
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｘ線光電子分光法で酸化チタンの結合エネルギー４５８ｅＶ～４６０ｅＶの間にあるチタ
ンのピークの半価幅を４回測定した時の１回目と２回目のチタンのピークの半価幅の平均
値をＡとし、３回目と４回目のチタンのピークの半価幅の平均値をＢとし、前記半価幅Ａ
、Ｂから以下の式（Ｉ）
　Ｘ＝Ｂ／Ａ　　　　（Ｉ）
で示される指数Ｘが であり、かつ紫外可視拡散反射スペクトル
を測定したときの、波長２２０ｎｍ～８００ｎｍでのスペクトルの吸光度の積分値をＣと
し、波長４００ｎｍ～８００ｎｍでのスペクトルの吸光度の積分値をＤとし、前記積分値
Ｃ、Ｄから以下の式（ II）
　Ｙ＝Ｄ／Ｃ　　　（ II）
で示される指数Ｙが０．１４以上であることを特徴とする酸化チタン。
〔ただし、チタンのピークの半価幅は、Ｘ線光電子分光法により、Ｘ線源としてＭｇＫα
　８ｋＶ　３０ｍＡを使用し、
１．測定１回につき６０秒要するチタン（Ｔｉ）のピークの測定を２回、
２．測定１回につき５６秒要する酸素（Ｏ）のピークの測定を２回、
３．測定１回につき８０秒要する炭素（Ｃ）のピークの測定を２回、
４．測定１回につき６０秒要するチタン（Ｔｉ）のピークの測定を２回、１、２、３、４
の順序で、全ての操作が１０分以内に終えるように行って求める。〕
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【請求項２】
酸化チタンの結晶構造がアナターゼ型である請求項１記載の酸化チタン。
【請求項３】
触媒成分として請求項１または２記載の酸化チタンを含む光触媒体。
【請求項４】
請求項１または２記載の酸化チタンと溶媒とを含む光触媒体コーティング剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は酸化チタン、それを用いてなる光触媒体及び光触媒体コーティング剤に関する。
詳細には、可視光線を照射することにより高い光触媒作用を発現して、大気中のＮＯｘの
分解、居住空間や作業空間での悪臭物質やカビなどの分解除去、あるいは水中の有機溶剤
や農薬、界面活性剤などの環境汚染物質の分解除去を行うことができる光触媒体、その触
媒成分としての酸化チタン、及びコーティング剤としての光触媒体コーティング剤に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
半導体に紫外線を照射すると強い還元作用を持つ電子と強い酸化作用を持つ正孔が生成し
、半導体に接触した分子種を酸化還元作用により分解する。このような作用を光触媒作用
と呼び、この光触媒作用を利用することによって、大気中のＮＯｘの分解、居住空間や作
業空間での悪臭物質やカビなどの分解除去、あるいは水中の有機溶剤や農薬、界面活性剤
などの環境汚染物質の分解除去を行うことができる。光触媒作用を有する物質として酸化
チタンが注目され、酸化チタンからなる光触媒体が市販されている。市販品としては、例
えば、Ｐ－２５（商品名：デグッサ製）が挙げられる。
【０００３】
しかしながら、前記の酸化チタンからなる光触媒体は、可視光線を照射する場合には十分
な光触媒作用を有するものではなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、可視光線を照射することにより高い光触媒作用を有する光触媒体、その
触媒成分としての酸化チタン、及びコーティング剤としての光触媒体コーティング剤を提
供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、可視光線を照射することによ
り高い光触媒作用を有する光触媒体に適する触媒成分としての酸化チタンを見出し、本発
明を完成するに至った。
【０００６】
すなわち本発明は、Ｘ線光電子分光法で酸化チタンの結合エネルギー４５８ｅＶ～４６０
ｅＶの間にあるチタンのピークの半価幅を４回測定した時の１回目と２回目のチタンのピ
ークの半価幅の平均値をＡとし、３回目と４回目のチタンのピークの半価幅の平均値をＢ
とし、前記半価幅Ａ、Ｂから以下の式（Ｉ）
　Ｘ＝Ｂ／Ａ　　　　（Ｉ）
で示される指数Ｘが であり、かつ紫外可視拡散反射スペクトル
を測定したときの、波長２２０ｎｍ～８００ｎｍでのスペクトルの吸光度の積分値をＣと
