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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５０℃から４００℃までの間の使用温度範囲で加熱されることが意図された基板（２）
と、表面（２１）の少なくとも一部分に塗布されたデザイン（４）であり、少なくとも１
つのパターン（４１、４２）を有するコーティング層の形態を有し、前記少なくとも１つ
のパターン（４１、４２）は、油またはグリースの存在下での加熱下で還元される少なく
とも１種の熱変色性半導体顔料を含有する熱変色性顔料組成物を含む、デザイン（４）と
を備える加熱物品（１）であって、
　前記熱変色性顔料組成物は、
　－　核－外被構造を有し、直径が２０ｎｍから２５０００ｎｍまでの間である複合顔料
粒（４３）であり、それぞれが、
　　・前記熱変色性半導体顔料を含む核（４３０）と、
　　・無機材料または有機無機ハイブリッド材料によって形成された固体で透明な連続し
た外被（４３１）と
　を含む、複合顔料粒（４３）と、
　－　少なくとも１種の熱安定性顔料と
　を含むことを特徴とし、さらに、
　前記熱変色性顔料組成物は、使用温度Ｔ1の変動範囲内の４０℃以下の幅を有する熱変
色領域において可逆的な変色を示す、ことを特徴とする加熱物品（１）。
【請求項２】
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　油またはグリースの存在下での加熱下で還元される前記熱変色性半導体顔料は、分割さ
れた状態の固体粒子の形態を有し、複合顔料粒（４３）はそれぞれ、少なくとも１種の顔
料粒子を含むことを特徴とする請求項１に記載の加熱物品（１）。
【請求項３】
　前記複合顔料粒（４３）の前記外被（４３１）は５ｎｍから１００ｎｍまでの間の厚さ
を有することを特徴とする請求項１または２に記載の加熱物品（１）。
【請求項４】
　前記複合顔料粒（４３）の前記外被（４３１）は２０から５０ｎｍまでの間の厚さを有
することを特徴とする請求項３に記載の加熱物品（１）。
【請求項５】
　前記複合顔料粒（４３）の前記外被（４３１）は３０ｎｍの厚さを有することを特徴と
する請求項４に記載の加熱物品（１）。
【請求項６】
　前記複合顔料粒（４３）の前記外被（４３１）は、以下の元素：Ａｌ、Ｓｉ、Ｆｅ、Ｚ
ｒ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｂ、Ｍｇ、Ｓｎ、Ｍｎ、Ｈｆ、Ｔｈ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｚｎ、Ｍｏ、Ｂａ、
Ｓｒ、Ｎｉ、Ｓｂの酸化物から選択された１種または数種の金属酸化物からなる無機外被
であることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の加熱物品（１）。
【請求項７】
　前記複合顔料粒（４３）の前記外被（４３１）は、１種または数種のＺｎ、Ａｌ、Ｍｇ
、Ｃａ、Ｂｉ、ＦｅまたはＣｒのリン酸塩またはピロリン酸塩からなる無機外被であるこ
とを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の加熱物品（１）。
【請求項８】
　前記複合顔料粒（４３）の前記核（４３０）は、液体の形態、または固体粒子の形態で
分割された状態の少なくとも１種の熱安定性顔料をさらに含むことを特徴とする請求項１
から７のいずれか一項に記載の加熱物品（１）。
【請求項９】
　前記デザイン（４）は、少なくとも３００℃において熱安定性である少なくとも１種の
結合剤を含むことを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の加熱物品（１）。
【請求項１０】
　前記デザイン（４）は、少なくとも１種の金属ポリアルコキシラートのマトリックスと
、前記マトリックス中に分散した、コーティングの総重量の少なくとも５重量％の少なく
とも１種のコロイド金属酸化物とを含むゾル－ゲル材料を、結合剤として含むことを特徴
とする請求項９に記載の加熱物品（１）。
【請求項１１】
　前記デザイン（４）の前記熱安定性結合剤は、単独で、または他の熱安定性樹脂との混
合物として存在する、フルオロカーボン樹脂または数種のフルオロカーボン樹脂の混合物
であることを特徴とする請求項９に記載の加熱物品。
【請求項１２】
　前記デザイン（４）の前記熱安定性結合剤は、シリコーン樹脂またはシリコーンポリエ
ステル樹脂であることを特徴とする請求項９に記載の加熱物品。
【請求項１３】
　加熱されることが意図された前記表面（２１）は、前記デザインがその上に塗布された
（４）連続または不連続ベースコーティング（３）によって少なくとも部分的に覆われて
おり、前記ベースコーティング（３）は、少なくとも２００℃において耐性である少なく
とも１種の熱安定性結合剤を含むことを特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に記
載の加熱物品。
【請求項１４】
　前記デザイン（４）、ならびに場合によっては加熱されることが意図された前記表面（
２１）および／または前記ベースコーティング（３）は、少なくとも２００℃において耐
性である少なくとも１種の熱安定性結合剤を含む透明な連続した仕上げ層（５）で覆われ
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ていることを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項に記載の加熱物品。
【請求項１５】
　前記デザイン（４）は熱安定性結合剤を含まないことを特徴とする請求項１４に記載の
加熱物品。
【請求項１６】
　前記ベースコーティング（３）の前記熱安定性結合剤および／または前記仕上げ層（５
）の前記熱安定性結合剤は、同一であり、少なくとも１種の金属ポリアルコキシラートの
マトリックスと、前記マトリックス中に分散した、前記コーティングの総重量の少なくと
も５重量％の少なくとも１種のコロイド金属酸化物とを含むゾル－ゲル材料からなること
を特徴とする請求項１４または１５に記載の加熱物品。
【請求項１７】
　前記複合顔料粒（４３）の前記外被（４３１）はシリカ殻であることを特徴とする請求
項１０または１６に記載の加熱物品。
【請求項１８】
　前記複合顔料粒（４３）の前記核（４３０）に含まれている油またはグリースの存在下
での加熱下で還元される前記熱変色性半導体顔料は金属酸化物であることを特徴とする請
求項１から１７のいずれか一項に記載の加熱物品。
【請求項１９】
　油またはグリースの存在下での加熱下で還元される前記熱変色性半導体顔料は、Ｂｉ2

Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、Ｖ2Ｏ5、ＷＯ3、ＣｅＯ2、Ｉｎ2Ｏ3、パイロクロアＳＣであるＹ1.84Ｃ
ａ0.16Ｔｉ1.84Ｖ0.16Ｏ1.84およびＢｉＶＯ4から選択されることを特徴とする請求項１
８に記載の加熱物品。
【請求項２０】
　熱安定性顔料と油またはグリースの存在下での加熱下で還元される熱変色性半導体顔料
の混合物は、混合物（Ｂｉ2Ｏ3＋Ｃｏ3（ＰＯ4）2、（Ｂｉ2Ｏ3＋ＬｉＣｏＰＯ4）、（Ｂ
ｉ2Ｏ3＋ＣｏＡｌ2Ｏ4）、（Ｙ1.84Ｃａ0.16Ｔｉ1.84Ｖ0.16Ｏ1.84＋Ｃｏ3（ＰＯ4）2）
および（Ｖ2Ｏ5＋Ｃｒ2Ｏ

3）から選択されることを特徴とする請求項１から１９のいずれか一項に記載の加熱物品
。
【請求項２１】
　顔料組成物を含む少なくとも２つのパターン（４１、４２）を備え、前記２つのパター
ン（４１）の前記顔料組成物のうちの少なくとも一方の顔料組成物は熱変色性であること
