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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水と反応することで水和物が生成するマグネシア、窒化アルミニウム、アルミニウムの
群の中から選択された材料表面に耐水性皮膜が被覆された耐水性材料であって、
前記耐水性皮膜は、
この材料表面に形成された、質量換算でこの材料質量の、０．１〜１質量％の厚さの水
和物層表面に、少なくとも一つの水酸基と、少なくとも一つのカルボン酸基を持つ未重合
の有機化合物が飽和吸着濃度吸着してなり、
且つ、前記飽和吸着濃度吸着してなる有機化合物は、前記水和物層の外に遊離した未重合
有機化合物のカルボン酸基あるいは水酸基が酸素による架橋で化学結合することによって
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硬化した構造からなる耐水性材料。
【請求項２】
前記耐水性皮膜と前記材料表面の間に中間層が形成されてなり、前記中間層が、前記材
料の金属成分とカルシウムの水和物層、またはフッ化ナトリウムあるいは／およびフッ化
カルシウムからなるフッ化物層、または前記カルシウムの水和物とフッ化物の複合層から
なる請求項１に記載の耐水性材料。
【請求項３】
前記中間層の厚さが、質量換算で前記材料質量の、０．１質量％以上の厚さである請求
項２に記載の耐水性材料。
【請求項４】
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前記耐水性皮膜中に、前記材料の金属成分とカルシウムの水和物、またはフッ化ナトリウ
ムあるいは／およびフッ化カルシウムからなるフッ化物、または前記カルシウムの水和物
とフッ化物の両方が混合されてなる請求項１に記載の耐水性材料。
【請求項５】
前記耐水性皮膜中の水和物、またはフッ化物の割合、または前記水和物とフッ化物の合
計割合が、質量換算で前記材料質量の、０．１質量％以上である請求項４に記載の耐水性
材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、耐水性材料の構造に係り、詳しくは、水と反応して水和物を生成する粉末状
、バルク体等の材料表面に、耐水性皮膜を被覆した構造の耐水性材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
マグネシウム、カルシウム、イットリウム等の酸化物粉末、ペロブスカイトの複合酸化
物粉末、アルミニウム、ケイ素、ホウ素、チタンの窒化物、炭化物、マグネシウム、アル
ミニウム、鉄、銅、ニッケル、亜鉛等の、いわゆる水と反応して水和物を生成する材料表
面は、水の存在する雰囲気中で加水分解されて表面に水和物が形成される。水和物の生成
された材料を水の存在する雰囲気中にそのまま放置すると、加水分解が更に進行して材料
本来の特性を失ってしまう。
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【０００３】
このため、従来より、水と反応して水和物を生成する材料の表面に水和防止の保護皮膜
を被覆することが行われている。
【０００４】
保護皮膜に用いられる材料は、無機系、有機系、有機無機複合系、キレート系、水性樹
脂、シランカップリング系等があり、材料の特性と表面処理した材料の用途に応じて適宜
選択されているが、いずれの場合も、材料全体を、欠陥のない保護皮膜で被覆することが
必要不可欠であるが、従来方法では薄い皮膜は欠陥が発生するので、厚い皮膜を被覆する
ことを余儀なくされている。
【０００５】
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皮膜が厚すぎると、被覆用材料が余分に沢山必要となるばかりか、厚くなり過ぎた被覆
層が材料本来の特性を阻害する弊害も起こっている。
【０００６】
かかる問題を解決して、薄く、欠陥のない保護皮膜を形成する方法として、化学蒸着法
や金属アルコキシドの加水分解反応を利用する方法（特許文献１）、材料表面に最初にモ
ノマーを吸着させ、これを高分子化させる方法（特許文献２）、材料表面に錯体を生成す
るキレートを吸着させる方法（特許文献３）が検討されている。
【０００７】
ところが、特許文献１に記載された方法では、多量の粉体材料を一度に処理することは
難しく、装置や分散用溶媒等の費用がかかり、保護皮膜の形成に多額の費用がかかる欠点
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がある。
【０００８】
一方、特許文献２に記載されたモノマーを吸着させ、これを高分子化させる方法、特許
文献３に記載されたキレートを吸着させる方法のいずれの方法でも、材料粒子の一粒づつ
を被覆する必要があるために、材料粒子を溶媒に単分散させるために大量の溶媒が必要に
なり、処理後、大量の溶媒除去が必要であるために処理費用が高額になる上に、溶媒除去
、乾燥して被膜を形成する際に、材料粒子同士の凝集も起こり、粒子の粒度分布が大きく
変化してしまう欠点がある。
【０００９】
また皮膜が薄いと、乾燥過程において皮膜と材料粒子の熱膨張差による皮膜の破壊が起
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こるために被覆用材料を厚く多量に被覆する必要があり、薄く、欠陥のない保護皮膜を形
成する本来の目的は必ずしも達成されていないのが実情である。
【００１０】
一方、溶媒に単分散させない乾式処理では、溶媒不使用のメリットはある反面、単分散
状態にできないために、材料粒子が凝集したまま保護皮膜が被覆されており、一個一個の
粒子の間には隙間が存在し、十分な耐水性がえられないのが実情である。
【００１１】
また、水と反応して水和物を生成する金属材料の表面に水和防止の保護皮膜を形成する
方法として、材料基材の金属表面にケイ酸塩被膜を形成する方法およびフッ化物被膜を形
成する方法が特許文献４に記載されている。さらに、非特許文献１には、水酸化カルシウ

