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(57)【要約】
　本発明は、コーティングを有するガラスフレークを基
材として含む効果顔料に関し、前記コーティングは、少
なくとも１層の少なくとも１種の高屈折率物質（前記物
質は少なくとも１．８の屈折率を有する）、および／ま
たは少なくとも１層の少なくとも１種の半透明の金属質
物質を含み、ここで、前記ガラスフレークが、前記ガラ
スフレークの重量を基準にして、以下の組成を有する：
６５～７５重量％の酸化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２

２～９重量％の酸化アルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ

３

０．０～５重量％の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯ
５～１２重量％の酸化ナトリウム、好ましくはＮａ２Ｏ
８～１５重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３

０．１～５重量％の酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２

０．０～５重量％の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒ
Ｏ２。
　本発明は、さらに、その効果顔料を製造するための方
法、さらには前記効果顔料の使用にも関する。
　本発明は、さらに、その効果顔料をベースとするコー
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーティングを有するガラスフレークを基材として含む効果顔料であって、前記コーテ
ィングは、少なくとも１層の少なくとも１種の高屈折率物質（前記物質は少なくとも１．
８の屈折率を有する）、および／または少なくとも１層の少なくとも１種の半透明の金属
質物質を含み、
前記ガラスフレークが、前記ガラスフレークの重量を基準にして、以下の組成：
６５～７５重量％の酸化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２

２～９重量％の酸化アルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ３

０．０～５重量％の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯ
５～１２重量％の酸化ナトリウム、好ましくはＮａ２Ｏ
８～１５重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３

０．１～５重量％の酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２

０．０～５重量％の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒＯ２

を有することを特徴とする、効果顔料。
【請求項２】
　前記ガラス組成物が、前記ガラスフレークの重量を基準にして、０．５～２．５重量％
の範囲の酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２の含量を含む、請求項１に記載の効果顔料。
【請求項３】
　前記ガラス組成物が、前記ガラスフレークの重量を基準にして、６７～７３重量％の酸
化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２の含量を含む、先行する請求項のいずれか１項に記載の効
果顔料。
【請求項４】
　前記ガラス組成物が、前記ガラスフレークの重量を基準にして、４～７重量％の酸化ア
ルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ３の含量を含む、先行する請求項のいずれか１項に記載
の効果顔料。
【請求項５】
　前記ガラス組成物が、前記ガラスフレークの重量を基準にして、０．５～２．５重量％
の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯの含量を含む、先行する請求項のいずれか１項に記
載の効果顔料。
【請求項６】
　前記ガラス組成物が、８．５～１４重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３の含量を
含む、先行する請求項のいずれか１項に記載の効果顔料。
【請求項７】
　前記ガラス組成物が、前記ガラスフレークの重量を基準にして、０．０５～３重量％、
好ましくは０．１～１．５重量％の範囲の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒＯ２の含量
をさらに含む、先行する請求項のいずれか１項に記載の効果顔料。
【請求項８】
　前記ガラス組成物が、前記ガラスフレークの重量を基準にして、６～１１重量％のＮａ

２Ｏの含量を含む、先行する請求項のいずれか１項に記載の効果顔料。
【請求項９】
　前記ガラス組成物が、以下のさらなる成分：
それぞれ０～６重量％、好ましくは１～４重量％の、酸化カリウムおよび／または酸化リ
チウム、好ましくはＫ２ＯおよびＬｉ２Ｏ、および／または
０～６重量％、好ましくは１．０～４．０重量％の酸化マグネシウム、好ましくはＭｇＯ
、
を含む、先行する請求項のいずれか１項に記載の効果顔料。
【請求項１０】
　前記ガラス組成物が、８００℃未満の軟化点を有する、先行する請求項のいずれか１項
に記載の効果顔料。
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【請求項１１】
　前記効果顔料が、少なくとも１層の低屈折率物質および少なくとも１層の高屈折率物質
および／または半透明の金属質物質を含む、先行する請求項のいずれか１項に記載の効果
顔料。
【請求項１２】
　前記少なくとも１層の少なくとも１種の高屈折率物質が、金属カルコゲニド、特に金属
酸化物、金属亜酸化物および金属硫化物、金属オキシハライド、金属窒化物、金属炭化物
、ならびにそれらの混合物、からなる群より選択される、先行する請求項のいずれか１項
に記載の効果顔料。
【請求項１３】
　前記少なくとも１層の少なくとも１種の高屈折率物質が、二酸化チタン、酸化鉄、酸化
クロム、酸化銅、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化バナジウム、酸化コバルト、酸化ニッケル、
酸化アンチモン、酸化鉛、酸化銀、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化ジルコニウ
ム、亜酸化物、およびそれらの混合物、からなる金属酸化物の群より選択される、請求項
１２に記載の効果顔料。
【請求項１４】
　酸化スズおよび／または酸化アルミニウムが、前記ガラスフレークとそれに続く高屈折
率物質の層との間にコーティングされている、先行する請求項のいずれか１項に記載の効
果顔料。
【請求項１５】
　前記高屈折率物質が、硫化チタン、硫化鉄、硫化クロム、硫化銅、硫化亜鉛、硫化スズ
、硫化バナジウム、硫化コバルト、硫化アンチモン、硫化鉛、硫化銀、硫化モリブデン、
硫化タングステン、硫化ジルコニウム、亜硫化物、およびそれらの混合物、からなる金属
硫化物の群より選択される、請求項１２に記載の効果顔料。
【請求項１６】
　前記少なくとも１層の低屈折率物質が、低屈折率金属酸化物、特にシリカ、シリカ水和
物、酸化水酸化ケイ素、酸化水酸化ケイ素水和物、アルミナ、アルミナ水和物、酸化水酸
化アルミニウム、酸化水酸化アルミニウム水和物、およびそれらの混合物、からなる群よ
り選択される、請求項１１に記載の効果顔料。
【請求項１７】
　前記ガラスフレークが、１層または複数層の、ＴｉＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、およびそれらの
混合物からなる群より選択される金属酸化物を用いてコーティングされている、先行する
請求項のいずれか１項に記載の効果顔料。
【請求項１８】
　高屈折率物質が、ルチル変態の形態の二酸化チタンである、先行する請求項のいずれか
１項に記載の効果顔料。
【請求項１９】
　前記半透明の金属質物質が、アルミニウム、クロム、チタン、銅、銀、金、白金、モリ
ブデン、鉄、スズ、亜鉛、タンタル、その混合物および合金、からなる群の金属より選択
される、先行する請求項のいずれか１項に記載の効果顔料。
【請求項２０】
　前記ガラスフレークの平均厚みが、０．０５～１０μｍの間、好ましくは１００ｎｍ～
１．０００ｎｍの間の範囲にある、先行する請求項のいずれか１項に記載の効果顔料。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の効果顔料を製造する方法であって、
（ａ）ガラスフレークの重量を基準にして、以下の組成：
６５～７５重量％の酸化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２

２～９重量％の酸化アルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ３

０．０～５重量％の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯ
５～１２重量％の酸化ナトリウム、好ましくはＮａ２Ｏ
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８～１５重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３

０．１～５重量％の酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２

０．０～５重量％の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒＯ２

を有するガラスフレークを、少なくとも１層の少なくとも１種の高屈折率物質（前記物質
は少なくとも１．８の屈折率を有する）、および／または少なくとも１層の少なくとも１
種の半透明の金属質物質を用いて、コーティングする工程
（ｂ）場合によっては、工程（ａ）により得られた前記層化されたガラスフレークをか焼
する工程、
を含む方法。
【請求項２２】
　前記ガラスフレークが、湿式化学的コーティング法、物理蒸着法、化学蒸着法または無
電解めっき法によって、少なくとも１層の高屈折率物質および／または金属質物質を用い
てコーティングされる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　プラスチック、コーティング、粉体コーティング、塗料、インキ、印刷インキ、ガラス
、セラミック、農業用フォイル、化粧料、刺青配合物、および食品における、請求項１～
２０のいずれか１項に記載の効果顔料の使用。
【請求項２４】
　ガラスフレークの重量を基準にして、以下の化合物：
６５～７５重量％の酸化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２

２～９重量％の酸化アルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ３

０．０～５重量％の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯ
５～１２重量％の酸化ナトリウム、好ましくはＮａ２Ｏ
８～１５重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３

