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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アロフェンと酸化チタンとを含み、
上記アロフェンと上記酸化チタンとの配合比が、Ｔｉ／Ａｌ比（モル比）で２０〜５０の
範囲内であることを特徴とする光触媒。
【請求項２】
請求項１に記載の光触媒であって、
チタンアルコキシドを含むゾルゲル溶液にアロフェン粒子を分散させた原料溶液をゲル
化させて得られたゲル状物質を、乾燥・固化した後、さらに焼成することにより作製され
たことを特徴とする光触媒。
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【請求項３】
チタンアルコキシドを含むゾルゲル溶液にアロフェン粒子を分散させた原料溶液をゲル
化させてゲル状物質を作製するゲル化工程と、
上記ゲル状物質を乾燥・固化して固化物を作製する乾燥・固化工程と、
上記固化物を焼成して焼結体を作製する焼成工程と、
を少なくとも経て、請求項１または２に記載の光触媒を製造することを特徴とする光触媒
製造方法。
【請求項４】
酸素および水の存在下において、請求項１または２に記載の光触媒を、トリクロロエチ
レンに接触させた状態で、上記光触媒に、少なくとも紫外光を照射することにより、上記
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トリクロロエチレンを分解することを特徴とするトリクロロエチレンの分解処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光触媒、光触媒製造方法およびトリクロロエチレンの分解処理方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
代表的な光触媒としては、従来より酸化チタンが知られている。また、光触媒を用いる
場合には、シリカや、アルミナ、ゼオライト、活性炭などの触媒担体が併用されることが
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多い。たとえば、ゼオライトなどは、アロフェンを一軸加圧後、水酸化ナトリウム中で熟
成処理した後、水熱処理することで作製することができる（特許文献１参照）。また、最
近では、層状粘土鉱物の層間に、光触媒を担持させたものも知られている（非特許文献１
、２等）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６−２５６８７６号公報
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】Ｈ．Ｙｏｎｅｙａｍａ

