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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化チタン表面を持つ基材の表面に、無機ケイ酸塩がコーティングされた無機ケイ酸塩
－酸化チタン複合材料からなる複合粒子と樹脂成分とを組成成分として含む塗膜形成用エ
マルション塗料を製造する方法であって、
（１）ケイ素化合物水溶液と、アルミニウム化合物、あるいは遷移金属化合物水溶液を混
合し、前駆体懸濁液を調製し、（２）上記工程で副生成した塩を除去し、（３）上記前駆
体懸濁液に、基材を入れ、水熱反応を行い、（４）上記（１）～（３）により、基材表面
に、無機ケイ酸塩を被覆した酸化チタン複合粒子を合成し、該酸化チタン複合粒子を樹脂
成分と混合することで有機物分解性と塗膜の耐候性・耐汚染性を共に備えた耐候性・耐汚
染性塗膜形成用エマルション塗料を合成する、（５）その際に、エマルジョン塗料の固形
分を２～３０質量％の範囲に調整し、上記酸化チタン複合粒子のエマルジョン塗料全体に
おける固形分比を１～２０質量％の範囲に調整する、ことを特徴とする耐候性・耐汚染性
塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
【請求項２】
　基材が、酸化チタン粒子である、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマル
ション塗料の製造方法。
【請求項３】
　無機ケイ酸塩が、アロフェン、又はイモゴライトの非晶質体ないし準結晶質体からなる
ケイ酸塩である、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造
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方法。
【請求項４】
　酸化チタンの結晶形が、アナターゼである酸化チタンの表面に、無機ケイ酸塩－酸化チ
タン複合材料からなる複合粒子を合成する、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成
用エマルション塗料の製造方法。
【請求項５】
　溶液濃度が、それぞれ１ｍｍｏｌ／ｌ～１００００ｍｏｌ／ｌのケイ素化合物溶液と、
１ｍｍｏｌ／ｌ～１００００ｍｏｌ／ｌのアルミニウム化合物、あるいは遷移金属化合物
溶液を混合することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒
子を含有する、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方
法。
【請求項６】
　ケイ素のアルミニウム、あるいは遷移金属化合物に対するモル比率が、０．１～５．０
であり、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、請求項１に記
載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
【請求項７】
　ケイ素化合物水溶液と、アルミニウム化合物、あるいは遷移金属化合物水溶液を、分速
１ｍｌ～１００００ｌで同時混合、あるいは両溶液を急速混合して、前駆体懸濁液を調製
することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有す
る、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
【請求項８】
　前駆体懸濁液の液性を、ｐＨ３からｐＨ８に調整することにより得られる、無機ケイ酸
塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、請求項６に記載の耐候性・耐汚染
性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
【請求項９】
　凝集阻止剤として、ポリエチレングリコール、ポリビニールアルコール又は界面活性剤
の水溶性、あるいは非水溶性の試剤を添加することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化
チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、請求項６に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形
成用エマルション塗料の製造方法。
【請求項１０】
　調製した前駆体懸濁液を、０．１～７２時間振盪した後、反応副生成物である塩を除去
することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有す
る、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
【請求項１１】
　前駆体懸濁液に、酸性溶液を添加して、ｐＨ３から６の弱酸性に調整し、生成されるケ
イ酸塩の形態を制御することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からな
る複合粒子を含有する、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料
の製造方法。
【請求項１２】
　反応温度２０～１５０℃、反応時間１２～２４０時間の条件で、懸濁液の水分が蒸発し
ない方法で、水熱反応を行うことにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料か
らなる複合粒子を含有する、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション
塗料の製造方法。
【請求項１３】
　反応終了後の懸濁液に、アルカリ性水溶液を添加して、溶液の液性を、ｐＨ８～１２に
調整し、生成物を、ゲル状物質として凝集させて回収することにより得られる、無機ケイ
酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、請求項１に記載の耐候性・耐汚
染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
【請求項１４】
　窒素吸着による比表面積が、少なくとも１０ｍ２／ｇである無機ケイ酸塩－酸化チタン
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複合材料からなる複合粒子を含有する、請求項１に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エ
マルション塗料の製造方法。
【請求項１５】
　酸化チタン表面を持つ基材の表面に、無機ケイ酸塩を水熱合成反応で被覆した無機ケイ
酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子と樹脂成分とを組成成分として含む塗膜形成
用エマルジョン塗料であって、
　上記複合粒子は、表面が、光触媒として不活性なケイ酸塩膜によって被覆されており、
該ケイ酸塩膜が、表面に細孔を有し、この細孔の底には、光触媒として活性な酸化チタン
が露出した状態となっている多孔質構造を有し、窒素吸着による比表面積が、少なくとも
１０ｍ２／ｇである無機ケイ酸塩－酸化チタン複合粒子であり、
　上記樹脂成分は、合成樹脂エマルジョンであり、
　上記エマルジョン塗料の固形分は２～３０質量％の範囲であり、上記酸化チタン複合粒
子のエマルジョン塗料全体における固形分比が１～２０質量％の範囲であり、有機物分解
性と塗膜の耐候性・耐汚染性を共に備えたことを特徴とする耐候性・耐汚染性塗膜形成用
エマルション塗料。
【請求項１６】
　無機ケイ酸塩が、アロフェン、又はイモゴライトの非晶質体ないし準結晶質体からなる
ケイ酸塩である、請求項１５に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載のエマルション塗料から形成される塗膜であって、該塗膜の
膜厚が１～２０μｍであることを特徴とする耐候性・耐汚染性塗膜。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子と樹脂成分とを含む耐
候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料に関するものであり、更に詳しくは、水熱反
応を利用して合成した、酸化チタンからなる表面を持つ基材の表面に、化学組成や細孔構
造の制御された無機ケイ酸塩をコーティングした無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料から
なる複合粒子と樹脂成分とを組成成分として含む耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルショ
ン塗料を製造する方法と、これにより得られる塗膜形成用エマルション塗料及びその耐候
性・耐汚染性塗膜に関するものである。
【０００２】
　本発明は、酸化チタンを基材として利用した光触媒の技術分野において、水熱反応を用
いて、酸化チタンの表面に、無機ケイ酸塩膜がコーティングされた酸化チタン複合材料か
らなる複合粒子と樹脂成分とを含む耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を合成
する方法、その塗膜形成用エマルジョン塗料及びその耐候性・耐汚染性塗膜を提供するも
のである。
【０００３】
　本発明の方法によって合成された耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料から形
成される塗膜は、紫外線や降雨等の外的要因に対する耐候性、使用環境下における耐汚染
性、耐腐食性、吸着有機物分解能に優れ、例えば、その吸着能と分解能を利用した、シッ
クハウス症候群の源となる有害汚染物質吸着剤、脱臭剤、居室内や車内等の生活環境にお
ける悪臭の除去や空気中の有害物質又は汚れの分解除去、廃水処理や浄水処理、あるいは
水の殺菌や殺藻等を行うための環境浄化材料として使用可能である。
【０００４】
　本発明は、化学組成や細孔構造の制御されたケイ酸塩でコーティングされた酸化チタン
光触媒複合粒子の生産性を著しく高めるとともに、該光触媒複合粒子を塗料に配合した耐
候性・耐汚染性を発揮する新規耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料及びその耐
候性・耐汚染性塗膜を提供するものである。
【背景技術】
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【０００５】
　塗料は、様々な材料や製品、部品の表面に、通常は、数ミクロンから数百ミクロン程度
の膜厚で塗られて、それらの保護（長寿命化）のほか、それぞれの用途に応じて、それら
の表面に、色合いや風合い、艶や光輝感を持たせるようにすることで、その機能を発揮し
ている。塗膜の主な機能は、美観と被塗物の保護である。わずか数十ミクロンの薄い塗膜
で美観を保ち、過酷な環境から被塗物を長期にわたって保護する耐候性は、最も重要な機
能の一つである。
【０００６】
　塗膜は、常に何らかの形で外界と接触した状態に晒されており、光（主に紫外線）や水
（降雨・結露等）、酸素、熱、薬品等による攻撃（化学・物理的）を受ける状態に置かれ
ている。塗膜の性能は、これらの外的な環境因子のさまざまな攻撃や刺激に対して、どれ
だけ耐えることができるかで決定されることになる。
【０００７】
　このため、「耐候性」を評価するための試験は、自動車、土木用機械類、橋梁や備蓄タ
ンク等の大型鋼構造物、ビルや体育館等の大型公共建築物等、屋外で使用される、あらゆ
る機械や構造物の総合的性能を評価する上で、最も重要な試験のひとつである。
【０００８】
　１９６０年代以降の石油合成化学の発展に伴い、樹脂合成や高分子化学の研究が進むに
連れて、より耐候性・耐久性の優れた素材が開発されるようになったことや、技術開発競
争の激化等から、従来の塗膜性能よりも、更なる機能性を有する塗膜が求められるように
なってきている。
【０００９】
　一方、近年、酸化チタン光触媒により、有機物を分解、除去する方法が種々研究されて
いる。酸化チタン光電極による水の光分解は、発見者の名前に因んで、本多・藤嶋効果と
呼ばれている。この光触媒反応は、太陽エネルギーを利用する低環境負荷型化学プロセス
としての利用が期待されている。酸化チタンに光を照射すると、強い還元作用を持つ電子
と強い酸化作用を持つ正孔とが生成し、接触してくる分子種を酸化還元作用により分解す
る。
【００１０】
　酸化チタンのこのような作用、すなわち光触媒作用を利用することによって、例えば、
水中に溶解している有機溶剤、農薬や界面活性剤等の環境汚染物質、空気中の有害物質や
悪臭等を分解除去することができる。
【００１１】
　この方法は、酸化チタンと光を利用するだけで、繰り返し利用することができ、反応生
