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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多孔性の陽極酸化皮膜を、チタニル酸塩と、チタニルと陽イオン錯体を形成する錯化剤
と、を含む混合浴中で、電解処理して、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に、二酸化チタン
を析出させて二酸化チタン皮膜を形成する、チタニル電解処理工程と、
二酸化チタン皮膜を、焼成して、光触媒能を有する二酸化チタンからなる光触媒皮膜に
変化させる、焼成処理工程と、を有し、
更に、上記チタニル電解処理工程の前に、
多孔性の陽極酸化皮膜を、金属塩の浴中で、電解処理して、陽極酸化皮膜の孔中に、金
属単体を析出させる、金属電解処理工程、を有しており、
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上記焼成処理工程が、更に、熱拡散によって、金属単体を二酸化チタンに担持させるも
のである、ことを特徴とする光触媒皮膜の製造方法。
【請求項２】
陽極酸化皮膜として、アルミニウム、マグネシウム、チタン、又は各々の合金を、陽極
酸化処理することによって、形成されたものを、用いる、請求項１記載の光触媒皮膜の製
造方法。
【請求項３】
チタニル酸塩として、硫酸チタニルを用いる、請求項１又は２に記載の光触媒皮膜の製
造方法。
【請求項４】
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錯化剤として、シュウ酸を用いる、請求項１〜３のいずれか一つに記載の光触媒皮膜の
製造方法。
【請求項５】
金属塩として、白金、金、パラジウム、ルテニウム、銀、スズ、マンガン、銅、コバル
ト、又はニッケルの、塩を用いる、請求項１〜４のいずれか一つに記載の光触媒皮膜の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光触媒能を有する二酸化チタンからなる光触媒皮膜の製造方法に関するもの
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である。
【背景技術】
【０００２】
近年、光触媒は、環境分野やエネルギー分野で有効に利用できるため、非常に注目され
ている。具体的には、光触媒は、例えばＮＯｘ等の有害物を分解できるので、環境浄化の
手段として利用できる。また、光触媒は、例えばチタニアナノアレイや色素増感太陽電池
等に利用できる。
【０００３】
ところで、光触媒の一つとして注目されている二酸化チタンは、粒子として合成される
。しかし、粒子の二酸化チタンは、取扱いが不便であり、また、使用後の回収が困難であ