ｅｔ

ａｌ，Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．９３，

ｅｔ

ａｌ，Ｊ．Ｐｏｒｏｕｓ

４８３３（１９８９）
【非特許文献２】Ｙ．Ｋｉｔａｙａｍａ

Ｍａｔｅｒ．

５，１２１（１９９８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
一方、酸化チタンを用いてトリクロロエチレンなどの分解対象となるガスを、最終的に
二酸化炭素等に光分解する場合、分解対象ガスから、一旦、中間生成物が生じた後、最終
生成物へと光分解される場合がある。このような光分解反応の過程において生じる中間生
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成物が、有害なものである場合や、この他にも、最終生成物のみを選択的・効率的に回収
したい場合においては、反応系の外部へと中間生成物が漏れないようにすることが望まし
い。
【０００６】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、光分解において生じる中間生成物の外
部への放散を抑制しつつ、分解対象ガスを効率的に分解する光触媒、その製造方法、およ
び、当該光触媒を用いたトリクロロエチレンの分解処理方法を提供することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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上記課題は以下の本発明により達成される。すなわち、
本発明の光触媒は、アロフェンと酸化チタンとを含み、アロフェンと酸化チタンとの配
合比が、Ｔｉ／Ａｌ比（モル比）で２０〜５０の範囲内であることを特徴とする。
【０００９】
本発明の光触媒の他の実施態様は、チタンアルコキシドを含むゾルゲル溶液にアロフェ
ン粒子を分散させた原料溶液をゲル化させて得られたゲル状物質を、乾燥・固化した後、
さらに焼成することにより作製されることが好ましい。
【００１０】
本実施形態の光触媒製造方法は、チタンアルコキシドを含むゾルゲル溶液にアロフェン
粒子を分散させた原料溶液をゲル化させてゲル状物質を作製するゲル化工程と、ゲル状物
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質を乾燥・固化して固化物を作製する乾燥・固化工程と、固化物を焼成して焼結体を作製
する焼成工程と、を少なくとも経て、本発明の光触媒を製造することを特徴とする。
【００１１】
本発明のトリクロロエチレンの分解処理方法は、酸素および水の存在下において、本発
明の光触媒を、トリクロロエチレンに接触させた状態で、光触媒に、少なくとも紫外光を
照射することにより、トリクロロエチレンを分解することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、光分解において生じる中間生成物の外部への放散を抑制しつつ、分解
対象ガスを効率的に分解する光触媒、その製造方法、および、当該光触媒を用いたトリク
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ロロエチレンの分解処理方法を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（光触媒）
本実施形態の光触媒は、アロフェンと酸化チタンとを含み、アロフェンと酸化チタンと
の配合比（以下、「酸化チタン／アロフェン比」と略す場合がある）が、Ｔｉ／Ａｌ比（
モル比）で２０〜５０の範囲内であることを特徴とする。なお、アロフェンは、組成式：
ｎＳｉＯ２・Ａｌ２Ｏ３・ｍＨ２Ｏで表され、ｎは１〜２、ｍは５〜６程度の天然の粘土
鉱物である。しかしながら、本明細書において、Ｔｉ／Ａｌ比を求める場合は、ｎ＝１．
５、ｍ＝５．５と近似して計算した。
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【００１４】
本実施形態の光触媒は、光触媒機能を有する酸化チタンと、分解対象ガスを吸着保持す
る機能を有するアロフェンとの複合体である。なお、アロフェンは、ガス等の化学物質の
吸着機能を有する粘土鉱物の一種である。また、アロフェンの形態は中空球状である。ま
た、本明細書において、「分解対象ガス」とは、当該分解対象ガスが酸化チタンにより何
がしかの最終生成物へと分解されるものであり、かつ、最終生成物へと光分解される反応
過程において、中間生成物を生じるものであれば特に限定されない。ここで、中間生成物
は、最終生成物と分子構造が何がしか異なるものであればよく、有害か無害かや、生成量
の多寡、最終生成物の全てが必ず中間生成物を経て生成されるものか否か等は特に限定さ
れるものではない。
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【００１５】