成物は、無害な炭酸ガス等であり、微生物を用いる生物処理等の方法に比べて、温度、ｐ
Ｈ、ガス雰囲気、毒性等の反応条件の制約が少ない。
【００１２】
　しかも、この方法は、生物処理法では処理しにくい有機ハロゲン化合物や有機リン化合
物のようなものでも容易に分解・除去できるという長所を持っている。この方法は、既に
、滅菌、防汚、消臭等の分野で実用化されており、更に、燃焼排ガス中の窒素酸化物の除
去、住宅内の揮発性有害有機化合物の分解、廃水浄化等の環境浄化への応用が検討されて
いる。
【００１３】
　しかし、これまで行われてきた酸化チタン光触媒による有機物の分解、除去の研究では
、一般に、光触媒として、酸化チタンの粉末がそのまま用いられており、使用後の光触媒
の回収が困難であることや、取扱いや使用が難しいこと等の問題があり、なかなか汎用性
のある実用化技術を開発することができなかった。
【００１４】
　そこで、例えば、酸化チタン光触媒を、取扱いの容易な繊維や、プラスチックス等の媒
体に練り込んで使用すること等が試みられた。しかし、その強力な光触媒作用によって、
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有害有機物や、環境汚染物質だけでなく、繊維や、プラスチック自身も分解され、それら
が極めて劣化しやすいため、酸化チタン光触媒は、繊維や、プラスチックスに練り込んだ
形での使用は、不可能であった。
【００１５】
　また、酸化チタン光触媒を、抗菌、抗かび材料として用いる場合、流水下等では、菌が
光触媒に付着しにくいため、効果が発揮しにくく、効率が悪いという問題があった。現在
では、光触媒である酸化チタンを含んだ塗料を、例えば、壁材等の基材に塗装して、光触
媒機能を発揮させる試みがなされている。該塗料により形成される塗膜は、表面に付着し
た汚れ（有機物）を光触媒で分解できる上に、親水性を有する光触媒が塗膜表面に露出し
ているので、汚れが付着しにくいという特性を発揮する。従って、光触媒を含有する塗膜
は、自ら汚れを除去するセルフクリーニング機能を有している。
【００１６】
　しかし、塗料成分として、樹脂成分を含む有機系塗料を用いた場合には、樹脂成分が酸
化チタンと接触するために、その光触媒作用により、樹脂が分解され、塗膜の劣化が起こ
るという問題があった。そこで、最近では、アパタイト等のリン酸カルシウムを酸化チタ
ンに被覆した光触媒複合粒子を含有した塗料が提案されている（例えば、特許文献１～３
参照）。
【００１７】
　これらの塗料では、いずれも、塩化ナトリウム、塩化カルシウム、リン酸二水素カリウ
ム、リン酸水素二ナトリウム等を溶解させた擬似体液に、酸化チタンを分散させた分散液
に、塩化カルシウムを添加して、光触媒複合粒子を製造している。
【００１８】
　この種の光触媒複合粒子では、アパタイトは、酸化チタンの表面を完全に被覆している
のではなく、酸化チタン表面に分散して析出している。すなわち、該光触媒複合粒子は、
酸化チタンの表面が部分的に露出しているため、光触媒機能は、ほとんど失われることは
ない。また、該光触媒複合粒子では、酸化チタンの表面をアパタイトが被覆しているので
、アパタイトがスペーサーとなり、酸化チタンは、直接樹脂成分とは接しないため、樹脂
成分の分解が抑制され、有機系塗料の使用が可能になる。
【００１９】
　また、アパタイトは、タンパク質やアルデヒド類等の物質吸着能に優れているため、上
記光触媒複合粒子は、光がなくても物質を吸着できる上、これらの消光時に吸着しておい
た物質を、光が照射された時に、光触媒作用により分解することができる。
【００２０】
　しかしながら、上記特許文献１～３等の先行技術に記載の塗料に含まれる光触媒複合粒
子の製造に使用する擬似体液は、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン
、塩化物イオン等のイオン種を大過剰に含むため、光触媒複合粒子が分散した分散液をそ
のまま塗料に用いると、こうした共存イオン種の影響により、樹脂成分が凝集し、分散不
良を生じることがあった。樹脂成分の凝集を防ぐためには、分散液を何度もデカンテーシ
ョンしなければならず、生産工程が増えるので、生産性が悪くなる。
【００２１】
　また、上記疑似体液を用いる手法では、アパタイト結晶の成長が非常に遅く、工業的製
品の製造技術としては生産性が低いために、実用化が難しく、また、この方法で製造され
た光触媒複合粒子を含む塗料により形成された塗膜は、樹脂成分が凝集し、均質性が低下
することがある。そのため、この種の塗料は、有機物光分解機能、耐候性ともに満足でき
るものではなく、当技術分野では、それらの問題を解消できる新しい塗料や塗膜を開発す
ることが強く要請されていた。
【００２２】
　また、他の先行技術として、光触媒と他の無機系化合物等を組み合わせることが種々行
われており、例えば、光触媒活性を有する無機化合物を含有する共重合体エマルションを
製造する方法（特許文献４）、酸化チタンを担持した調湿性無機粉末（珪質頁岩等）を含
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有する水性エマルション塗料で塗装して得られる建材（特許文献５）、が提案されている
。
【００２３】
　更に、酸化チタン含有コロイダルシリカ共重合アクリル樹脂エマルション塗料（特許文
献６）、四価金属のリン酸塩、二価金属の水酸化物、及び光触媒化合物を必須成分とする
水性エマルション塗料（特許文献７）、表面の一部がリン酸カルシウムで被覆された酸化
チタン粒子を含むビニル系合成樹脂エマルション塗料（特許文献８）、等が提案されてい
る。
【００２４】
　しかし、従来、水熱反応を利用して、無機ケイ酸塩でコーティングされた酸化チタン複
合材料からなる複合粒子を含有した耐候性・耐汚染性エマルション塗料と該エマルション
塗料により形成される塗膜を合成することは、行われておらず、また、例えば、水熱反応
を用いて、ケイ酸塩高分子重合体であるアロフェン又はイモゴライトを担持させた酸化チ
タン複合粒子と樹脂成分とを含む耐候性・耐汚染性エマルション塗料と該エマルション塗
料により形成される塗膜を合成することも全く知られていない。
【００２５】
　光触媒作用により、環境中の有害物質を効率良く分解除去するためには、汚染物質の触
媒表面近傍での反応と、高い比表面積を有することが望ましい。例えば、Ｄｅｇｕｓｓａ
製二酸化チタン（Ｐ２５）は、一次粒子の平均粒子径が、３０ｎｍ程度であるにも関わら
ず、比表面積は、５０ｍ２／ｇ程度であり、汚染物質の完全無害化には、長時間を必要と
する。
【００２６】
　環境を汚染する嵩高い有機物分子の吸着担持には、高比表面積、かつメソ細孔を有する
固体の使用が有効であり、また、大気系における極性分子の捕捉には、固体マトリックス
の電荷分布も制御できることが望ましい。例えば、火山噴出物の風化鉱物として、地球表
層中に産出するケイ酸塩群は、その特異な形状に起因する微細構造により、高比表面積や
高細孔容積及び選択的イオン交換能を有することが明らかとなっている。
【００２７】
【特許文献１】特開２０００－１６３１号公報
【特許文献２】特開２００３－８００７８号公報
【特許文献３】特開２００４－５８０５０号公報
【特許文献４】特開２００２－３３８８９７号公報
【特許文献５】特開２００２－２３５３８２号公報
【特許文献６】特開２００２－３４８５２５公報
【特許文献７】特開２００３－２０４３８号公報
【特許文献８】特開２００８－８８４３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　このような状況の中で、本発明者らは、上記従来技術に鑑みて、光触媒作用による、悪
臭の除去や、空気中の有害物質又は汚れの分解除去、廃水処理や浄水処理、抗菌や抗かび
等、環境の浄化を効果的、かつ経済的で安全に行うことができる、耐候性・耐汚染性に優
れたエマルション塗料の製造方法を開発することを目標として鋭意研究を重ねた。
【００２９】
　その結果、本発明者らは、光触媒として不活性で、雑菌等を吸着する性質を持ち、環境
親和材料として有用であり、かつ多孔質であり、化学組成や細孔構造の制御された合成ケ
イ酸塩高分子重合体を、酸化チタンの周りに被覆することにより作製した多孔質無機ケイ
酸塩酸化チタン複合材料が、その酸化チタンが持つ光触媒機能を損なうことなく、樹脂成
分に添加して、耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料として応用可能であるとの
新規知見を見出し、更に研究を重ねて、本発明を完成するに至った。
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【００３０】
　本発明は、酸化チタンからなる表面、すなわち酸化チタン表面を持つ基材の表面に、化
学組成や細孔構造の制御された多孔質無機ケイ酸塩をコーティングした新規酸化チタン複
合材料からなる複合粒子を含有した耐候性・耐汚染性エマルション塗料と該エマルション
塗料により形成される塗膜を提供することを目的とするものである。
【００３１】
　本発明は、酸化チタンからなる表面（酸化チタン表面）を持つ基材の表面に、化学組成
や細孔構造の制御された多孔質無機ケイ酸塩をコーティングした新規酸化チタン複合材料
からなる複合粒子を含有した耐候性・耐汚染性エマルション塗料と該エマルション塗料に
より形成される塗膜を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　上記課題を解決するための本発明は、以下の技術的手段から構成される。
（１）酸化チタン表面を持つ基材の表面に、無機ケイ酸塩がコーティングされた無機ケイ
酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子と樹脂成分とを組成成分として含む塗膜形成
用エマルション塗料を製造する方法であって、
１）ケイ素化合物水溶液と、アルミニウム化合物、あるいは遷移金属化合物水溶液を混合
し、前駆体懸濁液を調製し、２）上記工程で副生成した塩を除去し、３）上記前駆体懸濁
液に、基材を入れ、水熱反応を行い、４）上記１）～３）により、基材表面に、無機ケイ
酸塩を被覆した酸化チタン複合粒子を合成し、該酸化チタン複合粒子を樹脂成分と混合す
ることで有機物分解性と塗膜の耐候性・耐汚染性を共に備えた耐候性・耐汚染性塗膜形成
用エマルション塗料を合成する、５）その際に、エマルジョン塗料の固形分を２～３０質
量％の範囲に調整し、上記酸化チタン複合粒子のエマルジョン塗料全体における固形分比
を１～２０質量％の範囲に調整する、ことを特徴とする耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマ
ルション塗料の製造方法。
（２）基材が、酸化チタン粒子である、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用
エマルション塗料の製造方法。
（３）無機ケイ酸塩が、アロフェン、又はイモゴライトの非晶質体ないし準結晶質体から
なるケイ酸塩である、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料
の製造方法。
（４）酸化チタンの結晶形が、アナターゼである酸化チタンの表面に、無機ケイ酸塩－酸
化チタン複合材料からなる複合粒子を合成する、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗
膜形成用エマルション塗料の製造方法。
（５）溶液濃度が、それぞれ１ｍｍｏｌ／ｌ～１００００ｍｏｌ／ｌのケイ素化合物溶液
と、１ｍｍｏｌ／ｌ～１００００ｍｏｌ／ｌのアルミニウム化合物、あるいは遷移金属化
合物溶液を混合することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複
合粒子を含有する、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の
製造方法。
（６）ケイ素のアルミニウム、あるいは遷移金属化合物に対するモル比率が、０．１～５
．０であり、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、前記（１
）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
（７）ケイ素化合物水溶液と、アルミニウム化合物、あるいは遷移金属化合物水溶液を、
分速１ｍｌ～１００００ｌで同時混合、あるいは両溶液を急速混合して、前駆体懸濁液を
調製することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含
有する、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
（８）前駆体懸濁液の液性を、ｐＨ３からｐＨ８に調整することにより得られる、無機ケ
イ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、前記（６）に記載の耐候性・
耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
（９）凝集阻止剤として、ポリエチレングリコール、ポリビニールアルコール又は界面活
性剤の水溶性、あるいは非水溶性の試剤を添加することにより得られる、無機ケイ酸塩－
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酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、前記（６）に記載の耐候性・耐汚染性
塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
（１０）調製した前駆体懸濁液を、０．１～７２時間振盪した後、反応副生成物である塩
を除去することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を
含有する、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法
。
（１１）前駆体懸濁液に、酸性溶液を添加して、ｐＨ３から６の弱酸性に調整し、生成さ
れるケイ酸塩の形態を制御することにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料
からなる複合粒子を含有する、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルシ
ョン塗料の製造方法。
（１２）反応温度２０～１５０℃、反応時間１２～２４０時間の条件で、懸濁液の水分が
蒸発しない方法で、水熱反応を行うことにより得られる、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合
材料からなる複合粒子を含有する、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマ
ルション塗料の製造方法。
（１３）反応終了後の懸濁液に、アルカリ性水溶液を添加して、溶液の液性を、ｐＨ８～
１２に調整し、生成物を、ゲル状物質として凝集させて回収することにより得られる、無
機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、前記（１）に記載の耐候
性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法。
（１４）窒素吸着による比表面積が、少なくとも１０ｍ２／ｇである無機ケイ酸塩－酸化
チタン複合材料からなる複合粒子を含有する、前記（１）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜
形成用エマルション塗料の製造方法。
（１５）　酸化チタン表面を持つ基材の表面に、無機ケイ酸塩を水熱合成反応で被覆した
無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子と樹脂成分とを組成成分として含む
塗膜形成用エマルジョン塗料であって、
　上記複合粒子は、表面が、光触媒として不活性なケイ酸塩膜によって被覆されており、
該ケイ酸塩膜が、表面に細孔を有し、この細孔の底には、光触媒として活性な酸化チタン
が露出した状態となっている多孔質構造を有し、窒素吸着による比表面積が、少なくとも
１０ｍ２／ｇである無機ケイ酸塩－酸化チタン複合粒子であり、
　上記樹脂成分は、合成樹脂エマルジョンであり、
　上記エマルジョン塗料の固形分は２～３０質量％の範囲であり、上記酸化チタン複合粒
子のエマルジョン塗料全体における固形分比が１～２０質量％の範囲であり、有機物分解
性と塗膜の耐候性・耐汚染性を共に備えたことを特徴とする耐候性・耐汚染性塗膜形成用
エマルション塗料。
（１６）無機ケイ酸塩が、アロフェン、又はイモゴライトの非晶質体ないし準結晶質体か
らなるケイ酸塩である、前記（１５）に記載の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション
塗料。
（１７）前記（１５）又は（１６）に記載のエマルション塗料から形成される塗膜であっ
て、該塗膜の膜厚が１～２０μｍであることを特徴とする耐候性・耐汚染性塗膜。
【００３３】
　次に、本発明について更に詳細に説明する。
　本発明は、酸化チタン表面を持つ基材の表面に、無機ケイ酸塩がコーティングされた無
機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有した耐候性・耐汚染性塗膜形成
用エマルション塗料と該塗膜形成用エマルション塗料により形成される耐候性・耐汚染性
塗膜を製造する方法であって、ケイ素化合物水溶液と、アルミニウム化合物、あるいは遷
移金属化合物水溶液を混合し、前駆体懸濁液を調製し、上記工程で副生成した塩を除去し
、上記前駆体懸濁液に、基材を入れ、水熱反応を行うことにより、基材表面に、無機ケイ
酸塩を被覆した酸化チタン複合粒子を合成し、得られた該光触媒複合粒子を光触媒成分と
して合成樹脂エマルジョン料に配合することを特徴とするものである。
【００３４】
　また、本発明は、上記塗膜形成用エマルション塗料であって、該エマルション塗料を構
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成する光触媒複合粒子と樹脂成分のうち、前者が、酸化チタン表面を持つ基材の表面に、
無機ケイ酸塩を水熱合成反応で被覆した無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合
粒子であって、上記複合粒子は、表面が、光触媒として不活性なケイ酸塩膜によって被覆
されており、該ケイ酸塩膜が、表面に細孔を有し、この細孔の底には、光触媒として活性
な酸化チタンが露出した状態となっている多孔質構造を有し、窒素吸着による比表面積が
、少なくとも１０ｍ２／ｇであり、後者が、合成樹脂エマルジョンであることを特徴とす
るものである。更に、本発明は、上記塗膜形成用エマルション塗料から形成される耐候性
・耐汚染性塗膜であって、該塗膜の厚さが１～２０μｍであることを特徴とするものであ
る。
【００３５】
　本発明の無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子と樹脂成分とを含む耐候
性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料に含有される複合粒子は、酸化チタンをコーテ
ィングするための出発原料として、ケイ素化合物と、アルミニウム化合物、あるいは遷移
金属化合物が用いられる。ケイ素源として使用される試剤は、モノケイ酸であれば良く、
具体的には、例えば、オルトケイ酸ナトリウム、オルトケイ酸アルキル、メタケイ酸ナト
リウム、無定形コロイド状二酸化ケイ素（エアロジル等）、等が好適なものとして挙げら
れる。
【００３６】
　これらのケイ酸化合物は、１種又は２種以上を併用して使用することができる。上記ケ
イ酸塩分子集合体と結合させるアルミニウム源としては、アルミニウムイオンであれば良
く、具体的には、例えば、塩化アルミニウム、硝酸アルミニウム、アルミン酸ナトリウム
、水酸化アルミニウム、アルミニウムイソプロポキシド等のアルミニウムアルキル化合物
、等のアルミニウム化合物が好適なものとして挙げられる。
【００３７】
　また、遷移金属化合物源としては、それらのイオンであれば良く、例えば、バナジウム
、鉄、タングステン、チタン、コバルト、ニッケル、銅、ジルコニウム等の遷移金属化合
物、例えば、それらの塩化物、硫化物、水酸化物、硝酸塩、ならびに有機金属塩等が好適
なものとして挙げられる。
【００３８】
　これらのアルミニウム化合物、あるいは遷移金属化合物は、１種又は２種以上を併用し
て使用することができる。これらのケイ素源と、アルミニウム源、あるいは遷移金属源は
、上記の化合物に制限されるものではなく、それらと同効のものであれば、同様に使用す
ることができる。
【００３９】
　本発明では、酸化チタン、あるいは少なくとも、酸化チタンからなる表面（酸化チタン
表面）を持つ基材（担持）が用いられる。この基材としては、好適には、例えば、酸化チ
タン粒子が例示されるが、これに制限されるものではなく、少なくとも、表面に酸化チタ
ンを有する基材であれば、同様に使用することができる。本発明に用いられる担体として
の酸化チタン粒子は、光触媒として高性能である点で、酸化チタンの結晶形が、アナター
ゼであることが好ましい。
【００４０】
　酸化チタンが、ルチルやブルッカイト、非晶質のものは、光触媒としての活性が低いた
め、あまり好ましくないが、これらを使用することも可能である。また、酸化チタン粒子
の粒径は、どのような大きさでも良いが、有機繊維やプラスチック等に練り込むことを前
提とする場合は、サブミクロンの小さなものが好ましい。
【００４１】
　酸化チタン粒子をコーティングするための、これらの出発原料を、水に溶解して、１ｍ
ｍｏｌ／ｌ～１００００ｍｏｌ／ｌ濃度のケイ素化合物水溶液と、１ｍｍｏｌ／ｌ～１０
０００ｍｏｌ／ｌ濃度のアルミニウム化合物、あるいはバナジウム、鉄、タングステン、
チタン、コバルト、ニッケル、銅、ジルコニウム等の遷移金属化合物等の１種類以上の水



(10) JP 5544515 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

溶液を調製する。
【００４２】
　これらの溶液を、分速１ｍｌ～１００００ｌで同時混合、あるいは両溶液を急速混合し
て、前駆体懸濁液を調製する。この時のケイ素／アルミニウム、あるいは遷移金属化合物
のモル比率は、０．１～５．０程度が望ましく、化学組成を制御することで、細孔構造が
制御される。モル比が０．１を下回ると、副生成物として、ベーマイトやギブサイトを生
成し、また、５．０を上回ると、非晶質シリカが副生成物として、多量に生成する。
【００４３】
　また、前駆体懸濁の液性は、弱酸性から中性付近（ｐＨ３からｐＨ８）程度が好ましく
、好適にはｐＨ６から８付近である。組成を制御する目的で、前駆体懸濁液のｐＨが大幅
に上記領域よりずれる場合、液性を調製するために、酸成分として、塩酸、硝酸、ならび
に硫酸を、予め遷移金属化合物溶液に計算して添加しておくか、又はアルカリ成分として
、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム等のアルカリ成分を、予めケイ
素化合物溶液に計算して添加しておくことも有効である。
【００４４】
　この時、凝集阻止剤として、ポリエチレングリコールやポリビニールアルコール、界面
活性剤等の水溶性、あるいは非水溶性の試剤を添加しても良い。このように、アルミニウ
ム／遷移金属溶液に、ケイ素化合物溶液を混合した後に、ｐＨが弱酸性領域であれば、ア
ルカリ性溶液を、０．１から５ｍｌ／分の速度で滴下して、ｐＨが中性付近になるように
調整して、前駆体を生成させる。
【００４５】
　この時、前駆体の生成過程に滴下するアルカリ性溶液としては、例えば、水酸化ナトリ
ウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水等が挙げられる。勿論、混合段
階で溶液の液性が、中性付近のｐＨ６．５から８の領域でも、前駆体は生成される。
【００４６】
　得られた前駆体懸濁液は、室温で、０．１～７２時間程度振盪した後、反応副生成物で
ある塩を除去する。その除去方法は、特に制限されないが、好適には、例えば、限外濾過
、遠心分離機による分離等で行うことができる。脱塩後、除去した量と同量の純水を添加
し、良く分散させる。
【００４７】
　生成されるケイ酸塩の形態を制御するために、この時、必要であれば、その前駆体懸濁
液に、酸性溶液を添加して、ｐＨが３から６の弱酸性溶液、好適にはｐＨ３．５から４．
５付近になるような、弱酸性に調整する。この時、使用する酸性溶液としては、例えば、
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、過塩素酸等が挙げられる。
【００４８】
　本発明の塗膜形成用エマルション塗料を構成する複合粒子の製造方法は、表面が酸化チ
タンで覆われている基材を、上記ケイ酸塩前駆体用いて、水熱反応を利用することにより
、その表面に、化学組成や細孔構造の制御された多孔質のケイ酸塩を生成させることを特
徴とするものである。
【００４９】
　所定濃度の出発溶液より調製した前駆体懸濁液に、酸化チタン粒子を浸積させ、所定の
温度で加熱して反応させる。反応温度範囲は、２０～１５０℃であり、反応時間は、１２
～２４０時間程度である。この時、懸濁液の水分が蒸発しないような方法で、加熱熟成を
行えば良く、例えば、反応装置として、オートクレーブをはじめとする密閉容器や、冷却
管付きマントルヒーター等を用いることができる。反応条件は、好適には、１００℃前後
で、４８時間程度の条件が望ましい。
【００５０】
　反応終了後、得られた生成物は、そのまま、あるいは数回純水で洗浄、乾燥を行うこと
により、ケイ酸塩でコーティングされた酸化チタン複合粒子が合成される。得られた生成