20

る。そこで、二酸化チタンを基板に固定して光触媒皮膜として使用することが、一般に行
われている。その固定法としては、スパッタリング法やスラリー法やゾルゲル法（特許文
献１参照）が知られている。
【０００４】
一方、二酸化チタンを光触媒皮膜として使用する場合には、取扱いは便利となるが、二
酸化チタンの、光に反応する表面積（以下、「反応表面積」と称する）が、二酸化チタン
を粒子のままで使用する場合に比して、減少してしまい、それ故、光触媒能が低くなる。
【特許文献１】特開２００４−１５４７７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
スラリー法やゾルゲル法では、二酸化チタンと基板との密着性が不十分であり、溶液の
管理が困難であり、高コストである等の、問題があった。そこで、二酸化チタンを密着性
良く且つ簡単に基板に固定できる方法が、望まれている。
【０００６】
また、二酸化チタンを基板に固定して光触媒皮膜として使用する場合であっても、基板
の単位面積当たりの二酸化チタンの反応表面積を増大させて光触媒能を向上させることが
、望まれている。
【０００７】
本発明は、基板の単位面積当たりの二酸化チタンの反応表面積が大きいために高い光触
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媒能を発揮できる光触媒皮膜を、密着性良く且つ簡単に基板に形成することができる、光
触媒皮膜の製造方法を、提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の光触媒皮膜の製造方法は、次の構成（ｉ）〜（iii）の光触媒皮膜を得ること
ができるものである。
（ｉ）多孔性の陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に形成された、光触媒能を有する二酸化チ
タン、からなることを特徴とする光触媒皮膜である。しかも、二酸化チタンが、金属単体
を担持しているものである。金属単体としては、例えば、白金、金、パラジウム、ルテニ
ウム、銀、スズ、マンガン、銅、コバルト、ニッケルがある。
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【０００９】
【００１０】
【００１１】
【００１２】
（ii）上記（ｉ）において、陽極酸化皮膜が、アルミニウム、マグネシウム、チタン、又
は各々の合金を、陽極酸化処理することによって、形成されたものである。
【００１３】
【００１４】
（iii）上記（ｉ）において、金属単体が、白金、金、パラジウム、ルテニウム、銀、ス
ズ、マンガン、銅、コバルト、又はニッケルであるものである。
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【００１５】
請求項１記載の発明は、多孔性の陽極酸化皮膜を、チタニル酸塩と、チタニルと陽イオ
ン錯体を形成する錯化剤と、を含む混合浴中で、電解処理して、陽極酸化皮膜の表面及び
孔内面に、二酸化チタンを析出させて二酸化チタン皮膜を形成する、チタニル電解処理工
程と、二酸化チタン皮膜を、焼成して、光触媒能を有する二酸化チタンからなる光触媒皮
膜に変化させる、焼成処理工程と、を有し、更に、上記チタニル電解処理工程の前に、多
孔性の陽極酸化皮膜を、金属塩の浴中で、電解処理して、陽極酸化皮膜の孔中に、金属単
体を析出させる、金属電解処理工程、を有しており、上記焼成処理工程が、更に、熱拡散
によって、金属単体を二酸化チタンに担持させるものである、ことを特徴とする光触媒皮
膜の製造方法である。
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【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、陽極酸化皮膜として、アルミニ
ウム、マグネシウム、チタン、又は各々の合金を、陽極酸化処理することによって、形成
されたものを、用いるものである。
【００２０】
請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、チタニル酸塩として、
硫酸チタニルを用いるものである。
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【００２１】
請求項４記載の発明は、請求項１〜３のいずれか一つに記載の発明において、錯化剤と
して、シュウ酸を用いるものである。
【００２２】
【００２３】
請求項５記載の発明は、請求項１〜４のいずれか一つに記載の発明において、金属塩と
