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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の表面に、無機系撥水性塗膜が形成され、該無機系撥水性塗膜の上に、アモルファ
ス型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱することにより得られるアナターゼ型酸化チ
タンゾルを用いた光触媒層が設けられていることを特徴とする撥水性基体。
【請求項２】
　該無機系撥水性塗膜がアルカリ金属シリカ化合物又はこのアルカリ金属シリカ化合物を
含有するアモルファス型過酸化チタンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモ
ルファス型チタン水酸化物を用いた塗膜であることを特徴とする請求項１記載の撥水性基
体。
【請求項３】
　基材の表面に、撥水性塗膜が形成され、該撥水性塗膜の上に、アモルファス型過酸化チ
タンゾル又はアモルファス型酸化チタンゾルを用いたコーティング層が設けられ、該コー
ティング層の上に、アモルファス型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱することによ
り得られるアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた光触媒層が設けられていることを特徴と
する撥水性基体。
【請求項４】
　基材の表面に、撥水性塗膜が形成され、該撥水性塗膜の上に、アルカリ金属シリカ化合
物又はこのアルカリ金属シリカ化合物を含有するアモルファス型過酸化チタンゾル、アモ
ルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルファス型チタン水酸化物を用いたコーティング
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層が設けられ、該コーティング層の上に、アモルファス型過酸化チタンゾルを１００℃以
上で加熱することにより得られるアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた光触媒層が設けら
れていることを特徴とする撥水性基体。
【請求項５】
 基材の表面に、アモルファス型過酸化チタンゾル又はアモルファス型酸化チタンゾルを
用いたコーティング層が設けられ、該コーティング層の上に、アモルファス型過酸化チタ
ンゾルを１００℃以上で加熱することにより得られるアナターゼ型酸化チタンゾルと撥水
剤とを用いた光触媒層が設けられている撥水性基体であって、該撥水剤が、アルカリ金属
シリカ化合物又はこのアルカリ金属シリカ化合物を含有するアモルファス型過酸化チタン
ゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルファス型チタン水酸化物であること
を特徴とする撥水性基体。
【請求項６】
　基材の表面に、アルカリ金属シリカ化合物と、アモルファス型過酸化チタンゾル又はア
モルファス型酸化チタンゾルと、アモルファス型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱
することにより得られるアナターゼ型酸化チタンゾルとを用いた光触媒層が設けられてい
ることを特徴とする撥水性基体。
【請求項７】
　その表面における水の接触角が８０°以上で、かつ臨界表面張力が７０dyne／cm以下で
あることを特徴とする請求項１～６のいずれか記載の撥水性基体。
【請求項８】
　基材が、無機質で細孔をもつ基材であることを特徴とする請求項１～７のいずれか記載
の撥水性基体。
【請求項９】
　無機質で細孔をもつ基材が、セメント若しくはコンクリート基材、又は多孔質岩石系基
材であることを特徴とする請求項８記載の撥水性基体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セメント成形品、石タイル、金属タイル等の建材、コンクリート等の土木・建
築物、砂岩等石材の建材・モニュメント、メガネ、光学レンズ等のガラス製品、合成樹脂
板、プラスチックシート、繊維等の合成樹脂製品などの基材表面に撥水性処理が施され、
その表面が撥水作用及び光触媒作用を有する防汚かつ防露機能を備えた撥水性基体に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、撥水作用を有する撥水性基体としては次のものが知られている。例えば、特開平７
－２９１６６７号公報には、光学特性を損なうことなく、透明で撥水性を有しかつ紫外線
や赤外線を吸収遮蔽、特に４００ｎｍ付近の波長の紫外線を充分に遮蔽することができ、
密着性、耐薬品性、耐擦傷性等耐久性に優れた撥水性紫外線赤外線吸収ガラスを得るため
に、ガラス基板等の透明基材の片面に、ケイ素イソシアネート化合物とフルオロアルキル
シラン化合物とを含有する撥水性薄膜を形成し、該基板のもう一方の表面に、蛍光増白剤