０．１～５重量％の酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２

０．０～５重量％の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒＯ２

を含むガラスの、効果顔料のための基材としての使用。
【請求項２５】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の効果顔料を含む配合物および調合物。
【請求項２６】
　前記配合物が、さらに少なくとも１種のバインダー、および少なくとも１種の溶媒、た
とえば水および／または（１種または複数の）有機溶媒、バインダーおよび水および／ま
たは（１種または複数の）有機溶媒を含むコーティング配合物である、請求項２５に記載
の配合物。
【請求項２７】
　コーティング配合物が自動車用コーティング配合物である、請求項２６に記載の配合物
。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コーティングを有する、ガラスフレークを含む効果顔料に関するが、前記コ
ーティングは、少なくとも１層の少なくとも１種の高屈折率物質（前記物質は少なくとも
１．８の屈折率を有する）、および／または少なくとも１層の少なくとも１種の半透明の
金属質物質を含む。本発明は、さらに、これらの効果顔料の使用、さらには前記効果顔料
を含む配合物および調合物にも関する。さらに、本発明は、これらの効果顔料を製造する
方法にも関する。本発明は、さらに、これらの効果顔料を含むコーティング組成物にも関
する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年になって、効果顔料、特に真珠光沢顔料のための基材として、ガラスフレークがま
すます注目されるようになってきた。ガラスフレークまたはガラス微小板は極めて滑らか
な表面を有しており、真珠光沢顔料における基材として従来から使用されているマイカ基
材（ＷＯ　２００５／０６３６３７　Ａ１）に比較して、かなり均一な厚みで製造するこ
とができる。ガラスフレーク基材をベースとする真珠光沢顔料は、従来からのマイカベー
スの顔料と比較すると、改善された光学的性質、たとえば、より強い彩度、より高い色純
度、およびより高い光沢を示す。
【０００３】
　ＵＳ　３，３３１，６９９には、その上に金属酸化物化合物の極めて薄い造核表面をま
ず析出させた、実質的にガラスフレークからなる顔料組成物が開示されている。次いで、
前記の薄い造核表面の上に高屈折率金属酸化物を沈殿させる。造核層は、酸化スズまたは
酸化水酸化アルミニウムからなっていてよいが、その後に適用する金属酸化物層の接着性
を改善する必要がある。ＷＯ　０２／０９０４４８に示されるように、ＵＳ　３，３３１
，６９９の教示に従って得られる効果顔料は、今日における要請や期待のレベルでは品質
的に劣っている。
【０００４】
　ＵＳ　２，８６３，７８３には、真珠光沢組成物の中において、ガラスの微小板または
薄板を使用することが開示されている。ガラスの薄板は、ＴｉＯ２の含量が５０．４％、
屈折率が１．８０であると記載されている。そのような組成物は、真珠光沢顔料の基材物
質として使用するには屈折率が高すぎる。さらに、それは極めて高い軟化点を有し、また
ＴｉＯ２の含量が高いために極めて高価である。
【０００５】
　ＪＰ　７－２４６３６６には、二酸化チタンとシリカの層を交互にコーティングしたＣ
ガラスフレークをベースとする真珠光沢顔料が開示されている。ＪＰ　７－２４６３６６
の教示においては、ＴｉＯ２の層の接着性を改善するために酸化スズも使用されている。
【０００６】
　ＥＰ　０　９１２　６４０　Ｂ１にも、その上に、酸化鉄またはルチル型二酸化チタン
を含む第一のコーティングを有するＣガラスのフレークを含む真珠光沢顔料が開示されて
いる。ＥＰ　０　９１２　６４０　Ｂ１の教示に従うと、金属酸化物を用いてコーティン
グされたＡガラスまたはＥガラスのフレークをベースとしたのでは、高品質を有する真珠
光沢顔料を得ることは不可能である。当業者であれば、ＥＰ　０　９１２　６４０　Ｂ１
から、Ｃガラスのフレークが、高品質の効果顔料の製造を可能とする唯一のガラスフレー
クであるということを読み取る。
【０００７】
　ＷＯ　０２／０９０４４８　Ａ２においても同様に、１μｍ未満の厚みを有し、高屈折
率および／または低屈折率を有する１層または複数層を用いてコーティングされたガラス
フレークをベースとする効果顔料が開示されている。ＷＯ　０２／０９０４４８　Ａ２の
教示に従えば、石英ガラスが、効果顔料のための基材として好適なガラスである。さらに
、≧８００℃の軟化点を有するその他の各種のガラス組成物、たとえば、Ｓｃｈｏｔｔ　
ＤｕｒａｎまたはＳｕｐｒｅｍａｘタイプのものが使用可能である。
【０００８】
　８００℃を超えるような軟化点を有するガラスのタイプは、そのガラスフレークを製造
するためのコストが高くなるので不利である。効果顔料は印刷インキ、コーティング組成
物、プラスチックなどにおいて大量に使用されるので、効果顔料を経済的に製造すること
を可能とするために、ガラスフレークの製造コストをより下げることが望まれる。
【０００９】
　ＥＰ　１　３４０　７１５には、その上にルチルタイプの酸化チタンを析出させたガラ
スフレークが開示されている。ルチルタイプの酸化チタンの固着性を促進させるためには
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、白金、パラジウムおよびパラジウム化合物の群から選択される化合物を、ガラスフレー
クにまず適用することができる。その教示によれば、ガラスフレーク基材のために使用さ
れるガラスのタイプには特段の制限はない。
【００１０】
　ＤＥ　１０　２００４　０３９　５５４　Ａ１には、ガラスフレークをベースとする真
珠光沢顔料が開示されている。ＤＥ　１０　２００４　０３９　５４４　Ａ１には、ＥＰ
　１　３４０　７１５の場合と同様に、その使用特性では、ガラスフレーク基材の組成は
重要ではないとの教示がある。
【００１１】
　ＪＰ　２００５－１８７７８２　Ａには、ガラスフレーク基材をベースとする真珠光沢
顔料の使用が教示されているが、そのガラスフレーク基材は、ホウ酸または酸化鉛を全く
含まないＡガラスまたはＥガラスの組成を有する。
【００１２】
　さらに、Ａｌ２Ｏ３微小板をベースとする真珠光沢顔料が公知である。しかしながら、
これらの真珠光沢顔料は、約３０μｍ未満のサイズでしか入手できない。しかしながら、
化粧料市場のための真珠光沢顔料の製造では、単一の基材原料をベースとして、各種のサ
イズの製品プログラムを提供することが求められている。ＳｉＯ２フレークは、製造コス
トが高く、一定の品質で製造するのが極めて困難である。それに加えて、それらは極端に
高いカラーフロップ性を示すが、これは必ず要求されるというものではない。ガラスフレ
ークは、効果顔料、特に真珠光沢顔料のための人工的な基材としては最善の選択となるで
あろうが、その理由は、それらがかなり低コストで再現性よく生産することが可能であり
、また各種のサイズおよび厚みで入手可能であるからである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　真珠光沢顔料のための基材として、ガラスフレークがマイカまたはＡｌ２Ｏ３微小板の
代替えとなりうることは公知であったが、特に化粧料に使用した場合に、より良好な光沢
性と皮膚感触性を有する効果顔料が得られるような、さらに最適化されたフレークが依然
として必要とされている。
【００１４】
　従来技術において直面する欠陥に鑑みて、経済的に製造することが可能であり、かつ現
行技術において公知のものよりも高品質を有する効果顔料を製造することを可能とする、
ガラスフレークをベースとする効果顔料を提供することが望まれる。
【００１５】
　さらには、低エネルギーコストで経済的に製造することが可能であり、次の層で均質に
コーティングされて改善された光学的外観を有する真珠光沢顔料を与えることが可能な表
面特性を有する、ガラスフレークを使用することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の根底にある目的は、コーティングを有するガラスフレークを基材として含む効
果顔料を提供することにより解決されるが、前記コーティングは、少なくとも１層の少な
くとも１種の高屈折率物質（前記物質は少なくとも１．８の屈折率を有する）、および／
または少なくとも１層の少なくとも１種の半透明の金属質物質を含み、ここで、前記ガラ
スフレークが、前記ガラスフレークの重量を基準にして、以下の組成を有する：
６５～７５重量％の酸化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２

２～９重量％の酸化アルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ３

０．０～５重量％の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯ
５～１２重量％の酸化ナトリウム、好ましくはＮａ２Ｏ
８～１５重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３

０．１～５重量％の酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２
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０．０～５重量％の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒＯ２。
【００１７】
　好ましい実施態様は、従属請求項２～２０において特定される。
【００１８】
　本発明のまた別な目的は、以下の工程を含む、効果顔料を製造する方法によって解決さ
れる：
（ａ）ガラスフレークの重量を基準にして、以下の組成：
６５～７５重量％の酸化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２

２～９重量％の酸化アルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ３

０．０～５重量％の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯ
５～１２重量％の酸化ナトリウム、好ましくはＮａ２Ｏ
８～１５重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３