10

ム液にアルミニウムを浸漬した後、ケイ酸塩溶液に浸漬して、ケイ酸塩とカルシウムアル
ミネイトの複合被膜を形成することが記載されている。
【００１２】
しかしながら、この特許文献４、非特許文献１に記載された方法の保護膜は、通常の水
あるいは塩水噴霧程度の環境には耐えることができるが、高温のアルカリ水溶液の中では
被膜が溶解して全く耐食性を発揮することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
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【特許文献１】特開２００８−７４６８３号公報
【特許文献２】特開平０８−０００９８７号公報
【特許文献３】特開２００８−１２０６３６号公報
【特許文献４】特開２００８−２８５７３７号公報
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】軽金属学会誌大会講演概要

Vol.９３ＲＤ

１９９７年１０月２０日

水酸化カルシウムを基液として「アルミニウム化学被膜の作製とケイ酸塩による二段階処
理」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１５】
本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであって、その第一の課題は、薄くても
保護効果に優れ、熱膨張差で皮膜が破壊されることもない保護被膜を被覆した耐水性材料
を提供することである。
【００１６】
また第二の課題は、高温のアルカリ水溶液に浸漬しても皮膜が溶解、侵食されない保護
被膜を被覆した耐水性材料を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
本発明者は上記課題に関して鋭意研究を行い、上記課題は下記の材料構造で解決できる
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ことを見出した。
【００１８】
第一の課題を達成するための手段は下記の通りである。
【００１９】
すなわち、水と反応することで水和物が生成するマグネシア、窒化アルミニウム、アル
ミニウムの群の中から選択された材料表面に耐水性皮膜を被覆して耐水性材料を製造する
に際して、この材料総質量の０．０１〜０．８７質量％の水に、スルホン酸基、アミン、
第４級アミン塩、リン酸基、カルボン酸基からなる群の中から選択された少なくとも一つ
の官能基と少なくとも一つの水酸基を持つ未重合の有機化合物が飽和吸着濃度以上溶け込
んだ水溶液に、この材料の総量を浸せき混合することで、この材料表面に、質量換算で、
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この材料質量の０．１〜１質量％の厚さの水和物層を形成し、更に、この水和物層表面に
未重合有機化合物を飽和吸着させることで、水和層の成長が停止し、更に、この未重合有
機化合物の遊離した官能基あるいは水酸基が酸素によって架橋された化学結合をして、吸
着した未重合有機化合物が硬化して、薄く、保護効果に優れ、熱膨張差によっても破壊さ
れない耐水性皮膜が形成されることを見出した。そして溶媒を使用しないにもかかわらず
、粉体材料でも単分散でき、しかも粉体材料同士の凝集もないことを見出した。
【００２０】
上記した耐水性皮膜を持つ耐水性材料は下記の構造からなる。
すなわち、水と反応することで水和物が生成するマグネシア、窒化アルミニウム、アル
ミニウムの群の中から選択された材料表面に耐水性皮膜が被覆された耐水性材料であって
、

10

前記耐水性皮膜は、この材料表面に、質量換算で、この材料質量の０．１〜１質量％

の厚さの水和物層を形成し、形成された水和物層表面に、少なくとも一つの水酸基と、少
なくとも一つのカルボン酸基を持つ未重合の有機化合物を飽和吸着濃度吸着してなるとと
もに、且つ、前記飽和吸着濃度吸着してなる有機化合物は、前記水和物層の外に遊離した
未重合有機化合物のカルボン酸基あるいは水酸基が酸素による架橋で化学結合することに
よって硬化した構造からなっている。
【００２１】
水和物層の厚さが、質量換算で、材料質量の０．１質量％未満では、皮膜が薄すぎて欠
陥が発生しやすくなり、十分な耐水性が得られない。また１質量％以下では、隣り合う水
和物層の結晶間で隙間のない状態が得られるが、１質量％を越えると、水和物層が成長し
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すぎて、隣り合う水和物層の結晶間で隙間が発生して、十分な耐水性が得られなくなる。
したがって水和物層の厚さは、質量換算で、０．１〜１質量％の範囲が好ましい。
【００２２】
０．１〜１質量％の範囲の水和物層を形成するための実際の水分量は、下記のよって示
されるとおりである。
【００２３】
以下は、その対象を粉末としているが、バルク体の場合でも、その耐水効果は、同じで
ある。
【００２４】
【化１】
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【００２５】
マグネシア粉末表面に質量換算で、０．１〜１質量％の範囲の水和物層を形成するため
には、０．０３０〜０．３００質量％の水分が必要である。
【００２６】
【化２】
40
【００２７】
窒化アルミニウム粉末表面に質量換算で、０．１〜１質量％の範囲の水和物層を形成す
るためには、０．０６８〜０．６８０質量％の水分が必要である。
【００２８】
【化３】