して、白金、金、パラジウム、ルテニウム、銀、スズ、マンガン、銅、コバルト、又はニ
ッケルの、塩を用いるものである。
【発明の効果】
【００２４】
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上記構成（ｉ）によれば、光触媒皮膜が陽極酸化皮膜の表面だけでなく孔内面にも形成
されているので、基板の単位面積当たりの、光触媒皮膜の面積すなわち二酸化チタンの反
応表面積が非常に大きく、したがって、高い光触媒能を発揮できる。
【００２５】
【００２６】
しかも、二酸化チタンが金属単体を担持しているので、可視光を吸収して低い光エネル
ギーで励起電子を発生させ、しかも、その励起電子の再結合を抑制でき、したがって、更
に高い光触媒能を発揮できる。
【００２７】
【００２８】
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上記構成（ii）によれば、種々の陽極酸化皮膜を利用できるので、光触媒皮膜の用途範
囲を拡大できる。
【００２９】
【００３０】
上記構成（iii）によれば、上記構成（ｉ）の光触媒皮膜を確実に実現できる。
【００３１】
請求項１記載の発明では、チタニル電解処理工程において、チタニル錯体が生成して、
それが陽極酸化皮膜の表面に付着するとともに孔内に入って孔内面にも付着し、二酸化チ
タンが析出し、これにより、二酸化チタン皮膜が陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に形成さ
れる。そして、焼成処理工程において、二酸化チタンの結晶構造がアナタース型に変化し
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、これにより、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に、光触媒皮膜が得られる。
【００３２】
【００３３】
しかも、金属電解処理工程において、陽極酸化皮膜の孔中に金属単体又は金属化合物の
コロイド粒子が析出する。そして、焼成処理工程において、熱拡散によって、金属単体が
二酸化チタンに担持される。したがって、請求項１記載の発明によれば、上記構成（ｉ）
の光触媒皮膜を密着性良く且つ簡単に基板に形成することができる。
【００３４】
【００３５】
請求項２記載の発明によれば、上記構成（ii）の光触媒皮膜を得ることができる。
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【００３６】
請求項３記載の発明によれば、硫酸チタニルが比較的安価な材料であるので、上記構成
（ｉ）の光触媒皮膜を安価に得ることができる。
【００３７】
請求項４記載の発明によれば、２価の陰イオンの錯体を安定して生成させることができ
、したがって、チタニル電解処理工程を安定して実施することができる。例えば、チタニ
ル酸塩として硫酸チタニルを用い、錯化剤としてシュウ酸を用いた場合には、硫酸チタニ
ルとシュウ酸とが２：１のモル比で反応して、［（ＴｉＯ）２Ｃ２Ｏ４］２＋の陽イオン
錯体が生成する。
【００３８】
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【００３９】
請求項５記載の発明によれば、上記構成（ｉ）の光触媒皮膜を種々得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
（基本形態）
本基本形態の光触媒皮膜は、次の工程（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）を経て形成される。
【００４１】
（Ａ）陽極酸化皮膜の形成工程
（ａ）前処理工程
純アルミニウム材からなる基板を、まず、希アルカリによって脱脂処理及びエッチング
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処理し、そして、希酸によってデスマット処理する。
【００４２】
（ｂ）陽極酸化処理工程
前処理された基板を、硫酸の浴中で、対極として白金板又はチタン板を用いて、電解処
理する。これにより、基板表面に、多孔性の陽極酸化皮膜が形成される。
【００４３】
より具体的には、硫酸濃度は１．５ｍｏｌ／ｌ、電解処理は直流定電流電解処理又は交
流定電圧電解処理又は交直重畳電解処理、電流密度は１〜２Ａ／ｄｍ２、浴温度は０〜２
５℃、電解時間は３０〜６０分である。これにより、形成される陽極酸化皮膜の膜厚は１
０〜３０μｍであった。なお、浴は、硫酸、シュウ酸、リン酸、ギ酸、クロム酸の、単独

