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(57)【要約】
【課題】本発明は、従来の固体微粒子と多孔体とを含む
微粒子複合体と比べて、触媒活性等に優れる微粒子複合
体およびその製造方法ならびに該複合体を含有する触媒
を提供すること。
【解決手段】
本発明の微粒子複合体は、固体微粒子と多孔体とを含有
する微粒子複合体であって、前記多孔体の、窒素吸着法
によって測定されるミクロ細孔体積が０．００２ｃｍ3
／ｇ以上で
あることを特徴とし、多孔体は結晶性多孔体であること
が好ましい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であって、
前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００２ｃｍ3／ｇ
以上であることを特徴とする微粒子複合体。
【請求項２】
前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００３ｃｍ3／ｇ
以上であることを特徴とする請求項１に記載の微粒子複合体。
【請求項３】
前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００５ｃｍ3／ｇ
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以上であることを特徴とする請求項１または２に記載の微粒子複合体。
【請求項４】
固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であって、
前記多孔体が結晶性多孔体であることを特徴とする微粒子複合体。
【請求項５】
固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であって、
前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００２ｃｍ3／ｇ
以上であり、
前記多孔体が結晶性多孔体であることを特徴とする微粒子複合体。
【請求項６】
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前記結晶性多孔体が、ゼオライト、アルミノ燐酸塩（ＡＬＰＯ）、シリコアルミノ燐酸
塩（ＳＡＰＯ）、架橋粘土、架橋層状化合物およびヘテロポリ酸塩からなる群から選ばれ
る少なくとも１種であることを特徴とする請求項４または５に記載の微粒子複合体。
【請求項７】
前記多孔体の細孔直径が、前記固体微粒子の透過型電子顕微鏡によって測定される平均
粒径よりも小さいことを特徴とする請求項１〜６のいずれかに記載の微粒子複合体。
【請求項８】
前記固体微粒子の透過型電子顕微鏡によって測定される平均粒径が、５００ｎｍ以下で
あることを特徴とする請求項１〜７のいずれかに記載の微粒子複合体。
【請求項９】
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前記固体微粒子の含有量が、前記多孔体と前記固体微粒子との合計１００重量％あたり
、１０〜９８重量％であることを特徴とする請求項１〜８のいずれかに記載の微粒子複合
体。
【請求項１０】
粉末Ｘ線回折法により、前記微粒子複合体の回折強度を測定した際の、
前記結晶性多孔体に基づく最も強度の強い回折線の強度が、
前記固体微粒子に基づく最も強度の強い回折線の強度に対して、３％以上の強度を有す
ることを特徴とする請求項４〜９のいずれかに記載の微粒子複合体。
【請求項１１】
前記微粒子複合体中に含まれる多孔体１ｇあたりの微粒子複合体の比表面積が、１０〜
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２０００ｍ ／ｇ（多孔体）であることを特徴とする請求項１〜１０のいずれかに記載の
微粒子複合体。
【請求項１２】
前記微粒子複合体に含まれる前記多孔体がゼオライトであることを特徴とする請求項１
〜１１のいずれかに記載の微粒子複合体。
【請求項１３】
多孔体を形成しうる成分と、固体微粒子とを加熱する工程を含む操作によって形成され
ることを特徴とする請求項１〜１２のいずれかに記載の微粒子複合体。
【請求項１４】
前記固体微粒子が、触媒機能を有する固体微粒子であることを特徴とする請求項１〜１
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３のいずれかに記載の微粒子複合体。
【請求項１５】
前記固体微粒子が、金属化合物および金属からなる群から選ばれた少なくとも１種であ
ることを特徴とする請求項１〜１４のいずれかに記載の微粒子複合体。
【請求項１６】
前記金属化合物が、金属酸化物、金属窒化物、金属酸化窒化物および金属硫化物からな
る群から選択される少なくとも１種を主成分とする固体微粒子であることを特徴とする請
求項１５に記載の微粒子複合体。
【請求項１７】
前記固体微粒子が、酸化チタンを主成分とする微粒子であることを特徴とする請求項１
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〜１６のいずれかに記載の微粒子複合体。
【請求項１８】
前記金属が、金、白金、パラジウム、イリジウム、ロジウム、ルテニウム、オスミウム
、ニッケル、コバルト、鉄、マンガン、クロム、バナジウムおよびモリブデンからなる群
から選択される少なくとも１種の金属の微粒子であることを特徴とする請求項１５に記載
の微粒子複合体。
【請求項１９】
多孔体を生成可能な成分と、固体微粒子とを含有する微粒子含有複合前駆体（ｄ）を、
加熱水蒸気雰囲気中もしくは液体の水存在下で、加熱熟成させることにより微粒子含有複
合前駆体（ｅ）を形成させる工程（ＩＶ）と、
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前記微粒子含有複合前駆体（ｅ）から固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体を
形成する工程とを有することを特徴とする微粒子複合体の製造方法。
【請求項２０】
多孔体を生成可能な成分と、固体微粒子とを含有する微粒子含有複合前駆体（ｄ）を、
加熱水蒸気雰囲気中もしくは液体の水存在下で、加熱熟成させることにより微粒子含有複
合前駆体（ｅ）を形成させる工程（ＩＶ）と、
前記工程（ＩＶ）により形成された微粒子含有複合前駆体（ｅ）を焼成し固体微粒子と
多孔体とを含有する微粒子複合体を形成する工程（Ｖ）とを有することを特徴とする請求
項１９に記載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項２１】
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前記工程（ＩＶ）の前に、
固体微粒子および界面活性剤（ｍ）を含む合成媒体（ｎ）中に珪素化合物（ｂ）を添加
し、混合することにより、固体微粒子と珪素化合物（ｂ）とが複合化した微粒子含有複合
前駆体（ｃ）を形成させる工程（ＩＩ）と、
前記微粒子含有複合前駆体（ｃ）を焼成することにより微粒子含有複合前駆体（ｄ）を
得る工程（ＩＩＩ）とを有することを特徴とする請求項１９または２０に記載の微粒子複
合体の製造方法。
【請求項２２】
前記工程（ＩＩ）の前に、
合成媒体（ｌ）と、該媒体（１）中に溶解または分散した有機シラン化合物（ａ）とを
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含有する液体、ゾルまたはゲル状物質に、未処理固体微粒子を混合分散させ、有機シラン
化合物（ａ）と未処理固体微粒子とを反応させ、固体微粒子を得る工程（Ｉ）を有するこ
とを特徴とする請求項１９〜２１のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項２３】
前記工程（ＩＶ）における加熱熟成を、多孔体の鋳型剤となる有機物（ｏ）の存在下で
行うことを特徴とする請求項１９〜２２のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項２４】
前記微粒子複合体に含まれる多孔体が結晶性多孔体であることを特徴とする請求項１９
〜２３のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項２５】
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微粒子含有複合前駆体（ｄ）がメソポーラスシリカおよびメソポーラスシリカアルミナ
からなる群から選択される少なくとも１種の成分を含むことを特徴とする請求項１９〜２
４のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項２６】
前記工程（Ｉ）の有機シラン化合物（ａ）がモノアルキルトリアルコキシシラン、ジア
ルキルジアルコキシシラン、トリアルキルモノアルコキシシラン、モノアルキルトリハロ
ゲン化シラン、ジアルキルジハロゲン化シランおよびトリアルキルモノハロゲン化シラン
からなる群から選択される少なくとも１種のシラン化合物であることを特徴とする請求項
２２〜２５のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項２７】