【００２９】
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アルミニウム粉末表面に質量換算で、０．１〜１質量％の範囲の水和物層を形成するた
めには、０．０６８〜０．６８０質量％の水分が必要である。
【００３０】
【化４】

【００３１】
イットリア粉末表面に質量換算で、０．１〜１質量％の範囲の水和物層を形成するため
には、０．０２〜０．２０質量％の水分が必要である。
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【００３２】
【化５】

窒化ボロン粉末表面に質量換算で、０．１〜１質量％の範囲の水和物層を形成するため
には、０．０８７〜０．８７質量％の水分が必要である。
【００３３】
未重合有機化合物は水溶性であり、水に溶けた未重合有機化合物は、水和物層に吸着す
る性質がある。水和物層の表面全面に未重合有機化合物を吸着させた時の未重合有機化合

20

物の水中濃度（ミリモル％）が飽和吸着濃度である。因みに、マグネシア、窒化アルミニ
ウムの場合、２０ミリモル％である。
【００３４】
飽和吸着濃度以上の未重合有機化合物を溶解した水溶液と粉末が接触すると、粉末表面
に生成した水和物層１ｍ２当り、５マイクロモルの有機物が水和物層に吸着する。つまり
水和物層１ｍ２当り、５マイクロモルの有機物が付着すると、水和物層の成長が停止する
ことになる。
【００３５】
水和物層に含まれる未重合有機化合物の第一の役割は、上記したように水和物層の厚さ
が１質量％以下で、隣り合う水和物層の結晶間で隙間のない状態の時に、水和物層全面に
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未重合有機化合物を吸着（飽和吸着）させて、水和物層の成長を停止させて水和物層を固
定化することである。
【００３６】
未重合有機化合物濃度が飽和吸着濃度未満では、水和反応が停止せず、水和層は成長し
て、遂には隣り合う水和物層の結晶間で隙間が発生して、耐水性が得られなくなる。
【００３７】
水和物層から外に遊離した未重合有機化合物のカルボン酸基と水酸基は、カルボン酸基
同士で、またはカルボン酸基と水酸基間で、または水酸基同士で脱水縮合することで、ま
たは空気中の酸素を取り込んで、酸素による架橋で化学結合することで硬化して水不溶性
、耐水保護膜が完成する。
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【００３８】
本発明における未重合有機化合物の第二の役割は、この硬化作用を生起させて水不溶性
、耐水保護膜を完成させることである。また隣同士のカルボン酸基が化学結合することで
、有機化合物の鎖を三次元網目状に張った構造が生まれ、この網目構造が、薄くても欠陥
のない、熱膨張差で割れることがない水和物層の形成を可能にしているものと推察される
。
【００３９】
本発明における未重合有機化合物の第三の役割は、水和物層に三次元網目状の補強構造
を生起させることである。
【００４０】
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本発明の水和物層の形成、未重合有機化合物の吸着、水和反応の停止、酸素による架橋
で化学結合、有機化合物の硬化は、順番に連続して起こるものであり、これによって水に
対して不溶性、バリア性を持った保護膜が完成することとなる。
【００４１】
本発明における有機物は、水和物に単分子層として吸着させることが必須であるので、
未重合（モノマー）の有機化合物を使用することが必須条件である。重合が進んだ有機化
合物では、水和反応を停止させることはできないので好ましくない。
【００４２】
上記未重合の有機化合物は、いわゆるモノマーで、水溶性であり、グリコール酸、乳酸
、グリセリン酸、リンゴ酸、クエン酸、リシノール酸、イソクエン酸、クレオソート酸、
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グリシン、１２ヒドロキシステアリン酸、o−ヒドロキシけい皮酸、p‑ヒドロキシけい皮
酸、m‑ヒドロキシけい皮酸、３−ヒドロキシ酪酸、２−ヒドロキシ馬尿酸、N‑(2‑ヒドロ
キシエチル)ピペラジン、2‑（ヒドロキシメチル）ピリジン、8‑ヒドロキシキノリン‑5‑ス
ルホン酸、4‑ヒドロキシフタル酸、2‑ヒドロキシエチルアミンからなる群の中から選ばれ
た一種、または二種以上を適宜選択して使用できる。
【００４３】
なお本発明は特に溶媒は使用しないにもかかわらず、粉末粒子が凝集せず単分散するの
は、水和物層に含まれる未重合の有機化合物の水酸基やカルボン酸基が外側に向いている
ことで、表面は負に帯電している。これにより粉末同士の静電的な反発が起こりやすくな
り、粒子同士の凝集は起こりにくくなるものと推察される。
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【００４４】
第二の課題を達成するための手段について、本発明者らは鋭意研究を行った結果、下記
の知見を得た。
【００４５】
第一の知見
すなわち、水と反応することで水和物が生成する材料に形成する耐水性被膜の構造を、
請求項１に記載した構造の耐水性皮膜とこの材料表面の間に、中間層を形成し、この中間
層の構造を、前記材料の金属成分とカルシウムの水和物層または、フッ化ナトリウムある
いは／およびフッ化カルシウムからなるフッ化物層、または前記カルシウムの水和物とフ
ッ化物の複合層からなる構造にした時、高温のアルカリ水溶液にも浸食、溶解されないこ
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とを見出した。
【００４６】
そしてこの中間層の厚さは、質量換算でこの材料質量の、０．１質量％以上の厚さが好
ましいことを見出した。中間層の厚さが、下限値未満では、高温のアルカリ水溶液に対す
る耐浸食性が発現しない。上限は１質量％程度が好ましく、上限を越えても高温のアルカ
リ水溶液に対する耐浸食性は変わらないので、上限を越える厚さは経済的に不利になる。
【００４７】
なお本発明で高温のアルカリ水溶液とは、７０℃以上のアルカリ水溶液を意味する。ま
た前記水和物とフッ化物の複合層とは、前記水和物とフッ化物が混合された層あるいは水
和物の層とフッ化物の層が積層された層を意味する。
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【００４８】
第二の知見
また、請求項１に記載した構造の耐水性皮膜の中に、材料の金属成分とアルカリ土類金
属成分の水和物を混合した構造、あるいはフッ化物を混合した構造、あるいはこの水和物
とフッ化物の両方を混合した構造にした時、高温のアルカリ水溶液にも浸食、溶解されな
いことを見出した。
【００４９】
そして、いずれの構造の場合も、水と反応することで水和物が生成する材料がＡｌやＳ
ｉ等の金属材料の場合、最もその効果が発揮されることを見出した。
【００５０】
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そして前記水和物層、あるいはフッ化物層、あるいはこの水和物とフッ化物の合計割合
は、質量換算でこの材料質量の、０．１質量％以上の範囲が好ましいことを見出した。
【００５１】
前記水和物、あるいはフッ化物、あるいは水和物とフッ化物の合計割合が、前記下限値
未満では、高温のアルカリ水溶液に対する耐浸食性が発現しない。上限は１質量％程度が
好ましく、上限を越えても高温のアルカリ水溶液に対する耐浸食性は変わらないので、上
限を越える厚さは経済的に不利になる。
【００５２】
材料の金属成分とカルシウムの水和物層、あるいはフッ化物層、あるいはこの水和物と
フッ化物が混ざった層を、材料表面に単に被覆しても、被膜はすぐ剥がれるのに対し、前

