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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無機系微粒子に有機金属化合物を接触させて無機系微粒子の表面を改質する方法において
、前記無機系微粒子と前記有機金属化合物を含む混合物を加圧下雰囲気に曝す工程を含む
ことを特徴とする、無機系微粒子の表面改質方法。
【請求項２】
前記混合物が溶媒成分として水を含む混合物であり、その水含有量が有機金属化合物に対
する重量比で１倍以下である、請求項１に記載の無機系微粒子の表面改質方法。
【請求項３】
前記混合物が、溶媒成分として水よりも沸点が低く水と共沸する溶媒をも含む請求項１ま
たは２に記載の無機系微粒子の表面改質方法。
【請求項４】
前記加圧下雰囲気が、前記混合物をその溶媒成分の常圧における沸点よりも高い温度に加
熱することで作られる、請求項１から３までのいずれかに記載の無機系微粒子の表面改質
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表面が有機金属化合物で改質された無機系微粒子と、効率よく、かつ高い付着
率で有機金属化合物を無機系微粒子の表面に導入する表面改質方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
成形用樹脂組成物においては、成形品の機械的強度を高める等の目的で充填剤として無機
系微粒子が配合されている。このとき、無機系微粒子は、そのままでは有機成分である樹
脂とは馴染まず、有機樹脂に対する密着性や分散性に欠けるので、無機系微粒子を有機金
属化合物に接触させて無機系微粒子の表面を改質することが行われる。このような有機金
属化合物としては、シランカップリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミネート
系カップリング剤等の各種カップリング剤が知られている。
【０００３】
他方、塗膜やプラスチックフィルムに紫外線吸収性を付与するために、塗料や造膜組成物
に酸化チタン等の紫外線吸収性微粒子を配合することも行われているが、酸化チタン等は
、その光触媒作用によりマトリックスの樹脂成分を劣化させるという問題があるので、こ
の光触媒作用を抑制するために、酸化チタン等の無機系微粒子を、シランカップリング剤
で表面処理したり、シリコーンや各種金属アルコキシド等の有機金属化合物で表面処理し
たりしている。
各種の有機鎖を有するシラン系化合物がこれまでに開発されてきたため、シランカップリ
ング剤としては、有機樹脂の種類に応じて馴染みの良い有機鎖を選ぶことが出来るように
なっている。そこで、シランカップリング剤による表面改質方法では、シランカップリン
グ剤の種類を選択することにより、有機樹脂に対する親和性の極めて良い表面改質無機系
微粒子を配合することが出来るようになっている。
【０００４】
しかし、無機系微粒子の表面改質には以下のような問題がある。
すなわち、無機系微粒子の表面をシランカップリング剤で効率的に処理するためには溶媒
成分としての水や触媒成分としての酢酸、塩酸等を必要とするが、酸化亜鉛等の化学的耐
性が低い酸化物ではこれら水や酢酸、塩酸等を使用しての効率的な表面処理を行い難い。
他方、表面処理工程やその後の乾燥工程等で無機系微粒子同士の２次凝集が起き易いと言
う問題もあった。無機系微粒子が微細であると、特に粒子径０．１μｍ以下であると、こ
の２次凝集が顕著に起きる。さらに、前述のようにして表面改質したにもかかわらず、表
面改質無機系微粒子を添加した塗膜の耐久性が低い等、表面改質効果の持続性にも問題が
あった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明が解決しようとする課題は、表面改質効果の持続性に優れた表面改質無機
系微粒子を提供するとともに、この優れた表面改質無機系微粒子を表面処理工程やその後
