
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非水系で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属基質表面に、
（１） 錫水和酸化物を含む中間バインダー層（第
１層）、及びその上に
（２）鉄水和酸化物被覆層（第２層）、
を有し、

金属光沢干渉発色顔料。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
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水溶性錫塩の加水分解によって得られた

前記非水系で耐腐食性処理された層が、薄片状金属基質表面を燐酸化合物および
／またはホウ酸化合物によって処理した後、珪素、アルミニウム、ジルコニウム、および
チタンからなる群から選択される１種または２種以上の金属のゾル・ゲル法によって得ら
れる金属水和酸化物層である、

金属水和酸化物層における金属水和酸化物の金属が、珪素および／またはアルミニウム
である、請求項１に記載の金属光沢干渉発色顔料。

金属水和酸化物層における金属水和酸化物の金属が、珪素である、請求項２に記載の金
属光沢干渉発色顔料。

薄片状金属基質が、光輝感を有するメタリック顔料である、請求項１～３のいずれかに
記載の金属光沢干渉発色顔料。



　

【請求項６】
　中間バインダー層（第１層）に含ませる錫水和酸化物の量が、非水系で耐腐食性処理さ
れた層を有する薄片状金属基質の単位面積（ｍ２ ）あたり、金属酸化物（ＳｎＯ２ ）換算
で０．０００８ｇ～０．３ｇである、請求項 1～６のいずれかに記載の金属光沢干渉発色
顔料。
【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　
【請求項１３】
　
【請求項１４】
　
【請求項１５】
　
【請求項１６】
　
【請求項１７】
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は新規な金属光沢干渉発色顔料、その製造方法、およびその使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルミニウムフレークなどの薄片状金属基質表面の平滑性を損なうことなく、高耐腐食
性を有し、かつ分散性が良好な高耐腐食性薄片状金属顔料が知られている（例えば、特許
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中間バインダー層（第１層）に含ませる錫水和酸化物の量が、非水系で耐腐食性処理さ
れた層を有する薄片状金属基質に対して単分子層膜（ monolayer）を形成するのに必要な
量以上である、請求項 1～５のいずれかに記載の金属光沢干渉発色顔料。

鉄水和酸化物被覆層（第２層）が、湿式法、気相法またはゾル・ゲル法によって得られ
たものである、請求項１～６のいずれかに記載の金属光沢干渉発色顔料。

鉄水和酸化物被覆層（第２層）に含ませる鉄水和酸化物の量が、非水系で耐腐食性処理
された層を有する薄片状金属基質の単位面積（ｍ２ ）あたり、金属酸化物（Ｆｅ２ Ｏ３ ）
換算で０．０１ｇ～１．０ｇである、請求項１～７のいずれかに記載の金属光沢干渉発色
顔料。

請求項１～８に記載の金属光沢干渉発色顔料の製造方法であって、非水系で耐腐食性処
理された層を有する薄片状金属基質を水に分散（懸濁）させ、その分散（懸濁）液に錫塩
水溶液と塩基性水溶液とをｐＨを一定に保ちながら同時に添加して前記薄片状金属基質表
面に錫水和酸化物層（中間バインダー層（第１層））を形成し、さらに鉄（ＩＩＩ）塩水
溶液と塩基性水溶液とをｐＨを一定に保ちながら同時に添加して鉄水和酸化物被覆層（第
２層）を形成することを含む、前記方法。

請求項１～８に記載の金属光沢干渉発色顔料の、塗料、粉体塗装およびその塗膜、その
塗装体、インク、偽造防止印刷およびその印刷物、プラスチック、ペレットおよびその成
形物、化粧料への使用。

樹脂成分および／または油性分と、請求項１～８に記載の金属光沢干渉発色顔料とを含
む樹脂・油顔料組成物。

請求項１～８に記載の金属光沢干渉発色顔料を含有する塗料。

請求項１～８に記載の金属光沢干渉発色顔料を含有するインキ。

請求項１～８に記載の金属光沢干渉発色顔料を含有するプラスチック。

請求項１１に記載の樹脂・油顔料組成物を含む塗膜を少なくとも一つ有する塗装体。

請求項１２に記載の塗料を塗装してなる塗装物。

請求項１３に記載のインキによって得られる印刷物。



文献１参照）。かかる高耐腐食性薄片状金属顔料における耐腐食性処理は、非水系で薄片
状金属基質上に燐酸化合物および /またはホウ酸化合物処理層（第一層）を施した後、更
に非水系でゾル -ゲル法によって金属水和酸化物を被覆（第二層）したものであり、更に
この「高耐腐食性薄片状金属顔料」をベースとしてその外層（第三層以上）に、水系であ
る湿式法（特許文献１〔００３４〕参照）により各種金属水和酸化物を（単層・複層に）
被覆して金属光沢干渉発色顔料とするものである。
　しかし、かかる「高耐腐食性薄片状金属顔料」をベースとし、従来の湿式法を単に応用
して、赤色系着色を狙って直接鉄水和酸化物を被覆しても、その被覆層での付着性・緻密
性が充分でなく、高光沢および高着色力・干渉色の向上・改善された彩度の高い赤色系着
色を有する金属光沢干渉発色顔料が得られない。
【０００３】
　他に、金属フレークに第一層（Ａ）として低屈折率（１．８以下）の層、第二層（Ｂ）
として高屈折率（２．０以上）の選択吸収性の層、所望により第二層と異なる選択吸収性
の第三層（Ｃ）をそれらを一組の層パケットとし、カラーフロップを有する多層被覆した
光沢顔料が開示されている（例えば、特許文献２参照）。かかる光沢顔料における第一層
（Ａ）層とする低屈折率層は、その外層の高屈折率層（Ｂ）と組み合わせ多層とすること
によって、多層界面での反射を増し、干渉色を向上せしめたものと考えられる（非特許文
献１、特許文献３、特許文献４、および特許文献５参照）。第一層（Ａ）の例示として燐
酸アルミニウムの記載があり、第二層（Ｂ）には高屈折率の酸化鉄、酸化クロム、酸化チ
タン等が記載されている。また、被覆方法として、ＣＶＤ法、または有機溶剤系での有機
金属化合物の湿式化学的加水分解による方法が記載されているが、処理の容易な水系での
反応（本願で定義する「湿式法」）の記載は一切無く、またバインダー層の存在はなく直
接薄片状金属粒子に着色被覆層を含む多層交互被覆層を形成して干渉による発色を生じせ
しめるものである。ＣＶＤ法は、湿式法に比較して、より均一な被覆は望めない。
【０００４】
　金属顔料にＳｉＯ２ 、Ｂ２ Ｏ３ および /またはリン酸塩、またはそれらの混合物などの
無定形のガラス状の層でコーティングし被覆した金属薄片をベースとする多層被覆顔料が
開示されている（例えば、特許文献６参照）。しかし、薄片状金属基質として酸化され易
いアルミニウムを用いる場合、被覆方法が直接水系での反応のため、水素が発生し易く、
そのため金属表面の平滑性が損なわれ、金属と「無定形のガラス状」の層の界面からの反
射が乱反射となるか、又は金属光沢を失って、光沢干渉色の発色が得られにくい。さらに
、水素の発生は実用上も危険性を伴う。
【０００５】
　アルミニウム顔料表面にＳｉ含有化合物によりシリカ被膜を形成させ、耐腐食性を付与
したシリカ被覆アルミニウム顔料が開示されている（例えば、特許文献７参照）。シリカ
被膜中にりんを含有させた（〔００２０〕に記載）単層であるが、さらに外側に鉄水和酸
化物被覆層を被覆した赤色系着色を有する金属光沢干渉発色についての記載はない。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－４１１５０号公報
【特許文献２】特開平８－２０９０２４号公報
【特許文献３】特開平３－１２０３５１号公報
【特許文献４】特開平６－９３２０６号公報
【特許文献５】特開平７－２４６３６６号公報
【特許文献６】特表２００２－５２２６１８号公報
【特許文献７】特開２００２－８８２７４号公報
【非特許文献１】「光学の知識」、山田幸五郎著、東京電機大学出版局発行、第１版　Ｐ
３１３ -３３１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　従って、本発明の課題は、非水系で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属基質に、
その外層への鉄水和酸化物被覆層の付着性・緻密性の改善向上が図られ、その結果光沢・
発色性（彩度）の向上した赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、非水系で耐腐食性処理さ
れた層を有する薄片状金属基質に、その直上に特殊な中間バインダー層を設けることによ
り、外層の鉄水和酸化物被覆層の付着性・緻密性が驚くほどに改善され、その結果光沢・
発色性（彩度）の向上した赤色系着色を有することを見出し、本発明を完成するに至った
。
　すなわち、本発明は、非水系で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属基質表面に、
（１） 錫水和酸化物を含む中間バインダー層（第
１層）、及びその上に
（２）鉄水和酸化物被覆層（第２層）、
を有し、