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前記工程（ＩＩ）における珪素化合物（ｂ）がテトラ炭化水素オキシシラン、シリカ、
シリカアルミナ、シリカゲル、水ガラスおよびフュームドシリカからなる群から選択され
る少なくとも１種の珪素化合物であることを特徴とする請求項２１〜２６のいずれかに記
載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項２８】
前記工程（ＩＩ）における界面活性剤（ｍ）がポリオキシエチレン・ポリオキシプロピ
レンブロックコポリマー、水酸化テトラアルキルアンモニウムおよびハロゲン化テトラア
ルキルアンモニウムからなる群から選択される少なくとも１種の界面活性剤であることを
特徴とする請求項２１〜２７のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項２９】
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前記有機物（ｏ）が、水酸化テトラ炭化水素アンモニウムおよびハロゲン化テトラ炭化
水素アンモニウムからなる群から選択される少なくとも１種の有機物であることを特徴と
する請求項２３〜２８のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【請求項３０】
請求項１〜１８のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴とする触媒。
【請求項３１】
請求項１〜１７のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴とする光分解反
応触媒。
【請求項３２】
請求項１〜１５、１８のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴とする水
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素還元反応触媒。
【請求項３３】
請求項１〜１５、１８のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴とする脱
硝反応触媒。
【請求項３４】
請求項１〜１５、１８のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴とする脱
一酸化炭素反応触媒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、微粒子複合体およびその製造方法、並びに該複合体を含有する触媒に関する
。
【背景技術】
【０００２】
固体微粒子は、そのサイズ、高い表面積を利用して工業的に様々な局面で用いられる。
特に、直径がマイクロメートル以下の固体微粒子は、重量あたりの表面積が大きいため、
光触媒等の触媒として様々な応用がなされている。
【０００３】
有機分子や無機分子の変換や分解を行う触媒への、固体微粒子の応用では、金属、金属
酸化物、金属窒化物を問わず、触媒活性を有する物質を固体微粒子として利用することに
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より、触媒活性が増大することが知られている。
【０００４】
光触媒においても、活性物質を固体微粒子化することにより性能の向上が図られている
。しかし、固体微粒子は一般にその粒子径が小さくなるほど不安定化し、単独では十分な
熱安定性が得られないことが多い。すなわち、加熱により固体微粒子の結晶相の変化・粒
子成長・固体微粒子間の融合・表面積の低下などさまざまな現象が起こり、その性能を低
下させる。
【０００５】
これらを防ぐために、固体微粒子を高表面積の多孔体担体上に分散担持することがよく
行なわれている。固体微粒子を担持する方法として、特許文献１には、固体微粒子の原料
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となる物質を溶媒に溶解し、その溶液を多孔体担体にしみ込ませ、その後乾燥、焼成を経
て多孔体細孔内に固体微粒子を生成させ、複合多孔体を得る方法が開示されている。また
、非特許文献１には、金属コロイドを多孔体に複合化した例が報告されている。
【０００６】
また、特許文献２には、固体微粒子を、多孔体が生成する前の合成媒体中に分散させ、
その後合成媒体中で多孔体を生成させることにより微粒子複合体を得る方法が開示されて
いる。
【０００７】
しかし、前記方法によって得られる微粒子複合体は、触媒活性や吸着除去機能の観点か
ら未だ改善の余地があった。
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【特許文献１】特開２００５―２７０７３４号公報
【特許文献２】特開２００５−３１４２０８号公報
【非特許文献１】J. Am. Chem. Soc. 128, 3027 (2006).
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、前記現状に鑑みてなされたものであり、従来の固体微粒子と多孔体とを含む
微粒子複合体と比べて、光分解反応、水素還元反応、脱硝反応、脱一酸化炭素反応等の触
媒活性および吸着除去機能等に優れる微粒子複合体およびその製造方法ならびに該複合体
を含有する触媒を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者は、前項課題を解決すべく鋭意研究を行った結果、固体微粒子を担持する担体
として、ミクロ細孔体積を制御した特定の多孔体を用いることにより、微粒子複合体の触
媒活性を向上させることが可能であることを見出し、本発明を完成させた。
【００１０】
すなわち、本発明は例えば以下の〔１〕〜〔３４〕に関する。
〔１〕
固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であって、
前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００２ｃｍ3／ｇ
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以上であることを特徴とする微粒子複合体。
【００１１】
〔２〕
前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００３ｃｍ3／ｇ
以上であることを特徴とする〔１〕に記載の微粒子複合体。
【００１２】
〔３〕
前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００５ｃｍ3／ｇ
以上であることを特徴とする〔１〕または〔２〕に記載の微粒子複合体。
【００１３】
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〔４〕
固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であって、
前記多孔体が結晶性多孔体であることを特徴とする微粒子複合体。
【００１４】
〔５〕
固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であって、
前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００２ｃｍ3／ｇ
以上であり、
前記多孔体が結晶性多孔体であることを特徴とする微粒子複合体。
【００１５】
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〔６〕
前記結晶性多孔体が、ゼオライト、アルミノ燐酸塩（ＡＬＰＯ）、シリコアルミノ燐酸
塩（ＳＡＰＯ）、架橋粘土、架橋層状化合物およびヘテロポリ酸塩からなる群から選ばれ
る少なくとも１種であることを特徴とする〔４〕または〔５〕に記載の微粒子複合体。
【００１６】
〔７〕
前記多孔体の細孔直径が、前記固体微粒子の透過型電子顕微鏡によって測定される平均
粒径よりも小さいことを特徴とする〔１〕〜〔６〕のいずれかに記載の微粒子複合体。
【００１７】
〔８〕
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前記固体微粒子の透過型電子顕微鏡によって測定される平均粒径が、５００ｎｍ以下で
あることを特徴とする〔１〕〜〔７〕のいずれかに記載の微粒子複合体。
【００１８】
〔９〕
前記固体微粒子の含有量が、前記多孔体と前記固体微粒子との合計１００重量％あたり
、１０〜９８重量％であることを特徴とする〔１〕〜〔８〕のいずれかに記載の微粒子複
合体。
【００１９】
〔１０〕
粉末Ｘ線回折法により、前記微粒子複合体の回折強度を測定した際の、
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前記結晶性多孔体に基づく最も強度の強い回折線の強度が、
前記固体微粒子に基づく最も強度の強い回折線の強度に対して、３％以上の強度を有す
ることを特徴とする〔４〕〜〔９〕のいずれかに記載の微粒子複合体。
【００２０】
〔１１〕
前記微粒子複合体中に含まれる多孔体１ｇあたりの微粒子複合体の比表面積が、１０〜
２０００ｍ2／ｇ（多孔体）であることを特徴とする〔１〕〜〔１０〕のいずれかに記載
の微粒子複合体。
【００２１】
〔１２〕