０．１～５重量％の酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２

０．０～５重量％の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒＯ２

を有するガラスフレークを、少なくとも１層の少なくとも１種の高屈折率物質（前記物質
は少なくとも１．８の屈折率を有する）、および／または少なくとも１層の少なくとも１
種の半透明の金属質物質を用いてコーティングする工程
（ｂ）場合によっては、工程（ａ）により得られた前記層化されたガラスフレークをか焼
する工程。
【００１９】
　本願発明者らは、ガラスフレーク基材の組成物に酸化チタンを添加することによって、
それに続く層の接着強度に関して、有利な効果が得られることを見出した。驚くべきこと
には、前述したような少量の酸化チタンが、少なくとも１．８の屈折率を有する高屈折率
物質、好ましくは（１種または複数の）金属酸化物、および／または金属質物質の次の層
の接着強度を向上させる。
【００２０】
　効果顔料の機械的安定性は、あらゆる用途において根本的に重要である。
【００２１】
　たとえば、皮膚に化粧料配合物中の顔料を適用する際、顔料調合物もしくはマスターバ
ッチの印刷や製造の際、または循環ラインの中で効果顔料の分散体をポンプ輸送する際の
剪断力によって示されるような、機械的な応力がかかると、従来技術においては、（１ま
たは複数の）金属酸化物層、または（１または複数の）半透明の金属質層の部分的または
全面的な層剥離が観察されることが多く、これは重大な問題を意味している。
【００２２】
　剪断力は、通常、効果顔料を混合や分散させる際や、ライン循環させる際や、適用自体
、たとえばノズルスプレーの際などのいずれかで、かかってくる。たとえばパウダーラッ
カーのオーバースプレー分をリサイクルさせるような、適用した後で効果顔料をリサイク
ルさせる場合にも、リサイクルさせた効果顔料を再使用するためには、十分な機械的安定
性が必要とされる。効果顔料が十分な機械的安定性を有していない場合には、顔料が損傷
を受け、高品質用途では再使用することができない。
【００２３】
　したがって、高屈折率物質、たとえば、（１または複数の）金属酸化物層、および／ま
たは金属質物質、たとえば（１または複数の）半透明の金属質層が、後ほど剪断力を加え
られた場合、たとえば効果顔料を含むプラスチックを押出加工する際に、破壊されたり剥
離されたりすることを防止するためには、高屈折率物質、たとえば（１または複数の）金
属酸化物層、および／または金属質物質は、基材に対して堅固に接着していなければなら
ない。真珠光沢顔料の機械的安定性が不十分なために、ガラスフレークへの（１または複
数の）金属酸化物層および／または（１または複数の）半透明の金属質層の接着性に限度
があると、光沢および真珠光沢効果が顕著に損なわれる結果となる。少しの割合でしか顔
料粒子が損傷を受けていないような場合であったとしても、顔料の最終用途、たとえば自
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動車のコーティングにおいて、色特性および輝度の顕著な低下を引き起こす可能性がある
。
【００２４】
　驚くべきことには、本発明の効果顔料の製造に使用されるガラス組成物の中に、少量の
酸化チタン、好ましくは二酸化チタンを組み入れることによって、接着強度をさらに改善
することができる。本発明の効果顔料の、少なくとも１層の高屈折率物質および／または
少なくとも１層の半透明の金属質物質は、酸化チタン、好ましくは二酸化チタンを含むガ
ラスフレークに堅固に接着される。酸化チタンの含量は、前記ガラスフレークの重量を基
準にして、好ましくは０．５～２．５重量％の範囲、より好ましくは１～２重量％の範囲
である。
【００２５】
　ＴｉＯ２の含量が５重量％を超えても、請求項１において特定されるようなガラス組成
物における次の層の接着強度がさらに改善されることはない。したがって、酸化チタンの
含量をさらに増やすことは、必要もなくコストを上昇させ、ガラス基材と、少なくとも１
つの高屈折率層および／または半透明の金属質層との間の屈折率の差を低下させることと
なる。ガラスフレーク基材と、それに続く高屈折率物質および／または半透明の金属質物
質の（１または複数の）層との間の屈折率の差が大きいほど、得られる真珠光沢顔料の干
渉効果が強い。干渉効果が強くなると、たとえば、真珠光沢顔料のカラーフロップ性をよ
り強くすることができる。
【００２６】
　さらに、発明者らは、本発明の真珠光沢顔料が優れた機械的安定性と低硬度とを有する
ことを見出した。本発明の文脈においては、「機械的安定性」とは、機械的な力、たとえ
ばライン循環、すなわち真珠光沢顔料を含む媒体を環状パイプを通してポンプ輸送する場
合に、真珠光沢顔料に加わる剪断力に対して、真珠光沢顔料が安定であるということを意
味している。真珠光沢顔料の硬度が低いことの大きな利点は、たとえば、その中を真珠光
沢顔料含有媒体が、たとえば塗料または印刷インキとしてポンプ輸送されるパイプまたは
ノズルが、高い硬度を有する顔料の場合のような摩耗による損傷を受けることがないとい
う点である。
【００２７】
　驚くべきことには、本発明の真珠光沢効果顔料は、まさに、優れた機械的安定性と低硬
度の特徴を併せ持っている。硬度が低いのは、ガラス組成物の中における酸化アルミニウ
ムおよび酸化カルシウムそれぞれの含量が低いことと関係があると考えられる。
【００２８】
　驚くべきことには、本発明の真珠光沢顔料は、より柔らかな皮膚感触性を有しており、
そのことによって、これらの真珠光沢顔料が化粧料のための成分として特に有用となって
いる。
【００２９】
　好ましくは、前記ガラス組成物は、前記ガラスフレークの重量を基準にして、６７～７
３重量％の酸化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２の含量を有する。
【００３０】
　好ましくは、前記ガラス組成物は、前記ガラスフレークの重量を基準にして、４～７重
量％の酸化アルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ３の含量を有する。
【００３１】
　好ましくは、前記ガラス組成物は、前記ガラスフレークの重量を基準にして、０．５～
２．５重量％、より好ましくは１～２．５重量％の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯの
含量を有する。
【００３２】
　好ましくは、前記ガラス組成物は、前記ガラスフレークの重量を基準にして、８．５～
１４重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３、より好ましくは９～１３重量％の酸化ホ
ウ素、好ましくはＢ２Ｏ３の含量を有する。
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【００３３】
　好ましくは、前記ガラス組成物は、前記ガラスフレークの重量を基準にして、０．０５
～３．０重量％、好ましくは０．１～１．５重量％の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒ
Ｏ２の含量を有する。
【００３４】
　好ましくは、前記ガラス組成物は、前記ガラスフレークの重量を基準にして、６～１１
重量％の酸化ナトリウム、好ましくはＮａ２Ｏの含量を有する。
【００３５】
　前記ガラス組成物のさらなる実施態様においては、以下のさらなる成分が含まれる：
それぞれ０～６重量％、好ましくは１～４重量％の、酸化カリウムおよび／または酸化リ
チウム、好ましくはＫ２ＯおよびＬｉ２Ｏ、および／または０～６重量％、好ましくは１
．０～４．０重量％の酸化マグネシウム、好ましくはＭｇＯ。
【００３６】
　上述のガラス組成物のすべての成分（上に記載されていない成分も含む）を合計したも
のは、それぞれを合わせて１００重量％とする。
【００３７】
　本発明のガラスフレーク組成物は、その優れた耐食性を特徴とするＣガラスではない。
本発明の効果顔料のために使用されるガラスフレーク組成物は、Ｃガラスよりも耐食性が
低い。特に蒸留水中および酸性環境下においては、本発明において使用されるガラスフレ
ーク組成物の耐食性が低いことが判った。
【００３８】
　Ｃガラスフレークのみが高品質の真珠光沢顔料の製造に使用することができるという、
ＥＰ　０　９１２　６４０　Ｂ１の教示から考えると、より低い耐食性を有するガラスフ
レーク組成物を用いて極めて高い光学的品質を有する真珠光沢顔料が得られるというのは
、極めて驚くべきことである。
【００３９】
　ＴｉＯ２のような高屈折率物質を用いたガラスフレークのコーティングは、通常、ｐＨ
１～２の水性媒体中、高温で実施される。これらの条件下で低耐食安定性のガラスフレー
クを使用すると、イオンが溶解するためにガラスフレークの表面が極めて粗くなると、予
想されるであろう。このことは、最終的に、光沢性および／またはカラーフロップ性のよ
うな光学的性質に関して、真珠光沢顔料の品質を低下させることになるであろう。
【００４０】
　驚くべきことには、本発明者らの見出したところでは、本発明のガラスフレーク組成物
を使用して、Ｃガラスと比較しても、より高い光沢を有する真珠光沢顔料を製造すること
が可能である。
【００４１】
　理論に捕らわれることなく言えば、この予想もできなかった効果は、その高屈折率物質
のコーティングの粒子サイズが極めて細かいためであると考えられる。高屈折率物質、特
に金属酸化物が酸化物結晶粒の形態でコーティングされることは周知である。５０ｎｍを
超える、たとえば７５ｎｍを超える、そしてたとえば１００ｎｍを超える範囲の、より大
きな結晶粒は、顕著な散乱をもたらす可能性があり、それが、そのような真珠光沢顔料の
光沢を低下させる。
【００４２】
　驚くべきことには、本発明において使用されるガラスフレークの表面上に形成された酸
化物結晶粒が、極めて小さいかまたは細かく、その結果、金属酸化物層（１種または複数
）を用いたコーティング、たとえば、酸化チタンおよび／または酸化鉄のコーティングが
極めて滑らかとなり、そのために本発明の真珠光沢顔料の優れた光学的性質が得られると
いうことが判った。
【００４３】
　本発明の組成物のガラスフレークがなぜそのような効果を与えるのかについては、現在
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のところ不明である。
【００４４】
　理論に捕らわれることなく言えば、一般的に使用されるＣガラスに比較して、本発明の
ガラスフレークの耐食性が低いことが、上述の効果の理由であると現在のところ考えられ
ている。ＴｉＯ２のような高屈折率物質のコーティングは、約１～２の低いｐＨ値で起き
る。ガラスフレークの金属のいくつかはこれらの条件下で溶解する可能性があり、それに
よって傷が発生して、ガラスフレークの表面上に金属水酸化物と特にシラノール官能基を
生成する確率が高くなる。これらのヒドロキシド基は、金属酸化物前駆体を沈殿させるた
めの優れた結合部位、したがって核生成中心として機能することができる。したがって、
金属酸化物は、ガラスフレークの表面により良好に結合するが、このことは、沈殿プロセ
スの極めて初期の段階においては非常に重要である。次いで、金属酸化物が、極めて細か
い結晶粒サイズで沈殿することができる。高屈折率金属酸化物の結晶粒サイズがそのよう
に細かくなると、その結果、散乱が低くなり、それによって光沢および光学的性質が向上
する。
【００４５】
　本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記ガラス組成物が８００℃未満の軟化
点を有する。そのようなガラスは、より低いエネルギーコスト、したがってより低いトー
タルコストで製造することができる。本発明の一つの好ましい実施態様によれば、ガラス
組成物の軟化点は、６００℃から８００℃未満まで、好ましくは６２０℃～７５０℃、さ
らに好ましくは６５０℃～７００℃の範囲である。
【００４６】
　上述のガラス組成物が、本発明においては特に有用であることが判明した。従来技術に
おいては、ガラスフレークの組成は、重要とはみなされていなかったか（たとえばＥＰ　
１　３４０　７１５　Ａ１、またはＤＥ　１０　２００４　０３９　５５４　Ａ１参照）
、あるいは、Ｃガラスのみが選択対象のガラスとみなされていたか（たとえばＥＰ　０　
９１２　６４０　Ｂ１参照）のいずれかであった。
【００４７】
　本発明の発明者らは、ガラス基材の表面の組成が、特にこれらのガラスフレークがいく
つかの層でコーティングされている場合には、基材としてガラスフレークを使用した真珠
光沢顔料の光学的性質に顕著な影響を与えることができることを実感した。本明細書に記
載の組成を有するガラスフレーク基材を使用すれば、傑出した効果顔料が得られる。
【００４８】
　好ましくは酸化チタンを含む、本発明において使用されるガラスフレークは、１．８未
満の屈折率を有しているのが好ましい。最も好ましくは、ガラスフレークの屈折率が１．
４０～１．８０の範囲内、より好ましくは１．４５～１．７の範囲内、最も好ましくは１
．５０～１．６０の範囲内である。
【００４９】
　本発明のまた別な好ましい実施態様によれば、酸化チタンを含むガラスフレークと、次
いで適用される（１種または複数の）高屈折率物質の１層または複数層との屈折率の間の
差は、少なくとも０．６、より好ましくは少なくとも０．８、さらに好ましくは少なくと
も１．０である。また別な好ましい実施態様によれば、ガラスフレーク基材と、次いで適
用される（１種または複数の）高屈折率物質の（１または複数の）層との間の屈折率の差
は、０．９～１．３の範囲である。
【００５０】
　請求項１において特定される二酸化チタンの含量を有する、ガラスフレークの上に、高
屈折率物質として、２．７の屈折率を有するルチル変態の形態の二酸化チタンを適用する
と、前記ガラスフレークとその次の二酸化チタン層との間に、０．９～１．３、好ましく
は１．０～１．２の範囲に入る屈折率の差を得ることが可能となる。
【００５１】
　本発明の一つの実施態様によれば、１層または複数層の（１種または複数の）高屈折率
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物質、たとえば（１種または複数の）金属酸化物または（１種または複数の）金属硫化物
を相互に直接的にコーティングすることが可能である。
【００５２】
　高屈折率物質、たとえば、（１種または複数の）金属酸化物、（１種または複数の）金
属硫化物は、好ましくは少なくとも２．０、さらに好ましくは少なくとも２．２の屈折率
を有する。本発明のまた別な実施態様によれば、（１種または複数の）高屈折率物質の屈
折率は、少なくとも２．３である。屈折率は、２．７まで、２．９まで、または３．２ま
でとすることができる。
【００５３】
　たとえば、ＴｉＯ２の層を、酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２を含むガラスフレークの
表面上に直接的に適用した後に、次のＦｅ２Ｏ３の層を適用することもできるし、その逆
も可能である。ガラスフレーク基材が、酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２を含んでいるな
らば、そのガラスフレーク基材そのものが、高屈折率物質、たとえばＴｉＯ２、または金
属質物質を用いて次いでコーティングするのに極めて適しているが、この場合、その次の
（１または複数の）層がガラスフレーク基材に堅固に接着する。言うまでもないことであ
るが、各種の高屈折率物質、たとえば金属硫化物もしくは金属酸化物の混合物からなる層
を直接的に適用することもまた可能である。金属酸化物の特に有用な混合物は、ＴｉＯ２

