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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均開孔径が５０〜２００μｍ、比表面積が１００〜１５００ｍ2／ｇであり、
材質がシリカゲルである透光性ハニカム構造体。
【請求項２】
請求項１に記載の透光性ハニカム構造体の表面に光触媒を担持し、および／または、該
透光性ハニカム構造体の内部に該光触媒を含有した、光触媒担持透光性ハニカム構造体。
【請求項３】
少なくとも、
（ａ）ケイ酸ナトリウム水溶液にイオン交換樹脂を混入してシリカゾルを調製する工程
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と、
（ｂ）前記イオン交換樹脂除去してｐＨを調整する工程と、
（ｃ）シリカゾルをゲル化してシリカ湿潤ゲルを製造する工程と、
（ｄ）前記シリカ湿潤ゲルを凍結させる工程と、
（ｅ）凍結したシリカ湿潤ゲルを解凍し、乾燥によりシリカゲルを製造する工程と、
を含む、
平均開孔径が５０〜２００μｍ、比表面積が１００〜１５００ｍ2／ｇである透光性ハ
ニカム構造体の製造方法。
【請求項４】
シリカゲルまたはシリカ湿潤ゲルで形成されたハニカム構造体を
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２００〜１０００℃で一次焼成を行なう工程と、
一次焼成後急冷した後、１２００〜２０００℃で二次焼成を行なう工程と、
を含む、
平均開孔径が５０〜２００μｍ、比表面積が１００〜１５００ｍ2／ｇである透光性ハ
ニカム構造体の製造方法。
【請求項５】
前記一次焼成と前記二次焼成は、希ガス雰囲気、還元雰囲気、酸化雰囲気、真空雰囲気
、または過熱水蒸気雰囲気のいずれかの雰囲気下で行なわれる、請求項４に記載の透光性
ハニカム構造体の製造方法。
【請求項６】
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請求項２に記載の光触媒担持透光性ハニカム構造体をフィルタとして用いた空気清浄機
。
【請求項７】
請求項２に記載の光触媒担持透光性ハニカム構造体を水質浄化フィルタとして用いた水
質浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、透光性ハニカム構造体と該透光性ハニカムを利用した有害物質の除去・分解
技術に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
従来、酸化チタンに代表される光触媒へ光照射を行なうことで生じる光触媒効果を利用
して、有害物質を分解する技術が知られている。前記技術は、空気清浄機のフィルタなど
に応用されている。特に酸化チタンは、有害物質の分解に対して高い触媒機能を有してい
るが、結晶性の酸化チタンはその比表面積が小さく、また表面の活性が低いため、微粉末
の酸化チタンが利用されることが殆どである。しかし微粉末の酸化チタンはその取り扱い
が困難であるため、シリカゲルなどの担体に担持して、用いている。担体の形態としては
、ハニカム構造体かシート状のものを用いることが好ましいとされている。現在利用され
ているハニカム構造体は、セラミックを押出成形することによって作製されたものが広く
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利用されている。
【０００３】
光触媒への光照射方法は、光触媒担体がハニカム構造体かシート状かで異なり、例えば
ハニカム構造体に光触媒が担持された場合、ハニカム構造体の開孔径（チャンネル）に対
して平行に照射され、活性化される光触媒は一部に限られるという致命的な欠点がある。
またシート状の担体に光触媒が担持された場合、光照射面積を広げないと活性化される光
触媒が少なくなってしまい、装置の大型化等のデメリットが生じてしまう。またシート状
担体だと、一度に処理できる有害物質の量が、シート上に担持された最表面の光触媒に限
られてしまい、処理能力の面でも問題がある。
【０００４】
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そこで上記の課題を解決するために、原料材料としては石英ガラス、アルミナ、ＹＡＧ
、イットリアの０．５〜４０μｍの微粒子を用い、押出成形法により透光性ハニカム構造
体を作製したという報告が行われている（特許文献１）。
【０００５】
また、ハニカム構造体の開孔径の大きさを制御し、同時に比表面積の大きさを制御する
技術が研究されている（特許文献２）。
【特許文献１】特開２００１−２６９５８６号公報
【特許文献２】特開２００４−３０７２９４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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【０００６】
特許文献１に示した技術は、押出成形により形成されたハニカム構造体であり、ハニカ
ム構造体の開孔径の大きさ、ハニカム壁（開孔を仕切る壁）厚ともにｍｍオーダーの制御
を行なっているに過ぎない。つまり単位体積、若しくは単位重量当りの表面積が小さくな
り、有害物質を含む流体と光触媒微粒子を効率良く反応させることが出来ない。また酸化
チタンに代表される光触媒効果は、その光触媒粒子の最表面での反応であり、担体の単位
重量若しくは体積あたりに担持される触媒量が多ければ多いほど、その効果も高まること
は自明である。
【０００７】
また上記の事例のような空気清浄以外のアプリケーションも考えられる。例えば、生活
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用水に代表される水の浄化においても、光触媒を担持した透光性ハニカム構造体を用いた
場合、外部からの光、例えば紫外線を照射しながら、フィルタリングすることで、流体の
中に含まれる有害物質を分解除去することも可能となる。
【０００８】
以上のことを鑑みて本発明の目的は、光触媒を担持して、有害物質を除去するのに有効
な開孔径を有する透光性ハニカム構造体を提供し、さらに、光触媒担持透光性ハニカム構
造体を空気清浄機に搭載したり、水質浄化に利用したりすることで、従来には無かった有
害物質の除去能力を有する品を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
2