ここで、本実施形態の光触媒による光触媒反応は、原理的には以下のプロセスで進行す
るものと推定される。
・ＳＴＥＰ１
分解対象ガスがアロフェンによりトラップされる。
・ＳＴＥＰ２
次に、酸化チタンによる分解対象ガスの分解が起こる。この酸化チタンにより分解され
る分解対象ガスは、分解対象ガスを分解する酸化チタン近傍のアロフェンによってトラッ
プされたもの、および／または、酸化チタンに直接接触するものが挙げられる。
・ＳＴＥＰ３
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分解対象ガスが分解された際に、中間生成物が生じる。この中間生成物は、自発的分解
や、反応雰囲気下に存在する他の成分（たとえば大気中の水や酸素など）との反応による
分解などによって、最終生成物に変換されるまでの間は、酸化チタン近傍のアロフェンに
トラップされ続ける。
・ＳＴＥＰ４
最後に、中間生成物を経て生成されたものも含めて、これ以上分解できないところまで
分解された最終生成物が、光触媒の外部に放出される。
【００１６】
このように、本実施形態の光触媒では、アロフェンと酸化チタンとを組み合わせて用い
ている。このため、光分解反応の過程において生じた中間生成物を、アロフェンがトラッ
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プして、外部に放出されるのを抑制する。これに加えて、中間生成物は、アロフェンから
脱離する前に、最終生成物へと分解される。このため、光分解において生じる中間生成物
の外部への放散が抑制されるものと考えられる。なお、一連の反応過程において、中間生
成物の濃度は、分解対象ガスの光分解による中間生成物の生成により増加する一方で、最
終生成物への分解による中間生成物の消費により減少する。すなわち、中間生成物の濃度
は経時的にみて一律に増加し続けることは無いため、アロフェンの吸着能力を超えた中間
生成物が生成し続けることで、中間生成物が多量に外部に放散されることはない。これに
対して、最終生成物は、中間生成物の分解によりその濃度が増大する一方であるため、経
時的にはある時点を境にして、アロフェンの吸着能力を超えた最終生成物が生成し続ける
ことになる。このため、最終生成物は外部へと放出されると考えられる。
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【００１７】
ここで、酸化チタン／アロフェン比を２０以上とすることにより、光触媒中に十分な酸
化チタンが含まれることになるため、分解対象ガスを効率的に分解することができる。ま
た、酸化チタン／アロフェン比を５０以下とすることにより、アロフェンによる中間生成
物のトラップ効果が十分に得られるため、光分解において生じる中間生成物の外部への放
散が抑制される。
【００１８】
なお、分解対象ガスの分解効率を確保する上では、単位質量当たりの表面積が大きいこ
とが好ましい。この意味では、本実施形態の光触媒を構成する酸化チタンおよびアロフェ
ンは粒子状であることが特に好ましい。また、分解対象ガスを分解するためには、光触媒
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外部の分解対象ガスが、酸化チタン粒子に容易に接近できる必要がある。この点も考慮す
れば本実施形態の光触媒は、酸化チタン粒子とアロフェン粒子とが混合した構造を有する
ことが好ましい。
【００１９】
ここで、アロフェンは、天然のバルク状粘土鉱物であるため、これを物理的に粉砕して
粒子状として用いることができる。なお、粉砕方法としては、ボールミルなどの公知の機
械的粉砕方法、メノウ乳鉢を用いた手粉砕などが利用できる。この場合、得られるアロフ
ェン粒子の平均粒径は、微粒化してチタンアルコキシドとの混合性をよくする観点から１
０μｍ以下が好ましく、５μｍ以下がより好ましい。一方、平均粒径の下限値は特に限定
されるものではないが、固体を物理的な粉砕方法により粉砕する場合の実用上の下限値で
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ある１μｍ以上とすることが好ましい。
【００２０】
一方、酸化チタンの平均粒径は、バルク状の酸化チタンの機械的粉砕で得られる下限粒
径よりも小さいことが好ましく、具体的には５０ｎｍ以下が好ましく、３０ｎｍ以下がよ
り好ましい。なお、平均粒径の下限は特に限定されないが、製造容易性等の実用上の観点
からは、５ｎｍ以上が好ましい。このような平均粒径を有する酸化チタンの製造方法は特
に限定されないが、通常は、これらの点を考慮すれば、本実施形態の光触媒は、チタンア
ルコキシドを含むゾルゲル溶液にアロフェン粒子を分散させた原料溶液をゲル化させて得
られたゲル状物質を、乾燥・固化した後、さらに焼成することにより作製されたものであ
ることが特に好適である。また、このようなプロセスにより作製された本実施形態の光触