とＦｅ２Ｏ３との混合物である。
【００５４】
　本発明のまた別な実施態様によれば、ガラスフレークの表面に直接的に適用した高屈折
率物質、たとえば、金属酸化物および／または金属硫化物の層を、酸化スズおよび／また
は酸化アルミニウムを用いてドープすることも可能である。酸化スズおよび／または酸化
アルミニウムを用いたそのようなドーピングによって、ガラスフレークの表面上での高屈
折率物質の層の間の接着力を向上させることもあり得る。酸化アルミニウムの中間層を適
用したり、あるいはドーピング剤として酸化アルミニウムを使用したりする場合には、ベ
ーマイト変態の形態にある酸化アルミニウムを使用するのが好ましい。
【００５５】
　本発明の一つの好ましい実施態様によれば、高屈折率物質は、金属カルコゲニド、特に
金属酸化物、金属亜酸化物および金属硫化物、金属オキシハライド、金属窒化物、金属炭
化物、半透明の金属ならびにそれらの混合物からなる群より選択される。
【００５６】
　好ましくは、前記高屈折率物質が、二酸化チタン、酸化鉄、たとえば、ヘマタイト、マ
グネタイト、ゲータイト、酸化クロム、酸化銅、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化バナジウム、
酸化ニッケル、酸化アンチモン、酸化鉛、酸化銀、酸化モリブデン、酸化タングステン、
酸化ジルコニウム、亜酸化物、ならびにそれらの混合物からなる金属酸化物の群から選択
されるのが好ましい。
【００５７】
　本発明のまた別な実施態様によれば、前記高屈折率物質が、硫化チタン、硫化鉄、硫化
クロム、硫化銅、硫化亜鉛、硫化スズ、硫化ニッケル、硫化バナジウム、硫化コバルト、
硫化アンチモン、硫化鉛、硫化銀、ランタン硫化物、好ましくは、硫化セリウム、硫化モ
リブデン、硫化タングステン、硫化ジルコニウム、亜硫化物、ならびにそれらの混合物か
らなる金属硫化物の群から選択される。
【００５８】
　本発明の特に好ましい効果顔料は、請求項１に記載の組成を有するガラスフレークであ
って、特定の高屈折率物質を用いたコーティングを含むか、それらからなる：
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２層（そのＴｉＯ２はルチル変態の形態にある）
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２層（そのＴｉＯ２はアナターゼ変態の形態にある）
ガラスフレーク＋Ｆｅ２Ｏ３層
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３層（そのＴｉＯ２はルチル変態の形態にある）
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３層（そのＴｉＯ２はアナターゼ変態の形態にある
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）
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２層＋Ｆｅ２Ｏ３層（そのＴｉＯ２はルチル変態の形態にある）
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２層＋Ｆｅ２Ｏ３層（そのＴｉＯ２はアナターゼ変態の形態にあ
る）
ガラスフレーク＋Ｆｅ２Ｏ３層＋ＴｉＯ２層（そのＴｉＯ２はルチル変態の形態にある）
ガラスフレーク＋Ｆｅ２Ｏ３層＋ＴｉＯ２層（そのＴｉＯ２はアナターゼ変態の形態にあ
る）
ガラスフレーク＋ＴｉＦｅ２Ｏ５層
ガラスフレーク＋Ｃｒ２Ｏ３層
ガラスフレーク＋ＺｒＯ２層
ガラスフレーク＋Ｓｎ（Ｓｂ）Ｏ２層
ガラスフレーク＋ＢｉＯＣｌ層
ガラスフレーク＋Ａｌ２Ｏ３層＋ＴｉＯ２層（そのＴｉＯ２はルチル変態の形態にある）
ガラスフレーク＋ＳｎＯ２層＋ＴｉＯ２層（そのＴｉＯ２はルチル変態の形態にある）
ガラスフレーク＋Ａｌ２Ｏ３／ＴｉＯ２層（そのＴｉＯ２はルチル変態の形態にある）
ガラスフレーク＋ＳｎＯ２／ＴｉＯ２層（そのＴｉＯ２はルチル変態の形態にある）
ガラスフレーク＋Ｃｅ２Ｓ３層
ガラスフレーク＋ＭｏＳ２層。
【００５９】
　ＴｉＯ２コーティングは、ルチルまたはアナターゼ変態の形態で存在することができる
が、好ましくはルチルである。二酸化チタンコーティングをルチル変態の形態で適用する
ためには、ＳｎＯ２、Ａｌ２Ｏ３またはＦｅ２Ｏ３を含むかまたはそれらからなるプレコ
ートをまず適用し、引き続いて二酸化チタンの次の層を適用する。ＳｎＯ２またはＦｅ２

Ｏ３のプレコートの厚みは、好ましくは＜１０ｎｍ、最も好ましくは＜５ｎｍである。
【００６０】
　高屈折率物質の層、たとえば金属酸化物層、たとえばＴｉＯ２層またはＦｅ２Ｏ３層の
厚みは、通常は０．１ｎｍ～１０００ｎｍの範囲、好ましくは５ｎｍ～５００ｎｍの範囲
、より好ましくは１０ｎｍ～３００ｎｍの範囲である。高屈折率物質、たとえば（１種ま
たは複数の）金属酸化物の層の厚みも、２５ｎｍ～１００ｎｍの範囲とすることができる
。上述の厚みの値は、（１または複数の）金属硫化物層にも同様にあてはまる。
【００６１】
　本発明のまた別な実施態様によれば、前記半透明の金属質物質は、アルミニウム、クロ
ム、チタン、銅、銀、金、白金、モリブデン、鉄、スズ、亜鉛、タンタル、その混合物お
よび合金からなる群より選択される。
【００６２】
　「半透明」という用語は、それぞれ、１０～９０％、好ましくは３０～７０％、最も好
ましくは４０～６０％の透明度を意味している。これらの透明度の金属薄層は、下にある
ガラスフレーク基材と共に、干渉効果を起こさせることができる。
【００６３】
　これらの半透明の金属層の厚みは、好ましくは２ｎｍ～２０ｎｍの間、好ましくは３ｎ
ｍ～１５ｎｍの間の範囲である。
【００６４】
　半透明の金属は、ガラスフレークの上に直接的にコーティングすることができる。この
場合においては、かなり金属的な外観を有する干渉効果顔料が得られる。本発明のまた別
な実施態様においては、高屈折率物質を用いてこの干渉顔料をさらにコーティングするこ
とも可能である。
【００６５】
　本発明のまた別な実施態様においては、半透明の金属層を、高屈折率物質の第一の層の
上にコーティングする。
【００６６】
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　本発明の特に好ましい効果顔料は、請求項１に記載の組成を有するガラスフレークであ
って、特定の半透明の金属を用いたコーティングを含むか、それらからなる：
ガラスフレーク＋Ａｌ層
ガラスフレーク＋Ａｇ層
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２層＋Ａｌ層
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２層＋Ａｇ層
ガラスフレーク＋Ｆｅ２Ｏ３層＋Ａｌ層
ガラスフレーク＋Ｆｅ２Ｏ３層＋Ａｇ層。
【００６７】
　金属層は、公知の方法、たとえばＣＶＤ法、ＰＶＤ法によるか、または無電解めっき法
によって析出させることができる。
【００６８】
　さらに好ましい実施態様においては、真珠光沢顔料が、少なくとも１層の低屈折率物質
と、少なくとも１層の高屈折率物質とを含む。
【００６９】
　低屈折率物質とは、＜１．８、好ましくは＜１．７の屈折率を有する物質を指す。
【００７０】
　本発明のまた別な実施態様によれば、効果顔料が、低屈折率物質、および高屈折率物質
、たとえば（１種または複数の）金属酸化物および／または（１種または複数の）金属硫
化物の複数の層を含む。本発明のまた別な実施態様によれば、前記の低屈折率物質および
高屈折率物質の層が、互いに交互に配列される。
【００７１】
　高屈折率物質と低屈折率物質との交互の層が特に好ましい。そのような真珠光沢顔料は
特に強い干渉色を示すことが知られている。そのような交互の層を有する真珠光沢顔料は
、たとえば、ＤＥ　１９６　１８　５６６　Ａ１、ＤＥ　１９６　３８　７０８、ＪＰ　
７－２４６３６６、ＥＰ　１　０２５　１６８　Ａ１、またはＥＰ　０　７５３　５４５
　Ａ２からも公知である。
【００７２】
　さらに、低屈折率物質が、シリカ、シリカ水和物、酸化水酸化ケイ素、酸化水酸化ケイ
素水和物、アルミナ、アルミナ水和物、酸化水酸化アルミニウム、酸化水酸化アルミニウ
ム水和物、およびそれらの混合物からなる群より選択されることが可能な金属酸化物であ
ることが好ましい。
【００７３】
　１．８よりも高い屈折率を有する好適な金属酸化物の例は、ＴｉＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、Ｔ
ｉＦｅ２Ｏ５、Ｔｉ亜酸化物、Ｆｅ３Ｏ４、Ｃｒ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、
Ｓｎ（Ｓｂ）Ｏ２、またはそれらの混合物である。
【００７４】
　ＴｉＯ２層は、ルチルまたはアナターゼ変態の形態であってよいが、好ましくはＴｉＯ

２層はルチルである。ＴｉＯ２および／またはＦｅ２Ｏ３を用いてコーティングされたガ
ラスフレークが特に好ましい。
【００７５】
　一つの好ましい実施態様によれば、ガラスフレークが、１層または複数層の好ましくは
ＴｉＯ２、Ｆｅ２Ｏ３およびそれらの混合物からなる群より選択される金属酸化物を用い
てコーティングされているのが好ましい。
【００７６】
　ＴｉＯ２および／またはＦｅ２Ｏ３の（１または複数の）層の厚み、ならびに低屈折率
層の厚みに応じて、広い範囲の色彩効果を作ることができる。
【００７７】
　本発明のまた別な実施態様によれば、二酸化チタンの１または複数の金属酸化物層は、
ルチル変態の形態にある。ルチルは、アナターゼに比較して、より高い屈折率を有してお
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り、光活性はより低い。
【００７８】
　高屈折率コーティングの中にＴｉＯ２を含む本発明の効果顔料を、屋外用途、たとえば
自動車用途に使用する場合、それに続く保護コーティング、たとえば、酸化ケイ素および
／または酸化セリウムの層を適用して、光活性を（いくらかでもあれば）抑制するのが好
ましい。保護コーティングは、酸化ケイ素の第一の層と酸化セリウムの第二の層（または
その逆）からなるようにすることができるが、ここで、後者の層の配列が特に好ましい。
【００７９】
　さらに好ましい実施態様においては、真珠光沢顔料が、以下のコーティングを含む、い
わゆる多層顔料である：
（Ａ）屈折率ｎが＞１．８で、かつ平均厚みが５０～３５０ｎｍであるコーティング
（Ｂ）屈折率ｎが＜１．８で、かつ平均厚みが５０～５００ｎｍであるコーティング
（Ｃ）屈折率ｎが＞１．８で、かつ平均厚みが２０～３５０ｎｍであるコーティング。
【００８０】
　コーティング（Ａ）（Ｂ）または（Ｃ）の厚みは、等しくてもよいし、あるいは相互に
異なっていてもよい。層（Ａ）および（Ｃ）の厚みは、好ましくは２０～３５０ｎｍ、よ
り好ましくは５０～２５０ｎｍ、特に好ましくは７０～１５０ｎｍの範囲である。コーテ
ィング（Ｂ）は、好ましくは５０～５００ｎｍの、より好ましくは１００～２００ｎｍの
、特に好ましくは１３０～１８０ｎｍの厚みを有し、好ましくはＢ２Ｏ３、ＳｉＯ２およ
び／またはＡｌ２Ｏ３である。
【００８１】
　コーティング（Ａ）と（Ｃ）の厚みは、等しくてもよいし、あるいは相互に異なってい
てもよい。最も好ましい実施態様においては、コーティング（Ａ）および（Ｃ）は無色の
コーティング、特にＴｉＯ２コーティングである。ＴｉＯ２コーティングは、ルチルまた
はアナターゼ変態の形態で存在することができるが、好ましくはルチルである。二酸化チ
タンコーティングをルチル変態の形態で適用するためには、ＳｎＯ２、Ａｌ２Ｏ３または
Ｆｅ２Ｏ３からなるプレコートをまず適用し、引き続いて二酸化チタンの次の層を適用す
る。ＳｎＯ２またはＦｅ２Ｏ３のプレコートの厚みは、好ましくは＜１０ｎｍ、最も好ま
しくは＜５ｎｍである。
【００８２】
　本発明の特に好ましい多層真珠光沢顔料は、請求項１に記載の組成を有するガラスフレ
ークであって、特定の高屈折率物質および低屈折率物質を用いたコーティングを含むか、
それらからなる：
ガラスフレーク＋ＴｉＯ２＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２