本発明は、平均開孔径が５〜２００μｍ、比表面積が１００〜１５００ｍ ／ｇである
透光性ハニカム構造体に関する。
【００１０】
また、本発明は、前記透光性ハニカム構造体の表面に光触媒を担持した、光触媒担持透
光性ハニカム構造体に関する。
【００１１】
また、本発明の製造方法は、少なくとも以下の工程（ａ）〜（ｅ）を含む、平均開孔径
が５〜２００μｍ、比表面積が１００〜１５００ｍ2／ｇである透光性ハニカム構造体の
製造方法に関する。
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【００１２】
（ａ）ケイ酸ナトリウム水溶液にイオン交換樹脂を混入してシリカゾルを調製する工程
と、
（ｂ）前記イオン交換樹脂除去してｐＨを調整する工程と、
（ｃ）シリカゾルをゲル化してシリカ湿潤ゲルを製造する工程と、
（ｄ）前記シリカ湿潤ゲルを凍結させる工程と、
（ｅ）凍結したシリカ湿潤ゲルを解凍し、乾燥によりシリカゲルを製造する工程。
【００１３】
また、本発明の製造方法は、シリカゲルまたはシリカ湿潤ゲルで形成されたハニカム構
造体を２００〜１０００℃で一次焼成を行なう工程と、一次焼成後急冷した後、１２００
〜２０００℃で二次焼成を行なう工程とを含む、平均開孔径が５〜２００μｍ、比表面積
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2

が１００〜１５００ｍ ／ｇであることが好ましい。
【００１４】
また、本発明の製造方法は、前記一次焼成と前記二次焼成は、希ガス雰囲気、還元雰囲
気、酸化雰囲気、真空雰囲気、または過熱水蒸気雰囲気のいずれかの雰囲気下で行なわれ
ることが好ましい。
【００１５】
また、本発明の空気清浄機は、前記光触媒担持透光性ハニカム構造体をフィルタとして
用いた空気清浄機に関する。
【００１６】
また、本発明水質浄化装置は、前記光触媒担持透光性ハニカム構造体を水質浄化フィル
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タとして用いた水質浄化装置に関する。
【発明の効果】
【００１７】
本発明は、平均開孔径が５〜２００μｍ、比表面積が１００〜１５００ｍ2／ｇである
シリカゲル製ハニカム構造体を焼成することで透光性ハニカム構造体を形成し、光触媒本
来の持つ有害物質の除去能力を有効的に発揮することができる担体を提供することができ
る。このように空質・水質の清浄化技術に基づいたデバイス・商品を提供することで、人
間や自然界にとってより安全な形での生活空間を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
10

【００１８】
＜透光性ハニカム構造体＞
透光性ハニカム構造体の形状は、既知のとおり「はちのす構造」であり、図１に示す斜
視図のように、円柱形に対してハニカム状に開孔１８を有する。該円柱形の上面と底面に
は開孔口を有する。なお、図１では、透光性ハニカム構造体１１は円柱形であるが、柱形
であればその上面および底面の形状は、角状、楕円状など、どのような物でも良い。また
透光性ハニカム構造体は多孔質であり、開孔１８の表面には、細孔半径１〜５０ｎｍのミ
クロ／メソ孔が無数に形成されており、隣り合う該開孔の該ミクロ孔どうしがつながって
いる場合もある。透光性ハニカム構造体の長さに制限はないが、０．０５〜３０ｃｍが好
ましい。また、透光性ハニカム構造体１１が円柱形である場合、その直径は１〜３０ｃｍ
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が好ましい。
【００１９】
ここで、透光性ハニカム構造体の透光性の指標を具体的な測定値で示す。例えば、直径
５〜１０ｍｍ、平均開孔径５〜５０μｍである円柱状のシリカゲル製ハニカム構造体（特
許文献２に記載のハニカム構造体、白色）と、同じく直径１０ｍｍ、平均開孔径５０μｍ
である円柱状の透過性ハニカム構造体の上面および底面に対して、垂直の方向から紫外〜
可視領域の波長光をあてることで吸光度を測定した場合に、前者のハニカム構造体の吸光
度は０．５〜１以上であるのに対して、後者のハニカム構造体では０．４以下である。
【００２０】
≪開孔径と比表面積≫
図１に示す透光性ハニカム構造体１１の開孔１８の平均開孔径は、特に制限されるもの
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ではないが、５〜２００μｍの範囲内であることが好ましく、特に５０〜２００μｍの範
囲内であることが好ましい。前記開孔径の範囲は、該透光性ハニカム構造体１１をフィル
タ等に用いた場合に、圧力損失と比表面積の関係を考慮した数値である。
【００２１】
一般的に、ハニカム構造体の平均開孔径が小さくなるにつれて比表面積は大きくなると
ともにハニカム構造体の壁の厚みは小さくなる傾向にある。したがって、その表面積対体
積比は１×１０3〜５×１０5ｍ2／ｍ3である。しかし本発明の透光性ハニカム構造体にお
いては、構成する材質が多孔質となっているため、平均開孔径が変化しても比表面積は大
きく変わらないので、表面積対体積比は７×１０7〜１×１０8ｍ2／ｍ3となる。本発明の
透光性ハニカム構造体は平均開孔径が５〜２００μｍの範囲内であり、かつ、比表面積が
2