40

媒は酸化チタン粒子とアロフェン粒子とが混合した構造を有することになる。なお、本明
細書において、アロフェン粒子や酸化チタン粒子等の粒子の粒径とは、走査型電子顕微鏡
（ＳＥＭ）により測定された粒径を意味する。ここで、粒径は、ＳＥＭ写真視野内の粒子
の最大長さから求めた。また、平均粒径を求める際のサンプリング数は、２０個とした。
また、ＳＥＭ測定時の倍率は、観察対象となる粒子のサイズに応じて適宜選択した。
【００２１】
（光触媒製造方法）
以下に、上述したゾルゲル法を利用した本実施形態の光触媒の製造方法についてより詳
細に説明する。すなわち、上記態様の本実施形態の光触媒は、（１）チタンアルコキシド
を含むゾルゲル溶液にアロフェン粒子を分散させた原料溶液をゲル化させてゲル状物質を
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作製するゲル化工程と、（２）ゲル状物質を乾燥・固化して固化物を作製する乾燥・固化
工程と、（３）固化物を焼成して焼結体を作製する焼成工程と、を少なくとも経て製造さ
れる。なお、これらの工程以外にも、必要に応じて他の工程を組み合わせて実施できるが
、通常は、焼成工程を得た後に焼結体を粉砕する粉砕工程が実施されることが特に好まし
い。以下、各工程の詳細について説明する。
【００２２】
（１）ゲル化工程
ゲル化工程で用いるゾルゲル溶液の原料としては、チタンアルコキシドの他に、通常は
溶媒や、触媒が用いられ、必要に応じてその他の成分を適宜添加できる。チタンアルコキ
シドとしては、公知のチタンアルコキシドやその誘導体が利用できる。ここで、チタンア
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ルコキシドを構成するアルコキシル基の炭素数としては、１〜９の範囲が好ましく、３〜
４の範囲がより好ましい。なお、アルコキシル基のアルキル基部分は、分岐構造であって
もよく直鎖構造であってもよい。また、チタンアルコキシドは、この分子を構成する４つ
のアルコキシル基の１つまたは２つを、たとえば、炭素数１〜６程度のアルキル基や、塩
素などのハロゲン、β−ジケトンなどに置換した変性タイプのものでもよい。
【００２３】
溶媒としては、アルコール類などの有機溶媒や、水を用いることができる。アルコール
類としては、炭素数１〜４程度のアルコールを用いることが好ましい。また、触媒として
は、一般的な酸触媒や塩基触媒を用いることができる。酸触媒としては、たとえば、塩酸
、硫酸、硝酸等を挙げることができ、塩基触媒としては、水酸化ナトリウム等を挙げるこ
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とができる。なお、チタンアルコキシド、溶媒および触媒の組み合わせや配合割合は、作
製する酸化チタンの粒径などに応じて適宜選択することができる。
【００２４】
原料溶液は、上述したチタンアルコキシド等を含むゾルゲル溶液に、予め粉砕して得ら
れたアロフェン粒子を分散させて調合する。アロフェン粒子は、ゾルゲル溶液の調合時に
添加してもよいが、ゾルゲル溶液を撹拌してある程度ゲル化が進行した時点で添加しても
よい。原料溶液に対しては、アロフェンの分散性を向上させると共にゲル化を進行させる
ために、超音波を印加することが好ましい。機械的に粉砕されたアロフェン粒子は、ゾル
ゲル溶液中に添加された触媒成分の作用によって、更に微粒化された状態で分散される。
なお、原料溶液中でのアロフェンの分散性をより向上させるには、塩基触媒よりも酸触媒
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を用いることがより好ましい。また、原料溶液中のチタンアルコキシドとアロフェンとの
配合比率は、最終的に得られる光触媒の酸化チタン／アロフェン比が１０〜６０の範囲内
となる範囲で選択される。
【００２５】
（２）乾燥・固化工程
乾燥・固化工程では、ゲル化工程において、原料溶液をゲル化して得られたゲル状物質
を乾燥・固化することで固化物を作製する。乾燥は、常温環境下にて自然乾燥することで
実施してもよいが、通常は、６０℃〜１００℃の温度で実施することが好ましい。なお、
乾燥時間は、ゲル状物質のサイズや溶媒含有率、乾燥処理時の温度や湿度に応じて適宜選
択される。
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【００２６】
（３）焼成工程
焼成工程では、乾燥・固化工程において得られた固化物を焼成して、焼結体を作製する
。焼結温度としては、固化物中に残留している溶媒成分や有機成分を効率的に蒸発・熱分
解させると共に、酸化チタン粒子同士や、アロフェン粒子同士、あるいは、酸化チタン粒
子とアロフェン粒子との融着を防ぐ等の観点から２００℃〜５００℃の範囲が好ましい。
焼成時間は、焼成処理する固化物のサイズ等を考慮して適宜選択される。このようにして
バルク状の本実施形態の光触媒を得ることができる。
【００２７】
なお、通常は、焼成工程の後に、バルク状の光触媒を粉砕する粉砕工程を実施すること
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が好ましい。これにより単位質量当たりの表面積のより大きい粉末状の本実施形態の光触
媒を得ることができる。なお、粉砕方法としては、ボールミルなどの公知の機械的粉砕方
法、メノウ乳鉢を用いた手粉砕などが利用できる。粉砕された光触媒の平均粒径は、特に
限定されないが、たとえば、数μｍオーダーとすることが好ましい。
【００２８】
（トリクロロエチレンの分解処理方法）
本実施形態の光触媒を用いた分解対象ガスの分解処理方法は、分解対象ガスが光触媒に
より分解される過程で、中間生成物が生じるものであれば、如何様な種類の分解対象ガス
にも適用できる。たとえば、発癌性や、温室効果、オゾン層破壊効果を有するトリクロロ
エチレンは、酸素ガスの存在下で、波長２００ｎｍ〜４００ｎｍ程度の範囲の紫外光を照
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射することで酸化チタンの光触媒作用により、中間生成物として、一旦、ジクロロアセチ
ルクロライドや、ホスゲンを生じる。また、ジクロロアセチルクロライドが分解するとホ
スゲンや、一酸化炭素、塩化水素を生じる。また、ホスゲンは、水の存在下にて塩化水素
や、一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。このため、通常の大気環境下などのような酸素お
よび水の存在下において、本実施形態の光触媒を、トリクロロエチレンに接触させた状態
で、本実施形態の光触媒に、少なくとも紫外光を照射することにより、トリクロロエチレ
ンを分解することができる。この場合、中間生成物であるジクロロアセチルクロライドや
、ホスゲンの光触媒外への放散を抑制できる。
【実施例】
20

