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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　疑似層状フィロケイ酸塩である担体上に担持され且つ分散されているＴｉＯ２粒子を含
む添加剤を調製する方法であって、
　３５０℃を超える温度で熱処理を行う工程を含まず、
　（ｉ）担体を水中に高剪断で分散させる工程、
　（ｉｉ）上記工程（ｉ）の担体の酸活性化を行う工程、および
　（ｉｉｉ）高剪断混合を行いながら上記工程（ｉｉ）の担体上にＴｉＯ２粒子を付加す
る工程を含み、
　高剪断は、回転子において１０ｍ／ｓを超える周速度を発生することができるとともに
２，０００ｓ－１を超える剪断速度を発生する高剪断分散システムを用いて行われる、方
法。
【請求項２】
　上記工程（ｉｉｉ）後、
　（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子
を付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさ
らに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を濾過によって固液分離する、請求項２に記載の方法
。
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【請求項４】
　上記担体は実質的に海泡石である、請求項１～３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　上記海泡石はレオロジー等級の海泡石である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　上記担体は実質的にアタパルジャイトである、請求項１～３の何れか１項に記載の方法
。
【請求項７】
　上記アタパルジャイトはレオロジー等級のアタパルジャイトである、請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　上記添加剤に含まれる上記ＴｉＯ２粒子は、アナターゼ相、ルチル相、ブルッカイト相
、およびこれらの混合物から選択される、請求項１～７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　上記添加剤に含まれる上記ＴｉＯ２粒子は、アナターゼ相から選択される、請求項８に
記載の方法。
【請求項１０】
　水中における上記担体の分散濃度は、２重量％～３０重量％となるよう調節されている
、請求項１～９の何れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　水中における上記担体の分散濃度は、２重量％～１５重量％となるよう調節されている
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　水中における上記担体の高剪断での分散は、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われる、請求項１～１１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　上記担体は、上記海泡石の構造から５％～２５％のマグネシウムカチオンを浸出させる
酸の添加によって活性化される、請求項４または５に記載の方法。
【請求項１４】
　上記担体は、上記アタパルジャイトの構造から５％～３３％のマグネシウム／アルミニ
ウムカチオンを浸出させる酸の添加によって活性化される、請求項６または７に記載の方
法。
【請求項１５】
　上記酸は、有機酸または無機酸である、請求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　上記酸は、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混合物から選択される、請求項
１５に記載の方法。
【請求項１７】
　上記酸を添加した後に得られるｐＨは５未満である、請求項１３～１６の何れか１項に
記載の方法。
【請求項１８】
　上記酸を添加した後に得られるｐＨは３以下である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　上記酸による処理は１０℃～１００℃の温度で行われる、請求項１３～１８の何れか１
項に記載の方法。
【請求項２０】
　上記酸による処理は５分間～５時間行われる、請求項１３～１９の何れか１項に記載の
方法。
【請求項２１】
　上記酸による処理は１０分間～３０分間行われる、請求項２０に記載の方法。
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【請求項２２】
　上記ＴｉＯ２粒子は、酸で活性化させた上記担体の分散液に対して、乾燥粉末の形態に
おいて添加されるか、または水における分散液として添加される、請求項１３～２１の何
れか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　上記ＴｉＯ２粒子が水における分散液として添加される場合、当該水における分散液の
ＴｉＯ２粒子濃度は２重量％～３０重量％である、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　上記ＴｉＯ２粒子が水における分散液として添加される場合、当該水における分散液の
ＴｉＯ２粒子濃度は４重量％～１０重量％である、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　酸で活性化させた上記担体の分散液に対する上記工程（ｉｉｉ）で添加したＴｉＯ２粒
子の量は、上記添加剤のＴｉＯ２の重量濃度が５重量％～７５重量％となるよう調節され
る、請求項１～２４の何れか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　酸で活性化させた上記担体の分散液に対する上記工程（ｉｉｉ）で添加したＴｉＯ２粒
子の量は、上記添加剤のＴｉＯ２の重量濃度が１５重量％～５０重量％となるよう調節さ
れる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２粒子は、高剪断条件で２分間～
６０分間撹拌されて分散される、請求項２５または２６に記載の方法。
【請求項２８】
　酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２粒子は、高剪断条件で５分間～
２０分間撹拌されて分散される、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　上記担体は、海泡石および／またはアタパルジャイトの濃度が５０重量％を超える、請
求項１～２８の何れか１項に記載の方法。
【請求項３０】
　上記担体は、海泡石および／またはアタパルジャイトの濃度が８５重量％を超える、請
求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　上記担体は、平均粒径が１５０μｍ未満である、請求項１～３０の何れか１項に記載の
方法。
【請求項３２】
　上記担体は、平均粒径が４４μｍ未満である、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　上記工程（ｉｉｉ）で分散させたＴｉＯ２粒子は、平均粒径が１μｍ未満である、請求
項１～３２の何れか１項に記載の方法。
【請求項３４】
　上記工程（ｉｉｉ）で分散させたＴｉＯ２粒子は、平均粒径が１００ｎｍ未満である、
請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　疑似層状フィロケイ酸塩である担体上に担持され且つ分散されているＴｉＯ２粒子を含
む添加剤を調製する方法であって、
　３５０℃を超える温度で熱処理を行う工程を含まず、
　（ｉ）担体を水中に高剪断で分散させる工程、
　（ｉｉ）上記工程（ｉ）の担体の酸活性化を行う工程、および
　（ｉｉｉ）高剪断混合を行いながら上記工程（ｉｉ）の担体上にＴｉＯ２粒子を付加す
る工程を含み、
　高剪断は、回転子において１０ｍ／ｓを超える周速度を発生することができるとともに



(4) JP 5973569 B2 2016.8.23

10

20

30

40

50

２，０００ｓ－１を超える剪断速度を発生する高剪断分散システムを用いて行われ、
　酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２粒子は、高剪断条件で２分間～
６０分間撹拌されて分散される方法によって取得可能な、担体上に担持され且つ分散され
ているＴｉＯ２粒子を含む添加剤。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の添加剤を含む組成物。
【請求項３７】
　セメントである、請求項３６に記載の組成物。
【請求項３８】
　上記添加剤を０．１重量％～１５重量％含む、請求項３７に記載の組成物。
【請求項３９】
　モルタルまたはコンクリートである、請求項３８に記載の組成物。
【請求項４０】
　上記モルタルまたはコンクリートの重量に対して上記添加剤を０．１重量％～１５重量
％含む、請求項３９に記載の組成物。
【請求項４１】
　石灰モルタルまたは混合モルタルである、請求項３６に記載の組成物。
【請求項４２】
　上記石灰モルタルまたは混合モルタルの重量に対して上記添加剤を０．１重量％～１５
重量％含む、請求項４１に記載の組成物。
【請求項４３】
　石膏である、請求項３６に記載の組成物。
【請求項４４】
　上記石膏の重量に対して上記添加剤を０．１重量％～１５重量％含む、請求項４３に記
載の組成物。
【請求項４５】
　塗料、コーティング層、乳剤層、または保護層である、請求項３６に記載の組成物。
【請求項４６】
　上記添加剤を０．１重量％～１０重量％含む、請求項４５に記載の組成物。
【請求項４７】
　ゾル－ゲルコーティングである、請求項３６に記載の組成物。
【請求項４８】
　上記添加剤を０．１重量％～１５重量％含む、請求項４７に記載の組成物。
【請求項４９】
　空気および紫外線の存在下において、材料に対して自己洗浄特性、殺生物特性、脱臭特
性、および／または汚染削減特性を付与するための請求項３５に記載の添加剤の使用。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔技術分野〕
　本発明は、疑似層状フィロケイ酸塩上に担持され且つ分散されているＴｉＯ２粒子を含
む添加剤を調製する方法、およびこの添加剤の光触媒添加剤としての使用に関する。した
がって、本発明は触媒作用の分野に属し得る。
【０００２】
　〔背景技術〕
　１９７２年にＦｕｊｉｓｈｉｍａおよびＨｏｎｄａが光化学電池のＴｉＯ２陰極におけ
る水分解の現象を紹介して以来（Nature, 1972, 238(37), 37-38）、酸化的光触媒作用は
大きなブームとなり、多数の研究者および企業が上記現象の応用を模索し始めた。１９８
０年代および１９９０年代前半において、光触媒作用効果の応用として主に模索されたの
は、廃水浄化、および化学工業において光触媒作用効果を不均一触媒作用（Chem. Rev., 
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1995, 95, 69-96）に使用することであった。特に過去１０年間においては、環境汚染（P
ure Appl. Chem., 2000, 72(7), 1265-1270）および臭気（Water Sci Technol., 2000, 4
4(9),127-133）を低減する材料の開発、自己洗浄特性を有する材料の開発（Lacer, 2000,
 5, 157-168）および殺生物特性を有する材料の開発（Water Research, 2008, 42, 4591-
4602）等、他の種類の応用に光触媒を使用することからなる、多大な研究努力が行われた
。
【０００３】
　これらの応用は全て、紫外線の存在下で光触媒の表面において起こる光化学反応という
、同一の物理化学的原理に基づく。この現象は、吸収された物質を分解する触媒上で起こ
る、一連の光誘起酸化還元反応からなる。さらに、酸化還元反応に起因するＯＨ－ラジカ
ルの発生は、これらの材料の表面が、紫外線を当てられると超親水性になることを意味す
る。
【０００４】
　以下に、紫外線、酸素および環境湿度の存在下におけるＴｉＯ２による汚染物質の分解
について広く認められている反応機序の詳細を示す（Surf. Sci. Rep., 2003, 48, 53-22
9）：
【０００５】
【化１】

　光触媒プロセスが起こるためには、紫外線に加え、酸素および水の存在も（ＯＨ－およ
びＨ＋の供給源として）どれほど必要であるかが分かる。したがって、光触媒材料の正常
な活性のためには、光触媒材料はこれら３つの要件と共に媒体に入っていることが必要で
ある。
【０００６】
　環境汚染を低減する観点および表面を自己洗浄することにより美的外観を保つ観点の両
方から、光触媒材料が、汚染された大都市に存在する最も深刻な問題のいくつかに対する
解決策となり得ることが示されている。
【０００７】
　浸食性の気象環境に曝された材料の表面は、経年による劣化に悩まされる。大気におけ
る塵ならびに物理的および化学的汚染物質の存在が、この劣化に寄与する。種々の要因の
うち、湿度、降雨および風の条件は、これらの環境汚染物質が材料の表面に到達し、経年
によって美的外観および耐久性を悪化させることを意味する。
【０００８】
　明らかに、材料への影響だけでなく、大気汚染は人間の健康に悪影響を与える有害性を
有する。この汚染は通常、人間の活動の副産物として発生し、世界人口の大部分がまさに
集中する大都市に主に集中している。したがって、世界人口の大部分がこの現象の影響を
受ける。
【０００９】
　光触媒材料が水および酸素の存在下で紫外線を照射されると、光触媒材料は、接触する
有機物質および無機物質の分解を触媒し、これにより環境汚染の低減および表面の自己洗
浄に寄与する。さらに、光触媒材料は、ヒドロキシルラジカルの発生に部分的に起因する
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殺生物効果を有するため、特定の表面におけるバクテリア、藻類および菌類の増殖を回避
する。
【００１０】
　二酸化チタンは、良好な活性を有し、コスト面で競争力があり、大量生産されるため、
現在最も広く使用される光触媒である。さらに、表面的効果ではあるが、光触媒の粒子が
ナノメートルサイズである場合には光触媒の活性が増加する。これは、ナノメートルサイ
ズの粒子の単位体積当たりの表面の露出度が同量のマイクロメートルサイズの粒子よりも
高いからである。しかしながら、まさにこの高い表面エネルギーが原因で、ナノ粒子同士
の間に存在するファンデルワールス力によってナノ粒子の凝集が起こる。ナノ粒子の凝集
は、ナノ粒子の活性を低下させ、且つ、ナノ粒子が異なる系またはマトリクスに添加剤と
して取り込まれるときの取り込みおよび均一な分散を妨げる。その結果、ナノ粒子は取り
込まれたマトリクス内において不均一に分布し、ナノ粒子の大きな纏まりを形成しながら
寄り集まっているように見える。触媒作用において繰り返し使用される解決法は、基材上
に触媒粒子を担持させることである。触媒作用の分野には様々な担体が存在するが、上記
の意味において、最も広く使用される基材はアルミナ等の金属酸化物である。この種のナ
ノ粒子の担持に使用されるマトリクスの１つに、粘土が挙げられる。
【００１１】
　粘土上に担持されるＴｉＯ２ナノ粒子を得るためのいくつかのプロセスが記されている
。これらのプロセスのほとんどは、粘土上に担持される前駆体を熱処理して対応する酸化
物を得ることで、ＴｉＯ２がプロセス中に「その場で」取得されるため、特徴付けられる
。上記熱処理は粘土の構造特性に影響を与え（Chem. Mater., 2008, 20, 84-89, Chem. E
ng. J., 2011, 166 (3), 859-867）、これにより、例えば粘土のレオロジー特性の改変等
、他の特性に影響を与え得る。金属ナノ粒子の取得のための担体として使用される粘土と
しては、例えば、その構造特性によりナノ粒子の均一な分散系の取得を可能にする海泡石
およびアタパルジャイトまたはパリゴルスカイト（例えば特許文献ＷＯ２００５０３５１
２４号に開示）が挙げられる。海泡石およびアタパルジャイトは何れも、こぼれた物また
はネコの排泄用トレイのための吸収剤として従来的に使用される、または、大きな比表面
積および特定の構造特性をもつことから、建設におけるレオロジー添加剤として、塗料と
して、および動物性食品の部門において従来的に使用される、特殊な粘土の群に属する。
ナノ粒子の場合、海泡石およびアタパルジャイトは種々の性質を持つナノ粒子の合成のた
めの担体として使用されてきた。この意味において、Ｎｉ、ＡｇもしくはＣｕ型の金属ナ
ノ粒子の取得プロセス（J. Am. Ceram. Soc. 2006, 89, 3043-3049）およびＴｉＯ２型（
J. Mater. Chem., 2009, 19, 2070-2075; Chem. Mater., 2008, 20, 84-89）またはＦｅ

