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The sprayed coating containing fluorine‑carbon showed high water repellency (the contact angle for water droplet was
145°).

However,

the

water

repellency

of

the

sprayed

coating、

decreased

with

adsorption

of

organic

materials,

NOx,

and

SOx,

which

discharged from the automobile. To remove the adsorption compounds from the coating surface, we decide to add titanium oxide
(TiO2) in the coating, which could be able to oxidize the surface adsorption compounds photo‑catalytically. It was found that the
particles dispersion type sprayed coatings prepared by flame spray technique using aluminum tubing filling with fluorine‑carbon
(15.2mass%) and titanium oxide (0.5mass%) had high photo‑catalytic activity for liquid phase decomposition of methylene blue
without decreasing water‑ repellency.
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1.緒言
接触角145°の超撥水性フッ化ピッチを分散型で溶射皮
膜中に担持する方法として著者らは,塗布法1)と複合ワイ
ヤ法2‑3)を開発した｡前者はあらかじめ作製した溶射皮膜に
フッ化ピッチ添加樹脂を後処理的に塗布する方法であり,
後者はフッ化ピッチを充填した複合ワイヤを用いて溶射皮
膜を直接的に作製する方法である｡特に後者の方法は,市
販のワイヤ式ガスフレーム溶射装置の使用によって撥水性
皮膜を1工程で作製でき,またフッ化ピッチのみならず各
種粒子分散型皮膜を比較的容易に作製できるという優れた
特徴がある4‑5)｡しかし,溶射用複合ワイヤはわが国では製
造されておらず,また流用を試みた溶接用フラックス入り
ワイヤ製造装置では引張り強さの小さいアルミニウム系複
合ワイヤの作製は困難であった｡そこで,ワイヤ製造速度
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が20m/minのプロトタイプの溶射用複合ワイヤ製造装置を
独自に開発した5)｡
フッ化ピッチ分散型皮膜が撥水機能を持続するには,そ
の表面は清浄でなければならない｡例えば自動車から排出
された油分やNOx, SOxなどが付着すると撥水機能は低
下することになる｡そこで本研究では,撥水機能と同時に
有機系汚染物質を分解除去するための光触媒機能を併せ持
つ,フッ化ピッチ・酸化チタン分散型皮膜の開発について
検討した｡
2.実験方法と供試材料
2.1複合ワイヤ
皮膜作製に供した複合ワイヤは,上記の試作ワイヤ製造
装置によって幅15mm,厚さ0.5mmのアルミニウム(A1050)
フープ材(ワイヤの外殻を構成する帯状金属)をワイヤ状
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Table 1 Mass ratio of月uorine‑carbon and titanium oxide of the

Table 2 Wire flame spraying conditions.
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2.3撒水機能と光触媒反応の評価
酸化チタンはn型の半導体であり, 380nm以下の紫外線
照射によって活性酸素の一つであるOHラジカルを生成す

に成型する過程で平均粒径10μmのフツ化ピッチと6nm
のアナターゼ型酸化チタン(TiO,)を所定の混合割合で充
l

填したものである｡アナターゼ型酸化チタンを用いたのは,
エネルギーバンドギャップ(禁制帯)が約3.2eVと大きく,
波長約380nmの紫外線照射によって他の光触媒よりも強い
酸化力が得られること,化学的に安定で人体・環境に対し
て安全なこと,比較的安価で経済的なことなどの理由によ
る｡実験では,酸化チタンをOmass%(フツ化ピッチ
15.7mass%)から15.7mass% (フツ化ピッチOmass%)の割
合で充填した複合ワイヤを用いて作製した皮膜について,
酸化チタン添加による光触媒反応と接触角への影響につい
て調べた｡ Tablelに両粉末の充填率を示す｡このときの複
合ワイヤの断面は,ローラーダイスによって成型された
フープ材が閉じた"の"字状となり,その空洞部に混合粉
末が充填された状態である｡このような断面形状の複合ワ
イヤは,単純な円形断面の場合よりも粉末の分散状態がよ
り均一になる傾向が見られる5)｡
2.2溶射条件
Table2に,本実験で使用したワイヤ式ガスフレーム溶射
装置(メテコ, 12E型)での溶射条件を示す｡ワイヤ供給
速度を60mm!Sに設定し,ソリッドワイヤの場合よりも約1.5
倍大きくしているが,これはワイヤ突出し長さを長くする
ことによってフツ化ピッチと酸化チタンの過熱を防止する
ためである2、｡
試験片は,アルミニウム基板(寸法:140×70×4mm)
をアルミナグリッドブラスト法によって粗面化後,厚さ約
250μmの皮膜を被覆したものである｡以下,本論文では
アルミニウム基板に被覆したフツ化ピッチ・酸化チタン分
散型皮膜をAl!PIT皮膜と略記する｡