【００２９】
以下に、本発明を実施例を挙げて説明するが、本発明は以下の実施例にのみ限定される
ものではない。
【００３０】
（実施例１）
アロフェン−酸化チタン複合体からなる光触媒を以下の手順で作製した。まず、アロフ
ェンを除く下記組成を混合し、マグネティックスターラーで１０分間攪拌してゾルゲル溶
液を調整した。続いて、このゾルゲル溶液に超音波を照射しながらアロフェンを分散させ
、ゲル化させた。
・チタンテトライソプロポキシド（和光純薬工業株式会社製、試薬１級）：６．８
・エタノール（和光純薬工業株式会社製、試薬特級）：４０

ｍＬ
30

ｍＬ

・塩酸（和光純薬工業株式会社製、精密分析用、３５％）：１．０

ｍＬ

・アロフェン（天然鹿沼土より水簸により分離した固体をメノウ乳鉢で粉砕した粉末）：
０．２７

ｇ

続いて、得られたゲルを乾燥・固化させた後、４００℃で３時間焼成し、最後にメノウ
乳鉢で十分に粉砕して微粉化し、平均粒径５μｍのアロフェン−酸化チタン複合体（光触
媒）の粉末を得た。
【００３１】
（実施例２）
アロフェン−酸化チタン複合体からなる光触媒を以下の手順で作製した。まず、アロフ
ェンを除く下記組成を混合し、マグネティックスターラーで１０分間攪拌してゾルゲル溶

40

液を調整した。続いて、このゾルゲル溶液に超音波を照射しながらアロフェンを分散させ
、ゲル化させた。
・チタンテトライソプロポキシド（和光純薬工業株式会社製、試薬１級）：６．８
・エタノール（和光純薬工業株式会社製、試薬特級）：４０

ｍＬ

ｍＬ

・塩酸（和光純薬工業株式会社製、精密分析用、３５％）：１．０

ｍＬ

・アロフェン（天然鹿沼土より水簸により分離した固体をメノウ乳鉢で粉砕した粉末）：
０．６７

ｇ

続いて、得られたゲルを乾燥・固化させた後、４００℃で３時間焼成し、最後にメノウ
乳鉢で十分に粉砕して微粉化し、平均粒径５μｍのアロフェン−酸化チタン複合体（光触
媒）の粉末を得た。
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【００３２】
（実施例３）
アロフェン−酸化チタン複合体からなる光触媒を以下の手順で作製した。まず、アロフ
ェンを除く下記組成を混合し、マグネティックスターラーで１０分間攪拌してゾルゲル溶
液を調整した。続いて、このゾルゲル溶液に超音波を照射しながらアロフェンを分散させ
、ゲル化させた。
・チタンテトライソプロポキシド（和光純薬工業株式会社製、試薬１級）：６．８
・エタノール（和光純薬工業株式会社製、試薬特級）：４０．０

ｍＬ

ｍＬ

・塩酸（和光純薬工業株式会社製、精密分析用、３５％）：５．０

ｍＬ

・アロフェン（天然鹿沼土より水簸により分離した固体をメノウ乳鉢で粉砕した粉末）：
０．６７
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ｇ