、金属光沢干渉発色顔料に関する。
【０００９】
　 らに、本発明は、金属水和酸化物層における金属水和酸化物の金属が、珪素および／
またはアルミニウムである、前記金属光沢干渉発色顔料に関する。
　また、本発明は、金属水和酸化物層における金属水和酸化物の金属が、珪素である、前
記金属光沢干渉発色顔料に関する。
【００１０】
　

　また、本発明は、中間バインダー層（第１層）に含ませる錫水和酸化物の量が、非水系
で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属基質に対して単分子層膜（ monolayer）を形
成するのに必要な量以上である、前記金属光沢干渉発色顔料に関する。
【００１１】
　さらに、本発明は、中間バインダー層（第１層）に含ませる錫水和酸化物の量が、非水
系で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属基質の単位面積（ｍ２ ）あたり、金属酸化
物（ＳｎＯ２ ）換算で０．０００８ｇ～０．３ｇである、前記金属光沢干渉発色顔料に関
する。
　

前記金属光沢干渉発色顔料に関する。
　また、本発明は、鉄水和酸化物被覆層（第２層）に含ませる鉄水和酸化物の量が、非水
系で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属基質の単位面積（ｍ２ ）あたり、金属酸化
物（Ｆｅ２ Ｏ３ ）換算で０．０１ｇ～１．０ｇである、前記金属光沢干渉発色顔料に関す
る。
【００１２】
　さらに、本発明は、 非水系で耐腐食性
処理された層を有する薄片状金属基質を水に分散（懸濁）させ、その分散（懸濁）液に錫
塩水溶液と塩基性水溶液とをｐＨを一定に保ちながら同時に添加して前記薄片状金属基質
表面に錫水和酸化物層（中間バインダー層（第１層））を形成し、さらに鉄（ＩＩＩ）塩
水溶液と塩基性水溶液とをｐＨを一定に保ちながら同時に添加して鉄水和酸化物被覆層（
第２層）を形成することを含む、金属光沢干渉発色顔料の製造方法に関する。
【００１３】
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水溶性錫塩の加水分解によって得られた

前記非水系で耐腐食性処理された層が、薄片状金属基質表面を燐酸化合物および
／またはホウ酸化合物によって処理した後、珪素、アルミニウム、ジルコニウム、および
チタンからなる群から選択される１種または２種以上の金属のゾル・ゲル法によって得ら
れる金属水和酸化物層である