ガラスフレーク＋Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２

ガラスフレーク＋ＴｉＯ２＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３

ガラスフレーク＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３

ガラスフレーク＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２

ガラスフレーク＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋Ｆｅ２Ｏ３

ガラスフレーク＋Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３

ガラスフレーク＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２

ガラスフレーク＋ＳｉＯ２＋Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２

ガラスフレーク＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３

ガラスフレーク＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３

ガラスフレーク＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２

ガラスフレーク＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋Ｆｅ２Ｏ３

ガラスフレーク＋ＳｉＯ２＋Ｆｅ２Ｏ３＋ＳｉＯ２＋ＴｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３。
【００８３】
　本発明において使用されるガラスフレークは、好ましくは０．０５～１０μｍ、さらに
好ましくは０．１μｍ～２．０μｍの範囲の厚みを有する。本発明のまた別な実施態様に
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よれば、ガラスフレークの厚みは、０．０５μｍ～１．０μｍ、より好ましくは０．１μ
ｍ～０．４５μｍの範囲である。
【００８４】
　極めて薄いガラスフレークが好ましいが、その理由は、それらを用いれば極めて鮮やか
な色彩効果が得られるからである。ガラスフレークは、ＷＯ　２００４／０５６７１６　
Ａ１、ＷＯ　２００５／０６３６３７　Ａ１、およびＥＰ　０　２８９　２４０　Ａ１に
開示されている方法によって製造するのが好ましい（これらの特許を、参照することによ
り本明細書に取り入れたものとする）。
【００８５】
　さらに、本発明の効果顔料を含むコーティング組成物のためには、基材として極めて薄
いガラスフレークを使用するのが好ましい。コーティング、特に自動車用コーティングは
、適用する場合にかなり薄い厚みを有する。したがって、薄い基材をベースとする効果顔
料は、コーティングの中において、それら自体が極めて良好に配列する傾向がある。
【００８６】
　本発明において使用されるガラスフレークの平均粒子サイズは、好ましくは１～１００
０μｍの範囲、より好ましくは５～５００μｍの範囲である。ガラスフレークは、１０～
２００μｍの範囲の平均粒子サイズを有しているのが好ましい。
【００８７】
　ガラスフレークのアスペクト比は、好ましくは２０～１０，０００の範囲、好ましくは
２００～３，０００の範囲である。本発明のまた別な実施態様によれば、アスペクト比は
、３００～１，５００の範囲である。
【００８８】
　高屈折率物質がＴｉＯ２を、単独または他の化合物との混合物（たとえばＴｉＯ２／Ｆ
ｅ２Ｏ３）で含む場合、真珠光沢顔料の光触媒活性を周囲から隔離させたいのならば、続
いてＳｉＯ２および／または酸化セリウムの層を適用するのが好ましい。そのような保護
コーティングは、ＤＥ　１０　２００４　０４１　５９２　Ａ１およびＤＥ　１０　２０
０４　０４１　５８６　Ａ１に記載されている（これらの特許の内容を、参照することに
より本明細書に取り入れたものとする）。そのような効果顔料は、自動車用コーティング
において特に好ましい。
【００８９】
　さらに、プラスチック用途においては特に有用な、抗黄変処理を、コーティングされた
ガラスフレークに適用することもできる。そのようなコーティングは、ＤＥ　３８　２４
　８０９、ＤＥ　４４　２９　７９７、およびＥＰ　０　５２０　３１３に記載されてい
る（これらの特許の内容を、参照することにより本明細書に取り入れたものとする）。
【００９０】
　高屈折率物質の（１または複数の）層、たとえば金属酸化物層、または低屈折率物質の
層、たとえばＳｉＯ２もしくはＡｌ２Ｏ３の層、または少なくとも１層の高屈折率物質を
含むコーティングの表面上への独立した層の中に、染料、着色剤などの着色物質をさらに
含ませることもまた可能である。そのような着色物質は、たとえば、カルミン、プルシア
ンブルー（シアノ鉄酸（ＩＩ）第二鉄）、カーボンブラック、銅フタロシアニン、ジケト
ピロロピロリドン、キナクリドン、インドリン、イソインドリン、アゾ顔料、アントラキ
ノン、ＦＤ＆Ｃ染料またはＦＤ＆Ｃレーキとすることができる。
【００９１】
　本発明の効果顔料の表面が、有機化学的に修飾されていてもよい。そのような有機化学
的表面修飾によって、リーフィング挙動または非リーフィング挙動を効果顔料に与えるこ
とができる。
【００９２】
　さらに、そのような有機化学的表面修飾には、コーティング、塗料、インキ、印刷イン
キなどの結合剤と化学反応することが可能な化学的反応性基を導入してもよい。反応性基
を結合させた表面を結合剤と化学的に反応させることによって、得られるコーティングの
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耐候安定性が著しく改善される。そのような有機化学的表面修飾は、ＷＯ　９９／５７２
０４から公知であるが、そこでは、反応性配向補助剤が効果顔料の表面に結合されている
。ＷＯ　９９／５７２０４の内容を、参照することにより本明細書に取り入れたものとす
る。
【００９３】
　特に有用な、効果顔料の表面に結合させる反応性配向補助剤またはカップリング剤は、
有用な有機官能基を有する以下の有機官能性シランである。Ｄｅｇｕｓｓａ、Ｒｈｅｉｎ
ｆｅｌｄｅｎ、Ｇｅｒｍａｎｙによって商品名Ｄｙｎａｓｙｌａｎ（登録商標）で、また
はＯＳｉ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓによって商品名Ｓｉｌｑｕｅｓｔ（登録商標）で市販
されているシランが特に有用である。さらに、Ｗａｃｋｅｒ　ＡＧ、Ｍｕｎｃｈｅｎ、Ｇ
ｅｒｍａｎｙによって商品名ＧＥＮＩＯＳＩＬ（登録商標）で市販されているオルガノシ
ラン、特にいわゆるα－シランもまた同様に使用することができる。
【００９４】
　以下の化合物が特に好ましい：３－メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン（Ｄ
ｙｎａｓｙｌａｎ　ＭＥＭＯ、Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１７４ＮＴ）、ビニルトリメトキ
シ［またはエトキシ］シラン（それぞれＤｙｎａｓｙｌａｎ　ＶＴＭＯ，ＶＴＥＯ、それ
ぞれＳｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１５１，Ａ－１７１）、３－メルカプトプロピルトリメトキ
シ［またはエトキシ］シラン（Ｄｙｎａｓｙｌａｎ　ＭＴＭＯまたは３２０１；Ｓｉｌｑ
ｕｅｓｔ　Ａ－１８９）、３－グリシドオキシプロピルトリメトキシシラン（Ｄｙｎａｓ
ｙｌａｎ　ＧＬＹＭＯ、Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１８７）、トリス－（３－トリメトキシ
シリルプロピル）イソシアヌレート（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ｙ－１１５９７）、ガンマ－メ
ルカプトプロピルトリメトキシシラン（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１８９）、ビス－（３－
トリエトキシシリルプロピル）ポリスルフィド（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１２８９）、ビ
ス－（３－トリエトキシシリル）ジスルフィド（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１５８９）、ベ
ータ－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン（Ｓｉｌｑｕｅｓ
ｔ　Ａ－１８６）、ビス（トリエトキシシリル）エタン（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ｙ－９８０
５）、ガンマ－イソシアナトプロピルトリメトキシシラン（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－Ｌｉ
ｎｋ３５、ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＧＦ４０）、（メタクリルオキシメチル）トリメトキシ［
またはエトキシ］シラン（ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＸＬ３３、ＸＬ３６）、（メタクリルオキ
シメチル）メチル［またはエチル］ジメトキシシラン（ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＸＬ３２、Ｘ
Ｌ３４）、イソシアナトメチル）トリメトキシシラン（ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＸＬ４３）、
（イソシアナトメチル）メチルジメトキシシラン（ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＸＬ４２）、（イ
ソシアナトメチル）トリメトキシシラン（ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＸＬ４３）、３－（トリエ
トキシシリル）プロピル無水コハク酸（ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＧＦ２０）またはそれらの混
合物。
【００９５】
　さらには、いわゆるα－シランもまたカップリング剤として使用することができる。
【００９６】
　本発明のまた別な好ましい実施態様によれば、好ましくは上述のシランに加えて、少な
くとも１種のアミノ官能性シランを用いて効果顔料をコーティングすることができる。ア
ミノ官能性は有機官能基であって、ほとんどの結合剤の化学基と化学的な相互作用を持つ
ことができる。その相互作用は、たとえば結合剤のイソシアナト基との共有結合、結合剤
のＯＨ基もしくはＣＯＯＨ基との水素結合、またはイオン的相互作用であってよい。アミ
ノ官能性は、広く各種の結合剤と化学結合を作るには有用な化学的官能性である。
【００９７】
　以下の化合物が特に好ましい：アミノプロピルトリメトキシシラン（Ｄｙｎａｓｙｌａ
ｎ　ＡＭＭＯ；Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１１１０）、アミノプロピルトリエトキシシラン
（Ｄｙｎａｓｙｌａｎ　ＡＭＥＯ）またはＮ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピ
ルトリメトキシシラン（Ｄｙｎａｓｙｌａｎ　ＤＡＭＯ、Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１１２
０）またはＮ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、トリア
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ミノ官能性トリメトキシシラン（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１１３０）、ビス－（ガンマ－
トリメトキシシリルプロピル）アミン（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１１７０）、Ｎ－エチル
－ガンマ－アミノイソブチルトリメトキシシラン（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－Ｌｉｎｋ１５
）、Ｎ－フェニル－ガンマ－アミノプロピルトリメトキシシラン（Ｓｉｌｑｕｅｓｔ　Ｙ
－９６６９）、４－アミノ－３，３－ジメチルブチルトリメトキシシラン（Ｓｉｌｑｕｅ
ｓｔ　Ｙ－１１６３７）、Ｎ－シクロヘキシルアミノメチルメチルジエトキシシラン（Ｇ
ＥＮＩＯＳＩＬ　ＸＬ９２４）、（Ｎ－シクロヘキシルアミノメチル）トリエトキシシラ
ン（ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＸＬ９２６）、（Ｎ－フェニルアミノメチル）トリメトキシシラ
ン（ＧＥＮＩＯＳＩＬ　ＸＬ９７３）、またはそれらの混合物。
【００９８】
　本発明の効果顔料は、その光学的性質さらには機械的安定性に関して特有の品質を特徴
としている。先にも説明したように、たとえば、効果顔料を循環ラインを通してポンプ輸
送する時、もしくは顔料を塗料、インキ、プラスチックなどの中に混合する時、または、
効果顔料の塗布、たとえばノズルスプレー作業の間、もしくは、使用後の効果顔料のリサ
イクル作業の間に、効果顔料には剪断力が加わることが多い。
【００９９】
　本発明の効果顔料は、多くの目的において有利に使用することができるが、その様な用
途としては、たとえば、プラスチック、ガラス、セラミック製品、農業用フォイル、装飾
的化粧料配合物、特にコーティング、特に自動車用コーティング、ならびに印刷インキを
含むインキの着色が挙げられる。
【０１００】
　本発明の効果顔料は、従来からのすべての印刷プロセス、たとえば、オフセット印刷、
凹版印刷、ブロンズ印刷、フレキソ印刷などにおいて使用することができる。本発明の効
果顔料は、さらに、導電性顔料のような機能性顔料として、磁気顔料として、あるいはレ
ーザーマーク可能な媒体製造のために使用することもできる。媒体は、たとえば、プラス
チック、板材製品、または紙であってよい。本発明の効果顔料は、さらに、たとえば、マ
ニキュア液、口紅、メイクアップ、ヘアケア製品、スキン配合物、マスカラ、アイシャド
ー、アイライナー、シャワージェル、シャンプー、ルージュ、パヒューム、オードトワレ
、コスメティックパウダー（プレスドまたはルース）、練り歯磨き、または刺青配合物な
どの化粧料配合物中で使用することもできる。
【０１０１】
　本発明の効果顔料は、また、充填顔料、透明顔料、または隠蔽白色、着色、黒色有機お
よび／または無機顔料と混合した形で、上述の用途で有利に使用することもできる。本発
明の効果顔料は、さらに、金属酸化物コーティングされたマイカ、ＴｉＯ２フレーク、Ｓ
ｉＯ２フレーク、もしくはＡｌ２Ｏ３フレーク、および、コーティングされるか、または
されていない、金属顔料、コレステリックフレーク、ＢｉＯＣｌ顔料、微小板形状酸化鉄
、もしくはグラファイトフレークをベースとする、慣用される透明、着色もしくは黒色真
珠光沢顔料と混合した形で使用することも可能である。
【０１０２】
　本発明の効果顔料は、慣用される効果顔料、たとえば金属効果顔料、もしくは真珠光沢
顔料と組み合わせて、深み効果を有することが可能な、特に艶のある色合いを作るのに特
に適している。本発明による効果顔料は、特に耐久性が高く、高光沢で、高彩度の真珠光
沢顔料である。その金属効果顔料には、たとえば、アルミニウム、黄銅、銅、もしくは鉄
、またはそれらの合金から製造した金属効果顔料が含まれる。
【０１０３】
　さらに、本発明の顔料混合物には、有機もしくは無機着色剤、チキソトロピー剤、湿潤
剤、分散剤、水、および／または有機溶媒、もしくは溶媒混合物などが含まれていてもよ
い。
【０１０４】
　本発明の効果顔料は、自由流動性の顔料パウダーとして配合することができる。顔料パ
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ウダーは、粉塵飛散性が低いかまったくない、本発明の効果顔料のパウダーであるのが好
ましい。
【０１０５】
　本発明の効果顔料は、さらに、たとえば結合剤と組み合わせて、粒状物、ペレット、錠
剤、またはペースト状粘稠物の形態で配合することも可能である。
【０１０６】
　本発明の顔料混合物は、単純であり、取扱いやすい。その顔料混合物は、シンプルに混
合することによって、それを使用するいかなる系の中にも組み入れることができる。顔料
のための、手間のかかる摩砕および分散手順は必要としない。
【０１０７】
　本発明の効果顔料は、材料、印刷インキ、プラスチック、農業用フィルム、ボタンペー
ストの顔料着色および／またはコーティングのため、種子のコーティングのため、食品の
着色、食品、薬剤、もしくは化粧料配合物のコーティングのために使用することができる
。
【０１０８】
　顔料着色または着色のために使用される系の中における本発明の効果顔料の濃度は、一
般的に、その系の全固形分含量を基準にして、０．０１～５０重量％の間、好ましくは０
．１～５重量％の間である。その濃度は、一般的に、その特定の用途に依存する。
【０１０９】
　本発明の顔料混合物を、着色プラスチックの重量を基準にして、０．１～５０重量％、
特には０．５～７重量％の量で含むプラスチックは、多くの場合、独特の輝度を特徴とす
る。
【０１１０】
　コーティング分野、特に自動車の仕上げにおいては、ガラスフレークが、着色コーティ
ング組成物の重量を基準にして、０．１～１０重量％の量で採用される。
【０１１１】
　バインダー系の顔料着色において、たとえば、塗料、および、凹版印刷、オフセット印
刷もしくはスクリーン印刷のための印刷インキの場合、顔料を、着色印刷インキ、塗料な
どの重量を基準にして、２～５０重量％、好ましくは５～３０重量％、特には８～１５重
量％の量で印刷インキの中に組み入れる。
【０１１２】
　さらに、本発明は、本発明の効果顔料、バインダー、および所望により添加剤を含む顔
料調合物を提供するが、前記調合物は、実質的に無溶媒で自由流動性の粒状物の形態であ
る。
【０１１３】
　そのような粒状物は、本発明の顔料を９５重量％までの量で含むことができるが、その
残りの量は、結合剤および／または溶媒および／または添加剤などである。本発明のガラ
スフレークが、バインダーと共に、および水および／または有機溶媒と共に、添加剤と共
にもしくは添加剤なしで、ペースト化され、そのペーストが次いで乾燥されて、圧縮され
た粒子の形状、たとえば、粒状物、ペレット、ブリケット、マスターバッチまたは錠剤と
なっているような顔料調合物は、印刷インキのための前駆体として特に好適であるが、た
だし、その用途に限定される訳ではない。
【０１１４】
　本発明の根底にある目的は、さらに、請求項１～２０のいずれか１項の効果顔料を製造
するための方法によって解決されるが、それに含まれるのは以下の工程である：
（ａ）ガラスフレークの重量を基準にして、以下の組成：
６５～７５重量％の酸化ケイ素、好ましくはＳｉＯ２