３Ｏ４型（J. Phys. Chem. C 112, 2864-2871）の酸化物の取得プロセスの両方が記され
ている。しかしながら、これまでに記された取得プロセスは、前駆体からナノ粒子を取る
ための熱処理を含み、その結果、担体として使用される海泡石もしくはアタパルジャイト
の構造改変およびレオロジー特性の損失を伴う。これら海泡石およびアタパルジャイトは
何れも、３５０℃～５００℃の温度の熱処理の結果、その構造が変化する。上記熱処理は
、ケイ酸塩結晶化水分子を損失させ、これらの粘土のケイ酸塩構造の崩壊を増加させ、対
応する無水種である無水海泡石および無水アタパルジャイトを形成する。熱処理を原因と
する崩壊は、ケイ酸塩ネットワークのｃ軸の全体に配向しているこれらの粘土のケイ酸塩
構造におけるチャネルの閉鎖をもたらすとともに、これらの粘土の比表面積および空隙率
の減少をもたらす。熱処理工程を用いてこれらの粘土上でナノ粒子を合成するプロセスの
例としては、J. Am. Ceram. Soc. 2006, 89, 3043-3049に記された論文に記載されたプロ
セスがある。このプロセスにおいて、種々の金属ナノ粒子が、海泡石上に担持され、酸化
から保護され、完璧に分散した状態で得られた（１５重量％以下）。対応する水酸化物か
ら光触媒活性相を形成するためには熱処理が必要である酸化物（例えば、ＴｉＯ２酸化物
等）の場合にも、同様のことが起こる。
【００１２】
　同様に、３５０℃～８００℃の温度で予め熱処理された粘土、および、市販の予め合成
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されたＴｉＯ２が粘土上に５％未満の濃度で分散している未処理粘土の両方を使用してＴ
ｉＯ２ナノ粒子を担持するための、種々のプロセスが記されている。この場合、粘土は、
凍結乾燥プロセス後に無機泡を得ることを可能にする骨格としての役割を果たす（J. Mat
er. Chem., 2009, 19, 2070-2075）。
【００１３】
　したがって、最新技術の観点から見ると、海泡石および／またはアタパルジャイトは均
一に分布したＴｉＯ２ナノ粒子の取得のための適切な担体であるかもしれないが、これま
で記されたプロセスには種々の応用における実用を制限する欠点が存在する。他方、Ｔｉ
Ｏ２の取得のために熱処理工程を要する合成プロセスが存在するが、該熱処理工程は担体
として使用されるアタパルジャイおよび海泡石の構造および特性を変化させる。他方、熱
処理を必要としない、予め合成されたＴｉＯ２ナノ粒子をこれらの粘土上に担持させるプ
ロセスが存在する。しかしこのプロセスには、粘土の表面に均一に分布させ得るＴｉＯ２

ナノ粒子の最高濃度の点で制限がある。この濃度は、５％以下のＴｉＯ２である。これよ
り高いＴｉＯ２濃度では、粘土の表面においてＴｉＯ２ナノ粒子が均一に堆積および単分
散せず、塊を形成するため、有効性が低下する。
【００１４】
　一方、例えば塗料等の、例えば建設セクターまたは塗装セクター等における種々の応用
におけるＴｉＯ２ナノ粒子の光触媒活性を向上させるためには、より高濃度でＴｉＯ２ナ
ノ粒子を粘土上に担持させることが好ましい。他方、例えば粘土のレオロジー的挙動を維
持する目的、およびこれにより最終的な用途（例えば、モルタルまたは塗料等の、粘土が
塗布される系）においてナノ粒子を担持する粘土をより均一に分散させる目的で、粘土の
構造特性および特性を改変しないこともまた望ましい。
【００１５】
　さらに、有機汚染物質およびＮＯｘ等の分解されることが望ましい他の化合物の吸収を
向上させるため、ならびに、これらの化合物と粘土上に堆積したＴｉＯ２ナノ粒子との接
触を増加させ、これにより光触媒分解におけるＴｉＯ２ナノ粒子の有効性を向上させるた
めに、化学処理を使用することなく天然海泡石もしくはアタパルジャイトの高い吸収能を
維持または向上させることが都合良い。
【００１６】
　団体および当局による、より清浄な環境への要件がますます厳しくなっていること、お
よびより良い生活の質への要求が存在することは、上述の望ましい特性を有するこの種の
光触媒材料への要求が高まっていることを意味する。同様に、種々の応用において競争力
を有するように、これらの材料の活性を益々高めるとともに価格を抑えることが要求され
ている。
【００１７】
　〔発明の説明〕
　本発明に記載の方法は、上述の問題を解決し、海泡石およびアタパルジャイト上にＴｉ
Ｏ２ナノ粒子を高濃度且つ均一に堆積させることを、３５０℃を超える温度で熱処理を行
う工程を用いる必要なく、それゆえ粘土担体の改質およびその特性（特にレオロジー特性
）の改変を回避しつつ、可能にする。
【００１８】
　さらに、上記方法によって得られる生成物において、これらの粘土（海泡石およびアタ
パルジャイト）上に堆積されたＴｉＯ２は、環境湿度の存在なしに有機汚染物質を分解し
得る。これは、上記光触媒作用プロセスにおける有機化合物の分解に必要なＯＨラジカル
の形成には、これらの粘土の表面に吸着された水があれば十分であるからである。海泡石
およびアタパルジャイトの表面は、シラノール基（－ＳｉＯＨ）がケイ酸塩構造の端の全
体に高密度で位置する結果、非常に高い親水性を有する。これらのシラノール基は水分子
を吸収し得るため、水素結合が形成され、これらの粘土が水および他の極性液体に対して
高い吸着能および吸収能を有する理由の１つとなっている。
【００１９】
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　本発明に開示される方法は、高濃度のＴｉＯ２ナノ粒子が海泡石上に均一に分散した状
態で堆積している生成物を得ることを可能にする。ＴｉＯ２ナノ粒子の割合は７５％まで
であれば凝集が起こらない。但し、光触媒添加剤としてのコストと有効性との比率の観点
からは、ＴｉＯ２の割合は１０重量％～５０重量％の範囲にあることが好ましい。この生
成物は、自己洗浄および汚染低減物質において使用され得る。その理由は、海泡石および
アタパルジャイト上においてＴｉＯ２ナノ粒子が均一に分散しており、且つ、これらの粘
土の表面に汚染物質が吸着されるため、粘土および汚染物質の間の接触が増加し、これに
より触媒（ＴｉＯ２）および基質（分解対象の化合物）の間の接触が促進されて分解の光
触媒効果が向上するからである。さらに、上記反応は相対湿度による影響を受けず、また
、海泡石およびアタパルジャイトは、その表面に吸着された水分子を、光分解反応に必要
なヒドロキシルラジカルの形成のために提供することから、上記反応は環境湿度の存在な
しに行われ得る。
【００２０】
　本発明において得られる生成物は、例えば、バクテリア、藻類および菌類の増殖の回避
、ならびにＶＯＣ（揮発性有機化合物）、ＮＯｘ、ＳＯｘ、ＮＨ３およびＣＯ等の大気汚
染の原因となる有害物質の多くを減少させることへの貢献により、長期にわたって美的外
観の変化を防ぐために、種々の材料内に光触媒添加剤として取り込まれ得る。
【００２１】
　したがって、本発明の一態様は、担体上に担持され且つ分散されているＴｉＯ２粒子を
含む添加剤を調製する方法であって、（ｉ）担体を水中に分散させる工程、（ｉｉ）上記
工程（ｉ）の担体の酸活性化を行う工程、および（ｉｉｉ）高剪断混合を行いながら上記
工程（ｉｉ）の担体上にＴｉＯ２粒子を付加する工程を含む方法に関する。
【００２２】
　本発明の別の態様は、上記方法によって取得可能な、担体上に担持され且つ分散されて
いるＴｉＯ２粒子を含む添加剤に関する。
【００２３】
　本発明の別の態様は、上記添加剤を含む組成物に関する。
【００２４】
　本発明の別の態様は、空気および紫外線の存在下において、材料（好ましくは建設材料
）に対して自己洗浄特性、殺生物特性、脱臭特性、および／または汚染削減特性を付与す
るための上記添加剤の使用に関する。
【００２５】
　本発明の別の態様は、空気および紫外線の存在下において、材料（好ましくは建設材料
）に対して自己洗浄特性、殺生物特性、脱臭特性、および／または汚染削減特性を付与す
るための上記添加剤の使用に関し、上記添加剤の活性には環境湿度を必要としない。
【００２６】
　本発明の別の態様は、水の浄化および殺菌のための上記添加剤の使用に関する。
【００２７】
　本発明の別の態様は、ガス流の浄化のための上記添加剤の使用に関する。
【００２８】
　本発明の別の態様は、産業プロセスにおける光触媒反応器のための上記添加剤の使用に
関する。
【００２９】
　「担体」という用語は、固形物であって、該固形物の有効性の向上および／またはコス
トの最小化のために、触媒の粒子が該固形物の表面において分散している固形物を意味す
る。担体として用いられる固体は、例えば疑似層状フィロケイ酸塩、特には海泡石または
アタパルジャイト（パリゴルスカイト）等の、高い比表面積を有する材料であることが好
ましい。
【００３０】
　「高剪断」という用語は、高い剪断力または高い接線力を付与し得るような、サイズの
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減少、塊および凝集体の分散、または固体同士の混合および固体と液体との混合の条件に
関する。これらの高剪断力は、主に、高速機械撹拌システムならびに回転子および固定子
の間で高剪断速度の生成を実現し得る回転子／固定子型の撹拌・混合システムによって実
現される。本発明の目的のため、高剪断分散システムは１０ｍ／ｓを超える周速度を発生
し得る高速機械撹拌機とみなされる。典型例は歯付きディスクを備えたＣｏｗｌｅｓ型ミ
キサである。回転子において１０ｍ／ｓを超える周速度を発生し得るとともに回転子およ
び固定子の間の空間において２，０００ｓ－１を超える剪断速度を発生し得る回転子／固
定子システムも、高剪断システムであるとみなされる。撹拌機およびミキサの典型例は、
コロイドミル、スタンプミル、歯付き回転子／固定子システムおよびＳｉｌｖｅｒｓｏｎ
型ミキサである。また、高剪断システムは、マイクロボールミルならびに異なる速度で回
転する複数のシリンダを備えるとともに該シリンダ間の空間において２００ｓ－１を超え
る速度を発生し得る２シリンダミルおよび３シリンダミルであるともみなされる。
【００３１】
　「疑似層状フィロケイ酸塩」（別名「疑似層状ケイ酸塩」）という用語は、通常はＭｇ
またはＭｇおよびＡｌであるカチオンの八面体層に頂点を介して結合しているシリカ四面
体の２つの二次元層から構成される、２：１型フィロケイ酸塩に関する。シリカ四面体層
は連続的であるが、複数の細長い片の形状に組織化されており、連続する細長い片におけ
る四面体の頂点がそれぞれ異なる方向を向いている。シリカ四面体の先端部の方向におけ
るこの交互の配列は、八面体層に途切れを生じさせ、これによりケイ酸塩構造におけるチ
ャネルが増加する。海泡石の場合、八面体カチオンは主にＭｇであり、シリカ四面体の先
端部の方向において６単位ごとに交互になっている配列を有する。パリゴルスカイト（ア
タパルジャイトとしても知られる）の場合、八面体カチオンは基本的にはアルミニウムお
よびマグネシウムであり、シリカ四面体の反転は４単位ごとに見られる。疑似層状フィロ
ケイ酸塩または疑似層状ケイ酸塩の例としては海泡石およびアタパルジャイトが挙げられ
、「国際粘土研究連合命名委員会（the AIPEA Nomenclature Committee）」の１９７０年
の提言（AIPEA Newsletter No. 4, 3-4, 1970）によれば、これらは上記種類のフィロケ
イ酸塩の下位区分を構成する粘土鉱物である。以前は、これらの粘土鉱物は「ホルマイト
」の名前でも知られていた。
【００３２】
　本発明のフィロケイ酸塩生成物（「レオロジー特性を有する生成物」または「レオロジ
ー等級生成物」）に適用される「レオロジー特性」という用語は、この材料が導入された
液体系、分散系またはペーストのレオロジー特性すなわち流動性を改変するという、当該
材料の有する能力に関わる。これらの疑似層状フィロケイ酸塩は、その物理化学的特性お
よび形態に起因して、液相を構造化し、これにより系の粘度が増加する（増粘）および／
または非ニュートンレオロジー的挙動が増加する。この非ニュートン挙動は、系の粘度が
、材料に付与される剪断（偽塑性挙動）および／または剪断が絶え間なく付与される時間
（チキソトロピー挙動）に依存することを特徴とする。上記系内において、ゲルの力も発
生し得る。当該ゲルの力は、懸濁液を弾性固体として作用させる力であり、分散した粒子
を安定した懸濁液中に維持することを可能にする。
【００３３】
　本発明における「浸出」という用語は、担体として使用される固体の構造のカチオンの
一部が、酸処理の結果として溶解することに関する。特に、「浸出」という用語は、疑似
層状フィロケイ酸塩、海泡石またはアタパルジャイトの構造の八面体カチオン（特にアル
ミニウムおよび／またはマグネシウム）の溶解に関する。
【００３４】
　「光触媒」または「光触媒の」という用語は、光子に当たると電子および正孔の対を発
生させることが可能な触媒に関する。これらの対は、新たな電子を導電層に入らせ、空気
および水の存在下で光触媒の表面においてＯＨフリーラジカルを発生させる。これらのラ
ジカルは、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）および無機化合物（ＮＯｘ）を酸化させてＣＯ２