50

(5)

JP 4905659 B2 2012.3.28

浴又は混合浴でもよい。また、硫酸と硫酸アルミニウムとの混合浴でもよく、具体的には
、硫酸濃度は１．５ｍｏｌ／ｌ、硫酸アルミニウム濃度は０．０５ｍｏｌ／ｌである。
【００４４】
（Ｂ）チタニル電解処理工程
陽極酸化皮膜を、硫酸チタニルとシュウ酸との混合浴中で、対極として白金板を用いて
、電解処理する。これにより、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に、二酸化チタンからなる
皮膜が形成される。
【００４５】
より具体的には、硫酸チタニル濃度は０．０１〜０．１ｍｏｌ／ｌ、シュウ酸濃度は０
．１〜０．５ｍｏｌ／ｌ、浴ｐＨは４〜６、浴温度は０〜２５℃、電解時間は１〜１０分
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、電解処理は直流電解処理又は交流電解処理又は交直ハイブリッド電解処理である。直流
電解処理又は交流電解処理の場合、電圧は５〜３０Ｖ、電解時間は１〜１０分であり、交
直ハイブリッド電解処理の場合、基底電圧は５〜１０Ｖ、振幅は５〜２０Ｖ、周波数は１
〜１０ｋＨｚ、電解時間は１〜１０分である。
【００４６】
（Ｃ）焼成処理工程
二酸化チタン皮膜が形成された陽極酸化皮膜を、焼成する。これにより、二酸化チタン
が、アナタース型結晶構造を有する二酸化チタンに変化し、したがって、二酸化チタン皮
膜が、光触媒能を有する二酸化チタンからなる光触媒皮膜となる。焼成温度は、０〜５０
０℃、好ましくは３５０〜５００℃、より好ましくは４５０℃である。
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【００４７】
上記工程（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）を経て得られる本基本形態の光触媒皮膜は、陽極
酸化皮膜の表面だけでなく孔内面にも形成されているので、非常に大きな表面積を有して
いる。すなわち、基板の単位面積当たりの、本基本形態の光触媒皮膜の面積すなわち二酸
化チタンの反応表面積は、非常に大きい。したがって、本基本形態の光触媒皮膜は、高い
光触媒能を有している。すなわち、本基本形態の光触媒皮膜によれば、高い光触媒能を発
揮できる。また、吸収端の波長が短い方へシフトするので、この点からも高い光触媒能を
発揮できる。
【００４８】
また、本基本形態の製造方法は、通常の前処理及び陽極酸化処理に加えて、チタニル電
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解処理及び焼成処理を行うだけであるので、極めて簡単に実施することができる。すなわ
ち、本基本形態の製造方法によれば、光触媒皮膜を極めて簡単に基板に形成することがで
きる。
【００４９】
しかも、本基本形態の製造方法は、電解処理によって、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面
に、二酸化チタンを析出させているので、二酸化チタンと陽極酸化皮膜との密着性が良好
である。したがって、本基本形態の製造方法によれば、光触媒皮膜を密着性良く基板に形
成することができる。
【００５０】
（第１参考形態）
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本参考形態の光触媒皮膜は、次の工程（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、及び（Ｄ）を経て形成
される。
【００５１】
（Ａ）陽極酸化皮膜の形成工程
基本形態と同様に処理する。
【００５２】
（Ｂ）チタニル電解処理工程
基本形態と同様に処理する。
【００５３】
（Ｃ）焼成処理工程
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基本形態と同様に処理する。
【００５４】
（Ｄ）酸化物担持処理工程
光触媒皮膜が形成された陽極酸化皮膜を、過マンガン酸塩の水溶液中にて、光照射に晒
す。これにより、マンガンが光還元されて、二酸化マンガンが光触媒皮膜の二酸化チタン
に担持される。
【００５５】
より具体的には、過マンガン酸塩は、過マンガン酸カリウム、過マンガン酸ナトリウム
であり、好ましくは、過マンガン酸カリウムである。過マンガン酸塩水溶液の濃度は、１
×１０−４〜２ｍｏｌ／ｌ、好ましくは、０．００１〜０．１ｍｏｌ／ｌである。何故な
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ら、１×１０−４ｍｏｌ／ｌ未満の場合には、マンガンの還元速度すなわち反応速度が遅
く、２ｍｏｌ／ｌを越える場合には、反応速度が速すぎ、いずれの場合も、二酸化マンガ
ンの担持量を制御するのが困難だからである。過マンガン酸塩水溶液の温度は、０〜９５
℃、好ましくは、２０〜５５℃である。何故なら、０℃未満の場合には、反応速度が遅く
、９５℃を越える場合には、反応速度が速すぎ、いずれの場合も、二酸化マンガンの担持
量を制御するのが困難だからである。光照射における光の波長は、２２０〜４００ｎｍ、
好ましくは、２５０〜３８０ｎｍである。何故なら、２２０ｎｍ未満の場合には、空気中
の酸素が光エネルギーを吸収してしまい、４００ｎｍを越える場合には、二酸化マンガン
が二酸化チタン上に担持されないからである。光照射の時間は、１〜７２００分、好まし
くは、３０〜１２０分である。１分未満の場合には、二酸化マンガンの担持量が少なく、
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７２００分を越える場合には、二酸化マンガンが二酸化チタンの全面を覆って光を吸収し
てしまい、いずれの場合も、高い光触媒能を発揮できないからである。
【００５６】
上記工程（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、及び（Ｄ）を経て得られる本参考形態の光触媒皮膜
は、基本形態と同様に、陽極酸化皮膜の表面だけでなく孔内面にも形成されているので、
非常に大きな反応表面積を有している。したがって、本参考形態の光触媒皮膜によれば、