、紫外線吸収剤及び赤外線吸収剤を溶解添加してなる合成樹脂系プライマーコーティング
溶液を塗布して加熱硬化し形成した紫外線・赤外線吸収性薄膜と、該紫外線・赤外線吸収
性薄膜上にシロキサンプレポリマーが有機溶剤に溶解されてなるシリコーン系ハードコー
ティング溶液を塗布して加熱硬化し被覆形成した保護薄膜とを備えてなる撥水性紫外線・
赤外線吸収ガラスが記載されている。
【０００３】
特開平８－１４３３３２号公報には、反射防止膜付きの光学素子のような被処理基材表面
が汚染されることを長期間防止でき、常に良好な表面を確保することができる強固な撥水
性薄膜を形成するために、撥水性薄膜の形成前に基材の表面をイオンビーム法、プラズマ
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法、またはボンバード法等により活性化処理し、この活性化処理された表面に、ＰＶＤ法
によって撥水性のあるパーフルオロ基を含む有機珪素化合物の薄膜を形成する方法が開示
されている。
【０００４】
特開平８－１２９２２号公報には、建築物の窓枠の下などの雨水が集まって流れる部分に
発生しやすいすじ状の汚れの発生を防止するために、テトラアルコキシシランまたはその
多量体を加水分解させたシラノール基を有するシラン化合物を０．０１～５０％含む表面
処理剤を用い、屋外物品の疎水性合成樹脂塗膜表面をこの表面処理剤で処理して薄膜を形
成することが記載されている。
【０００５】
また従来、その表面に撥水機能と光触媒機能を併せもつ撥水性部材も知られている。例え
ば、特開平９－２２８０７３号公報には、表面に撥水性塗膜が形成された撥水性部材にお
いて、前記撥水性塗膜の下地層として光触媒粒子及び電子捕捉性金属を含む層が形成され
ている撥水性部材が記載されている。
【０００６】
他方、光触媒能を有さないアモルファス型過酸化チタンゾル及びアモルファス型酸化チタ
ンゾルや、これらゾルを１００℃以上で加熱することにより得られる酸化チタンゾルも知
られている。例えば、特開平９－７１４１８号公報には、アモルファス型過酸化チタンゾ
ルから形成されるチタニア膜が記載され、また本発明者らによる、特開平９－２６２４８
１号公報には、光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造方法であって、光触媒能
を有する酸化チタンゾルと光触媒能のないアモルファス型過酸化チタンゾルとを用いる光
触媒体の製造方法が、特開平１０－５３４３７号公報には、基板にアモルファス型過酸化
チタン層を固定する方法がそれぞれ記載されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、その表面に撥水機能と光触媒機能を併せもつ撥水性部材は知られているが
、特開平９－２２８０７３号公報記載の撥水性部材では、表面に撥水層、下地層として光
触媒粒子及び電子捕捉性金属を含む光触媒機能層が設けられていることから、光触媒機能
の面において充分なものとはいえなかった。また、コンクリートや岩石等の多孔質で吸水
性を有する基材の場合、雨水等の浸入によりその表面に油分等の汚れや藻の発生等の経年
変化による基材の劣化及び化粧性の低下が生じるなどの問題があった。
【０００８】
本発明の課題は、その表面に優れた撥水機能と優れた光触媒機能を併せもち、防汚作用と
防露作用を共に有するばかりでなく、撥水性塗膜が有機高分子樹脂製であっても光触媒層
によって劣化作用を受けることがない表面撥水性基体を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、鋭意研究したところ、撥水性処理が施された基材の表面に、特
定の光触媒、すなわち光触媒能を有さないアモルファス型過酸化チタンゾルを１００℃以
上で加熱することにより得られる光触媒能を有するアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた
光触媒層を設けた撥水性基体が、優れた光触媒性能を有するのみならず、優れた撥水性能
を有することを見い出し本発明を完成するに至った。
【００１０】
また、有機高分子樹脂製等の光触媒によって劣化を受ける撥水性塗膜が形成された基材の
表面に、アルカリ金属シリカ化合物及び／又はアモルファス型過酸化チタンゾルもしくは
アモルファス型酸化チタンゾルを用いたコーティング層を設け、さらにその上に、アモル
ファス型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱することにより得られるアナターゼ型酸
化チタンゾルを用いた光触媒層を設けた撥水性基体が、優れた光触媒能を有するばかりで
なく、有機高分子樹脂製の撥水性塗膜が光触媒コーティング層によって劣化作用を受けず
、長期間にわたって優れた撥水性能を持続しうることを見い出し本発明を完成するに至っ
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た。
【００１１】