、Ｈ２Ｏ、ＳＯ２およびＮ２に分解することが可能な、二次酸化還元反応を開始させる。
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最も広く知られ且つ使用される光触媒はＴｉＯ２であるが、これに限定されず、ＺｎＯ、
ＣｄＳ、Ｆｅ２Ｏ３、ＦｅＯおよびＺｎＳ等の他の化合物も光触媒として機能し得る。こ
れらの光触媒は、直接作用するか、またはプロセスを促進する／助ける特殊な担体に作用
することにより、最終的な挙動を向上させる。最も広く使用される担体は、アルミナ、ケ
イ酸塩および粘土等である。
【００３５】
　「セメント」という用語は、水硬性の集塊（すなわち、細かく粉砕された無機物質）に
関し、当該集塊は水と混合されるとペーストを形成し、当該ペーストは反応および水和プ
ロセスにより固化および硬化し、一旦硬化すると、水を被ったとしても耐性および安定性
を維持する。上記集塊は、基本的に石灰、粘土および石膏の混合物から形成されるが、天
然ポゾラン、高炉スラグ、石灰、シリカフューム、フライアッシュ等の他の追加物を含ん
でいてもよい。ＵＮＥ－ＥＮ１９７規格は実質的に全種類のセメントを含む。
【００３６】
　「（セメントの）モルタルまたはコンクリート」という用語は、ある種類のセメントと
様々な粒径分布の砂または砂利との混合物に関する。砂および砂利は体積安定化成分とし
て機能し、充填物として機能し、且つ収縮を顕著に減少させる。モルタルおよびコンクリ
ートを減水剤および通気剤等として適切に設計するために、他の添加剤が必要になり得る
。
【００３７】
　「石灰モルタル」という用語は、石灰（酸化カルシウム）、砂および水の混合物に関し
、（非常に従来的な材料であるため）手作業で混合するか、または混合機において混合す
ることができる。固化および硬化プロセスは、気泡石灰および水硬性石灰のどちらを使用
するかによって異なる。気泡石灰は、主に酸化カルシウムまたは水酸化物から構成され、
大気中のＣＯ２の作用によって、空気と接触しながらゆっくりと硬化する。気泡石灰は、
欧州法ＵＮＥ－ＥＮ４５９に適合する品質基準を満たさなければならない。水硬性石灰は
、方解石および粘土鉱物の混合物の焼成によって得られる。水硬性モルタル石灰において
、静置後の初めの数日間は、過剰な遊離石灰のみが炭酸カルシウムに変化する。残余は反
応して、水硬性石灰において得られる非常に強い耐性の原因となるケイ酸水素カルシウム
またはＣＳＨゲルを形成する。砂は体積安定化成分であり、充填物として機能し、収縮を
顕著に減少させる。
【００３８】
　「石膏」という用語は、ギプス（ｇｙｐｓｕｍ）と呼ばれる天然石（硫酸カルシウム二
水塩：ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏ）を脱水することによって生成され、固化性、耐性、密着性
、保水性および密度特性を改変するために工場において他のいくつかの化学物質を追加す
ることができ、一旦水と混合されると直接使用され得る、建設材料に関する。石膏はプレ
ハブ材料の製造にも使用される。工業製品としての石膏は、硫酸カルシウム半水塩（Ｃａ
ＳＯ４・1/2Ｈ２Ｏ）（一般に「焼き石膏」とも呼ばれる）である。建設において、石膏
は黒色石膏、白石膏および赤色石膏の３種類に区別される。黒色石膏は、建設において広
く使用される材料であり、白石膏よりも不純物を多く含み、灰色であり、建物の内壁にお
いて石膏の最初の層が黒色石膏を用いて設けられる。白石膏は建築において広く使用され
る材料であり、不純物をほとんど含まず、したがって黒色石膏より不純物の含有量が少な
く、白色であり、建物の壁において石膏の最後の層つまり「仕上げ層」が白石膏を用いて
設けられる。赤色石膏は修復作業において高く評価される材料であり、不純物をほとんど
含まず、したがって黒色石膏より不純物の含有量が少なく、赤みを帯びた色であり、建物
の壁において石膏の最後の層つまり「仕上げ層」が赤色石膏を用いて設けられる。
【００３９】
　「塗料」という用語は、比較的薄い層で表面に塗布された場合、時間が経つと当該表面
に密着する固体膜へと変化することにより、塗布された要素をコーティング、保護および
装飾する流体生成物に関する。多数の異なる種類の塗料が存在し、水性塗料もあれば、溶
剤型塗料もあれば、油性塗料もある。上記塗料は通常、一連の追加物を含み、このうち主
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なものにＣａＣＯ３およびＴｉＯ２がある。
【００４０】
　「ゾル－ゲルコーティング」という用語は、ゾル－ゲル技術（溶液から、重合プロセス
後にゲルを得る）によって合成された薄膜の形成に関する。ゾル－ゲルコーティングの例
の中には、ケイ素アルコキシド（テトラエチルオルトシランおよびメチルトリエトキシシ
ラン等）を反応の前駆体として使用するものを挙げることができる。これらの前駆体は、
一旦アルコールに溶解されると水中で加水分解してそれぞれのシランを形成し、その後下
記の反応に示す縮合反応を起こす：
１）加水分解反応
【００４１】
【化２】

２）縮合反応
【００４２】

【化３】

　別の実施形態では、本発明は、上記工程（ｉｉｉ）後、（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付
加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を付加した担体中の残留水を大気
圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさらに含む上記方法に関する。
【００４３】
　別の実施形態では、本発明は、上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を濾過によって固液分
離する、好ましくは、加圧濾過器、加圧ベルト濾過器、真空ベルト濾過器、回転真空濾過
器、およびＮｕｃｈａ濾過器から選択される濾過装置を用いた濾過によって固液分離する
上記方法に関する。
【００４４】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体が疑似層状フィロケイ酸塩である上記方法に関
する。
【００４５】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体が実質的に海泡石である上記方法に関する。
【００４６】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体が実質的に海泡石であり、当該海泡石がレオロ
ジー等級の海泡石である上記方法に関する。
【００４７】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体が実質的にアタパルジャイトである上記方法に
関する。
【００４８】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、当該アタ
パルジャイトがレオロジー等級のアタパルジャイトである上記方法に関する。
【００４９】
　別の実施形態では、本発明は、上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子が、アナターゼ
相、ルチル相、ブルッカイト相、またはこれらの混合物である上記方法に関する。
【００５０】
　別の実施形態では、本発明は、上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相
である上記方法に関する。
【００５１】
　別の実施形態では、本発明は、水中における上記担体の分散濃度が２重量％～３０重量
％となるよう調節されている上記方法に関する。
【００５２】
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　別の実施形態では、本発明は、水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量
％となるよう調節されている上記方法に関する。
【００５３】
　別の実施形態では、本発明は、水中における上記担体の分散が高剪断で行われる上記方
法に関する。
【００５４】
　別の実施形態では、本発明は、水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１
０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機を用いて行われる上記方法に関する。
【００５５】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体が上記海泡石の構造から５％～２５％のマグネ
シウムカチオンを浸出させる酸の添加によって活性化される上記方法に関する。
【００５６】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体が上記アタパルジャイトの構造から５％～３３
％のマグネシウム／アルミニウムカチオンを浸出させる酸の添加によって活性化される上
記方法に関する。
【００５７】
　別の実施形態では、本発明は、上記酸が有機酸または無機酸、好ましくはｐＫａが４未
満の無機酸である上記方法に関する。
【００５８】
　別の実施形態では、本発明は、上記酸が塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混
合物から選択される上記方法に関する。
【００５９】
　別の実施形態では、本発明は、上記酸を添加した後に得られるｐＨが５未満である、好
ましくは上記酸を添加した後に得られるｐＨが３以下である上記方法に関する。
【００６０】
　別の実施形態では、本発明は、上記酸による処理が３５０℃未満の温度で行われる上記
方法に関する。
【００６１】
　別の実施形態では、本発明は、上記酸による処理が１０℃～１００℃の温度で行われる
上記方法に関する。
【００６２】
　別の実施形態では、本発明は、上記酸による処理が５分間～５時間行われ、好ましくは
上記酸による処理が１０分間～３０分間行われる上記方法に関する。
【００６３】
　別の実施形態では、本発明は、上記ＴｉＯ２粒子が、酸で活性化させた上記担体の分散
液に対して、乾燥粉末の形態において添加されるか、または水における分散液として添加
される上記方法に関する。
【００６４】
　別の実施形態では、本発明は、上記ＴｉＯ２粒子が水における分散液として添加される
場合、当該水における分散液のＴｉＯ２粒子濃度が２重量％～３０重量％である上記方法
に関する。
【００６５】
　別の実施形態では、本発明は、上記ＴｉＯ２粒子が水における分散液として添加される
場合、当該水における分散液のＴｉＯ２粒子濃度が４重量％～１０重量％である上記方法
に関する。
【００６６】
　別の実施形態では、本発明は、酸で活性化させた上記担体の分散液に対する上記工程（
ｉｉｉ）で添加したＴｉＯ２粒子の量が、上記添加剤のＴｉＯ２の重量濃度が５重量％～
７５重量％となるよう調節される上記方法に関する。
【００６７】
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　別の実施形態では、本発明は、酸で活性化させた上記担体の分散液に対する上記工程（
ｉｉｉ）で添加したＴｉＯ２粒子の量が、上記添加剤のＴｉＯ２の重量濃度が１５重量％
～５０重量％となるよう調節される上記方法に関する。
【００６８】
　別の実施形態では、本発明は、酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２

粒子が、高剪断条件で２分間～６０分間撹拌されて分散される上記方法に関する。
【００６９】
　別の実施形態では、本発明は、酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２