2
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、１００〜１５００ｍ ／ｇの範囲内、特に７００〜１０００ｍ ／ｇ（７×１０ 〜１×
１０8ｍ2／ｍ3）の範囲内であるように実現されることが好ましい。また、平均開孔径が
５〜２００μｍ程度のときに、透光性ハニカム構造体の透光性は高くなる。なお、このよ
うな好ましい範囲内の平均開孔径および比表面積を有する透光性ハニカム構造体を製造す
るための条件については後述する。
【００２２】
透光性ハニカム構造体に対する吸着容量を向上させるためには表面積を大きくする必要
がある、すなわち２ｎｍ以下の直径を有するミクロ孔を多く有することが好ましい、一方
で、ミクロ孔内では分子拡散速度は非常に遅いので、効率化を図るためには２〜５０ｎｍ
の直径を有するメソ孔の存在も重要となる。
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【００２３】
この平均開孔径は、透光性ハニカム構造体の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で直接
観察し、写真を撮り、該写真から解析することで知ることができる。
【００２４】
また、比表面積は、−１９６℃における窒素吸脱着測定を行ない、得られた吸脱着等温
線に対してＢＥＴプロットを適用し、解析することで知ることができる。
【００２５】
＜透光性ハニカム構造体の製造方法＞
本発明の製造方法は、特に制限されるものではないが、一方向凍結ゲル化法を利用した
ものであることが好ましく、後述する本発明の製造方法によって製造されたものであるこ
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とがより好ましい。ここで、凍結ゲル化法とは、凍結濃縮効果を利用したゲル化法である
。ゾルを凍結すると分相が生じ、ほぼ純粋な水が凝固した相と、コロイド粒子が濃縮され
た相の２相に分かれる。この濃縮によるゲル化促進効果は非常に大きく、低温においても
氷の間隙に集合したコロイド粒子同士は結合してゲル化する。この時氷がテンプレートの
役割を果たし、解凍・乾燥後には凍結時の形状を保持した試料が得られる。一方で、氷の
成長を制御する方法としては、一方向凍結法がある。これは、金属酸化物のゲルに方向性
を持たせて凍結することで、氷を一方向に柱状に成長させて複数の氷柱を形成し、氷柱の
間隙に粒子を集合させる方法であり、従来の一方向凍結法は金属酸化物ゲルのｐｏｌｙｇ
ｏｎａｌ繊維作製法として理解されており、長時間エージングした構造の硬い湿潤ゲルに
主に適用されてきた。本発明では、これらを組み合わせて一方向凍結法の適用範囲をゾル
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やゲル化直後の湿潤ゲルにまで広げ、透光性ハニカム構造体の前駆体である多孔質ハニカ
ム構造体を製造した。
【００２６】
以上に記載した方法を、図２の透光性ハニカム構造体を作製するためのフローチャート
に基づき、具体的に以下説明する。本発明の製造方法は、以下の（ａ）〜（ｅ）の工程を
含むことを特徴とする。
【００２７】
（ａ）ケイ酸ナトリウム水溶液にイオン交換樹脂を混入してシリカゾルを調製する工程
、
（ｂ）前記イオン交換樹脂除去してｐＨを調整する工程、
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（ｃ）シリカゾルをゲル化してシリカ湿潤ゲルを製造する工程、
（ｄ）前記シリカ湿潤ゲルを凍結させる工程、
（ｅ）凍結したシリカ湿潤ゲルを解凍し、乾燥によりシリカゲルを製造する工程。
【００２８】
本発明の製造方法では、まず、原料にケイ酸ナトリウム溶液（水ガラス）を用いて、純
水で希釈してケイ酸ナトリウム水溶液とする。ケイ酸ナトリウム水溶液は、濃度が低いと
ハニカム壁を構成する溶質が不足し、濃度が高すぎるとイオン交換中にゲル化してしまう
ために、１．０〜２．０Ｍの濃度範囲に調製することが好ましい。このようにして調製さ
れたケイ酸ナトリウム水溶液にイオン交換樹脂を混入し、前処理工程を行なう（工程（ａ
））。この工程（ａ）は、水ガラスを原料とするシリカゾルのｐＨを調整するとともにシ
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リカ粒子の表面に吸着することで特性を変化させるＮａイオンを不純物として十分に除去
することで、規則性を有する平均開孔径を有する多孔質ハニカム構造体を製造するために
行なわれる。具体的には、ｐＨメータ（および必要に応じてイオンメータ）を付設した容
器内に収容したケイ酸ナトリウム水溶液に強酸性イオン交換樹脂を、所望のｐＨ（たとえ
ば２〜３）になるまで混入する。
【００２９】
工程（ａ）に用いるイオン交換樹脂としては、特に制限されるものではないが、ｐＨ調
整を行ないつつシリカゾル中のＮａイオンを十分に除去できることから、強酸性イオン交
換樹脂を用いることが好ましい。このようなイオン交換樹脂は、たとえばオルガノ株式会
社製アンバーライトＩＲ１２０Ｂ

Ｈ

ＡＧなどを例示することができる。
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【００３０】
ケイ酸ナトリウム水溶液に混入させるイオン交換樹脂の量についても特に制限されるも
のではないが、水溶液の体積に対して半分からほぼ同量の体積あるのが好ましい。イオン
交換樹脂の量は、調整するケイ酸ナトリウム水溶液によって変わるが、イオン交換樹脂の
量が少ないと、Ｎａイオンの除去が十分に行なわれない虞があるためであり、また、イオ
ン交換樹脂の量が多すぎると、ｐＨが小さくなりすぎてゲル化時間が長くなるという傾向
にあるためである。
【００３１】
続く工程では、工程（ａ）で混入させたイオン交換樹脂を除去する（工程（ｂ））。イ
オン交換樹脂は、たとえば適宜の篩を用いることで除去することができる。ここで、比表

