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(57)【要約】
【課題】高い色強度、輝度および／または色純度を有す
る、天然の基材を主成分とする干渉顔料の提供。
【解決手段】板状のパーライト基材、ならびに
（ａ）誘電体材料の層、および／または
（ａ’）金属層
を含む顔料であって、前記板状のパーライト基材が３Ｄ
双晶構造粒子を５質量％を超えて含有しない、顔料。
【選択図】図１ｂ



(2) JP 2015-91997 A 2015.5.14

10

20

30

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状のパーライト基材、ならびに
（ａ）誘電体材料の層、および／または
（ａ’）金属層
を含む顔料であって、前記板状のパーライト基材が３Ｄ双晶構造粒子を５質量％を超えて
含有しない、顔料。
【請求項２】
　前記パーライト基材が１５～５０ミクロンの中央粒子サイズ（Ｄ50）を有する、請求項
１に記載の顔料。
【請求項３】
　前記パーライト基材が、
少なくとも５ミクロンのＤ10、
約１５～５０ミクロン未満のＤ50、および
３５超～８５ミクロン未満のＤ90

を特徴とするサイズ分布を有する、請求項１に記載の顔料。
【請求項４】
　前記パーライト基材が、
５～１５ミクロンのＤ10、
２０～４０ミクロンのＤ50、および
５０～７０ミクロンのＤ90

を特徴とするサイズ分布を有する、請求項３に記載の顔料。
【請求項５】
　前記誘電体材料が、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、Ｆｅ3Ｏ4、Ｃｒ2Ｏ3、ＺｎＯもしく
はこれらの酸化物の混合物またはチタン酸鉄、酸化鉄水和物、亜酸化チタンまたは前記化
合物の混合物および／または混合相から選択される、高屈折率の金属酸化物である、請求
項１に記載の顔料。
【請求項６】
　前記顔料がさらに（ｂ）低屈折率の金属酸化物も含み、両屈折率の差が少なくとも０．
１である、請求項５に記載の顔料。
【請求項７】
　前記低屈折率の金属酸化物が、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＯＯＨ、Ｂ2Ｏ3、またはこれ
らの混合物であり、さらなる成分としてアルカリ金属またはアルカリ土類金属酸化物が含
有されてもよい、請求項６に記載の顔料。
【請求項８】
　以下の層構造：
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【表１】

を有し、その際二酸化スズは、二酸化チタンの前に堆積させてもよい、請求項１から７ま
でのいずれか１項に記載の顔料。
【請求項９】
　前記パーライトコアが２％未満、特に０％のＦｅ2Ｏ3含有量を有する、請求項１から８
までのいずれか１項に記載の顔料。
【請求項１０】
　Ａｌ2Ｏ3／ＴｉＯ2、またはＭｇＯ／ＴｉＯ2、または誘電体層／金属層／誘電体層の混
合層を含む、請求項１から４までまたは９のいずれか１項に記載の顔料。
【請求項１１】
　前記パーライトフレークが２μｍ未満、特に２００～１０００ｎｍ、きわめて特に２０
０～６００ｎｍの平均厚さを有する、請求項１から１０までのいずれか１項に記載の顔料
。
【請求項１２】
　２つの異なる成分Ａおよび成分Ｂを含む顔料混合物であって、
　前記成分Ａが請求項１から１１までのいずれか１項に記載の顔料であり、
　前記成分Ｂが有機顔料、無機顔料、またはエフェクト顔料である、
顔料混合物。
【請求項１３】
　対応する水溶性金属化合物の加水分解による湿式法にて、あるいはこのようにして得ら
れる顔料を分離し、乾燥させ、場合により焼成することによって、あるいは金属化合物の
存在下でパーライトフレークを水性および／または有機溶媒含有媒体に懸濁させ、還元剤
の添加により金属化合物をパーライトフレークに堆積させることによって、３Ｄ双晶構造
粒子を５質量％を超えて含有しないパーライトフレークを、１つ以上の金属酸化物でコー
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ティングすることにより、請求項１に記載の干渉顔料を製造する方法。
【請求項１４】
　塗料における、インクジェット印刷における、織物を染色するための、コーティング、
印刷インク、プラスチック、化粧品、セラミックおよびガラス用釉薬を着色するための、
請求項１から１１までのいずれか１項に記載の顔料または請求項１２に記載の顔料混合物
の使用。
【請求項１５】
　請求項１から１１までのいずれか１項に記載の顔料または請求項１２に記載の顔料混合
物で着色された、塗料、印刷インク、プラスチック、化粧品、セラミックおよびガラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーライトのコアを有し、誘電体の層および／または（薄い半透明の）金属
層を含む（干渉）顔料、前記（干渉）顔料の製造方法、ならびに織物を染色するための、
コーティング、印刷インク、プラスチック、化粧品、セラミック用およびガラス用釉薬を
着色するための、塗料、インクジェット印刷における前記（干渉）顔料の使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　透明なキャリヤー材料（例えば、天然または合成雲母、ＳｉＯ2、またはガラス）から
なるコアを有する干渉顔料は公知である。例えば、Ｇｅｒｈａｒｄ　Ｐｆａｆｆ　ａｎｄ
　Ｐｅｔｅｒ　Ｒｅｙｎｄｅｒｓ，　Ｃｈｅｍ．　Ｒｅｖ．　９９　（１９９９）　１９
６３－１９８１を参照されたい。
【０００３】
　天然に透明な雲母は、ほとんどの場合、基材として使用される。天然の雲母は、生体不
活性であるため、広範囲の用途に許容される。基材の雲母は、約３００～６００ｎｍの厚
さおよび所定の粒子サイズ分布を有する薄い小板からなる。
【０００４】
　エフェクト顔料の基材として製造され、使用される小板塊のサイズ分布を特徴付ける特
に有用な手段は、最低１０体積％、５０体積％および９０体積％の小板のサイズをガウス
曲線に沿って指定することにより行う手段である。この分類は、小板サイズ分布のＤ10（
Ｄ（ｖ，０．１））、Ｄ50（Ｄ（ｖ，０．５）、およびＤ90（Ｄ（ｖ，０．９）値を特徴
とすることができる。したがって、特定サイズのＤ10を有する基材とは、１０体積％のフ
レーク基材粒子が当該値までのサイズを有することを意味する。例えば、１０ミクロンの
Ｄ10、２２ミクロンのＤ50および４５ミクロンのＤ90を有する雲母系顔料のサイズ分布は
、以下のように記載することができる：１０体積％の雲母小板は１０ミクロン以下のサイ
ズを有し、５０体積％の小板は２２ミクロン以下のサイズを有し、９０体積％の小板は４
５ミクロン以下のサイズを有する。
【０００５】
　酸化鉄、酸化チタンなどの金属酸化物でコーティングされた天然雲母を主成分とする真
珠光沢顔料は、酸化鉄不純物のためにマストーンアングルまたはシェードサイドで雲母特
有の黄色を発色し、また雲母基材の厚さ分布が大きく、雲母基材の表面が凹凸であるため
に干渉効果が弱いという点で不利である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｇｅｒｈａｒｄ　Ｐｆａｆｆ　ａｎｄ　Ｐｅｔｅｒ　Ｒｅｙｎｄｅｒｓ
，　Ｃｈｅｍ．　Ｒｅｖ．　９９　（１９９９）　１９６３－１９８１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　本発明の目的は、雲母顔料の周知の利点（例えば、種々のバインダー系における優れた
塗布性、環境適合性、および簡便な取扱い）を示すとともに、優れた光学的効果を実現す
る可能性がある、天然の基材を主成分とするさらなる真珠光沢顔料を開発することであり
、すなわち、高い色強度、輝度および／または色純度を有する、天然の基材を主成分とす
る干渉顔料を提供することであった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的は、板状のパーライト基材、ならびに
（ａ）誘電体の層、および／または
（ａ’）金属層
を含む顔料であって、前記板状のパーライト基材が粉砕発泡パーライト中に含有される３
Ｄ双晶構造粒子を５質量％を超えて含有しない、顔料により解決された。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１ａ】Ｏｐｔｉｍａｔ（登録商標）　２５５０（Ｗｏｒｌｄ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ製）
などの粉砕発泡パーライト中に含有される３Ｄ双晶構造粒子のマイクロ写真を示す図。
【図１ｂ】Ｏｐｔｉｍａｔ（登録商標）　２５５０（Ｗｏｒｌｄ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ製）
などの粉砕発泡パーライトから３Ｄ双晶構造粒子および５μｍ未満の粒子を除去した後に
得られる、小板状パーライト粒子のマイクロ写真を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　「（ａ）誘電体および／または金属を含む」という表現は、基材を誘電体の層または金
属層でコーティングしてもよければ、あるいは誘電体および／または金属の２つ以上の層
でコーティングしてもよいことを意味する。誘電体および金属は同一であっても、異なっ
ていてもよい。いわゆる「多層」顔料の例については、以下に記載する。金属層は特に薄
い半透明金属層である。誘電体の層は特に、高い屈折率を有する（金属）酸化物層である
。
【００１１】
　前記パーライトの板状基材は、
少なくとも５ミクロン、特に少なくとも８ミクロン、きわめて特に少なくとも１０ミクロ
ンのＤ10（Ｄ（ｖ，０．１））、
１５～５０ミクロン未満、特に２０～４０ミクロン未満のＤ50（Ｄ（ｖ，０．５）、およ
び
３５超～８５ミクロン未満、特に４０超～７５ミクロン未満のＤ90（Ｄ（ｖ，０．９）
を特徴とするサイズ分布を有する。
【００１２】
　前記サイズ分布が意味するところは、少なくとも１０体積％の小板が少なくとも５ミク
ロン以下のサイズを有し、少なくとも５０体積％のガラス小板が１５以下～５０ミクロン
未満のサイズを有し、少なくとも９０体積％のガラス小板が３５以下～８５ミクロン未満
のサイズを有するということである。Ｄ10を少なくとも５ミクロンに、特に少なくとも８
ミクロンにシフトさせることにより、結果として得られる顔料は、光を散乱し、当該顔料
で形成されるフィルムの輝度に悪影響を及ぼす微粒子が少なくなることが判明している。
【００１３】
　粉砕発泡パーライト中に含有される３Ｄ双晶構造粒子の量を５質量％未満、特に３質量
％未満、きわめて特に１質量％未満に減少させることにより、３Ｄ双晶構造粒子の艶消し
効果は低減され、ひいてはあらゆる用途における色彩均一性がより良好になる。３Ｄ双晶
構造粒子は、図１に示すような３アーム以上の星状粒子である。
【００１４】
　パーライトフレークは、２μｍ未満、特に２００～１０００ｎｍ、きわめて特に２００
～６００ｎｍの平均厚さを有する。
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【００１５】
　好ましくは、パーライト基材は、５～１５ミクロンのＤ10、１５（特に２０）～４０ミ
クロンのＤ50、３０（特に５０）～７０ミクロンのＤ90を特徴とするサイズ分布を有する
。最も好適には、パーライト基材は、８～１３ミクロンのＤ10、２３～２９ミクロンのＤ