物は、無機化合物であるため、耐熱性が高く、比較的過酷な条件下で乾燥させることがで
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きるが、乾燥条件としては、常圧下、温度４０～１００℃が好適である。
【００５１】
　この場合は、反応終了後の懸濁液に、アルカリ性水溶液を添加することで、溶液の液性
をｐＨ８～１２程度に調整し、生成物をゲル状物質として凝集させて回収しても良い。こ
の時用いられるアルカリ性水溶液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
、水酸化カルシウム、アンモニア水等が挙げられる。更に、その後、アルカリ溶液で凝集
したゲル状生成物を、遠心分離器や、半透膜を用いて、回収することもできる。
【００５２】
　凝集阻止剤を添加している場合は、乾燥終了後、２００℃以下の温度でメタノール、エ
タノール、アセトン、トルエン、キシレン、ベンゼン等の有機溶媒で、１時間以上抽出除
去するか、あるいは空気中３００～６００℃、保持時間１～８時間の加熱処理を行うこと
により、ケイ酸塩でコーティングされた酸化チタン複合材料が得られる。
【００５３】
　本発明では、無機ケイ酸塩として、好適には、アロフェン、イモゴライト及びそれらの
類似物の非晶質体、ないし準結晶質体が挙げられる。それにより、球状もしくはチューブ
状のアロフェン、又はイモゴライトをコーティングした酸化チタン複合粒子を合成し、提
供することができる。
【００５４】
　上記方法により、比表面積が、１０ｍ２／ｇ以上であり、また、反応条件や、コートす
るケイ素化合物と他の金属元素化合物の比率を制御することにより、コーティング膜の物
性を変化させた、ケイ酸塩でコーティングされた酸化チタン複合粒子を合成することがで
きる。
【００５５】
　無機ケイ酸塩として、アロフェンを担持させる方法及び条件の一例を示すと、例えば、
１００ｍｍｏｌ／ｌのオルトケイ酸ナトリウム溶液と、１００ｍｍｏｌ／ｌの塩化アルミ
ニウム水溶液を調製する。それぞれを、Ｓｉ／Ａｌ比が０．７５となるように秤量し、塩
化アルミニウム溶液に、オルトケイ酸ナトリウム溶液を添加する。
【００５６】
　この時の混合溶液の液性が、ｐＨ４～７付近になることが望ましく、十分に撹拌して、
前駆体懸濁液を生成する。この混合後の液性を制御するために、予め無機酸水溶液、ある
いは無機塩基水溶液を添加しておいても良い。液性が酸性側に移行するときには、前駆体
懸濁液は、透明な溶液へと変化するが、その後、水酸化ナトリウム溶液を、１ｍｌ／分程
度でゆっくり添加して、液性をｐＨ６～７付近まで調整すると、前駆体が生成する。
【００５７】
　前駆体の生成と同時に、塩化ナトリウムが副生成するので、それを遠心分離等を用いて
除去し、前駆体を洗浄処理する。前駆体濃度１０ｍｍｏｌ／ｌの懸濁液１００ｍｌに、酸
化チタン粉末を０．１ｇ添加し、１００℃で、４８時間、オートクレーブを用いて水熱反
応を行うことで、アロフェンをコーティングした酸化チタン複合粒子粉末が得られる。
【００５８】
　次に、無機ケイ酸塩として、イモゴライトを担持させる方法及び条件の一例を示すと、
例えば、１００ｍｍｏｌ／ｌのオルトケイ酸ナトリウム溶液と、１００ｍｍｏｌ／ｌの塩
化アルミニウム水溶液を調製し、Ｓｉ／Ａｌ比が、０．７０となるように秤量し、塩化ア
ルミニウム溶液に、オルトケイ酸ナトリウム溶液を添加する。この時の混合溶液の液性が
、ｐＨ４～７付近になることが望ましく、十分に撹拌して、前駆体懸濁液を生成する。
【００５９】
　この混合後の液性を制御するために、予め無機酸水溶液、あるいは無機塩基水溶液を添
加しておいても良い。液性が酸性側に移行するときには、前駆体懸濁液は、透明な溶液へ
と変化するが、その後、水酸化ナトリウム溶液を、１ｍｌ／分程度でゆっくり添加して、
液性をｐＨ６付近まで調整すると、前駆体が生成する。前駆体の生成と同時に、塩化ナト
リウムが副生成するので、それを、遠心分離等を用いて除去し、前駆体を洗浄する。
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【００６０】
　前駆体濃度２０ｍｍｏｌ／ｌの懸濁液１００ｍｌに、酸化チタン粉末を０．１ｇ添加し
、その後、塩酸を加えて、ｐＨが４になるように、液性を調節する。１００℃で、４８時
間、オートクレーブを用いて水熱反応を行うことで、イモゴライトをコーティングした酸
化チタン複合粒子粉末が得られる。アロフェン、イモゴライト両方に関して、コーティン
グ膜の厚さは、出発無機溶液濃度及び反応前駆体濃度によって制御される。
【００６１】
　上記方法及び条件により、酸化チタンの表面に、アロフェンを担持させた無機ケイ酸塩
－酸化チタン複合粒子（図１）、及び、酸化チタンの表面にイモゴライトを担持させた無
機ケイ酸塩－酸化チタン複合粒子（図２）、が合成される。
【００６２】
　アロフェンの場合には、酸化チタン表面に、塊状の球状アロフェン粒子凝集体が付着し
ているのが確認され、イモゴライトの場合には、酸化チタン表面に、繊維束が凝集したヒ
ゲ状の塊が付着している様子が確認される。
【００６３】
　これらの生成物の理化学的性質を、以下に示す。ＢＥＴ法による比表面積及びＨＫ法に
よる平均細孔直径が、それぞれ約２００ｍ２／ｇ及び約１ｎｍ程度であり、基材である酸
化チタンに、重量比で１０質量％程度のアロフェン、あるいはイモゴライトがコーティン
グされている材料が生成する。Ｘ線回折では、アナターゼのピークと、アロフェンの場合
は、そのブロードなピーク、イモゴライトの場合は、その低角度側に、特徴のあるピーク
が確認される。
【００６４】
　また、本発明の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を構成する複合粒子は、
酸化チタンをコーティングするケイ酸塩膜の骨格内部、あるいは膜表面に、例えば、白金
、ロジウム、ルテニウム、パラジウム、銀、銅、亜鉛等の金属を担持させることが可能で
あり、それにより、化学物質の酸化分解速度が、更に大きくなり、殺菌、殺藻作用も大き
くなる。
【００６５】
　本発明の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を構成する酸化チタン複合粒子
は、その表面のケイ酸塩化合物の多孔質性や、膜厚、形状を、前駆体の組成や温度、浸積
時間を変えることによって、制御することができる。ケイ素や他の金属化合物の含有率を
低くしたり、反応温度を低くしたり、時間を短くした場合には、基材の表面に、ドメイン
状のケイ酸塩が生成したり、ケイ酸塩の薄膜が生成する。ケイ素や、他の金属化合物の含
有率を高くしたり、反応温度を高くすることにより、ケイ酸塩の膜厚を厚くすることがで
きる。
【００６６】
　こうして調製された本発明の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を構成する
酸化チタン複合粒子は、表面が、光触媒として不活性なケイ酸塩膜によって被覆され、更
に、このケイ酸塩膜は、蛋白質やアミノ酸、細菌、ウイルス等を吸着する作用を有するの
で、表面のケイ酸塩膜は、水中や空気中の細菌等を吸着することができる。そして、上記
複合材料は、上記ケイ酸塩膜が、表面に細孔を有し、この細孔の底には、光触媒として活
性な酸化チタンが露出した状態となっている多孔質の構造を有している。
【００６７】
　そのため、蛍光灯、白熱灯、ブラックライト、ＵＶランプ、水銀灯、キセノンランプ、
ハロゲンランプ、メタルハライドランプ等からの人工光や太陽光等は、この露出部分に照
射される。そして、光の照射によって、酸化チタンに生成した電子と正孔との酸化還元作
用により、ケイ酸塩膜は、吸着した蛋白質やアミノ酸、細菌、ウイルス等を迅速に、かつ
連続的に分解し、除去することができる。
【００６８】
　また、本発明の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を構成する酸化チタン複
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合粒子は、例えば、環境浄化材料として使用される。上記環境浄化材料を、繊維や樹脂等
の媒体に練り込んで使用した場合、これらの有機化合物材料と接触している部分が、光触
媒として不活性なセラミックスであるため、上記有機化合物の分解を生じることがない。
【００６９】
　そして、この環境浄化材料は、悪臭物質やトルエン、キシレン、酢酸エチル、パラジク
ロロベンゼン、窒素酸化物、硫黄酸化物等の空気中の有害物質、あるいは水中に溶解して
いる有機溶剤や農薬等の、環境を汚染している有機化合物を吸着し、蛍光灯、白熱灯、ブ
ラックライト、ＵＶランプ、水銀灯、キセノンランプ、ハロゲンランプ、メタルハライド
ランプ等からの人工光や太陽光の照射によって、酸化チタンに生成した電子と正孔の酸化
還元作用によって迅速に、かつ連続的に分解、除去することができる。
【００７０】
　しかも、この環境浄化材料は、光を照射するだけで、低コスト・省エネルギー的で、か
つメンテナンスフリーで使用できる。そして、酸化チタン粒子上にコーティングされるケ
イ酸塩の内部骨格に、白金あるいはロジウム、ルテニウム、パラジウム、銀、銅、鉄、亜
鉛の金属を担持したものを用いた場合には、その触媒作用により、有機化合物の分解除去
効果や、抗菌抗黴効果等の環境浄化効果が、一層増大する。
【００７１】
　本発明による環境浄化材料の媒体としては、例えば、ポリエチレンやナイロン、ポリ塩
化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレンオキシド
、ポリエチレングリコール、ポリエチレンテレフタレート、シリコーン樹脂、ポリビニル
アルコール、ビニルアセタール樹脂、ポリアセテート、ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹脂、酢酸
ビニル樹脂、セルロース、セルロース誘導体、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネ
ート、ポリスチレン、尿素樹脂、フッ素樹脂、ポリフッ化ビニリデン、フェノール樹脂、
セルロイド、キチン、デンプンシート等の、あらゆる種類の有機繊維やプラスチックス、
あるいはそれらの共重合体が適用可能である。
【００７２】
　ここで、本発明の、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子と樹脂成分と
を含む耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料に用いられる樹脂成分について説明
する。本発明で使用される樹脂成分としては、水系の有機系塗料を含むものであれば、特
に制限されない。例えば、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、アクリルシリコーン樹脂、エ
ポキシ樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリスチレン樹脂、フッ素樹脂などの
合成樹脂エマルションが挙げられる。中でもアクリルシリコーン樹脂エマルションが好ま
しい。
【００７３】
　なお、アクリルシリコーン樹脂中のシリコーン成分の含有量は、１～６０質量％が好ま
しく、５～４０質量％がより好ましい。シリコーン成分が少ないと、樹脂が上述した光触
媒複合粒子により分解されやすくなる。一方、シリコーン成分が多すぎると、得られるエ
マルション塗料を重ね塗りした場合に、先に形成された塗膜上に塗料が付着しにくく、新
たに形成された塗膜が割れやすくなる。
【００７４】
　光触媒複合粒子は、エマルション塗料全体の固形分比において、１～２０質量％である
。より好ましくは２～１５質量％であり、更に好ましくは３～１０質量％である。この範
囲より少ないと、塗膜中における光触媒複合粒子が少なくなることから、光触媒効果が少
なくなり、一方、この範囲よりも多いと塗膜の耐候性が低下する。
【００７５】
　更に、エマルション塗料の固形分は、２～３０質量％である。より望ましくは２～２０
質量％であり、更に望ましくは３～１０質量％である。エマルション塗料の固形分を上記
範囲内とすることにより、形成する塗膜の膜厚が均一なものとなるので望ましい。
 
【００７６】
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　なお、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で、塗料中には、必要に応じて、ブチルセルソ
ルブ、ブチルカルビトール、トリエチレングリコール、テキサノール等の造膜助剤を用い
ても良い。また、塗料には、必要に応じて、消泡剤、増粘剤、凍結安定剤、湿潤剤、顔料
、水溶性樹脂、浸透助剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤等の添加剤を配合しても良い。
【００７７】
　このようにして得られるエマルション塗料の塗装対象物への塗布は、例えば、刷毛、ロ