すなわち本発明は、基材の表面に、アルカリ金属シリカ化合物又はこのアルカリ金属シリ
カ化合物を含有するアモルファス型過酸化チタンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルも
しくはアモルファス型チタン水酸化物を用いた塗膜等の撥水性塗膜が形成され、該撥水性
塗膜の上に、アモルファス型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱することにより得ら
れるアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた光触媒層が設けられていることを特徴とする撥
水性基体に関する。
【００１２】
また本発明は、基材の表面に、撥水性塗膜が形成され、該撥水性塗膜の上に、アモルファ
ス型過酸化チタンゾル又はアモルファス型酸化チタンゾルを用いたコーティング層が設け
られ、該コーティング層の上に、アモルファス型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱
することにより得られるアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた光触媒層が設けられている
ことを特徴とする撥水性基体に関する。
【００１３】
また本発明は、基材の表面に、撥水性塗膜が形成され、該撥水性塗膜の上に、アルカリ金
属シリカ化合物又はこのアルカリ金属シリカ化合物を含有するアモルファス型過酸化チタ
ンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルファス型チタン水酸化物を用いた
コーティング層が設けられ、該コーティング層の上に、アモルファス型過酸化チタンゾル
を１００℃以上で加熱することにより得られるアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた光触
媒層が設けられていることを特徴とする撥水性基体に関する。
【００１４】
また本発明は、基材の表面に、アモルファス型過酸化チタンゾル又はアモルファス型酸化
チタンゾルを用いたコーティング層が設けられ、該コーティング層の上に、アモルファス
型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱することにより得られるアナターゼ型酸化チタ
ンゾルと、アルカリ金属シリカ化合物又はこのアルカリ金属シリカ化合物を含有するアモ
ルファス型過酸化チタンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルファス型チ
タン水酸化物等からなる撥水剤とを用いた光触媒層が設けられていることを特徴とする撥
水性基体に関する。
【００１５】
また本発明は、基材の表面に、アルカリ金属シリカ化合物と、アモルファス型過酸化チタ
ンゾル又はアモルファス型酸化チタンゾルと、アモルファス型過酸化チタンゾルを１００
℃以上で加熱することにより得られるアナターゼ型酸化チタンゾルとを用いた光触媒層が
設けられていることを特徴とする撥水性基体に関する。
【００１６】
さらに本発明は、その表面における水の接触角が８０°以上でかつ表面張力が７０dyne／
cm以下であることを特徴とする上記撥水性基体や、基材が無機質で細孔をもつ基材、特に
セメント若しくはコンクリート基材、又は砂岩等の多孔質岩石系基材であることを特徴と
する上記撥水性基体に関する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明の表面撥水性基体において使用される基材としては、セメント成形品、金属タイル
等の建材、コンクリート等の土木・建築物、メガネ、光学レンズ等のガラス製品、合成樹
脂板、プラスチックシート、繊維等の合成樹脂製品などを例示することができ、その材質
としては、セメント、砂岩等の多孔質岩石、セラミックス、ガラスなどの無機材、有機高
分子樹脂、ゴム、木、紙などの有機材、並びにアルミニウム、鋼などの金属材等その種類
に制限なく用いることができる。また、基材の大きさや形には特に制限されず、ブロック
状、板状、針状、ハニカム状、ファイバー状、濾過シート状、ビーズ状、発泡状やそれら
が集積したものでもよい。
【００１８】
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そして、これら基材の中でも、無機質で細孔をもつ基材、例えばセメント、コンクリート
、ＧＲＣ（セメント中空押出成形材）、モルタル、瓦、レンガ、砂岩等の多孔質岩石等を
基材とし、アルカリ金属シリカ化合物又はこのアルカリ金属シリカ化合物を含有するアモ
ルファス型過酸化チタンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルファス型チ
タン水酸化物を撥水剤として用いた本発明の撥水性基体は、優れた撥水性能と優れた光触
媒能に加えて、基材表面に耐久性に優れた強固な吸水防止層が形成される結果、塩害、凍