粒子が、高剪断条件で５分間～２０分間撹拌されて分散される上記方法に関する。
【００７０】
　別の実施形態では、本発明は、高剪断での分散が１０ｍ／ｓ以上の周速度に到達可能な
機械撹拌機を用いて行われる上記方法に関する。
【００７１】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体の海泡石および／またはアタパルジャイトの濃
度が５０重量％を超える上記方法に関する。
【００７２】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体の海泡石および／またはアタパルジャイトの濃
度が８５重量％を超える上記方法に関する。
【００７３】
　別の実施形態では、本発明は、上記担体の平均粒径が１５０μｍ未満であり、好ましく
は上記担体の平均粒径が４４μｍ未満であることを特徴とする上記方法に関する。
【００７４】
　別の実施形態では、本発明は、上記工程（ｉｉｉ）で分散させたＴｉＯ２粒子の平均粒
径が１μｍ未満であり、好ましくは上記工程（ｉｉｉ）で分散させたＴｉＯ２粒子の平均
粒径が１００ｎｍ未満である上記方法に関する。
【００７５】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり；
－上記担体の海泡石濃度が８５重量％を超え；且つ
－上記担体の平均粒径が４４μｍ未満である上記方法に関する。
【００７６】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり；
－上記担体の海泡石濃度が８５重量％を超え；
－上記担体の平均粒径が４４μｍ未満であり；且つ
－上記工程（ｉｉｉ）で分散させたＴｉＯ２粒子の平均粒径が１００ｎｍ未満である上記
方法に関する。
【００７７】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記担体がアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオロジー等
級のアタパルジャイトであり；
－上記担体のアタパルジャイト濃度が８５重量％を超え；且つ
－上記担体の平均粒径が４４μｍ未満である上記方法に関する。
【００７８】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記担体がアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオロジー等
級のアタパルジャイトであり；
－上記担体のアタパルジャイト濃度が８５重量％を超え；
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－上記担体の平均粒径が４４μｍ未満であり：且つ
－上記工程（ｉｉｉ）で分散させたＴｉＯ２粒子の平均粒径が１００ｎｍ未満である上記
方法に関する。
【００７９】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；且つ
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
ある上記方法に関する。
【００８０】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；且つ
－上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオ
ロジー等級のアタパルジャイトである上記方法に関する。
【００８１】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり：
－上記担体の海泡石濃度が８５重量％を超え；且つ
－上記担体の平均粒径が４４μｍ未満である上記方法に関する。
【００８２】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分
離し、当該ＴｉＯ２粒子を付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥
させて除去する工程をさらに含み；
－上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオ
ロジー等級のアタパルジャイトであり；
－上記担体のアタパルジャイト濃度が８５重量％を超え；且つ
－上記担体の平均粒径が４４μｍ未満である上記方法に関する。
【００８３】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり；且つ
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相である上記方法に関する。
【００８４】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
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（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオ
ロジー等級のアタパルジャイトであり；且つ
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相である上記方法に関する。
【００８５】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；且つ
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されている上
記方法に関する。
【００８６】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオ
ロジー等級のアタパルジャイトであり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；且つ
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されている上
記方法に関する。
【００８７】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されており；
且つ
－水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われる上記方法に関する。
【００８８】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオ
ロジー等級のアタパルジャイトであり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；
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－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されており；
且つ
－水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われる上記方法に関する。
【００８９】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されており；
－水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われ；
－上記担体が、上記海泡石の構造から５％～２５％のマグネシウムカチオンを浸出させる
酸の添加によって活性化され；
－上記酸が、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混合物から選択され；
－上記酸を添加した後に得られるｐＨが３以下であり；
－上記酸による処理が１０℃～１００℃の温度で行われ；且つ
－上記酸による処理が１０分間～３０分間行われる上記方法に関する。
【００９０】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオ
ロジー等級のアタパルジャイトであり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されており；
－水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われる；
－上記担体が、上記アタパルジャイトの構造から５％～３３％のマグネシウム／アルミニ
ウムカチオンを浸出させる酸の添加によって活性化され；
－上記酸が、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混合物から選択され；
－上記酸を添加した後に得られるｐＨが３以下であり；
－上記酸による処理が１０℃～１００℃の温度で行われ；且つ
－上記酸による処理が１０分間～３０分間行われる上記方法に関する。
【００９１】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されており；
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－水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われ；
－上記担体が、上記アタパルジャイトの構造から５％～２５％のマグネシウム／アルミニ
ウムカチオンを浸出させる酸の添加によって活性化され；
－上記酸が、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混合物から選択され；
－上記酸を添加した後に得られるｐＨが３以下であり；
－上記酸による処理が１０℃～１００℃の温度で行われ；
－上記酸による処理が１０分間～３０分間行われ；
－上記ＴｉＯ２粒子が、酸で活性化させた上記担体の分散液に対して、乾燥粉末の形態に
おいて添加されるか、または水における分散液として添加され；
－上記ＴｉＯ２粒子が水における分散液として添加される場合、当該水における分散液の
ＴｉＯ２粒子濃度が４重量％～１０重量％であり；
－酸で活性化させた上記担体の分散液に対する上記工程（ｉｉｉ）で添加したＴｉＯ２粒
子の量が、上記添加剤のＴｉＯ２の重量濃度が１５重量％～５０重量％となるよう調節さ
れ；
－酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２粒子が、高剪断条件で５分間～
２０分間撹拌されて分散され；且つ
－高剪断での分散が、１０ｍ／ｓ以上の周速度に到達可能な機械撹拌機を用いて行われる
上記方法に関する。
【００９２】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオ
ロジー等級のアタパルジャイトであり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されており；
－水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われ；
－上記担体が、上記アタパルジャイトの構造から５％～３３％のマグネシウム／アルミニ
ウムカチオンを浸出させる酸の添加によって活性化され；
－上記酸が、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混合物から選択され；
－上記酸を添加した後に得られるｐＨが３以下であり；
－上記酸による処理が１０℃～１００℃の温度で行われ；
－上記酸による処理が１０分間～３０分間行われ；
－上記ＴｉＯ２粒子が、酸で活性化させた上記担体の分散液に対して、乾燥粉末の形態に
おいて添加されるか、または水における分散液として添加され；
－上記ＴｉＯ２粒子が水における分散液として添加される場合、当該水における分散液の
ＴｉＯ２粒子濃度は４重量％～１０重量％であり；
－酸で活性化させた上記担体の分散液に対する上記工程（ｉｉｉ）で添加したＴｉＯ２粒
子の量が、上記添加剤のＴｉＯ２の重量濃度が１５重量％～５０重量％となるよう調節さ
れ；
－酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２粒子が、高剪断条件で５分間～
２０分間撹拌されて分散され；且つ
－高剪断での分散が、１０ｍ／ｓ以上の周速度に到達可能な機械撹拌機を用いて行われる
上記方法に関する。
【００９３】
　別の実施形態では、本発明は、
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－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的に海泡石であり、好ましくは上記海泡石がレオロジー等級の海泡石で
あり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されており；
－水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われ；
－上記担体が、上記アタパルジャイトの構造から５％～２５％のマグネシウム／アルミニ
ウムカチオンを浸出させる酸の添加によって活性化され；
－上記酸が、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混合物から選択され；
－上記酸を添加した後に得られるｐＨが３以下であり；
－上記酸による処理が１０℃～１００℃の温度で行われ；
－上記酸による処理が１０分間～３０分間行われ；
－上記ＴｉＯ２粒子が、酸で活性化させた上記担体の分散液に対して、乾燥粉末の形態に
おいて添加されるか、または水における分散液として添加され；
－上記ＴｉＯ２粒子が水における分散液として添加される場合、当該水における分散液の
ＴｉＯ２粒子濃度が４重量％～１０重量％であり；
－酸で活性化させた上記担体の分散液に対する上記工程（ｉｉｉ）で添加したＴｉＯ２粒
子の量が、上記添加剤のＴｉＯ２の重量濃度が１５重量％～５０重量％となるよう調節さ
れ；
－酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２粒子が、高剪断条件で５分間～
２０分間撹拌されて分散され；
－高剪断での分散が、１０ｍ／ｓ以上の周速度に到達可能な機械撹拌機を用いて行われ；
－上記担体の平均粒径が４４μｍ未満であり；且つ
－上記工程（ｉｉｉ）で分散させた上記ＴｉＯ２粒子の平均粒径が１００ｎｍ未満である
上記方法に関する。
【００９４】
　別の実施形態では、本発明は、
－上記工程（ｉｉｉ）後、
（ｉｖ）上記ＴｉＯ２粒子を付加した担体を分散液から固液分離し、当該ＴｉＯ２粒子を
付加した担体中の残留水を大気圧、低圧、または真空下で乾燥させて除去する工程をさら
に含み；
－上記担体が実質的にアタパルジャイトであり、好ましくは上記アタパルジャイトがレオ
ロジー等級のアタパルジャイトであり；
－上記添加剤を構成する上記ＴｉＯ２粒子がアナターゼ相であり；
－水中における上記担体の分散濃度が２重量％～１５重量％となるよう調節されており；
－水中における上記担体の高剪断での分散が、周速度が１０ｍ／ｓより高速の機械撹拌機
を用いて行われ；
－上記担体が、上記アタパルジャイトの構造から５％～３３％のマグネシウム／アルミニ
ウムカチオンを浸出させる酸の添加によって活性化され；
－上記酸が、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混合物から選択され；
－上記酸を添加した後に得られるｐＨが３以下であり；
－上記酸による処理が１０℃～１００℃の温度で行われ；
－上記酸による処理が１０分間～３０分間行われ；
－上記ＴｉＯ２粒子が、酸で活性化させた上記担体の分散液に対して、乾燥粉末の形態に
おいて添加されるか、または水における分散液として添加され；
－上記ＴｉＯ２粒子が水における分散液として添加される場合、当該水における分散液の
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ＴｉＯ２粒子濃度が４重量％～１０重量％であり；
－酸で活性化させた上記担体の分散液に対する上記工程（ｉｉｉ）で添加したＴｉＯ２粒
子の量が、上記添加剤のＴｉＯ２の重量濃度が１５重量％～５０重量％となるよう調節さ
れ；
－酸で活性化させた上記担体の分散液および上記ＴｉＯ２粒子が、高剪断条件で５分間～
２０分間撹拌されて分散され；
－高剪断での分散が、１０ｍ／ｓ以上の周速度に到達可能な機械撹拌機を用いて行われ；
－上記担体の平均粒径が４４μｍ未満であり；且つ
－上記工程（ｉｉｉ）で分散させた上記ＴｉＯ２粒子の平均粒径が１００ｎｍ未満である
上記方法に関する。
【００９５】
　別の実施形態では、本発明は、セメント、好ましくは上記添加剤を０．１重量％～１５
重量％（好ましくは１．０重量％～６重量％）含むセメントである上記組成物に関する。
【００９６】
　別の実施形態では、本発明は、モルタルまたはコンクリート、好ましくは、結合剤の重
量に加えて上記添加剤を０．１重量％～１５重量％（好ましくは１．０重量％～６重量％
）含むモルタルまたはコンクリートである上記組成物に関する。
【００９７】
　別の実施形態では、本発明は、石灰モルタルまたは混合モルタル、好ましくは、結合剤
の重量に加えて上記添加剤を０．１重量％～１５重量％（好ましくは１．０重量％～６重
量％）含む石灰モルタルまたは混合モルタルである上記組成物に関する。
【００９８】
　別の実施形態では、本発明は、石膏、好ましくは結合剤の重量に加えて上記添加剤を０
．１重量％～１５重量％（好ましくは１．０重量％～６重量％）含む石膏である上記組成
物に関する。
【００９９】
　別の実施形態では、本発明は、塗料、またはコーティング層、乳剤層もしくは保護層の
何れか、好ましくは屋外での用途に使用される、塗料、またはコーティング層、乳剤層も
しくは保護層の何れかである上記組成物に関する。
【０１００】
　別の実施形態では、本発明は、上記添加剤を０．１重量％～１０重量％（好ましくは０
．５重量％～４重量％）含む塗料である上記組成物に関する。
【０１０１】
　別の実施形態では、本発明は、上記添加剤を０．１重量％～１０重量％（好ましくは０
．５重量％～４重量％）含む、屋外での用途に使用される塗料である上記組成物に関する
。
【０１０２】
　別の実施形態では、本発明は、ゾル－ゲルコーティングである、好ましくは上記添加剤
を０．１重量％～１５重量％（好ましくは１．０重量％～６重量％）含むゾル－ゲルコー
ティングである上記組成物に関する。
【０１０３】
　〔発明の詳細な概要〕
　本発明の目的は、ＴｉＯ２粒子の有する高い表面活性の結果生ずる、当該ＴｉＯ２粒子
の主にナノメートル規模の凝集に関連する最新技術における問題を、光触媒活性を向上で
きる、簡便且つ産業レベルで容易に拡張可能なプロセスによって解決することを中心とし
ている。
【０１０４】
　本発明は、疑似層状フィロケイ酸塩タイプの粘土（海泡石および／またはアタパルジャ
イト）において均一に分散したＴｉＯ２粒子によって主に構成される光触媒添加剤を得る
方法に関する。同様に、本発明は、環境湿度の非存在下でも活発な自己洗浄特性、汚染低
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減特性および殺生物特性を材料に付与するために、上記方法によって得られるＴｉＯ２粒
子を含む光触媒添加剤を、当該材料において光触媒添加剤として使用することに関する。
【０１０５】
　本発明の目的である、均一に分散されたＴｉＯ２粒子の取得は、疑似層状フィロケイ酸
塩の群から選択される粘土の、担体としての使用に基づく。本発明によれば、担体として
使用される粘土は海泡石またはアタパルジャイト（別名：パリゴルスカイト）である。本
発明の目的のためには、ＴｉＯ２粒子の担持のために接近可能な表面を増やすために、極
力細かい粒子サイズを有する粉砕粘土を使用することが好ましい。通常、粘土は粒子サイ
ズが１５０マイクロメートル未満になるまで、好ましくは４４マイクロメートル未満にな
るまで粉砕される。本発明の特に有利な実施形態は、粘土の粒子サイズが５マイクロメー
トル未満である場合である。海泡石生成物およびアタパルジャイト生成物は、例えばイン
パクトミルまたはボールミル等を使用して、典型的には粉砕および粘土粒子サイズの減少
のために用いられる乾式もしくは湿式粉砕プロセスによって得られる。粘土の構造を破壊
せずにその素粒子を分離し、且つ、粘土の外表面を最大限露出させることを可能にする特
別な湿式微粒子化プロセスによって得られるこれらの粘土の生成物も使用することができ
る。これらの生成物の例は、特許：ＥＰ０１７０２９９号、ＥＰ０４５４２２２号および
ＥＰ０１７０２９９号に開示されるプロセスに従って得られるレオロジー等級の海泡石生
成物およびレオロジー等級のアタパルジャイト生成物である。
【０１０６】
　海泡石は、化学的には針状形態および理想式：［Ｓｉ１２Ｏ３０Ｍｇ８（ＯＨ）４（Ｏ
Ｈ２）４］（Ｈ２Ｏ）８を有する含水ケイ酸マグネシウムである。海泡石の構造は、アタ
パルジャイトまたはパリゴルスカイトの構造と似ている。アタパルジャイトが海泡石と異
なる点は、アタパルジャイトの方がやや小さい単位格子を有する点、および、マグネシウ
ムカチオンの一部が基本的にアルミニウムカチオンで置換されており、鉄等の他のカチオ
ンをより少ない含有量で含んでいる点である。アタパルジャイトの理想式は、［Ｓｉ８Ｏ