２～９重量％の酸化アルミニウム、好ましくはＡｌ２Ｏ３

０．０～５重量％の酸化カルシウム、好ましくはＣａＯ
５～１２重量％の酸化ナトリウム、好ましくはＮａ２Ｏ
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８～１５重量％の酸化ホウ素、好ましくはＢ２Ｏ３

０．１～５重量％の酸化チタン、好ましくはＴｉＯ２

０．０～５重量％の酸化ジルコニウム、好ましくはＺｒＯ２

を有するガラスフレークを、少なくとも１層の少なくとも１種の高屈折率物質（前記物質
は少なくとも１．８の屈折率を有する）、および／または少なくとも１層の少なくとも１
種の半透明の金属質物質を用いてコーティングする工程、
（ｂ）場合によっては、工程（ａ）により得られた前記層化されたガラスフレークをか焼
する工程。
【０１１５】
　一つの好ましい実施態様によれば、ガラスフレークは、少なくとも１層の高屈折率物質
および／または少なくとも１層の少なくとも１種の半透明の金属質物質を用いて、湿式化
学的コーティング法、物理蒸着法、化学蒸着法、または無電解めっきによってコーティン
グされている。
【０１１６】
　たとえば、マイカベースの真珠光沢顔料の場合と同様にして、ガラスフレークをコーテ
ィングすることが可能である。金属酸化物を用いたコーティングは、各種公知の方法によ
り達成してもよいが、たとえば、加熱またはアルカリにより金属塩を加水分解させて水和
金属酸化物を析出させ、場合によってはその後でか焼する。
【０１１７】
　その手順が含むことができるのは、一般的に、適切な溶媒、たとえば、有機溶媒もしく
は水もしくは水／有機溶媒混合物の中にガラスフレークを分散させる工程と、その分散体
を前駆体と組み合わせて、フレークの上に含水金属酸化物膜コーティングまたは半透明の
金属質コーティングを形成させる工程である。前駆体は、金属塩であってよく、それは加
水分解され、次いでガラスフレークの表面上に析出される。
【０１１８】
　たとえば、ガラスフレークを水中に分散させ、適当な容器に入れてから、適当な金属塩
を添加する。得られた分散体のｐＨを、金属塩を添加する間、適切な塩基、たとえば水酸
化ナトリウムを同時に供給することによって適当なレベルに維持して、ガラスフレークの
上に含水金属酸化物の沈殿を起こさせる。水性の酸、たとえば、塩酸を使用してｐＨを調
節することができる。コーティングされた微小板は、所望により、洗浄、乾燥してから、
か焼して最終的な顔料とすることができる。適当な手順は以下の特許に詳しく説明されて
いる：ＵＳ特許５，４３３，７７９、ならびに独国特許１４　６７　４６８、１９　５９
　９９８、２０　０９　５６６、２２　１４　５４５、２２　１５　１９１、２２　４４
　２９８、２３　１３　３３１、２５　２２　５７２、３１　３７　８０８、３１　３７
　８０９、３１　５１　３４３、３１　５１　３５４、３１　５１　３５５、３２１１　
６０２、および３２　５３　０１７（これらの特許の内容を、参照することにより本明細
書に取り入れたものとする）。
【０１１９】
　別の方法として、アルコキシ金属化合物を有機溶媒の中に分散させることも可能である
。有機溶媒の重量を基準にして、たとえば約１～２０重量％、好ましくは５～１０重量％
の量の水を添加することによって、前記アルコキシ金属化合物の加水分解を開始させるこ
とができる。アルコキシ金属化合物を加水分解させた後には、ガラスフレークの表面の上
に金属酸化物層が形成される。有機溶媒としては、好ましくはアルコール、たとえば、エ
タノール、ｎ－プロパノールまたはイソプロパノール、およびそれらの混合物を使用する
ことができる。
【０１２０】
　湿式化学的コーティング法によって得られる効果顔料の特徴は、１または複数の均質な
層が、ガラスフレーク、すなわちガラスフレークの全部の面と縁をくるみこんでいる点に
ある。
【０１２１】
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　本発明の効果顔料は、また、揮発性金属化合物の気相分解法、たとえばＣＶＤ（化学蒸
着）法またはＰＶＤ（物理蒸着）法、または無電解めっき法によって、当技術分野で公知
の手順に従って調製することもできる。
【０１２２】
　本発明の根底にある目的は、さらに、請求項１～２０のいずれか１項の効果顔料を、プ
ラスチック、コーティング、粉体コーティング、塗料、インキ、印刷インキ、ガラス、セ
ラミック、農業用フォイル、化粧料、刺青配合物、および食品の中で使用することにより
解決される。
【０１２３】
　本発明の目的は、さらに、請求項１～２０のいずれか１項の効果顔料を含む配合物およ
び調合物により解決される。前記配合物および調合物には、プラスチック、レーザーマー
ク可能なプラスチック、コーティング、粉体コーティング、塗料、インキ、印刷インキ、
ガラス、セラミック、農業用フォイル、化粧料、刺青配合物および食品が含まれる。
【０１２４】
　本発明の効果顔料を含むコーティングが特に好ましい。効果顔料を含むコーティング配
合物は、少なくとも１種のバインダー、および少なくとも１種の溶媒、たとえば水および
／または（１種または複数の）有機溶媒をさらに含んでいるのが好ましい。
【０１２５】
　そのコーティングは、自動車用コーティング、粉体コーティング、さらには産業用コー
ティングを含むことができる。自動車用コーティングが特に好ましい。
【０１２６】
　たとえば粉体ラッカーのような粉体コーティングにおいては、コーティング組成物を本
質的に無溶媒とすることが可能であり、好ましくは無溶媒である。
【０１２７】
　バインダーは、物理的、または熱的、または熱と化学線照射とで硬化可能であるのがよ
い。後者は、当技術分野ではデュアル硬化と呼ばれている。
【０１２８】
　本発明の文脈においては、「物理的硬化」という用語は、コーティング物質から溶媒が
失われることを通して、コーティングの内部で、バインダーのポリマー分子の環化を介し
て起きる結合を用いて膜が形成されることにより、コーティング物質の層を硬化させるこ
とを意味している（この用語に関しては、Ｒｏｅｍｐｐ　Ｌｅｘｉｋｏｎ、Ｌａｃｋｅ　
ｕｎｄ　Ｄｒｕｃｋｆａｒｂｅｎ、１９９８、Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ　Ｖｅｒｌａｇ
、Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ、Ｇｅｒｍａｎｙ、７３～７４ページ、“Ｂｉｎｄｅｍｉｔｔｅｌ
”を参照のこと）。別の方法として、膜形成は、バインダー粒子を融合させる方法によっ
ても起きる（Ｒｏｅｍｐｐ、前掲書中、２７４～２７５ページ、“Ｈａｅｒｔｕｎｇ”を
参照のこと）。この目的においては、架橋剤は、通常、必要としない。所望により、大気
中の酸素によるか、加熱によるか、または、化学線照射に曝露させることによって、物理
的硬化を支援してもよい。
【０１２９】
　バインダーを熱的に硬化させることが可能である場合には、それらを熱的に外部架橋さ
せたり自己架橋させてよいが、特に外部架橋させる。本発明の文脈においては、「自己架
橋」という用語は、それ自体で架橋反応するバインダーの性質を指している。このための
前提条件は、バインダーが、熱的な架橋のために必要となる相補的な反応性官能基の両方
を既に含んでいるか、「それ自体で」反応することが可能な反応性官能基を既に含んでい
るということである。その一方で「外部架橋」というのは、相補的な反応性官能基の一方
がバインダーの中に存在し、他方が硬化剤または架橋剤の中に存在しているバインダーを
指すのに使用される用語である。さらなる詳細については、Ｒｏｅｍｐｐ、前掲書中、“
Ｈａｅｒｔｕｎｇ”、２７４～２７６ページ、特に２７５ページ下部を参照されたい。
【０１３０】
　コーティングのバインダーは、オリゴマー性およびポリマー性樹脂である。オリゴマー
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は、分子の中に少なくとも２～１５個のモノマー単位を含む樹脂を意味している。本発明
の文脈においては、ポリマーは、分子の中に少なくとも１０個のくり返しモノマー単位を
含む樹脂である。これらの用語についてのさらに詳しいことは、Ｒｏｅｍｐｐ、前掲書中
、４２５ページ、“Ｏｌｉｇｏｍｅｒｅ”を参照されたい。
【０１３１】
　好適なバインダーの例としては、以下のものが挙げられる：エチレン性不飽和モノマー
の、ランダム、交互および／またはブロックの、直鎖状および／または分岐状および／ま
たは櫛形の付加（コ）ポリマー、または重付加樹脂および／または重縮合樹脂。これらの