10

記第一、第二の知見で得られた構造にした時にはじめて、材料に対して密着性に優れ、高
温のアルカリ水溶液にも侵食、溶解されない被膜が得られる。
【００５３】
前記第一、第二の知見に基づいて、以下の耐水性被膜を形成させる方法を採用できる。
【００５４】
第一の方法
すなわち、請求項１に記載した構造の耐水性皮膜と前記材料表面の間に、中間層を形成
し、この中間層の構造を、この材料の金属成分とカルシウムの水和物層、またはフッ化ナ
トリウムあるいは／およびフッ化カルシウムからなるフッ化物層、または、この水和物と
フッ化物の複合層からなる構造にするためには、先ず、処理材料（例えばＡｌ）をカルシ
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ウムの水和物水溶液、またはフッ化物水溶液、または、水和物とフッ化物が共存する水溶
液に浸漬し、しかる後に、請求項１に記載した構造の耐水性皮膜を形成する水溶液に浸漬
することで形成することができる。
【００５５】
中間層の厚さを調整するには、カルシウムの水和物水溶液、または、フッ化物水溶液、
または、水和物とフッ化物が共存する水溶液中の各成分の濃度を調整すればよい。水溶液
中の成分割合と得られた皮膜の成分割合はほぼ同等の割合になるので皮膜中の成分組成は
水溶液の組成を調整することで得ることができる。
【００５６】
第二の方法
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請求項１に記載した構造の耐水性皮膜の中に、前記材料の金属成分とカルシウムの水和
物、または、フッ化ナトリウムあるいは／およびフッ化カルシウムからなるフッ化物、ま
たは、この水和物とフッ化物の両方が混合された構造にするためには、請求項１に記載の
耐水性被膜を形成させるための水溶液に、カルシウム塩または、フッ化物または、カルシ
ウム塩とフッ化物の両方を共存させた水溶液に、処理材料を浸漬することで形成させるこ
とができる。
【００５７】
そして、前記水和物、または、フッ化物、または、水和物とフッ化物の両方の割合を、
この材料の全体の質量の、０．１〜１％の範囲に調整するためには、請求項１に記載の耐
水性被膜を形成させるための水溶液中に存在するカルシウム塩、フッ化物の濃度を調整す
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ればよい。
【００５８】
またさらに、下記構造の被膜でも、密着性に優れ、高温のアルカリ水溶液にも浸食、溶
解されない被膜が得られることを見出した。そして下記構造の被膜は、前記第一、第二の
方法で得られた構造の被膜よりも、高温のアルカリ水溶液に対する耐浸食性は、より優れ
ている。
【００５９】
すなわち、水と反応することで水和物が生成する材料に形成する耐水性被膜の構造を、
請求項２〜５のいずれかに記載した構造の耐水性皮膜の表面に、珪酸塩皮膜を積層させた
構造にした時、または、請求項２〜５のいずれかに記載した構造の耐水性皮膜の中に、珪
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酸塩が混合された構造にした時、密着性に優れ、かつ高温のアルカリ水溶液にも溶解、浸
食されない極めて優れた被膜が得られる。
【００６０】
そして前記珪酸塩の積層被膜の厚さは、質量換算で、材料質量の、０．１質量％以上の
範囲が好ましい。
【００６１】
珪酸塩被膜の積層被膜の厚さが、前記下限値未満では、第一、第二の方法で得られた構
造の被膜よりも改善効果は得られない。上限は１質量％程度が好ましく、上限を越えても
高温のアルカリ水溶液に対する耐浸食性は変わらないので、上限を越える厚さは経済的に
不利になる。
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【００６２】
また上記珪酸塩が混合された被膜の、珪酸塩の割合は、質量換算で、材料質量の、０．
１質量％以上の範囲が好ましい。
【００６３】
珪酸塩の割合が、前記下限値未満では、前記第一、第二の方法で得られた構造の被膜よ
りも改善効果は得られない。上限は１質量％程度が好ましく、上限を越えても高温のアル
カリ水溶液に対する耐浸食性は変わらないので、上限を越える厚さは経済的に不利になる
。
【００６４】
水酸化カルシウム水溶液（アルカリ土類金属塩水溶液）にアルミニウムを浸漬した後、
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ケイ酸塩水溶液に浸漬して、アルミニウム表面にアルカリ土類金属成分の水和物層（カル
シウムアルミネイト）と珪酸塩の複合被膜を形成する従来方法（非特許文献１に記載のい
わゆる二段階処理）でも、密着性に優れた耐水被膜が得られるが、この被膜は常温の水あ
るいは常温の塩水噴霧程度の腐食環境には耐えることができるが高温のアルカリ水溶液に
浸食、溶解されて耐水性は発揮されない。
【００６５】
これに対して、本発明においては、材料の金属成分とアルカリ土類金属の水和物、また
は、フッ化物、または、この水和物、フッ化物の両方と、珪酸塩の組合せ（従来の二段階
処理）に、更に請求項１に記載の被膜成分とを組み合わせ、最表層に珪酸塩が来るように
積層させる、または、請求項１に記載の被膜の中に、これらアルカリ土類金属の水和物、