基本形態と同様に、高い光触媒能を発揮できる。
【００５７】
しかも、本参考形態の光触媒皮膜は、二酸化チタンが二酸化マンガンを担持しているの
で、得られた皮膜は灰色を呈し、可視光を吸収して低い光エネルギーで励起電子を発生さ
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せ、しかも、その励起電子の再結合を抑制でき、したがって、基本形態の光触媒皮膜に比
して、高い光触媒能を発揮できる。
【００５８】
また、本参考形態の製造方法は、通常の前処理及び陽極酸化処理に加えて、チタニル電
解処理、焼成処理、及び酸化物担持処理を行うだけであるので、極めて簡単に実施するこ
とができる。すなわち、本参考形態の製造方法によれば、光触媒皮膜を極めて簡単に基板
に形成することができる。
【００５９】
しかも、本参考形態の製造方法は、電解処理によって、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面
に、二酸化チタンを析出させているので、基本形態と同様に、光触媒皮膜を密着性良く基
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板に形成することができる。
【００６０】
（第１実施形態）
本実施形態の光触媒皮膜は、次の工程（Ａ）、（Ｅ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）を経て形成
される。
【００６１】
（Ａ）陽極酸化皮膜の形成工程
基本形態と同様に処理する。
【００６２】
（Ｅ）金属電解処理工程
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陽極酸化皮膜を、金属塩の水溶液中で、対極として白金板を用いて、電解処理する。こ
れにより、陽極酸化皮膜の孔中に、金属単体又は金属化合物のコロイド粒子が析出する。
【００６３】
より具体的には、金属塩は、白金、金、パラジウム、ルテニウム、銀、スズ、マンガン
、銅、コバルト、又はニッケルの、塩化物、硫化物等である。金属塩水溶液の濃度は０．
００１〜０．０１ｍｏｌ／ｌ、水溶液ｐＨは１〜９、水溶液温度は０〜２５℃、電解時間
は１〜１５分、電解処理は直流電解処理又は交流電解処理又は交直ハイブリッド電解処理
である。直流電解処理又は交流電解処理の場合、電圧は５〜３０Ｖ、電解時間は１〜１０
分であり、交直ハイブリッド電解処理の場合、基底電圧は５〜１０Ｖ、振幅は５〜２０Ｖ
、周波数は１〜１０ｋＨｚ、電解時間は１〜１０分である。
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【００６４】
（Ｂ）チタニル電解処理工程
金属単体が析出した陽極酸化皮膜を、基本形態と同様に、電解処理する。これにより、
陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に、二酸化チタンからなる皮膜が形成される。
【００６５】
（Ｃ）焼成処理工程
金属単体が析出し且つ二酸化チタン皮膜が形成された陽極酸化皮膜を、焼成する。これ
により、二酸化チタンが、アナタース型結晶構造を有する二酸化チタンに変化し、したが
って、二酸化チタン皮膜が、光触媒能を有する二酸化チタンからなる光触媒皮膜となり、
また、熱拡散によって、金属単体が二酸化チタンに担持される。焼成温度は、０〜５００
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℃、好ましくは３５０〜５００℃、より好ましくは４５０℃である。
【００６６】
上記工程（Ａ）、（Ｅ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）を経て得られる本実施形態の光触媒皮膜
は、基本形態と同様に、陽極酸化皮膜の表面だけでなく孔内面にも形成されているので、
非常に大きな反応表面積を有している。したがって、本実施形態の光触媒皮膜によれば、
基本形態と同様に、高い光触媒能を発揮できる。
【００６７】
しかも、本実施形態の光触媒皮膜は、二酸化チタンが金属単体を担持しているので、可
視光を吸収して低い光エネルギーで励起電子を発生させ、しかも、その励起電子の再結合
を抑制でき、したがって、基本形態の光触媒皮膜に比して、高い光触媒能を発揮できる。
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【００６８】
また、本実施形態の製造方法は、通常の前処理及び陽極酸化処理に加えて、金属電解処
理、チタニル電解処理、及び焼成処理を行うだけであるので、極めて簡単に実施すること
ができる。すなわち、本実施形態の製造方法によれば、光触媒皮膜を極めて簡単に基板に
形成することができる。
【００６９】
しかも、本実施形態の製造方法は、電解処理によって、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面
に、二酸化チタンを析出させているので、基本形態と同様に、光触媒皮膜を密着性良く基
板に形成することができる。
【００７０】
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（第２参考形態）
本参考形態の光触媒皮膜は、次の工程（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、及び（Ｆ）を経て形成
される。
【００７１】
（Ａ）陽極酸化皮膜の形成工程
基本形態と同様に処理する。
【００７２】
（Ｂ）チタニル電解処理工程
基本形態と同様に処理する。
【００７３】
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（Ｃ）焼成処理工程
基本形態と同様に処理する。
【００７４】
（Ｆ）酸化物・金属担持処理工程
光触媒皮膜が形成された陽極酸化皮膜を、過マンガン酸塩及び金属塩の水溶液中にて、
光照射に晒す。これにより、マンガン及び金属が光還元されて、二酸化マンガン及び金属
が光触媒皮膜の二酸化チタンに担持される。
【００７５】
より具体的には、過マンガン酸塩の種類は、第１参考形態と同じであり、金属塩の種類
は、第１実施形態と同じであり、光照射の条件は、第１参考形態の酸化物担持処理工程と