40

前記微粒子複合体に含まれる前記多孔体がゼオライトであることを特徴とする〔１〕〜
〔１１〕のいずれかに記載の微粒子複合体。
【００２２】
〔１３〕
多孔体を形成しうる成分と、固体微粒子とを加熱する工程を含む操作によって形成され
ることを特徴とする〔１〕〜〔１２〕のいずれかに記載の微粒子複合体。
【００２３】
〔１４〕
前記固体微粒子が、触媒機能を有する固体微粒子であることを特徴とする〔１〕〜〔１
３〕のいずれかに記載の微粒子複合体。
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【００２４】
〔１５〕
前記固体微粒子が、金属化合物および金属からなる群から選ばれた少なくとも１種であ
ることを特徴とする〔１〕〜〔１４〕のいずれかに記載の微粒子複合体。
【００２５】
〔１６〕
前記金属化合物が、金属酸化物、金属窒化物、金属酸化窒化物および金属硫化物からな
る群から選択される少なくとも１種を主成分とする固体微粒子であることを特徴とする〔
１５〕に記載の微粒子複合体。
【００２６】

10

〔１７〕
前記固体微粒子が、酸化チタンを主成分とする微粒子であることを特徴とする〔１〕〜
〔１６〕のいずれかに記載の微粒子複合体。
【００２７】
〔１８〕
前記金属が、金、白金、パラジウム、イリジウム、ロジウム、ルテニウム、オスミウム
、ニッケル、コバルト、鉄、マンガン、クロム、バナジウムおよびモリブデンからなる群
から選択される少なくとも１種の金属の微粒子であることを特徴とする〔１５〕に記載の
微粒子複合体。
【００２８】

20

〔１９〕
多孔体を生成可能な成分と、固体微粒子とを含有する微粒子含有複合前駆体（ｄ）を、
加熱水蒸気雰囲気中もしくは液体の水存在下で、加熱熟成させることにより微粒子含有複
合前駆体（ｅ）を形成させる工程（ＩＶ）と、
前記微粒子含有複合前駆体（ｅ）から固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体を
形成する工程とを有することを特徴とする微粒子複合体の製造方法。
【００２９】
〔２０〕
多孔体を生成可能な成分と、固体微粒子とを含有する微粒子含有複合前駆体（ｄ）を、
加熱水蒸気雰囲気中もしくは液体の水存在下で、加熱熟成させることにより微粒子含有複

30

合前駆体（ｅ）を形成させる工程（ＩＶ）と、
前記工程（ＩＶ）により形成された微粒子含有複合前駆体（ｅ）を焼成し固体微粒子と
多孔体とを含有する微粒子複合体を形成する工程（Ｖ）とを有することを特徴とする〔１
９〕に記載の微粒子複合体の製造方法。
【００３０】
〔２１〕
前記工程（ＩＶ）の前に、
固体微粒子および界面活性剤（ｍ）を含む合成媒体（ｎ）中に珪素化合物（ｂ）を添加
し、混合することにより、固体微粒子と珪素化合物（ｂ）とが複合化した微粒子含有複合
前駆体（ｃ）を形成させる工程（ＩＩ）と、

40

前記微粒子含有複合前駆体（ｃ）を焼成することにより微粒子含有複合前駆体（ｄ）を
得る工程（ＩＩＩ）とを有することを特徴とする〔１９〕または〔２０〕に記載の微粒子
複合体の製造方法。
【００３１】
〔２２〕
前記工程（ＩＩ）の前に、
合成媒体（ｌ）と、該媒体（１）中に溶解または分散した有機シラン化合物（ａ）とを
含有する液体、ゾルまたはゲル状物質に、未処理固体微粒子を混合分散させ、有機シラン
化合物（ａ）と未処理固体微粒子とを反応させ、固体微粒子を得る工程（Ｉ）を有するこ
とを特徴とする〔１９〕〜〔２１〕のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
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【００３２】
〔２３〕
前記工程（ＩＶ）における加熱熟成を、多孔体の鋳型剤となる有機物（ｏ）の存在下で
行うことを特徴とする〔１９〕〜〔２２〕のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【００３３】
〔２４〕
前記微粒子複合体に含まれる多孔体が結晶性多孔体であることを特徴とする〔１９〕〜
〔２３〕のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【００３４】
〔２５〕

10

微粒子含有複合前駆体（ｄ）がメソポーラスシリカおよびメソポーラスシリカアルミナ
からなる群から選択される少なくとも１種の成分を含むことを特徴とする〔１９〕〜〔２
４〕のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【００３５】
〔２６〕
前記工程（Ｉ）の有機シラン化合物（ａ）がモノアルキルトリアルコキシシラン、ジア
ルキルジアルコキシシラン、トリアルキルモノアルコキシシラン、モノアルキルトリハロ
ゲン化シラン、ジアルキルジハロゲン化シランおよびトリアルキルモノハロゲン化シラン
からなる群から選択される少なくとも１種のシラン化合物であることを特徴とする〔２２
〕〜〔２５〕のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。

20

【００３６】
〔２７〕
前記工程（ＩＩ）における珪素化合物（ｂ）がテトラ炭化水素オキシシラン、シリカ、
シリカアルミナ、シリカゲル、水ガラスおよびフュームドシリカからなる群から選択され
る少なくとも１種の珪素化合物であることを特徴とする〔２１〕〜〔２６〕のいずれかに
記載の微粒子複合体の製造方法。
【００３７】
〔２８〕
前記工程（ＩＩ）における界面活性剤（ｍ）がポリオキシエチレン・ポリオキシプロピ
レンブロックコポリマー、水酸化テトラアルキルアンモニウムおよびハロゲン化テトラア

30

ルキルアンモニウムからなる群から選択される少なくとも１種の界面活性剤であることを
特徴とする〔２１〕〜〔２７〕のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【００３８】
〔２９〕
前記有機物（ｏ）が、水酸化テトラ炭化水素アンモニウムおよびハロゲン化テトラ炭化
水素アンモニウムからなる群から選択される少なくとも１種の有機物であることを特徴と
する〔２３〕〜〔２８〕のいずれかに記載の微粒子複合体の製造方法。
【００３９】
〔３０〕
〔１〕〜〔１８〕のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴とする触媒。

40

〔３１〕
〔１〕〜〔１７〕のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴とする光分解
反応触媒。
【００４０】
〔３２〕
〔１〕〜〔１５〕、〔１８〕のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴と
する水素還元反応触媒。
【００４１】
〔３３〕
〔１〕〜〔１５〕、〔１８〕のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴と
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する脱硝反応触媒。
【００４２】
〔３４〕
〔１〕〜〔１５〕、〔１８〕のいずれかに記載の微粒子複合体を含有することを特徴と
する脱一酸化炭素反応触媒。
【発明の効果】
【００４３】
本発明の微粒子複合体は、従来の微粒子複合体と比べて、光分解反応、水素還元反応、
脱硝反応、脱一酸化炭素反応等の触媒活性および吸着除去機能に優れるという特徴を有し
ている。本発明の微粒子複合体は、前記特徴を有しているため、従来の微粒子複合体と比

10

べて、微粒子複合体に吸着された分子が固体微粒子の有する触媒活性により速やかに反応
するという特徴を有している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
次に本発明について具体的に説明する。
[微粒子複合体]
本発明の微粒子複合体は、固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であって、前
記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００２ｃｍ3／ｇ以上
であることを特徴とする。
【００４５】

20

また、本発明の微粒子複合体は、固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であっ
て、前記多孔体が結晶性多孔体であることを特徴とするものであってもよい。
さらに本発明の微粒子複合体は、固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体であっ
て、前記多孔体の、窒素吸着法によって測定されるミクロ細孔体積が０．００２ｃｍ3／
ｇ以上であり、前記多孔体が結晶性多孔体であることを特徴とするものが好ましい。
【００４６】
本発明の微粒子複合体に含有される多孔体の、ミクロ細孔体積および全細孔体積は窒素
吸着法により測定することができる。窒素吸着法による多孔体のミクロ細孔体積および全
細孔体積の測定法は以下の通りである。また、前記多孔体の細孔直径を全細孔体積および
ＢＥＴ比表面積から計算することができる。