30

または、フッ化物、または、この水和物、フッ化物の両方と、珪酸塩を混合させると、高
温のアルカリ水溶液に浸食、溶解されない極めて優れた耐浸食性を持つ耐水性材料が得ら
れること、そしてこの被膜は、前記第一、第二の方法で得られた構造の被膜よりも高温の
アルカリ水溶液に対して浸食、溶解されない極めて優れた性質を持つことを見出した。
【００６６】
この知見に基づく耐水性被膜を形成させる方法は、下記のとおりである。
【００６７】
すなわち、前記第１の知見によって得た耐水被膜を形成するための水溶液に、アルカリ
土類金属塩、または、フッ化物、または、アルカリ土類金属塩とフッ化物が共存する水溶
液に、ケイ酸塩を混合した溶液に、耐水処理する粉末（例えばＡｌ）を浸漬することで形
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成させることができる。
【００６８】
または、上記耐水被膜を形成するための水溶液に、アルカリ土類金属塩、または、フッ
化物、または、アルカリ土類金属塩とフッ化物の両方が溶解した水溶液に、耐水処理する
材料を浸漬した後、さらに、ケイ酸塩を含む溶液に浸漬する二段階浸漬処理することによ
って得られる。
【００６９】
珪酸塩の積層被膜の厚さを調整するには、珪酸塩水溶液の珪酸濃度を調整すればよい。
珪酸塩の混合被膜の厚さを調整するには、本発明請求項１の耐水被膜を形成するための
水溶液の中に、アルカリ土類金属塩、フッ化物、珪酸塩が溶け込んだ水溶液中の珪酸塩の
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濃度を調整すればよい。水溶液中の成分割合と得られた皮膜の成分割合はほぼ同等の割合
になるので皮膜中の成分組成は水溶液の組成を調整することで得ることができる。
【００７０】
本発明の他の態様においては、粉末成分としては、水と反応することで水和物が生成す
る全ての無機、金属粉末に好適に適用できるが、水と反応することで水和物が生成する金
属粉末、例えばＡｌ、Ｓｉ等の粉末に最もその効果が発揮される。
【００７１】
材料の金属成分とアルカリ土類金属成分の水和物層とは、例えば、金属成分がＡｌの場
合、カルシウムアルミネイト、マグネシウムアルミネイト、バリウムアルミネイト、スト
ロンチウムアルミネイト等である。また、Ｓｉの場合では、カルシウムシリケイト、マグ
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ネシウムシリケイト、バリウムシリケイト等である。
【００７２】
珪酸塩とは、水溶性の珪酸塩、例えば、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸リ
チウム等のアルカリ金属塩である。
【００７３】
また、本発明の耐水皮膜を形成するに際して、本発明の効果を阻害しない範囲で、各種
着色染料・顔料や塗布性を改良するための濡れ剤、チクソトロピー性付与剤、希釈溶剤、
消泡剤などを前記した水と有機化合物の混合液に適宜配合しても良い。
【００７４】
本発明有機化合物を水、粉末と均一に分散させるための混合方法としては、ボールミル
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や振動ミルなどが好適である。
【００７５】
本発明に適用できる材料は、その形状には特に制限はなく、板状、鱗片状、球状、破砕
状等の粉末状のものからバルク体材料まで適宜使用できる。また、粉末にあっては、その
粒径についても特に制限はない。一般的には平均粒径０．５〜１０００μｍ程度のものに
適用される。
【００７６】
本発明に適用できる材料は、マグネシウム、カルシウム、イットリウム等の酸化物、ペ
ロブスカイトの複合酸化物、アルミニウム、ケイ素、ホウ素、チタンの窒化物、炭化物、
マグネシウム、アルミニウム、シリコン、鉄、銅、ニッケル、亜鉛等の、いわゆる水と反
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応して水和物を生成する無機、金属材料全般である。
【発明の効果】
【００７７】
本発明の耐水性材料は、高温のアルカリ水溶液にも浸食、溶解されない性質を有する。
そしてその耐水被膜は、薄く、保護効果に優れ、熱膨張差によっても破壊されない特徴を
有する。また耐水皮膜を被覆した材料が粉末の場合、溶媒を使用しないにもかかわらず、
粉末を単分散でき、しかも粉末同士の凝集もない。
【発明を実施するための形態】
【００７８】
以下に本発明の実施の形態を酸化マグネシウムと窒化アルミニウム粉末を例に採り説明
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する。なお、本実施の形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために具体的に説明する
ものであり、本発明がこれのみに限定されるものではないことはもちろんである。
【００７９】
実施例１
マグネシア粉末の例を示す。
比表面積８ｍ２／ｇのマグネシア粉末１００ｇに対して下記条件で耐水処理をして耐水
試験を行った。
【００８０】
耐水処理の条件
未重合有機物としては、乳酸を使用した。
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未重合有機物のマグネシア粉末に対する飽和吸着濃度は、６マイクロモル／ｍ２である