10

面積の制御を行なう場合はイオン交換樹脂を除去したのち、アンモニア水溶液を加えて、
ｐＨを調整する。
【００３２】
続く工程では、シリカゾルをゲル化してシリカ湿潤ゲルを得る（工程（ｃ））。シリカ
ゾルのゲル化は、たとえば上記工程で得られた複合スラリーを、後述する工程（ｄ）、（
ｅ）で用いるチューブ状の容器（セル）内に収容し、２０〜４０℃の温度範囲で２〜８時
間程度静置することで行なうことができ、これにより光触媒作用を有する微粉末が分散さ
れたシリカ湿潤ゲルを得ることができる。なお、シリカゾルのゲル化を別の容器内で行な
った後、得られたシリカ湿潤ゲルを工程（ｄ）で用いるチューブ状の容器に収容するよう
にしても勿論よい。

20

【００３３】
次に、工程（ｃ）で得られたシリカ湿潤ゲルを凍結させる（工程（ｄ））。当該シリカ
湿潤ゲルの凍結は、上記チューブ状のセルごと、定速モータなどを用いて所定の挿入速度
で液体窒素などの冷媒中に挿入することで凍結する。シリカ湿潤ゲルを冷媒中に挿入する
ことで、冷媒に挿入された部分の氷が挿入方向に沿って柱状に成長する。
【００３４】
凍結後に本発明のような透光性ハニカム構造体を得るには、シリカ湿潤ゲルの凍結開始
までのエージング（第一のエージング）の時間を制御する。当該エージング時間は、０．
５〜１２時間の範囲内であるのが好ましい。エージング時間が長くなるにつれて、凍結後
の形状は、薄膜状、平板繊維状、ハニカム状、多角形（ｐｏｌｙｇｏｎａｌ）繊維状へと
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変化する（上述した特許文献２を参照）。このような形状変化は、凍結時のシリカ粒子の
移動しやすさに基づくものであると考えられる。エージング時間が長くなるに従い、ゲル
化が進行し、シリカ粒子の運動が阻害される。エージング時間が短い場合には、比較的シ
リカ粒子が移動しやすいため集合しやすくなり、連続的につながった薄膜状、または平板
繊維状となる。ゲル化の前後は殆どシリカ粒子が移動できないため、氷柱の周りに存在し
た状態のままで凍結しハニカム状となる。さらにゲル化が進むと、氷柱の成長により分割
されて繊維状となる。このように、第一のエージング時間を調整することにより、ハニカ
ム状のシリカ湿潤ゲルを形成させることができる。
【００３５】
また、凍結条件を変化させることにより、テンプレートとなる氷柱の直径を変化させる

40

ことができるので、得られる多孔質ハニカム構造体を所望の平均開孔径を有するように成
形することができる。好ましい凍結条件としては−１９６〜−１０℃で０．５〜７０ｃｍ
／ｈであり、より好ましくは−１９６〜−２０℃で１〜２０ｃｍ／ｈである。このように
一方向凍結ゲル化法は一種の湿式合成法であるので、ゾル−ゲル法の優れたナノ構造制御
技術との併用が可能な技術であり、これを用いて多孔質材料を作製する場合、最終的に得
られる多孔質ハニカム構造体のナノ細孔特性（平均細孔径、比表面積、細孔容積）は原料
組成、エージング条件により精密に制御することができる。
【００３６】
本発明の製造方法においては、前記工程（ｄ）での凍結後、凍結状態で一定時間エージ
ング（第二のエージング）を行なうことが好ましい。第二のエージングを行なうことで、
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氷がテンプレートとなっている状態でゲルの構造を強化することが可能となる。第二のエ
ージングは−１９６〜−２０℃の比較的低温で１〜３時間行なうことが好ましい。
【００３７】
解凍は、第二のエージング終了後のチューブ状のセルをたとえば５０℃の恒温槽内に入
れることで行なう。上記工程（ｂ）において、アンモニア水溶液を加えていない場合は、
解凍後、成形されたシリカ湿潤ゲルを一定時間アンモニア水溶液に浸漬するエージング（
第三のエージング）を行なうことによって細孔特性を制御することができる。第三のエー
ジングは、３０〜８０℃の温度で、１〜３時間行なうことが好ましい。なお、凍結した多
孔質ハニカム構造体または、解凍後の多孔質ハニカム構造体を０．１〜５ｃｍに切断する
工程を含んでもよい。なお比表面積は浸漬時間、温度によって制御することができる。
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【００３８】
次に、得られた多孔質ハニカム構造体の乾燥について述べる（工程（ｅ））。本発明で
は複数の方法を用いて多孔質ハニカム構造体を乾燥させることが可能である。乾燥を経て
、シリカ湿潤ゲルはシリカゲルとなる。
【００３９】
まずは凍結乾燥について述べる。解凍した多孔質ハニカム構造体をその５倍以上の体積
のｔ−ブタノールに浸漬させる。その後１〜５日間ｔ−ブタノールによる洗浄を行ない、
解凍した多孔質ハニカム構造体中に含まれる微量の水分をｔ−ブタノールで置換し、溶媒
置換した試料を−１０〜−１９７℃で凍結乾燥する。ｔ−ブタノールは、液−固転移時の
密度変化が小さく（Ｄｒ＝−３．４×１０‑4ｇ／ｃｍ3