し、波長４００ｎｍ～８００ｎｍでのスペクトルの吸光度の積分値をＤとし、前記積分値
Ｃ、Ｄから以下の式（ II）
　Ｙ＝Ｄ／Ｃ　　　（ II）
で示される指数Ｙが０．１４以上であることを特徴とする酸化チタン〔ただし、チタンの
ピークの半価幅は、Ｘ線光電子分光法により、Ｘ線源としてＭｇＫα　８ｋＶ　３０ｍＡ
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を使用し、
１．測定１回につき６０秒要するチタン（Ｔｉ）のピークの測定を２回、
２．測定１回につき５６秒要する酸素（Ｏ）のピークの測定を２回、
３．測定１回につき８０秒要する炭素（Ｃ）のピークの測定を２回、
４．測定１回につき６０秒要するチタン（Ｔｉ）のピークの測定を２回、１、２、３、４
の順序で、全ての操作が１０分以内に終えるように行って求める。〕を提供するものであ
る。
【０００７】
また本発明は、触媒成分として前記酸化チタンを含む光触媒体を提供するものである。
【０００８】
さらに本発明は、前記酸化チタンと溶媒とを含む光触媒体コーティング剤を提供するもの
である。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳細に説明する。
本発明の酸化チタン（ＴｉＯ 2）は、Ｘ線光電子分光法で酸化チタンの結合エネルギー４
５８ｅＶ～４６０ｅＶの間にあるチタンのピークの半価幅を４回測定した時の１回目と２
回目のチタンのピークの半価幅の平均値をＡとし、３回目と４回目のチタンのピークの半
価幅の平均値をＢとし、前記半価幅Ａ、Ｂから以下の式（Ｉ）で示される指数Ｘが０．９
７以下、好ましくは０．９３以下である。
Ｘ＝Ｂ／Ａ　　　　　（Ｉ）
尚、本発明において、チタンのピークの半価幅の測定は、理学電機工業社製ＸＰＳ－７０
００（Ｘ線源：ＭｇＫα　８ｋＶ　３０ｍＡ　（ナロースキャン）、ｐａｓｓ　Ｅ＝１０
ｅＶ、ｓｔｅｐ　Ｅ＝０．０４ｅＶ）を用いて、測定１回につき６０秒要するチタン（Ｔ
ｉ）のピークの測定を２回行い、次いで測定１回につき５６秒要する酸素（Ｏ）のピーク
の測定を２回行い、次いで測定１回につき８０秒要する炭素（Ｃ）のピークの測定を２回
行い、次いで測定１回につき６０秒要するチタン（Ｔｉ）のピークの測定を２回行い、か
つピークの測定時及び測定と測定との間は大気中に暴露させることなく、計８回の測定開
始から終了迄の時間を１０分以内となるように行う。
【００１０】
前記酸化チタンの指数Ｘが 、酸化チタンは可視光線の照射に対
し十分な光触媒作用を有しない。
【００１１】
また、前記酸化チタンは、可視光線の照射に対しより高い光触媒作用を発現し得ることか
ら、紫外可視分光光度計で紫外可視拡散反射スペクトルを硫酸バリウムを標準白板とし積
分球を用いて測定したときの、波長２２０ｎｍ～８００ｎｍでのスペクトルの吸光度の積
分値をＣとし、波長４００ｎｍ～８００ｎｍでのスペクトルの吸光度の積分値をＤとした
ときに、以下の式（ II）で示される指数Ｙが０．１４以上が好ましく、０．１６以上がよ
り好ましい。
Ｙ＝Ｄ／Ｃ　　　　　（ II）
尚、前記吸光度の積分値とは、縦軸に吸光度、横軸に波長とした紫外可視拡散反射スペク
トルにおいて、指定された波長の範囲内で横軸と拡散反射スペクトルとで囲まれた領域の
面積を指す。
【００１２】
前記酸化チタンの指数Ｙが０．１４未満の場合、酸化チタンは可視光線の照射に対し十分
な光触媒作用を有しない。
【００１３】
さらに、本発明の酸化チタンは、可視光線の照射に対してより高い光触媒活性が得られる
ことから、酸化チタンの結晶構造がアナターゼ型であることが好ましい。
【００１４】
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本発明の酸化チタンの形状は、使用方法により異なり一義的ではないが、例えば、粒子状
、繊維状等が挙げられる。また、酸化チタンには、可視光線の照射による光触媒活性を損
なわせない範囲で無機化合物を混合してもよいし、または混合した後、熱処理等して混合
物を複合化してもよい。前記無機化合物としては、例えばシリカ（ＳｉＯ 2）、アルミナ
（Ａｌ 2Ｏ 3）、ジルコニア（ＺｒＯ 2）、マグネシア（ＭｇＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等