２０（Ａｌ２Ｍｇ２）（ＯＨ）２（ＯＨ２）４］（Ｈ２Ｏ）４である。上記含水ケイ酸マ
グネシウムの構造のＡｌ３＋およびＭｇ２＋カチオン、またはＳｉ４＋カチオンでさえを
も他のカチオンで同形置換すると、ケイ酸海泡石およびケイ酸アタパルジャイトの構造内
に小さな負電荷が生じ、これはカチオンの吸着によって相殺される。これらの同形置換の
結果として、これらの粘土はカオリンおよびスメクタイトの間で中間カチオン交換容量（
ＣＥＣ）を有し、さらに、これらの粘土の化学組成は理想式の組成から離れる。海泡石お
よびアタパルジャイトのＣＥＣは、海泡石およびアタパルジャイトの３ミリ当量／１００
ｇ～４５ミリ当量／１００ｇにおける組成に応じて異なる。ケイ酸塩構造における八面体
カチオンの置換によって、様々な異なる種類の海泡石およびアタパルジャイトが生じる。
アタパルジャイトの場合、アルミニウムおよびマグネシウムと置換されて出現し得るカチ
オンは、マンガン、マンガンおよび鉄、マンガンおよび亜鉛、またはナトリウムおよび鉄
である。一方、海泡石の場合は、様々な種類の、第二鉄またはキシリトールの、ナトリウ
ムまたはローフリナイトの、ニッケル第二鉄またはファルコンドアイトの、アルミニウム
およびマグネシウムの海泡石がしばしば自然界で発見されている。
【０１０７】
　針状または微細繊維状形態を有するこれらの疑似層状フィロケイ酸塩の構造は、シリカ
の２つの平行な鎖が、酸素原子によってアルミニウム八面体および／またはマグネシウム
八面体の中心層に結合されることによって形成されている。シリカ四面体からなるこれら
の鎖は、海泡石の場合は６単位毎、アタパルジャイトの場合は４単位毎に反転しており、
これにより八面体層において途切れが生じ、この途切れによって、針状粒子のｃ軸方向に
配向しているとともに海泡石の場合は３．７Å×１０．６Å、アタパルジャイトの場合は
３．７Å×６．４Åの寸法を有する、ゼオライトと呼ばれるチャネルが生じる。この構造
の結果、海泡石およびアタパルジャイトは、水（沸石水）および他の化合物（分子のサイ
ズおよび極性に依る）を、海泡石およびアタパルジャイトの外表面においてのみならずゼ
オライトチャネル内においても吸着する。
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【０１０８】
　これらの粘土は、細長い形状、高い空隙率および大きな粒子サイズを有しているため、
高い比表面積を有する。理論モデルによって計算されるこれらの粘土の総比表面積（外面
および内面）は、約９００ｍ２／ｇ（海泡石においては外面積４００ｍ２／ｇおよび内面
積５００ｍ２／ｇ、アタパルジャイトにおいては外面積３００ｍ２／ｇおよび内面積６０
０ｍ２／ｇ）である。しかしながら、種々の化合物または吸着質が接近可能なこれらの粘
土の表面積は、粘土の細孔およびチャネルへの分子の浸透能力を決定する、当該粘土のサ
イズおよび極性に依存している。例えば、Ｎ２が接近可能なＢＥＴ表面は、海泡石の場合
には３００ｍ２／ｇを超え、アタパルジャイトの場合には約１５０ｍ２／ｇである。
【０１０９】
　これらの粘土は、シリカ四面体の各層の端部から始まる外表面において、高密度のシラ
ノール基（－ＳｉＯＨ）を有する。これらのシラノール基は、これらの粘土の外表面に沿
って並ぶように配置されており、且つ、水分子を吸着する能力によって高度の親水性を当
該粘土に付与する。これらのシラノール基は、吸着の中心として作用することができ、且
つ、様々な分子と水素結合を形成し得る。
【０１１０】
　担持され且つ分散されたＴｉＯ２粒子の取得は、海泡石鉱物、アタパルジャイト鉱物、
またはこれらの鉱物の組み合わせを担体として用いて行われ得る。自然界において、海泡
石鉱物およびアタパルジャイト鉱物は、これらよりも高いまたは低い含有量の、他の粘土
または鉱物に伴って出現し得る。適切な活性を有する生成物の取得のためには、海泡石お
よび／またはアタパルジャイトの濃度が５０％を超える、より好ましくは８５％を超える
出発鉱物を使用することが好ましい。なぜなら、方解石、白雲石、長石、雲母、石英また
はスメクタイト等の他の粘土または鉱物の存在は、ＴｉＯ２の分散、ひいては最終生成物
の性質に対して影響を与え得るからである。さらに、これらの疑似層状フィロケイ酸塩の
繊維内においてＴｉＯ２を均一に分散させるためには、自然界にこれらの粘土中に存在す
る針状粒子のクラスターを浄化および脱凝集するとともに個々になった微細繊維状粒子を
取得しその出現率を維持する目的で、特許：ＥＰ０１７０２９９号に開示された従来の粉
砕および湿式微粒子化プロセスにより得られる海泡石およびアタパルジャイト生成物を、
担体として使用することが推奨される。上記従来のプロセスによって得られた生成物は、
ＴｉＯ２粒子が粘土の外表面により多く接近することを可能にする。
【０１１１】
　本発明のプロセスは、水媒体に粘土を分散させる第１の工程を含む。海泡石および／ま
たはアタパルジャイト粒子を適切に分散させるためには、海泡石および／またはアタパル
ジャイトのクラスターの除細動をできる限り上手く行うために、高剪断混合システムを用
いることが好ましい。高剪断混合システムの例としては、周速度が少なくとも１０ｍ／ｓ
に到達することが可能な機械撹拌機が挙げられる。
【０１１２】
　粘土分散工程の後、酸性媒体中で粘土の活性化工程を行うことによって、粘土の構造に
おける端部に局在するマグネシウムカチオンおよびアルミニウムカチオンの浸出により生
成される、粘土のルイスおよびブロンステッドの表面酸性中心（特にはシラノール基（Ｓ
ｉＯＨ））の数を増加させる。ＴｉＯ２粒子がそれらの活性中心に固定されることで、フ
ィロケイ酸塩の表面において均一な担体が得られる。上記活性化は、粘土の分散系の最終
ｐＨが５未満、好ましくは１～３になるまで、酸を制御追加することにより行われる。粘
土の懸濁液の酸性化によって、八面体カチオン（アルミニウムおよび／またはマグネシウ
ム）の粘土ケイ酸塩構造からの浸出が起こる。粘土活性化の最適比率は、５％～２５％の
マグネシウムカチオンが海泡石構造から浸出するとき、ならびに５％～３３％のマグネシ
ウム／アルミニウムカチオンがアタパルジャイト構造から浸出するときに生じる。これら
の最大活性化比率は、粘土の八面体層の外端部に位置するカチオンの完全な浸出に対応す
る。より高い比率の八面体カチオンが浸出すると、高度の浸出のために構造を完全に非晶
質化し得る構造変化が起こる。これらの構造変化はまた、過剰な酸浸出の結果として、レ
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オロジー特性の損失等、粘土の他の性質の変化も引き起こす。カチオンの酸活性化工程の
時間および温度は、所望の浸出比率に依存する。典型的な活性化処理は、０．５時間～２
時間の間、粘土分散系の最終ｐＨが１～３になるまで１０℃～３５℃の温度で酸を加える
ことによって行われる。酸は、要求される分散系のｐＨに到達することのできる、例えば
塩酸、硫酸、硝酸またはリン酸等の任意の有機酸または無機酸であり得る。
【０１１３】
　粘土の酸活性化工程の後、酸化チタン粒子の制御追加を行う。酸化チタン粒子は固体と
して加えてもよいし、あるいは好ましくは予め調製した水における懸濁液の形態で加えて
もよい。粘土および酸化チタンの混合物中において完全な均一性を得るために、粘土およ
びＴｉＯ２分散系を適切に撹拌する。この均一性および分散を達成するために、例えば周
速度が少なくとも１０ｍ／ｓに到達することが可能な機械撹拌機等の高剪断混合システム
を使用することが相応しい。粘土およびＴｉＯ２粒子の凝集体を適切に分散させるために
特に適切なのは、コロイドミルまたはマイクロボールミル等の回転子／固定子型の分散シ
ステムである。上記プロセスのこの工程において、分散に加え、ＴｉＯ２ナノ粒子は酸処
理によって粘土の表面に発生した酸性中心に固定される。
【０１１４】
　意図する光触媒添加剤の用途に応じて、粘土および酸化チタンの水性分散液を後の工程
において濾過および乾燥プロセスに供することにより、上記粉末状生産物が得られる。
【０１１５】
　酸化チタンは、高剪断分散のために直接上記プロセスに加えてもよく、または上記プロ
セスの前工程において、塩または水酸化物の形態の金属前駆体を熱処理することによって
合成してもよい。酸化チタンは、その３つの相であるブルッカイト相、アナターゼ相また
はルチル相のうちの１つにおいて、少なくともマイクロメーターサイズ、好ましくはマイ
クロメーター未満またはナノメーターのサイズでなければならない。好ましくは、ＴｉＯ

２相は、アナターゼ、または、アナターゼと他の相（好ましくはルチル）との組み合わせ
である。
【０１１６】
　これまで背景技術において記されたプロセスにおいて、ＴｉＯ２を海泡石上に担持させ
るためには、通常、光触媒活性を有するＴｉＯ２相の生成、凍結乾燥による無機泡の形成
または粘土構造の折り畳みの付与に必要な熱処理が要求され、これは担体として使用され
る粘土の性質および特性の改変を引き起こす。
【０１１７】
　本発明において使用される上記プロセスは、予め合成されたＴｉＯ２を疑似層状フィロ
ケイ酸塩上に担持させることに基づく。したがって、担持された生成物を熱処理して光触
媒活性を有するＴｉＯ２相を生成させる不要はないことから、粘土はそのレオロジー特性
および吸着能を維持する。海泡石およびアタパルジャイトの何れもが表面に水を吸着し、
これが光触媒分解反応に介在し得ることから考えると、粘土の熱処理がないことは、環境
湿度の非存在下においても添加剤に光触媒活性を有するようになるため、特に重要である
。
【０１１８】
　海泡石繊維またはアタパルジャイト繊維上にＴｉＯ２ナノ粒子を完全に且つ均一に分散
させるためには、粘土および酸化チタンの混合は、水における粘土の濃度が２％～３０％
である、粘土を水に分散させた活性粘土分散と、水におけるＴｉＯ２の濃度が２％～３０
％である、ＴｉＯ２を水に分散させたものとから行うことが好ましい。同様に、（海泡石
またはアタパルジャイト）担体におけるＴｉＯ２濃度は、粘土繊維の表面における所望の
ＴｉＯ２粒子密度に応じて５重量％～７５重量％の間で変動し得、好ましくは１０重量％
～５０重量％である。本発明のプロセスにより、７５重量％までの濃度のＴｉＯ２を、凝
集を生じることなく粘土上に担持させることができる。しかしながら、光触媒活性を意識
した最終生成物のコスト／有効性比率の観点からは、ＴｉＯ２濃度は１０重量％～５０重
量％の範囲にあることが好ましいことに注意されたい。
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【０１１９】
　乾燥粉末状の最終生成物を得たい場合は、粘土上に担持される酸化チタン分散を乾燥前
に濾過するかまたは典型的な固液分離技術によって分離することにより、粘土の表面に均
一に分布した酸化チタン粒子を含む最終生成物が得られる。固液分離は、最新技術におけ
る公知の他のプロセスの中でも、遠心分離またはデカンテーション、および大気圧下また
は低圧下または真空下で分散水を乾燥させることによる直接蒸発によっても行うことがで
きる。低圧条件において水を凍結および昇華させることによって、凍結乾燥プロセスも使
用することができる。
【０１２０】
　上述のプロセスによって、担体として使用される粘土の表面に均一に単分散および固定
された酸化チタン粒子によって形成される複合材料を得ることができ、この複合材料にお
けるＴｉＯ２粒子のサイズは、プロセスにおいて使用される酸化チタンのサイズに応じて
５ｎｍまで達し得る。得られる物質は、非常に高い比表面積でこれらの粘土上に担持され
るＴｉＯ２の効力を高め、したがって、例えば光触媒用途または乳白剤として等、ＴｉＯ