ａｔ

２９９ｋ）、凝固時に試

20

料を破壊する可能性が小さい点と、蒸気圧が大きく（０℃におけるｔ−ブタノールの蒸気
圧はｐ０＝８２１Ｐａ、水はｐ０＝６１Ｐａ）乾燥速度が大きいからである。
【００４０】
なお、乾燥時におけるシリカの割れや細孔の破壊が起こりにくいことから、凍結乾燥に
て乾燥を行なうことが好ましい。凍結乾燥を行なう場合、温度が高いと溶媒が完全に凍結
せず、温度が低すぎると乾燥速度が遅くなるため、−１０〜−３０℃の温度範囲で乾燥さ
せることが好ましい。
【００４１】
次にマイクロ波での乾燥方法について述べる。マイクロ波乾燥は、電磁波によって生じ
る媒体中に存在するイオン電流と分子の双極子回転によっている。該方法によると、水は
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著しく効率よく加熱されるため、該解凍した多孔質ハニカム構造体中に含まれる微量の水
分の乾燥に用いることができる。ただし、マイクロ波の出力の調整や、乾燥中に多孔質ハ
ニカム構造体に破砕が生ずる内部温度より低く温度を保つように間欠照射することなど考
慮する必要がある。
【００４２】
次に過熱水蒸気による乾燥方法について述べる。過熱水蒸気とは、飽和蒸気に圧力を加
えることなく加熱することにより得られる１００℃以上の水蒸気のことである。１５０〜
３００℃の過熱水蒸気雰囲気中に解凍した多孔質ハニカム構造体をおくことにより、乾燥
することが可能である。なお、水の蒸発時に起こる表面張力によりき裂が生ずる可能性が
あるので、き裂等による多孔質ハニカム構造体の崩壊を最小限に抑えるために１〜５ｍｍ
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程度の長さにして乾燥することが好ましい。
【００４３】
また、前記解凍、前記乾燥（工程（ｅ））は省略して、透光性ハニカム構造体作製のた
めのプロセスフローに移行することもある。
【００４４】
透光性ハニカム構造体を得るためには、上述の方法で作製された多孔質ハニカム構造体
を電気炉に収容し、炉内を希ガス雰囲気、還元雰囲気、酸化雰囲気、真空雰囲気、過熱水
蒸気雰囲気の何れかにして、２００〜１０００℃にて１〜３時間保持し一次焼成を行なう
。このとき窒素雰囲気下が特に好ましい。その後、５０〜１５０℃程度まで急冷し、また
炉内を希ガス雰囲気、還元雰囲気、酸化雰囲気、真空雰囲気、過熱水蒸気雰囲気の何れか
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にして、１２００〜２０００℃で１〜１２０分間保持することで二次焼成を行なう。その
後、室温〜５０℃まで冷却すると、透光性ハニカム構造体が得られる。
【００４５】
＜光触媒担持透光性ハニカム構造体＞
図１は、光触媒担持透光性ハニカム構造体の斜視図である。以下、本図に基づいて説明
する。上述の透光性ハニカム構造体に光触媒微粒子１９を表面に担持および／または光触
媒を含有させることで、有害物質を分解できる光触媒機能を有する光触媒担持透光性ハニ
カム構造体１１を形成することができる。ここで、光触媒とは、光照射することでその表
面に酸化力を有し、有害物質を分解することができる物質である。そして、脱臭、抗菌、
大気水質洗浄などの機能を有する。光触媒微粒子１９としては、酸化チタン以外にもＺｎ
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ＯやＳｒＴｉＯ3等の金属酸化物等を使用することも可能である。光触媒微粒子１９は１
〜５ｎｍ直径のものが好ましい。
【００４６】
透光性ハニカム構造体に光触媒微粒子を担持したものは、その表面に１０7〜１０10個
／ｃｍ2の程度光触媒微粒子が張り付いている。
【００４７】
透光性ハニカム構造体に光触媒微粒子が含有したものは、電子顕微鏡による断面観察に
より光触媒微粒子が１０5〜１０7個／ｃｍ２の割合で透光性ハニカム構造体に分散されて
いた。
20

【００４８】
光触媒担持透過性ハニカム構造体１１は、開孔に対して平行に光を照射した時に高い効
果を有し、有害物質を除去する。なお、本発明では有害物質とは人体への安全性の面から
有害な物質全般を差し、具体的には、一酸化炭素、硫黄等を含む悪臭物質、ＳＯx、ＮＯx
、トルエン、キシレン、ベンゼン、ホルムアルデヒドなどが挙げられる。
【００４９】
≪製造方法≫
上述した透光性ハニカム構造体の製造方法に、光触媒を担持および／または含有させる
工程を組み込むことで、光触媒担持透光性ハニカム構造体を得ることができる。
【００５０】
光触媒微粒子１９を担持するのは、前述した凍結した多孔質ハニカム構造体を解凍した
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後、または前述した一次焼成の前、または透光性ハニカム構造体形成後のいずれかである
。このときの担持する方法は、光触媒微粒子１９を１〜５ｇ／Ｌ攪拌した水溶液中に浸す
浸漬法、光触媒微粒子１９が１〜５ｇ／Ｌ含まれた溶液をスプレーで吹き付けるスプレー
法等の手法が挙げられる。
【００５１】
なお、前述した凍結した多孔質ハニカム構造体を解凍した後、または前述した一次焼成
の前に光触媒微粒子１９を担持した場合には、そののちの工程は、前述した透光性ハニカ
ム構造体の製造方法にしたがう。
【００５２】
光触媒微粒子１９は粒径０．１〜５０ｎｍのものを使用し、本発明では、光触媒微粒子
8