が挙げられる。
【００１５】
本発明の酸化チタンの製造方法としては、例えば、少なくとも１種の物質をそれ自身ある
いは他の物質相互の間において原子の組み換えを行って反応させ、元の物質と異なる物質
を生成せしめる手法、いわゆる化学反応を用いる手法が挙げられる。具体的には加水分解
法、均一沈殿法、加熱分解法、共沈法、固相反応法、イオン交換法、錯体重合法、水熱合
成法、焼成合成法、液相析出法、含浸法等の通常のセラミックス材料の合成手法が挙げら
れ、就中、可視光線の照射に対し優れた光触媒作用を有する酸化チタンが得られることか
ら、加水分解法の適用が推奨される。
【００１６】
より具体的には、チタン化合物を水とを混合して加水分解させる方法、チタン化合物と水
蒸気とを混合して加水分解させる方法等で行えばよい。更に、加水分解をアルカリ性雰囲
気で行うことにより、可視光線の照射に対し優れた光触媒作用を有する酸化チタンを得る
ことができる。加水分解をアルカリ性雰囲気で行うに際しては、例えば、アンモニアの他
に、尿素、ホルムアミド等のアミド化合物、アセトアミジン等のアミジン化合物、トリエ
タノールアミン、ヘキサメチレンテトラミン等のアミン化合物等分解した際にアンモニア
等のアルカリ性成分を生成する物質等の存在下で加水分解させる方法があげられ、就中、
アンモニアまたは尿素の存在下で加水分解させる方法の適用が推奨される。チタン化合物
としては、三塩化チタン 酸チタン、硫酸チタニ が用いられる。
【００１７】
本発明の光触媒体は、触媒成分として前述した酸化チタンを含むことを特徴とする。前記
光触媒は、本発明の酸化チタンの有する高い光触媒活性を十分に発現させ、大気中のＮＯ
ｘの分解、居住空間や作業空間での悪臭物質やカビなどの分解除去、あるいは水中の有機
溶剤や農薬、界面活性剤などの環境汚染物質の分解除去を可能とする。
【００１８】
前記光触媒体としては、例えば、粒子状酸化チタンに成形助剤を添加した後、押出成形し
て得られたシート状光触媒体、繊維状酸化チタンと有機繊維とを交絡させて得られたシー
ト状光触媒体、金属製または樹脂製の支持体に酸化チタンを塗布又は被覆して得られた光
触媒体等が挙げられる。また、光触媒体には、その機械的強度、成形性を向上させること
を目的に、本発明の酸化チタンに加えて無機化合物、高分子樹脂、成形助剤、結合剤、帯
電防止剤、吸着剤等を添加しもよい。前記無機化合物としては、例えばシリカ（ＳｉＯ 2

）、アルミナ（Ａｌ 2Ｏ 3）、ジルコニア（ＺｒＯ 2）、マグネシア（ＭｇＯ）、酸化亜鉛
（ＺｎＯ）及び紫外線の照射に対し光触媒活性を有する酸化チタン等が挙げられる。
【００１９】
前記光触媒体の使用に際しては、例えば、可視光線を透過するガラス容器に光触媒体と被
処理液又は被処理気体とを入れ、光源を用いて光触媒体に波長が４３０ｎｍ以上である可
視光線を照射すればよい。尚、通常の光触媒反応で用いられている紫外光線を照射するこ
とも勿論可能である。照射時間は、光源の強度、被処理液中の処理対象物質の初期濃度・
目的濃度等により適宜選択すればよい。
【００２０】
光源としては、波長が４３０ｎｍ以上である可視光線、又は通常の光触媒反応で用いられ
ている紫外光線を照射するものであれば制限されるものではなく、例えば太陽光線、蛍光
灯、ハロゲンランプ、ブラックライト、キセノンランプ、水銀灯等が適用できる。勿論、
人体に有害な紫外線等の波長４００ｎｍ未満の光を遮断した状態で用いてもよい。
【００２１】
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本発明の光触媒体コーティング剤は、前述した酸化チタンと溶媒とを含むことを特徴とす
る。前記光触媒体コーティング剤は、建築材料、自動車材料等に酸化チタンを塗布するこ
と、又は建築材料、自動車材料等を酸化チタンで被覆することを容易にし、かつ建築材料
、自動車材料等に高い光触媒活性を付与することを可能とする。溶媒としては、塗布後又
は被覆後に蒸発して酸化チタンに残存しない溶媒が好ましく、例えば、水、塩酸、アルコ
ール類、ケトン類等が挙げられる。
【００２２】
光触媒体コーティング剤の製造方法としては、例えば、酸化チタンを水に分散させてスラ
リー化する方法、酸化チタンを酸等で解膠させる方法等が挙げられる。前記分散に際して
は、必要に応じて分散剤を添加してもよい。