さ

また、本発明は、薄片状金属基質が、光輝感を有するメタリック顔料である
、前記金属光沢干渉発色顔料に関する。

また、本発明は、鉄水和酸化物被覆層（第２層）が、湿式法、気相法またはゾル・ゲル
法によって得られたものである、

前記金属光沢干渉発色顔料の製造方法であって、

さらに、本発明は、前記金属光沢干渉発色顔料の、塗料、粉体塗装およびその塗膜、そ



また、本発明は、樹脂成分および／または油性分と、前記金属光沢干渉発色顔料とを含む
樹脂・油顔料組成物に関する。
【００１４】
　また、本発明は、 に関する。
　
　
　

　
　
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の金属光沢干渉発色顔料は、特に非水系で耐腐食性処理された層を有する薄片状
金属基質をベースとして用いる場合に、錫水和酸化物からなる中間バインダー層を介する
ことで、その外側の鉄水和酸化物層の付着性、緻密性が直接被覆した場合よりも改善され
、その結果、光沢、発色性の向上した赤色着色を有するものである。また、かかる被覆は
、高耐腐食性処理された金属基質を用いるものであるため、例えば、プロセスが単純で容
易でありながらも均一な被覆が得られる湿式法を用いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明を製造方法と共に詳細に説明する。
　本発明で基質として用いられる高耐腐食性薄片状金属基質は、非水系で耐腐食性処理さ
れた層を有するものである。当該高耐腐食性薄片状金属基質の中心の核となる薄片状金属
基質は金属、合金を成分とするものである。
　本発明で用いられる薄片状金属基質の形状としては、平均粒径が２～１００μ、平均厚
みが０．０２～５μのもの、好適には平均粒径が５～５０μ、平均厚みが０．０５～２μ
のものが用いられる。更に好適には平均粒径が５～３０μ、平均厚みが０．１～２μのも
のが用いられる。具体的にはアルミニウムフレーク、チタンフレーク、鉄フレーク、ブロ
ンズフレーク、ステンレスフレーク、アルミニウム青銅フレーク、各種アルミニウム合金
フレーク、各種チタン合金フレーク、各種ニッケル合金フレーク等が挙げられる。好まし
くは、アルミニウムフレーク、チタンフレーク、ステンレスフレーク、ブロンズフレーク
等が挙げられ、より好ましくは安定的に市場において光輝感を有するメタリック顔料とし
て供給され、市販されているアルミニウムフレーク（例えば、シルバーライン社、昭和ア
ルミニウム社、東洋アルミニウム社、旭化成メタルズ、エカート社等から市販されている
。）、チタンフレーク、ステンレスフレーク等が挙げられる。
【００１７】
　これらのなかで、市場で入手できる薄片状金属基質の状態としては、空気中の湿気によ
る酸化腐食防止の為に既に有機溶剤に懸濁してある状態の（例えばミネラルスピリットな
どでペースト状態にした）もの、または分散性やリーフィング付与の為の各種表面処理剤
を施して有機溶剤に懸濁してあるもの、更には表面に前もって酸化保護膜の処理（不動態
膜即ち表面酸化薄膜層）を施してあるもの、何れのものも用いる事が出来る。本発明の目
的とする点においては、特に腐食性の高い薄片状金属（表面が出来る限り酸化されていな
い状態の物）について、その効果が発揮され、好適に採用されるものである。例えばアル
ミニウムフレークのように腐食性が高いが故に既に有機溶剤に懸濁された状態で取り引き
されているもの、およびそれらに各種表面処理剤を施して有機溶剤に懸濁してあるものも
本発明での使用に推奨される。前もって耐腐食性（不動態化）処理してある薄片状金属基
質や薄片状合金基質を用いる事もできる。
【００１８】
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の塗装体、インク、偽造防止印刷およびその印刷物、プラスチック、ペレットおよびその
成形物、化粧料への使用に関する。

前記金属光沢干渉発色顔料を含有する塗料
さらに、本発明は、前記金属光沢干渉発色顔料を含有するインキに関する。
また、本発明は、前記金属光沢干渉発色顔料を含有するプラスチックに関する。
さらに、本発明は、前記樹脂・油顔料組成物を含む塗膜を少なくとも一つ有する塗装体