40

2

１９の粒径が２ｎｍのとき、１０ 個／ｃｍ 程度、表面に担持させることが好ましい。
【００５３】
また、透光性ハニカム構造体がシリカゲルに代表されるセラミックスのような吸水性の
材料ならば、光触媒微粒子１９を攪拌した水溶液を透光性ハニカム構造体の上方から滴下
しても構わない。何れの場合も担持後、１１０〜２００℃で１〜６０分間乾燥する。これ
により、水分、溶媒等の水溶液成分は除去される。
【００５４】
光触媒微粒子１９を透光性ハニカム構造体に含有させるためには、前述したイオン交換
樹脂を取り除いたシリカゾル溶液に光触媒微粒子１９を１〜５ｇ／Ｌの割合で分散させる
。
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【００５５】
＜空気清浄機＞
上述の光触媒担持透光性ハニカム構造体を用いた空気清浄機の概略断面図を図３に示す
。本発明にかかる空気清浄機は、空気入り口３２、光触媒担持透過性ハニカム構造体３１
、光源３７、空気出口３３を備えている。また、集塵フィルタ３５、送風手段３６を含ん
でも良い。空気は流路３４の方向に流れている。光触媒担持透過性ハニカム構造体３１に
光源３７からの光を照射し、空気を流路３４の方向に流すことによって、５０〜１００％
の有害物質を除去することができる。
【００５６】
送風手段３６としては、プロペラ状の送風機（ファン）、あるいは圧力式ノズルなどの
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ように空気を圧縮して空気を送り出す手段であっても良い。
【００５７】
＜水質浄化装置＞
有害物質は、空気中以外に、水中にも存在しており、水質の浄化も併せて重要な課題で
ある。図４に光触媒担持透光性ハニカム構造体を水質浄化に応用した水質浄化装置の概略
断面図を示す。本発明にかかる水質浄化装置は、流体入り口４２、光触媒担持透過性ハニ
カム構造体４１、光源４７、流体出口４３を備えている。流体は、流路４４の方向に流れ
ている。
【００５８】
図５は、水質浄化装置の流体入り口４２、光触媒担持透過性ハニカム構造体４１、光源
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４７、流体出口４３をより具体的に示した斜視図である。流体入り口４２と流体出口４３
の間に光触媒担持透光性ハニカム構造体４１を設置した場合、例えば、生活用水に代表さ
れる水の浄化において、先ずに透光性ハニカム構造体のもつチャンネル孔を利用したフィ
ルタリング効果によって、チャンネル孔に応じた有害物質の除去が可能である。フィルタ
リングされた有害物質に対して、特定の光、例えば紫外線を光源４７から照射することで
、その物質を無害化することも可能である。
【実施例】
【００５９】
（実施例１）〔透光性ハニカム構造体〕
５４％ケイ酸ナトリウム溶液を脱イオンした蒸留水で希釈し、ＳｉＯ2濃度１．９ｍｏ
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+