害、中性化等による劣化防止や藻の発生防止に優れた効果を示す。
【００１９】
また、基材がプラスチック板等の有機高分子樹脂材などからなり、光触媒層によって劣化
を受ける可能性のあるときは、光触媒層と有機高分子樹脂系基材との間に、アルカリ金属
シリカ化合物溶液を用いたコーティング層、このアルカリ金属シリカ化合物を含有するア
モルファス型過酸化チタンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルファス型
チタン水酸化物を用いたコーティング層、又はアモルファス型過酸化チタンゾルもしくは
アモルファス型酸化チタンゾルを用いたコーティング層を中間層として介在させることに
より、あるいは、光触媒層として、アルカリ金属シリカ化合物と、アモルファス型過酸化
チタンゾル又はアモルファス型酸化チタンゾルと、アナターゼ型酸化チタンゾルとを含む
光触媒層を設けることによって、該有機高分子樹脂基材の光触媒による劣化を防止するこ
とができる。このように、本発明によると、従来の撥水性基体に比べて有機高分子樹脂系
基材の使用が制限されるということがない。
【００２０】
本発明における撥水性塗膜には、撥水剤を用いて基材表面に形成するコーティング層の他
に、基材表面自体が撥水性を有するものや、基材表面に撥水剤が含浸したものや、基材表
面における化学反応により撥水性を示すものも便宜上含まれる。そして、撥水性塗膜の形
成に用いられる撥水剤としては、特開平７－２９１６６７号公報、特開平８－１４３３３
２号公報、特開平８－１２９２２号公報、特開平９－２２８０７３号公報等に記載された
従来公知のものや市販されているものなど、基材に塗膜したときに撥水性や疎水性を示す
ものであれば、無機系又は有機系撥水剤を問わず、どのようなものでも用いることができ
るが、撥水（疎水）剤としては、熱、空気等によって撥水性（疎水性）能の発現をコント
ロールすることができるものが望ましい。
【００２１】
有機系撥水剤、例えば、有機高分子系撥水剤では、熱処理又は空気中のＣＯ2 と結合する
ことで撥水機能が発生するシリコン系やフッ素系の撥水剤を挙げることができ、シラン・
シリコン系撥水剤としては、メチル置換型線状ジメチルポリシロキサンやジメチルポリシ
ロキサンとメチルヒドロキシシロキサンとの共重合物を、フッ素系性剤としては、パーフ
ルオロアルキル基含有のアクリレートポリマーを主成分とするペルフルオロオクチルアク
リレートポリマーや、飽和フッ素化１塩基酸のクロム配位化合物、ポリテトラフルオロエ
チレン剤等をそれぞれ具体的に挙げることができる。また、信越化学株式会社製のシリコ
ーン表面改質剤「Ｘ－２４－７８９０」を例示することができる。
【００２２】
そして、本発明の撥水性基体において、これら有機高分子系撥水剤を用いて撥水性塗膜を
形成する場合には、この有機高分子系撥水性塗膜と光触媒層との間に、アルカリ金属シリ
カ化合物溶液を用いたコーティング層、このアルカリ金属シリカ化合物を含有するアモル
ファス型過酸化チタンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルファス型チタ
ン水酸化物を用いたコーティング層、又はアモルファス型過酸化チタンゾルもしくはアモ
ルファス型酸化チタンゾルを用いたコーティング層を中間層として介在させることにより
、光触媒による該有機高分子系撥水性塗膜の分解・劣化を防止することが好ましい。この
中間層は、光触媒作用をブロックするが、撥水作用をブロックするものではない。
【００２３】
無機系撥水剤としては、ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウム、ケイ酸ナトリウム等のアルカ
リ金属シリカ化合物の溶液、又はこれらアルカリ金属シリカ化合物を含有するアモルファ
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ス型過酸化チタンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルファス型チタン水
酸化合物を例示することができる（特願平９－２５９４９５号参照）。これらアルカリ金
属シリカ化合物溶液からなる無機系撥水剤やこれを含有する無機系撥水剤を、セメントや
コンクリート系基材あるいは砂岩等の多孔質岩石系基材に適用すると、セメントやコンク
リート基材あるいは砂岩等の多孔質岩石の多孔質表面の細孔中に該撥水剤が浸透し、コン
クリート、岩石等中の石灰成分である水酸化カルシウムＣａ(ＯＨ)2と反応してケイ酸カ
ルシウムＣａＳｉＯ2層や、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カリウムＫ2ＣＯ3層や、か
かるケイ酸カルシウムと炭酸カリウムからなる層が形成され、耐浸水性の優れた撥水性塗
膜が形成されることとなる。また、無機系撥水剤の市販品としては、日本ケミックス株式
会社製の「ハイドロサムＲＸ」を具体的に例示することができる。そして、これら無機系