。
本発明範囲の水和物厚さ（質量換算）番号１〜５：５水準
未重合有機物は、５水準いずれも７マイクロモル／ｍ２（飽和吸着濃度以上）とした。
各水準の値は、粉末質量の、０．１％、０．２３％、０．３２％、０．６５％、０．９７
％である。
【００８１】
本発明水和物厚さの範囲を逸脱する比較例、番号６、７：２水準
未重合有機物は、２水準いずれも７マイクロモル／ｍ２（飽和吸着濃度以上）とした。
各水準の値は、粉末質量の０．０５％、１．２８％である。
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【００８２】
未重合有機物濃度が本発明飽和濃度未満の比較例、番号８、９：２水準（水和物厚さは
本発明範囲）
未重合有機物濃度：３マイクロモル／ｍ２（水和物厚さ：０．１００質量％）
未重合有機物濃度：４マイクロモル／ｍ２（水和物厚さ：０．９７０質量％）
無処理：１水準
【００８３】
上記水和物層を形成する際に使用した水分％と耐水性試験の結果を表１に示す。
【００８４】
水和物層の形成
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ボールミル容器に表１に示した水分量の水と、１００ｇのマグネシアと、番号１〜５で
は、７マイクロモル／ｍ２の乳酸と、ジルコニアボールを加えて、ボールミル混合１時間
行った。その後８０℃に保温し、有機化合物同士のネットワーク（酸素で架橋）を形成さ
せて水不溶性の耐水保護膜とした。
【００８５】
同じく、番号６、７では、ボールミル容器に、表１に示した水分量の水と、１００ｇの
マグネシアと、７マイクロモル／ｍ２の乳酸と、ジルコニアボールを加えて、ボールミル
混合１時間行った。その後８０℃に保温し、有機化合物同士のネットワーク（酸素で架橋
）を形成させて水不溶性の耐水保護膜とした。
【００８６】
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同じく、番号８、９では、ボールミル容器に、表１に示した水分量の水と、１００ｇの
マグネシアと、飽和濃度未満の、３マイクロモル／ｍ２、４マイクロモル／ｍ２の乳酸と
、ジルコニアボールを加えて、ボールミル混合１時間行った。その後８０℃に保温し、有
機化合物同士のネットワーク（酸素で架橋）を形成させて水不溶性の耐水保護膜とした。
得られた各粉末について、耐水試験を行った。
【００８７】
なお耐水性試験は、下記のように行った。
１００ｍｌの蓋のあるプラスチック容器の中に、粉末１０ｇと蒸留水５０ｍｌを入れ、振
とう機にセットしてサスペンジョンが沈殿しないように攪拌した。所定の時間にサスペン
ジョンを採取し、その中に含まれる粉末の水和物量を測定した。
【００８８】
未処理粉末の場合、蒸留水に粉末を入れ攪拌するとすぐに、ｐＨは１１となり、水和反
応が進行した。１００時間を超えると完全に水和した。比表面積は５倍以上になり、微粒
子の水酸化マグネシウムが形成されたことが確認された。
【００８９】
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【表１】
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【００９０】
結果
本発明範囲のものは、１００時間経過後も水和物の増加は１．３〜１．８で、極微量増
加であった。本発明は、耐水保護膜として、極めて優れていることが確認できた。一方、
本発明範囲を逸脱する比較例では、水和物の顕著な増加が確認された。
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【００９１】
酸素による架橋構造が存在するための確認テスト
番号３の試料粉末に対して、紫外および赤外吸収スペクトルを測定した結果、耐水処理
した粉末表面に、本発明未重合有機化合物の水酸基の一部が反応し、酸素による架橋構造
が生成していることが確認できた。
【００９２】
実施例２
窒化アルミニウム粉末の例を示す。
比表面積３．２ｍ２／ｇの窒化アルミニウム粉末１００ｇに対して下記条件で耐水処理
をして耐水試験を行った。
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【００９３】
耐水処理の条件
未重合有機物としては、りんご酸を使用した。
未重合有機物の窒化アルミニウム粉末に対する飽和吸着濃度は、５マイクロモル／ｍ２
である。
【００９４】
本発明範囲の水和物厚さ（質量換算）番号１〜５：５水準
未重合有機物は、５水準いずれも７マイクロモル／ｍ２（飽和吸着濃度以上）とした。
水和物厚さ（質量換算）は、粉末質量の、０．１質量％、０．１５質量％、０．３０質
量％、０．７３質量％、１．００質量％である。
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【００９５】
本発明の水和物厚さの範囲を逸脱する比較例、番号６，７：２水準
未重合有機物は、２水準いずれも７マイクロモル／ｍ２（飽和吸着濃度以上）とした。
水和物厚さ：粉末質量の０．００６質量％、１．２０質量％
【００９６】
未重合有機物濃度が、本発明飽和吸着濃度未満の比較例、番号８、９：２水準（水和物
厚さは本発明範囲）
未重合有機物濃度：３マイクロモル／ｍ２（水和物厚さ：０．２０質量％）
未重合有機物濃度：４マイクロモル／ｍ２（水和物厚さ：１．００質量％）
10