の乾燥工程等での２次凝集を起きさせることなく、かつ、前記水や酢酸、塩酸等を少なく
使用しても効率的な表面処理を行い得る無機系微粒子の表面改質方法を提供することにあ
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明者は、従来の表面改質方法で得られた表面改質無機系
微粒子を種々の面から詳しく調査した。その結果、従来の表面改質方法では無機系微粒子
の表面に対する有機金属化合物の付着量が十分でないことが、表面改質効果の持続性を損
ない、また、表面処理工程やその後の乾燥工程等での２次凝集を起きさせている原因であ
ることが分かった。そこで、無機系微粒子の表面に対する有機金属化合物の付着量を高め
る表面改質方法の開発を目指し、その条件につき、種々検討し、実験を重ねた結果、表面
処理工程において、無機系微粒子と有機金属化合物の混合物を加圧下雰囲気に曝せば良い
ことを見出し、本発明を完成した。
【０００７】
したがって、本発明にかかる、無機系微粒子の表面改質方法は、無機系微粒子に有機金属
化合物を接触させて無機系微粒子の表面を改質する方法において、前記無機系微粒子と前
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記有機金属化合物を含む混合物を加圧下雰囲気に曝す工程を含むことを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施形態】
以下では、まず、本発明にかかる無機系微粒子の表面改質方法に用いる材料を説明し、そ
ののち、表面方法について述べる。
〔無機系微粒子〕
本発明で用いられる無機系微粒子としては、金属、金属硫化物等の金属カルコゲン化物、
金属（水）酸化物、金属の炭化物、窒化物、酸窒化物等を挙げることができる。これらの
うちでも、金属（水）酸化物が好ましく、熱的安定性、化学的安定性が高く、工業的に入
手し易い。
【０００９】
上記金属（水）酸化物としては、ＴｉＯ2 、ＺｎＯ、ＣｅＯ2 、Ｆｅ2 Ｏ3 等の紫外線遮
蔽性金属（水）酸化物や、Ｓｎ（IV) 含有酸化インジウム（ＩＴＯ）などのＩｎ系（水）
酸化物；Ｓｂ（Ｖ）含有酸化スズ等のスズ系（水）酸化物；Ｃｄ2 ＳｎＯ2 、Ｉｎ含有酸
化亜鉛等の亜鉛系（水）酸化物、アンチモン酸亜鉛等のアンチモン系（水）酸化物；Ｆｅ
Ｏ、Ｆｅ3 Ｏ4 、ＶＯ2 、Ｖ2 Ｏ5 、ＷＯ3 、ＲｅＯ3 、ＩｒＯ2 、ＲｕＯ2 等の導電性
（水）酸化物等の熱線遮蔽性金属（水）酸化物等を挙げることができる。これらの金属（
水）酸化物は、産業上、優れた透明性の膜形成材料等が得られるため好ましく、Ｉｎ系（
水）酸化物、スズ系（水）酸化物、亜鉛系（水）酸化物、アンチモン系（水）酸化物等が
、可視光透過性が高く、熱線を選択的に遮蔽でき、工業的に入手し易いため、特に好まし
い。
【００１０】
本発明で用いられる無機系微粒子は、種々開発された機能性を有する無機系微粒子であっ
てもよく、たとえば、以下の▲１▼～▲４▼に挙げる微粒子を挙げることができる。
▲１▼　紫外線吸収機能、熱線吸収または反射機能などの光選択遮断機能、蛍光機能、燐
光機能などの発光機能、エレクトロクロミック機能などの光透過・遮蔽調節機能を有する
無機系微粒子。
▲２▼　帯電防止機能、導電機能、電磁遮蔽機能などの電気的機能を有する無機系微粒子
。
【００１１】
▲３▼　光触媒機能を有する無機系微粒子。
▲４▼　強磁性体などの磁気機能を有する無機系微粒子。
本発明で用いられる無機系微粒子は、Ｘ線回折学的に結晶性であることが好ましく、この
場合は機能性が高い。
本発明で用いられる無機系微粒子の粒子径は、透明性の観点から、好ましくは０．１μｍ
以下であり、さらに好ましくは０．０５μｍ以下、最も好ましくは０．０３μｍ以下であ
る。粒子径は種々の定義によって規定されるが、本発明では、たとえば、分散粒径Ｄｄを
挙げることができる。分散粒径Ｄｄは、動的光散乱法により測定された平均粒径である。
したがって、本発明で用いられる無機系微粒子の分散粒径Ｄｄは、好ましくは０．１μｍ