続いて、得られたゲルを乾燥・固化させた後、４００℃で３時間焼成し、最後にメノウ
乳鉢で十分に粉砕して微粉化し、平均粒径５μｍのアロフェン−酸化チタン複合体（光触
媒）の粉末を得た。
【００３３】
（実施例４）
アロフェン−酸化チタン複合体からなる光触媒を以下の手順で作製した。まず、アロフ
ェンを除く下記組成を混合し、マグネティックスターラーで１０分間攪拌してゾルゲル溶
液を調整した。続いて、このゾルゲル溶液に超音波を照射しながらアロフェンを分散させ
20

、ゲル化させた。
・チタンテトライソプロポキシド（和光純薬工業株式会社製、試薬１級）：６．８
・エタノール（和光純薬工業株式会社製、試薬特級）：４０．０

ｍＬ

ｍＬ

・塩酸（和光純薬工業株式会社製、精密分析用、３５％）：１０．０

ｍＬ

・アロフェン（天然鹿沼土より水簸により分離した固体をメノウ乳鉢で粉砕した粉末）：
０．６７

ｇ

続いて、得られたゲルを乾燥・固化させた後、４００℃で３時間焼成し、最後にメノウ
乳鉢で十分に粉砕して微粉化し、平均粒径５μｍのアロフェン−酸化チタン複合体（光触
媒）の粉末を得た。
【００３４】
30

（比較例１）
酸化チタンからなる光触媒を以下の手順で作製した。まず、下記組成を混合し、マグネ
ティックスターラーで１０分間攪拌した後、超音波を照射し、ゾルゲル溶液をゲル化させ
た。
・チタンテトライソプロポキシド（和光純薬工業株式会社製、試薬１級）：６．８
・エタノール（和光純薬工業株式会社製、試薬特級）：４０．０

ｍＬ

・塩酸（和光純薬工業株式会社製、精密分析用、３５％）：１．０

ｍＬ
ｍＬ

続いて、得られたゲルを乾燥・固化させた後、４００℃で３時間焼成し、最後にメノウ
乳鉢で十分に粉砕して微粉化し、平均粒径５μｍの酸化チタン（光触媒）の粉末を得た。
【００３５】
40

（比較例２）
アロフェン−酸化チタン複合体からなる光触媒を以下の手順で作製した。まず、アロフ
ェンを除く下記組成を混合し、マグネティックスターラーで１０分間攪拌してゾルゲル溶
液を調整した。続いて、このゾルゲル溶液に超音波を照射しながらアロフェンを分散させ
、ゲル化させた。
・チタンテトライソプロポキシド（和光純薬工業株式会社製、試薬１級）：６．８
・エタノール（和光純薬工業株式会社製、試薬特級）：４０

ｍＬ

ｍＬ

・塩酸（和光純薬工業株式会社製、精密分析用、３５％）：１．０

ｍＬ

・アロフェン（天然鹿沼土より水簸により分離した固体をメノウ乳鉢で粉砕した粉末）：
０．１４

ｇ

続いて、得られたゲルを乾燥・固化させた後、４００℃で３時間焼成し、最後にメノウ
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乳鉢で十分に粉砕して微粉化し、平均粒径５μｍのアロフェン−酸化チタン複合体（光触
媒）の粉末を得た。
【００３６】
（比較例３）
アロフェン（天然鹿沼土より水簸により分離した固体をメノウ乳鉢で粉砕した粉末）を
４００℃で３時間焼成し、さらにメノウ乳鉢で十分に粉砕して微粉化し、平均粒径５μｍ
のアロフェンの粉末を得た。
【００３７】
−評価結果−
得られた各実施例および各比較例のサンプルの酸化チタン／アロフェン比（Ｔｉ／Ａｌ
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比）や、酸化チタンの粒径、アロフェン／酸化チタン粒径比を表１に示す。なお、Ｔｉ／
Ａｌ比は、サンプル作製時に使用した原料の使用量および組成式に基づいて求めた。
【００３８】
（粒径評価）
各実施例および各比較例で得られた粉末サンプルについては、走査型電子顕微鏡（ＳＥ
Ｍ）により観察し、アロフェンおよび酸化チタンの粒径（平均粒径）を求めた。粒径は倍
率１０万倍で観察した際の視野内に観察されるアロフェンおよび酸化チタンの粒子につい
て、ランダムに各々２０個の最大長さを測長し、この平均値を粒径とした。結果を表１に
示す。
20