ーラー、エアスプレー、エアレススプレー等の通常の方法及び手段により行うことができ
る。また、塗装対象物の材質の伸縮に追従するよう、形成される塗膜の膜厚は薄くするこ
とが好ましい。塗膜の膜厚は、１～２０μｍが好ましく、１から１０μｍがより好ましく
、２～８μｍが更に好ましい。膜厚が上記範囲内となることにより、まだらな塗膜が形成
されるのを防ぎ、膜厚の均一な塗膜が得られる。更に、膜厚を均一にするために、エマル
ション塗料を複数回重ね塗りすることが好ましい。
【００７８】
　本発明の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法によれば、光触媒複
合粒子を簡便に製造することができるので、生産性が良好であり、かつ、エマルション塗
料とした際も、樹脂成分の凝集も抑制され、貯蔵安定性に優れている。また、該エマルシ
ョン塗料により形成される塗膜は、油分や水分の付着によっても、黄ばみを生じたり劣化
したりすることが非常に少なくなり、優れた耐久性と美観保持が得られる。更に、有機系
塗料であっても、樹脂成分が酸化チタンと直接接触するのを妨げるため、塗膜が安定であ
る。
【００７９】
　本発明は、ケイ酸塩でコーティングされた酸化チタン複合材料からなる複合粒子と樹脂
成分とを含む耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法と、これより得ら
れる塗膜形成用エマルション塗料及び該エマルション塗料から形成される耐候性・耐汚染
性塗膜であり、酸化チタン複合粒子は、ケイ酸塩前駆体懸濁液に、基材を投入して製造す
ることが可能であり、この時のケイ酸塩前駆体懸濁液の組成や反応温度、時間を変化させ
ることによって、表面の細孔径の大きさや、細孔分布の密度等を制御することが可能であ
る。酸化チタン複合材料は、基材表面の酸化チタンを覆うケイ酸塩膜が多孔質であり、化
学組成や細孔構造の制御されたケイ酸塩ドメイン、あるいは細孔の空隙を通じて、基材表
面の酸化チタンに光が照射されるため、当該酸化チタン複合材料により、ケイ酸塩膜で覆
われていないものと殆ど遜色のない、光触媒作用を得ることができる。
【００８０】
　また、上記ケイ酸塩膜は、雑菌等の汚染物質を吸着する性質を持っているため、吸着し
た揮発性有機化合物を、上記光触媒作用によって、確実、かつ効果的に、分解、除去する
ことが可能である。本発明により、酸化チタンの表面にケイ酸塩を簡便な工程で被覆させ
ることができ、光触媒複合粒子の生産性を高めると共に、該光触媒複合粒子を含む耐候性
・耐汚染性塗膜形成用塗料や塗膜の有機物光分解機能や耐候性・耐汚染性が向上できるエ
マルション塗料の製造方法と、これより得られる塗膜形成用エマルション塗料及び該エマ
ルション塗料から形成される耐候性・耐汚染性塗膜を提供することができる。
【００８１】
　本発明の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料から形成される塗膜は、添加さ
れている酸化チタン複合粒子の無機化合物本来の優れた耐水性、耐熱性や耐腐食性に優れ
るため、例えば、悪臭や煙草の煙、ＮＯｘ、ＳＯｘのような、空気中に存在する有害物質
の分解除去、水中に溶解している有機溶剤や農薬のような有機化合物の分解除去、廃水処
理や浄水処理、汚れの防止、抗菌及び抗かび、ＭＲＳＡ等による院内感染の防止等、触媒
担体、居室内や車内等の生活環境の湿度を自律的に制御する湿度調節材や、その特異な形
状を利用した薬剤のマイクロカプセルや浄水用フィルタ等、広範な産業分野での利用が可
能である。
【００８２】
　また、本発明の耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料から形成される塗膜は、
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環境の浄化に極めて有効であり、しかも、上記酸化チタンは、塗料や化粧品、歯磨き粉等
にも使用され、食品添加物としても認められているものであって、無毒、かつ安全であり
、安価で耐候性や耐久性にも優れるため、経済的である。
【００８３】
　更に、上記ケイ酸塩膜は、光触媒として不活性であるため、酸化チタン複合材料を、有
機繊維やプラスチックス等の媒体に、練り込み等によって添加して使用する場合でも、媒
体を劣化させなることがなく、長期間、その光触媒効果を持続させることができる。本発
明では、ケイ酸塩担持光触媒複合粒子を簡便な手法で高い生産性で作製することができる
ため、本発明は、該光触媒粒子複合体を配合した耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルショ
ン塗料を簡便な工程で高い生産性で製造することができる新しい塗膜形成用エマルション
塗料の生産技術を提供するものとして有用である。
【発明の効果】
【００８４】
　本発明により、次のような効果が奏される。
（１）酸化チタンからなる表面を持つ基材の表面に、例えば、アロフェン、又はイモゴラ
イト等の無機ケイ酸塩がコーティングされた、新規無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料か
らなる複合粒子を含有した耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を提供すること
ができる。
（２）表面を覆うケイ酸塩が、多孔質であるため、細孔の底に酸化チタンが露出した状態
となり、この部分において、酸化チタンに光が照射される酸化チタン複合粒子を含有した
耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を提供することができる。
（３）上記ケイ酸塩が、光触媒として不活性であるため、酸化チタン表面に、多孔質無機
ケイ酸塩をコーティングした光触媒複合粒子を塗料に配合して、塗料成分の劣化を抑制可
能にした、耐候性・耐汚染性エマルション塗膜形成用塗料を提供することができる。
（４）本発明により、酸化チタンの表面に、ケイ酸塩を簡便な工程で被覆させることがで
き、光触媒複合粒子の生産性を高めるとともに、該光触媒複合粒子を含む塗料や塗膜の有
機物光分解機能や耐候性を向上できる、耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の
製造方法を提供することができる。
（５）上記エマルション塗料より得られる該エマルション塗料から形成される耐候性・耐
汚染性に優れた塗膜を提供することができる。
（６）光の照射によって生成した電子と正孔の酸化還元作用により、悪臭や空気中の有害
物質、あるいは水中に溶解している有機溶剤や農薬等の環境を汚染している有機化合物を
、容易に分解除去する機能を有する新規耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を
製造し、提供することができる。
（７）ケイ酸塩が、雑菌等を吸着する性質を持つため、吸着した雑菌等を、光の照射によ
り、酸化チタンに生じる強力な酸化力によって、確実に、しかも効率良く、死滅、分解す
ることができる。
（８）多孔質無機ケイ酸塩をコーティングした新規酸化チタン複合粒子が、塗料フィラー
の役割を果たすため、貯蔵安定性が良好で、かつ、優れた光触媒活性を発揮することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８５】
　次に、実施例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は、以下の実施例により何
ら限定されるものではない。以下の実施例１～１３は、本発明の塗膜形成用エマルジョン
塗料を構成する光触媒複合粒子の製造例を示すものであり、実施例１４は、本発明の塗膜
形成用エマルジョン塗料の実施例を示すものである。
【実施例１】
【００８６】
（光触媒複合粒子１の製造）
　メタケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌメタケイ酸ナトリ
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ウム水溶液を３８．４６ｍｌ調製し、この水溶液に、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム水溶
液７．５ｍｌを添加し、メタケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を調製した
。これとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化ア
ルミニウム水溶液を５０ｍｌ調製した。
【００８７】
　次に、この塩化アルミニウム水溶液に、上記メタケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム
混合水溶液を添加し、室温で１時間撹拌し、前駆体懸濁液を得た。この時のケイ素／アル
ミニウム比は、０．７５であった。この前駆体生成の際に、副成した塩化ナトリウムを除
去するために、遠心分離機を用いて、脱イオン水で充分に洗浄処理した。得られた前駆体
を、１０００ｍｌの脱イオン水中に分散させた。
【００８８】
　この前駆体懸濁液に、１ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹拌し
た後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で４８時間加熱して
水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により充分に洗浄処理を行った。これは、基
材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであり、また
、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利用して、
遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中で、４０℃、常
圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【００８９】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ線
回折図形から、基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴
であるブロードなピークも１０°付近に確認された。この材料は、窒素吸着による比表面
積は、約２００ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、約１ｎｍ、メソ領域の細孔容積は、０．０６
ｍｌ／ｇ程度の値を示した。
【００９０】
　また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結果、ＴｉＯ２：９１．９質量
％、Ａｌ２Ｏ３：３．６４質量％、ＳｉＯ２：３．５１質量％であり、１０質量％程度の
アルミニウムケイ酸塩が、二酸化チタン基材に被覆されていることが示唆された。更に、
電界放射走査型電子顕微鏡（ＦＥ－ＳＥＭ）観察により、酸化チタン表面に、塊状の球状
アロフェン粒子凝集体が付着していることが確認された（図１）。
【実施例２】
【００９１】
（光触媒複合粒子２の製造）
　１００ｍｍｏｌ／ｌのオルトケイ酸ナトリウム水溶液と、１５０ｍｍｏｌ／ｌの塩化ア
ルミニウム水溶液を、１２５ｍｌずつ、それぞれ秤量した。塩化アルミニウム水溶液中に
、オルトケイ酸ナトリウム水溶液を添加し、室温で、十分に撹拌した。これを撹拌しなが
ら、１ｍｏｌ／ｌの水酸化ナトリウムを、液性がｐＨ６になるまで１ｍｌ／分の速度で添
加した。生成した前駆体を、遠心分離機により、脱イオン水を用いて洗浄処理し、前駆体
濃度が２０ｍｍｏｌ／ｌになるように、１０００ｍｌのオートクレーブ中に分散させた。
【００９２】
　この前駆体懸濁液に、１．０ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、十分に撹
拌した後に、５ｍｏｌ／ｌの塩酸水溶液を、ｐＨ４程度になるまで添加した。これを、撹
拌した後に、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加熱して水熱反
応を行った。反応終了後、アンモニアを添加して、液性をｐＨ１０程度まで上昇させ、生
成したイモゴライトをゲル化し、これを凝集させた。
【００９３】
　脱イオン水を用いた遠心分離による洗浄処理を行い、基材表面に結合することができな
かったイモゴライトを除去した。その後、これを、電気乾燥機を用いて、４０℃、常圧で
乾燥し、イモゴライトでコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。ＦＥ－ＳＥＭ
観察により、酸化チタン表面に、イモゴライト繊維束が凝集したヒゲ状の塊が付着してい