50、および５０～５６ミクロンのＤ90を特徴とするサイズ分布を有する。パーライト粒子
の粒子サイズ分布は、レーザー光回折により測定される。
【００１６】
　図２から明らかなように、前記粒子は必ずしも完全に平坦なわけではなく、すなわち、
窪んでいてもよい。
【００１７】
　本発明の干渉顔料の製造方法は、対応する水溶性金属化合物の加水分解による湿式法に
て、あるいはこのようにして得られる顔料を分離、乾燥させ、場合により焼成することに
よって、あるいは金属化合物の存在下でパーライトフレークを水性および／または有機溶
媒含有媒体に懸濁させ、還元剤の添加により金属化合物をパーライトフレークに堆積させ
ることによって、粉砕発泡パーライト中に含有される３Ｄ双晶構造粒子を５質量％を超え
て含有しないパーライトフレークを、１つ以上の金属酸化物でコーティングすることを伴
う。
【００１８】
　所望のサイズおよびサイズ分布を有するパーライトの板状基材は、選択したスクリーン
、沈殿および遠心分離によって分類するなど、フレームを好適に分類することによって得
ることができる。１０μｍ未満の粒子サイズを有する粒子は、沈殿により除去するのが好
ましい。粉砕発泡パーライト中に含有される３Ｄ双晶構造粒子および／または８５μｍを
超える粒子を有する粒子もまた、沈殿により除去するのが好ましい。
【００１９】
　パーライトコアは、高屈折率を有する誘電体、特に金属酸化物、または金属層、特に薄
い半透明金属層のいずれかでコーティングされる。前記層はさらなる層でコーティングし
てもよい。
【００２０】
　（半透明）金属層に好適な金属は、例えば、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｇ
、Ａｕ、またはＮｉである。半透明金属層は、典型的には５～２５ｎｍ、特に５～１５ｎ
ｍの厚さを有する。
【００２１】
　本発明によると、「アルミニウム」という用語は、アルミニウムおよびアルミニウム合
金を含む。アルミニウム合金については、例えば、Ｇ．　Ｗａｓｓｅｒｍａｎｎ　ｉｎ　
Ｕｌｌｍａｎｎｓ　Ｅｎｚｙｋｌｏｐａｅｄｉｅ　ｄｅｒ　ｌｎｄｕｓｔｒｉｅｌｌｅｎ
　Ｃｈｅｍｉｅ，　４．　Ａｕｆｌａｇｅ，　Ｖｅｒｌａｇ　Ｃｈｅｍｉｅ，　Ｗｅｉｎ
ｈｅｉｍ，　Ｂａｎｄ　７，　Ｓ．　２８１　ｔｏ　２９２に記載されている。特に好適
なのは、国際特許公開第ＷＯ００／１２６３４号の１０～１２ページに記載される腐食耐
性アルミニウム合金であり、これはアルミニウムに加えて、ケイ素、マグネシウム、マン
ガン、銅、亜鉛、ニッケル、バナジウム、鉛、アンチモン、スズ、カドミウム、ビスマス
、チタン、クロムおよび／または鉄を２０質量％未満、好ましくは１０質量％未満含む。
【００２２】
　金属層は、湿式化学コーティングまたは化学的蒸着（例えば、金属カルボニルの気相堆
積）により得ることができる。基材は、金属化合物の存在下で水性および／または有機溶
媒含有媒体中に懸濁させ、還元剤を添加することにより基材に堆積させる。金属化合物は
、例えば、硝酸銀またはニッケルアセチルアセトナートである（国際特許公開第ＷＯ０３
／３７９９３号）。
【００２３】
　米国特許第（ＵＳ－Ｂ）３，５３６，５２０号によると、塩化ニッケルを金属化合物と
して使用してもよく、次亜リン酸塩を還元剤として使用してもよい。欧州特許第（ＥＰ－
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Ａ）３５３５４４号によると、以下の化合物を湿式化学コーティングの還元剤として使用
してもよい：アルデヒド類（ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンザルアルデヒド
）、ケトン類（アセトン）、炭酸およびそれらの塩（酒石酸、アスコルビン酸）、レダク
トン類（イソアスコルビン酸、トリオースレダクトン、レダクチン酸）、および還元糖（
グルコース）。しかし、還元アルコール類（アリルアルコール）、ポリオール類およびポ
リフェノール類、亜硫酸塩、亜硫酸水素塩、亜ジチオン酸塩、次亜リン酸塩、ヒドラジン
、ホウ素窒素化合物、金属水素化物、ならびにアルミニウムおよびホウ素の複合水素化物
を使用することも可能である。金属層の堆積はさらに、ＣＶＤ法を使用して実施してもよ
い。この種の方法は公知である。この目的には流動床リアクターを使用するのが好ましい
。欧州特許第（ＥＰ－Ａ）０７４１１７０号には、不活性ガス流中で炭化水素を使用して
アルキルアルミニウム化合物を還元することによるアルミニウム層の堆積について記載さ
れている。金属層はさらに、欧州特許第（ＥＰ－Ａ）０４５８５１号に記載の通り、加熱
式流動床リアクターで対応する金属カルボニルを気相分解することによって堆積させても
よい。この方法のさらなる詳細については、国際特許公開第ＷＯ９３／１２１８２号に記
載されている。本発明の場合に金属層を基材に塗布するために使用することができる、薄
い金属層を堆積させるさらなる方法は、高真空にて金属を蒸着する公知の方法である。こ
れについては、Ｖａｋｕｕｍ－Ｂｅｓｃｈｉｃｈｔｕｎｇ　［Ｖａｃｕｕｍ　Ｃｏａｔｉ
ｎｇ］，　Ｖｏｌｕｍｅｓ　１－５；Ｅｄｉｔｏｒｓ　Ｆｒｅｙ，　Ｋｉｅｎｅｌ　ａｎ
ｄ　Ｌｏｅｂｌ，　ＶＤＩ－Ｖｅｒｌａｇ，　１９９５に詳述されている。スパッタリン
グ法では、支持体と板状のコーティング材料（標的）との間でガス放電（プラズマ）を点
火する。コーティング材料をプラズマからの高エネルギーイオン（例えば、アルゴンイオ
ン）と衝突させ、それにより除去または霧化する。霧化したコーティング材料の原子また
は分子を支持体上に析出させ、所望の薄層を形成する。スパッタリング法については、Ｖ
ａｋｕｕｍ－Ｂｅｓｃｈｉｃｈｔｕｎｇ　［Ｖａｃｕｕｍ　Ｃｏａｔｉｎｇ］，　Ｖｏｌ
ｕｍｅｓ　１－５；Ｅｄｉｔｏｒｓ　Ｆｒｅｙ，　Ｋｉｅｎｅｌ　ａｎｄ　Ｌｏｅｂｌ，