を特徴とする請求項１から２０のいずれか一項に記載の加熱物品。
【請求項２２】
　前記パターン（４１、４２）は、
　－　室温において、室温で知覚可能な初期の測色差を有し、
　－　５０℃から４００℃までの間の使用温度Ｔ1において、実質的に全く同じ最終的な
色を有する
　ことを特徴とする請求項２１に記載の加熱物品。
【請求項２３】
　前記パターン（４１、４２）は、室温において全く同じ色を有し、５０℃から４００℃
までの間の使用温度Ｔ1において、人間の眼で知覚可能な最終的な測色差を有することを
特徴とする請求項２１に記載の加熱物品。
【請求項２４】
　前記パターンのうちの一方のパターン（４１）は、前記使用温度Ｔ1の付近で可逆的な
変色を示す顔料組成物を含み、もう一方のパターン（４２）は、少なくとも４０℃の前記
使用温度Ｔ1よりも高い温度Ｔ2の付近で可逆的な変色を示す顔料組成物を含むことを特徴
とする請求項２１に記載の加熱物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は一般に、改良された視認性および精度を有する可逆有色熱インジケータ（ｒｅ
ｖｅｒｓｉｂｌｅ　ｃｏｌｏｕｒｅｄ　ｈｅａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を備える加熱物
品（ｈｅａｔｉｎｇ　ａｒｔｉｃｌｅ）に関する。具体的には、本発明は、スキレット（
ｓｋｉｌｌｅｔ）、ソースパン、ソテーパン、バーベキューグリル、フラットアイロン（
ｆｌａｔ　ｉｒｏｎ）、矯正用ヘアアイロン（ｈａｉｒ　ｓｔｒａｉｇｈｔｅｎｉｎｇ　
ｉｒｏｎ）などの物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　実際に、このような物品の使用者にとって、物品が加熱されているときに使用中の物品
の温度の変化を見ることは特に有益である。調理物品の場合には、衛生上および味覚上の
理由から（例えばグリルまたはスキレットでステーキを焼くために）、ならびに調理物品
のコーティングを弱くする可能性がある偶発的な過熱を限定するために、調理の間、温度
をうまく制御する必要がある。ヘアアイロンの場合には、熱変色機能インジケータ（ｔｈ
ｒｍｏｃｈｒｏｍｉｃ　ｆｕｎｔｉｏｎａｌ　ｉｎｄｉａｔｏｒ）は、ヘアアイロンの最
適使用温度を使用者が知ることを可能にし、この特定の場合には、この最適使用温度が、
毛髪のジスルフィド結合の破壊温度に関係する。フラットアイロンの場合には、熱変色機
能インジケータが、例えば高温のベース（ｂａｓｅ）でやけどを負う（具体的には、アイ
ロンがその動作温度に達し、サーモスタットの指示灯が消えたときに高温のベースでやけ
どを負う）危険を予防することを可能にする。
【０００３】
　この分野では、その内表面の温度を知ることを可能にする温度インジケータを備える調
理容器が既に知られている。それらのインジケータは一般に、調理容器のベースに組み込
まれ、導線によって電気ユニットに接続された温度センサを含み、この電気ユニットは、
センサが測定した温度を表示する画面を備える。このような手段により、容器の調理面の
温度が使用者に絶えず知らされ、そのため、使用者は、調理面が、肉を上手に「焼く」の
に十分な温度に達した正確な瞬間を検出することができる。さらに、容器の調理面の温度
が表示されることで、物品が高温であり、やけどの危険があることを使用者に警告するこ
とも可能になる。
【０００４】
　それにもかかわらず、このような温度インジケータは、複雑であり、電気絶縁、特に洗
浄水に対する電気絶縁が問題になるという欠点を有する。
【０００５】
　加熱物品の他の知られているいくつかの実施形態では、温度インジケータが、ある温度
で突然に変色する能力を有する有機熱変色性物質（ｏｒｇａｎｉｃ　ｔｈｅｒｍｏｃｈｒ
ｏｍｉｃ　ｓｕｂｓｔａｎｃｅ）からなる。具体的には、この有機熱変色性物質は、Ｃｈ
ｒｏｍａＺｏｎｅ（登録商標）の商品名で呼ばれている、微小なカプセルに入れられた熱
変色性顔料である。この顔料は、温度が上昇すると、物理状態が変化する（微小カプセル
内の溶媒が固体状態から液体状態に変化する）ことによって、有色状態から無色状態に変
化する。しかしながら、温度インジケータとして使用されるこの熱変色性顔料は、直接に
は物品の加熱面に置かれないという欠点を有する。したがって、例えば調理物品の場合に
は、熱変色性顔料が、柄の基部、物品の外縁、または平らな縁に置かれ、そのため、その
化合物の変色は、調理面が到達した実際の温度を指示しない。このタイプの熱変色性化合
物は２００℃を超える温度には耐えることができないため、使用するたびに温度が少なく
とも２００℃に達する調理面に直接に配置することはできない。調理面に直接に配置した
場合には、このような化合物はすぐに不可逆的に損傷することになる。
【０００６】
　本発明の趣旨では、熱変色性物質、熱変色性混合物または熱変色性組成物という用語は
、温度に従って可逆的に変色する物質、混合物または組成物を指す。
【０００７】
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　本出願の出願人に属する特許文献１も知られており、この特許は、温度に従って可逆的
に変色する熱感受性の（ｔｈｅｒｍｏｓｅｎｓｉｔｉｖｅ）物体からなる熱インジケータ
を具備する調理器具であって、前記熱インジケータが、不粘着性（ｎｏｎ－ｓｔｉｃｋ）
コーティング、特にポリテトラフルオロエチレンからなる不粘着性コーティングの中に調
合された調理器具を記載している。熱感受性インジケータの相対的な変色、したがって温
度変化を評価することを可能にするためのインジケータとして、この調理器具に、熱安定
性顔料（ｔｈｅｒｍｏｓｔａｂｌｅ　ｐｉｇｍｅｎｔ）を組み込むこともできる。
【０００８】
　本発明の趣旨では、熱安定性顔料という用語は、所与の温度範囲内の温度上昇にさらさ
れたときの色合い（ｔｉｎｔ）の変化が非常に小さい無機または有機化合物を指す。
【０００９】
　しかしながら、熱安定性顔料と熱感受性顔料を単純に関連づけても、温度変化をはっき
りと見分けることはできない。
【００１０】
　これらの課題を解決するため、本出願の出願人は、少なくとも２００℃において耐性で
ある熱安定性樹脂からなるベースコーティングによって覆われた表面を備え、この表面に
、少なくとも２００℃において耐性である熱安定性樹脂に基づくデザイン（ｄｅｓｉｇｎ
）が塗布された加熱物品を開発した。このデザインは、少なくとも２つのパターン（ｐａ
ｔｔｅｒｎ）を含み、一方のパターンは、温度が上昇するにつれて暗くなる熱変色性化合
物を含み、もう一方のパターンは、やはり熱変色性だが、温度が上昇するとより明るくな
る化合物を含む。この物品は、特許文献２の主題である。
【００１１】
　連続した領域内でこれらの熱変色性化合物を同時に使用することによって、加熱物品の
調理面の温度変化の視覚的な知覚を向上させることが実際に可能になる。しかしながら、
一方では、これらの２つの赤色は、室温において同様のクロマチックバリュー（ｃｈｒｏ
ｍａｔｉｃ　ｖａｌｕｅ）を有するため、他方では、少なくとも５０℃の熱幅（ｈｅａｔ
　ａｍｐｌｉｔｕｄｅ）を有する領域内において色の混同が起こるために、この知覚は困
難であることがある。したがって、測定の精度および判読の容易さは、特に特別な訓練を
受けていない人に対しては容易ではない。したがって、使用者は、このインジケータが提
供する情報を見逃しがちである。
【００１２】
　衛生上および味覚上の理由から、ならびに調理物品のコーティングを弱くする可能性が
ある偶発的な過熱を限定するために、調理の間、温度をよく監視する必要があるという事
実に変わりはない。
【００１３】
　さらに、その特性から、温度が上昇するにつれて白→黄→橙→赤→黒の順に漸進的に変