に関する。
また、本発明は、前記塗料を塗装してなる塗装物に関する。
さらに、本発明は、前記インキによって得られる印刷物に関する。



　本発明で用いられる非水系で耐腐食性処理された層を有する金属基質としては、薄片状
金属基質表面を燐酸化合物および／またはホウ酸化合物によって処理した後、珪素、アル
ミニウム、ジルコニウム、チタンからなる群から選択される１種または２種以上の金属の
ゾル・ゲル法によって得られる金属水和酸化物層を施したもの、例えば、特許文献１（特
開２００３－４１１５０号公報）などが挙げられる。表面平滑性、分散性および表面光沢
性が良好であって、その後に行う本発明の中間バインダー層および鉄水和酸化物層への良
好な付着性を考慮すると、上述の燐酸化合物および／またはホウ酸化合物による処理層、
および珪素、アルミニウム等の金属のゾル・ゲル法によって得られる金属水和酸化物層を
有するものが採用される。
【００１９】
　かかる高耐腐食性薄片状金属基質の燐酸化合物および／またはホウ酸化合物による処理
は特開２００３－４１１５０号公報記載に準じておこなうことができる。
　また、それに次ぐ金属水和酸化物被覆層に用いられる金属水和酸化物の金属としては、
珪素、アルミニウム、ジルコニウム、チタンからなる群から選択される。この中でも透明
性が有り、屈折率が低いことから珪素、アルミニウムが好ましい。特に、取り扱い易さの
点から珪素が好ましい。そして、この高耐腐食性処理の第二層の被覆方法としては、表面
の平滑性を保つために非水系の反応のうちゾルゲル法（特開２００３－４１１５０号公報
記載）によるものが好ましい。
　なお、本明細書の記載において、例えば、特開２００３－４１１５０号公報の記載の燐
酸化合物および /またはホウ酸化合物による処理層および金属水和酸化物被覆層を有する
非水系で処理された薄片状金属を「非水系で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属基
質」とし、これに被覆する錫水和酸化物からなる層を「中間バインダー層（第１層）」と
、その外層の鉄水和酸化物被覆層を「第２層」と定義する。また、「金属水和酸化物」の
「水和酸化物」とは、特に断らない限り、本願全般に渡って、金属の「酸化物」、「水酸
化物」、「酸化水和物」、「酸化物の含水物」、および「それらの混合物」を指す。「金
属酸化物」の「酸化物」も、「水和酸化物」の定義に準じる。また、この「金属水和酸化
物」を化学式で著す場合（実施例等で記載）は便宜上、酸化物の形で著す。
【００２０】
　次に、第２層の付着性・緻密性の改善を図るための中間バインダー層（第１層）につい
て述べる。
　上記高耐腐食性薄片状金属基質をベースとしその直外層の中間バインダー層は、以下の
様にして得ることが出来る。中間バインダー層（第１層目）のための物質は錫水和酸化物
が適している。
　前述の高耐腐食性薄片状金属基質を水に分散させ、温度は、均一な被覆層とし制御のし
易さから６０～９０℃とし、その分散液に錫塩水溶液と塩基性水溶液とをｐＨを一定に保
ちながら同時に添加し、当該高耐腐食性金属基質表面に錫水和酸化物層（中間バインダー
層）を被覆する。ｐＨとしては、４．７以下が好ましい。さらに好ましくは０．５～３．
０が採用される。
【００２１】
　中間バインダー層（第１層）の錫水和酸化物の被覆量は当該非水系で耐腐食性処理され
た層を有する薄片状金属基質に対して、下地（非水系処理による層）が露出しない量に相
当する量が必要である。即ち単分子層膜 (monolayer)を形成するのに必要な量以上である
ことが必須である。非水系で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属基質の単位表面積
（ｍ２ ）当たり錫水和酸化物がＳｎＯ２ 換算で０．０００８ｇ以上が適当である。
　具体的には、用いる薄片状金属基質の種類、粒度、粒度分布により適宜制御されるが、
当該中間バインダー層（第１層）の錫水和酸化物の使用量は、当然に高耐腐食性金属基質
の単位表面積を考慮して、その粒子径が大きい場合は少ない量で、反対に粒子径が小さい
場合は多い量を必要とする。
【００２２】
　錫水和酸化物の量は、第２層の十分な付着性・緻密性改善効果が得られ、干渉色色相の
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制御が可能な範囲としては、錫水和酸化物が非水系で耐腐食性処理された層を有する薄片
状金属基質の単位面積（ｍ２ ）あたり、金属酸化物（ＳｎＯ２ ）換算で０．０００８ｇ～
０．３ｇとなるように調製するのが好ましく、特に好ましくは０．０００９ｇ～０．２ｇ
であり、さらに特に好ましくは０．００１ｇ～０．１ｇである。例えば、金属アルミニウ
ムを薄片状金属とした高耐腐食性基質（比表面積が３．０１ｍ２ /ｇ（公開２００３－４
１１５０号公報、表３記載）を用いた場合、高耐腐食性金属基質の単位面積（ｍ２ ）あた
り０．００１ｇ～０．０６ｇが適当である。
　用いられる錫塩水溶液は水溶性錫（ＩＩ）塩、錫（ＩＶ）塩である。例えば、塩化錫（
ＩＩ）、塩化錫（ＩＶ）、硫酸錫（ＩＩ）、酢酸錫（ＩＩ）、しゅう酸錫（ＩＩ）などが
好ましい。
【００２３】
　以下に、上記中間バインダー層を形成した後の鉄水和酸化物（第２層）の被覆に付いて
述べる。本発明においては、中間バインダー層（第１層）の表面上への鉄水和酸化物被覆
（第２層）には、気相法やゾルゲル法等により形成することも出来るが、気相法やゾルゲ
ル法等と比べて原料や製造設備の面で制限される事なく、均一な被覆層が得られ易く、プ
ロセスが単純で操作が容易である汎用性の高い湿式法（定義は公開２００３－４１１５０
号公報記載参照）を採用するのが好ましい。
【００２４】
　本発明において湿式法とは前述しているが、より詳細に説明すると、「水系において、
（１）中和加水分解による場合、所望の水溶性金属塩（例えば、硝酸塩、硫酸塩、塩化物
、酢酸塩、さらには金属酸塩など）を選んで、所定量のその水溶液を調製し、他にアルカ
リ性（金属酸塩の場合は、酸性）水溶液を調製しておき、上述の高耐腐食性薄片状金属の
懸濁液に、所定のｐ Hを保ちながら滴下し、その表面に加水分解生成物層を形成させ、そ
の後、洗浄・瀘別、乾燥し、場合によって焼成する方法、（２）熱加水分解の場合は、所
望・所定量の水溶性金属塩を、先に得られたベースの高耐腐食性薄片状金属の懸濁液に添
加しておき加熱する事によって加水分解生成物層を形成させ、その後、洗浄・瀘別、乾燥
し、場合によって焼成する方法」、である。また、「（１）の中和加水分解による場合の
変法としては、アルカリ性水溶液の替わりに、加熱によってアルカリ性を生じる尿素や、
アセトアミドを用いる方法（いわゆる「均一沈殿法」という。）」も挙げられる。
【００２５】
　用いる鉄 (ＩＩＩ )塩としては、塩化物、硫酸塩、硝酸塩等の、水溶性の塩を用いる事が
出来る。先のバインダー層 (第１層 )の被覆後、鉄塩を水溶液としたものを、引き続いてア
ルカリ水溶液を用いながらｐＨを一定（４以下）に保ちながら添加する。本発明で用いら
れるアルカリ水溶液の例は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸
化物水溶液、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩水溶液、炭酸水素
ナトリウム、炭酸水素カリウムなどのアルカリ金属重炭酸塩水溶液、炭酸アンモニウム、
炭酸水素アンモニウム、またはアンモニア水溶液などのを含む。この添加量は、赤色系着
色が得られ、その十分な彩度の向上を図るには、鉄水和酸化物が非水系で耐腐食性処理さ