10

同じである。
【００７６】
上記工程（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、及び（Ｆ）を経て得られた本参考形態の光触媒皮膜
は、基本形態と同様に、陽極酸化皮膜の表面だけでなく孔内面にも形成されているので、
非常に大きな反応表面積を有している。したがって、本参考形態の光触媒皮膜によれば、
基本形態と同様に、高い光触媒能を発揮できる。
【００７７】
しかも、本参考形態の光触媒皮膜は、二酸化チタンが二酸化マンガン及び金属単体を担
持しているので、基本形態の光触媒皮膜に比して、高い光触媒能を発揮できる。
20

【００７８】
また、本参考形態の製造方法は、通常の前処理及び陽極酸化処理に加えて、チタニル電
解処理、焼成処理、及び酸化物・金属担持処理を行うだけであるので、極めて簡単に実施
することができる。すなわち、本参考形態の製造方法によれば、光触媒皮膜を極めて簡単
に基板に形成することができる。
【００７９】
しかも、本参考形態の製造方法は、電解処理によって、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面
に、二酸化チタンを析出させているので、基本形態と同様に、光触媒皮膜を密着性良く基
板に形成することができる。
【実施例】
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【００８０】
（基本例）
基本形態に該当する例である。
【００８１】
（Ａ）陽極酸化皮膜の形成工程
（ａ）前処理工程
純アルミニウム材からなる基板を、まず、１０％水酸化ナトリウム水溶液によって脱脂
処理及びエッチング処理し、そして、１０％硝酸によってデスマット処理した。
【００８２】
（ｂ）陽極酸化処理工程
前処理された基板を、１．５ｍｏｌ／ｌ硫酸の浴中で、対極として白金板を用いて、電
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２

解処理した。電解処理は直流定電流電解処理、電流密度は２Ａ／ｄｍ

、浴温度は１０℃

、電解時間は３０分とした。これにより、図１の（ａ）に示すように、基板１表面に、多
数の孔２１を有する、すなわち、多孔性の、陽極酸化皮膜２が形成された。陽極酸化皮膜
２の膜厚は５０μｍ、孔２１の径（Ｌ１）は１０ｎｍ、孔２１の深さ（Ｌ２）は５０μｍ
であった。
【００８３】
（Ｂ）チタニル電解処理工程
陽極酸化皮膜を、０．０２ｍｏｌ／ｌ硫酸チタニルと０．３ｍｏｌ／ｌシュウ酸との混
合浴中で、対極として白金板を用いて、電解処理した。浴は、２８％ＮＨ４ＯＨによって
ｐＨ５に調整した。浴温度は１０℃、電解時間は５分、電解処理は交流電解処理、電圧は

50

(9)