色すると予想することができる半導体（ＳＣ）も知られている。
【００１４】
　本発明の趣旨では、熱変色性半導体（ＳＣ）という用語は、温度が上昇するにつれて変
色する半導体化合物を指す。これらの半導体化合物の漸進的で完全に可逆的な熱変色特性
は、材料の膨張に起因するその半導体の禁制帯の幅の低減に関連する。
【００１５】
　本発明に対して予想される応用分野において、調理物品型またはアイロン型の加熱物品
は一般に、１００℃から３００℃までの間の温度範囲で使用される。しかしながら、この
温度範囲におけるＳＣの変色は限定的かつ不明瞭なものにとどまり、以下の変化に限られ
ている：淡黄色から明黄色（Ｂｉ2Ｏ3）、黄－橙色から赤－橙色（Ｖ2Ｏ5）、赤－橙色か
ら非常に暗い赤色（Ｆｅ2Ｏ3）など。したがって、これらのさまざまな赤色を得ることが
可能である場合であっても、熱変色効果の知覚が困難かつ不正確であることには変わらな
い。
【００１６】
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　特に、一般に調理物品、アイロンなどの加熱物品の使用温度範囲である温度範囲（１０
０℃から３００℃までの間）において、これらの半導体の熱変色効果の知覚のこれらの問
題を解決するため、１種または数種の熱安定性ＳＣを１種または数種の熱変色性ＳＣと混
合することが知られている。
【００１７】
　熱変色性半導体と熱安定性半導体とをこのように組み合わせることの主な効果は、得る
ことができる色合いの範囲が特に広いことである。さらに、色合いの変化の知覚も高まる
。オフホワイト（ｏｆｆ－ｗｈｉｔｅ）色から明黄色に変化する熱変色性半導体の混合物
は、それが青色顔料と関連づけられた場合、シアンブルー（ｃｙａｎ－ｂｌｕｅ）色から
シトロングリーン（ｃｉｔｒｏｎ－ｇｒｅｅｎ）色へと変化することができる。この混合
物は、必ずしも、熱変色性顔料単独よりも大きな測色パラメータ（ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒ
ｉｃ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ）変化を示さないが、人間の眼の最大感度は、緑色に対応する
波長を中心とする波長域にあるため、人間の眼はこの変化をよりはっきりと知覚する。
【００１８】
　特許文献３および４は、強化された熱変色性特性を有する複雑な組成物を得るための１
種または数種の熱変色性半導体と１種または数種の安定性顔料とからなる混合物の開発を
開示している。より具体的には、特許文献４では、酸化ビスマスＢｉ2Ｏ3（熱変色性）と
ＣｏＡｌ2Ｏ4（熱安定性、青色）を１５：１の比率で混合し、これらの顔料をケイ酸カリ
ウムによって結合させる。この混合物を含むコーティングは室温では青色であり、４００
℃で橙色になる。
【００１９】
　明らかに、熱変色性半導体と熱安定性顔料のそれらの混合物は、それらを含むコーティ
ングに、改良された視認性および精度を有する可逆的な熱変色性を与えるという利点を有
する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　しかしながら、ある種の熱変色性半導体顔料は、加熱された表面上での使用中に、油ま
たはグリース（ｇｒｅａｓｅ）と両立しないという大きな欠点を有し、それらの熱変色性
半導体顔料は脂質感受性（ｌｉｐｉｄ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ）であると言われる。実際に
、例えば、それらの半導体金属酸化物は、油またはグリースの存在下で加熱すると容易に
還元され、この還元反応後に形成された化合物はもはや熱変色性ではない。
【００２１】
　したがって、加熱下で脂質感受性である熱変色性半導体を保護して、熱変色性ＳＣを還
元する能力を有する油またはグリースに対してそれらの熱変色性半導体を不活性にする必
要がある。
【００２２】
　顔料ベースの組成物を専門とする当業者には、無機質の殻（ｓｈｅｌｌ）（または外被
（ｅｎｖｅｌｏｐｅ））で覆うことによって顔料を保護することが知られている。このよ
うな技法は、化粧品、塗料など数多くの分野で一般的に使用されている。例えば、特許文
献５は、酸化物の殻で被覆された金属粒子（ＳｉＯ2で被覆された銀粒子）を顔料として
含むヘアケア製剤を記載している。これらの顔料は、長期にわたって毛髪に光沢を与える
。塗料においては、無機シリカ殻によって被覆することによって酸化チタンの光触媒効果
が低減され、群青顔料の耐酸性が改良される（ソーダ、粘土および硫黄を加熱することに
よって得られる人工無機顔料）。
【００２３】
　最後に、この分野でも、例えばシリカ、酸化セリウムまたは鉄に基づく無機殻で被覆す
ることによって、耐久性を向上させるある効果（金属性、真珠様効果など）を有する顔料
を生み出すことが可能である。
【００２４】
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　さらに、当業者には、シリカベースのコーティングによって、ビスマスとバナジウムの
混合された酸化物ＢｉＶＯ4に基づく市販の黄色顔料（具体的には、Ｓｉｃｏｐａｌ　Ｙ
ｅｌｌｏｗ　Ｋ１１６０ＦＧ（登録商標）の商品名で販売されているＢＡＳＦの顔料、Ｌ
ｙｓｏｐａｃ　Ｊａｕｎｅ　６６１３　Ｐ（登録商標）の商品名で販売されているＣＡＰ
ＰＥＬＬＥの顔料、およびＶａｎａｄｕｒ　Ｐｌｕｓ　９０１０（登録商標）の商品名で
販売されているＨＥＵＢＡＣＨの顔料など）に提供された保護が、温度下でのより良好な
色安定性を可能にし、押出し成形されたプラスチック中でそれらの顔料を使用することを
可能にすることも知られている。これらの保護された顔料を生産する方法は、Ｄｕ　Ｐｏ
ｎｔ社の特許文献６、ＢＡＳＦ社の特許文献７、Ｂａｙｅｒ　ＡＧ社の特許文献８および
Ｃａｐｐｅｌｌｅ社の特許文献９に記載されている。特にシリカを含む高密度で、連続し
たコーティングであるこれらの顔料のコーティングは、析出によって付着させる。実際に
は、このコーティングの内側の黄色顔料は、室温での明黄色から３００℃での赤－橙色ま
での範囲の熱変色特性を有するが、それらの黄色顔料の色は、加えられた他の顔料の色を
無効にするほどに非常に明るく、強烈であるため、それらの黄色顔料を、熱変色性顔料と
熱安定性顔料とを混合した混合物中で使用することはできない。
【００２５】
　最後に、特許文献１０は、あらゆる種類の組成物からなる粒子の周囲の不浸透性のシリ
カ殻のさまざまな合成経路を記載している。この被覆は、析出によるケイ酸ソーダからの
ケイ酸（「活性シリカ」）縮合によって、またはゾル－ゲル法（ｓｏｌ－ｇｅｌ）による
オルトケイ酸メチル（またはＴＭＯＳ）からのケイ酸（「活性シリカ」）縮合によって、
または加水分解されたＳｉＣｌ4からのケイ酸（「活性シリカ」）縮合によって実施する
ことができる。析出またはゾル－ゲルによるこれらの被覆技法は、非常に多種多様な殻（
または外被）：金属酸化物（金属Ａｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｂ、Ｍｇ、Ｓｎ、Ｍｎ、Ｈｆ、Ｔｈ
、Ｎｂ、Ｔａ、Ｚｎ、Ｍｏ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｎｉ、Ｓｂの酸化物）およびＺｎ、Ａｌ、Ｍｇ
、Ｃａ、Ｂｉ、Ｆｅ、Ｃｒなどのリン酸塩またはピロリン酸を形成することができるため
、今でも広範囲に使用されている。
【００２６】
　しかしながら、これらのどの文献にも、油またはグリースの存在下で非常に高くなるこ
とがある温度に対して耐熱性の特定の特性を有する透明な保護についての言及はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２７】