　ＶＤＩ－Ｖｅｒｌａｇ，　１９９５に記載されている。屋外用途、特に車両用塗料にお
ける用途で使用する場合には、顔料にさらなる耐候性保護層、いわゆるポストコーティン
グを施してもよく、これによりバインダー系への最適な適合も同時に得られる。この種の
ポストコーティングについては、例えば、欧州特許第（ＥＰ－Ａ）０２６８９１８号およ
び欧州特許第（ＥＰ－Ａ）０６３２１０９号に記載されている。
【００２４】
　金属のような外観を有する顔料が望ましい場合、金属層の厚さは、２５ｎｍ超～１００
ｎｍ、好ましくは３０～５０ｎｍである。有色金属効果を有する顔料が望ましい場合は、
有色または無色の金属酸化物、金属窒化物、金属硫化物および／または金属からなるさら
なる層を堆積させてもよい。これらの層は透明または半透明である。高屈折率の層と低屈
折率の層が交互になっているか、または１つの層が存在し、その層内で屈折率が徐々に変
化するのが好適である。追加のコーティングにより耐候性を向上させることが可能であり
、これによりバインダー系への最適な適合も同時に得られる（欧州特許第（ＥＰ－Ａ）２
６８９１８号および欧州特許第（ＥＰ－Ａ）６３２１０９号）。
【００２５】
　金属および／または金属酸化物でコーティングされたパーライトフレークは、国際特許
公開第ＷＯ０６／１３１４７２号に記載の通り、プラズマトーチで処理してよい。前記処
理により、例えば、均一な結晶化度および／またはコーティング緻密化が促進される。特
定の粒子の急速溶融および凝固によって、バリア性、結合性および結晶表面形成など、金
属および／または金属酸化物コーティングに関連する特性を向上させることができる。反
応域における滞留時間が短いと、迅速な処理が可能となる。さらには、粒子の表面および
表面付近を選択的に溶融、再凝固および結晶化させるように加工条件を調節してもよい。
さらには、欠陥が最も少ない均一な表面が得られる表面レベリングを達成してもよい。こ
れは、とりわけ、粒子の凝集を回避するのに役立つ可能性がある。
【００２６】
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　当該方法は、
（Ａ）コーティングされたパーライトフレークを提供し、
（Ｂ）前記コーティングされたパーライトフレークをガス流中に同伴して、プラズマトー
チへ移送し、
（Ｃ）前記ガス流中でプラズマを生成して、コーティングされたパーライトフレークの外
表面を加熱し、
（Ｄ）前記コーティングされたパーライトフレークを冷却させ、
（Ｅ）前記コーティングされたパーライトフレークを回収する
ことを含む。
【００２７】
　プラズマトーチは好ましくは誘導プラズマトーチである。本発明の方法で使用するのに
好適な誘導プラズマトーチは、Ｔｅｋｎａ　Ｐｌａｓｍａ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　Ｉｎｃ．
（カナダ国ケベック州シャーブルック）から入手可能である。プラズマ誘導トーチの構造
および動作に関連する教示内容については、Ｂｏｕｌｏｓ等の米国特許第（ＵＳ－Ａ）５
，２００，５９５号を参考として本明細書で援用する。
【００２８】
　本発明の好適な一実施形態において、当該顔料は、パーライト基材上に、
（ａ）誘電体層、
（ｂ）金属層、および
（ｃ）誘電体層
を含む。このような顔料は、高い赤外反射率と高い可視光透過率を有する。
【００２９】
　金属層としては金属銀を使用するのが好ましい。なぜなら、金属銀は、反射損失を最小
限に低減すれば、太陽放射線に対する高い透過率とともに赤外線に対する高い反射率を提
供するためである。高純度の金属銀フィルムが好適であるが、赤外反射率を有意に低下さ
せず、また可視光吸収率を有意に増大させなければ、特定の不純物および／または合金金
属も許容される。金属銀層の厚さは、３～２０ｎｍの範囲内である。
【００３０】
　層（ｃ）に好適な材料は、使用する厚さで太陽放射線および赤外線に対する透過性を有
する材料である。さらに、これらの材料は、銀層による可視光の反射を最小限に低減する
反射防止コーティングコーティングとしての機能を果たし、好ましくは高い屈折率を有す
る。層（ｃ）に好適な材料の一部には、二酸化チタン、二酸化ケイ素、一酸化ケイ素、酸
化ビスマス、酸化スズ、酸化インジウム、酸化クロム、硫化亜鉛およびフッ化マグネシウ
ムが含まれるが、これらに限定されない。好適な材料は二酸化チタンである。なぜなら、
二酸化チタンは、屈折率が高く、銀との相互拡散が最も少ないことが判明しているためで
ある。
【００３１】
　層（ａ）に好適な材料は、層（ｂ）と協働して銀層による可視光反射損失を最小限に低
減する透明材料である。層（ｃ）に好適な透明材料は層（ａ）にも好適であり、二酸化チ
タンもこの層に好適な材料である。層（ａ）は、層（ｃ）と同じ材料から形成してもよけ
れば、厚さが異なる可能性が高い場合は異なる材料から形成してもよい。
【００３２】
　層（ｃ）および層（ａ）の厚さは、太陽光透過率および赤外反射率が最大になるように
選択される。約１５～約５０ｎｍの厚さが層（ｃ）に好適であることが判明している。し
たがって、層（ａ）の厚さは、最適な太陽光透過率を達成するのが望ましいかどうか、熱
反射率と透過率の最適比、またはこれらの最適値のいずれかの組み合わせといったいくつ
かの考慮事項に基づいて選択される。
【００３３】
　ほとんどの場合、所望の光学特性は、約１５ｎｍ～約５０ｎｍの層厚を選択することに
よって達成することができる。
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【００３４】
　本発明の好適な一実施形態において、干渉顔料は、「高」屈折率（本明細書では約１．
６５を超える屈折率と定義される）を有する材料と、場合により「低」屈折率（本明細書
では約１．６５以下の屈折率と定義される）を有する材料とを含む。金属酸化物、金属亜