用語については、Ｒｏｅｍｐｐ、前掲書中、４５７ページ、“Ｐｏｌｙａｄｄｉｔｉｏｎ
”および“Ｐｏｌｙａｄｄｉｔｉｏｎｓｈａｒｚｅ（Ｐｏｌｙａｄｄｕｋｔｅ）”、なら
びに４６３および４６４ページ、“Ｐｏｌｙｃｋｏｎｄｅｎｓａｔｅ”、“Ｐｏｌｙｋｏ
ｎｄｅｎｓａｔｉｏｎ”、および“Ｐｏｌｙｋｏｎｄｅｎｓａｔｉｏｎｓｈａｒｚｅ”、
さらには、７３および７４ページ、“Ｂｉｎｄｅｍｉｔｔｅｌ”を参照されたい。
【０１３２】
　適切な付加（コ）ポリマーの例としては、以下のものが挙げられる：（メタ）アクリレ
ート（コ）ポリマーまたは部分鹸化ポリビニルエステル、特に（メタ）アクリレートコポ
リマー、特にポリウレタン変性（メタ）アクリレートコポリマー。
【０１３３】
　適切な重付加樹脂および／または重縮合樹脂の例としては、以下のものが挙げられる：
ポリエステル、アルキド、ポリウレタン、ポリラクトン、ポリカーボネート、ポリエーテ
ル、エポキシ樹脂、エポキシ樹脂－アミンアダクト、ポリウレア、ポリアミド、ポリイミ
ド、ポリエステル－ポリウレタン、ポリエーテル－ポリウレタン、もしくはポリエステル
－ポリエーテル－ポリウレタン、特にポリエステルおよびポリウレタン。
【０１３４】
　カルボキシル基を含み、好ましくは１０～１００ｍｇＫＯＨ／ｇバインダー、より好ま
しくは４０～８０ｍｇＫＯＨ／ｇバインダーの酸価を有しているバインダーを使用するの
が好ましい。さらに、これらのバインダーが５００～約５，０００ｇ／モルの分子量を有
しているのが好ましい。
【０１３５】
　本発明の効果顔料のバインダーに対する重量比率は、１０：１～１：１０、好ましくは
５：１～１：５、より好ましくは３：１～１：３である。
【０１３６】
　本発明のコーティング組成物は、水および／または（１種または複数の）有機溶媒をさ
らに含む。（１種または複数の）有機溶媒は、水と混和性であるのが好ましい。
【０１３７】
　本発明の文脈においては、水と混和性である有機溶媒は、水といかなる割合でも混和す
る、典型的な塗料溶媒であって、たとえば以下のものが挙げられる：エチレングリコール
、プロピレングリコール、ブチルグリコール、およびそのメチル、エチルまたはプロピル
エーテル、ケトンたとえばアセトンもしくはジアセトンアルコール、環状エーテル、たと
えばテトラヒドロフランもしくはジオキサン、またはアミド、たとえばＮ，Ｎ－ジメチル
ホルムアミドもしくはＮ－メチルピロリドン（Ｐａｉｎｔｓ　Ｃｏａｔｉｎｇｓ　ａｎｄ
　Ｓｏｌｖｅｎｔｓ、ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｄｉｅｔｅｒ　Ｓｔｏｙｅ　ａｎｄ　Ｗｅｒ
ｎｅｒ　Ｆｒｅｉｔａｇ、ｓｅｃｏｎｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ、Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ、Ｗｅｉ
ｎｈｅｉｍ　ａｎｄ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９９８、３２９および３３０ページ参照）。
【０１３８】
　水と非混和性であるか、または水とほとんど混和しない有機溶媒は、水および溶媒を基
準にして、２０℃で、好ましくは１０未満、より好ましくは９未満、特には８重量％未満
の水に順応する。逆に、水は、水および溶媒を基準にして、２０℃で、好ましくは６未満
、より好ましくは５未満、特には４重量％未満で順応する。水と非混和性であるか、また
は水とほとんど混和しない適切な有機溶媒の例としては、以下のものが挙げられる：ケト
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ン、たとえばメチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノンもしくは
トリメチルシクロヘキサノン、エーテル、たとえばジブチルエーテル、エステル、たとえ
ば、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、エチルグリコールアセテートもしくはブチルグリコ
ールアセテート、または高級アルコール、たとえばヘキサノール、シクロヘキサノール、
トリメチルシクロヘキサノールもしくは２－エチル－１－ヘキサノール（イソオクタノー
ル）（Ｐａｉｎｔｓ　Ｃｏａｔｉｎｇｓ　ａｎｄ　Ｓｏｌｖｅｎｔｓ、ｅｄｉｔｅｄ　ｂ
ｙ　Ｄｉｅｔｅｒ　Ｓｔｏｙｅ　ａｎｄ　Ｗｅｒｎｅｒ　Ｆｒｅｉｔａｇ、ｓｅｃｏｎｄ
　ｅｄｉｔｉｏｎ、Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ、Ｗｅｉｎｈｅｉｍ　ａｎｄ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ
、１９９８、３２９および３３０ページ参照）。
【０１３９】
　さらに、コーティング組成物は、場合によっては、適切な充填剤を含んでいてもよい。
適切な有機および無機充填剤の例としては、以下のものが挙げられる：チョーク、硫酸カ
ルシウム、硫酸バリウム、ケイ酸塩、たとえばタルク、マイカもしくはカオリン、シリカ
、酸化物、たとえば水酸化アルミニウムもしくは水酸化マグネシウム、ガラスフレーク、
または有機充填剤、たとえばポリマー粉体、特にポリアミドもしくはポリアクリロニトリ
ルの粉体。さらなる詳細については、Ｒｏｅｍｐｐ、前掲書中、２５０ページ～、“Ｆｕ
ｅｌｌｓｔｏｆｆｅ”を参照されたい。微小板形状の無機充填剤、たとえばタルクもしく
はマイカと、非微小板形状の無機充填剤、たとえばチョーク、ドロマイト、硫酸カルシウ
ムもしくは硫酸バリウムとの混合物を使用するのが有利となるが、その理由は、この手段
によって、粘度およびレオロジーを効果的に設定することが可能となるからである。
【０１４０】
　本発明のコーティング物質は、さらに、たとえばナノ粒子、または熱的もしくは化学線
照射により硬化することが可能な反応性希釈剤のような添加剤を含んでいてもよい。本発
明の文脈においては、化学線とは、電磁照射、たとえば近赤外線、可視光線、ＵＶ照射ま
たはＸ線、特にＵＶおよび粒子線、たとえば電子ビームである。
【０１４１】
　さらに、本発明のコーティング組成物は、たとえば以下のさらなる添加剤を含んでいて
もよい：ＵＶ吸収剤、光安定剤、フリーラジカル捕捉剤、熱不安定性のフリーラジカル開
始剤、光重合開始剤および光共重合開始剤、架橋剤、熱架橋触媒、不揮発化剤、スリップ
添加剤、重合禁止剤、消泡剤、乳化剤、湿潤剤、分散剤、接着促進剤、レベリング剤、膜
形成補助剤、レオロジー調節添加剤（増粘剤）、難燃剤、乾燥剤、乾燥添加剤、皮張り防
止剤、腐食防止剤、ワックス、および／または艶消し剤。
【実施例】
【０１４２】
　以下の実施例で本発明をさらに説明するが、それらは本発明の範囲を限定するものでは
ない。
【０１４３】
実施例１：
　２００ｇのガラスフレーク（Ｇｌａｓｓｆｌａｋｅｓ　Ｌｔｄ．Ｆｏｒｓｔｅｒ　Ｓｔ
ｒｅｅｔ　Ｌｅｅｄｓ　ＬＳ１０　１ＰＷ、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｋｉｎｇｄｏｍ製）（表Ａに
おいて特定されるような組成を有し、平均粒子厚みが１μｍ、粒子直径が５０～１５０μ
ｍの範囲、ｄ５０が８８μｍ）を、２Ｌの脱イオン水の中に分散させ、その懸濁液を撹拌
下で８０℃にまで加熱した。次いで、希塩酸を用いてそのｐＨを１．９に調節し、６０ｍ
Ｌの希塩酸中３ｇのＳｎＣｌ４・５Ｈ２Ｏの酸性溶液をその懸濁液に６０分以内で添加し
た。それと同時に、水酸化ナトリウムの溶液（水中１０％ｗ／ｗ）を計量注入して、ｐＨ
を１．９の一定に維持した。スズ化合物を添加した後、反応混合物を１５分間撹拌して、
完全に沈殿させた。次いで、希塩酸を用いてそのｐＨを１．６まで下げ、ＴｉＣｌ４の水
溶液（４００ｇＴｉＣｌ４／Ｌ）を０．３３ｍＬ／分で懸濁液に添加した。水酸化ナトリ
ウム（水中１０％ｗ／ｗ）を同時注入して、ｐＨ値を１．６の一定に維持した。４時間後
に、鮮やかな銀の色調が得られた。ＴｉＣｌ４溶液の添加を停止し、反応混合物をさらに
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１５分間撹拌した。濾過により固形分を分離してから、脱イオン水を用いてそのフィルタ
ーケーキを洗浄し、６５０℃で３０分間かけてか焼した。銀白色の反射色を有する極めて
鮮やかな真珠光沢顔料が得られる。Ｘ線粉末回折分析によれば、そのＴｉＯ２の結晶変態
は純粋なルチルである。
【０１４４】
【表１】