以下であり、透明性の高い組成物を得るためには、さらに好ましくは０．０５μｍ以下、
特に好ましくは０．０３μｍ以下である。１次粒子径としては、たとえば、Ｘ線回折法に
よる結晶子サイズ測定で得られる回折ピークのうちの３強線に関して、ウイルソン法によ
って求めた結晶子径Ｄｗを挙げることもできる。したがって、本発明で用いられる無機系
微粒子の結晶子径Ｄｗは、透明性に優れる点で好ましくは０．０５μｍ以下、さらに好ま
しくは０．０３μｍ以下、特に好ましくは０．０２０μｍ以下である。
【００１２】
本発明で用いられる無機系微粒子としては、表面改質の前後で粒子径の２次凝集が抑制さ
れた微粒子が好ましく、無機系微粒子の１次粒子径が０．１μｍ以下であると、表面改質
による処理効果が顕著に出現する。
〔表面処理剤たる有機金属化合物〕
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本発明で用いられる有機金属化合物は、無機系微粒子の分散性および耐候性を向上させる
ための改質剤として作用する。本発明では、有機金属化合物は、分散性のさらなる向上の
ために、他の分散剤と併用することが出来る。
本発明で用いられる有機金属化合物は、たとえば、下記一般式（１）で示される化合物、
または、この化合物の（部分）加水分解（縮合）物である。
【００１３】
Ｙm ＭＸn 　　　　　（１）
（但し、Ｙは有機官能基、Ｍは金属原子、Ｘは加水分解性基、ｍ＋ｎ＝σ（σはＭの原子
価）、ｍは０または１～（σ―１）のいずれかの整数、ｎは１～σのいずれかの整数であ
る。）
上記一般式（１）において、Ｙとしては、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、
アラルキル基およびアシル基から選ばれる少なくとも１種の置換されていても良い基であ
ることが好ましい。
上記一般式（１）において、Ｘとしては、ハロゲン原子、ＯＲ基（但し、Ｒは水素原子、
アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基およびアシル基から選ばれる
少なくとも１種の置換されていても良い基である。）およびＮＨ2 基から選ばれる少なく
とも１種の置換されていても良い基であることが好ましい。上記ＯＲ基のＲとしては、ア
ルキル基が工業的に入手し易く、炭素数１～２０のアルキル基が好ましい。Ｒにはエトキ
シエキトシエチル基等の置換されたアルキル基も含まれる。
【００１４】
上記一般式（１）において、Ｍとしては、２価の金属原子が化学結合し易い点で好ましく
、チタン、アルミニウム、ケイ素およびジルコニウムから選ばれる少なくとも１種の金属
原子がさらに好ましく、無機系微粒子との反応性が特に高く、取扱い易く、工業的に入手
し易い。
Ｍがアルミニウムである有機金属化合物としては、たとえば、アルミニウムトリメトキシ
ド、アルミニウムトリエトキシド、アルミニウムトリイソプロポキシド、アルミニウムト
リ－ｎ－ブトキシド、アルミニウムトリ－ｓｅｃ－ブトキシド、アルミニウムトリ－ｔｅ
ｒｔ－ブトキシド、モノｓｅｃブトキシアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウム
トリエトキシエトキシエトキシド、アルミニウムフェノキシド等のアルミニウムアルコキ
シドや、ジイソプロポキシアルミニウムエチルアセトアセテート、ジイソプロポキシアル
ミニウムアルキルアセトアセテート、ジイソプロポキシアルミニウムモノメタクリレート
、アルミニウムステアレートオキサイドトリマー、イソプロポキシアルミニウムアルキル
アセトアセテートモノ（ジオクチルホスフェート）等の各種アルミニウム系カップリング
剤等を例示される。
【００１５】
Ｍがチタンである有機金属化合物としては、たとえば、チタニウムｎ－ブトキシド、チタ
ニウムテトラ－ｔｅｒｔ－ブトキシド、チタニウムテトラ－ｓｅｃ－ブトキシド、チタニ
ウムテトラエトキシド、チタニウムテトライソプロポキシド、チタニウムテトラ２－エチ