撥水剤を用いる場合は、有機高分子系撥水剤を用いる場合と異なり、撥水性塗膜と光触媒
層との間に、アモルファス型過酸化チタンゾル又はアモルファス型酸化チタンゾルからな
る中間層を設ける必要がない。
【００２４】
また、上記ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウム、ケイ酸ナトリウム等のアルカリ金属シリカ
化合物は、光触媒による該有機高分子系撥水性塗膜等の有機高分子材料の分解・劣化を防
止する作用の他に、他の撥水剤の撥水性能を高める作用を有することから、このアルカリ
金属シリカ化合物を含有するコーティング層を、有機高分子系撥水性塗膜や有機高分子系
基材と、光触媒層との間に中間層として介在させることにより、有機高分子材料の光触媒
による分解・劣化を防止するとともに、優れた撥水性能の撥水性基体を得ることができる
。
【００２５】
本発明におけるアモルファス型過酸化チタンゾルやアモルファス型酸化チタンゾルは、光
触媒機能は有さないが、紫外線吸収機能は有している。これに対して、アナターゼ型酸化
チタンゾルは光触媒機能を有している。これらアモルファス型過酸化チタンゾル、アモル
ファス型酸化チタンゾル及びアナターゼ型酸化チタンゾルは、例えば次のようにして製造
することができる。
【００２６】
四塩化チタンＴｉＣｌ4のようなチタン塩水溶液に、アンモニア水ないし水酸化ナトリウ
ムのような水酸化アルカリを加える。生じる淡青味白色、無定形の水酸化チタンＴｉ（Ｏ
Ｈ）4はオルトチタン酸Ｈ4ＴｉＯ4とも呼ばれ、この水酸化チタンを洗浄・分離後、過酸
化水素水で処理すると、アモルファス形態の過酸化チタン液が得られる。このアモルファ
ス型過酸化チタンゾルは、ｐＨ６．０～７．０、粒子径８～２０ｎｍであり、その外観は
黄色透明の液体であり、常温で長期間保存しても安定である。また、ゾル濃度は通常１．
４０～１．６０％に調整されているが、必要に応じてその濃度を調整することができ、低
濃度で使用する場合は、蒸留水等で希釈して使用する。また、このアモルファス型過酸化
チタンゾルを、常温～１００℃で加熱するとその一部がアモルファス型酸化チタンゾルに
変化し、１００℃以上で加熱すると徐々にアナターゼ型酸化チタンゾルになる。
【００２７】
アモルファス型酸化チタンは、上記のように、アモルファス型過酸化チタンゾルをそのま
ま常温～１００℃で加熱することにより得られる他、アモルファス型過酸化チタンゾルを
基体にコーティング後２００℃程度で加熱して乾燥固定することによっても得ることがで
きる。また、本発明において用いられるアモルファス型チタン水酸化物としては、上記ア
モルファス型過酸化チタンゾルの製造工程の中間生成物である無定形の水酸化チタン溶液
を例示することができる。
【００２８】
このアモルファス型過酸化チタンゾルやアモルファス型酸化チタンゾルは、常温ではアモ
ルファスの状態で未だ結晶化しておらず、密着性に優れ、成膜性が高く、均一でフラット
な薄膜を作製することができ、かつ、乾燥被膜は水に溶けないという性質を有しているこ
とから、これらを用いると常温でコーティング層を容易に形成することができる。そして
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、上記のように、このアモルファス型過酸化チタンゾルやアモルファス型酸化チタンゾル
を用いたコーティング層は、隣接する下層の有機高分子樹脂基材や有機高分子系撥水性塗
膜の光触媒による分解・劣化を防止する作用を有する上に、下層として形成されている撥
水性塗膜における撥水性能を妨げることなく、このコーティング層表面に発現することが
できる。また、このアモルファス型過酸化チタンゾルやアモルファス型酸化チタンゾルと
、アルカリ金属シリカ化合物と、アナターゼ型酸化チタンゾルとの混合物を用いたコーテ
ィング層は、隣接する下層の有機高分子樹脂基材の光触媒による分解・劣化を防止する作
用を有する上に、優れた撥水性能と光触媒能をその表面に発現する。
【００２９】
本発明において、光触媒層の形成に用いられるアナターゼ型酸化チタンゾルは、アモルフ
ァス型過酸化チタンゾルを１００℃以上で加熱することにより調製することができる。上
記のように、アモルファス型過酸化チタンゾルを、常温～１００℃で加熱するとその一部
がアモルファス型酸化チタンゾルに変化し、１００℃以上で加熱すると徐々にアナターゼ
型酸化チタンゾルになることから、例えば、アモルファス型過酸化チタンゾルを１００℃
以上で加熱した場合であっても、加熱が短時間しか行われない場合等においては、そのす
べてがアナターゼ型酸化チタンゾルにならず、アナターゼ型酸化チタンゾルとアモルファ
ス型過酸化チタンゾル及び／又はアモルファス型酸化チタンゾルとの混合物が生成する。
この混合物も光触媒能を有することから、本発明における「アモルファス型過酸化チタン
ゾルを１００℃以上で加熱することにより得られるアナターゼ型酸化チタンゾル」には、
便宜上、アナターゼ型酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタンゾル及び／又はアモ