2 50

る｡ OHラジカルは酸化剤として知られるオゾンや塩素よ
りもさらに強力な酸化力を有し,この酸化作用によって有
機化合物や有機系汚染物を分解するAl/P‑T皮膜において
も同様な光触媒反応によって,皮膜に付着した有機系の汚
れを分解除去することが期待できる｡ただし,酸化チタン
は紫外線照射によって親水性へと変化するので,酸化チタ
ンの添加は接触角を小さくする方向に作用することにな
る｡このためAl!PIT皮膜においては,フツ化ピッチによる
撥水機能が酸化チタンによって損なわれるおそれがある｡
そこで本研究では,酸化チタン添加による楼水性の変化を
接触角の測定結果から評価し,光触媒反応についてはメチ
レンブルー溶液を対象とした脱色試験結果から評価した｡
なお,紫外線照射による酸化チタンの親水化機構について
は諸説あるが6‑7),藤島ら8)は,紫外線照射によって生じた
正孔が酸化チタンの結晶を構成する酸素を酸化して水の解
離吸着を促進する酸素欠陥を生じ,そこに水を吸着して親
水性の微小領域(ドメイン)を形成する結果,最終的に全
面が親水化すると述べている｡
接触角の測定およびメチレンブルー溶液の脱色試験は,
次のような方法で行った｡
(1)接触角の測定
体積1.8mm3の蒸留水を皮膜表面に滴下し,水滴と皮膜
とのなす角を全自動接触角計(協和界面科学, CA‑D型)
によって縦・横5mm間隔で計56点測定した際の平均値を
接触角とした｡
(2)脱色試験
光触媒反応の評価は,光触媒製品技術協議会が定めた
光触媒性能評価試験法9)に準じた｡すなわち,皮膜側を上
にした試験片をメチレンブルー溶液(和光純薬工業,メチ
レンブルー三水和物試薬,特級) 40ml中に浸潰し,その
上方200mmの位置に試験片と平行に配置した20Wブラッ
クライト蛍光ランプ(日本電気, FL20SBLB) 2本から波
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長380nmの紫外線を所定時間照射した際の溶液の脱色状
態を基に評価した｡色の変化はメチレンブルー溶液を厚さ
10mmの石英製試料セルに導入し,可視光吸収スペクトル
を分光光度計(日立製作所, U‑3010型)によって測定した｡
また色彩色差計(ミノルタ, CR‑200b)によって紫外線照
射前後の溶液の色差を測定した｡
3.実験結果と考察
3.1フツ化ピッチと酸化チタンの分散状態
Al/P‑T皮膜においては,フツ化ピッチと酸化チタンの粒
子を極力均一に分散させることが必要である｡粒子の分散
に偏りがあると,援水機能と光触媒作用にばらつきを生ず
る原因となる｡ Table lに示した各複合ワイヤにおいては,
単位長さ当たりのフツ化ピッチと酸化チタンの質量の合計
割合が15.7mass% (フープ材84.3mass%)となるように設
定している｡この割合は予備実験の結果から求めたもので
あり,両粉末を充分に撹拝混合して充填したワイヤの場合
には,両粉末がかなり均一に皮膜中に分散することを確認
している｡ただし,両粉末の合計割合が20mass%を超える
と,粉末が圧密され塊状になってフレーム中を飛行するの
が観察され,皮膜中での分散に偏りを生じる場合があった｡
Fig.1に,フツ化ピッチ15.2mass%,酸化チタン0.5mass%
の複合ワイヤ(No.5)を用いて作製した皮膜について,
SEM‑EDS (SEM :日本電子, JSM‑5800型, EDS:オック
スフォードインスツルメント, IMCA型)によって観察し
た表面組織(a),およびフッ素元素(b)とチタン元素(C)
の分散状態を示す｡皮膜の表面組織はソリッドワイヤを用
いて作製した皮膜の場合と大差なく,またフツ化ピッチと
酸化チタンの粒子がかなり均一に分布していることが分か
る｡この場合の酸化チタンは,前述のようにワイヤ供給速
度を通常の条件よりも遠くすることによって過熱を防止し
ているので,溶射前と同じくアナターゼ型の結晶構造であ
るFig.2 (a)に酸化チタンのみを15.7mass%充填したワ
イヤ(No.9)で作製した皮膜, (b)に溶射前の酸化チタン
粉末についてのⅩ線回折パターンの例を示す｡ (a)ではピー
クは小さいものの(b)と同様にアナターゼ型であり言容
射プロセスにおいて結晶構造が変化しないことを示してい
る｡なお,酸化チタンの充填率の少ない他のワイヤで作製
した皮膜の場合には明瞭など‑クスペクトルが観察されな
かった｡
Al/P‑T皮膜は化学的に安定で光触媒の影響を受けない
と考えられるが,影響の有無を次の方法で確認した｡すな
わち,酸化チタン充填率7.8mass%のワイヤ(No.8)で作
製したA】/P‑T皮膜を対象に紫外線を24時間照射し,その
過程でフツ化ピッチから分解生成物としてフッ素ガスが検
出されるか否かを質量分析器(pfeiffer Vaccum, Thermo Star
GSD301T型)によって調べた｡その結果,フッ素ガスはまっ
たく検出されず,フツ化ピッチが光触媒に対して安定なこ
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Fig. 1 SEM‑EDS analysis of surface structure (a),飢Iorine‑carbon (b) and
titanium oxide (c) component on the sprayed coating.

