抽出であること；及び
（２ｃ３）抽出された油相を洗浄して、さらに不純物を除去し、そして次に５段階の離脱
に供し、続いて精密濾過して不純物を除去して、チタンイオンを含有する最終溶液を得る
ようにしたこと。検出時に、最終溶液中のチタンイオンの濃度は３３．０２ｇ／Ｌであり
、第二鉄イオンは検出されず、酸濃度は６．６２ｍｏｌ／Ｌであった。
【００５６】
　工程（３）においては、加水分解温度は９０℃であり、加水分解時間は３時間であった
。次に温度を低下させ、加水分解率はサンプリングにより９８％と測定された。
【００５７】
　工程（２ｃ１）においては、アミン抽出剤を含有する有機油相の成分は：第三級アミン
／オクタノール／ケロシン＝４５ｗｔ％：５ｗｔ％：５０ｗｔ％であった。工程（２ｃ２

）では、有機リン抽出剤を含有する油相の成分は：有機リン抽出剤／オクタノール／ケロ
シン＝２０ｗｔ％：１５ｗｔ％：６５ｗｔ％であった。
【００５８】
　上記実施例において結晶化された塩化第一鉄結晶を、第１の抽出の脱離溶液（第二鉄得
イオンを含有する溶液）と混合して、２０．３ｇ／Ｌの第二鉄、４２．１５ｇ／Ｌの全鉄
分、及び０．５ｇ／Ｌのチタンを含有する溶液を生じ、次いでこの溶液を、蒸留水を用い
て加水分解して固体酸化第二鉄を生じ、ガス相を冷却し及び収集して、１６％の塩酸を得
た。
【００５９】
（テスト実施例１）
　実施例１では、ＸＲＤにより測定された二酸化チタンの純度は９９．５２％であり、組
成分析は表１、実施例１に示される。実施例１のナノメートル二酸化チタン粉末は、図１
及び２に見られる通りルチル型であり、かつ走査型電子顕微鏡写真で観察される約１０ｎ
ｍの粒径を有する。
【００６０】
（テスト実施例２）
　実施例２では、ＸＲＤにより測定された二酸化チタンの純度は９９．９１％であり、組
成分析は表１、実施例２に示される。実施例２のナノメートル二酸化チタン粉末は、図３
及び４に見られる通りアナターゼ型であり、かつ走査型電子顕微鏡写真で観察される約１
０ｎｍの粒径を有する。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　上記に記載された実施形態が本発明の原理を例示するための代表的な実施形態にすぎず
、本発明の範囲を制限するものではないことが理解されるべきである。当業者により本発
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明の範囲及び精神から離れることなく本発明に加えられる種々の変更及び修飾は、全て本
発明の保護範囲内に含まれるものとする。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月21日(2016.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナノメートル二酸化チタンを調製するための方法であって、以下の工程：
（１）塩酸を用いてイルメナイト粉末を溶出して、粗鉱溶液を得ること；
（２）前記粗鉱溶液中の鉄元素を除去して、チタンイオンを含有する最終溶液を得ること
；
（３）前記最終溶液を加水分解のために加熱して、二酸化チタンを含有する加水分解生成
物を得ること；及び
（４）得られた加水分解生成物を仮焼して、ナノメートル二酸化チタンを得ること、
を含むことを特徴とする、ナノメートル二酸化チタンを調製するための方法であって、
　工程（１）において、鉱石溶出のための温度が６０～１００℃であり；かつ工程（２）
が：
（２ａ）塩化第一鉄の結晶化：工程（１）で得られた粗鉱溶液を冷却して結晶塩化第一鉄
四水和物を得ること、及び濾過により結晶塩化第一鉄四水和物を分離して第１溶液を得る
こと；
（２ｂ）酸化：前記第１溶液に酸化剤を添加して、前記第１溶液中に残留する塩化第一鉄
を塩化第二鉄に酸化して第２溶液を得るようにすること；
（２ｃ）抽出：前記第２溶液に対し溶媒抽出を実施して、第二鉄イオンを含有する脱離液
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と、及びチタンイオンを含有するラフィネートとを得ること；及び
（２ｄ）ケイ素の除去：前記ラフィネートからケイ素を除去して最終溶液を得ること
を含み、
　工程（２ｃ）が、アミン抽出剤を含有する有機油相を用いて、３～５段階の連続抽出を
実施するときは、工程（４）で得られたナノメートル二酸化チタンがルチル型二酸化チタ
ンであり、
　工程（２ｃ）が下記の工程（２ｃ１）及び（２ｃ２）を含み、かつ、工程（２ｄ）にお
いて工程（２ｃ２）で得られたチタンイオンを含有するラフィネート中の、ケイ素が除去
されるときは、工程（４）で得られたナノメートル二酸化チタンがアナターゼ型二酸化チ
タン粉末である；
（２ｃ１）第１の溶媒抽出：アミン含有抽出剤を用いた有機油相を用いて前記第２溶液に
３～５段階の連続抽出を行って、第二鉄イオンを含有する脱離液と、及びチタンイオンを
含有するラフィネートとを得ること；及び
（２ｃ２）第２の溶媒抽出：有機リン抽出剤を含有する油相を用いて、工程（２ｃ１）に
おいて得られたチタンイオンを含有するラフィネートに第２の抽出を行って、油相中にチ
タンイオンを含有するラフィネートと、及び水相中に塩酸を含有する脱離液とを得るよう
にすることであって、これにおいて抽出プロセスが３～５段階の連続抽出であること；
　ここで、工程（２ｄ）において、工程（２ｃ２）で得られたチタンイオンを含有するラ
フィネート中の、ケイ素が除去される、ナノメートル二酸化チタンを調製するための方法
。
【請求項２】
　工程（１）において、塩酸の質量濃度が３０％～３８％であり、かつイルメナイト粉末
対塩酸の質量比が１：３～５の範囲内であることを特徴とする、請求項１に記載のナノメ
ートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項３】
　工程（２ａ）において、工程（１）で得られた粗鉱溶液が０～４℃に冷却されることを
特徴とする、請求項１に記載のナノメートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項４】
　工程（２ｂ）において選択された酸化剤が、塩素酸ナトリウム、過酸化水素、及び塩素
ガスのいずれか１つであることを特徴とする、請求項１に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項５】
　前記有機リン抽出剤が、有機リン化合物又はその混合物を含み、それが一般式Ｒ１Ｒ２