れた層を有する薄片状金属基質の単位面積（ｍ２ ）あたり、金属酸化物（Ｆｅ２ Ｏ３ ）換
算で０．０１ｇ～１．０ｇに相当する量を使用するのが好ましい。従って、個々の薄片状
基質金属の色相、表面平滑性、非水系の処理工程によって得られる高耐腐食性金属基質の
物性に依って、適宜変更することが出来る。この被覆時の温度は、先のバインダー層 (第
１層 )被覆時の温度と同じ方が、効率が良く好ましい。このようにして得られた赤色系着
色を有する金属光沢干渉発色顔料が含む懸濁液をろ別・洗浄、乾燥、場合により焼成工程
を経て、薄片状の粒子粉体として得られる。
【００２６】
　本発明で得られる赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料は、中間バインダー層を設
ける事により、その表面に被覆される第２層の鉄水和酸化物被覆層の付着性・緻密性の向
上を図る事が出来、干渉色を伴った赤色系着色が発現する。
【００２７】
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　本発明によって得られた赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料は、各種付加的な表
面処理を施すことによりそれらの用途に応じた（要求品質に合った）顔料とする事が出来
る。例えば、自動車塗料用途などで要求される耐光性、耐水性、耐候性の処理（例えば特
開昭６３－１３０６７３号公報、特開平１－２９２０６７号公報等の方法）や、例えば塗
料分野、印刷分野で要求される高配向性（リーフィング効果）処理（例えば特開２００１
－１０６９３７号公報、特願平１１－３４７０８４号公報等の方法）、水系塗料または水
系印刷インク用の水系処理（例えば特開平８－２８３６０４号公報等の方法）、化粧品用
途でのシリコーンによる分散性改良やハイドロジェンポリシロキサンによる撥水撥油処理
などや、また樹脂へ使用する場合のウエルドライン防止表面処理（例えば特開平３－１０
００６８号公報、特開平３－９３８６３号公報）、また、分散性向上などの各種処理等を
施す事が出来る。
【００２８】
　以下に本発明によって得られる赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料の用途を述べ
る。
　本発明によって得られる赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料は、他の併用顔料や
、樹脂成分および /または油性分を含む組成物とし、塗料、印刷インキ、樹脂成型物、化
粧料等、様々な用途に使用される。以下にその具体例について述べる。但し、特に記載は
していないが、以下の例において「本発明における顔料」とは上述の各種処理を施したも
のも包含した「金属光沢干渉発色顔料」を指す。
【００２９】
－塗料への使用
　塗料としては、有機溶剤型塗料及び、ＮＡＤ系、水性塗料、エマルション塗料、コロイ
ダル塗料、粉体塗料が例示できる。本発明の顔料は、塗料樹脂固形分１００重量部に対し
て１－１００重量部配合することができる。１－７０重量部が好ましい。特に、１－２０
重量部が好ましい。なお、本発明における顔料は、分散性向上のため、顔料表面をシラン
カップリング剤、チタンカップリング剤にて処理する事が出来る。本発明における塗料の
樹脂成分としては、例えば、アクリル樹脂、アルキド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ア
ミノ樹脂、メラミン樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、フェノー
ル樹脂、セルロース樹脂、ビニル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂等が上げられる。こ
れらは１種、または２種以上の組合せて用いる事もできる。
　また水性塗料においてはアクリル－メラミン樹脂等による架橋性樹脂を含有するエマル
ション性樹脂等が挙げられる。
【００３０】
　配合するもとのとしては、併用顔料、有機顔料、無機顔料、タレ防止剤、粘度調整剤、
沈降防止剤、架橋促進剤、硬化剤、レベリング剤、消泡剤、可塑剤、防腐剤、防カビ剤、
紫外線安定剤等を含有する事ができる。その併用顔料としては、二酸化チタン、炭酸カル
シウム、クレー、タルク、硫酸バリウム、ホワイトカーボン、酸化クロム、亜鉛華、硫化
亜鉛、亜鉛粉末、金属粉顔料（たとえば、アルミニウムフレーク、着色アルミニウムフレ
ーク、ステンレスフレーク、チタンフレーク等）、鉄黒、黄色酸化鉄、べんがら、黄鉛、
カーボンブラック、モリブデートオレンジ、紺青、群青、カドミウム系顔料、蛍光顔料、
溶性アゾ顔料、不溶性アゾ顔料、縮合型アゾ顔料、フタロシアニン顔料、縮合多環顔料、
複合酸化物系顔料、グラファイト、雲母（たとえば、白雲母、金雲母、合成雲母、弗素四
珪素雲母等）、金属酸化物被覆雲母（たとえば、酸化チタン被覆雲母、二酸化チタン被覆
雲母、（水和）酸化鉄被覆雲母、酸化鉄及び酸化チタン被覆雲母、低次酸化チタン被覆雲
母等）、金属酸化物被覆グラファイト（たとえば、二酸化チタン被覆グラファイト等）、
薄片状アルミナ、金属酸化物被覆アルミナ（たとえば、二酸化チタン被覆アルミナ、酸化
鉄被覆薄片状アルミナ、三酸化二鉄被覆薄片状アルミナ、四酸化三鉄被覆薄片状アルミナ
、干渉色金属酸化物被覆薄片状アルミナ等）、ＭＩＯ、金属酸化物被覆ＭＩＯ、金属酸化
物被覆シリカフレーク、金属酸化物被覆ガラスフレーク等が挙げられる。これらの顔料等
を相互に組合せることにより、新たな色調や発色性が改善される。この塗料は、木材、プ
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ラスチック、金属鋼板、ガラス、セラミック、紙、フィルム、シート、ＬＣディスプレイ
用反射板の半透明膜等に塗装する事ができる。塗料の用途としては、自動車用、建築用、
船舶用、家電製品用、缶用、産業機器用、路面表示用、プラスチック用、家庭用等が例示
される。
【００３１】
　塗装体の塗膜構造は、たとえば下地層、中塗り層、本発明の顔料含有層及びクリア層の
順、又は、下地層、本発明顔料含有中塗り層及びクリア層の順序等が例示されるが限定さ
れない。
　塗装体を構成する塗膜の形成方法としては１コート１ベーク、２コート１べーク、２コ
ート２ベーク、３コート１ベーク、３コート２べーク、３コート３ベーク等が挙げられる
。塗装方法は、静電塗装、エアスプレー塗装、エアレス塗装、ロールコータ塗装、浸漬塗
装等が挙げられる。
【００３２】
－印刷インキへの使用
　印刷インキとしては、凸版インキ、平板インキ、凹版インキ、金属板用インキ、放射線
硬化型インキ、ＵＶインキ、ＥＢインキ、フレキソインキ、スクリーンインキ、オフセッ
トインキ、グラビアインキ等、およびそれらの水性インキ等が挙げられる。本発明の顔料
は、インク中の樹脂固形分１００重量部に対して１－１００重量部配合することができる
。１－７０重量部が好ましい。特に、１－２０重量部が好ましい。なお、本発明の顔料は
、顔料表面をシランカップリング剤、チタンカップリング剤等で処理することが可能であ
る。樹脂成分としては、例えば、ロジンマレイン樹脂、マレイン樹脂、アルキド樹脂、ポ
リアミド樹脂、フェノール樹脂、石油樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂
、ブチラール樹脂、メラミン、エポキシ樹脂、塩化ビニル、塩化ビニリデン、セルロース