無処理：１水準
【００９７】
上記水和物層を形成する際に使用した水分％と耐水性試験の結果を表２に示す。
【００９８】
水和物層の形成
ボールミル容器に表２に示した水分量の水と、１００ｇの窒化アルミニウム粉末と、番
号１〜５では、７マイクロモル／ｍ２のりんご酸と、ジルコニアボールを加えて、ボール
ミル混合１時間行った。その後８０℃に保温し、有機化合物同士のネットワーク（酸素で
架橋）を形成させて水不溶性の耐水保護膜とした。
【００９９】
同じく、番号６、７では、ボールミル容器に、表２に示した水分量の水と、１００ｇの

20

２

窒化アルミニウム粉末と、７マイクロモル／ｍ

のりんご酸と、ジルコニアボールを加え

て、ボールミル混合１時間行った。その後８０℃に保温し、有機化合物同士のネットワー
ク（酸素で架橋）を形成させて水不溶性の耐水保護膜とした。
【０１００】
同じく、番号８、９では、ボールミル容器に、表２に示した水分量の水と、１００ｇの
窒化アルミニウム粉末と、飽和濃度未満の、３マイクロモル／ｍ２、４マイクロモル／ｍ
２

のりんご酸と、ジルコニアボールを加えて、ボールミル混合１時間行った。その後８０

℃に保温し、有機化合物同士のネットワーク（酸素で架橋）を形成させて水不溶性の耐水
保護膜とした。
得られた各粉末について、耐水試験を行った。
【０１０１】
なお耐水性試験は、実施例１と同じ方法で行った。
すなわち１００ｍｌの蓋のあるプラスチック容器の中に、粉末１０ｇと蒸留水５０ｍｌ
を入れ、振とう機にセットしてサスペンジョンが沈殿しないように攪拌した。所定の時間
にサスペンジョンを採取し、その中に含まれる粉末の水和物の量を測定した。
【０１０２】
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【表２】
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【０１０３】
未処理粉末の場合、蒸留水に粉末を入れ攪拌するとすぐに、ｐＨ９以上となり、水和反
応が進行した。１００時間を超えると完全に水和した。比表面積は１０倍以上になり、水
酸化アルミニウムが形成されたことが確認された。
【０１０４】

30

結果
本発明範囲のものは、１００時間経過後も水和物の増加は１．８〜２．３で、微量増加
であった。
一方、本発明範囲を逸脱する比較例では、水和物の顕著な増加（１２〜８１）が確認さ
れた。
本発明は、耐水保護膜として、極めて優れていることが確認できた。
【０１０５】
番号３の試料粉末に対して、耐水処理した粉末表面に酸素による架橋構造が存在するた
めの確認テストを実施例１と同じ方法で行い、酸素による架橋構造の存在を確認できた。
【０１０６】