ルファス型酸化チタンゾルとの混合物も含まれる。このように、アモルファス型過酸化チ
タンゾルの加熱温度と加熱時間により、その生成物の種類や性状は変化するが、例えば１
００℃で６時間処理すると、その大部分がアナターゼ型酸化チタンゾルとなる。このアナ
ターゼ型の酸化チタンゾルの性状は、ｐＨ７．５～９．５、粒子径８～２０ｎｍであり、
その外観は黄色懸濁の液体である。このアナターゼ型酸化チタンゾルのゾル濃度は通常２
．７０～２．９０重量％に調整されているが、必要に応じてその濃度を調整して使用する
こともできる。また、アナターゼ型酸化チタンゾルは、アモルファス型過酸化チタンゾル
を基材にコーティング後乾燥固定したものを２００℃程度以上に加熱してアナターゼ型酸
化チタンとすることもできる。
【００３０】
本発明は、このアナターゼ型酸化チタンゾルを用いることを大きな特徴としている。光触
媒層の形成にこのアナターゼ型酸化チタンゾルを用いることにより、下層として形成され
ている撥水性塗膜等における撥水性能が光触媒層に妨げられることなく、撥水性基体表面
に発現する。また、本発明においては、かかるアナターゼ型酸化チタンゾルの特性を損な
わない範囲で、他の光触媒や電子捕捉金属をこのアナターゼ型酸化チタンゾルに含有させ
ることもできる。このアナターゼ型酸化チタンゾルは、密着性に優れ、成膜性が高く、均
一でフラットな薄膜を作製することができ、かつ、乾燥被膜は水に溶けないという性質を
有し、常温でコーティング層を容易に形成することができ、成膜に際して２００～３００
℃の加熱を必要としないことから、加熱による撥水性塗膜等における撥水性能の低下をき
たすことがないばかりか、セメントやコンクリート面あるいは砂岩等の多孔質岩石面を有
する既存の建材・土木・建築物・モニュメント等の外面に直接施工することもできる。
【００３１】
また、本発明において、撥水性塗膜の成膜やアモルファス型過酸化チタンゾルやアナター
ゼ型酸化チタンゾル等のコーティング方法としては、スプレーコート、ディッピング、ス
ピンコートなどの工法で薄膜を作る方法が挙げられる。また、コーティング層の厚みとし
ては、撥水性付与、光触媒能の遮断、光触媒能の発現等、それぞれの層における機能が達
成しうる厚みや各コーティング剤の造膜性能により決定される。
【００３２】
本発明の撥水性基体の構造の模式図を図１～６に示すが、本発明はこれによって制限され
るものではない。図１には、無機系基材１の表面にアルカリ金属シリカ化合物溶液を用い
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た撥水性塗膜２が設けられ、該撥水性塗膜２の表面にアナターゼ型酸化チタンゾルを用い
た光触媒層３が設けられた本発明の撥水性基体が示されている。図２には、無機系基材１
の表面に有機高分子系撥水性塗膜４が設けられ、該撥水性塗膜４の上に、アモルファス型
過酸化チタンゾルを用いたコーティング層５が設けられ、このコーティング層５の上面に
、アナターゼ型酸化チタンゾルを用いた光触媒層３が設けられた本発明の撥水性基体が示
されている。図３には、無機系基材１の表面に有機高分子系撥水性塗膜４が設けられ、該
撥水性塗膜４の上に、アルカリ金属シリカ化合物溶液を用いたコーティング層２が設けら
れ、このコーティング層２の上面に、アナターゼ型酸化チタンゾルを用いた光触媒層３が
設けられた本発明の撥水性基体が示されている。
【００３３】
また図４には、無機系基材１の表面に有機高分子系撥水性塗膜４が設けられ、該撥水性塗
膜４の上に、アルカリ金属シリカ化合物を含有するアモルファス型過酸化チタンゾルを用
いたコーティング層６が設けられ、このコーティング層６の上面に、アナターゼ型酸化チ
タンゾルを用いた光触媒層３が設けられた本発明の撥水性基体が示されている。図５には
、有機高分子樹脂基材７の表面に、アモルファス型過酸化チタンゾルを用いたコーティン
グ層５が設けられ、該コーティング層５の上に、アナターゼ型酸化チタンゾルとアルカリ
金属シリカ化合物からなる撥水剤を用いた光触媒層８が設けられた本発明の撥水性基体が
示されている。図６には、有機高分子樹脂基材７の表面に、アルカリ金属シリカ化合物と
アモルファス型過酸化チタンゾルとアナターゼ型酸化チタンゾルとを用いた光触媒層９が
設けられた本発明の撥水性基体が示されている。
【００３４】
本発明の光触媒層を有する表面撥水性基体は、紫外線照射時には優れた撥水（疎水）性能
と光触媒による防汚機能とを有し、紫外線非照射時には光触媒による防汚機能は発揮し得
ないが優れた撥水性能を有するという特徴をもつ。そして、この本発明の撥水性基体の場
合、光触媒能を有する光触媒層と、有機高分子樹脂性撥水性塗膜や有機高分子樹脂基材と
の間には、光触媒機能による劣化をブロッキングする機能を有するアモルファス型過酸化
チタンゾル及び／又はアモルファス型酸化チタンゾルを含有するコーティング層や、アル
カリ金属シリカ化合物溶液を用いたコーティング層や、アルカリ金属シリカ化合物を含有