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る様子が確認された（図２）。
【実施例３】
【００９４】
（光触媒複合粒子３の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を５０ｍｌ調製し、この水溶液に、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム水溶液
１０ｍｌを添加し、オルトケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を調製した。
これとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アル
ミニウム水溶液を１００ｍｌ調製した。次に、この塩化アルミニウム水溶液に、上記オル
トケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を添加し、室温で、１時間撹拌し、前
駆体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．５０であった。この前駆体
生成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心分離機を用いて、脱イオン
水で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱イオン水中に分散させた。
【００９５】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利
用して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、
４０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【００９６】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から、基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴で
あるブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、２
１１ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、８．２８ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．
３２ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結
果、ＴｉＯ２含有率が、４２．８質量％であり、重量比で、６０質量％程度のアルミニウ
ムケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例４】
【００９７】
（光触媒複合粒子４の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を５５ｍｌ調製し、この水溶液に、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム水溶液
８ｍｌを添加し、オルトケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を調製した。こ
れとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミ
ニウム水溶液を１００ｍｌ調製した。次に、この塩化アルミニウム水溶液に、上記オルト
ケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を添加し、室温で、１時間撹拌し、前駆
体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．５５であった。この前駆体生
成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心分離機を用いて、脱イオン水
で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱イオン水中に分散させた。
【００９８】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利
用して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、
４０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【００９９】
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　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から、基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴で
あるブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、１
６５ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、１１．１４ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０
．１８ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の
結果、ＴｉＯ２含有率が、５５．３質量％であり、重量比で、４５質量％程度のアルミニ
ウムケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例５】
【０１００】
（光触媒複合粒子５の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を６０ｍｌ調製し、この水溶液に、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム水溶液
６ｍｌを添加し、オルトケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を調製した。こ
れとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミ
ニウム水溶液を１００ｍｌ調製した。次に、この塩化アルミニウム水溶液に、上記オルト
ケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を添加し、室温で、１時間撹拌し、前駆
体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．６０であった。この前駆体生
成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心分離機を用いて、脱イオン水
で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱イオン水中に分散させた。
【０１０１】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利
用して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、
４０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【０１０２】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から、基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴で
あるブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、１
５８ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、１２．５８ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０
．１３ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の
結果、ＴｉＯ２含有率が、３５．８質量％であり、重量比で、６５質量％程度のアルミニ
ウムケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例６】
【０１０３】
（光触媒複合粒子６の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を６５ｍｌ調製し、この水溶液に、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム水溶液
４ｍｌを添加し、オルトケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を調製した。こ
れとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミ
ニウム水溶液を１００ｍｌ調製した。次に、この塩化アルミニウム水溶液に、上記オルト
ケイ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を添加し、室温で、１時間撹拌し、前駆
体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．６５であった。この前駆体生
成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心分離機を用いて、脱イオン水
で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱イオン水中に分散させた。
【０１０４】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
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熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利
用して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、
４０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【０１０５】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から、基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴で
あるブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、１
７９ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、９．８９ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．
１６ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結
果、ＴｉＯ２含有率が、３６．６質量％であり、重量比で、６５質量％程度のアルミニウ
ムケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例７】
【０１０６】
（光触媒複合粒子７の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を７０ｍｌ調製し、この水溶液に、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム水溶液
２ｍｌを添加した。これとは別に、塩化アルミニウムを脱イオン水に溶解し、１００ｍｍ
ｏｌ／ｌ塩化アルミニウム水溶液を１００ｍｌ調製し、オルトケイ酸ナトリウム／水酸化
ナトリウム混合水溶液を調製した。次に、この塩化アルミニウム水溶液に、上記オルトケ
イ酸ナトリウム／水酸化ナトリウム混合水溶液を添加し、室温で、１時間撹拌し、前駆体
懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．７０であった。この前駆体生成
の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心分離機を用いて、脱イオン水で
充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱イオン水中に分散させた。
【０１０７】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で４８時間加熱
して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。これ