【００２３】
本発明の酸化チタンは、波長が４３０ｎｍ以上である可視光線の照射により高い光触媒作
用を有する。また、本発明の光触媒体は、酸化チタンの有する高い光触媒活性により、大
気中のＮＯｘの分解、居住空間や作業空間での悪臭物質やカビなどの分解除去、あるいは
水中の有機溶剤や農薬、界面活性剤などの環境汚染物質の分解除去を行うことを可能とす
る。さらに、本発明の光触媒体コーティング剤は、建築材料、自動車材料等に酸化チタン
を塗布すること、又は建築材料、自動車材料等を酸化チタンで被覆することを容易にし、
建築材料、自動車材料等に高い光触媒作用を付与することを可能とする。
【００２４】
また、本発明の光触媒体（酸化チタンだけからなる光触媒体を含む。）、光触媒体コーテ
ィング剤を塗布等した建築材料等は、その光触媒作用により様々な化学物質を分解除去あ
るいは酸化除去し得るものである。化学物質としては、例えば、環境汚染物質又は細菌・
放射菌・菌類・藻類・黴類等の微生物等が挙げられる。
【００２５】
環境汚染物質としては、例えば、環境ホルモンを呼ばれる内分泌撹乱化学物質、有機ハロ
ゲン化合物、有機リン化合物、それら以外の有機化合物、窒素化合物、硫黄化合物、シア
ン化合物、クロム化合物などの無機化合物があげられる。内分泌撹乱物質としては、ノニ
ルフェノール、オクチルフェノール等のアルキルフェノール類、ビスフェノールＡ等のビ
フェニル類、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル等のフタル酸類、農薬であるＤ
ＤＴ（ジクロルジフェニルトリクロルエタン）、メトキシクロル、エンドサルファン等の
他に有機塩素化合物であるダイオキシンやＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）等が挙げられる
。有機ハロゲン化合物で内分泌撹乱化学物質以外のものとしては、フロン、トリハロメタ
ン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等が挙げられる。内分泌撹乱化学物質、
有機ハロゲン化合物、有機リン化合物以外の有機物質としては、界面活性剤や油類などの
炭化水素類、アルデヒド類、メルカプタン類、アルコール類、アミン類、アミノ類、蛋白
質類等が挙げられる。窒素化合物としては、アンモニア、窒素酸化物等が挙げられる。
【００２６】
【実施例】
実施例では、アセトアルデヒドの光分解作用について述べるが、本発明は本実施例に限定
されるものではない。尚、酸化チタン、光触媒体の特性評価は以下の方法で行った。
【００２７】
Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）：
理学電機工業社製ＸＰＳ－７０００を用いて、以下の手順で測定した。
１．測定１回につき６０秒要するチタン（Ｔｉ）のピークの測定を２回行う。（積算１度
目）
２．測定１回につき５６秒要する酸素（Ｏ）のピークの測定を２回行う。
３．測定１回につき８０秒要する炭素（Ｃ）のピークの測定を２回行う。
４．測定１回につき６０秒要するチタン（Ｔｉ）のピークの測定を２回行う。（積算２度
目）
これらの操作は１～４の順序で行い、全ての操作を終えるのに要する時間は１０分以内で
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あった。
また測定条件は以下の通りで行った。
Ｘ線源：ＭｇＫα　８ｋＶ　３０ｍＡ（ナロースキャン）
ｐａｓｓ　Ｅ＝１０ｅＶ
ｓｔｅｐ　Ｅ＝０．０４ｅＶ
【００２８】
紫外可視拡散反射スペクトル：
硫酸バリウムを標準白板とする積分球を用いた紫外可視拡散反射スペクトルの測定には、
島津製作所製紫外可視分光光度系ＵＶ－２５００ＰＣを用いて行った。
【００２９】
結晶構造：
理学電機工業社製Ｘ線回折装置ＲＡＤ－ＩＩＡで行った。
【００３０】
実施例１
２０％三塩化チタン溶液（和光純薬製：特級）１００ｇを３００ｍＬフラスコ中で窒素雰
囲気下で攪拌し、氷水で冷却しながら２５％アンモニア水（和光純薬製：特級）１４１ｇ
を約３０分で滴下し加水分解を行った。得られた試料を濾過洗浄し乾燥した。次いで、空
気中４００℃で１時間焼成して、黄色に着色した粒子状酸化チタンを得た。得られた酸化
チタンは結晶構造がアナターゼ型であった。酸化チタンのＸＰＳ測定の結果を表１に、紫