ｌ／Ｌのケイ酸ナトリウム水溶液２５ｍＬを得た。ここへＨ 型強酸性イオン交換樹脂２
９ｍＬをスターラーで良く攪拌しながら加え、水溶液のｐＨをｐＨメーターにて２．５付
近に調整しシリカゾルを得た。その後、イオン交換樹脂を取り除いた後、底から１ｃｍ程
度ガラスビーズを詰めた内径１．３ｃｍのポリプロピレン製チューブにこのシリカゾルを
入れ、３０℃の恒温層内で２時間静置することでゲル化させた。ゲル化した後、更に２時
間後、低速モータの設定を挿入速度２ｃｍ／ｈに調整して、−３０℃のエタノール冷媒槽
に挿入し、白色の凍結した多孔質ハニカム構造体を得た。この凍結した多孔質ハニカム構
造体を５ｍｍの厚さに切断した後、電気炉に収容し、炉内をＮ2ガスでパージし、５℃／
ｍｉｎの昇温速度で２００℃にて６０分間保持し、一次焼成を行なった。その後、１００
℃に急冷し、１０℃／ｍｉｎの昇温速度で１７００℃にて３０分間保持し二次焼成を行な
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った。その後、急冷すると、透光性ハニカム構造体が得られた。
【００６０】
（実施例２）〔透光性ハニカム構造体〕
実施例１と同様の方法で、凍結した多孔質ハニカム構造体を得た後、該凍結した多孔質
ハニカム構造体をｔ−ブタノールに３日間浸漬し、３回以上ｔ−ブタノールによる洗浄を
行ない、凍結した多孔質ハニカム構造体中に含まれる水分を完全にｔ−ブタノールで置換
した。十分に溶媒置換した後、−１０℃で凍結乾燥することにより得られたシリカゲル製
多孔質ハニカム構造体を電気炉に収容し、炉内をＮ2ガスでパージし、５℃／ｍｉｎの昇
温速度で２００℃にて６０分間保持し、一次焼成を行なった。その後、１００℃に急冷し
、１０℃／ｍｉｎの昇温速度で１７００℃にて３０分間保持し二次焼成を行なうことで、
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透光性ハニカム構造体が得られた。
【００６１】
（実施例３）〔光触媒担持透光性ハニカム構造体〕
光触媒を実施例１で作製した透光性ハニカム構造体に担持するため、平均３０ｎｍ径の
酸化チタン微粒子Ｐ−２５（日本アエロジル製）を３００μｇ／ｍｌになるように調整し
た水溶液を噴霧器にて塗布した。噴霧条件はコンプレッサーで生成された圧力気体を圧力
調整器で調整し、０．２Ｍｐａで噴霧を行なった。噴霧後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）
、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて、微粒子の分散状態を確認した。微粒子は、５×
１０10個／ｃｍ2の面密度で均一に担持されていた。以上の操作で光触媒担持透光性ハニ
カム構造体が得られた。
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【００６２】
（実施例４）〔透光性ハニカム構造体〕
５４％ケイ酸ナトリウム溶液を脱イオンした蒸留水で希釈し、ＳｉＯ2濃度１．９ｍｏ
ｌ／Ｌのケイ酸ナトリウム水溶液２５ｍＬを得た。ここへＨ+型強酸性イオン交換樹脂２
９ｍＬをスターラーで良く攪拌しながら加え、水溶液のｐＨをｐＨメーターにて２．５付
近に調整しシリカゾルを得た。その後、イオン交換樹脂を取り除いた後、底から１ｃｍ程
度ガラスビーズを詰めた内径５．０ｃｍのポリプロピレン製チューブにこのシリカゾルを
入れ、３０℃の恒温層内で２時間静置することでゲル化させた。ゲル化した後、更に２時
間後、低速モータの設定を挿入速度２ｃｍ／ｈに調整して、−３０℃のエタノール冷媒槽
に挿入し、白色の凍結した多孔質ハニカム構造体を得た。この凍結した多孔質ハニカム構
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造体を１ｃｍの厚さに切断した後、電気炉に収容し、炉内をＮ2ガスでパージし、５℃／
ｍｉｎの昇温速度で２００℃にて６０分間保持し、一次焼成を行なった。その後、１００
℃に急冷し、１０℃／ｍｉｎの昇温速度で１７００℃にて３０分間保持し二次焼成を行な
った。その後、急冷すると、透光性ハニカム構造体が得られた。
【００６３】
（実施例５）〔光触媒担持透光性ハニカム構造体〕
光触媒を実施例４で作製した透光性ハニカム構造体に担持するため、平均３０ｎｍ径の
酸化チタン微粒子Ｐ−２５（日本アエロジル製）を３００μｇ／ｍｌになるように調整し
た水溶液を噴霧器にて塗布した。噴霧条件はコンプレッサーで生成された圧力気体を圧力
調整器で調整し、０．２Ｍｐａで噴霧を行なった。噴霧後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）
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、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて、微粒子の分散状態を確認した。微粒子は、５×
１０10個／ｃｍ2の面密度で均一に担持されていた。以上の操作で光触媒担持透光性ハニ
カム構造体が得られた。
【００６４】
（比較例１）〔シリカゲル製ハニカム構造体〕
５４％ケイ酸ナトリウム溶液を脱イオンした蒸留水で希釈し、ＳｉＯ2濃度１．９ｍｏ
ｌ／Ｌのケイ酸ナトリウム水溶液２５ｍＬを得た。ここへＨ+型強酸性イオン交換樹脂２
９ｍＬをスターラーで良く攪拌しながら加え、水溶液のｐＨをｐＨメーターにて２．５付
近に調整しシリカゾルを得た。その後、イオン交換樹脂を取り除いた後、底から１ｃｍ程
度ガラスビーズを詰めた内径５．０ｃｍのポリプロピレン製チューブにこのシリカゾルを
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入れ、３０℃の恒温層内で２時間静置することでゲル化させた。ゲル化した後、更に２時
間後、低速モータの設定を挿入速度２ｃｍ／ｈに調整して、−３０℃のエタノール冷媒槽
に挿入し、白色の凍結した多孔質ハニカム構造体を得た。この凍結した多孔質ハニカム構
造体を１ｃｍの厚さに切断した。
【００６５】
次に、前記凍結した多孔質ハニカム構造体を３５℃の恒温槽に入れて急速に解凍し、解
凍後１時間恒温槽内に保持した。
【００６６】
最後に、乾燥を行なった。解凍した多孔質ハニカム構造体をその５倍以上の体積のｔ−
ブタノールに浸漬させた。その後、３日間ｔ−ブタノールによる洗浄を行ない、解凍した
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多孔質ハニカム構造体中に含まれる微量の水分をｔ−ブタノールで置換し、溶媒置換した
試料を−１９７℃で凍結乾燥した。以上の工程により、白色のシリカゲル製ハニカム構造
体を得られた。
【００６７】
（比較例２）〔光触媒担持シリカゲル製ハニカム構造体〕
光触媒を比較例１で作製したシリカゲル製ハニカム構造体に担持するため、平均３０ｎ
ｍ径の酸化チタン微粒子Ｐ−２５（日本アエロジル製）を３００μｇ／ｍｌになるように
調整した水溶液を噴霧器にて塗布した。噴霧条件はコンプレッサーで生成された圧力気体
を圧力調整器で調整し、０．２Ｍｐａで噴霧を行なった。噴霧後、走査型電子顕微鏡（Ｓ
ＥＭ）、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて、微粒子の分散状態を確認した。微粒子は
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、５×１０10個／ｃｍ2の面密度で均一に担持されていた。以上の操作で光触媒担持シリ
カゲル製ハニカム構造体が得られた。
【００６８】
（評価方法１）
実施例４、実施例５、比較例１、比較例２の各ハニカム構造体用いて有害物質除去性能
を検討した。
【００６９】
まず、前記各ハニカム構造体を１０ｇずつ、ステンレス製チャンバに、フィルタとして
組み込んだ。そして、フィルタに隣接した位置に光源として４Ｗのブラックライトを設置
し、それぞれのフィルタに対して照射を行なった。その後、ステンレス製チャンバの入り
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口から有害物質の一例として、トルエンを１００ｐｐｍ含んだドライエアを３０ｍｌ／ｍ
ｉｎの流速で導入し、ステンレス製チャンバの出口から排出された気体を３０分間捕集管
に捕集した。
【００７０】
この捕集された気体中のトルエンの濃度を固相吸着／加熱脱着法とガスクロマトグラフ
ィー／質量分析法の組み合わせによる公知の測定手法により評価した。捕集管には内径３
〜４ｍｍ程度のガラス管に活性炭約３００ｍｇ程度を充てんしたものを用い、他、水分を
除去するための除湿管、流量を１００〜１０００ｍｌ／ｍｉｎの範囲で制御するためのマ
スフローコントローラ、捕集流量を確保するためのポンプを用いた。
【００７１】
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活性炭等に固相吸着された有害物質を加熱脱着し、急冷し、ガスクロマトグラフィー質
量分析（ＧＣ／ＭＳ）を用いて溶液中のトルエン量を分析し、ステンレス製チャンバの入
り口でのトルエン濃度と出口でのトルエン濃度の比からトルエンの除去率を算出して表１
に纏めた。
【００７２】
まず、比較例１と比較例２を比べると、比較例２では光触媒を担持しているが、比較例
１に比べてトルエンの除去率は１６％の増加しか見られない。しかし、実施例４と実施例
５のデータを比べると、実施例５は光触媒を担持することで実施例４よりもトルエンの除
去率が５４．４％も増加している。これは、本発明が、光触媒担持透光性ハニカム構造体
であるため、光触媒の担体として透過性が高く、そのため光照射が光触媒に届きやすく、
結果として光触媒の機能を十分に発揮させることができることを示している。
【００７３】
また、実施例５のトルエン除去率は９９．９％と、他と比較しても格段に高い。したが
って、表１より明らかな通り、透光性ハニカム構造体に光触媒を担持し、光により触媒を
活性化することで、優れた有害物質の除去性能が発現することが確認された。
【００７４】
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【表１】