【０１４５】
比較例２
　表Ｂにおいて特定されるような組成を有し、５０～１５０μｍの同じ粒子サイズおよび
ｄ５０が８７μｍのＥＣＲガラス組成物のガラスフレークを使用して、実施例１と同じ手
順を繰り返した。
【０１４６】

【表２】

【０１４７】
実施例３：
　実施例１と類似であるが、ただし、ＴｉＣｌ４溶液を０．３３ｍＬ／分で２３時間かけ
て添加すると、強い赤色の干渉色を有する真珠光沢顔料が得られた。
【０１４８】
比較例４
　市販の真珠光沢顔料：Ｒｅｆｌｅｃｋｓ　Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ　Ｒｅｄ（ＢＡＳＦ　Ｃ
ａｔａｌｙｓｔｓ）。
【０１４９】
比較例５：
　市販の真珠光沢顔料：Ｍｉｒａｖａｌ　５４２２　Ｍａｇｉｃ　Ｒｅｄ（ＭＥＲＣＫ）
。
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【０１５０】
　実施例１および３、さらには比較例２、４および５の顔料を、慣用されるニトロセルロ
ースラッカー（Ｅｒｃｏ　Ｂｒｏｎｚｅｌａｃｋ、Ｄｒ．Ｒｅｎｇｅｒ、Ｇｅｒｍａｎｙ
）の中に混ぜ込み、コントラスト紙の上でドローダウンを作った。Ｍｉｃｒｏ－Ｔｒｉ－
Ｇｌｏｓｓ装置（Ｂｙｋ－Ｇａｒｄｎｅｒ）を使用して、その光沢を６０度で測定した。
その結果を表１に示す。
【０１５１】
【表３】

【０１５２】
　実施例１の真珠光沢顔料の光沢は、比較例２の顔料よりも顕著に高い。いずれのサンプ
ルも銀色の干渉色を示し、同程度の粒子サイズ、粒子サイズ分布および厚みであった。実
施例３ならびに比較例４および５の赤色干渉色真珠光沢顔料、さらには本発明の顔料もま
た、現行技術の顔料よりも高い光沢を示した。光沢における差は、銀色顔料の場合よりも
さらに大きい。
【０１５３】
実施例６：
　ＳｎＯ２の沈殿およびＴｉＯ２の沈殿の初期段階を分析した。この目的のために、実施
例１を実質的に繰り返したが、ただしコーティングされたガラスフレークの少量のサンプ
ルを、反応混合物から所定の反応時間のところで取り出した（表１）。ＴｉＯ２を用いた
コーティングは、２時間のところで最終的に停止した。
【０１５４】
　サンプルは、真空下６０℃で乾燥させた。最後にサンプルを、６５０℃で３０分間かけ
てか焼した。
【０１５５】
　ＳＥＭを用い、各種の倍率でサンプルの表面を分析した。
【０１５６】
比較例７：
　比較例２を基材として比較例２のＥＣＲガラスのガラスフレークを使用して実質的に繰
り返したが、ここで、実施例６におけるのと同じ反応時間にサンプルを取り出した。これ
らのサンプルを乾燥させてから、ＳＥＭにより分析した。
【０１５７】
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【表４】

【０１５８】
　図１ａ、ｂにおいて、表２にまとめた実施例６および比較例７の選択したサンプルのＳ
ＥＭ写真を比較する。金属酸化物を用いてガラスフレークをコーティングする極めて初期
の段階、たとえばＳｎＯ２コーティングの１５分後、およびＴｉＯ２コーティングの５分
後（図１ａ）では、実施例６の酸化物結晶粒は、比較例７に比較してはるかに小さいこと
が明瞭に認められる。図１ｂにおいては、さらなるコーティングの過程において、酸化物
結晶粒がより大きく成長していることが見て取れる。しかしながら、実施例６の酸化物結
晶粒は、常に、比較例７のそれに比較すると、顕著に小さいままである。か焼した後（サ
ンプルｇ）であっても、その差は変わらない。したがって、か焼の際に起こりうるＴｉＯ

２層の再結晶過程でさえも、それより前に既に存在していた酸化物結晶粒の寸法における
差に影響を与えない。サンプルｇにおいては、１００ｎｍの範囲およびそれよりも大きい
サイズを有する大量の酸化物結晶粒が比較例６では観察することができる。そのような粒
子は、この顔料の光沢を既に大幅に低下させている。しかしながら、実施例６のサンプル
ｇでは、そのような大きな酸化物粒子は認められない。
【０１５９】
　サンプルｇが、チタニアを用いて２時間かけてコーティングしたサンプルに相当するこ
とに注目されたい。しかしながら、銀の色調は、４時間のコーティング時間で達成される
。したがって、サンプルｇは「銀色の手前（ｐｒｅ－ｓｉｌｖｅｒ）」の真珠光沢顔料と
呼ぶことができる。銀色は、一連の干渉の最初の色調として知られており、それに続けて
金色、赤色、青色、緑色、そして次いで二次色となる。したがって、これらの着色真珠顔
料は、さらにより大きな酸化物結晶粒を示し、光沢低下散乱効果がさらに増大するであろ
う。このようにして、本発明の真珠光沢顔料の酸化物結晶粒がより小さいという利点は、
金属酸化物の厚みがより大きいところで次第に増大するであろう。
【０１６０】
皮膚感触性に関する試験
ａ　３点試験法
比較例８：
　市販の化粧料用Ｆｉｒｅｍｉｓｔ　Ｂｌｕｅ（ＢＡＳＦ　Ｃａｔａｌｙｓｔｓ製の真珠
光沢顔料）。
【０１６１】
　実施例１の顔料と比較例８の顔料とを３点試験法で比較した。この試験は、２種類の顔
料が皮膚感触性における差を示すかどうかを見ることを目的としている。
【０１６２】
手順：
　２種類の異なった顔料の３つのコード付きサンプルをパネリストの前腕に塗布した。パ
ネリストの腕を箱の中に入れさせて、パネリストが腕を見ることができないようにした。
２つのサンプルは同一であり、１つのサンプルが別のものである。パネリストにサンプル
を触らせて、次の問いに答えてもらった：「どの２つが同じだと思いますか？」。
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結果：
　２０人のパネリストの中の１１人が正解であった。このことは、実施例１のサンプルと
比較例８のサンプルが、有意に異なっていることを示している（α＝０．０５の有意水準
）。
【０１６４】
ｂ　皮膚感触性のパネル試験
　実施例１および比較例２の顔料を用いて、皮膚感触性に関するパネル試験を実施した。
【０１６５】
手順：
　２つのコード付きサンプルをパネリストの前腕に塗布した。パネリストの腕を箱の中に
入れさせて、パネリストが腕を見ることができないようにした。パネリストにサンプルを
触らせて、その２つのサンプルを「滑らかさ」のパラメータについて比較してもらい、そ
れを０（滑らか）から１０（粗い）の間でランク付けさせた。２０人のパネリストに評価
させた。
【０１６６】
　この手順は、化粧料業界においては標準的なものであって、以下の文献に記載がある：
Ｍｏｒｔｅｎ　Ｃ．Ｍｅｉｌｇａａｒｄ／Ｇａｉｌ　Ｖａｎｃｅ　Ｃｉｖｉｌｌｅ／Ｂ．
Ｔｈｏｍａｓ　Ｃａｒｒ“Ｓｅｎｓｏｒｙ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ
ｓ”；ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ、４ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ、Ｃｈａｐｔｅｒ　７：Ａｔｔｒｉ
ｂｕｔｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　Ｔｅｓｔｓ。
【０１６７】
結果：
　サンプルのランク付けの平均値を統計学的に比較してみると、２つのサンプルは、滑ら
かさの点で有意に異なる皮膚感触性を有していることを示している（α＝０．０５の有意
水準）。
【０１６８】
　実施例１の顔料は、比較例２の顔料よりも有意に良好な皮膚感触性を有している。
【図面の簡単な説明】
【０１６９】
【図１】図１ａ：各種のプローブの倍率：５０，０００でのＳＥＭ写真
【図２】図１ｂ：各種のプローブの倍率：５０，０００でのＳＥＭ写真
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【国際調査報告】
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【要約の続き】
ティング配合物にも関する。
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