酸化物、金属フッ化物、金属オキシハロゲン化物、金属硫化物、金属カルコゲニド、金属
窒化物、金属オキシ窒化物、金属炭化物、これらの組み合わせなどの無機材料、ならびに
有機誘電体をはじめとする、種々の材料（誘電体）を使用することができる。これらの材
料は容易に入手可能であり、物理的もしくは化学的蒸着法または湿式化学コーティング法
によって容易に塗布される。
【００３５】
　場合によっては、パーライト基材と「高」屈折率を有する材料との間にＳｉＯ2層を配
置してもよい。ＳｉＯ2層をパーライト基材に塗布することによって、パーライト表面は
、パーライト成分の膨潤および浸出などの化学的改変から保護される。ＳｉＯ2層の厚さ
は、５～２００ｎｍ、特に２０～１５０ｎｍの範囲である。ＳｉＯ2層は、好ましくは有
機シラン化合物（例えば、テトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ））を使用することによって
製造される。ＳｉＯ2層は、Ａｌ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3またはＺｒＯ2の薄層（厚さ１～２０ｎｍ
）で置換してもよい。
【００３６】
　さらに、ＳｉＯ2でコーティングされたまたはＴｉＯ2でコーティングされたパーライト
フレークは、欧州特許第（ＥＰ－Ａ）０９８２３７６号に記載の通り、窒素ドーピングさ
れた炭素層でコーティングしてもよい。欧州特許第（ＥＰ－Ａ）０９８２３７６号に記載
の方法は、以下のステップを含む：
（ａ）ＳｉＯ2またはＴｉＯ2でコーティングされたパーライトフレークを液体に懸濁させ
るステップ、
（ｂ）適切な場合は表面修飾剤および／または重合触媒を添加するステップ、
（ｃ）ステップ（ｂ）の前または後に、窒素および炭素原子を含む１つ以上のポリマー、
またはこのようなポリマーを形成することができる１つ以上のモノマーを添加するステッ
プ、
（ｄ）ポリマーコーティングをフレークの表面上に形成するステップ、
（ｅ）コーティングされたフレークを単離するステップ、および
（ｆ）コーティングされたフレークを気体雰囲気中にて１００～６００℃の温度に加熱す
るステップ。
【００３７】
　ポリマーは、ポリピロール、ポリアミド、ポリアニリン、ポリウレタン、ニトリルゴム
またはメラミンホルムアルデヒド樹脂、好ましくはポリアクリロニトリルであってもよく
、あるいはモノマーが、ピロール誘導体、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、クロ
トニトリル、アクリルアミド、メタクリルアミドまたはクロトンアミド、好ましくはアク
リロニトリル、メタクリロニトリルまたはクロトニトリル、最も好ましくはアクリロニト
リルである。
【００３８】
　好ましくは、ステップ（ｆ）にて、フレークをまず酸素含有雰囲気中にて１００℃～３
００℃に加熱し、次いで不活性ガス雰囲気中にて２００～６００℃に加熱する。
【００３９】
　したがって、本発明はまた、酸化ケイ素または酸化チタンでコーティングされたパーラ
イトフレークの表面全体にわたって、５０～９５質量％の炭素、５～２５質量％の窒素、
ならびに０～２５質量％の水素、酸素および／または硫黄の元素（質量百分率のデータは
、層（ＰＡＮ）の総質量に関連する）から構成される層を含む、本発明のパーライトフレ
ークを主成分とする顔料にも関する。
【００４０】
　窒素ドーピングされた炭素層の厚さは、一般的には１０～１５０ｎｍ、好ましくは３０
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～７０ｎｍである。前記実施形態において、好適な顔料は以下の層構造を有する：パーラ
イト基材／ＴｉＯ2／ＰＡＮ、パーライト基材／ＴｉＯ2／ＰＡＮ／ＴｉＯ2、パーライト
基材／ＴｉＯ2／ＰＡＮ／ＳｉＯ2／ＰＡＮ。
【００４１】
　特に好適な実施形態において、パーライト基材を主成分とする干渉顔料は、パーライト
基材の表面全体に塗布する、「高」屈折率（すなわち、約１．６５を超える、好ましくは
約２．０を超える、最も好適には約２．２を超える屈折率）を有する誘電体の層を含む。
このような誘電体の例は、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化ジルコニウム
（ＺｒＯ2）、二酸化チタン（ＴｉＯ2）、炭素、酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）、酸化イン
ジウムスズ（ＩＴＯ）、五酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）、酸化クロム（Ｃｒ2Ｏ3）、酸化セ
リウム（ＣｅＯ2）、酸化イットリウム（Ｙ2Ｏ3）、酸化ユーロピウム（Ｅｕ2Ｏ3）、酸
化鉄（例えば、酸化鉄（ＩＩ）／鉄（ＩＩＩ）（Ｆｅ3Ｏ4）および酸化鉄（ＩＩＩ）（Ｆ
ｅ2Ｏ3））、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）、炭化ハフニウム（ＨｆＣ）、酸化ハフニウム（
ＨｆＯ2）、酸化ランタン（Ｌａ2Ｏ3）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化ネオジム（
Ｎｄ2Ｏ3）、酸化プラセオジム（Ｐｒ6Ｏ11）、酸化サマリウム（Ｓｍ2Ｏ3）、三酸化ア
ンチモン（Ｓｂ2Ｏ3）、一酸化ケイ素（ＳｉＯ）、三酸化セレン（Ｓｅ2Ｏ3）、酸化スズ
（ＳｎＯ2）、三酸化タングステン（ＷＯ3）、またはこれらの組み合わせである。誘電体
は、好ましくは金属酸化物である。金属酸化物は、単一の酸化物であっても、あるいは吸
収特性の有無にかかわらず酸化物の混合物（例えば、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、Ｆｅ