樹脂、ビニル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、セルロース樹脂等が挙げられる。これらは
１種、または２種以上を組合せて用いる事もできる。
　配合するもとのとしては、併用顔料、有機顔料、無機顔料、助剤として、ワニス、レジ
ューザー、コンパウンド、号外ワニス、ゲル化剤、乾燥促進剤、酸化防止剤、裏移り防止
剤、滑剤、活性剤等が挙げられる。更に、タレ防止剤、粘度調整剤、沈降防止剤、架橋促
進剤、硬化剤、レベリング剤、消泡剤、可塑剤、防腐剤、防カビ剤、紫外線安定剤等を挙
げられる。
【００３３】
　例えば、当該併用顔料としては、体質顔料、沈降性硫酸バリウム、沈降性炭酸カルシウ
ム、アルミナホワイト、炭酸マグネシウム、ホワイトカーボン、白色顔料として酸化チタ
ン、亜鉛華等、黒色顔料としてカーボンブラック、黄色顔料として黄色鉛、ジスアゾイエ
ロー、ハンザイエロー、赤色顔料として、ブリリアントカーミン６Ｂ、レーキレッドＣ、
パーマネントレッドＦ５Ｒ、ローダミンレーキ等、青色顔料としてフタロシアニンブルー
、ビクトリアブルーレーキ、紺青等、橙色顔料としは、クロムバーミリオン、ジスアゾオ
レンジ、緑色顔料として、フタロシアニングリーン等、紫顔料としては、メチルバイオレ
ッドレーキ、ジオキサジンバイオレッド等、その他、顔料として、イソインドリノン系、
ベンズイミダゾリン系、縮合アゾ系、キナクドリン系等、複合酸化物系顔料、グラファイ
ト、雲母（たとえば、白雲母、金雲母、合成雲母、弗素四珪素雲母等）、金属酸化物被覆
雲母（たとえば、酸化チタン被覆雲母、二酸化チタン被覆雲母、（水和）酸化鉄被覆雲母
、酸化鉄及び酸化チタン被覆雲母、低次酸化チタン被覆雲母等）、金属酸化物被覆グラフ
ァイト（たとえば、二酸化チタン被覆グラファイト等）、薄片状アルミナ、金属酸化物被
覆アルミナ（たとえば、二酸化チタン被覆アルミナ、酸化鉄被覆薄片状アルミナ、三酸化
二鉄被覆薄片状アルミナ、四酸化三鉄被覆薄片状アルミナ、干渉色性金属酸化物被覆薄片
状アルミナ等）、ＭＩＯ、金属酸化物被覆ＭＩＯ、金属酸化物被覆シリカフレーク、金属
酸化物被覆ガラスフレーク等が挙げられる。これらのインキは、木材、プラスチック、金
属鋼板、ガラス、セラミック、紙、ダンボール、フィルム、シート、缶、ＬＣディスプレ
イ用反射板の半透明膜等に印刷する事ができる。本発明における顔料はこれらの併用顔料
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等と組合せることによりその効果として、新たな色調や機能が見出される。特に、本発明
における顔料は、有価証券、チケット、旅行券、乗車券等への偽造防止インキとして好適
に利用される。
【００３４】
　また本発明において、印刷用インクに用いる場合は、特に本発明における顔料に高配向
性処理を施したもの（上述済）が好ましい。このように表面処理された顔料を各種印刷用
インクに混合し、オフセット印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、ＵＶ硬化印刷、凸凹
版印刷に用いる事が出来る。高配向性処理を施した顔料をインクに用いる事は、特に印刷
表面の干渉色の発色が向上するため、偽造防止印刷に好ましい。
【００３５】
－樹脂成型物への利用
　本発明において、本発明における顔料を樹脂に組み込む場合は、直接樹脂と、または予
めペレットとしてから、それを樹脂と混合し、押し出し成形や、カレンダーリング、ブロ
ウイング等により各種成形体とする事が出来る。樹脂成分としてはポリオレフィン系の熱
可塑性樹脂、エポキシ系、ポリエステル系やポリアミド（ナイロン）系の熱硬化性樹脂の
何れも用いる事が出来る。本発明における顔料を有効に発色させる為には、例えばプラス
チックボトルにおいて多層成形する場合は、外層の樹脂に組み込む事によりボトル外観を
有効に効率よく発現する事が出来、少ない使用量で十分に発色効果を発揮することが出来
る。特に本発明における顔料を更に配向処理されたものが、発色性を高める点で好ましい
。当然に、本発明における顔料のウエルドライン防止表面処理（例えば、カプセル化処理
など）を施したものを用いることができる。本発明における顔料は、他の顔料と併用して
用いる事も出来る。その併用する他の顔料としては、二酸化チタン、炭酸カルシウム、ク
レー、タルク、硫酸バリウム、ホワイトカーボン、酸化クロム、亜鉛華、硫化亜鉛、亜鉛
粉末、金属粉顔料、鉄黒、黄色酸化鉄、べんがら、黄鉛、カーボンブラック、モリブデー
トオレンジ、紺青、群青、カドミウム系顔料、蛍光顔料、溶性アゾ顔料、不溶性アゾ顔料
、縮合型アゾ顔料、フタロシアニン顔料、縮合多環顔料、複合酸化物系顔料、グラファイ
ト、雲母（たとえば、白雲母、金雲母、合成雲母、弗素四珪素雲母等）、金属酸化物被覆
雲母（たとえば、酸化チタン被覆雲母、二酸化チタン被覆雲母、（水和）酸化鉄被覆雲母
、酸化鉄及び酸化チタン被覆雲母、低次酸化チタン被覆雲母等）、金属酸化物被覆グラフ
ァイト（たとえば、二酸化チタン被覆グラファイト等）、薄片状アルミナ、金属酸化物被
覆アルミナ（たとえば、二酸化チタン被覆アルミナ、酸化鉄被覆薄片状アルミナ、三酸化
二鉄被覆薄片状アルミナ、四酸化三鉄被覆薄片状アルミナ、干渉色性金属酸化物被覆薄片
状アルミナ等）、ＭＩＯ、金属酸化物被覆ＭＩＯ、金属酸化物被覆シリカフレーク、金属
酸化物被覆ガラスフレーク等が挙げられる。
【００３６】
-レーザーマーキングへの応用
　本発明における顔料は、上記のプラスチックへ練りこんだ各種成型物に単に意匠の為だ
けではなく、レーザーによる印字を容易にし、印字を明確にするために使用することが出
来る。
【００３７】
－化粧料への使用
　本発明における顔料の化粧料への使用としては、メーキャップ化粧料、毛髪用化粧料等
が挙げられる。例えば、ジェル、口紅、ファンデーション（乳化タイプ、リキッドタイプ
、油性タイプ等）、ほお紅、マスカラ、ネイルエナメル、まゆずみ、アイシャドー、アイ
ライナー、毛髪剤等に用いる事ができる。配合量としては、１－９０ｗｔ％が挙げられる
。例えば、ファンデーションでは１－５０ｗｔ％、アイシャドウでは１－８０ｗｔ％、口
紅では１－４０ｗｔ％、ネイルエナメルでは、０．１－２０ｗｔ％等が例示される。
【００３８】
　配合成分としては、以下が例示される。併用顔料等としては、二酸化チタン、炭酸カル
シウム、クレー、タルク、硫酸バリウム、ホワイトカーボン、酸化クロム、亜鉛華、硫化
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亜鉛、亜鉛粉末、金属粉顔料、鉄黒、黄色酸化鉄、べんがら、黄鉛、カーボンブラック、
モリブデートオレンジ、紺青、群青、カドミウム系顔料、蛍光顔料、溶性アゾ顔料、不溶
性アゾ顔料、縮合型アゾ顔料、フタロシアニン顔料、縮合多環顔料、複合酸化物系顔料、
グラファイト、雲母（たとえば、白雲母、金雲母、合成雲母、弗素四珪素雲母等）、金属
酸化物被覆雲母（たとえば、酸化チタン被覆雲母、二酸化チタン被覆雲母、（水和）酸化
鉄被覆雲母、酸化鉄及び酸化チタン被覆雲母、低次酸化チタン被覆雲母等）、金属酸化物
被覆グラファイト（たとえば、二酸化チタン被覆グラファイト等）、薄片状アルミナ、金
属酸化物被覆アルミナ（たとえば、二酸化チタン被覆アルミナ、酸化鉄被覆薄片状アルミ
ナ、三酸化二鉄被覆薄片状アルミナ、四酸化三鉄被覆薄片状アルミナ、干渉色性金属酸化
物被覆薄片状アルミナ等）、ＭＩＯ、金属酸化物被覆ＭＩＯ、金属酸化物被覆シリカフレ
ーク、金属酸化物被覆ガラスフレーク、セリサイト、炭酸マグネシウム、シリカ、ゼオラ