30

【００４７】
測定温度は液体窒素温度（７７Ｋ）である。充分脱気処理した試料に窒素ガスを触れさ
せる。窒素相対圧ゼロから段階的に増加させ、０．９程度以上まで上げたあと、段階的に
減少させる。これにより窒素相対圧と窒素吸着量との関係、すなわち吸着等温線を求める
。
【００４８】
この方法は、多孔体の細孔を調べる方法として一般的に用いられている。吸着量の計算
は、器体積、圧力、窒素導入量から計算する定用法がよくもちいられるが、これにかぎら
れることはなく、試料重量の変化により吸着量を測定する重量法などを用いることも可能
である。

40

【００４９】
上記の方法により、窒素圧力を増加させたときに得られる吸着等温線と、窒素圧力を減
少させたときに得られる吸着等温線の２つがえられる。両者に乖離があることをヒステリ
シスが生じているというが、ヒステリシスがあるばあいは、圧力を増加させたときにえら
れる吸着等温線を用いて細孔を解析する。
【００５０】
窒素吸着等温線の測定用には、測定装置が多数販売されているが、例えば、日本ベル製
高精度ガス吸着装置、ＢＥＬＳＯＲＰ−ｍｉｎｉ（ベルソープｍｉｎｉ）を使用すること
ができる。
【００５１】
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窒素吸着等温線から細孔直径の分布を解析する方法はＣＩ法、ＢＪＨ法、ＤＨ法など複
数提案され使用されているが、これらはミクロ細孔に適用できない欠点がある。ミクロ細
孔とは、国際純正応用科学連合（IUPAC）による定義のとおり、細孔直径２ｎｍ以下の細
孔のことである。ミクロ細孔体積を求める方法に、αs（アルファーエス）プロットを用
いる計算法がある。これは、ミクロ細孔体積を容易に計算できるすぐれた方法であり、こ
れを用いる。
【００５２】
この方法は、例えばF. Rouquerol, J. Rouquerol，K. Sing 著

「Adsorption by powd

er and porous solid」アカデミックプレス（１９９９）第８章〜９章にのべられている
。窒素吸着等温線αs＝１付近のデータをαs＝０へ外挿してミクロ細孔体積を求めること

10

ができる。
【００５３】
本発明の微粒子複合体が含有する多孔体のミクロ細孔体積は、０．００２ｃｍ3／ｇ以
上であり、好ましくは０．００３ｃｍ3／ｇ以上、より好ましくは０．００５ｃｍ3／ｇ以
上である。ミクロ細孔堆積が前記範囲にあることにより、微粒子複合体を含有する下記触
媒は、分子吸着特性が格段に向上し、触媒活性に優れる。本発明の触媒が、触媒活性に優
れる理由は、前記多孔体が前記範囲の細孔を有することにより、分子を細孔内に吸着濃縮
し、変換や分解が行われる有機物が効率よく、触媒の活性点である固体微粒子表面に接触
するためであると本発明者らは推定した。
20

【００５４】
本発明の微粒子複合体が含有する多孔体の全細孔体積は、αs（アルファーエス）プロ
ットの外挿から求めることができるが、より簡便かつ確実な方法として、相対圧０．９の
時の窒素吸着量から算出する方法を用いる。また、本発明の微粒子複合体が含有する多孔
体の細孔直径（ｄ）は、円筒細孔に用いる式

ｄ＝４Ｖ／Ｓ

より算出できる。（ここで

、Ｖは複合体単位重量あたりの全細孔体積であり、ＳはＢＥＴ法により求めた比表面積で
ある）αｓプロットは正確であるが、細孔径分布が広い試料には適用が難しい場合がある
が、上記方法は、適用範囲が広い。
【００５５】
なお、多孔体のミクロ細孔体積の上限としては、特に限定は無いが、多孔体の機械的強
度等の観点から通常は１０ｃｍ3／ｇ以下である。

30

また、前記多孔体は、ミクロ細孔をもつものが好ましく、ＳＢＡ−１５（メソポーラス
シリカ）などのミクロ細孔を含むメソポーラス物質も好適に用いることができる。
さらに、前記多孔体は、結晶性多孔体であることが好ましく、マイクロポーラスクリスタ
ルであることがより好ましい。微粒子複合体に含まれる多孔体が結晶性多孔体であると、
該多孔体の有する細孔直径が均一になる傾向があり、該微粒子複合体を含有する触媒の触
媒活性に優れるため好ましい。
【００５６】
なお、本発明において、マイクロポーラスクリスタルとはゼオライトやアルミノ燐酸塩
（ＡＬＰＯ）、シリコアルミノ燐酸塩（ＳＡＰＯ）、ヘテロポリ酸塩など、結晶性であり
ながら、その結晶内部にミクロ細孔が存在する物質群を意味する。

40

【００５７】
前記結晶性多孔体としては、ゼオライト、アルミノ燐酸塩（ＡＬＰＯ）、シリコアルミ
ノ燐酸塩（ＳＡＰＯ）、架橋粘土、架橋層状化合物およびヘテロポリ酸塩からなる群から
選ばれる少なくとも１種であることが好ましく、ゼオライトを用いることがより好ましい
。結晶性多孔体として、これらを用いると、微粒子複合体の吸着能力の向上の観点から好
ましい。
【００５８】
前記ゼオライトとしては、例えば、ＭＦＩ型ゼオライト（シリカライト、Ｎａ−ＺＳＭ
−５、Ｈ−ＺＳＭ−５、Ｃａ−ＺＳＭ５など）、Ｘ型ゼオライト、Ｙ型ゼオライト、ベー
タ型ゼオライト、モルデナイト、チャバサイト、ＶＰＩ−５、ＡｌＰＯ4−５、架橋モン
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モリロナイト等が挙げられる。
【００５９】
前記多孔体の前記細孔直径が、前記固体微粒子の透過型電子顕微鏡によって測定される
平均粒径よりも小さいことが好ましい。
また前記固体微粒子の透過型電子顕微鏡によって測定される平均粒径が、５００ｎｍ以
下であることが好ましく、３〜１００ｎｍであることがより好ましい。前記多孔体の細孔
直径が固体微粒子の平均粒径よりも大きいと、固体微粒子の安定性が悪くなる傾向があり
好ましくない。また固体微粒子の平均粒径が前記範囲を上回ると、固体微粒子の表面積が
小さくなる傾向があり、触媒活性が低くなる場合がある。
【００６０】

10

前記固体微粒子の含有量が、前記多孔体と前記固体微粒子との合計１００重量％あたり
、１０〜９８重量％であることが好ましく、３０〜９５重量％であることがより好ましい
。前記範囲内では、固体微粒子が好適に安定化され、かつ効果的に触媒活性を発揮するこ
とができるため好ましい。
【００６１】
本発明の微粒子複合体は、粉末Ｘ線回折法により、前記微粒子複合体の回折強度を測定
した際の、前記結晶性多孔体に基づく最も強度の強い回折線の強度が、前記固体微粒子に
基づく最も強度の強い回折線の強度に対して、３％以上の強度を有することが好ましく、
１０％以上の強度を有することがより好ましい。
【００６２】