ルヘキソキシド、チタニウムテトライソブトキシド、チタニウムラクテート、チタニウム
テトラメトキシド、チタニウムテトラ（メトキシプロポキシド）、チタニウムテトラ（メ
チルフェノキシド）、チタニウムテトラｎ－ノニロキシド、チタニウムテトラｎ－ブトキ
シド、チタニウムテトラステアリロキシド、チタニウムビス（トリエタノールアミン）－
ジイソプロポキシド等のチタニウムアルコキシドや、イソプロピルトリイソステアロイル
チタネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、テトラオクニルビス（ジトリデ
シルホスファイト）チタネート、テトライソプロピルビス（ジオクチルホスファイト）チ
タネート、イソプロピルトリス（ジオクチルパイロホスフェート）チタネート、ビス（ジ
オクチルパイロホスフェート）オキシアセテートチタネート、ビス（ジオクチルパイロホ
スフェート）エチレンチタネート、イソプロピルトリ（ジオクチルホスフェート）チタネ
ート、イソプロピルトリ（Ｎ－アミノエチル－アミノエチル）チタネート、テトラ（２，
２－ジアリルオキシメチル－１－ブチル）ビス（ジトリデシル）ホスファイトチタネート
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、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリデシルベン
ゼンスルホニルチタネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート等の各種チタン
系カップリング剤等が例示される。
【００１６】
Ｍがケイ素である有機金属化合物としては、たとえば、テトラメトキシシラン、テトラエ
トキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラブトキシシラン等のシリコンアルコ
キシドや、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス（β－
メトキシエトキシ）シラン、ビニルトリアセトキシシラン等のビニル系シランカップリン
グ剤；Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、３－Ｎ
－フェニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ，Ｎ’－ビス〔３－（トリメト
キシシリル）プロピル〕エチレンジアミン等のアミノ系シランカップリング剤；γ－グリ
シドキシプロピルトリメトキシシラン、２－（３，４－エボキシシクロヘキシル）エチル
トリメトキシシラン等のエポキシ系シランカップリング剤；３－クロロプロピルトリメト
キシシラン等のクロル系シランカップリング剤；３－メタクリロキシプロピルトリメトキ
シシラン等のメタクリロキシ系シランカップリング剤；３－メルカプトプロピルトリメト
キシシラン等のメルカプト系シランカップリング剤；Ｎ－（１，３－ジメチルブチリデン
）－３－（トリエトキシシリル）－１－プロパンアミン等のケチミン系シランカップリン
グ剤；Ｎ－〔２－（ビニルベンジルアミノ）エチル〕－３－アミノプロピルトリメトキシ
シラン・塩酸塩等のカチオン系シランカップリング剤；メチルトリメトキシシラン、トリ
メチルメトキシシラン、デシルトリエトキシシラン、ヒドロキシエチルトリメトキシシラ
ン等のアルキル系シランカップリング剤；γ－ユレイドプロピルトリエトキシシラン、ヘ
キサメチルジシラザン等の各種シランカップリング剤等が例示される。
【００１７】
Ｍがジルコニウムである有機金属化合物としては、たとえば、ジルコニウムテトラｎ－ブ
トキシド、ジルコニウムテトラｔｅｒｔ－ブトキシド、ジルコニウムテトラ２－エチルヘ
キソキシド、ジルコニウムテトライソブトキシド、ジルコニウムテトラエトキシド、ジル
コニウムテトライソプロポキシド、ジルコニウムテトラｎ－プロポキシド、ジルコニウム
テトラ（２－メチル－２－ブトキシド）等のジルコニウムアルコキシドや、ジルコニウム