3Ｏ4、Ｃｒ2Ｏ3またはＺｎＯ）であってもよく、ＴｉＯ2が特に好適である。
【００４２】
　ＴｉＯ2層の上に低屈折率の金属酸化物（例えば、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＯＯＨ、Ｂ

2Ｏ3またはこれらの混合物、好ましくはＳｉＯ2）を塗布し、場合によりさらなるＴｉＯ2

層を後者の層の上に塗布することによって、さらに色が濃く、さらに透明な顔料を得るこ
とが可能である（欧州特許第（ＥＰ－Ａ）８９２８３２号、欧州特許第（ＥＰ－Ａ）７５
３５４５号、国際特許公開第ＷＯ９３／０８２３７号、国際特許公開第ＷＯ９８／５３０
１１号、国際特許公開第ＷＯ９８１２２６６号、国際特許公開第ＷＯ９８３８２５４号、
国際特許公開第ＷＯ９９／２０６９５号、国際特許公開第ＷＯ００／４２１１１号、およ
び欧州特許第（ＥＰ－Ａ）１２１３３３０号）。使用できる好適な低指数誘電体の非限定
的な例には、二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）、および金属フ
ッ化物（例えば、フッ化マグネシウム（ＭｇＦ2）、フッ化アルミニウム（ＡｌＦ3）、フ
ッ化セリウム（ＣｅＦ3）、フッ化ランタン（ＬａＦ3）、フッ化アルミニウムナトリウム
（例えば、Ｎａ3ＡｌＦ6もしくはＮａ5Ａｌ3Ｆ14）、フッ化ネオジム（ＮｄＦ3）、フッ
化サマリウム（ＳｍＦ3）、フッ化バリウム（ＢａＦ2）、フッ化カルシウム（ＣａＦ2）
、フッ化リチウム（ＬｉＦ））、これらの組み合わせ、または約１．６５以下の屈折率を
有するその他いずれかの低指数材料が含まれる。例えば、アクリレート（例えば、メタク
リレート）などのジエンまたはアルケン、パーフルオロアルケンのポリマー、ポリテトラ
フルオロエチレン（ＴＥＦＬＯＮ）、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、パリレン
、ｐ－キシレン、これらの組み合わせなどのポリマーをはじめとする、有機モノマーおよ
びポリマーを低指数材料として使用してもよい。さらに、前記材料には、蒸発、縮合およ
び架橋させた透明なアクリレート層が含まれ、前記層は、参考として本明細書で援用され
る米国特許第（ＵＳ－Ｂ）５，８７７，８９５号に記載の方法によって堆積させることが
できる。
【００４３】
　したがって、好適な干渉顔料は、（ａ）高屈折率の金属酸化物に加えて（ｂ）低屈折率
の金属酸化物も含み、この場合の屈折率の差は少なくとも０．１である。
【００４４】
　下記の順序で湿式化学的方法によりコーティングされた、パーライト基材を主成分とす
る顔料が、特に好適である：
ＴｉＯ2、（ＳｎＯ2）ＴｉＯ2（基材：パーライト、層：（ＳｎＯ2）ＴｉＯ2、好ましく
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はルチル修飾型）、亜酸化チタン、ＴｉＯ2／亜酸化チタン、Ｆｅ2Ｏ3、Ｆｅ3Ｏ4、Ｔｉ
Ｆｅ2Ｏ5、Ｃｒ2Ｏ3、ＺｒＯ2、Ｓｎ（Ｓｂ）Ｏ2、ＢｉＯＣｌ、Ａｌ2Ｏ3、Ｃｅ2Ｓ3、Ｍ
ｏＳ2、Ｆｅ2Ｏ3・ＴｉＯ2（基材：パーライト、Ｆｅ2Ｏ3およびＴｉＯ2の混合層）、Ｔ
ｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3（基材：パーライト、第１層：ＴｉＯ2、第２層：Ｆｅ2Ｏ3）、ＴｉＯ2

／ベルリンブルー、ＴｉＯ2／Ｃｒ2Ｏ3、またはＴｉＯ2／ＦｅＴｉＯ3。一般的に、層の
厚さは、１～１０００ｎｍ、好ましくは１～３００ｎｍの範囲である。
【００４５】
　別の特に好適な実施形態において、本発明は、少なくとも３つの高屈折率および低屈折
率交互層（例えば、ＴｉＯ2／ＳｉＯ2／ＴｉＯ2、（ＳｎＯ2）ＴｉＯ2／ＳｉＯ2／ＴｉＯ