イト、ヒドロキシアパタイト、酸化クロム、チタン酸コバルト、ガラスビーズ、ナイロン
ビーズ、シリコーンビーズ、等が例示される。有機顔料としては、赤色２，３，１０２，
１０４，１０５，１０６、２０１，２０２，２０３，２０４，２０５，２０６，２０７，
２０８，２１３，２１４，２１５，２１８，２１９，２２０，２２１，２２３，２２５，
２２６，２２７，２２８，２３０の（１）、２３０の（２）、２３１，２３２、４０５の
各号、黄色４、５、２０１，２０２の１，２０２の２、２０３、２０４、２０５、４０１
、４０２、４０３、４０４、４０５，４０６、４０７、緑色３，２０１、２０２、２０４
、２０５、４０１、４０２の各号、青色１、２、２０１、２０２，２０３，２０４，２０
５，４０３，４０４の各号、橙２０１，２０３，２０４，２０５、２０６、、２０７、４
０１、４０２、４０３の各号、褐色２０１号、紫色２０１、４０１の各号、黒色４０１号
等が例示される。
　天然色素としては、サロールイエロー、カーミン、β―カロチン、ハイビスカス色素、
カプサインチン、カルミン酸、ラッカイ酸、グルクミン、リボフラビン、シコニン等が例
示される。
【００３９】
　また、他の成分として油脂、界面活性剤、スクワラン、流動パラフィン、パルミチン酸
、ステアリン酸、ミツロウ、ミリスチン酸ミリスチル等炭化水素、アセトン、トルエン、
酢酸ブチル、酢酸エステル、多価アルコール等の油性成分および有機溶剤、ろう類、抗酸
化剤、紫外線吸収剤、ビタミン、ホルモン、防腐剤、香料等が挙げられる。これらの顔料
等と組合せることによりその効果として、新たな色調や機能が見出される。
　本発明における顔料を化粧料に使用する場合は、例えばコンパクトケーキ、クリーム、
リップスティックなど何れにも用いる事が出来るが、特にカラーポントとなるメイクアッ
プ用化粧に用いるのが有効である。当然に本発明における顔料を、前もって表面処理（前
述参照）等して用いることができる。
【００４０】
－その他の使用
　本発明における顔料は、複写機用カラートナー等に配合して使用する事ができる。例え
ば、複写機用カラートナーに用いると、偽造防止効果を発揮できる。
【００４１】
　以下に、より詳細に実施態様を挙げるが、これらは例示であって、本発明は、これら実
施例に限定されるものではない。
［実施例１］赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料の調製　（Ｆｅ 2Ｏ 3 /ＳｎＯ２ /[
ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）
　耐腐食性処理された薄片状金属基質（公開２００３－４１１５０号公報〔００６１〕記
載の実施例４－ｂ）によって得られた [ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]、比表面積３ .０１ｍ２ /ｇ
）５０ｇを１．０リッターの水に分散させ、懸濁液を得た。攪拌下、 75℃まで昇温し、こ
の懸濁液に１００ｇのＳｎＣｌ４ ・５Ｈ２ Ｏ（濃度２９ｇ /リッター）の水溶液を、３２
ｗｔ％の苛性ソーダの水溶液を用いてｐＨを１．８に保ちながら滴下した（第１層である
「中間バインダー層」の調製）。その後、さらに苛性ソーダ水溶液を用いてｐＨを３．０
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に調整した。さらに、１８１６ｇのＦｅＣｌ３ 　（ＩＩＩ）（濃度３０ｇ /リッター）の
水溶液を、同時に苛性ソーダ水溶液を用いて、ｐＨを３．０に保ちながら所望の色相に達
するまで滴下した（第２層の調製）。さらに、洗浄 /ろ別、乾燥、３５０℃で３０分焼成
し、赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料を得た。錫水和酸化物の被覆量は耐腐食性
金属基質の単位面積（ｍ２ ）あたり、金属酸化物（ＳｎＯ２ ）換算で０．００３３ｇに相
当する量である。また得られた赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料の比表面積は２
５．９５ｍ２ /ｇであった。ＳＥＭ観察では、図１に示されるように、高密度の均一な鉄 (
ＩＩＩ )水和酸化物の被覆層が確認された。鉄（ＩＩＩ）水和酸化物の量はＦｅ２ Ｏ３ 換
算で、耐腐食性金属基質の単位面積（ｍ２ ）あたり、約０．１８ｇである。ＳＥＭによる
断面観察では、図２に示されるように、約２０ナノメーターの厚さの錫水和酸化物層（中
間バインダー層）の存在がはっきりと確認された。
　表１に、Ｌ値、ａ値、ｂ値、彩度Ｃ、色相角ｈを示す。高彩度の赤色系着色を有する金
属光沢干渉発色顔料が得られた。
［実施例２］赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料の調製　（Ｆｅ 2Ｏ 3 /ＳｎＯ２ /[
ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）
　耐腐食性処理された薄片状金属基質（公開２００３－４１１５０号公報〔００６１〕記
載の実施例４－ｂ）によって得られた [ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]、比表面積３ .０１ｍ２ /ｇ
）１００ｇを２リッターの水に分散させ、懸濁液を得た。攪拌下、 75℃まで昇温する。こ
の懸濁液に１８６ｍｌのＳｎＣｌ４ ・５Ｈ２ Ｏ（濃度５０ｇ /リッター）の水溶液を、２
０ｗｔ％の炭酸ナトリウムの水溶液を用いてｐＨを１．８に保ちながら滴下した（第１層
である「中間バインダー層」の調製）。その後、さらに２０ｗｔ％の炭酸ナトリウムを用
いてｐＨを３．０に調整した。さらに、４５４０ｇのＦｅＣｌ３ 　（ＩＩＩ）（濃度８７
．７５ｇ /リッター）の水溶液を、２０ｗｔ％の炭酸ナトリウムを用いて、ｐＨを３．０
に保ちながら所望の色相に達するまで滴下した（第２層の調製）。さらに、洗浄 /ろ別、
乾燥、３５０℃で３０分焼成し、３２．５２の色相角（ｈ）の赤色系着色を有する金属光
沢干渉発色顔料を得た。錫水和酸化物の被覆量は耐腐食性金属基質の単位面積（ｍ２ ）あ
たり、金属酸化物（ＳｎＯ２ ）換算で０．０１３３ｇに相当する量である。また得られた
３２．５２の色相角（ｈ）の赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料の比表面積は２９
．８０ｍ２ /ｇであった。ＳＥＭ観察では、高密度の均一な鉄 (III)水和酸化物の被覆層が
確認された。鉄（ＩＩＩ）水和酸化物の量はＦｅ２ Ｏ３ 換算で、耐腐食性金属基質の単位
面積（ｍ２ ）あたり、約０．７６ｇである。
【００４２】
［比較例１］金属光沢干渉発色顔料の調製　（Ｆｅ 2Ｏ 3／ [ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）
　実施例１において、ＳｎＣｌ４ ・５Ｈ２ Ｏによる中間層の調製を省略した他は同様にし
て顔料を得た。色相がオレンジ色のものであり、赤色系着色は得られなかった。ＳＥＭ観
察では、図１に示されるように、不均一なＦｅ２ Ｏ３ の被覆層、多量の未付着の鉄水和酸
化物粒子が確認された。比表面積は４０．６ 7ｍ２ /ｇであった。
【００４３】
発色性の評価
上記で得られた顔料を試料とし、試料 1重量部を 9重量部のアクリル変成ニトロセルロース
ラッカーに分散させ、それを、試験紙の白黒隠蔽紙上にアプリケーター（バーコーター：
＃２０）を用いて塗布した。乾燥後、変角分光光度計ＧＣＭＳ－３（ (株 )村上色彩技術研
究所製）を用いて、測定した。
【００４４】