とを確認した｡
周知のように酸化チタンの利用に際しては粉末(粒子)
をいかに担持するかが課題になる｡例えば,結着剤として
有機系樹脂を用いた場合には,結着剤自体が分解するいわ
ゆるチョーキング(白華)現象を生じ,触媒活性を低下す
るoこれに対して溶射皮膜による担拝ではチョーキングの
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Fig.3 In且uence of ultraviolet irradiation time on the contact angle.
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Fig. 2 X‑ray diffraction patterns of the sprayed coating (a) and titanium
oxide particles (b).

おそれがなく,また過熱による結晶構造の変化も少ないの
で,酸化チタンの担持法としても期待できる｡
3.2撥水性に及ぼす酸化チタンの影響
Fig.3に,各複合ワイヤを用いて作製したAl/P‑T皮膜に
ついて,接触角と紫外線照射時間の関係を示す(No.2, 3,
4のワイヤで作製した場合の接触角はNo.l, 5の場合のデー
タと重なるため割愛)｡図から分かるように,フツ化ピッ
チのみを充填したワイヤ(No.1)で作製した皮膜,および
フツ化ピッチ15.2mass%,酸化チタン0.5mass%を充填した
ワイヤ(No.5)で作製した皮膜の接触角は135‑とほぼ一
定であり,酸化チタンの添加および紫外線照射による影響
は認められない｡これに対して酸化チタンを増やしたワイ
ヤ(No.6‑9)の場合には,接触角が紫外線照射時間の経
過に伴いかなり小さくなっている｡
前述のように酸化チタンは紫外線照射によって親水化す
る｡ Al/p‑T皮膜においても接触角は,酸化チタン0.5mass%
以上のワイヤ(No.6‑9)の場合にはFig.3に示すように
小さくなるので,軽水機能と光触媒機能との両立は当初,
困難と思われた｡しかし実験の結果,酸化チタン0.1
0.5mass%のワイヤ(No.2 ‑5)で作製した皮膜では紫外線
照射による接触角の低下はほとんど認められない｡このこ
とは撥水と光触媒の両機能を併せ持つ皮膜作製が可能なこ
とを示すものとして注目される｡
3.3酸化チタン添加率と光触媒反応の関係
Fig.4に,試験片を浸漬したメチレンブルー溶液に紫外線

Fig.4 Variation in absorption spectrum of the methylene blue solution
with ultraviolet irradiation.

を24時間照射した際の溶液について,可視光領域での吸
収スペクトルを測定した例を示す｡図は紫外線照射前の溶
液の吸光光度を基準に各試験片を浸漬した場合の吸光光度
との比で表示している｡吸光光度比は酸化チタンの増加に
伴って小さくなり,このことはメチレンブルー溶液が光触
媒反応によって青色から透明色‑と順次,脱色分解してい
ることを示している｡これらの測定データをもとに吸光光
度比と酸化チタン充填率との関係を整理するとFig.5のよ
うになる｡注目されるのは,酸化チタン0.5mass%以上で
は吸光光度比の変化割合が小さく,ほぼ飽和することであ
る｡この傾向は,同図の右縦軸に示す溶液の色差の変化に
ついても同様と認められる｡
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Fig.6 Change of the contact angle after ultraviolet irradiation stop.

of the methylene blue solution.