2、ＴｉＯ2／ＳｉＯ2／ＴｉＯ2／ＳｉＯ2／ＴｉＯ2、Ｆｅ2Ｏ3／ＳｉＯ2／ＴｉＯ2、また
はＴｉＯ2／ＳｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3）を含む干渉顔料に関する。
好ましくは、層構造は以下の通りである：
（ａ）１．６５を超える屈折率を有するコーティング、
（ｂ）１．６５以下の屈折率を有するコーティング、
（ｃ）１．６５を超える屈折率を有するコーティング、および
（ｄ）場合により外側の保護層。
【００４６】
　ベース基材上の高屈折率および低屈折率の各層の厚さは、顔料の光学特性にきわめて重
要である。各層（特に金属酸化物層）の厚さは、使用分野によって異なり、一般的には１
０～１０００ｎｍ、好ましくは１５～８００ｎｍ、特に２０～６００ｎｍである。
【００４７】
　層（Ａ）の厚さは、１０～５５０ｎｍ、好ましくは１５～４００ｎｍ、特に２０～３５
０ｎｍである。層（Ｂ）の厚さは、１０～１０００ｎｍ、好ましくは２０～８００ｎｍ、
特に３０～６００ｎｍである。層（Ｃ）の厚さは、１０～５５０ｎｍ、好ましくは１５～
４００ｎｍ、特に２０～３５０ｎｍである。
【００４８】
　層（Ａ）に特に好適な材料は、金属酸化物、金属硫化物、または金属酸化物混合物（例
えば、ＴｉＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＦｅ2Ｏ5、Ｆｅ3Ｏ4、ＢｉＯＣｌ、ＣｏＯ、Ｃｏ3Ｏ4、
Ｃｒ2Ｏ3、ＶＯ2、Ｖ2Ｏ3、Ｓｎ（Ｓｂ）Ｏ2、ＳｎＯ2、ＺｒＯ2、チタン酸鉄、酸化鉄水
和物、亜酸化チタン（酸化状態が２～４未満の還元チタン種）、バナジン酸ビスマス、ア
ルミン酸コバルト、およびこれらの化合物同士もしくはこれらの化合物と他の金属酸化物
との混合物または混合相）である。金属硫化物コーティングは、好ましくは、スズ、銀、
ランタン、希土類金属、好ましくはセリウム、クロム、モリブデン、タングステン、鉄、
コバルトおよび／またはニッケルの硫化物から選択される。
【００４９】
　層（Ｂ）に特に好適な材料は、金属酸化物または対応する酸化物水和物（例えば、Ｓｉ
Ｏ2、ＭｇＦ2、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＯＯＨ、Ｂ2Ｏ3もしくはこれらの混合物、好ましくはＳｉ
Ｏ2）である。
【００５０】
　層（Ｃ）に特に好適な材料は、無色または有色金属酸化物（例えば、ＴｉＯ2、Ｆｅ2Ｏ

3、ＴｉＦｅ2Ｏ5、Ｆｅ3Ｏ4、ＢｉＯＣｌ、ＣｏＯ、Ｃｏ3Ｏ4、Ｃｒ2Ｏ3、ＶＯ2、Ｖ2Ｏ3

、Ｓｎ（Ｓｂ）Ｏ2、ＳｎＯ2、ＺｒＯ2、チタン酸鉄、酸化鉄水和物、亜酸化チタン（酸
化状態が２～４未満の還元チタン種）、バナジン酸ビスマス、アルミン酸コバルト、これ
らの化合物同士もしくはこれらの化合物と他の金属酸化物との混合物または混合相）であ
る。ＴｉＯ2層は、着色剤を選択的に吸収し、金属カチオンを選択的に吸収する吸収材（
例えば、炭素）をさらに含有してもよければ、吸収材でコーティングしても、あるいは部
分的に還元してもよい。
【００５１】
　吸収材または非吸収材の中間層は、層（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）および（Ｄ）の間に存在
してもよい。中間層の厚さは、１～５０ｎｍ、好ましくは１～４０ｎｍ、特に１～３０ｎ



(12) JP 2015-91997 A 2015.5.14

10

20

30

40

50

ｍである。このような中間層は、ＳｎＯ2から構成されてもよい。少量のＳｎＯ2を添加す
ることによってルチル構造を形成させることが可能である（例えば、国際特許公開第ＷＯ
９３／０８２３７号を参照）。
【００５２】
　本実施形態において、好適な干渉顔料は、以下の層構造を有する：
【表１】