【特許文献１】仏国特許ＦＲ　１　３８８０２９
【特許文献２】欧州特許ＥＰ　１１２１５７６
【特許文献３】欧州特許ＥＰ　０　２８７　３３６
【特許文献４】欧州特許ＥＰ　１　４０５　８９０
【特許文献５】仏国特許ＦＲ　２　８５８　７６８
【特許文献６】米国特許第４０６３９５６号明細書
【特許文献７】米国特許第４８５１０４９号明細書
【特許文献８】米国特許第５８５１５８７号明細書
【特許文献９】欧州特許ＥＰ　１０８６９９４
【特許文献１０】米国特許第２２８５３６６号明細書
【特許文献１１】仏国特許２　５７６　２５３
【特許文献１２】欧州特許出願ＥＰ　２　１３９　９６４
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、その内表面が熱変色性のデザインを具備する本発明に基づく調理容器の
第１の例の横断面図である。
【図２】図２は、図１に示した調理容器の内表面を覆うデザイン内の複合顔料および熱安
定性顔料の分布を概略的に示している。
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【図３】図３は、図１および２に示したデザイン内に存在する核－外被構造を有する複合
顔料を概略的に示している。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　意図された用途において、その役割、具体的には、加熱されることが意図された加熱物
品（例えば調理物品）の表面に配置された温度インジケータとしての役割を適正に果たす
ためには、加熱下で脂質感受性である熱変色性半導体顔料が外被によって保護されていな
ければならず、その外被は透明でなければならず、その外被は、被覆された顔料を少なく
とも４５０℃までの油に対して不透過性にするために、少なくとも５ｎｍの厚さを有する
連続したものでなければならないことを、本出願の出願人は見出した。さらに、このよう
な被覆を有する熱変色性顔料の粒径は、製剤中で容易に分散し、得られるコーティングの
被覆力（ｃｏｖｅｒｉｎｇ　ｐｏｗｅｒ）が良好になるように、十分に微細なものでなけ
ればならない。
【００３０】
　本発明において、用語加熱物品は、それ自体の加熱システムを有する物品、または、外
部システムによって加熱される物品であって、外部システムが供給する熱エネルギーを、
前記物品と接触した第３の材料または物体に伝達する能力を有する物品を指す。
【００３１】
　本発明において、用語被覆力は、コーティングが塗布された基板の表面の色または色合
いの変化を、可能な最も薄い厚さで覆い隠す前記コーティングの能力を指す。
【００３２】
　これらの制約はどれも、保護ステップを細心の注意を要するものとし、具体的には、保
護ステップでは、粒子の表面の初期活性化（これは、熱処理ステップもしくは粉砕（ｍｉ
ｌｌｉｎｇ）ステップ、またはその両方とすることができる）、十分に小さなサイズ、制
御された厚さおよび均質性を有すること、ならびに外被の十分な焼きしめ（ｄｅｎｓｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ）が必要となる。
【００３３】
　したがって、本発明は、加熱下で脂質感受性の熱変色性半導体顔料を、高温の油に対し
て不活性にする（すなわち油による前記半導体の還元を防ぐ）ために、加熱下で脂質感受
性の熱変色性半導体顔料の表面においてこの保護を効果的に実現することからなる。粉末
顔料の場合には、前記顔料がその中に調合されたコーティングの測色被覆率（ｃｏｌｏｒ
ｉｍｅｔｒｉｃ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）が良好であることを保証するために、十分に微細な
粒径が維持されることを保証する必要もある。
【００３４】
　より具体的には、本発明は、
　－　５０℃から４００℃までの間の使用温度範囲Ｔ1で加熱されることが意図された表
面を有する基板と、
　－　前記表面の少なくとも一部分に塗布されたデザインであり、少なくとも１つのパタ
ーンを有するコーティング層の形態を有し、この少なくとも１つのパターンは、加熱下で
脂質感受性である少なくとも１種の熱変色性半導体顔料を含有する熱変色性顔料組成物を
含む、デザインと
　を備える加熱物品に関する。
【００３５】
　本発明によれば、この熱変色性顔料組成物は、
　－　少なくとも１種の熱安定性顔料と、
　－　核－外被（一般的には「核－殻」と呼ばれている）構造を有し、直径が２０ｎｍか
ら２５０００ｎｍまでの間である複合顔料粒であり、それぞれが、
　－　加熱下で脂質感受性である熱変色性半導体顔料を含む核と、
　－　無機材料または有機無機ハイブリッド材料からなる固体で透明な連続した外被と
　を含む、複合顔料粒と
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　を含み、
　この熱変色性顔料組成物は、使用温度Ｔ1の変化範囲内の４０℃以下の幅を有する熱変
色領域において可逆的な変色を示す。
【００３６】
　本発明に基づく複合顔料粒は、４５０℃程度の温度までの油、より具体的には、植物、
動物または合成物起源のトリグリセリド脂肪酸型の油から、拡張して、脂肪酸エステル（
複数のアルキル基を有し、そのうちの少なくとも１つのアルキル基がＣｎであり、ｎが８
以上であるモノ、ジまたはポリ脂肪酸エステルまでの油に対して不活性であるという特性
を有する。
【００３７】
　加熱下で脂質感受性である熱変色性半導体顔料は、液体の形態または固体の形態を有す
ることができる。加熱下で脂質感受性である熱変色性半導体顔料は、分割された状態の固
体粒子の形態を有し、複合顔料粒はそれぞれ、少なくとも１種の顔料粒子を含むことが好
ましい。
【００３８】
　熱変色性顔料組成物はさらに、それが加熱下で脂質感受性でなければ、１種または数種
の被覆されていない熱変色性顔料を含むことができる。
【００３９】
　有利には、複合顔料粒の外被は５ｎｍから１００ｎｍまでの間の厚さを有する。実際、
外被の厚さが５ｎｍよりも薄いと、顔料粒子の表面の凹凸の全てを覆うことができない。
１００ｎｍよりも厚いと、外被の厚さは厚すぎ、熱変色性顔料の測色強度が低下する危険
性がある。
【００４０】
　複合顔料粒の外被は２０から５０ｎｍまでの間であることが好ましく、３０ｎｍ程度で
あるとより好ましい。加熱下の油に対する耐性に関して、最良の結果は、これらの優先的
な値で得られる。
【００４１】
　本発明に基づく加熱物品は、改良された視認性および精度を有し、同時に高温に対して
特に耐性である可逆有色熱インジケータをこのように具備するという大きな利点を有する
。したがって、本発明に基づく加熱物品では実際に、温度インジケータが、核の無機顔料
と無機外被または有機無機ハイブリッド外被とに基づく核－外被構造を有する複合顔料粒
子を含むデザイン層によって構成されている。複合顔料粒は、複合顔料粒がその核の中に
含む熱変色性化合物よりも明らかに温度耐性が高い。
【００４２】
　複合粒の外被は、無機質または有機無機質とすることができる。複合粒は一般に、少な
くとも１種の金属ポリアルコキシラート（ｍｅｔａｌ　ｐｏｌｙａｌｋｏｘｙｌａｔｅ）
からゾル－ゲル法によって合成する。
【００４３】
　この外被は無機質であることが好ましい。例えば、この外被は、以下の元素の酸化物か
ら選択された１種または数種の金属酸化物から有利に構成することができる：Ａｌ、Ｓｉ
、Ｔｉ、Ｂ、Ｍｇ、Ｆｅ、Ｚｒ、Ｃｅ、Ｓｎ、Ｍｎ、Ｈｆ、Ｔｈ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｚｎ、Ｍ
ｏ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｎｉ、Ｓｂ。複合粒子の無機外被は、以下の元素のリン酸塩またはピロ