は、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであり
、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利用
して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、４
０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【０１０８】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴であ
るブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、１９
８ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、７．７６ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．１
４ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結果
、ＴｉＯ２含有率が、４３．２質量％であり、重量比で、５５質量％程度のアルミニウム
ケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例８】
【０１０９】
（光触媒複合粒子８の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を７５ｍｌ調製した。これとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に
溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミニウム水溶液を１００ｍｌ調製した。次に、この
塩化アルミニウム水溶液に、上記オルトケイ酸ナトリウム水溶液を添加し、室温で、１時
間撹拌し、前駆体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．７５であった
。この前駆体生成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心分離機を用い
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て、脱イオン水で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱イオン水中に
分散させた。
【０１１０】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利
用して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、
４０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【０１１１】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴であ
るブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、１９
３ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、９．７７ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．２
３ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結果
、ＴｉＯ２含有率が、４６．６質量％であり、重量比で、５５質量％程度のアルミニウム
ケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例９】
【０１１２】
（光触媒複合粒子９の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を８０ｍｌ調製した。これとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に
溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミニウム水溶液を１００ｍｌ調製し、この水溶液に
、１ｍｏｌ／ｌ塩酸２ｍｌを添加し、塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液を調製した。次
に、この塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液に、オルトケイ酸ナトリウム水溶液を添加し
、室温で、１時間撹拌し、前駆体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０
．８０であった。この前駆体生成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠
心分離機を用いて、脱イオン水で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの
脱イオン水中に分散させた。
【０１１３】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により充分に洗浄処理を行った。これ
は、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであり
、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利用
して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、４
０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【０１１４】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴であ
るブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、２０
０ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、９．５１ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．２
９ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結果
、ＴｉＯ２含有率が、３４．７質量％であり、重量比で、６５質量％程度のアルミニウム
ケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例１０】
【０１１５】
（光触媒複合粒子１０の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
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トリウム水溶液を８５ｍｌ調製した。これとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に
溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミニウム水溶液を１００ｍｌ調製し、この水溶液に
、１ｍｏｌ／ｌ塩酸４ｍｌを添加し、塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液を調製した。次
に、この塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液に、オルトケイ酸ナトリウム水溶液を添加し
、室温で１時間撹拌し、前駆体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．
８５であった。この前駆体生成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心
分離機を用いて、脱イオン水で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱
イオン水中に分散させた。
【０１１６】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利
用して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、
４０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【０１１７】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴であ
るブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、２０
１ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、９．６６ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．２
４ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結果
、ＴｉＯ２含有率が、３４．６質量％であり、重量比で、６５質量％程度のアルミニウム
ケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例１１】
【０１１８】
（光触媒複合粒子１１の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を９０ｍｌ調製した。これとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に
溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミニウム水溶液を１００ｍｌ調製し、この水溶液に
、１ｍｏｌ／ｌ塩酸６ｍｌを添加し、塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液を調製した。次
に、この塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液に、オルトケイ酸ナトリウム水溶液を添加し
、室温で１時間撹拌し、前駆体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．
９０であった。この前駆体生成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心
分離機を用いて、脱イオン水で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱
イオン水中に分散させた。
【０１１９】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利
用して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、
４０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【０１２０】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴であ
るブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、２０
９ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、１０．１ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．３
４ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結果
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、ＴｉＯ２含有率が、３４．７質量％であり、重量比で、６５質量％程度のアルミニウム
ケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例１２】
【０１２１】
（光触媒複合粒子１２の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を９５ｍｌ調製した。これとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水に
溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミニウム水溶液を１００ｍｌ調製し、この水溶液に
、１ｍｏｌ／ｌ塩酸８ｍｌを添加し、塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液を調製した。次