二酸化スズは、二酸化チタンの前に堆積させてもよい。
【００５３】
　金属酸化物層は、ＣＶＤ（化学的蒸着）または湿式化学コーティングによって塗布する
ことができる。金属酸化物層は、水蒸気の存在下において（マグネタイトなどの比較的低
分子量の金属酸化物）、または酸素および（適切な場合は）水蒸気の存在下において（例
えば、酸化ニッケルおよび酸化コバルト）金属カルボニルを分解することによって得るこ
とができる。金属酸化物層は特に、金属カルボニル（例えば鉄ペンタカルボニル、クロム
ヘキサカルボニル；欧州特許第（ＥＰ－Ａ）４５８５１号）の酸化気相分解、金属アルコ
ラート（例えば、チタンおよびジルコニウムテトラ－ｎ－および－イソ－プロパノラート
；独国特許第（ＤＥ－Ａ）４１４０９００号）もしくは金属ハロゲン化物（例えば、四塩
化チタン；欧州特許第（ＥＰ－Ａ）３３８４２８号）の気相加水分解、オルガニルスズ化
合物（特に、テトラブチルスズおよびテトラメチルスズなどのアルキルスズ化合物；独国
特許第（ＤＥ－Ａ）４４０３６７８号）の酸化的分解、または欧州特許第（ＥＰ－Ａ）６
６８３２９号に記載のオルガニルケイ素化合物（特に、ジ－ｔｅｒｔ－ブトキシアセトキ
シシラン）の気相加水分解によって塗布され、前記コーティング作業は流動床リアクター
で実施することが可能である（欧州特許第（ＥＰ－Ａ）０４５８５１号および欧州特許第
（ＥＰ－Ａ）１０６２３５号）。Ａｌ2Ｏ3層（Ｂ）は、有利には、アルミニウムでコーテ
ィングされた顔料を冷却しながら酸化を調整することによって得ることができ、それ以外
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の方法では不活性ガス下で実施される（独国特許第（ＤＥ－Ａ）１９５１６１８１号）。
【００５４】
　ホスフェート、クロメートおよび／またはバナデートを含有する、ならびにホスフェー
トおよびＳｉＯ2を含有する金属酸化物層、独国特許第（ＤＥ－Ａ）４２３６３３２号お
よび欧州特許第（ＥＰ－Ａ）６７８５６１号に記載の表面不動態化法にしたがって、金属
の酸化物－ハロゲン化物（例えば、ＣｒＯ2Ｃｌ2、ＶＯＣｌ3）、特にオキシハロゲン化
リン（例えば、ＰＯＣｌ3）、リン酸および亜リン酸エステル（例えば、ジメチルホスフ
ァイトおよびトリメチルホスファイトならびにジエチルホスファイトおよびトリエチルホ
スファイト）、ならびにアミノ基含有オルガニルケイ素化合物（例えば、３－アミノプロ
ピルトリエトキシシランおよび３－アミノプロピルトリメトキシシラン）の加水分解また
は酸化気相分解により塗布することができる。
【００５５】
　ジルコニウム、チタン、鉄および亜鉛の金属の酸化物、前記金属の酸化物水和物、チタ
ン酸鉄、亜酸化チタン、またはこれらの混合物の層は、好ましくは湿式化学法による沈殿
によって塗布され、適切な場合は金属酸化物を還元することが可能である。湿式化学コー
ティングの場合には、真珠光沢顔料製造のために開発された湿式化学コーティング法を使
用することができ、これらの方法については、例えば、独国特許第（ＤＥ－Ａ）１４６７
４６８号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）１９５９９８８号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）２００９
５６６号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）２２１４５４５号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）２２１５
１９１号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）２２４４２９８号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）２３１３
３３１号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）２５２２５７２号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３１３７
８０８号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３１３７８０９号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３１５１
３４３号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３１５１３５４号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３１５１
３５５号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３２１１６０２号および独国特許第（ＤＥ－Ａ）３２
３５０１７号、独国特許第１９５９９８８号、国際特許公開第ＷＯ９３／０８２３７号、
国際特許公開第ＷＯ９８／５３００１号および国際特許公開第ＷＯ０３／６５５８号に記
載されている。
【００５６】
　高屈折率の金属酸化物は、好ましくはＴｉＯ2および／または酸化鉄であり、低屈折率
の金属酸化物は、好ましくはＳｉＯ2である。ＴｉＯ2の層は、ルチルまたはアナスターゼ
修飾型であってもよく、ルチル修飾型が好ましい。ＴｉＯ2層は、欧州特許第（ＥＰ－Ａ
）７３５，１１４号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３４３３６５７号、独国特許第（ＤＥ－Ａ
）４１２５１３４号、欧州特許第（ＥＰ－Ａ）３３２０７１号、欧州特許第（ＥＰ－Ａ）
７０７，０５０号、国際特許公開第ＷＯ９３／１９１３１号、または国際特許公開第ＷＯ
０６／１３１４７２号に記載の通り、公知の手段（例えば、アンモニア、水素、炭化水素
蒸気もしくはこれらの混合物、または金属粉末）により還元してもよい。
【００５７】
　コーティングを行うに当たっては、基材粒子が水に懸濁され、付随して沈殿が生じるこ
となく粒子上に金属酸化物または金属酸化物水和物が直接析出するように選択された加水
分解に好適なｐＨで、１つ以上の加水分解可能な金属塩が添加される。通常、ｐＨは、同
時に塩基を計り入れることにより一定に保たれる。次に顔料を分離し、洗浄し、乾燥させ
、適切な場合は焼成し、該当するコーティングに合わせて焼成温度を最適にすることが可
能である。所望により、各コーティングを塗布した後に、顔料を分離し、乾燥させ、適切
な場合は焼成し、次いでさらなる層を析出させるために再懸濁させてもよい。
【００５８】
　金属酸化物層はまた、例えば、独国特許第（ＤＥ－Ａ）１９５０１３０７号に記載の方
法と同じように、適切な場合は有機溶媒と塩基性触媒の存在下において、ゾルゲル法を用
いて１つ以上の金属酸エステルの加水分解を調整することにより金属酸化物層を製造する
ことによっても得ることができる。好適な塩基性触媒は、例えば、トリエチルアミン、エ
チレンジアミン、トリブチルアミン、ジメチルエタノールアミンおよびメトキシプロピル
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アミンなどのアミンである。有機溶媒は、Ｃ1－4アルコール、特にイソプロパノールなど
の水混和性有機溶媒である。
【００５９】
　好適な金属酸エステルは、アルキルアルコラートおよびアリールアルコラート、カルボ
キレート、ならびにバナジウム、チタン、ジルコニウム、ケイ素、アルミニウムおよびホ
ウ素のカルボキシル基置換またはアルキル基置換またはアリール基置換アルコラートまた
はカルボキシレートから選択される。トリイソプロピルアルミネート、テトライソプロピ
ルチタネート、テトライソプロピルジルコネート、テトラエチルオルトシリケートおよび
トリエチルボレートの使用が好適である。さらには、前記金属のアセチルアセトナートお
よびアセトアセチルアセトナートを使用してもよい。この種類の金属酸エステルの好適な
例は、ジルコニウムアセチルアセトナート、アルミニウムアセチルアセトナート、チタン
アセチルアセトナートおよびジイソブチルオレイルアセトアセチルアルミナートまたはジ
イソプロピルオレイルアセトアセチルアセトナート、および金属酸エステルの混合物（例
えば、Ｄｙｎａｓｉｌ（登録商標）（Ｈｕｅｌｓ）、混合アルミニウム／ケイ素金属酸エ