【００７５】
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（評価方法２）
評価方法１と同様の方法で、実施例４、実施例５、比較例１、比較例２の各ハニカム構
造体を組み込んだステンレス製チャンバの入り口から、有害物質の一例としてホルムアル
デヒドを１００ｐｐｍ含んだドライエアを、１０ｍｌ／ｍｉｎの流速で導入し、ステンレ
ス製チャンバの出口から排出された気体を１０分間捕集管に捕集した。
【００７６】
この捕集された気体中のホルムアルデヒドを、液体クロマトグラフィーを用いた公知の
方法である、ＤＮＰＨ誘導体固相吸着／溶媒抽出−高速液体クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）
法により測定した。この方法は、ＤＮＰＨシリカゲルカラムにガスを通し、アルデヒド類
を固定し、アセトニトリル溶剤により溶出しＨＰＬＣ分析を行なうものである。表１と同
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様に各試料の除去率を表２に纏めた。表２より明らかな通り、透光性ハニカム構造体に光
触媒を担持し、光により触媒を活性化することで、優れた有害物質の除去性能が発現する
ことが確認された。
【００７７】
【表２】
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【００７８】
（評価方法３）
実施例４、実施例５、比較例１、比較例２の各ハニカム構造体を、フィルタとして１０
ｇずつ、試験的に作製した水質評価システムに組み込み、水の中に揮発性有機化合物；Ｖ
ＯＣを所定の濃度混入したものからの有害物質の除去率を確認した。
【００７９】
テフロン（登録商標）製チャンバ内に各ハニカム構造体をフィルタとして設置した。テ
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フロン（登録商標）製チャンバ内には光源が設置されている。
【００８０】
トルエン濃度１０ｐｐｍの水溶液を用意し、１ｍｌ／ｍｉｎの速さでテフロン（登録商
標）製チャンバの入り口から流した。そして、該フィルタを通してテフロン（登録商標）
製チャンバ流体の出口から回収された溶液１０ｍｌをヘッドスペースＧＣ−ＭＳ分析法で
濃度を測定した。
【００８１】
今回行なったヘッドスペースＧＣ−ＭＳ分析法では、試料を入れたヘッドスペース用の
バイアル瓶を１５０℃で加熱保存し、ヘッドスペース部へ移したＶＯＣ成分をＧＣカラム
へ直接導入した。結果を表３に纏める。除去率に関する傾向は評価方法１および評価方法
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２の場合と同等で、透光性ハニカムに光触媒を担持し、光により触媒を活性化することで
、優れた有害物質の除去性能が発現することが確認された。
【００８２】
【表３】
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【００８３】
今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
本発明は、透光性ハニカム構造体を形成し、これに光触媒を担持することにより、光触
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媒本来の持つ有害物質の除去能力を有効的に発揮することができるようになる技術を提供
できる。また必ずしも空質浄化の利用に限られるものではなく、例えば、水質浄化におい
ても、紫外線等の光源と組み合わせることで、有害物質の除去が可能となる。このように
空質・水質の清浄化技術に基づいたデバイス・商品を提供することで、人間や自然界にと
ってより安全な形での生活空間を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】光触媒担持透光性ハニカム構造体の概略を示した斜視図である。
【図２】透光性ハニカム構造体を作製するためのフローチャートである。
【図３】光触媒担持透光性ハニカム構造体を用いた空気清浄機の概略を示した断面図であ
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る。
【図４】光触媒担持透光性ハニカム構造体を水質浄化フィルタとして用いた水質浄化装置
の概略を示した断面図である。
【図５】光触媒担持透光性ハニカム構造体を水質浄化フィルタとして用いた水質浄化装置
の斜視図である。
【符号の説明】
【００８６】
１１，３１，４１
子、３２

光触媒担持透過性ハニカム構造体、１８

空気入り口、３３

送風手段、３７，４７

空気出口、３４，４４

光源、４２

開孔、１９

流路、３５

流体入り口、４３

光触媒微粒

集塵フィルタ、３６

流体出口。
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【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】
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