リン酸塩から選択することもできる：Ｚｎ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂｉ、Ｆｅ、Ｃｒなど。
【００４４】
　複合顔料粒の核は、熱変色性顔料に加えて、液体の形態、または分割された状態の固体
粒子の形態の少なくとも１種の熱安定性顔料を含むことが好ましい。
【００４５】
　また、デザインは、加熱されることが意図された表面のうちの小さな表面だけを覆うこ
とができるが、加熱されることが意図された表面の全体を覆うこともできる。デザインは
、不連続または連続（平坦）とすることができる。
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【００４６】
　デザインは、加熱されることが意図された（および使用中に使用者がその温度を推定し
ようとする）基板の表面に直接に塗布することができる。実際、加熱下で脂質感受性の熱
変色性半導体顔料を、適当な厚さを有する透明な連続した殻（または外被）で保護すると
、その熱変色性半導体顔料を、油またはグリースに対して不活性にすることができ、特に
、熱変色性半導体顔料を３００℃～４５０℃程度の温度まで加熱したときに、インジケー
タの早期老化は観察されない。
【００４７】
　しかしながら、加熱されることが意図された表面は、デザイン層がその上に少なくとも
部分的に塗布された連続または不連続ベースコーティングであり、少なくとも２００℃に
おいて耐性である少なくとも１種の熱安定性結合剤を含む連続または不連続ベースコーテ
ィングによって、少なくとも部分的に覆われていた方が有利なことがある。
【００４８】
　さらに、デザイン層、ならびに場合によっては加熱されることが意図された基板の表面
および／またはベースコーティングを、少なくとも２００℃において耐性である少なくと
も１種の熱安定性結合剤を含む連続した透明の仕上げ層の連続層で、有利に覆うことがで
きることがある。この仕上げ層は、デザインの完全な視認性を使用者に与え、デザインを
摩耗から保護し、場合によっては（例えばフルオロカーボン樹脂に基づく仕上げコーティ
ングでは）デザインに不粘着特性を与える。
【００４９】
　本発明に基づく加熱物品が、加熱されることが意図された基板の表面を覆う逐次的な３
つの層を備える場合には、仕上げ層の熱安定性結合剤とベースコーティング層の熱安定性
結合剤が同一であると有利である。ベースコーティング、デザインおよび仕上げ層は、同
時に焼成することが好ましい。この同時焼成は、それぞれの層の熱安定性結合剤の同時焼
結を可能にし、したがってデザインの複合粒子相互の凝集を促進する。
【００５０】
　本発明の特に有利な第１の実施形態によれば、デザインは、複合顔料に加えて、少なく
とも３００℃において熱安定性である結合剤を含むことができ、この結合剤は、単独で、
または他のフルオロカーボン樹脂との混合物として存在するフルオロカーボン樹脂、ポリ
エステル－シリコーン樹脂、シリコーン樹脂およびゾル－ゲル材料の中から有利に選択す
ることができる。
【００５１】
　ゾル－ゲル材料を結合剤として含むこの第１の実施形態では、前記ゾル－ゲル材料が、
少なくとも１種の金属ポリアルコキシラートのマトリックスと、前記マトリックス中に分
散した、前記コーティングの総重量の少なくとも５重量％の少なくとも１種のコロイド金
属酸化物とを有利に含むことができる。
【００５２】
　このような結合剤を含むこの場合、複合粒子の外被は、加熱下の油またはグリースの潜
在的作用から顔料を隔離する障壁を形成するシリカ外被であることが好ましい。この外被
は、（後により詳細に説明する本発明の方法に従って）以下のように生成することができ
る。顔料の表面を活性化し、顔料を粉砕して、満足のいく粒径を得た後に、基本条件下の
ゾル－ゲル法によって、アルコキシシラン前駆物質からシリカ外被（または殻）を形成す
る。次いで、この外被を、グリースに対して完全に不浸透性にするために熱処理によって
焼きしめる。
【００５３】
　この第１の実施形態では、単独で、または他の熱安定性樹脂との混合物として存在する
、フルオロカーボン樹脂または数種のフルオロカーボン樹脂の混合物を、熱安定性結合剤
として使用することも可能である。
【００５４】
　このフルオロカーボン樹脂は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、テトラフル
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オロエチレンとペルフルオロプロピルビニルエーテル（ＰＦＡ）の共重合体、もしくはテ
トラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレン（ＦＥＰ）の共重合体、または前記フ
ルオロカーボン樹脂の混合物とすることができる。
【００５５】
　少なくとも２００℃において耐性であるこの他の熱安定性樹脂は、ポリアミドイミド（
ＰＡＩ）、ポリエチレンスルホン（ＰＥＳ）、ポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）、ポ
リエーテルケトン（ＰＥＫ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＰＥＫ）またはシリコー
ンとすることができる。
【００５６】
　最後に、（熱安定性結合剤を含む）この第１の実施形態では、熱安定性結合剤として、
シリコーン樹脂またはポリエステル－シリコーン樹脂を使用することも可能である。
【００５７】
　（デザイン層が熱安定性結合剤を含む）この第１の実施形態では、本発明に基づく加熱
物品が、加熱されることが意図された基板の表面を覆う逐次的な少なくとも２つの層、具
体的には（デザインで覆われたベースコーティング、仕上げ層で覆われたデザイン、また
は仕上げ層で覆われたデザインで覆われたベースコーティング）を備える場合、これらの
異なる層（したがってそれらのそれぞれの熱安定性結合剤）が互いに両立する必要がある
。しかしながら、それらの結合剤が同一である必要は必ずしもない。したがって、ベース
コーティングおよび／または仕上げ層の結合剤がゾル－ゲル材料であっても、デザイン層
中の結合剤をシリコーン樹脂型とすることが可能である。
【００５８】
　本発明の第２の特に有利な実施形態によれば、デザインは熱安定性結合剤を含まない。
【００５９】
　塗布のタイプによっては、組成物の特性を塗布プロセスに適合させるために、調合添加
剤の添加が必要なことがある。したがって、セリグラフィ（ｓｅｒｉｇｒａｐｈｙ）塗布
またはタンポグラフィ（ｔａｍｐｏｇｒａｐｈｙ）塗布では、デザイン層の組成物中に少
なくとも１種の増粘剤が存在する必要があり、この増粘剤は、有機（ウレタンベース、ア
クリルベース、セルロースベースなど）または無機（焼成シリカ（ｐｙｒｏｇｅｎｉｃ　
ｓｉｌｃａ）、Ｌａｐｏｎｉｔｅ（登録商標）など）とすることができる。
【００６０】
　例えば吹付け、カーテン（ｃｕｒｔａｉｎ）、ローラ（ｒｏｌｌｅｒ）、クエンチング
（ｑｕｅｎｃｈｉｎｇ）、塗装などによる、デザインの他の塗布モードも可能である。
【００６１】
　核－外被構造を有する複合顔料粒についてより具体的に言うと、核を構成する熱変色性
顔料として半導体金属酸化物が使用され、この半導体金属酸化物は、以下の半導体の中か
ら選択されることが好ましい。
　－　Ｖ2Ｏ5。室温では橙－黄色。
　－　Ｂｉ2Ｏ3。室温では、ごくわずかに黄色のオフホワイト色。
　－　ＢｉＶＯ4。室温では黄色。
　－　ＷＯ3、ＣｅＯ2、Ｉｎ2Ｏ3。Ｂｉ2Ｏ3に非常によく似ている。
　－　Ｆｅ2Ｏ3。室温では橙から褐色。