２が用いられる用途に有利な材料であることが分かっている。
【０１２１】
　要するに、本発明の方法は、酸処理によって疑似層状フィロケイ酸塩（特に海泡石およ
びアタパルジャイト）の表面に形成された活性中心上に、酸化チタン粒子を担持および固
定させることに基づいている。これらの粘土の有する独特の構造ならびにルイスおよびブ
ロンステッドの表面酸性中心を生成するプロセスを起因として、酸化チタン粒子の均一な
分散系は、５ｎｍ以下のサイズに制御されて、単分散し且つ均一な形態で、ＴｉＯ２の重
量含有率が５％～７５％、または好ましくは１０％～５０％になるように、粘土の表面に
固定および担持された状態で得られる。このプロセスにより、ＴｉＯ２粒子に生じるとと
もにＴｉＯ２粒子がナノメーターサイズである場合に非常に悪化する凝集の問題を解決す
ることが可能になる。
【０１２２】
　光触媒特性に関して、担体におけるＴｉＯ２粒子の均一な分散によって、ＴｉＯ２粒子
と同じく粘土の表面に吸着されている汚染物質との間の接触が増加し、したがって接触面
積が増加するため、光触媒効果の向上が可能になる。さらに、これらの粘土の構造に起因
して、添加剤は、粘土の構造内に存在するかまたは物理吸着される水をＯＨラジカルの供
給源として使用して、環境湿度の非存在下で有機物質を分解し得る。海泡石またはアタパ
ルジャイト上に固定および担持された酸化チタン粒子の均一な分散は、さらに、これらの
粘土とＴｉＯ２との複合生成物を使用して、光触媒活性を有するこれらの粒子をモルタル
または塗料等の他の系に均一に導入し、非担持酸化チタンよりも高い活性を得ることを可
能にする。
【０１２３】
　上述のように、ＴｉＯ２ナノ粒子の担体として用いられる上記疑似層状フィロケイ酸塩
（海泡石およびアタパルジャイト）によって、上記従来の光触媒製品と比較して複数の利
点が得られる。本発明の添加物の光触媒活性は、ＴｉＯ２ナノ粒子とこれら粘度との間の
相乗効果によって、現在市販されているＴｉＯ２製品の光触媒活性よりも著しく大きい。
このように光触媒活性がより大きいため、本発明によって得られる生成物の、様々な生成
物に対して添加する必要のある割合を、同等の活性を有する従来のＴｉＯ２製品の割合よ
りも少なくすることができる。
【０１２４】
　要するに、ＴｉＯ２粒子だけを用いる場合と比較して海泡石およびアタパルジャイトに
固定され且つ担持されているＴｉＯ２添加物の光触媒活性の増加は、実質的に以下の５つ
の現象によるものである。
【０１２５】
　ｉ）ＴｉＯ２粒子を固定させるルイスおよびブレンステッド酸中心を増加させるために
酸を用いて前処理した海泡石およびアタパルジャイトの表面におけるＴｉＯ２ナノ粒子の
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均質な分散。光触媒作用は表面のプロセスであり、比表面積が大きいほど、触媒の活性が
大きい。ＴｉＯ２ナノ粒子が、処理された海泡石およびアタパルジャイトの表面に固定さ
れ分散されることで、これらのナノ粒子が凝集して数百または数千のナノ粒子からなる大
きな塊が形成され得ることを回避できる。これらのナノ粒子の集団は、個々になったナノ
粒子よりも露出する面積が小さくなり、有効な触媒活性が損なわれることになる。
【０１２６】
　ｉｉ）海泡石およびアタパルジャイトは、それらの物理化学的特徴ならびに高い多孔度
および比表面積に起因して、高い吸着能力および高い吸収能力を有する粘土である。この
特性は、光触媒分解プロセスにおいて基礎となるものである。この特性により、触媒担体
（海泡石およびアタパルジャイト）は、例えば汚染物質等の化合物を誘引して保持するこ
とができるからである。当該汚染物質は後に光触媒を分解する。このようにして、分解さ
れる化合物に密接させて触媒を位置させることで、触媒作用における重要な段階である、
汚染物質の触媒に対する拡散プロセスを著しく改善させる。
【０１２７】
　ｉｉｉ）重要で有利な他の要因は、これらの粘土（海泡石およびアタパルジャイト）が
非常に親水性であり、通常表面に吸着する含水量が標準状態で約１０％となることである
。この吸着する水分によって、光触媒プロセスが起こるために必要なＯＨおよびＨ＋化学
種が得られる。したがって、環境湿度からの水分は、光触媒反応が起こるためには必要な
い。
【０１２８】
　ｉｖ）海泡石およびアタパルジャイトに固定され且つ担持されているＴｉＯ２を用いる
ことに関する重要で有利な他の要因は、これらの粘土の親水度を調節できることである。
環境湿度は、光触媒分解プロセスにおいて非常に決定的な要因である。一方で、湿度によ
って、光触媒プロセスが起こるために必要なＯＨおよびＨ＋の供給源となるＨ２Ｏが得ら
れるため、湿度は通常必要なものである。しかし他方で、Ｈ２Ｏ分子は、分解したい化合
物の分子と、触媒の活性部位に関して競合する。したがって、光触媒プロセスが正しく機
能するためには、最適な湿度というものがある。これらの粘土をＴｉＯ２担体として用い
ることで、触媒に到達するＨ２Ｏの量を調節し、これにより海泡石およびアタパルジャイ
ト中に存在する水分の量を調節することができる。環境湿度の非存在下において、海泡石
およびアタパルジャイトの親水性表面に吸着する水分によって、光触媒プロセスに必要な
水分子が得られる。これに対して、高度に湿性の環境では、粘土の表面を改質して親水性
を軽減させることで、水分子が過度に吸着して活性中心を飽和させてしまうことを回避す
ることができる。
【０１２９】
　ｖ）本発明の方法によって得られる生成物の光触媒活性に関する上記要因に加えて、こ
の生成物は、例えばレオロジー特性などの、担体として用いられる粘土の特性を元のまま
に維持する点を強調する必要がある。結果として、これらの粘土は、粘性を制御するため
にレオロジー添加物として用いられる場合は、これらの粘土（特に海泡石）を用いて達成
できるレオロジー特性の改善を行ない得る。あるいは、これらの粘土を用いることで、現
場でのモルタルの場合（グナイトを施す場合等）のように、様々な用途においてチキソト
ロピーまたは偽塑性を得ることができる。
【０１３０】
　したがって、自己洗浄、脱臭、殺生物剤および大気汚染の軽減という光触媒特性の改善
に加えて、ＴｉＯ２ナノ粒子の担体として用いられる海泡石およびアタパルジャイトによ
って、塗料、モルタル、コンクリート等に良好なレオロジー挙動をもたせることもできる
。海泡石およびアタパルジャイトは、取り込まれるマトリクスにチキソトロピー挙動をも
たせることで、混合物におけるブリードおよび凝離を減少させることができる。このよう
にして、基質に対する付着性、加工性、および表面仕上げを向上させる、より均質な凝集
性混合物を生み出すことができる。
【０１３１】
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　本発明の方法によって得られる生成物は、光触媒特性を有する添加物として用いて、例
えばコーティング、塗料、建築材料等の様々な組成物および材料に対して、自己洗浄、脱
臭、殺生物剤、廃水汚染軽減、および大気汚染軽減という特徴をもたせることができる。
これらの材料および組成物は、様々な性質のマトリクスであってもよく、例えば熱可塑性
もしくは熱安定性の樹脂もしくは重合体、瀝青を含有する結合剤、セメントもしくは水硬
性石灰などの水硬性結合剤、またはガラスセラミック母材もしくはセラミック母材であっ
てもよい。上記生成物は、例えば工程用水または廃水などの液体およびガス状の溶出物の
処理および精製に直接的に用いることもできる。上記生成物の直接的な使用は、流体に分
散するための粉末状の生成物の形態であってもよいし、造粒または圧縮して、処理される
流体を通過させる濾過カラムに用いることができるフィラーを得てもよい。上記生成物を
粉末の形態で用いて溶出物を処理する場合、ＴｉＯ２を担持する粘土の粒子がマイクロメ
ーターサイズであるため、遊離して担持されていないＴｉＯ２ナノ粒子を用いる場合と比
較して、添加物を容易に回収することが可能となる。
【０１３２】
　その上、海泡石およびアタパルジャイトに担持されたＴｉＯ２化合物である本発明の方
法によって得られた光触媒添加物に対して、他の成分および添加物を添加することが可能
である。例えば、建築材料に用いられる、自己洗浄特性を有する漂白促進剤である。また
、モルタル漂白促進生成物が、降雨量の多い地域で特に用いられる。そのような地域では
、外部環境に曝されるモルタルは、湿度の影響で白色の色合いが落ちてしまう可能性があ
る。粉末状の炭酸カルシウムおよびマイクロメーターサイズのアナターゼ相のＴｉＯ２の
両方が、うまく利用されてきた。これらの添加物は、混合物の費用をほとんど増加させず
に白色度を増強する。その上、マイクロメーターサイズのアナターゼ相のＴｉＯ２は（ナ
ノ粒子にははるかに及ばないが）光触媒特性を有しているので、自己洗浄効果がわずかに
増強される。用途によっては、混合物の加工性を調節するために、高流動化剤の添加も必
要であり得る。
【０１３３】
　建設業では、本発明の目的とする添加物に求められる主な機能性は、自己洗浄、環境汚
染の軽減、脱臭、および殺生物活性である。
【０１３４】
　自己洗浄は、最終的な審美的効果が決定的に重要な薄色の建築材では特に望まれる。こ
れは、町議会、講堂、教会、スポーツセンター、文化センターなどの街の中核的な建造物
の場合である。これらの場合、添加物の組み込みは、特にコンクリート、塗料、またはゾ
ル－ゲルコーティングからなる組み立て式のファサードパネルで行なうべきである。
【０１３５】
　汚染度を減少させることが優先事項である、汚染された大規模な人口集中地域では、汚
染を軽減する建築材料が決定的に重要である。この目的のために本特許の目的とする添加
物を組み込むことができる建築材は多数存在する。添加物は、例えばファサードパネル、
敷石、または街路備品などのコンクリート製の組み立て物、開放気孔性を有する、瀝青を
含有する路面に塗布されたセメント層、コンクリート床などに組み込むことができる。
【０１３６】
　その上、本発明の光触媒添加物は殺生物剤としての効果も有しており、病院・保健所、
大型スーパーマーケット、ショッピングセンター、水泳プール・スポーツセンター、食品
・農業・牧畜産業などの、上記効果を有する上記種類の材料が注目され、付加価値を伴う
施設に用いてもよい。この添加物は、紫外線に曝されて光触媒効果を確実にしてあれば、
例えばコンクリート床、単層モルタル、ファサードパネルなどの上記施設の全ての建築材
に添加することができる。
【０１３７】
　セメント基盤、石灰基盤、または石膏基盤での上述の用途の全てにおいて、光触媒添加
物は、結合剤（セメント、石灰、または石膏）に対して、０．０５重量％～５重量％のＴ
ｉＯ２ナノ粒子が存在するように添加する。好ましくは、光触媒添加物は、結合剤に対し
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て０．５重量％～２重量％の割合でＴｉＯ２ナノ粒子を添加する。なお、担体（海泡石ま
たはアタパルジャイト）中の酸化チタン濃度は、５重量％～７５重量％、好ましくは１０
重量％～５０重量％の濃度に調節する。したがって、例えば海泡石に担持されたＴｉＯ２

を５０％用いて調製した添加物の場合は、上記混合物に（結合剤に対して重量基準で）添
加物を１％から４％添加することが好ましい。
【０１３８】
　ゾル－ゲルコーティングでの用途では、総組成物に対して０．１重量％～１５重量％の
割合で、好ましくは１％～６％の割合で、添加物を添加する。塗料の場合は、総質量に対
して０．１％～１０％の割合で、好ましくは０．５％～４％の割合で添加する。
【０１３９】
　本発明の目的とする添加物は、粉末として添加するか、工程に合った任意の比率で、本
発明の目的とする添加物を用いることが望ましい用途の溶媒（水、アルコールなど）に予
め分散させる。
【０１４０】
　明細書および特許請求の範囲を通して、「含む」という語およびその各種変化形は、他
の技術的な特徴、添加物、成分、または工程を除外することを意図するものではない。当
業者であれば、本発明の他の目的、利点、および特徴は、部分的に本明細書から、部分的
に本発明の実施から推測されるであろう。以下の図面および実施例は、例として記載され
ており、本発明を限定することを意図するものではない。
【０１４１】
　〔図面の簡単な説明〕
　図１．　ナノメーターサイズの酸化チタン粒子が、当該粒子の高い表面エネルギーによ
って凝集した様子の透過型電子顕微鏡像である。
【０１４２】
　図２．　ＴｉＯ２／海泡石の重量比を３５／６５とした、本発明に記載された方法を経
た後の、海泡石に均質に固定され且つ担持された酸化チタン粒子の透過型電子顕微鏡像で
ある。
【０１４３】
　図３．　ＴｉＯ２／海泡石の重量比を５０／５０とした、約２１ｎｍの酸化チタンナノ
粒子が担持され均質に分布した海泡石繊維の透過型電子顕微鏡像である。
【０１４４】
　図４．　ＥＤＸプローブを用いてチタンを分布させた（マッピング）、担持されていな
いＴｉＯ２ナノ粒子が添加されたモルタルを示す電子走査顕微鏡像である。ＴｉＯ２ナノ
粒子の分散は、大きく且つ密な凝集体の存在とともにモルタル中で観察することができる
。左：倍率１５００、右：倍率６０００。
【０１４５】
　図５．　５０重量％のＴｉＯ２ナノ粒子が海泡石に固定し担持された状態で、本発明に
記載された方法を経た後、生成物が添加されたモルタルを示す電子走査顕微鏡像である。
ＥＤＸプローブを用いてチタンを分布させた（マッピング）様子を示す。凝集体がほとん
どなく、それほど密でない状態で、モルタル中でＴｉＯ２ナノ粒子／海泡石が５０／５０
の比率で正しく分散している様子を観察することが可能である。
【０１４６】
　図６．　開発した材料の自己洗浄性を評価する実験装置を示す。評価方法は、白色セメ
ントを用いたモルタルからなる実際のファサードのシミュレーションから構成される。
【０１４７】
　図７．　水／セメントの割合の高いコンクリートの混合物を示し、そのエイブラムスコ
ーンは２２ｃｍの値を有し、凝離した外観を示している。
【０１４８】
　図８．　１．５％のＴｉＯ２／海泡石を５０／５０の比率で混合物に含ませた後の、図
７のコンクリートの混合物を示す；８ｃｍのエイブラムスコーンが凝離していない状態で
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観察される。
【０１４９】
　〔実施例〕
　（実施例１：海泡石でのＴｉＯ２ナノ粒子の分散）
　本実施例では、平均サイズが２１ｎｍの、アナターゼ相の市販の酸化チタンナノ粒子を
用いた。図１に、大きな凝集体の存在を示す、本実施例で用いられた市販のＴｉＯ２ナノ
粒子の透過型電子顕微鏡像を示す。
【０１５０】
　まず、９９．９％が４４μｍ未満で９５％が５μｍ未満である粒径を有し粒径、固体濃
度が６％（プレゲル１０００ｇに対して乾燥基材としての海泡石６０ｇ）の、微粒子化し
た海泡石の水性分散液を、コールズ型高剪断力撹拌機を用いて周速度１８ｍ／ｓで１０分
間混合して調製する。粘土の水性分散液の最初のｐＨは８．９であり、硫酸５０％を添加
することで酸性化させてｐＨを３とする。酸を添加した後、分散液をさらに１０分間撹拌
する。他方で、重量濃度を６％として市販の酸化チタンナノ粒子の水性分散液を、コール
ズ混合物とともに周速度１８ｍ／ｓで１０分間撹拌して調製する。ＴｉＯ２分散液を酸性
化した海泡石プレゲルに添加して、海泡石中でのＴｉＯ２の最終的な濃度を３５重量％と
する。分散液を、高剪断力撹拌機を用いて周速度１８ｍ／ｓで１０分間混合して、酸化チ
タンを海泡石の繊維に確実に固定させ、均質に分散させる。分散液を濾過して、ＴｉＯ２