20

前記範囲内では、固体微粒子が好適に安定化され、かつ効果的に触媒活性を発揮するこ
とができるため好ましい。前記固体微粒子に基づく最も強度の強い回折線の強度に対する
前記結晶性多孔体に基づく最も強度の強い回折線の強度の上限としては、特に限定はない
が、微粒子複合体の多孔体含有率の観点から通常は２０００％以下である。
【００６３】
また、本発明の微粒子複合体の比表面積は、前記微粒子複合体中に含まれる多孔体１ｇ
あたり、１０〜２０００ｍ2／ｇ（多孔体）であることが好ましく、３０〜８００ｍ2／ｇ
（多孔体）であることが好ましい。
【００６４】
なお、前記微粒子複合体中に含まれる多孔体１ｇあたりの微粒子複合体の比表面積は、
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以下の式により求められる。
多孔体１ｇあたりの微粒子複合体の比表面積〔ｍ2／ｇ（多孔体）〕＝微粒子複合体の比
表面積〔ｍ2／ｇ〕×[１００（ｗｔ％）／微粒子複合体中に含まれる多孔体（ｗｔ％）]
本発明において、多孔体１ｇあたりの微粒子複合体の比表面積が前記範囲内であると、
吸着能力および触媒活性がすぐれるため好ましい。
【００６５】
本発明の微粒子複合体に含まれる前記多孔体がゼオライトであることが好ましく、ＭＦ
Ｉ型ゼオライトであることがより好ましい。多孔体として、ゼオライトを用いると、微粒
子複合体の吸着能力および触媒活性が大きくなるので好ましい。
【００６６】
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前記多孔体としては、シリカ成分を含有することが好ましく、多孔体１００重量％あた
り、シリカ成分の含有量が３０〜１００重量％であることが好ましく、６０〜１００重量
％であることがより好ましい。前記範囲内では微粒子複合体の分子吸着特性および触媒活
性に優れる。
【００６７】
本発明の微粒子複合体を構成する前記固体微粒子は、触媒機能を有する固体微粒子であ
ることが好ましい。
前記固体微粒子としては、金属化合物および金属からなる群から選択される少なくとも
１種であることが好ましい。
【００６８】
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前記金属化合物としては、金属酸化物、金属窒化物、金属酸化窒化物および金属硫化物
からなる群から選択される少なくとも１種を主成分とする固体微粒子であることが好まし
い。
【００６９】
具体的には、前記固体微粒子が、酸化チタンを主成分とする微粒子であることが好まし
い。
本発明の微粒子複合体を構成する固体微粒子が金属化合物、好ましくは酸化チタンであ
るときには、本発明の微粒子複合体は光触媒反応、とくに有機化合物の光分解反応にとく
に優れた触媒活性を発揮することができる。特に固体微粒子が酸化チタンである微粒子複
合体を塗布またはコーテイングした基材は光分解反応の効果が著しい。このため前記微粒