40

実施例３
耐水性皮膜の中に、アルカリ土類金属成分の水和物とフッ化物が混合された例を示す。
【０１０７】
中心粒径が１５０μｍのアルミニウム粉末（１００ｇ）と水酸化カルシウム（０．１ｇ
）、グリシン（０．５ｇ）、１２−ヒドロイシステアリン酸（０．１５ｇ）、クエン酸（
０．５ｇ）、フッ化ナトリウム（０．５ｇ）、水（１ｇ）、エタノール（５ｇ）をプラス
チック製のボールミルポットの中に入れ、３時間のボールミル混合を行った。取り出した
粉末を洗浄し、８０℃にて乾燥した。
【０１０８】
これにより、得られた粉末の表面の構造は、Ｘ線回折測定の結果、アルミニウム粉末表
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面に、カルシウムアルミネイトの水和物とアルミニウムのフッ化物、カルシウムのフッ化
物、カルシウムの錯体、アルミニウムの錯体が存在する複合皮膜であった。
【０１０９】
皮膜の厚さは、質量換算で粉末のほぼ１％に相当するものであった。
この耐水処理粉末（１０ｇ）を７０℃の水酸化ナトリウム溶液（１ｍｏｌ／Ｌ、３００
ｍｌ）に入れ、５時間のスターラー攪拌を行った。
脱水、濾過後、残渣のＸ線回折測定と熱分析を行った。
残渣の主成分はアルミニウム金属であった。アルカリ溶液処理前の重量に対して、処理
後の重量減は５％にすぎなかった。
【０１１０】

10

比較例
一方、中心粒径が１５０μｍのアルミニウム粉末（１００ｇ）と水酸化カルシウム（０
．１ｇ）、フッ化ナトリウム（０．５ｇ）、水（１ｇ）、エタノール（５ｇ）をプラスチ
ック製のボールミルポットの中に入れ、３時間のボールミル混合を行った。取り出した粉
末を洗浄し、８０℃にて乾燥した後、処理粉末（１０ｇ）を７０℃の水酸化ナトリウム溶
液（１ｍｏｌ／Ｌ、３００ｍｌ）に入れ、５時間のスターラー攪拌を行った。
処理粉末は、水酸化ナトリウム溶液に完全溶解し、脱水、濾過後、残渣は認められなか
った。
【０１１１】
これにより、本発明の耐水処理粉末は、熱アルカリ水溶液に対してほとんど浸食、溶解

20

されないことを確認することができた。
【０１１２】
実施例４
上記実施例３のグリシンとフッ化ナトリウムの比率を調整して、質量換算で０．０５％
と０．１％、０．５％の３種類の耐水処理粉末を作製し、おのおのの粉末を実施例１と同
様な方法で高温アルカリ性水溶液に対する耐食性を評価した。
【０１１３】
結果
０．０５％の粉末については、溶液中に溶解して残渣は観察されなかった。
０．１％の粉末は、重量減は１０％であった。
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０．５％のものは、重量減は５％であった。
本発明の耐水性粉末は、熱アルカリ水溶液に対してきわめて優れた耐食性を有すること
が確認出来た。
【０１１４】
実施例５
請求項１に記載した構造の耐水性皮膜の下に、アルカリ土類金属成分の水和物層が積層
された例を示す。
【０１１５】
中心粒径が８０μｍのアルミニウム粉末（１００ｇ）と水酸化カルシウム（０．２５ｇ
）、フッ化ナトリウム（０．５ｇ）、水（１ｇ）、エタノール（９ｇ）をプラスチック製
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のボールミルポットに入れ、３０分間のボールミル混合を行った。Ｘ線回折法により、こ
の一次処理品の中には、フッ化アルミニウムとカルシウムアルミネイト、水酸化カルシウ
ム、水酸化アルミニウムが存在することが確認された。この一次処理品と１２ヒドロキシ
ステアリン酸（０．５ｇ）とN‑(2‑ヒドロキシエチル)ピペラジン（０．５ｇ）をプラスチ
ック製のボールミルポットに入れ、３時間のボールミル混合を行った。この二次処理品を
洗浄し、８０℃にて乾燥した。
【０１１６】
Ｘ線回折法により、この二次処理品の中には、フッ化アルミニウムとカルシウムアルミ
ネイト、アルミニウムとカルシウムと有機物成分から成る錯体と水和物が確認された。こ
のことから、アルミニウム粉末表面に、アルミニウムのフッ化物と水和物、カルシウムア
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ルミネイトの上に、アルミニウムとカルシウムと有機物成分から成る錯体と水和物が形成
されたと推察される。
【０１１７】
中間層の厚さは、質量換算で１％相当であった。
【０１１８】
この耐水処理粉末（１０ｇ）を７０℃の水酸化ナトリウム溶液（１ｍｏｌ／Ｌ、３００
ｍｌ）に入れ、５時間のスターラー攪拌を行った。脱水、濾過後、Ｘ線回折測定と熱分析
を行った。残渣の主成分はアルミニウム金属であった。アルカリ溶液処理前の重量に対し
て、処理後の重量減は３％にすぎなかった。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
半導体の封止に使用する樹脂に混ぜ込むマグネシアフィラー、窒化アルミニウムフィラ
ーの耐水処理に有効である。窒化アルミニウム粉末の鋳込み成形、水バインダー使用の造
粒に効果を発揮し、窒化アルミニウムの製造メーカーで多く利用されることが期待できる
。またＡｌの耐水処理、耐火物用マグネシア原料の耐水処理に多く利用できる。
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