を付加した海泡石を１００℃で乾燥させて、最終的な湿度を１０％とする。
【０１５１】
　この結果、添付の透過型電子顕微鏡像（図２）で観察されるように、単分散したナノ粒
子が、海泡石繊維全体にわたって担持された状態で得られる。
【０１５２】
　（実施例２：海泡石に担持されたＴｉＯ２製品の光触媒効果）
　特許ＥＰ０１７０２９９号に開示された方法によって得られる、商品名ＰＡＮＧＥＬの
レオロジー等級の海泡石を６％含有する水性分散液を、１，０００ｒｐｍで回転する機械
式ブレード撹拌機を１０分間使用して調製する。その後、硫酸５０％を添加することで酸
性化させてｐＨを３とする。このように分散液を調整した後、さらに１０分間撹拌して海
泡石の表面を活性化させる。実施例１に示したように予め調製した市販のＴｉＯ２ナノ粒
子を６％含有する水性分散液を分散液に添加して、ＴｉＯ２／海泡石の最終的な割合を５
０／５０とする。得られた懸濁液を、直径１．６～２．４ｍｍのジルコンボールを備えた
Ｇｒｉｎｄｏｍｉｘ型ボールミルで勢いよく１０分間混合することで、海泡石のクラスタ
ーを完全に除細動して、海泡石の露出した表面の酸中心に固定したＴｉＯ２ナノ粒子を全
体的に分散させるのに十分な剪断力を得る。次に、生成物を濾過し、１０５℃で乾燥させ
て、最終的な湿度を１０％とした。
【０１５３】
　透過型電子顕微鏡像（図３）で観察されるように、高剪断力で混合するとともに海泡石
の酸活性化の過程を経ることで、酸化チタン濃度が海泡石に対して５０重量％であっても
、海泡石繊維全体にわたって均質に分布するナノ粒子を得ることが可能になる。
【０１５４】
　海泡石に担持されたＴｉＯ２粒子を均質に分散させることで得られる光触媒活性に対す
る効果を測定するために、２つの平板を同じ条件で圧縮して、表面粗さ、厚さ、およびＴ
ｉＯ２濃度を同じにした。上記平板の一方は、アナターゼ相の市販の酸化チタンであり、
他方は本実施例に示されるようにして得られた、海泡石に担持された同じ酸化物であった
。上記平板のどちらも、ＫＢｒを用いて粉末を圧縮した。得られた上記平板を、着色剤と
して用いられるローダミンＢ溶液に均質に含浸させ、ＵＶＡ－３４０光ランプを用いて紫
外線に異なる時間（０分間、３０分間、１時間、３時間、および６時間）露出する。海泡
石に単分散したＴｉＯ２ナノ粒子の接触面が増加した結果、着色剤がより速く分解される
のが観察された。
【０１５５】
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　（実施例３：ＴｉＯ２を付加した海泡石生成物のモルタル母材中での分散）
　本実施例では、実施例２に従って得られた、５０％ＴｉＯ２ナノ粒子を付加した海泡石
生成物（海泡石／ＴｉＯ２：５０／５０）のモルタル中での分散を、担持されていないＴ
ｉＯ２ナノ粒子の分散と比較する。
【０１５６】
　上記光触媒添加物、すなわち市販の担持されていないＴｉＯ２ナノ粒子と海泡石／Ｔｉ
Ｏ２：５０／５０添加物との両方をモルタルに添加する方法は、まず光触媒添加物を機械
撹拌機によって水に分散させる工程を含んでいた。この工程では、回転子－固定子モジュ
ールを備え、４，０００ｒｐｍで回転する軸を備えるフットシェーカーを１５分間用いた
。光触媒添加物が水に分散されると、セメントを含んだ混合物と砂とを従来のモルタル撹
拌機で混合する。
【０１５７】
　上記異なる光触媒添加物のモルタル中での分散を、電子走査顕微鏡のＥＤＸによってチ
タンの分布を調べること（マッピング）で分析した。図４および図５に、分析の結果を示
す。市販の担持されていないＴｉＯ２ナノ粒子の場合は、大きく密なナノ粒子の凝集体が
形成されるのが見られる。これに対して、海泡石／ＴｉＯ２：５０／５０生成物の場合は
、分散はより均質であり、凝集体はいくつか存在するが、上記凝集体と比較して密度はは
るかに低い。
【０１５８】
　より良く分散されると、光触媒効力がより大きくなる結果となる。これは、以下の実施
例で立証できる。
【０１５９】
　（実施例４：白色セメントを用いた実際のモルタルファサードのシミュレーション。モ
ルタルの自己洗浄特性における光触媒添加物の影響。定性的調査）
　実際のファサードで模擬実験をして、通常の大気条件で自己洗浄効果を視覚的に評価す
る定性的な方法が開発された。この方法は、規格ＡＳＴＭ Ｇ７－９７に基づくものであ
る。
【０１６０】
　上記方法は以下から構成される。すなわち、適切と考えられる用量のモルタル標本（光
触媒添加物を含む標本および光触媒添加物を含まない標本）を調製する。標本を調製後、
表面の一部を模擬実験用の汚物である有機汚染物質（ローダミン）に含浸し、他の部分を
含浸せずに残す。上記方法の目的は、上記有機汚染物質がどのように分解されるかを調べ
て、含浸しなかった部分が環境的な汚物によって時間とともにどのように汚れるかを視覚
的に分析することである。このように調製した標本を水平に対して４５°の角度で屋根の
上に置く。一定時間経過後、自己洗浄性を視覚的に分析する（図６）。
【０１６１】
　分析した標本の寸法は１０×４０×２ｃｍである。ＢＬ Ａ－Ｌ ４２．５白色セメント
と、実施例２に記載されているように調製した、ＴｉＯ２ナノ粒子を付加した異なる海泡
石生成物とを、異なる割合で添加して標本を調製した。さらに、他の種類の添加物を添加
した：１）上記真新しいモルタルの加工性を向上させる高流動化剤と、２）上記標本の白
色度を増強する増白剤、である。マイクロメーターサイズのチタンを増白剤として選択し
た；しかしながら、ＴｉＯ２ではあったが、そのサイズに起因して光触媒効果は最小であ
る。比較のために、特許ＷＯ２００５０３５１２４号に記載された方法に従ってナノ粒子
を粘土繊維中で合成した海泡石を用いた。調製した量を以下の表に列挙する。
【０１６２】
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【表１】

　上記方法は定性的であり、その場であるいはカラー写真によってのみ正しく判断し得る
ため、定性的な尺度を確定することが必要である。当該尺度は、以下のとおりである。
１－強いピンクの着色。
２－中程度のピンク色調。
３－軽いピンク色調。
４－ほんのわずかなピンク着色が観察される。
５－着色は全く観察されない。
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【０１６３】
　以下の表に、上記確定した尺度に従って得られた漂白／自己洗浄性の結果を示す。
【０１６４】
【表２】

　上記結果を分析すると、以下の結論が得られる。
・全ての場合において、海泡石系の光触媒添加物は、光触媒添加物を含んでいない試料と
比較して、自己洗浄が速い。
・光触媒添加物の割合が大きいほど、自己洗浄が速い。
・ＴｉＯ２を３３％含んでいる海泡石から構成される添加物では、ＴｉＯ２を５０％含ん
でいる海泡石よりも、自己洗浄が速い。
・特許ＷＯ２００５０３５１２４号に従って海泡石上で直接的合成されるＴｉＯ２ナノ粒
子を３３％含んでいる海泡石から構成される生成物は、同じＴｉＯ２ナノ粒子含有量で且
つ本発明に記載された方法に従って得られる光触媒添加物Ｇを用いて得られる生成物と比
較して、自己洗浄活性が顕著に大きい。これらの結果によって、上記特許で提案される添
加物の作用機序が確認される。海泡石中で合成されたＴｉＯ２ナノ粒子を含有する試料は
、レオロジー特性を有しておらず、有機汚染物質の分解反応を増強する作用をする粘土構
造に吸収された水分も含んでいないからである。これは、ＴｉＯ２ナノ粒子が、特許出願
ＷＯ２００５０３５１２４号に開示されているように高温（７００℃）で粘土を熱的処理
して得られるからである。その上、表面でＴｉＯ２が合成された海泡石は、増白剤を添加
しても、モルタルを顕著に黄色化する。
・同じＴｉＯ２含有量で、市販の担持されていないＴｉＯ２ナノ粒子を有する生成物Ｊで
は、本発明で開示されている方法を経て海泡石に固定され担持されたＴｉＯ２を有する生
成物ＧおよびＨを用いて得られる生成物と比較して、自己洗浄活性が顕著に低い。これは
、担持されていないＴｉＯ２ナノ粒子の場合の方が、モルタル中での分散がはるかに不均
質であるという事実に起因する。
・マイクロメーターサイズのＴｉＯ２を添加することによって、試料中で観察される漂白
効果が得られる。しかしながら、海泡石に担持されたナノメーターサイズのＴｉＯ２の場
合は、増白剤として用いられるマイクロメーターサイズのＴｉＯ２を添加しても、自己洗
浄効果が著しく改善されることはない。実際、試料が海泡石を含んでいない場合は、マイ
クロメーターサイズのＴｉＯ２の効果は自己洗浄活性についてのみ観察される。
・セメントに海泡石系の光触媒添加物を添加することに起因して、光触媒特性に干渉しな
い配合で高流動化剤を用いることが必要である。
【０１６５】
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　（実施例５：紫外光を用いた促進調査。モルタルの自己洗浄特性における光触媒添加物
の影響。分析ソフトウェアを用いた半定量調査）
　光触媒材料の自己洗浄活性を、以下に詳細を示す試験によって定量化した。この試験は
、有機着色剤溶液（具体的にはメチレンブルー）の最初の調製に基づいている。調べる表
面にメチレンブルーを塗布する。次に、調製した試料に紫外光を照射（５００Ｗ紫外光電
球）し、上記表面が最初に得た青色の表面を喪失し最初の外観を回復する様子を調べる。
写真を種々の時点で撮影し、これらの写真から、発生する光触媒現象に関連する表面の自
己洗浄能を算出する。試験する材料を種々の時点で撮影した画像を分析するソフトウェア
によって定量化を行い、これにより紫外光に露出した後の漂白の割合を算出する。上記ソ
フトウェアは、メチレンブルーによって染色されることなく基準モルタルが同じ色合いに
到達した場合、１００％漂白と定量化し、メチレンブルーによって直近で染色された基準
標本を０％と定量化する。
【０１６６】
　この方法によって試験された試料は以下のとおりである。
【０１６７】
【表３】