　－　パイロクロア（ｐｙｒｏｃｈｌｏｒｉｃ）Ｙ1.84Ｃａ0.16Ｔｉ1.84Ｖ0.16Ｏ1.84Ｓ
Ｃ。室温では橙－黄色。
【００６２】
　デザインの熱変色性顔料組成物は、複合顔料粒に加えて、少なくとも１種の熱安定性顔
料を含む。
【００６３】
　特許文献２に記載されている単独で使用された熱変色性顔料によって構成された温度イ
ンジケータについて言えば、複合顔料粒に関連した熱安定性顔料の使用は、特に幅広い範
囲の色合いを得ること、および色合いの前記変化の知覚を高めることを可能にする。一方
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、本発明に基づく加熱物品の温度インジケータは、特許文献２に記載されている温度イン
ジケータよりも、（使用中に使用者によって知覚可能であるという意味において）視認性
が高く、判読しやすく（すなわち消費者が理解しやすく）、正確である。
【００６４】
　そのために、例えば、熱変色性顔料組成物は、少なくとも１種の熱安定性顔料と熱変色
性顔料を被覆する少なくとも１種の複合顔料粒子の混合物を含むことができ、前記混合物
は、以下の混合物から有利に選択することができる。
　・　被覆された（以下、被覆）Ｂｉ2Ｏ3＋Ｃｏ3（ＰＯ4）2

　・　被覆Ｂｉ2Ｏ3＋ＬｉＣｏＰＯ4

　・　被覆Ｂｉ2Ｏ3＋ＣｏＡ１2Ｏ4

　・　被覆Ｖ2Ｏ5＋Ｃｒ2Ｏ3

　・　被覆ＹＣａＴｉＶＯ＋Ｃｏ3（ＰＯ4）2

【００６５】
　上記の被覆された熱変色性顔料（すなわち、実際には、その核が熱変色性顔料を含む複
合顔料粒子の量と熱安定性顔料の量の重量比、ならびにその色の変化および最終的な色：
　－　被覆Ｂｉ2Ｏ3（室温では淡黄色）とＣｏ3（ＰＯ4）2（熱安定性のすみれ色（ｖｉ
ｏｌｅｔ））の混合物。Ｂｉ2Ｏ3とＣｏ3（ＰＯ4）2の重量比は３：１。この混合物は室
温では藤色（ｍａｕｖｅ）であり、２００℃で緑色になる。
　－　被覆Ｂｉ2Ｏ3（室温では淡黄色）とＬｉＣｏＰＯ4（熱安定性のすみれ色）の混合
物。Ｂｉ2Ｏ3とＬｉＣｏＰＯ4の重量比は１：３。この混合物は室温ではすみれ色であり
、２００℃で灰色になる。
　－　被覆Ｂｉ2Ｏ3（室温では淡黄色）とＣｏＡ１2Ｏ4（熱安定性の青色）の混合物。Ｂ
ｉ2Ｏ3とＣｏＡ１2Ｏ4の重量比は３０：１。この混合物は室温では青色であり、２００℃
で緑色になる。
　－　被覆Ｖ2Ｏ5（室温で黄－橙）とＣｒ2Ｏ3（熱安定性の緑色）の混合物。Ｖ2Ｏ5とＣ
ｒ2Ｏ3の重量比は１：１。この混合物は室温では緑色であり、２００℃で褐色になる。
　－　被覆Ｙ1.84Ｃａ0.16Ｔｉ1.84Ｖ0.16Ｏ1.84（室温では黄－橙色）とＣｏ3（ＰＯ4）

2（熱安定性のすみれ色）の混合物。Ｙ1.84Ｃａ0.16Ｔｉ1.84Ｖ0.16Ｏ1.84とＣｏ3（ＰＯ

4）2の重量比は１：４。この混合物は室温では緑色であり、２００℃で灰色になる。
【００６６】
　本発明の特に有利な実施形態によれば、加熱物品は、それぞれが顔料組成物を含む少な
くとも２つのパターンを備えることができ、これらのパターンの顔料組成物のうちの少な
くとも一方の顔料組成物は熱変色性である。好ましくは、全く同じ熱変色性顔料組成物パ
ターンが、それによればこれらのパターンが分離された少なくとも１つの横断面を見つけ
ることが可能であるように配置される。対照的に、上から見ると、これらのパターンは互
いに接続されていてもよく、または分離されていてもよい。
【００６７】
　この実施形態の第１の代替実施形態によれば、これらのパターンは、
　－　室温において、人間の眼によって室温で知覚可能な初期の測色差（ｃｏｌｏｒｉｍ
ｅｔｒｉｃ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）を有し、
　－　６０℃から３５０℃までの間（より具体的には、調理物品については一般に２００
℃から３００℃までの間）である加熱物品の使用温度Ｔ1において、実質的に全く同じ最
終的な色を有する。
【００６８】
　例えば、可能な組合せは以下のとおりである。
　－　加熱物品のこれらのパターンのうちの一方のパターンは、被覆Ｂｉ2Ｏ3（室温では
淡黄色）とＬｉＣｏＰＯ4（熱安定性のすみれ色）の混合物を含み、Ｂｉ2Ｏ3とＬｉＣｏ
ＰＯ4の重量比は１：３であり、この混合物は室温ではすみれ色であり、２００℃で灰色
になり、
　－　もう一方のパターンは、被覆Ｙ1.84Ｃａ0.16Ｔｉ1.84Ｖ0.16Ｏ1.84（室温では黄－
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橙色）とＣｏ3（ＰＯ4）2（熱安定性のすみれ色）の混合物を含み、Ｙ1.84Ｃａ0.16Ｔｉ1

.84Ｖ0.16Ｏ1.84とＣｏ3（ＰＯ4）2の重量比は１：４であり、この混合物は室温では緑色
であり、２００℃で灰色になる。
【００６９】
　本発明の他の実施形態によれば、これとは逆の実施形態を予想することもできる。すな
わち、これらの２つのパターンが、室温において全く同じ色を有する（例えば、これらの
パターンのうちの一方のパターンが熱変色性であり、もう一方のパターンが熱安定性であ
るか、または両方のパターンが熱変色性である）。物品の温度が上昇すると、これらの２
つのパターン間の測色差の出現（これは温度上昇の指示を構成する）が観察される。
【００７０】
　この実施形態の第２の代替実施形態によれば、これらのパターンのうちの一方のパター
ンは、使用温度Ｔ1の付近で可逆的な変色を示す顔料組成物を含み、もう一方のパターン
は、少なくとも４０℃の使用温度Ｔ1よりも高い温度Ｔ2の付近で可逆的な変色を示す顔料
組成物を含む。この第２の代替実施形態によれば、加熱物品は、複数の温度インジケータ
を備える。
【００７１】
　実際、加熱要素がその最適な使用温度に達したときに、消費者に警告することは特に有
益である。
　－　調理物品に関しては、最適な調理温度が食品（魚、野菜、赤身の肉、白身の肉）に
よって異なる。
　－　アイロンの応用分野では、この温度が、アイロンをかける織物によって異なる。
【００７２】
　最高温度に達したときに消費者に警告することも有用である。この場合、この最高温度
は、処理される物体（調理物品の場合の栄養素、アイロンでの織物繊維など）を維持する
ため、または道具のコーティングを維持するための最高温度である。（やけどの危険の予
防など）危険警報も特に有用である。
【００７３】
　したがって、デザインが２つのパターンを有する調理物品型の加熱物品の場合には、デ
ザインが、以下のように振り分けられた少なくとも２つの温度インジケータを具備するこ
とを考えることができる。
　－　使用温度Ｔ1の付近で可逆的な変色を示す、これらのパターンのうちの一方のパタ
ーンの顔料組成物は、加熱されることが意図された基板の表面が最適な使用温度に達した
ときに消費者に警告するように意図されたいわゆる「低温」インジケータを構成し、
　－　加熱物品の劣化が始まる温度Ｔ2の付近で可逆的な変色を示すもう一方のパターン
の顔料組成物は、処理される物体（調理物品の場合の栄養素、アイロンでの織物繊維など
）が劣化する可能性があること、および物品の加熱を調整する必要があることを使用者に
警告するように意図された「高温」インジケータを構成する。
【００７４】
　加熱されることが意図された表面を有する基板の性質に関して、この基板は、金属、木
材、ガラス、セラミックまたはプラスチックの中から選択された材料から製作することが
できる。
【００７５】
　本発明の脈絡では、金属基板、具体的にはアルミニウム、ステンレス鋼、鋳鉄、鉄また
は銅を使用することが好ましい。
【００７６】
　加熱されることが意図された基板の表面へのコーティング（すなわちこの表面に直接に
塗布されたデザイン層または場合によってはベースコーティング層）の接着をより良好に
するため、加熱されることが意図された基板の表面を、その比表面積が増大するように有