ジｎ－ブトキシド（ビス－２，４－ペンタンジオネート）、ジルコニウムトリｎ－ブトキ
シドペンタンジオネート、ジルコニウムジメタクリレートジブトキシド等の各種ジルコニ
ウム化合物等が例示される。
【００１８】
本発明で用いられる有機金属化合物には、上記金属アルコキシドの誘導体である、（部分
）加水分解（縮合）物も含まれる。たとえば、金属アルコキシドが部分的に加水分解縮合
してなる、線状、環状の３量体をはじめとする、線状（分岐鎖を含むものを含む）環状の
加水分解縮合物が挙げられる。加水分解縮合物の市販品の一例としては、アルミニウムト
リイソプロポキシドの３量体である環状アルミニウムオキサイドイソプロピレート、ポリ
（ジブチルチタネート）等を挙げることができる。
〔表面改質方法〕
本発明にかかる無機系微粒子の表面処理方法は、前述の無機系微粒子と前述の有機金属化
合物を含む混合物を、加圧下雰囲気に曝す工程を含むことを特徴とする。
【００１９】
無機系微粒子と有機金属化合物の混合は、乾式法、湿式法のいずれもよい。
乾式法としては、例えば、無機系微粒子を攪拌しながら、有機金属化合物のみか有機金属
化合物と溶媒とを含む溶液を噴霧する流動床法や、有機金属化合物のみか有機金属化合物
と溶媒とを含む溶液を無機系微粒子にスプレーしたのち高速攪拌器中で攪拌するスプレー
法等を挙げることができる。
湿式法としては、例えば、無機系微粒子を溶媒中に懸濁させ、有機金属化合物を添加混合
する方法等を挙げることができる。
上記乾式法および湿式法で用いられる溶媒としては、有機溶媒が好ましく、たとえば、ア
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ルコール類、ケトン類、脂肪族および芳香族のカルボン酸エステル類、エーテル類、エー
テルエステル類、脂肪族および芳香族の炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類のほか、鉱物
油、植物油、ワックス油、シリコーン油等を挙げることができる。
【００２０】
汎用性の点から好ましい溶媒としては、常圧に於ける沸点が４０℃～２５０℃である、ア
ルコール類、脂肪族および芳香族炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、芳香族および脂肪
族カルボン酸エステル類、ケトン類、（環状）エーテル類、エーテルエステル類、水から
選ばれる１種または２種以上の混合溶媒である。
上記有機溶媒としては、たとえば、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプ
ロピルアルコール、ｎ－ブタノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、エチ
レングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン
グリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレン
グリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールメチルエーテルアセテート、エチレ
ングリコールエチルエーテルアセテート、エチレングリコールブチルエーテルアセテート
、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル
、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエ
ーテル、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールエチル
エーテルアセテート、３－メチル－３－メトキシブタノール、３－メチル－３－メトキシ
ブチルアセテート、トルエン、キシレン、ベンゼン、シクロヘキサン、ｎ－ヘキサン、酢
酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、メチルエチルケトン、メチルイ
ソブチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン等を挙げることができる。
【００２１】
無機系微粒子と有機金属化合物との配合割合については、無機系微粒子の粒子径および表
面積と表面改質の目的にもよるが、一般的には、有機金属化合物中の金属原子の無機系微
粒子中の金属総原子数に対するモル比が０．１％以上であり、０．１～５０％であること
が好ましく、１～２０％であることがさらに好ましい。
本発明にかかる無機系微粒子の表面改質方法では、無機系微粒子と有機金属化合物の混合
物に溶媒成分として水を含有していてもよいがこの場合の水の含有量は、有機金属化合物
に対する重量比で１倍以下であることが好ましく、０．５倍以下であるとさらに好ましく
、０．２以下であると特に好ましい。
【００２２】
湿式法では、懸濁体中の無機系微粒子濃度は、一般的には、１～８０％が好ましいが、生
産性を高める上では５ｗｔ％以上がさらに好ましく、均一に表面改質する上では５０ｗｔ
％以下がさらに好ましい。０．１μｍ以下の粒子では５～２０ｗｔ％が好ましい。
この場合、無機系微粒子、有機金属化合物および溶媒成分からなる懸濁体全体に対し、水
の量が１０ｗｔ％以下であることが好ましく、５ｗｔ％以下がさらに好ましく、２ｗｔ％
以下がより好ましく、１ｗｔ％以下が特に好ましく、０．５ｗｔ％以下が最も好ましい。
【００２３】
湿式法での表面改質処理は、無機系微粒子と有機金属化合物を攪拌下で混合しつつ行うこ
とが好ましく、この場合の攪拌動力は、１０ｋｗ／ｍ3 以下であることが好ましい。攪拌
動力は、１ｋｗ／ｍ3 以下であることがより好ましく、０．０１～１ｋｗ／ｍ3 であるこ
とが最も好ましい。攪拌動力が高すぎると表面処理過程で無機系微粒子が２次凝集を起こ
すおそれがある。
本発明において、無機系微粒子と有機金属化合物の混合物を、加圧下雰囲気に曝す方法と
しては、たとえば、密閉反応器を使用して、▲１▼前記混合物を、常圧における溶媒の沸
点以上の温度に加熱する方法、▲２▼密閉反応器にガスを導入して気相圧で前記混合物を
加圧する方法、等を挙げることかできる。乾式法では方法▲２▼が採用し易く、湿式法で
は方法▲１▼、▲２▼のいずれも採用できる。ここに、上記密閉反応器としては、汎用の
圧力容器が使える。上記▲１▼の方法においては、溶媒成分として、水よりも沸点が低く
、水と共沸する有機溶媒を水に加えることによって、加熱温度を下げることが出来る。
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【００２４】
加圧下雰囲気における気相部圧は、大気圧が１ｋｇ／ｃｍ2 であるとして、絶対圧１．５
ｋｇ／ｃｍ2 以上が好ましく、３ｋｇ／ｃｍ2 以上がさらに好ましく、５ｋｇ／ｃｍ2 以
上が最も好ましい。上記気相部圧の上限は、３００ｋｇ／ｃｍ2 以下が好ましく、１００
ｋｇ／ｃｍ2 以下がさらに好ましく、１０ｋｇ／ｃｍ2 以下が最も好ましい。
加圧雰囲気における温度は、通常１０℃以上であり、好ましくは５０℃以上、さらに好ま
しくは１１０℃以上、特に好ましくは１５０℃以上である。温度の上限は、好ましくは３
００℃以下、さらに好ましくは２５０℃以下、最も好ましくは２００℃以下である。なお
、湿式法の場合の温度としては、溶媒の常圧沸点より高い温度が好ましい。
【００２５】
上記加圧下雰囲気を保つ時間については、特に限定はないが、１秒間以上が好ましい。
〔表面改質無機系微粒子〕
上記のようにして表面改質された無機系微粒子は、必要に応じ処理反応系から濃縮乾固や
遠心分離で溶媒を除去したのち、乾燥することにより、粉体または分散体として取り扱う
ことが出来る。しかし、湿式法で得られる懸濁体は、たとえば、そのままあるいは濃縮や
溶媒置換して溶媒分散体や可塑剤分散体として使用することもできる。
【００２６】
本発明にかかる表面改質無機系微粒子は、無機系微粒子の表面に有機金属化合物を付着さ