するアモルファス型過酸化チタンゾル、アモルファス型酸化チタンゾルもしくはアモルフ
ァス型チタン水酸化物を用いたコーティング層があるので、上記有機高分子樹脂性撥水性
塗膜や有機高分子樹脂基材が劣化することなく、優れた撥水性能と防汚機能が長期にわた
って維持される。
【００３５】
このように、本発明の撥水性基体の優れた撥水（疎水）性能は、下層の撥水性能が光触媒
層を通って表面に発現し又は撥水剤が光触媒層に混合されている場合はその光触媒層の表
面に発現し、雨水等を寄せ付けないが、油等に対する撥油作用は有していない。このよう
な撥水性や撥油性は、固体と液体との間の相互作用の強弱、すなわち固／液界面張力の多
寡によって決まるといわれ、固体の臨界表面張力（ｒｃ）よりも液体の表面張力（ｒ）が
大きいときに（ｒｃ＜ｒ）、基体表面が撥水性や撥油性を呈することになる。例えば、基
体の臨界表面張力（ｒｃ）が２４～２６dyne／cm程度のアルカリ金属ケイ酸化合物系撥水
剤、パラフィン系撥水剤、シリコン系撥水剤で処理した基体は、表面張力が７２dyne／cm
である水や５３dyne／cmである雨水に対して撥水作用を有するが、表面張力が２２dyne／
cmであるガソリン等に対しては撥油作用がなく、これらは基体表面に付着し、これが汚れ
の原因となる。また、雨水滴表面に付着した油膜は、撥水性基体から水滴が除去されると
きにわずかに残留し、この油膜の累積も汚れの原因となるが、本発明の撥水性基体は、撥
水性能と共に光触媒機能をも有することから、基体表面に付着した油、垢等の汚染有機物
を光触媒作用によって分解することができる。
【００３６】
また、固体と液体とその飽和蒸気を接触させたとき、３相の接触点で液体に引いた接線と
固体面のなす角のうち液体を含む側の角として定義される接触角も、上記基体の臨界表面



(9) JP 4785217 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

張力と同様に、撥水性基体の撥水性能を表す基準としてふつう用いられる。そして、本発
明の撥水性基体としては、その表面における、水接触角が８０°以上、好ましくは９０°
以上で、かつ表面張力が７０dyne／cm以下、好ましくは５０dyne／cm以下のものが望まし
い。
【００３７】
【実施例】
以下に、実施例を掲げてこの発明をさらに具体的に説明するが、この発明の技術的範囲は
これらの例示に限定されるものではない。
参考例１（アモルファス型過酸化チタンゾルの製造）
四塩化チタンＴｉＣｌ4の５０％溶液（住友シティクス株式会社）を蒸留水で７０倍に希
釈したものと、水酸化アンモニウムＮＨ4ＯＨの２５％溶液（高杉製薬株式会社）を蒸留
水で１０倍に希釈したものとを、容量比７：１に混合し、中和反応を行う。中和反応後ｐ
Ｈを６．５～６．８に調整し、しばらく放置後上澄液を捨てる。残ったＴｉ（ＯＨ）4の
ゲル量の約４倍の蒸留水を加え十分に攪拌し放置する。塩化銀でチェックし上澄液中の塩
素イオンが検出されなくなるまで水洗を繰り返し、最後に上澄液を捨ててゲルのみを残す
。場合によっては遠心分離により脱水処理を行うことができる。この淡青味白色のＴｉ（
ＯＨ）4３６００ｍｌに、３５％過酸化水素水２１０ｍｌを３０分毎２回に分けて添加し
、約５℃で一晩攪拌すると黄色透明のアモルファス型過酸化チタンゾル約２５００ｍｌが
得られる。なお、上記の工程において、発熱を抑えないとメタチタン酸等の水に不溶な物
質が析出する可能性があるので、すべての工程は発熱を抑えて行うのが望ましい。
【００３８】
参考例２（アナターゼ型酸化チタンゾルの製造）
上記アモルファス型過酸化チタンゾルを１００℃で加熱すると、３時間程度経過後にアナ
ターゼ型酸化チタンが生じ、６時間程度加熱するとアナターゼ型酸化チタンゾルが得られ
る。また、１００℃で８時間加熱すると、淡黄色やや懸濁蛍光を帯び、濃縮すると、黄色
不透明のものが得られ、１００℃で１６時間加熱すると極淡黄色のものが得られるが、こ
れらは上記１００℃、６時間加熱のものに比べて乾燥密着度が多少低下する。このアナタ
ーゼ型酸化チタンゾルは、アモルファス型過酸化チタンに比べ粘性が低下しているのでデ
ィッピングしやすいように２．５重量％程度まで濃縮して使用することもできる。
【００３９】
（撥水性基体の調製）
実施例１
１００×１００×２ｍｍのガラス板の表面に、ケイ酸カリウムを７．４重量％含有する撥
水剤０．０５ｇを均一に塗布し、１００℃で乾燥した後、その上に参考例２により製造さ
れたアナターゼ型酸化チタンゾル（ＴｉＯ2として１．７重量％含有）を２倍希釈したも
の０．４ｇを均一に塗布し、２８℃で乾燥し、本発明の撥水性基体を調製した。なお塗布
には、明治機械社製の直径０．５４ｍｍの丸型吹き出しノズルを有するスプレーガンＦＳ
－Ｇ０５Ｒ－１を２Ｋｇ／ｃｍ3のエアー圧で用いた（以下同じ）。
【００４０】
実施例２
上記ガラス板の表面に、信越化学株式会社製のシリコーン表面改質剤「Ｘ－２４－７８９
０」０．４ｇを均一に塗布し、２８℃で乾燥した後、その上に参考例１で製造したアモル