10

子複合体を塗布またはコーテイング施した建材、外装材、内装材、衛生機器等は、汚れを
光分解することが可能であり、長期間美観を保持することができる。
【００７０】
また、本発明の微粒子複合体を構成する固体微粒子が金属である場合は、本発明の微粒
子複合体は、水素還元反応、脱硝反応、脱一酸化炭素反応等の触媒活性に優れるという特
長を有する。
【００７１】
前記固体微粒子が金属である場合には、前記金属しては、金、白金、パラジウム、イリ
ジウム、ロジウム、ルテニウム、オスミウム、ニッケル、コバルト、鉄、マンガン、クロ
ム、バナジウムおよびモリブデンからなる群から選択される少なくとも１種の金属の微粒
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子であることが好ましく、特に金、白金、パラジウム、イリジウム、ロジウムおよびルテ
ニウムからなる群から選ばれた少なくとも１種の金属の微粒子であることが好ましい。
【００７２】
本発明の微粒子複合体の製造方法としては、特に限定はないが、微粒子複合体は多孔体
を形成しうる成分と、固体微粒子とを加熱する工程を含む操作によって形成されることが
好ましく、多孔体を形成しうる成分と、固体微粒子とを８０℃以上で加熱する工程を含む
操作によって形成されることがより好ましい。
【００７３】
本発明の微粒子複合体は、例えば以下の方法により製造することができる。
[微粒子複合体の製造方法]
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本発明の微粒子複合体の製造方法は、多孔体を生成可能な成分と、固体微粒子とを含有
する微粒子含有複合前駆体（ｄ）を、加熱水蒸気雰囲気中もしくは液体の水存在下で、加
熱熟成させることにより微粒子含有複合前駆体（ｅ）を形成させる工程（ＩＶ）と、前記
微粒子含有複合前駆体（ｅ）から固体微粒子と多孔体とを含有する微粒子複合体を形成す
る工程とを有することを特徴とし、多孔体を生成可能な成分と、固体微粒子とを含有する
微粒子含有複合前駆体（ｄ）を、加熱水蒸気雰囲気中もしくは液体の水存在下で、加熱熟
成させることにより微粒子含有複合前駆体（ｅ）を形成させる工程（ＩＶ）と、前記工程
（ＩＶ）により形成された微粒子含有複合前駆体（ｅ）を焼成し固体微粒子と多孔体とを
含有する微粒子複合体を形成する工程（Ｖ）とを有することが好ましい。
【００７４】
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本発明の製造方法は、前記工程（ＩＶ）の前に、固体微粒子および界面活性剤（ｍ）を
含む合成媒体（ｎ）中に珪素化合物（ｂ）を添加し、混合することにより、固体微粒子と
珪素化合物（ｂ）とが複合化した微粒子含有複合前駆体（ｃ）を形成させる工程（ＩＩ）
と、前記微粒子含有複合前駆体（ｃ）を焼成することにより微粒子含有複合前駆体（ｄ）
を得る工程（ＩＩＩ）とを有することが好ましい。
【００７５】
また前記工程（ＩＩ）の前に、合成媒体（ｌ）と、該媒体（１）中に溶解または分散し
た有機シラン化合物（ａ）とを含有する液体、ゾルまたはゲル状物質に、未処理固体微粒
子を混合分散させ、有機シラン化合物（ａ）と未処理固体微粒子とを反応させ、固体微粒
子を得る工程（Ｉ）を有することがより好ましい。
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【００７６】
工程（Ｉ）において、合成媒体（１）としては、炭化水素媒体を用いることが好ましく
、芳香族炭化水素媒体を用いることがより好ましい。合成媒体（１）としては、具体的に
はトルエン、ヘキサンおよびシクロヘキサン等を用いることが好ましく、トルエンを用い
ることがより好ましい。
【００７７】
有機シラン化合物（ａ）としては、モノアルキルトリアルコキシシラン、ジアルキルジ
アルコキシシラン、トリアルキルモノアルコキシシラン、モノアルキルトリハロゲン化シ
ラン、ジアルキルジハロゲン化シランおよびトリアルキルモノハロゲン化シランからなる
群から選択される少なくとも１種のシラン化合物であることが好ましい。具体的には、オ
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クタデシルトリエトキシシラン、オクチルトリエトキシシラン等を用いることが好ましい
。これらの有機シラン化合物（ａ）は、工程（Ｉ）において、未処理固体微粒子の表面を
効率的に疎水化するため好ましい。
【００７８】
工程（Ｉ）において、合成媒体（ｌ）と、該媒体（１）中に溶解または分散した有機シ
ラン化合物（ａ）とを含有する液体、ゾルまたはゲル状物質は、例えば前記合成媒体に前
記有機シラン化合物（ａ）を添加し、混合することにより調整される。
【００７９】
前記液体、ゾルまたはゲル状物質の中でも液体であることが、有機シラン化合物（ａ）
と未処理固体微粒子との反応効率の観点から好ましい。
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未処理固体微粒子としては、金属酸化物、金属窒化物、金属酸化窒化物および金属硫化
物からなる群から選択される少なくとも１種の未処理固体微粒子であることが好ましい。
具体的には、酸化チタンの微粒子等が用いられる。本発明の製造方法においては、未処理
固体微粒子を、工程（Ｉ）により、有機シラン化合物（ａ）と反応させることにより、未
処理固体微粒子の表面に有機基が修飾された、固体微粒子得た後に、該固体微粒子を工程
（ＩＩ）に用いることが好ましい。
【００８０】
工程（Ｉ）において、未処理固体微粒子を前記液体、ゾルまたはゲル状物質に分散させ
る際には超音波により分散させることが好ましい。
また、工程（Ｉ）において、有機シラン化合物（ａ）と未処理固体粒子とを反応させる
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際の反応温度は２０〜１５０℃であることが好ましく、５０〜１４５℃であることがより
好ましい。また反応時間は、通常０．５〜６０時間であり、０．５〜３０時間であること
が好ましい。前記条件で反応を行うと、未処理固体微粒子と、有機シラン化合物（ａ）と
が、充分に反応するため、好ましい。
【００８１】
界面活性剤（ｍ）としては、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポ
リマー、水酸化テトラアルキルアンモニウムおよびハロゲン化テトラアルキルアンモニウ
ムからなる群から選択される少なくとも１種の界面活性剤が好ましい。中でもテトラアル
キルアンモニウムブロミド、テトラアルキルアンモニウムクロリド、ポリオキシエチレン
・ポリオキシプロピレンブロックコポリマーがより好ましいが、メソポーラスシリカの合
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成に一般に用いられているものは好適にもちいることができる。具体的にはセチルトリメ
チルアンモニウムブロミド、ドデシルトリメチルアンモニウムブロミド等が好ましい。こ
れらの界面活性剤（ｍ）はメソ細孔を効率よく生成させるため好ましい。
【００８２】
合成媒体（ｎ）としては、水性媒体であることが好ましい。水性媒体としては例えば、
ｐＨを調整する目的で水にアンモニア、水酸化ナトリウム等が添加された媒体が挙げられ
る。前記工程（ＩＩ）においては、ｐＨが９〜１２であることが好ましい。また、逆にｐ
Ｈが１〜５でもよい．ｐＨが前記範囲内であるとシリカが容易に析出するため好ましい。
【００８３】
珪素化合物（ｂ）としては、テトラ炭化水素オキシシラン、シリカ、シリカアルミナ、
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シリカゲル、水ガラスおよびフュームドシリカからなる群から選択される少なくとも１種
の珪素化合物であることが好ましい。具体的には、テトラアルコキシシラン、テトラハロ
ゲン化シランが挙げられる。これに他の金属のアルコキシドや塩化物をくわえてもよい．
中でもテトラエトキシシランが好ましい。これらの珪素化合物（ｂ）はシリカを容易に生
成するため好ましい。
【００８４】
工程（ＩＩ）において、固体微粒子および界面活性剤（ｍ）を含む合成媒体（ｎ）を得
る際に、合成媒体（ｎ）中に固体微粒子を添加した後に、超音波を照射し、固体微粒子を
合成媒体（ｎ）中に分散させることが好ましい。
【００８５】
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前記固体微粒子および界面活性剤（ｍ）を含む合成媒体（ｎ）に珪素化合物（ｂ）を添
加した後、混合する際の温度は、０〜９０℃であることが好ましく、２０〜５０℃である
ことがより好ましい。また混合に要する時間は、通常０．５秒〜５時間、混合後に熟成さ
せる時間は時間は通常０〜１０時間、好ましくは０．５〜３時間である。前記範囲内では
シリカが効率よく生成し熟成されるため好ましい。
【００８６】
工程（ＩＩＩ）において、工程（ＩＩ）で得られた微粒子含有複合前駆体（ｃ）を焼成
することにより、多孔体を生成可能な成分と、固体微粒子とを含有する微粒子含有複合前
駆体（ｄ）を得るが、焼成する際の温度が４００〜７００℃であることが好ましく、４５
０〜６００℃であることが好ましい。また、焼成時間は、通常１〜２０時間であり、２〜
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８時間である。前記条件で焼成すると効率よく有機物を除去できるうえ、多孔体の骨格を
つくる化学結合を効率よく生成させるため好ましい。また、微粒子含有複合前駆体（ｄ）
は、メソポーラスシリカおよびメソポーラスシリカアルミナからなる群から選択される少
なくとも１種の成分を含むことが好ましい。
【００８７】
工程（ＩＶ）において、微粒子含有複合前駆体（ｄ）を加熱水蒸気雰囲気中もしくは液
体の水存在下で、加熱熟成させることにより微粒子含有複合前駆体（ｅ）を得ることがで
きる。この工程は、通常ドライゲルコンバージョン法で行われる。ドライゲルコンバージ
ョン法とは、ゼオライト合成の原料混合物を乾燥することにより得たドライゲルを水蒸気
等で処理することによりゼオライトを結晶化する方法である。本発明の製造方法において
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、工程（ＩＶ）を有することにより得られる微粒子複合体に含まれる多孔体を結晶性多孔
体として形成することができるため好ましい。なお、ドライゲルコンバージョン法を行う
ための装置の概念図の一例を図１に示す。
【００８８】
工程（ＩＶ）において、加熱熟成を行う際の温度は、１００〜２５０℃であることが好
ましく１２０〜２００℃であることがより好ましい。また、加熱熟成を行う時間は、通常
０〜１０００時間であり、２〜２００時間であることが好ましい。
【００８９】
また、前記工程（ＩＶ）における加熱熟成を、多孔体の鋳型剤となる有機物（ｏ）の存
在下で行うことが好ましい。有機物（ｏ）の存在下で加熱熟成を行うと多孔体が生成しや
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すいため好ましい。
【００９０】
前記工程（ＩＶ）において、有機物（ｏ）としては、水酸化テトラ炭化水素アンモニウ
ムおよびハロゲン化テトラ炭化水素アンモニウムからなる群から選択される少なくとも１
種の有機物を用いることが好ましく、テトラアルキルアンモニウムブロミドおよびテトラ
アルキルアンモニウムヒドロキシドからなる群から選択される少なくとも１種の有機物を
用いることがより好ましい。具体的には、テトラプロピルアンモニウムブロミドおよびテ
トラプロピルアンモニウムヒドロキシドからなる群から選択される少なくとも１種の有機
物を用いることが特に好ましい。
【００９１】
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なお、前記工程（ＩＶ）において、有機物（ｏ）を共存させる方法としては、例えば微
粒子含有複合前駆体（ｄ）を有機物（ｏ）を含む水溶液に添加し、超音波を照射すること
により微粒子含有複合前駆体（ｄ）を溶液中に分散させた後に、該溶液を蒸発乾固する方
法が挙げられる。
【００９２】
前記工程（Ｖ）において、粒子含有複合前駆体（ｅ）を焼成する際の焼成温度は４００
〜７００℃であることが好ましく、４５０〜６００℃であることがより好ましい。また、
焼成時間は、通常０．５〜３０時間であり、１〜１０時間であることが好ましい。前記条
件で焼成を行うことにより、効率よく有機物を除去できるうえ、多孔体の骨格をつくる化
10