に、この塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液に、オルトケイ酸ナトリウム水溶液を添加し
、室温で１時間撹拌し、前駆体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、０．
９５であった。この前駆体生成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、遠心
分離機を用いて、脱イオン水で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌの脱
イオン水中に分散させた。
【０１２２】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、それらの比重差を利
用して、遠心分離により分離精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、
４０℃、常圧で乾燥し、ケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
【０１２３】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴であ
るブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、１３
８ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、１３．０ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．４
７ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結果
、ＴｉＯ２含有率が、４６．８質量％であり、重量比で、６５質量％程度のアルミニウム
ケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。
【実施例１３】
【０１２４】
（光触媒複合粒子１３の製造）
　オルトケイ酸ナトリウムを、脱イオン水に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌオルトケイ酸ナ
トリウム水溶液を１００ｍｌ調製した。これとは別に、塩化アルミニウムを、脱イオン水
に溶解し、１００ｍｍｏｌ／ｌ塩化アルミニウム水溶液を１００ｍｌ調製し、この水溶液
に、１ｍｏｌ／ｌ塩酸１０ｍｌを添加し、塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液を調製した
。次に、この塩化アルミニウム／塩酸混合水溶液に、オルトケイ酸ナトリウム水溶液を添
加し、室温で１時間撹拌し、前駆体懸濁液を得た。この時のケイ素／アルミニウム比は、
１．００であった。この前駆体生成の際に、副成した塩化ナトリウムを除去するために、
遠心分離機を用いて、脱イオン水で充分に洗浄処理した。得られた前駆体を、２００ｍｌ
の脱イオン水中に分散させた。
【０１２５】
　この前駆体懸濁液に、０．２ｇの二酸化チタン（アナターゼ）基材を投入し、充分に撹
拌した後、この懸濁液を、テフロン（登録商標）容器に封入し、１００℃で、４８時間加
熱して水熱反応を行った。反応終了後、遠心分離機により、充分に洗浄処理を行った。こ
れは、基材表面に結合することができなかったアルミニウムケイ酸塩を除去するためであ
り、また、二酸化チタン基材と、生成したアルミニウムケイ酸塩を、遠心分離により分離
精製するためである。その後、これを、電気乾燥機中にて、４０℃、常圧で乾燥し、ケイ
酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子を得た。
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【０１２６】
　このようにして得られたケイ酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子は、Ｘ回
折図形から、基材アナターゼのピークが確認され、同時に、非晶質ケイ酸塩成分の特徴で
あるブロードなピークも確認された。この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積は、１
８４ｍ２／ｇ、平均細孔直径は、１１．５ｎｍ、マイクロ／メソ領域の細孔容積は、０．
２６ｃｍ３／ｇの値を示した。また、この材料は、蛍光Ｘ線分析による化学組成分析の結
果、ＴｉＯ２含有率が、４１．３質量％であり、重量比で、６０質量％程度のアルミニウ
ムケイ酸塩が、二酸化チタン基材を被覆していることが示唆された。表１に、ケイ酸塩で
コーティングされた二酸化チタン複合粒子の物性評価の結果を示す。
【０１２７】
【表１】

【０１２８】
　表１から明らかなように、この材料は、窒素吸着によるＢＥＴ比表面積が、２００ｍ２

／ｇ程度、平均細孔直径が、８～１３ｎｍ程度、マイクロ／メソ領域の細孔容積が、０．
１から０．４ｃｍ３／ｇ程度、ＴｉＯ２含有率が、３５から４５質量％程度であり、重量
比で、６０質量％程度のアルミニウムケイ酸塩が二酸化チタン基材を被覆されているケイ
酸塩でコーティングされた二酸化チタン複合粒子が合成されたことが確認された。
【実施例１４】
【０１２９】
（１）エマルション塗料の製造準備
　上記で調製した光触媒複合粒子３～１３を用いて、実施例１～１１、比較例１～２のエ
マルション塗料を製造した。まず、ミルベースとして、脱イオン水：光触媒複合粒子を、
９９：１（質量比）の割合で混合し、超音波分散処理を行った。次に、レッドダウンベー
スとして、エマルション樹脂「ポリデュレックスＨ－７０００」（旭化成ケミカルズ（株
）製、固形分４２％）、消泡剤「ＢＹＫ－０２８」（ビックケミー（株）製）、成膜助剤
の「テキサノール」（イーストマンケミカル（株）製）、及び水を、５０．０：０．２：
６．０：４３．８（質量比）の割合で混合した。
【０１３０】
（２）エマルション塗料の製造
　上記で調製したミルベース及びレッドダウンベースを用いて、エマルション塗料を製造
した。レッドダウンベース：ミルベースを、３５：６５（質量比）の割合で混合し、更に
、増粘剤「ＳＮシックナー６１８」（サンノプコ（株）製）を適量添加し、無機ケイ酸塩
－酸化チタン複合材料からなる複合粒子を含有した耐候性・耐汚染性エマルション塗料と
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した。
【０１３１】
　塗膜試験体は、エアー塗装スプレーガンＷ－８８（アネスト岩田（株）製）を用いて、
平板（５ｃｍ×５ｃｍ）上に塗布量５０ｇ／ｍ２塗布し、乾燥させて試験体とした。ここ
で、光触媒複合粒子３から１３を用いて調製された耐候性・耐汚染性エマルション塗料を
、実施例１から１１として記載する。更に、酸化チタン粉末のみを用いて調製した塗料を
、比較例１、市販のアパタイト被覆酸化チタン光触媒を用いて調製した塗料を、比較例２
として記載する。塗料成分のみをブランクとした。
【０１３２】
（３）光沢保持率と色差による促進耐候性試験
　前記試験体に、紫外線照射機「アイスーパーＵＶテスターＷ－１５１」（岩崎電気（株
）製）を用いて、ブラックパネル温度が６３℃、湿度が５０％ＲＨ、各塗面が１０００ｍ
Ｗ／ｃｍ２の照射強度で受光するように、試験体に４時間照射した。その後、槽内の温度
を約３０℃、湿度を９８％ＲＨ以上に設定して、４時間保持し、槽内を結露させた。
【０１３３】
　上述した照射と結露を１サイクルとし、１２０時間毎に光沢保持率と色差の評価を行っ
た。光沢と色差の測定には、光沢計と色差計（「ＳＭカラーコンピューターＳＭ－Ｔ型」
スガ試験機製）を用いた。
【０１３４】
　図３に、各試料の光沢保持率の経時変化を示した。実施例で得られた耐候性・耐汚染性
エマルション塗料の光沢保持率は、６００時間経過後であっても良好であり、殆ど劣化が
生じていないことが明らかとなった。一方、比較例１、２で得られたエマルション塗料は
、実施例に比べて、光沢の劣化が２４０時間経過後より始まり、６００時間後には、初期
光沢より４０％程度まで低下し、表面状態の悪化が確認された。
【０１３５】
　図４に、各試料の色差の経時変化を示した。試験時間の経過に伴い、各試料とも、色差
は上昇したが、６００時間経過後の色差は、実施例の耐候性・耐汚染性エマルション塗料
では、ＮＢＳ単位６以下の数値を示した。比較例１、２で得られたエマルション塗料では
、ＮＢＳ単位８程度の大きな色差を示し、塗膜の劣化による変色が確認された。
【０１３６】
（４）吸光度測定によるメチレンブルー分解試験
　前処理として、ブラックライトＢＬＢを用いて、各塗面が１ｍＷ／ｃｍ２の照射強度で
受光するように、試験体に３時間以上照射した。次に、アクリル樹脂製リング（外径：４
５ｍｍ、内径：４０ｍｍ、高さ：３０ｍｍ）を、非水溶性接着剤を用いて、塗面上に固定
した。そして、このリング内に、吸着液（８ｐｐｍメチレンブルー水溶液）を３０ｍＬ注
ぎ入れ、硝子製蓋（５０ｍｍ×５０ｍｍ×０．５ｍｍ）で密封し、暗所にて、１２時間以
上静置して、塗膜に、メチレンブルー水溶液を十分に吸着させた。
【０１３７】
　その後、吸着液を排出し、リング内を蒸留水で軽く洗浄した後に、４ｐｐｍメチレンブ
ルー水溶液を３０ｍＬ注ぎ入れ、上記硝子製蓋にて、再び蓋をして密封した。ブラックラ
イトＢＬＢを、塗面が１ｍＷ／ｃｍ２の照射強度で受光するように照射し、メチレンブル
ーの分解による水溶液の脱色の経時変化を、吸光度により測定した。吸光度の測定には、
デジタル比色計（「ｍｉｎｉｐｈｏｔｏ　１０」三紳工業（株）、フィルタ：６６０ｎｍ
）を用いた。
【０１３８】
　図５に、各試料のメチレンブルー分解試験の結果を示した。実施例で得られた耐候性・
耐汚染性エマルション塗料のメチレンブルー分解率は、ブラックライト照射時間の経過と
共に緩やかに上昇し、最大で、８０％程度の分解率を示すことが明らかとなった。光触媒
活性によるメチレンブルー分解と、低色差・光沢保持能力は、相反する機能であり、既存
の光触媒配合塗料では成し得なかった有機物分解と、塗膜の耐候性・耐汚染性にバランス
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の取れた、優れた機能を有することが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【０１３９】
　以上詳述したように、本発明は、無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子
と樹脂成分とを含む耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料の製造方法と、これよ
り得られる塗膜形成用エマルション塗料及び該エマルション塗料から形成される耐候性・
耐汚染性塗膜に係るものであり、本発明により、水熱反応を利用して、酸化チタンからな
る表面を持つ基材の表面に、化学組成や細孔構造の制御された無機ケイ酸塩をコーティン
グした無機ケイ酸塩－酸化チタン複合材料からなる複合粒子と、樹脂成分とを含む耐候性
・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を合成する方法、及びこれより得られる塗膜形成
用エマルション塗料及び該エマルション塗料から、乾燥あるいは焼き付け等で形成される
耐候性・耐汚染性塗膜を提供することができる。
【０１４０】
　本発明は、塗料用途は勿論のこと、樹脂フィラーの一部として、有機繊維やプラスチッ
クス等の媒体に添加することが可能であり、自動車の車内や居間、台所、トイレ等の脱臭
や、廃水処理、プールや貯水の浄化だけでなく、菌や黴の繁殖防止、食品の腐敗防止等、
非常に幅広い用途に適用でき、しかも、化学薬品やオゾンのような有毒な物質を使用せず
、電灯の光や自然光等の光を照射するだけで、低コストで省エネルギー的、かつ安全に、
メンテナンスフリーで長期間使用することができる新規二酸化チタン複合材料からなる複
合粒子と樹脂成分とを含む耐候性・耐汚染性塗膜形成用エマルション塗料を提供するもの
として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本発明の一実施例に係わる、アロフェンでコーティングされた酸化チタン複合材
料の電子顕微鏡写真である。
【図２】本発明の一実施例に係わる、イモゴライトでコーティングされた酸化チタン複合
材料の電子顕微鏡写真である。
【図３】本発明の実施例に係わる、耐候性・耐汚染性エマルション塗料より得られた塗膜
の光沢保持率の経時変化を示す耐候性試験結果である。
【図４】本発明の実施例に係わる、耐候性・耐汚染性エマルション塗料より得られた塗膜
の色差の経時変化を示す耐候性試験結果である。
【図５】本発明の実施例に係わる、耐候性・耐汚染性エマルション塗料より得られた塗膜
の耐汚染性の経時変化を示すメチレンブルー分解試験結果である。
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