JP 4905659 B2 2012.3.28

９Ｖとした。これにより、図１の（ｂ）に示すように、陽極酸化皮膜２の表面及び孔２１
の内面に、二酸化チタンからなる皮膜３が形成された。
【００８４】
（Ｃ）焼成処理工程
二酸化チタン皮膜が形成された陽極酸化皮膜を、４５０℃で焼成した。これにより、二
酸化チタンが、アナタース型結晶構造を有する二酸化チタンに変化し、したがって、二酸
化チタン皮膜が、光触媒能を有する二酸化チタンからなる光触媒皮膜となった。すなわち
、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に、光触媒皮膜３を得た。
【００８５】
［光触媒皮膜の同定］
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Ｘ線光電子分光法により、基本例の光触媒皮膜の二酸化チタンの結合エネルギーを調べ
た。その結果を図２に示す。図２は、二酸化チタンがアナタース型結晶構造を有している
ことを示している。したがって、基本例の光触媒皮膜は、光触媒能を有する二酸化チタン
からできている。
【００８６】
［光触媒皮膜の形成状態］
基本例の光触媒皮膜の深さ方向分析をＳＩＭＳによって行った。なお、分析試料として
は膜厚４μｍの陽極酸化皮膜を用い、深さ方向で４μｍまで分析した。その結果を図３に
示す。図３において、ａ１はチタンの同位体の一方である４８Ｔｉ、ａ２はチタンの同位
体の他方である４６Ｔｉを示す。図３からわかるように、いずれのＴｉも分析試料の孔の
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全深さに存在している。したがって、光触媒皮膜は、陽極酸化皮膜の表面だけでなく孔内
面にも形成されている。
【００８７】
［光触媒皮膜の反応表面積］
陽極酸化皮膜１ｇ当たり、１０ｍ２以上であった。
【００８８】
［光触媒能の評価］
基本例の光触媒皮膜の光触媒能を、次のようにして評価した。すなわち、所定濃度のメ
チレンブルー水溶液中に光触媒皮膜を浸漬し、光触媒皮膜に紫外光を照射して、メチレン
ブルーの吸光度及び濃度の変化を３０分毎に調べた。その結果を図４の（ａ）及び（ｂ）
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に示す。（ａ）は吸光度の経時変化、（ｂ）は濃度の経時変化を示す。（ａ）において、
ｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４は、それぞれ、光照射時間が０分、３０分、６０分、９０分の場
合の、メチレンブルーの特定波長の吸光度を示し、（ｂ）において、ｃ１はブランクの場
合、ｃ２は基本例の光触媒皮膜の場合を示している。図４からわかるように、メチレンブ
ルーは極めて短時間で分解されている。したがって、基本例の光触媒皮膜の光触媒能は、
極めて高い。
【００８９】
［光触媒皮膜の吸収端］
紫外・可視吸収スペクトルを調べて、基本例の光触媒皮膜の吸収端を求めた。その結果
を図５に示す。図５において、ｄ１は基本例の光触媒皮膜の吸収スペクトル、ｄ２はアナ
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タース型結晶構造を有する市販の二酸化チタン粉末の吸収スペクトル、ｄ３は陽極酸化皮
膜の吸収スペクトルである。図５からわかるように、基本例の光触媒皮膜の吸収端は３５
０ｎｍ、市販の二酸化チタン粉末の吸収端は３８８ｎｍ、陽極酸化皮膜の吸収端は２８０
ｎｍであった。また、基本例の光触媒皮膜の吸収領域は、市販の二酸化チタン粉末の吸収
領域から、矢印Ｓだけ短波長側へシフトしている。これは、所謂、「量子サイズ効果」と
称する。したがって、この点からも、基本例の光触媒皮膜の光触媒能は、極めて高い。
【００９０】
（第１参考例）
第１参考形態に該当する実施例である。
【００９１】
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（Ａ）陽極酸化皮膜の形成工程
（ａ）前処理工程
基本例と同様に処理した。
【００９２】
（ｂ）陽極酸化処理工程
前処理された基板を、１．５ｍｏｌ／ｌ硫酸と０．０１５ｍｏｌ／ｌ硫酸アルミニウム
との混合浴中で、対極として白金板を用いて、電解処理した。電解処理は直流定電流電解
処理、電流密度は２Ａ／ｄｍ２、浴温度は１０℃、電解時間は３０分とした。これにより
、基板表面に、多孔性の陽極酸化皮膜が形成された。
【００９３】
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（Ｂ）チタニル電解処理工程
基本例と同様に処理した。これにより、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に、二酸化チタ
ンからなる皮膜が形成された。
【００９４】
（Ｃ）焼成処理工程
基本例と同様に処理した。これにより、陽極酸化皮膜の表面及び孔内面に、光触媒皮膜
を得た。
【００９５】
（Ｄ）酸化物担持処理工程
光触媒皮膜が形成された陽極酸化皮膜を、０．０１ｍｏｌ／ｌ過マンガン酸カリウムの
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水溶液中にて、光照射に晒した。水溶液の温度は２５℃とした。照射する光の波長は２２
０〜４００ｎｍとした。照射時間は３０分とした。これにより、二酸化マンガンが光触媒
皮膜の二酸化チタンに担持された。
【００９６】
（第１実施例）
第１実施形態に該当する実施例である。
【００９７】
（Ａ）陽極酸化皮膜の形成工程
（ａ）前処理工程
基本例と同様に処理した。
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【００９８】
（ｂ）陽極酸化処理工程
第１参考例と同様に処理した。これにより、基板表面に、多孔性の陽極酸化皮膜が形成
された。
【００９９】
（Ｅ）金属電解処理工程
陽極酸化皮膜を、０．００１ｍｏｌ／ｌ塩化白金酸水溶液中で、対極として白金板を用
いて、電解処理した。水溶液ｐＨは２、水溶液温度は１０℃、電解処理は直流定電流電解
処理、電圧は９Ｖ、電解時間は５分とした。これにより、陽極酸化皮膜の孔中に、白金が
析出した。
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【０１００】
次いで、陽極酸化皮膜を、０．００５ｍｏｌ／ｌ塩化スズ水溶液中で、対極として白金
板を用いて、電解処理した。水溶液ｐＨは２、水溶液温度は１０℃、電解処理は直流定電
流電解処理、電圧は９Ｖ、電解時間は５分とした。これにより、陽極酸化皮膜の孔中に、
スズが析出した。
【０１０１】
（Ｂ）チタニル電解処理工程
白金及びスズが析出した陽極酸化皮膜を、基本例と同様に処理した。これにより、陽極
酸化皮膜の表面及び孔内面に、二酸化チタンからなる皮膜が形成された。
【０１０２】
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（Ｃ）焼成処理工程
白金及びスズが析出し且つ二酸化チタン皮膜が形成された陽極酸化皮膜を、基本例と同
様に処理した。これにより、二酸化チタン皮膜が、光触媒能を有する二酸化チタンからな
る光触媒皮膜となり、また、熱拡散によって、白金及びスズが二酸化チタンに担持された
。したがって、二酸化チタンが白金及びスズを担持してなる光触媒皮膜が得られた。
【０１０３】
（第２参考例）
第２参考形態に該当する実施例である。
【０１０４】
10