せてなる表面改質無機系微粒子において、前記有機金属化合物中の金属原子の前記無機系
微粒子中の金属総原子数に対するモル比が０．１％以上であることを特徴とし、好ましく
は、単分散度が２０以下である。
単分散度とは、分散粒径／１次粒子径で示され、ここで、１次粒子径とはＸ線回折学的に
は、結晶の場合は結晶子径（Ｄｗ）であり、非晶質である場合は比表面積径で定義される
。
前記モル比、すなわち、有機金属化合物の付着量は、表面改質無機系微粒子の粉末を蛍光
Ｘ線分析によって求められる。なお、有機金属化合物と無機系微粒子の金属成分が同じ場
合は、有機金属化合物を構成する炭素や窒素等の元素の元素分析を表面改質の前後の微粒
子で行い、その結果から算出した。上記表面改質方法で得られた表面改質無機系微粒子の
場合は、下記の単離操作を行った上で、有機金属化合物の付着量が測定される。
【００２７】
表面改質無機系微粒子の単離操作：
表面改質後の溶媒懸濁体を遠心分離し、微粒子濃度が５０重量％以上のケーキを得た後、
このケーキの重量の１０倍量の懸濁体と同じ溶媒に再分散させ、再度、遠心分離した。得
られたケーキをこのケーキの重量の１０倍量のアセトンに再分散させ、再度、遠心分離し
て、１００℃で真空乾燥を１２時間行って、表面改質無機系微粒子を単離する。
有機金属化合物の付着量は、０．２％以上が好ましく、０．４％以上がさらに好ましく、
１％以上が最も好ましい。
【００２８】
表面改質無機系微粒子の１次粒子径は、０．１μｍ以下が好ましく、分散粒径は、０．２
μｍ以下が好ましく、０．１μｍ以下がさらに好ましい。表面改質無機系微粒子の単分散
度は、２以下が好ましく、１０以下がさらに好ましく、５以下がより好ましく、３以下が
最も好ましい。
表面改質無機系微粒子は、バインダー成分を加えて成膜用組成物としたり、マトリクス成
分を加えて成形用組成物としたりすることが出来る。
本発明にかかる表面改質無機系微粒子は以下に示す▲１▼～▲３▼の特性を有する。
▲１▼　微粒子の組成、構造、機能等が化学的、熱的作用で損なわれにくく、化学的およ
び熱的な安定性が高い。たとえば、ＺｎＯ系微粒子は、通常、耐酸性が低いが、表面処理
されることによって耐酸性が向上する。熱線遮蔽性の金属酸化物である、Ｓｂでドープさ
れたＳｎＯ2 系微粒子、ＳｎでドープされたＩｎ2 Ｏ3 系微粒子、ＩｎでドープされたＺ
ｎＯ系微粒子では、酸化雰囲気下で加熱すると熱線遮蔽性が低下するが、表面処理される
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ことによって耐熱酸化性が高まり、熱線遮蔽性が加熱によって損なわれにくくなる。
【００２９】
▲２▼　分散安定性に優れる。
▲３▼　微粒子固有の性質である（光）触媒活性が抑制され、その結果、経時的ゲル化が
起きにくく、耐候性が改善する。
【００３０】
【実施例】
以下に、本発明の実施例および比較例を併せて示すが、本発明は下記実施例に限定される
ものではない。なお、以下では、「％」は「重量％」を意味し、「部」は「重量部」を意
味する。
以下の実施例および比較例における評価は次の手法により行った。
＜分散性＞
溶媒分散体について、動的光散乱式粒径分布測定装置を用い、分散粒径として平均粒径Ｄ
ｄを測定し、以下の基準で評価した。
【００３１】
○：Ｄｄ＜０．１μｍ
△：０．１≦Ｄｄ＜０．２μｍ
×：Ｄｄ≧０．２μｍ
＜耐候性＞
ＪＩＳ　Ｂ　７７５３－９３に記載のサンシャインカーボンアーク灯式耐光性および耐候
性試験機を用いて、促進耐候性試験を行なった。初期２００時間後を基準にして、さらに
、５００ｈｒ試験後の塗工品の透明性（ヘイズ値）の変化から、下記の評価基準にしたが
って、評価した。
【００３２】
Ａ：ヘイズ変化が３％未満
Ｂ：ヘイズ変化が３％以上１０％未満
Ｃ：ヘイズ変化が１０％以上
ヘイズの測定には、濁度計（日本電色工業社製、ＮＤＨ－１００１　ＤＰ）を用いた。
－実施例１（１）－
添加槽、攪拌機、圧力計、温度計を備えた密閉型反応釜に、ＺｎＯ微粒子（結晶子径Ｄｗ
＝１３ｎｍ）含有量１０％のｎ－ブタノール懸濁体１０００部を仕込み、気相雰囲気を窒