10

20

30

40

(12) JP 3987067 B2 2007.10.3



【表１】
　
　
　
　
　
　
　
【００４５】
　実施例 1の本発明に依って、錫水和酸化物からなる中間バインダー層（第１層）を設け
たことで得られた赤色系着色を有する金属光沢干渉発色顔料が、図３に示されるように、
比較例に比べて、光沢、彩度共に向上していることが分かった。
　また、中間バインダー層を有さない比較例１では彩度の高い赤色系着色を有する金属光
沢干渉発色顔料は得られなかった。
　表１に実施例１と比較例１との比表面積Ａを示す。表１に記載の通り、第１層に錫水和
酸化物をバインダー層としたものは、比表面積が小さく、鉄水和酸化物被覆層が密である
こと、すなわち緻密であり、付着性の良好なことがわかる。従って、赤色の彩度が高くな
っている。
【００４６】
　以下に具体的使用例を示す。
使用例１
塗料への使用例
パールベース塗料：
（組成Ａ）
アクリディック４７－７１２　　　　　  ７０重量部
スーパーベッカミンＧ８２１－６０　　  ３０重量部
（組成Ｂ）
実施例１試料　　　　　　　　　　　　  １０重量部
パール顔料　　　　　　　　　　　　　  １０重量部
（組成Ｃ）
酢酸エチル　　　　　　　　　　　　　  ５０重量部
トルエン　　　　　　　　　　　　　　  ３０重量部
ｎ－ブタノール　　　　　　　　　　　  １０重量部
ソルベッソ＃１５０　　　　　　　　　  ４０重量部
　組成Ａ１００重量部、組成Ｂ２０重量部を混合し、組成Ｃによりスプレー塗装に適した
粘度（フォードカップ＃４で１２～１５秒）に稀釈し、スプレー塗装にてベースコート層
を形成する。
【００４７】
クリア塗料：
アクリディック４４－１７９　　　　　　１４重量部
スーパーベッカミンＬ１１７－６０　　　  ６重量部
トルエン　　　　　　　　　　　　　　　  ４重量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　  ４重量部
ブチルセロソルブ　　　　　　　　　　　  ３重量部
この組成によるコートを上記のパールベース塗装した後、４０℃で３０分間、更に室温で
風乾し、焼き付け（１３０℃、３０分間）を行なった。得られた塗膜は赤色系着色を有す
る金属光沢干渉発色を呈する高彩度の物であった。
【００４８】
使用例２
樹脂成型物への使用例：
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高密度ポリエチレン（ペレット）　　　　１００重量部
実施例１の試料　　　　　　　　　　　　　　１重量部
マグネシウムステアレート　　　　　　　０．１重量部
ジンクステレアレート　　　　　　　　　０．１重量部
これらをドライブレンドし、射出成形を行なう。
当該成形品は赤色系着色を有する金属光沢干渉発色を呈するものであった。
【００４９】
使用例３
インキへの使用例：
ＣＣＳＴメジウム（ニトロセルロース系樹脂）　　　　  １０重量部
実施例１の試料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ８重量部
上記配合によるインキ組成物にＮＣ１０２溶剤を加え、ザンカップＮｏ．３で粘度２０秒
に調製、印刷インキとした。当該インキによって得られた印刷物は、赤色系着色を有する
金属光沢干渉発色を呈するものであった。
【００５０】
使用例４
化粧品への使用例
コンパクトパウダーへの使用例：
タルク　　　　　　　　　　　　　　  ５０重量部
実施例１の試料　　　　　　　　　　  ２５重量部
着色顔料　　　　　　　　　　　　　　  ５重量部
ミリスチン酸イソプロピル　　　　　　　　適量
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　２重量部
【００５１】
ファンデーション処方：
タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ３８重量部
実施例 1の試料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ２５重量部
雲母  （８μｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０重量部
ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　  ３重量部
ナイロンパウダー１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ８重量部
黄色酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １．９重量部
赤色酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．８重量部
酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １．０重量部
ミネラルオイル（油性成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　  適量
（カプリル酸、カプリン酸）トリグリセリド（油性成分）　３．３重量部
ブチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量部
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の金属光沢干渉発色顔料は、非水系で耐腐食性処理された層を有する薄片状金属
基質にバインダー層を設けることにより、さらに外側の鉄水和酸化物被覆層の付着性、緻
密性を向上したものであり、その結果、光沢、発色性の良好な赤色系着色した金属光沢干
渉顔料である。従って、赤色系着色を呈する塗料、インク、プラスチック、化粧料等へ用
いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、実施例１で得られた（Ｆｅ 2Ｏ 3／ＳｎＯ２ ／ [ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）
と、比較例１で得られた（Ｆｅ 2Ｏ 3／ [ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）とのＳＥＭ観察の比較を
示す。
【図２】図２は、実施例１で得られた（Ｆｅ 2Ｏ 3 /ＳｎＯ２ /[ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）と
、比較例１で得られた（Ｆｅ 2Ｏ 3 /[ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）とのＳＥＭによる断面観察
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の比較を示す。
【図３】図３は、実施例例１で得られたＦｅ 2Ｏ 3／ＳｎＯ２ ／ [ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）
と、比較例１で得られた（Ｆｅ 2Ｏ 3／ [ＳｉＯ２ ／Ａｌ（Ｐ） ]）における、様々な値の入
射角と観察角での、色相測定の比較を示す。村上製の変角分光光度計ＧＣＭＳ－３が用い
られる。観察角（Ｒ）は、０°～７５°まで、５°間隔で測定される。入射角（Ｉ）は図
中に示される。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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