（Ａ）陽極酸化皮膜の形成工程
（ａ）前処理工程
基本例と同様に処理した。
【０１０５】
（ｂ）陽極酸化処理工程
第１参考例と同様に処理した。これにより、基板表面に、多孔性の陽極酸化皮膜が形成
された。
【０１０６】
（Ｂ）チタニル電解処理工程
基本例と同様に処理した。
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【０１０７】
（Ｃ）焼成処理工程
基本例と同様に処理した。
【０１０８】
（Ｆ）酸化物・金属担持処理工程
光触媒皮膜が形成された陽極酸化皮膜を、０．０１ｍｏｌ／ｌ過マンガン酸カリウム及
び０．０１ｍｏｌ／ｌ塩化白金酸の水溶液中にて、光照射に晒した。水溶液の温度は２５
℃とした。照射する光の波長は２２０〜４００ｎｍとした。照射時間は３０分とした。こ
れにより、二酸化マンガン及び白金が光触媒皮膜の二酸化チタンに担持された。すなわち
、二酸化チタンが二酸化マンガン及び白金を担持してなる光触媒皮膜が得られた。
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【産業上の利用可能性】
【０１０９】
本発明は、基板の単位面積当たりの二酸化チタンの反応表面積が大きいために高い光触
媒能を発揮できる光触媒皮膜を提供できるので、産業上の利用価値が大である。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の基本例で得られた（ａ）陽極酸化皮膜及び（ｂ）二酸化チタン皮膜を示
す断面図である。
【図２】基本例の光触媒皮膜をＸ線光電子分光法によって調べた結果を示す図である。
【図３】基本例の光触媒皮膜をＳＩＭＳによって深さ方向分析した結果を示す図である。
【図４】基本例の光触媒皮膜の光触媒能を調べた結果を示す図である。
【図５】基本例の光触媒皮膜の紫外・可視吸収スペクトルを調べた結果を示す図である。
【符号の説明】
【０１１１】
１

基板

２

陽極酸化皮膜

２１

孔

３

二酸化チタン皮膜（光触媒皮膜）
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