学結合を効率よく生成させる。
【００９３】
[触媒]
本発明の触媒は、前記微粒子複合体を含有する。触媒としては、前記微粒子複合体を単
独で用いてもよく、金属酸化物等の担体等と共に用いてもよい。
【００９４】
本発明の微粒子複合体を含む触媒は、前記固体微粒子が金属化合物、より好ましくはＴ
ｉＯ2を含む場合には、光分解反応触媒として好適である。このような微粒子複合体を含
む、本発明の触媒を用いる態様としては例えば、アルコールやアルデヒドなどの有機物等
の試料を含む気体に、触媒を接触した状態で保持し、固体微粒子が活性化する波長の光を
触媒に照射することにより、有機物質を変換や分解する態様が挙げられる。前記有機物と
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しては、具体的にはアセトアルデヒドや２−プロパノールが挙げられる。
【００９５】
本発明の微粒子複合体を含む触媒は、前記固体微粒子が金属の微粒子を含む場合には、
水素還元反応触媒、脱硝反応触媒、脱一酸化炭素反応触媒等として好適である。
前記微粒子複合体に含まれる固体微粒子としては、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎ
ｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｍｏ、の金属粒子やその酸化物、酸化チタン担持酸化バナジウム
等の一般に触媒として用いられている粒子を用いることができ、本発明の触媒は、前記固
体微粒子に由来する触媒活性を有するため、固体微粒子に応じた様々な反応触媒として用
いることができる。
30

【００９６】
〔実施例〕
次に本発明について実施例を示してさらに詳細に説明するが、本発明はこれらによって
限定されるものではない。
【実施例１】
【００９７】
〔微粒子複合体（ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍ）の製造〕
ＴｉＯ2（製品名：Ｐ−２５

、Ｄｅｇｕｓｓａ（デグサ）製、粒子直径２０−３０ｎ

ｍ）（以下、Ｐ２５とも記す）２ｇを２００℃で２時間真空乾燥させた。
【００９８】
Ａｒ雰囲気中、真空乾燥を行った前記ＴｉＯ2、２ｇおよびオクタドデシルトリエトキ
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シシラン５ｇを、トルエン（溶媒）３０ｇに添加し、２４時間還流を行い、表面をオクタ
ドデシル基で有機修飾されたＴｉＯ2（ＣＰ１８−Ｐ２５）、約２ｇを得た。
【００９９】
セチルトリメチルアンモニウムブロミド（ＣＴＡＢｒ）水溶液（水４６ｇにＣＴＡＢｒ
０．８ｇを溶解）中にＣＰ１８−Ｐ２５を１．５４ｇ添加した（アンモニア水によりｐＨ
は１１．８に調整）。該液に超音波を２０分間照射し、ＣＰ１８−Ｐ２５を分散させた。
その後テトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）を３．３８ｇ加え１時間攪拌した。その後、生
成物を濾過し、イオン交換水で洗浄した後、１０時間８０℃の条件で加熱乾燥を行い、乾
燥した生成物を５４０℃、で６時間焼成し、微粒子含有複合前駆体（ｄ）であるメソ多孔
シリカ（ＭＣＭ−４１）／ＴｉＯ2複合体（ＭＣＭ／Ｐ２５）を得た。
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【０１００】
なお、ＭＣＭ／Ｐ２５中のＴｉＯ2含有量は６０ｗｔ％であった。
テトラプロピルアンモニウムブロミド（ＴＰＡＢｒ）水溶液（水１０ｇにＴＰＡＢｒ、
０．０５３ｇを溶解）中にＭＣＭ／Ｐ２５を０．２５５ｇ添加し、超音波を２０分間照射
し、ＭＣＭ／Ｐ２５を分散させた。その溶液を７０℃で乾固し、粉末を得た。該粉末をオ
ートクレーブを用いて、Ｈ2Ｏとエチレンジアミン（ＥＤＡ）とを含む雰囲気下で、１７
５℃で９６時間熟成させた（ドライゲルコンバージョン法）。
【０１０１】
なお、ドライゲルコンバージョン法を行った装置の概念図を図１に示す。
熟成させた後、８０℃、１０時間加熱乾燥を行い、熟成させた粉末を得た。その後熟成

10

させた粉末を５４０℃で１０時間焼成して、シリカライトとＴｉＯ2との複合体（ＭＦＩ
／Ｐ２５−Ｍ）を得た。酸化チタン含有量は６０ｗｔ％であった。
【０１０２】
〔窒素吸着測定〕
得られたＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍを３０ｍｇとり、真空加熱（２００℃）排気を行った後、
窒素吸着測定装置（日本ベル株式会社

高精度ガス吸着装置ＢＥＬＳＯＲＰ−ｍｉｎｉ）

により、ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍの比表面積、ミクロ細孔体積、及び全細孔体積を求めた。
＜測定条件＞
測定方式

：定容量型ガス吸着法

吸着ガス

：窒素

前処理条件

：２００℃で２時間真空排気

測定プログラム

：吸脱着等温線測定

解析プログラム

：吸脱着等温線測定

20

ＢＥＴ法による比表面積の算出
αｓプロットによるミクロ細孔体積の算出
相対圧０．９の時の窒素吸着量から全細孔体積の算出
初期導入量

：１．５ｃｍ3・ｇ‑1

測定相耐圧範囲

：０〜１．０

サンプル量

：３０ｍｇ

ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍの比表面積は、１７８
3

ｍ2／ｇ、ミクロ細孔体積は、０．０５５ｃ

30

3

ｍ ／ｇ、全細孔体積は、０．１２２ｃｍ ／ｇであった。
【０１０３】
上記全細孔体積および比表面積から算出した、細孔直径は平均２．７ｎｍであった。
上記ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍの酸化チタン含有量および比表面積から算出した、多孔体１ｇ
あたりのＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍの表面積は、４４５ｍ2／ｇであった。
【０１０４】
〔ＴＥＭ像観察〕
得られたＭＦＩ／Ｐ２５−ＭのＴＥＭ像を透過型電子顕微鏡（日本電子株式会社
ＥＣＴＲＯＮ

ＭＩＣＲＯＳＣＯＰＥ

ＥＬ

ＪＥＭ−２０１０）を用いて下記条件で観察した
40

。
【０１０５】
ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍに含まれる固体微粒子の平均粒径は２５ｎｍであった。
〔粉末Ｘ線回折測定〕
得られたＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍをガラスキャビティーにのせて下記条件で測定した。
＜使用機器＞
株式会社マックサイエンス製

粉末エックス線回折測定装置

Ｍ１８ＸＨＦ−ＳＲＡ

＜測定条件＞
測定方法 ：連続スキャン法
回転陰極

：Ｃｕ

Ｋα１

λ＝１．５４０５Å

測定範囲

：２θ

１．５〜１０
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サンプリング間隔

：０．００６０ｄｅｇｒｅｅ

スキャン速度

：１．５０００ｄｅｇ／ｍｉｎ

エックス線管球電圧

：４０ｋＶ

エックス線管球電圧

：１５０ｍＡ

発散スリット

：０．５０ｄｅｇ

散乱スリット

：０．５０ｄｅｇ

受光スリット

：０．１５ｍｍ

JP 2009‑155178 A 2009.7.16

グラファイトモノクロメーター
前記条件でＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍの回折強度を測定した際の、結晶性多孔体に基づく最も
強度の強い回折線の強度は、固体微粒子に基づく最も強度の強い回折線の強度に対して、