【００３９】
（トリクロロエチレンガス分解テスト）
各実施例および各比較例で得られた粉末サンプルを、両端に円形のＫＢｒ窓、側面にガ
ス導入口およびガス排出口を備えた円柱状のガラス容器からなる赤外分光分析用セル（直
径４０ｍｍ、長さ１００ｍｍ、内容積１００ｍＬ）内に０．３ｇ配置した。次に、１０分
間の間、ガス導入口からセル内へと乾燥空気を導入しつつ、ガス排気口からセル内部の空
気を排気させることで、セル内を乾燥空気で置換した。続いて、ガス導入口からトリクロ
ロエチレンガス（３．１４×１０−５ｍｏｌ／Ｌ）を導入し、セルを密閉した。この状態
で、ガラス容器越しに粉末サンプルにブラックライト（４Ｗ、波長３００ｎｍ〜３５０ｎ
ｍ）を用いて３０分間光照射を行った。その後、セル内の乾燥空気置換、トリクロロエチ
レンガス（ＴＣＥガス）の導入および光照射を繰り返し、３回目にセル内のガス濃度の変

30

化を観測した。
【００４０】
光照射開始直前（０分）、および、光照射開始後から所定時間毎（５分、１０分、１５
分、２０分、２５分、３０分）にこのセルを赤外分光光度計（島津製作所製、ＦＴＩＲ−
８３００）にセットして、赤外吸収スペクトルの測定よりセル内のガス濃度の変化を経時
的にモニターした。結果を表１に示す。なお、ＴＣＥや、ＴＣＥが分解する過程で生じる
中間生成物（ジクロロアセチルクロライド（ＤＣＡＣ）、ホスゲン）および最終生成物で
あるＣＯ２のガス濃度は、下記の吸収ピークの吸光度変化に着目してモニターした。
・ＴＣＥ：波数９４４ｃｍ‑１のＣ−Ｃｌ伸縮振動に起因する吸収ピーク
・ＤＣＡＣ：波数７４１ｃｍ‑１のＣ−Ｃｌ伸縮振動に起因する吸収ピーク
‑１

・ホスゲン：波数１８３２ｃｍ

のＣ＝Ｏ伸縮振動に起因する吸収ピーク

・ＣＯ２：波数２３５８ｃｍ‑１のＣ＝Ｏ伸縮振動に起因する吸収ピーク
【００４１】
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【表１】
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【００４２】
なお、表１中のＴＣＥ除去速度、中間生成物検出および最終生成物の検出量の評価基準
は以下の通りである。
−ＴＣＥ除去速度−
◎：ＴｉＯ２のみから構成される光触媒を用いた場合（比較例１）と比べて、ＴＣＥが検
出されなくなるまでの時間が早い。
○：ＴｉＯ２のみから構成される光触媒を用いた場合（比較例１）と比べて、ＴＣＥが検
出されなくなるまでの時間が同程度（比較例１においてＴＣＥが検出されなくなった時点

30

を基準に±５分以内）。
△：ＴｉＯ２のみから構成される光触媒を用いた場合（比較例１）と比べて、ＴＣＥが検
出されなくなるまでの時間が遅い。
【００４３】
−中間生成物検出−
◎：ＴＣＥガス分解テスト中、中間生成物は全く検出されない。
○：ＴＣＥガス分解テスト中、中間生成物は、テスト開始から２０分が経過するまでの間
に一旦検出されるが、その後は全く検出されなくなる。
×：ＴＣＥガス分解テスト中、中間生成物が終始検出される。
【００４４】
−最終生成物の検出量−
◎：２０分光照射後においてＣＯ２が検出され、かつ、２０分光照射後のＣＯ２の相対濃
度が、酸化チタンのみから構成される光触媒を用いた場合（比較例１）と比較して、同等
またはそれ以上。
○：２０分光照射後においてＣＯ２が検出され、かつ、２０分光照射後のＣＯ２の相対濃
度が、酸化チタンのみから構成される光触媒を用いた場合（比較例１）と比較して、下回
る。
×：ＴＣＥガス分解テスト中、ＣＯ２は全く検出されない。
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