利に処理することができる。
　－　アルミニウムに対しては、陽極処理（管状アルミナ構造の生成）によって、化学腐
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食によってまたはサンディング（ｓａｎｄｉｎｇ）によって、熱溶射技法（プラズマ、フ
レームまたはアーク溶射）に従って材料を連続的にもしくは不連続に供給することによっ
て、この処理を実行することができ、
　－　その他の金属基板も、研磨、サンディング、ブラシ研磨もしくはマイクロビーズ研
磨し、または上記のような材料の供給にかけることができる。
【００７７】
　本発明に基づく加熱物品の例としては特に、調理物品、バーベキューグリル、電気調理
機器（クレープパン、ワッフル焼き型、テーブルグリル、ラクレットグリル、フォンデュ
鍋、炊飯器、ジャム鍋、製パン機のバットなど）、アイロン、矯正用ヘアアイロンなどを
挙げることが可能である。
【００７８】
　本発明に基づく核－外被構造を有する複合顔料粒は、以下のステップを含むプロセスに
よって生成することができる。
　－　熱変色性半導体顔料粒子の粉末、具体的にはＢｉ2Ｏ3を用意するステップ
　－　前記熱変色性半導体顔料粒子の表面を少なくとも部分的に活性化するステップ
　－　シリカ前駆物質の加水分解－縮合段階を開始させるために、少なくとも１種の金属
ポリアルコキシラートをアルコールと混合し、複合顔料粒形成物（４３）を得るために、
この加水分解－縮合段階を撹拌しながら数時間継続させるステップ
　－　前記粒子（４３０）を回収し、未反応の試薬および溶媒から前記粒子（４３０）を
分離するための濾過ステップ
　－　２００℃から６００℃までの間の温度で、少なくとも１０分間、前記粒子の外被を
焼きしめるステップ
【００７９】
　この活性化ステップは、（顔料粒子の最初の粒径に基づいて）熱処理もしくは粉砕処理
、または熱処理と粉砕処理の同時処理とすることができる。
【００８０】
　金属ポリアルコキシラートはＴＥＯＳ、加水分解－縮合のために使用するアルコールは
イソプロパノールであることが好ましい。
【００８１】
　本発明に基づくこのプロセスのこれらのさまざまなステップについては、実施例２で詳
細に説明する。
【００８２】
　本発明に基づくこのプロセスによって得られる複合顔料粒は、熱変色性ＳＣ（典型的に
はＢｉ2Ｏ3）を含む核とシリカ外被とを備える核－外被構造を有する。この外被は、連続
しており、油に対して不透過性であり、透明であり、少なくとも４５０℃において耐熱性
であり、この粒子がその中に含まれる製剤と両立し、その粉末の最終的な粒径は、製剤中
での良好な分散および得られたコーティングの良好な測色被覆率を可能にする。
【００８３】
　本発明の他の特定の特徴および利点は、実施例および（下記の単一の図１によって表さ
れた）実施形態において明瞭になる。
【００８４】
　以下の実施例では本発明をより詳細に提示する。実施例において、特に明記しない限り
、百分率および部（ｐａｒｔ）は全て、重量に関して表現されている。
【００８５】
実施例
製品
顔料
　熱安定性顔料：
　・ＰＫ５０３３の商品名でＦＥＲＲＯ社によって販売されているＣｏ3（ＰＯ4）2（室
温ではすみれ色）
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　熱変色性顔料：
　・「Ｂｉｓｍｕｔｈ　ｏｘｉｄｅ　（ＩＩＩ）」の名称でＦｌｕｋａ社によって販売さ
れている、粉末の形態のＢｉ2Ｏ3（室温では、わずかに黄色の色合いを帯びたオフホワイ
ト色）
　シリカ外被：
　・前駆物質としてのＴＥＯＳからゾル－ゲル法によって得た。
【００８６】
ベースコーティング層および仕上げコーティング層
　部分Ａ：
　・Ｋｌｅｂｏｓｏｌの商品名でＣｌａｒｉａｎｔ社によって販売されている、シリカを
３０％含む水溶液の形態のコロイドシリカ
　・イソプロパノール
　・ＦＡ１２２０　ｏｆ　Ｆｅｒｒｏの商品名でＦＥＲＲＯ社によって販売されている食
品用等級の黒色顔料
　部分Ｂ：
　・　－　ゾル－ゲル重合前駆物質：メチルトリメトキシシラン（ＭＴＭＳ）またはＭＴ
ＥＳ
　・　－　有機酸：酢酸
【００８７】
デザイン層
　・　－　増粘剤：メタクリル酸とアクリル酸エステルの共重合体
　・　－　溶媒：プロピレングリコール
【００８８】
加熱物品の熱変色性の確認および油試験の方法
　複合粒子の外被の品質を肉眼によって評価するために、２つのタイプの観察を実行する
。
　・複合粒子の測色特性および熱変色特性が維持されることの確認：この確認は、室温に
おいて、および１００℃から３００℃までの間の温度に加熱した後において、未加工の粉
末（すなわち被覆されていない顔料粉末）の色と、保護された粉末の色とを比較すること
に基づく。それらの色の違いは最小限であるべきである。
　・複合粒子粉末の油試験：この試験は、グリースを用いて調理することによる）、調理
物品の使用条件をシミュレーションすることによって、未加工の（すなわち被覆されてい
ない）顔料に提供された保護の有効性を評価することからなる。そのために以下のステッ
プを実行する。
　　○粉末を油に浸し、２００℃で９時間、加速試験では２７０℃で２時間加熱する。
　　○前記粉末を濾過、洗浄した後、粉末の色およびその熱変色性を確認する。（保護さ
れた粉末と保護されていない粉末の間の）熱変色性の変化は最小限であるべきである。
【実施例１】
【００８９】
本発明に基づく調理物品の生成
　本発明に基づく調理容器を、非限定的な例として提供した添付図を参照して以下で説明
するとおりに生成する。
　－　図１は、その内表面が熱変色性のデザインを具備する本発明に基づく調理容器の第
１の例の横断面図である。
　－　図２は、図１に示した調理容器の内表面を覆うデザイン内の複合顔料および熱安定
性顔料の分布を概略的に示している。
　－　図３は、図１および２に示したデザイン内に存在する核－外被構造を有する複合顔
料を概略的に示している。
【００９０】
　図１に示した調理容器は、加熱されることおよび調理する食品を受け取ることが意図さ
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れた内表面２１を有する基板２を備えるフライパン（またはスキレット）１からなる。
【００９１】
　この内表面２１は、連続したベースコーティング層３によって覆われている。
【００９２】
　ベースコーティング３の少なくとも一部分には、複数のパターン４１、４２を含む不連
続のデザイン４が塗布されており、ベースコーティング３は、少なくとも２００℃の温度
に対して耐性である熱安定性結合剤として、実施例５で説明する実施形態に従って得たゾ
ル－ゲル材料を含む。
【００９３】
　デザインの組成物は、熱変色性複合顔料４３および熱安定性顔料４４に基づく実施例４
の顔料ペーストを含む。
【００９４】
　複合顔料４３は、図３に示すような核－外被構造を有する顔料粒であり、核４３０は、
熱変色性ＳＣ（１種または数種）を含み、外被４３１は、無機材料または有機無機ハイブ
リッド材料でできている。
【００９５】
　デザイン４のパターン４１内の熱変色性複合顔料４３および熱安定性顔料４４の分布が
図２に示されている。
【００９６】
　デザイン４は、特許文献１１に記載されたプロセスに基づくセリグラフィによって、ま
たはタンポグラフィによって、または他の任意の手段（吹付け、カーテン、ローラ、クエ
ンチングなど）によって、塗布することができる。
【００９７】
　デザイン４を塗布した後、実施例５で説明する実施形態に従って、デザイン４およびベ
ースコーティング層３を完全に覆う連続した透明な仕上げ層を塗布し、これを焼成にかけ
る。この焼成は、ベースコーティング３の焼成の後に逐次的に実行することができる。し