10

８７％の強度であった。
【０１０６】
〔光分解反応触媒を用いた分解実験〕
得られたＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍを３５ｍｇ用いて触媒活性を調べた。
ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍに少量の水を加え、該液を塗布し、乾燥したスライドガラスを硬質
ガラス製反応器（１００ｃｍ3）中に設置した。
【０１０７】
硬質ガラス製反応器には、光源として５００ＷＸｅランプを設置した。
硬質ガラス製反応器に、２−プロパノールを２．１６×１０‑6ｍｏｌ（５７０ｐｐｍ）
導入した。

20

【０１０８】
２−プロパノールの濃度をガスクロマトグラフィーで測定した。
２−プロパノールを導入後、９０分後、５００ＷＸｅランプを点灯した。
２−プロパノール、アセトンおよびＣＯ2の濃度変化をガスクロマトグラフィーで測定
した。結果を図３に示す。
【実施例２】
【０１０９】
〔微粒子複合体（ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓ）の製造〕
トリブロックコポリマーＰ１２３（ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロッ
クコポリマー、ＢＡＳＦ社製）２．２ｇを希塩酸（濃度４．８％）８１ｇに溶解した。次

30

いで、実施例１と同様の方法で得たＣＰ１８−Ｐ２５を２ｇ加え、超音波を２０分間照射
し、分散させた。その溶液に、テトラエトキシシラン４．３６ｇを加え２０時間攪拌した
。その後、その溶液を８０℃に保ち、２４時間保持した。その後該溶液をろ過、洗浄し、
１０時間加熱乾燥した後、５４０℃で焼成して、微粒子含有複合前駆体（ｄ）であるメソ
多孔シリカ（ＳＢＡ）／ＴｉＯ2複合体（ＳＢＡ／Ｐ２５）を得た。
【０１１０】
なお、ＳＢＡ／Ｐ２５中のＴｉＯ2含有量は６０ｗｔ％であった。
テトラプロピルアンモニウムブロミド（ＴＰＡＢｒ）水溶液（ＴＰＡＢｒ０．１ｇを水
１０ｇに溶解）中にＳＢＡ／Ｐ２５を０．５ｇ添加し、超音波を２０分間照射し、ＳＢＡ
／Ｐ２５を分散させた。その溶液を７０℃で乾固し、粉末を得た。該粉末をオートクレー
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ブを用いて、Ｈ2Ｏとエチレンジアミン（ＥＤＡ）とを含む雰囲気下で、１７５℃で９６
時間熟成させた（ドライゲルコンバージョン法）。
【０１１１】
なお、ドライゲルコンバージョン法を行った装置の概念図を図１に示す。
熟成させた後、８０℃、１０時間加熱乾燥を行い、熟成させた粉末を得た。その後熟成
させた粉末を５４０℃で６時間焼成して、シリカライトとＴｉＯ2との複合体（ＭＦＩ／
Ｐ２５−Ｓ）を得た。酸化チタン含有量は６０ｗｔ％であった。
【０１１２】
〔窒素吸着測定〕
実施例１と同様にＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓの比表面積、ミクロ細孔体積、及び全細孔体積を
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求めた。
【０１１３】
ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓの比表面積は１０６ｍ2／ｇ、ミクロ細孔体積は０．０３４ｃｍ3／
ｇ、全細孔体積は０．０９１ｃｍ3／ｇであった。
上記全細孔体積および比表面積から算出した、細孔直径は平均３．４ｎｍであった。
【０１１４】
上記ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓの酸化チタン含有量および比表面積から算出した、多孔体１ｇ
あたりのＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓの表面積は、２６８ｍ2／ｇであった。
〔ＴＥＭ像観察〕
実施例１と同様にＭＦＩ／Ｐ２５−ＳのＴＥＭ像を透過型電子顕微鏡（日本電子株式会
社

ＥＬＥＣＴＲＯＮ

ＭＩＣＲＯＳＣＯＰＥ

10

ＪＥＭ−２０１０）を用いて観察した。

【０１１５】
ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓに含まれる固体微粒子の平均粒径は２５ｎｍであった。
〔粉末Ｘ線回折測定〕
実施例１と同様にＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓの粉末Ｘ線回折測定を行った。
【０１１６】
ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓの回折強度を測定した際の、結晶性多孔体に基づく最も強度の強い
回折線の強度は、固体微粒子に基づく最も強度の強い回折線の強度に対して、８７％の強
度であった。
【０１１７】

20

〔光分解反応触媒を用いた分解実験〕
実施例１と同様に得られたＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓの触媒活性を調べた。結果を図３に示す
。
【０１１８】
〔比較例１〕
前記ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍ、３５ｍｇに変えて、Ｐ２５を２０ｍｇ用いた以外は実施例１
と同様に光分解反応触媒を用いた分解実験を行った。結果を図３に示す。
【０１１９】
〔比較例２〕
前記ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍ、３５ｍｇに変えて、Ｐ２５を２０ｍｇと、シリカライト１５

30

ｍｇとを混合して得られた混合物（薬さじを用いて粉末状態で混合）を３５ｍｇ用いた以
外は実施例１と同様に光分解反応触媒を用いた分解実験を行った。結果を図３に示す。
【０１２０】
図３より明らかなように、ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｍ、ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓおよび混合物を用
いた場合には、光照射前に２−プロパノールの濃度を低減することができた。これはシリ
カライト（メソ多孔シリカ）の吸着力によるものと考えられる。
【０１２１】
また、２−プロパノールの分解反応における反応中間物であるアセトンの濃度もＭＦＩ
／Ｐ２５−Ｍ、ＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓおよび混合物を用いた場合には、低減することができ
た。これも同様にシリカライト（メソ多孔シリカ）の吸着力によるものと考えられる。
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【０１２２】
さらに、ＭＦＩ／Ｐ２５−ＭおよびＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓは、混合物に比べて大きなＣＯ
2生成速度を有しており、Ｐ２５のみで用いた場合と比べ略同等であった。

以上より、本発明の微粒子複合体は、ゼオライトの吸着効果と光分解反応触媒としての
触媒活性とを両立した有用な触媒材料である。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
本発明の微粒子複合体は、高い分子選択性を有する。よって、有害な有機物質の選択的
分解ができ、水や空気から極低濃度の有害物質を選択的に除去することができる。この技
術は、あらゆる分野での浄化、有害物質除去に利用することができる。とくに空気中の有
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機物を空気から吸着除去し、光照射下で効率的に分解できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】ドライゲルコンバージョン法を行うための装置の概念図である。
【図２】ＭＦＩ／Ｐ２５−ＭおよびＭＦＩ／Ｐ２５−Ｓの粉末Ｘ線回折測定により得られ
た回折線スペクトルを示す。
【図３】実施例および比較例の光分解反応触媒を用いた分解実験の結果を示す図である。
【符号の説明】
【０１２５】
10

１・・・微粒子含有複合前駆体（ｄ）
３・・・Ｈ2Ｏおよびエチレンジアミン（ＥＤＡ）
５・・・ステンレスメッシュ
７・・・ポリテトラフルオロエチレン・ボード

【図１】

【図２】
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【図３】
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