　海泡石系の光触媒添加物を含んでいる材料および添加物を含んでいない従来のモルタル
から得られた結果を、下記に詳しく示す。
・材料１「添加物を含んでいない従来のモルタル」では、２４０分間の照射の後、８％漂
白される。
・材料２「海泡石系の自己洗浄性添加物を含んでいるモルタル」では、２４０分間後、２
１％漂白される。
【０１６８】
　添加物を含んでいない試料において検出された８％の漂白は、ＵＶ照射からのメチレン
ブルーによって経た分解に起因し、この効果は光触媒活性とは無関係である。したがって
、並行して実施した両試験の間の差異は、海泡石系の添加物を用いて発生させた材料の自
己洗浄性の光触媒能に起因するものであり、この光触媒能の値は試験条件では１３％であ
る。
【０１６９】
　（実施例６：ＮＯｘ汚染軽減試験。定量的）
　本実施例で用いた方法は基本的に、既知の量のＮＯｘを含んでいる空気流を、光触媒添
加物を含んでいるモルタル標本を収容している気密性チャンバ内を通過させることから構
成される。上記方法では、紫外線を照射する場合としない場合とにおけるＮＯｘの濃度の
発展を分析して、チャンバ中に導入された標本の光触媒効力を測定する。
【０１７０】
　加熱した酸化窒素分析器を用いて、基準方法ＣＬＤ－７００－ＡＬ－ＮＯ／ＮＯｘ、商
標ＥＣＯ ＰＨＹＳＩＣＳによって酸化窒素の濃度を測定した。上記方法は、化学発光測
定の原理を利用するものであった。試験を異なる４つの空気の相対湿度で実施して、標本
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の挙動を調べる。これは、空気の相対湿度が、標本の性質によって様々に上記方法に影響
する要因だからである。さらに、標本を蒸留水で洗浄し、浸出液における硝酸塩および亜
硝酸塩の濃度を分析した。分析に用いた方法は、ケミカルサプレッションとともにイオン
クロマトグラフィを利用する規格ＵＮＥ－ＥＮ－ＩＳＯ １０３０４－１に記載されてい
る。
【０１７１】
　以下の式を用いて、ＮＯｘ除去性能およびＮＯのＮＯ２への酸化を算出した。
【０１７２】
【数１】

　上記式中の添え字「ｉｎ」と「ｏｕｔ」とはそれぞれ、投入される（ｉｎ）流れと排出
される（ｏｕｔ）流れとにおける濃度を表す。
【０１７３】
　試験したモルタルを以下の表に記載する。
【０１７４】

【表４】

　本発明に開示されている方法によって得られる、ＴｉＯ２を５０％含んでいる光触媒添
加物である海泡石／ＴｉＯ２の活性を、市販の光触媒モルタルであるＴＸ Ａｒｉａと比
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較した。
【０１７５】
　上記試験で得られた、異なる相対湿度におけるＮＯｘ汚染軽減結果を以下の表に示す。
【０１７６】
【表５】

　得られた結果から、以下のように立証できる。
・本発明に従って得られた、海泡石系の光触媒添加物を用いて調製したモルタルと市販の
モルタル（ＴＸ Ａｒｉａ）との両方が、白色モルタルよりも、ＮＯｘ汚染軽減能がはる
かに大きい。
・モルタルに１．５％の割合で海泡石／ＴｉＯ２：５０／５０が添加された試料は、より
大きい割合のＴｉＯ２を含有するＴＸ Ａｒｉａセメントを用いて調製した試料と同様の
活性を有する。
・白色モルタルでは、酸化したＮＯｘの割合が除去されたＮＯｘよりもはるかに大きい。
海泡石系の添加物およびＴＸ Ａｒｉａに含まれる他の２つの試料では、除去されたＮＯ
ｘの量が酸化したＮＯｘよりもはるかに大きい。
・ＮＯｘ除去の光触媒活性は、試験を実施する湿度が増加するに従って減少する。
【０１７７】
　（実施例７：酸活性化せずに海泡石上に担持されたＴｉＯ２生成物）
　ＴｉＯ２が担持された海泡石生成物の光触媒活性に対する疑似層状フィロケイ酸塩の酸
活性化の効果を測定するために、実施例２に記載された生成物と同様に生成物を調製した
が、海泡石の酸活性化段階は省略した。
【０１７８】
　特許ＥＰ０１７０２９９号に開示された方法によって得られる、商品名ＰＡＮＧＥＬの
レオロジー等級の海泡石を６％含有する水性分散液を、１，２００ｒｐｍで回転する機械
式ブレード撹拌機を１０分間使用して調製した。酸性化段階を省略し、実施例１に示すよ
うにして予め調製した市販のＴｉＯ２ナノ粒子を６％含有する水性分散液を上記分散液に
添加して、ＴｉＯ２／海泡石の最終的な割合を５０／５０とした。得られた懸濁液を、直
径１．６～２．４ｍｍのジルコンボールを備えたＧｒｉｎｄｏｍｉｘ型ボールミルで勢い
よく１０分間混合することで、海泡石のクラスターを完全に除細動して、海泡石の露出し
た表面の酸中心に固定したＴｉＯ２ナノ粒子を全体的に分散させるのに十分な剪断力を得
た。次に、上記生成物を濾過し、１０５℃で乾燥させて、最終的な湿度を１０％とした。
【０１７９】
　上記の同じ方法を経て他の生成物をさらに調製したが、海泡石／ＴｉＯ２の割合を６７
／３３（ＴｉＯ２が３３重量％）とした。
【０１８０】
　これらの生成物を実施例８で光触媒添加物として用いた。
【０１８１】
　（実施例８：トルエン汚染軽減の定量的試験）
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　この分析に用いた方法は、調製したモルタルに対して紫外線を照射して（５ｍＷ／ｃｍ
２）、濃度既知のトルエンを含んでいる空気流にモルタルを晒す工程から基本的に構成さ
れる。異なる時間（０時間、２．５時間、５時間、および２１時間）で空気流の試料を採
取し、トルエン濃度をクロマトグラフィで分析して、トルエンの連続的な除去を測定した
。トルエン濃度を測定するために用いた機器は、質量検出器を備えたガスクロマトグラフ
（ＧＣ－ＭＳ）である。
【０１８２】
　上記試験を実施するために用いた実験装置は基本的に、紫外線を導入するためのパイレ
ックス（登録商標）ガラス窓を備えた容量が６リットルのチャンバから構成される。この
チャンバに、加圧した空気およびトルエンを装填する。上記実験装置は、全体的な再循環
ために管およびポンプを有する。再循環の能力は３０Ｌ／分である。
【０１８３】
　トルエン除去性能を算出するために、以下の式を用いた。
【０１８４】

【数２】

　上記式中の添え字「０」と「ｔ」とはそれぞれ、時間０と時間ｔとにおける空気流のト
ルエン濃度を表す。
【０１８５】
　試験したモルタルを、以下の表に記載する。
【０１８６】
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【表６】

　試験から２１時間後に得られるトルエン汚染軽減の結果を以下の表に示す。
【０１８７】
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【表７】

　得られた結果から、以下のように結論付けることができる。
・光触媒添加物を含有する試料は全て、添加物を含んでいないモルタルと比較してトルエ
ン汚染軽減能がはるかに大きい。
・海泡石に担持されたＴｉＯ２系の添加物を含有するモルタルの試料は、同じＴｉＯ２含
有量でモルタル母材中に直接的に分散するナノメーターサイズのＴｉＯ２を含んでいる市
販のモルタルと比較して、活性が高い。
・海泡石系の添加物を含んでいるモルタルの試料は、トルエン汚染軽減能がＴＸ Ａｒｉ
ａセメントを用いて作られたモルタルと同様であるが、活性／ＴｉＯ２の割合は、海泡石
系の添加物の場合の方がより高く、海泡石に担持されたＴｉＯ２の方がより大きい効力を
示す。
・担持されたＴｉＯ２を３３％有する海泡石生成物は、（同じＴｉＯ２含有量で）担持さ
れたＴｉＯ２を５０％有する海泡石生成物と比較して、活性がわずかに低い。
・酸活性化処理によって得られた、表面に酸中心およびシラノール基をより多く生じさせ
るために処理した海泡石系の生成物は、酸によって活性化していない海泡石系の生成物と
比較して、活性が著しく大きい。
【０１８８】
　（実施例９：ゾル－ゲルコーティング）
　光化学触媒作用は表面の現象であるので、コーティングを介してモルタルまたは他の材
料の表面に海泡石に担持されたＴｉＯ２ナノ粒子を取り込む可能性もある。
【０１８９】
　本実施例で用いたコーティングは反応前駆物質としてシリコンアルコキシドを用いるゾ
ル－ゲル技術に基づくものである。これらの前駆物質は、アルコールに溶解すると、水中
で加水分解してそれぞれのシランを形成し、後に縮合反応を起こす。
【０１９０】
　よって、異なる割合の海泡石系の光触媒添加物のコーティングを、白色セメント（海泡
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石／ＴｉＯ２）を含んでいる従来のモルタルに塗布し、有機汚染物質（ローダミン）を用
いて汚してからそれぞれの自己洗浄性を評価した。この染色は、制御された方法で標本の
表面に堆積する汚物をシミュレートするものである。自己洗浄の光触媒活性を本特許の実
施例４に記載された方法に従って、規格ＡＳＴＭ Ｇ７－９７に基づいて測定した。日射
に対して露出することで時間経過とともに染色が消失して、上記材料は最初の外観を回復
した。
【０１９１】
　上記試験から得られた結果は、以下の表に含まれている。
【０１９２】
　ゾル－ゲルコーティングを有する白色モルタルの様々な試料の自己洗浄性の結果。
【０１９３】
【表８】

　上記結果から、以下のように結論付けることができる。
・ＴｉＯ２が担持された海泡石系の光触媒添加物を含有するゾル－ゲル溶液によって被覆
されたモルタルの全てにおいて、光触媒添加物を含んでいないゾル－ゲルによって被覆さ
れたモルタルと比較して、自己洗浄性が高い。
・ゾル－ゲル溶液における、ＴｉＯ２を有する海泡石の量が多いほど、ゾル－ゲルコーテ
ィングで被覆されたモルタル中の有機着色剤の分解が早く発生する。
【０１９４】
　（実施例１０：コンクリートのレオロジー改変）
　上述したように、本発明の光触媒添加物は、汚染軽減特性および自己洗浄特性を有する
だけでなく、コンクリートの粘性を調製する特質を有する。
【０１９５】
　本実施例では、担持されたＴｉＯ２を有する海泡石系の光触媒添加物のレオロジー効果
を示す。
【０１９６】
　２つのコンクリートを調製し、一方には光触媒添加物を加え、他方には添加物を加えな
かった。コンクリートの凝離を回避するために、レオロジー添加物としての光触媒添加物
の効力を評価できるように、凝集体が凝離するように用量を設計した。上記２つの調製さ
れた配合物を以下の表に示す。
【０１９７】
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【表９】

　図７および図８に、コンクリートのレオロジー中に上記添加物を添加した結果を示す。
上記図においてはっきりと観察できるように、海泡石系の添加物が添加されない場合、凝
離が発生し、得られるエイブラムスコーンは２２ｃｍである。上記添加物（海泡石／Ｔｉ
Ｏ２）を用いる場合は、コンクリートの外観が非常に良く、また凝離もなく８ｃｍのコー
ンが得られることが立証できる。このようなコーンであれば、処理しやすく使用可能であ
る。
【０１９８】
　本発明の目的とする上記添加物は、光触媒特性を与えるだけではなく、コンクリート用
のレオロジー改変剤としても作用すると結論付けられる。
【０１９９】
　さらに、以下の表に見られるように、コンクリートの機械的特性は、担持されたＴｉＯ

２を有する海泡石系の光触媒添加物の添加によって害されることはない。
【０２００】



(39) JP 5973569 B2 2016.8.23

10

20

30

【表１０】

　本実施例は、担持されたＴｉＯ２を有する海泡石系の添加物の、光触媒添加物としての
、およびコンクリート中のレオロジー改変剤としての、２つの有用性を示す。
【図面の簡単な説明】
【０２０１】
【図１】ナノメーターサイズの酸化チタン粒子が、当該粒子の高い表面エネルギーによっ
て凝集した様子の透過型電子顕微鏡像である。
【図２】ＴｉＯ２／海泡石の重量比を３５／６５とした、本発明に記載された方法を経た
後の、海泡石に均質に固定され且つ担持された酸化チタン粒子の透過型電子顕微鏡像であ
る。
【図３】ＴｉＯ２／海泡石の重量比を５０／５０とした、約２１ｎｍの酸化チタンナノ粒
子が担持され均質に分布した海泡石繊維の透過型電子顕微鏡像である。
【図４】ＥＤＸプローブを用いてチタンを分布させた（マッピング）、担持されていない
ＴｉＯ２ナノ粒子が添加されたモルタルを示す電子走査顕微鏡像である。ＴｉＯ２ナノ粒
子の分散は、大きく且つ密な凝集体の存在とともにモルタル中で観察することができる。
左：倍率１５００、右：倍率６０００。
【図５】５０重量％のＴｉＯ２ナノ粒子が海泡石に固定し担持された状態で、本発明に記
載された方法を経た後、生成物が添加されたモルタルを示す電子走査顕微鏡像である。Ｅ
ＤＸプローブを用いてチタンを分布させた（マッピング）様子を示す。凝集体がほとんど
なく、それほど密でない状態で、モルタル中でＴｉＯ２ナノ粒子／海泡石が５０／５０の
比率で正しく分散している様子を観察することが可能である。
【図６】開発した材料の自己洗浄性を評価する実験装置を示す。評価方法は、白色セメン
トを用いたモルタルからなる実際のファサードのシミュレーションから構成される。
【図７】水／セメントの割合の高いコンクリートの混合物を示し、そのエイブラムスコー
ンは２２ｃｍの値を有し、凝離した外観を示している。
【図８】１．５％のＴｉＯ２／海泡石を５０／５０の比率で混合物に含ませた後の、図７
のコンクリートの混合物を示す；８ｃｍのエイブラムスコーンが凝離していない状態で観
察される。
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