ファス型過酸化チタンゾル（ＴｉＯ3として１．７重量％含有）を２倍希釈したもの０．
２ｇを均一に塗布し、２８℃で乾燥後、さらにその上に上記アナターゼ型酸化チタンゾル
（ＴｉＯ2として１．７重量％含有）を２倍希釈したもの０．４ｇを均一に塗布し、２８
℃で乾燥し、本発明の撥水性基体を調製した。
【００４１】
比較例１及び２
上記ガラス板の表面に、上記アナターゼ型酸化チタンゾル（ＴｉＯ2として１．７重量％
含有）を２倍希釈したもの０．４ｇを均一に塗布し、２８℃で乾燥した後、その上に上記
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ケイ酸カリウムを７．４重量％含有する撥水剤をそれぞれ０．０５ｇ及び０．１ｇを均一
に塗布し、１００℃で乾燥し、比較例１及び２の撥水性基体を調製した。
【００４２】
実施例３
３００×３００×１０ｍｍのＧＲＣ（セメント中空押出成形材：昭和電工株式会社製）の
表面に、上記ケイ酸カリウムを７．４重量％含有する撥水剤０．９ｇを均一に塗布し、２
８℃で乾燥後、その上に上記アナターゼ型酸化チタンゾル（ＴｉＯ2として１．７重量％
含有）を２倍希釈したもの０．６ｇを均一に塗布し、２８℃で乾燥し、本発明の撥水性基
体を調製した。
【００４３】
実施例４
３００×３００×２４ｍｍのインド砂岩（壁用）建材の表面に、上記ケイ酸カリウムを７
．４重量％含有する撥水剤を１．２ｇ／１００ｃｍ2の割合で均一に塗布し、２８℃で乾
燥後、その上に上記アナターゼ型酸化チタンゾル（ＴｉＯ2として１．７重量％含有）の
２倍希釈液を０．８ｇ／１００ｃｍ2の割合で均一に塗布し、２８℃で乾燥し、本発明の
撥水性基体を調製した。
【００４４】
（撥水性能試験）
実施例１～４並びに比較例１及び２で調製された試験用基体上に、水道水０．１ｍｌをス
ポイトにて１ｃｍの高さから滴下し、約１０分間放置後、基板上の水滴の接触角を測定す
ることにより行った。結果を表１に示す。
【００４５】
（光触媒性能試験）
実施例１～４並びに比較例１及び２で調製された試験用基体上に、市販の赤インク（パイ
ロット株式会社製）の２０倍希釈液を噴霧により塗布し、基板表面における消色までの時
間を、曇、２８℃の気候条件下、屋外にて測定した。結果を表１に示す。
【００４６】
【表１】

【００４７】
表１の撥水性試験からもわかるように、実施例１～４並びに比較例１及び２で調製された
各基体は、接触角がいずれも９０°を超えており、優れた撥水性を示していたが、赤イン
クを用いた有機物分解反応による光触媒性能試験においては、その表層に光触媒層を有す
る本発明の実施例１～３の撥水性基体は、その表層に撥水性塗膜を有する比較例の基体に
比べて、赤インキの消色時間が１／４と速く、光触媒性能においては本発明の撥水性基体
が格段に優れていることがわかった。
【００４８】
【発明の効果】



(11) JP 4785217 B2 2011.10.5

10

20

本発明の撥水性基体は、極めて優れた撥水機能と光触媒機能を併せもち、防汚作用と防露
作用を共に有する。また本発明の撥水性基体は、撥水性塗膜が有機高分子樹脂製であって
も光触媒作用によって劣化を受けることがないばかりか、基材が有機高分子樹脂基材であ
っても光触媒作用によって劣化を受けることがないことから、本発明によると、撥水性塗
膜や基材において有機高分子樹脂系材料の使用が制限されるということがない。さらに本
発明において、基材としてコンクリート、砂岩等の岩石等の無機質で細孔をもつ基材を用
い、撥水剤としてアルカリ金属シリカ化合物又はこのアルカリ金属シリカ化合物を含有す
るアモルファス型過酸化チタンゾル等を用いると、優れた撥水性能と優れた光触媒能に加
えて、基材表面に耐久性に優れた強固な吸水防止層が形成される結果、塩害、凍害、中性
化等による劣化防止や藻の発生防止に優れた効果を示す。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の撥水性基体を表す模式図である。
【図２】本発明の異なる態様の撥水性基体を表す模式図である。
【図３】本発明の異なる態様の撥水性基体を表す模式図である。
【図４】本発明の異なる態様の撥水性基体を表す模式図である。
【図５】本発明の異なる態様の撥水性基体を表す模式図である。
【図６】本発明の異なる態様の撥水性基体を表す模式図である。
【符号の簡単な説明】
１　無機系基材
２　アルカリ金属シリカ化合物溶液を用いた撥水性塗膜又はコーティング層
３　アナターゼ型酸化チタンゾルを用いた光触媒層
４　有機高分子系撥水性塗膜
５　アモルファス型過酸化チタンゾルを用いたコーティング層
６　アルカリ金属シリカ化合物を含有するアモルファス型過酸化チタンゾルを用いたコー
ティング層
７　有機高分子樹脂基材
８　アナターゼ型酸化チタンゾルとアルカリ金属シリカ化合物からなる撥水剤を用いた光
触媒層
９　アモルファス型過酸化チタンゾルとアナターゼ型酸化チタンゾルとを用いた光触媒層
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