外可視拡散反射スペクトル測定の結果を表２に示す。
【００３１】
次いで、密閉式のパイレックス製ガラス反応容器（直径８ｃｍ×高さ１０ｃｍ、容量約０
．５リットル）内に、直径約５ｃｍのガラス製シャーレを設置し、そのシャーレ上に、黄
色に着色した粒子状酸化チタンだけからなる光触媒体を置いた。反応容器内を酸素と窒素
の体積比が１：４の混合ガスで満たし、アセトアルデヒドを約３８μｍｏｌ封入し、波長
が４３０ｎｍ以上である可視光線の照射を行った。光触媒体のアセトアルデヒドの光分解
作用を、照射により生成したアセトアルデヒドの酸化分解生成物である二酸化炭素の濃度
をガスクロマトグラフィー（島津製作所製  、カラム：Ｐｏｒａｐａｋ  Ｑ、キャリアーガ
ス：ヘリウム）を用いて測定することによって評価した。尚、光源には図１の分光特性を
有する紫外線カットフィルター（東芝硝子製色ガラスフィルター：商品名Ｙ－４５）を装
着した５００Ｗクセノンランプ（ウシオ電機製：ランプハウスＵＩ―５０２Ｑ，ランプＵ
ＸＬ－５００Ｄ，点灯装置ＸＢ－５０１０１ＡＡ－Ａ）を用いた。二酸化炭素の生成速度
は触媒１ｇあたり２３．４μｍｏｌ／ｈｒであった。
【００３２】

四塩化チタン（和光純薬製：特級）２５ｇを３００ｍＬフラスコ中で空気雰囲気下で攪拌
し、氷水で冷却しながら２５％アンモニア水（和光純薬製：特級）３６ｇを約５分で滴下
し加水分解を行った。得られた試料を濾過洗浄し乾燥した。次いで、空気中４００℃で１
時間焼成して、白色の粒子状酸化チタンを得た。得られた酸化チタンは結晶構造がアナタ
ーゼ型であった。酸化チタンのＸＰＳ測定の結果を表１に、紫外可視拡散反射スペクトル
測定の結果を表２に示す。
【００３３】
次いで、実施例１において黄色に着色した粒子状酸化チタンだけからなる光触媒体に変え
て白色の粒子状酸化チタンだけからなる光触媒体を用いた以外は、実施例１と同様にして
行った。この時の二酸化炭素の生成速度は触媒１ｇあたり０．７５μｍｏｌ／ｈｒであっ
た。
【００３４】
比較例
実施例１において黄色に着色した粒子状酸化チタンだけからなる光触媒体に変えて市販の
Ｐ－２５（商品名、デグッサ製、結晶型：アナターゼ型とルチル型）だけからなる光触媒
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体を用いた以外は、実施例１と同様にして行った。この時の二酸化炭素の生成速度は触媒
１ｇあたり０．３μｍｏｌ／ｈｒであった。Ｐ－２５のＸＰＳ測定の結果を表１に、紫外
可視拡散反射スペクトル測定の結果を表２に示す。
【００３５】
本発明の光触媒体は、市販の酸化チタンからなる光触媒体に比べて波長が４３０ｎｍ以上
である可視光線の照射によるアセトアルデヒドの酸化分解について、その酸化分解作用（
光触媒作用）が高かった。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明した様に、本発明は、波長が４３０ｎｍ以上である可視光線の照射で高い光触媒
作用を有する酸化チタンを提供する。また、本発明は、触媒成分として、波長が４３０ｎ
ｍ以上である可視光線の照射により高い光触媒作用を有する酸化チタンを含む光触媒体を
提供し、大気中のＮＯｘの分解、居住空間や作業空間での悪臭物質やカビなどの分解除去
、あるいは水中の有機溶剤や農薬、界面活性剤などの環境汚染物質の分解除去を行うこと
を可能とする。さらに、本発明は、酸化チタンと溶媒とを含む光触媒体コーティング剤を
提供し、建築材料、自動車材料等に酸化チタンを塗布すること、又は建築材料、自動車材
料等を酸化チタンで被覆することを容易にし、建築材料、自動車材料等に高い光触媒作用
を付与することを可能とする。
【００３７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３８】
【表２】
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【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例に用いた光源に装着した紫外線カットフィルターの分光特性を示す波長
－透過率線図。
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