素に置換した後、攪拌（攪拌所要動力：０．２ｋｗ／ｍ3 ）しながら、有機金属化合物と
してのデシルトリメトキシシランを２０％含有するｎ－ブタノール溶液３２部を添加した
。その後、反応釜内の温度を１１０℃に昇温し、気相圧（絶対圧）１．８ｋｇ／ｃｍ2 で
２時間保持することにより、表面処理されたＺｎＯ微粒子のｎ－ブタノール懸濁体を得た
。このｎ－ブタノール懸濁体に遠心分離操作と真空乾燥を施すことにより、実施例１（１
）の表面改質ＺｎＯ微粒子粉末を得た。
【００３３】
得られた表面改質ＺｎＯ微粒子粉末１０部をトルエン４０部に添加混合し、ホモジナイザ
ーで１０分間処理することにより、無機系微粒子のトルエン分散体を得た。この分散体に
おけるＺｎＯ微粒子の分散性を評価した結果は表１に示すとおりである。
また、得られた表面改質ＺｎＯ微粒子粉末１０部にアクリル樹脂バインダー溶液（固形分
５０％、水酸基価５０／固形分、溶媒：トルエン）２０部、トルエン２０部を混合し、ホ
モジナイザーで１０分間処理することにより塗料化し、これに、硬化剤として、ヘキサメ
チレンジイシソアネート（旭化成工業（株）製デュラネートＴＰＡ１００）１．６部を添
加し、３０分攪拌後に、ガラス板に乾燥膜厚が８μｍとなるよう塗布し、１００℃２分乾
燥、４０℃２４時間エージングを行うことにより、表面改質ＺｎＯ微粒子を分散含有させ
た塗膜をガラス板上に形成して、この塗膜の耐候性を評価した結果を表１に示す。
【００３４】
－実施例１（２）～１（６）－
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実施例１（２）～１（６）の表面改質ＺｎＯ微粒子粉末を得て、それぞれの分散性と塗膜
耐候性を評価した結果を表１に示す。
なお、このとき、実施例１（５）では、５０℃に昇温したところで窒素を圧入しさらに昇
温することにより、懸濁体の温度を６２℃、気相圧を７ｋｇ／ｃｍ2 に調製するようにし
た。また、実施例１（６）では、溶媒としてのｎ－ブタノールを２－ブトキシエタノール
に変えるようにした。
【００３５】
－比較例１－
冷却凝縮器、添加槽、攪拌機、圧力計、温度計を備えた、反応釜に、ＺｎＯ微粒子含有量
１０ｗｔ％のｎ－ブタノール懸濁体１０００部を仕込み、気相雰囲気を窒素に置換したの
ち、攪拌（攪拌所要動力　０．２ｋｗ／ｍ3 ）しながら、有機金属化合物として、デシル
トリメトキシシランを２０ｗｔ％含有するｎ－ブタノール溶液７０部を添加した。その後
、常温のままで、反応釜内を温度１１０℃に昇温し、この常圧（気相圧（絶対圧）１．０
ｋｇ／ｃｍ2 ）雰囲気下での加熱状態を２時間保持することにより、表面処理されたＺｎ
Ｏ微粒子のｎ－ブタノール懸濁体を得た。得られた懸濁体から、実施例１（１）と同様に
して表面改質ＺｎＯ微粒子粉末を得たのち、実施例１（１）と同様にしてその分散性と塗
膜耐候性を評価した。その結果を表１に示す。
【００３６】
【表１】

【００３７】
－実施例２（１）～２（６）－
表２に示す無機系微粒子、溶媒および有機金属化合物を用い、表２に示す表面処理条件で
、実施例１（１）と同様にして表面処理を行うことにより６種の懸濁体を得て、これらの
懸濁体に対し実施例１（１）と同様の粉末化処理を施すことにより、実施例２（１）～２
（６）の表面改質無機系微粒子粉末を得て、これらのトルエンへの分散性を評価した。こ
れらの結果を表２に示す。
【００３８】
【表２】
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【００３９】
【発明の効果】
本発明にかかる無機系微粒子は、表面処理効果が高くて分散安定性に極めて優れる。
本発明にかかる無機系微粒子の表面改質方法は、表面改質効果の高い表面改質無機系微粒
子を容易に得させる。そして、ＺｎＯのような化学的耐性に劣る無機系微粒子に対しても
効果的に表面改質を施すことが出来る。
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