Fig.2に示した接触角およびFig.5に示した吸光光度比の
測定結果から,酸化チタン0.5mass%以下の複合ワイヤで
作製したAl/p‑T皮膜は,軽水機能をほとんど低下させる
ことなく光触媒反応を発現することが分かる｡特に,酸化
チタン0.5mass%のワイヤで作製した皮膜の吸光光度比は,
酸化チタンのみを15.7mass%充填したワイヤの場合と大差
なく,撥水機能と光触媒機能を併せ持った皮膜としての応
用が期待できる｡
3.4光触媒反応の持続性
Al!p‑T皮膜においては紫外線照射停止後も光触媒反応が
持続している可能性がある｡ Fig.6はその可能性を示唆する
事象を示したものであり,酸化チタンのみを充填したワイ
ヤで作製した皮膜について,接触角と紫外線照射の有無の
関係を調べた結果である｡接触角は,紫外線照射時間の経
過に伴い順次小さくなるものの,紫外線照射を停止しても
短時間内には復元せず,照射前の600に戻るには約64時
間を要している｡紫外線照射を停止しても接触角が直ちに
復元しない理由は, Al/P‑T皮膜が多孔質で微細孔内の壁面
にも酸化チタンが存在することにより,紫外線照射によっ
て生じた活性種が照射停止後も微細孔内部に残存するため
と推測される｡接触角が紫外線照射停止後,復元までに数
十時間を要するという実験結果は,反応性スパッタリング
法によって作製した酸化チタンと酸化珪素の積層膜におい
ても報告されている10‑ll)｡この場合のメチレンブルーの分解
活性は,最表面の酸化珪素膜が薄い場合に大きく,厚くな
るに従い低下することが観察されている｡これらの結果は,
光触媒による分解活性が紫外線照射停止後も緩やかに持続
している可能性を示唆しており, Al/P‑T皮膜の応用におい
ては断続的照射でも有機系付着物を分解除去することが期
待できる｡

が,その機能は汚れの付着によって低下する｡本研究は光
触媒添加による有機物系付着物の分解除去を試みたもので
ある｡ここではフツ化ピッチとアナターゼ型酸化チタンの
充填率を変化させた複合ワイヤによってフツ化ピッチ・酸
化チタン分散型溶射皮膜を作製し,両者の充填割合が撥水
性と光触媒反応に及ぼす影響について検討した｡得られた
知見を要約して以下に示す｡
(1)フツ化ピッチと酸化チタンの混合粉末を充填した複合
ワイヤを用いるガスフレーム溶射によって,両粒子分
散型皮膜を比較的容易に作製することができた｡
(2)フツ化ピッチ・酸化チタン分散型皮膜に波長380nmの
紫外線を照射したときの水滴に対する接触角は,酸化
チタンの増加に伴い低下傾向を示すものの, 0.5mass%
以下の場合にはほとんど変化しない｡一方,メチレン
ブルー溶液に対する光触媒反応は,酸化チタンの増加
に伴い強くなる傾向を示すが, 0.5mass%以上では大差
ない｡したがってフツ化ピッチ15.2mass%,酸化チタ
ン0.5mass%の複合ワイヤを用いることによって,軽
水機能と光触媒機能を同時に発現する溶射皮膜を作製
することができる｡
(3)酸化チタン分散型溶射皮膜の接触角は紫外線照射時間
に伴い小さくなり,皮膜は親水性‑と変化する｡この
場合の接触角は紫外線照射を停止しても直ちには復元
せず, 24時間照射した皮膜では復元までに約64時間
を要した｡
(4)フツ化ピッチ・酸化チタン分散型皮膜は,紫外線を24
時間照射した場合にもフッ素ガスを発生せず,光触媒
に対して安定である｡したがって複合ワイヤを用いる
皮膜作製法は,フツ化ピッチのみならず光触媒の担持
技術としても利用できる｡

4.結言
フツ化ピッチ分散型溶射皮膜は優れた撥水性を有する
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