Ｒ３ＰＯ［式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３、は、直鎖又は分枝鎖アルキルであり、かつＲ１

、Ｒ２、及びＲ３の炭素原子の総数は１２より多い］を有することを特徴とする、請求項
１に記載のナノメートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項６】
　前記アミン抽出剤が、一般式Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｎ［式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３、は、８～
１０個の炭素原子を有する直鎖又は分枝鎖アルキルである］をもつ第三級アミンを含むこ
とを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のナノメートル二酸化チタンを調製
するための方法。
【請求項７】
　工程（２ｄ）が：工程（２ｃ）から得られたラフィネートにゲル化剤を添加して、ラフ
ィネート中でケイ素を沈殿させること、そして次に沈殿を濾去して、最終溶液を得ること
を含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項８】
　工程（３）が：
（３ａ）工程（２ｄ）において得られた最終溶液を加水分解のために加熱することであっ
て、これにおいて、加水分解温度が８０～１１０℃であること、及び
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（３ｂ）工程（３ａ）において得られた加水分解生成物の酸洗浄及び脱イオン水洗浄を実
施して、二酸化チタン粉末を得るようにすること
を含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項９】
　工程（４）が：
（４ａ）工程（３）で得られた二酸化チタン粉末を、２００～３００℃の乾燥温度下で乾
燥すること；及び
（４ｂ）工程（４ａ）で得られた生成物を、８００～９００℃の仮焼温度下で仮焼するこ
と
を含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のナノメートル二酸化チタ
ンを調製するための方法。
【請求項１０】
　工程（４）が：工程（３）で得られた二酸化チタン粉末を８００～９００℃の仮焼温度
下で仮焼することを含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のナノメ
ートル二酸化チタンを調製するための方法。
【請求項１１】
　前記方法が：
（５）工程（４）で得られた生成物を粉砕して、分散されたナノメートル二酸化チタン粉
末を得ることをさらに含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載のナノ
メートル二酸化チタンを調製するための方法。
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