かしながら、コーティング３およびデザイン４の焼成は、単一の焼成操作として同時に実
行した方が好ましい。
【実施例２】
【００９８】
シリカ外被内の熱変色性顔料Ｂｉ2Ｏ3の生成
　熱変色性ＳＣ顔料（Ｂｉ2Ｏ3）の表面を活性化し、顔料を粉砕して、満足のいく粒径を
得た後に、基本条件下のゾル－ゲル法によって、アルコキシシラン前駆物質からシリカ殻
を形成する。次いで、この殻を、グリースに対して完全に不浸透性にするために熱処理に
よって焼きしめる。この殻を合成する手順を以下に示す。
【００９９】
活性化
　最初に、粉末の形態の熱変色性顔料を、４３０℃に加熱することによって活性化する。
【０１００】
粉砕
　複合粒子の粒径は、製剤中で容易に分散し、得られるコーティングの測色被覆率が良好
になるように、十分に微細なものでなければならない。
【０１０１】
　しかしながら、形成されたばかりの保護外被を破壊する危険があるため、カプセル化後
は、被覆Ｂｉ2Ｏ3粉末を粉砕することがもはやできないことを考えると、外被を合成する
前に、適合した粒径のＢｉ2Ｏ3粉末を得る必要がある。そのためには、粉砕後の被覆され
ていないＢｉ2Ｏ3粉末の（例えばレーザ回折グラニュロメータ（ｇｒａｎｕｌｏｍｅｔｅ
ｒ）によって確定された）粒径分析が、粉末のメディアン径が５μｍ未満であることを示
していなければならない。
【０１０２】
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　したがって、手順は以下の通りである。予め活性化しておいた粉末を、イソプロパノー
ルを含むＤｉｓｃｏｎｔｉｍｉｌｌボールミルに、溶媒３０ｇに対して粉末７０ｇの比率
で非常にすばやく投入する。この粉砕を２時間３０分続ける。
【０１０３】
開始
　このステップは、シリカ前駆物質の加水分解－縮合の開始に対応し、それは以下のよう
に実行される。
　１．最初に、粉砕されたＢｉ2Ｏ3がイソプロパノール中に分散した分散系に、オルトケ
イ酸テトラエチル（ＴＥＯＳ）を撹拌しながら加える。ＴＥＯＳの量は次のように規定さ
れる。厚さ約３０ｎｍの外被を得るためには、比面積０．１４ｍ2／ｇ（これは半径２．
５μｍの粒子に対応する）の粉砕されたＢｉ2Ｏ3粉末１００ｇに対して、ＴＥＯＳ２．４
ｇを分散系に加える必要がある。
　２．この分散系に、アンモニアゴムを加えてｐＨ１１に調整した水を撹拌しながらゆっ
くりと加えることによって、シランの加水分解を開始させる。この水は、シランの量に対
して合理的な化学量論的過剰（約３の化学量論比Ｒ）で加える。
【０１０４】
熟成
　このＴＥＯＳの加水分解－縮合を、撹拌しながら室温で数時間継続させる。
【０１０５】
濾過
　次いで、未反応の合成溶媒および試薬を濾別することによって、被覆シリカ粒子（まだ
完全には焼きしめられていない）を抽出する。
【０１０６】
焼きしめ
　形成されたシリカ殻をできるだけ不透過性にするために、最終的な熱焼きしめステップ
を実行する。
【０１０７】
　５００℃、３０分の焼きしめは、非常に高温の油またはグリースに対する効果的な保護
を得ることを可能にする。これよりもより短い持続時間またはこれよりも低い焼きしめ温
度は、シリカの網目を有効に架橋させ、焼きしめるのには不十分である。対照的に、過大
な持続時間および温度は、保護の有効性を低下させる。
【実施例３】
【０１０８】
本発明に基づく実施例１の調理物品の内側調理面２１上のベース層３の生成
　部分Ａおよび部分Ｂを含む２成分系の形態のゾル－ゲル組成物を調製する。
　－　部分Ａは、コロイドシリカと、部分Ｂの金属前駆物質の加水分解を可能にする水と
、部分Ａおよび部分Ｂに対する良好なアカウンティング（ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ）を可能
にするイソプロパノールと、食品用等級の黒色顔料とからなる分散系を含む。
　－　部分Ｂは、コーティングのマトリックスの形成を可能にし、（有毒なＶＯＣである
メタノールの形成につながるメチルトリメトキシシランとは違い、非毒性の揮発性有機化
合物（ＶＯＣ）である）エタノールだけを拒絶する、ゾル－ゲル前駆物質としてのメチル
トリエトキシシランと、ゾル－ゲル反応が触媒されることを可能にする酢酸とを含む。
【０１０９】
　これらの２つの部分ＡおよびＢは、この分離された形態で、６か月を超える期間、保管
することができる。
【０１１０】
　図１に示すように調理物品の内表面に塗布する前に、均質混合物（ｉｎｔｉｍａｔｅ　
ｍｉｘｔｕｒｅ）を形成し、加水分解反応を開始させることを可能にするために、部分Ａ
と部分Ｂをミキサで混合する。次いで、実際に塗布する前に、この混合物を少なくとも２
４時間熟成させて、加水分解反応および縮合反応を十分に進行させる必要がある。この混
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【０１１１】
　次いで、直径４０ミクロンの孔を有するステンレス鋼製の格子上でこの混合物を濾過し
、その後、少なくともグリースおよびダストが事前に除去された予め形成しておいたアル
ミニウム皿の内表面に、空気銃（ｐｎｅｕｍａｔｉｃ　ｇｕｎ）を用いて塗布する。コー
ティングの接着を促進するため、基板の内表面は、その比表面積が増大するように（例え
ばサンディングによって）事前に処理しておく。
【０１１２】
　次いで、厚さ５から５０ミクロンの少なくとも１層のベースコーティング３を塗布する
。多層塗布の場合には、それぞれの層を乾燥させてから次の層を塗布する。
【実施例４】
【０１１３】
実施例３で生成したベースコーティング層３上でのデザイン層４の生成
　最初に、被覆Ｂｉ2Ｏ3３７．５ｇおよびＣｏ3（ＰＯ4）2１２．５ｇを水５０ｇに分散
させることによって、顔料ペーストを調整する。
【０１１４】
　デザイン組成物は、水で希釈したこの顔料ペーストと、製剤の乾燥を制御するためのプ
ロピレングリコール、エチレングリコールなどのより重い溶媒の混合物とからなる。次い
で、アニオン性高分子電解質（メタクリル酸とアクリル酸エステルの共重合体）によって
、タンポグラフィによる塗布に適したレオロジ（ｒｈｅｌｏｌｇｙ）を有するのに十分な
程度に、この分散系の粘度を増大させる。
【０１１５】
　このようにして粘度を高めたデザイン組成物を、パターン（横断面では分離されている
が、上から見ると接続されていてもよい）の形に不連続に塗布して、少なくとも１つの層
４を形成する。多層塗布の場合には、それぞれの層を乾燥させてから次の層を塗布する。
【実施例５】
【０１１６】
実施例３で生成したデザイン層上での仕上げ層の生成および焼成
　ゾル－ゲルコーティング層３と同じ方法で仕上げ層５を生成する。唯一の違いは、仕上
げ層５は、透明であり続けなければならず、したがって顔料（任意選択で無色のフレーク
）を含まないことである。
【０１１７】
　部分ＡおよびＢの調合、手順および塗布は、実施例３に記載したものと全く同じである
。
【０１１８】
　メチルトリエトキシシランベースのコーティングのマトリックスのメチル基は、前記層
５に不粘着特性を与える。特許文献１２に記載されているように、仕上げ層５にシリコー
ン油を加えることによって、この特性を改良することができる。
【０１１９】
　これらの層を全て塗布し、乾燥させた後、物品１を２５０℃で１５分間焼成する。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　いうまでもなく、本発明は、上記の例（主として調理物品）だけに限定されず、本発明
の範囲を逸脱しない他のタイプの加熱物品（例えばフラットアイロン、バーベキューグリ
ルプレートなど）を予想することが可能である。
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