ステル）である。
【００６０】
　高屈折率を有する金属酸化物としては、二酸化チタンを使用するのが好ましく、前記二
酸化チタン層の塗布には、本発明の実施形態にしたがって、米国特許第（ＵＳ－Ｂ）３，
５５３，００１号に記載の方法が使用される。
【００６１】
　約５０～１００℃、特に７０～８０℃に加熱した、コーティングする材料の懸濁液にチ
タン塩水溶液を緩徐に添加し、例えば、アンモニア水溶液またはアルカリ金属水酸化物水
溶液などの塩基を同時に計り入れることにより、約０．５～５、特に約１．２～２．５の
実質的に一定のｐＨ値を維持する。析出したＴｉＯ2の所望の層厚が得られたらすぐに、
チタン塩溶液および塩基の添加を中止する。出発溶液中のＡｌ2Ｏ3またはＭｇＯの前駆物
質を添加するのは、ＴｉＯ2層の形態を改善する一つの方法である。
【００６２】
　本方法は「滴定法」とも呼ばれ、過剰なチタン塩を避けられることが特徴とされる。こ
れは、水和したＴｉＯ2による均一なコーティングに必要であり、かつコーティングされ
る粒子の利用可能な表面が単位時間当たりに取り込むことができる量のみを、加水分解の
ために単位時間当たりに供給することによって達成される。原則として、ＴｉＯ2のアナ
ターゼ形は出発顔料の表面上に形成されるが、少量のＳｎＯ2を添加することによって、
ルチル構造を形成させることが可能である。例えば、国際特許公開第ＷＯ９３／０８２３
７号に記載の通り、二酸化チタンを沈殿させる前に二酸化スズを堆積させることができ、
二酸化チタンでコーティングされた生成物を８００～９００℃にて焼成することができる
。
【００６３】
　本発明の特に好適な実施形態において、パーライトフレークは、密閉されたリアクター
内で蒸留水と混合され、約９０℃に加熱される。ｐＨは約１．８～２．２に設定され、１
ＭのＮａＯＨ溶液を連続して添加することによりｐＨを一定（１．８～２．２）に保ちな
がら、ＴｉＯＣｌ2、ＨＣｌ、グリシンおよび蒸留水を含む配合物が緩徐に添加される。
欧州特許出願第（ＰＣＴ／ＥＰ）２００８／０５１９１０号を参照されたい。ＴｉＯ2の
堆積中にグリシンなどのアミノ酸を添加することにより、形成するＴｉＣＯ2コーティン
グの品質を改善することが可能である。有利には、ＴｉＯＣｌ2、ＨＣｌおよびグリシン
ならびに蒸留水を含む配合物は、水中の基材フレークに添加される。
【００６４】
　ＴｉＯ2は、場合により通常の手順で還元してもよい：米国特許第（ＵＳ－Ｂ）４，９
４８，６３１号（ＮＨ3、７５０～８５０℃）、国際特許公開第ＷＯ９３／１９１３１号
（Ｈ2、９００℃超）または独国特許第（ＤＥ－Ａ）１９８４３０１４号（固体還元剤（
例えば、ケイ素）、６００℃超）。
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【００６５】
　適切な場合は、二酸化チタン層の上にＳｉＯ2（保護）層を塗布してもよく、これを行
うには、以下の方法を使用してもよい：約５０～１００℃、特に７０～８０℃に加熱した
、コーティングする材料の懸濁液にソーダ水ガラス溶液を計り入れ、１０％の塩酸を同時
に計り入れることによってｐＨを４～１０、好ましくは６．５～８．５に維持し、水ガラ
ス溶液の添加後３０分間撹拌を行う。
【００６６】
　ＴｉＯ2層の上に「低」屈折率（すなわち、約１．６５未満の屈折率）の金属酸化物（
例えば、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＯＯＨ、Ｂ2Ｏ3またはこれらの混合物、好ましくはＳ
ｉＯ2）を塗布し、さらなるＦｅ2Ｏ3および／またはＴｉＯ2層を後者の層の上に塗布する
ことによって、色がさらに濃く、さらに透明な顔料を得ることが可能である。このように
パーライト基材ならびに高屈折率および低屈折率の金属酸化物層を含む多重コーティング
された干渉顔料は、国際特許公開第ＷＯ９８／５３０１１号および国際特許公開第ＷＯ９
９／２０６９５号に記載の方法と同じように製造することができる。
【００６７】
　さらには、例えば、有色金属酸化物またはベルリンブルー、遷移金属（例えば、Ｆｅ、
Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｒ）の化合物、または有機化合物（例えば、色素もしくは染色レー
キ）などのさらなる層を塗布することによって、顔料の粉末色を変更することも可能であ
る。
【００６８】
　さらに、本発明の顔料は、難溶性、固着性、無機または有機着色剤でコーティングして
もよい。染色レーキおよび、特にアルミニウム染色レーキを使用するのが好ましい。これ
を行うには、水酸化アルミニウム層を析出させ、第２のステップで染色レーキを使用して
染色する（独国特許第（ＤＥ－Ａ）２４２９７６２号および独国特許第（ＤＥ－Ａ）２９
２８２８７号）。
【００６９】
　さらに、本発明の顔料は、錯塩顔料（特に、シアン化鉄錯体）によるさらなるコーティ
ングも有してもよい（欧州特許第（ＥＰ－Ａ）１４１１７３号および独国特許第（ＤＥ－
Ａ）２３１３３３２号）。
【００７０】
　耐候性および耐光性を向上させるには、使用分野に応じて（多層）パーライトフレーク
を表面処理に付してもよい。有用な表面処理については、例えば、独国特許第（ＤＥ－Ａ
）２２１５１９１号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３１５１３５４号、独国特許第（ＤＥ－Ａ
）３２３５０１７号、独国特許第（ＤＥ－Ａ）３３３４５９８号、独国特許第（ＤＥ－Ａ
）４０３０７２７号、欧州特許第（ＥＰ－Ａ）６４９８８６号、国際特許公開第ＷＯ９７
／２９０５９号、国際特許公開第ＷＯ９９／５７２０４号、および米国特許第（ＵＳ－Ａ
）５，７５９，２５５号に記載されている。前記表面処理は、顔料の取扱い（特に、種々
の適用媒体への顔料の組入れ）も容易にすると考えられる。
【００７１】
　本発明の好適な実施形態において、パーライトのコアを含有し、Ａｌ2Ｏ3／ＴｉＯ2の
混合相を含む顔料を対象とする。混合層は、２０モル％までのＡｌ2Ｏ3を含有してよい。
Ａｌ2Ｏ3／ＴｉＯ2の混合層は、約５０～１００℃、特に７０～８０℃まで加熱した、コ
ーティングする材料の懸濁液に水性アルミニウムおよびチタン塩溶液を緩徐に添加し、例
えば、アンモニア水溶液またはアルカリ金属水酸化物水溶液などの塩基を同時に計り入れ
ることにより、約０．５～５、特に約１．２～２．５の実質的に一定のｐＨ値を維持する
ことによって得られる。析出したＡｌ2Ｏ3／ＴｉＯ2の所望の層厚が得られたらすぐに、
チタン塩溶液およびアルミニウム塩溶液ならびに塩基の添加を中止する。
【００７２】
　Ａｌ2Ｏ3／ＴｉＯ2の混合層の厚さは、一般的に２０～２００ｎｍ、特に５０～１５０
ｎｍの範囲である。好ましくは、顔料は、１～５０ｎｍ、特に１０～２０ｎｍの厚さを有
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するＡｌ2Ｏ3／ＴｉＯ2の混合層の上にＴｉＯ2層を含む。Ａｌ2Ｏ3／ＴｉＯ2の混合層の
厚さを変更することによって、顔料のフロップを向上させ、所望の通りに調整することが
できる。
【００７３】
　本発明の別の好適な実施形態において、パーライトのコアを含有し、これに続くＴｉＯ

2／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2の層からなる顔料であって、パーライト基材に隣接するＴｉＯ2層が
、１～２０ｎｍの厚さを有し、好ましくはチタンアルコラート、特にテトライソプロピル
チタネートを使用することによって製造される、顔料を対象とする。
【００７４】
　別の好適な実施形態において、本発明は、
パーライトの板状基材、ならびに
（ａ）ＳｎＯ2の層、および／またはＦｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2および／またはＨｆＯ2

から選択される金属酸化物の層（前記層はＭｏおよび／またはＷでドーピングされ、Ｓｎ
Ｏ2の層は、ＳｎＯ2層中の金属のモルに対して０．１～６０モル％のＭｏおよび／または
Ｗを含み、Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2および／またはＨｆＯ2の金属酸化物層は、金属
酸化物中の金属のモルに対して０．１～１０モル％のＭｏおよび／またはＷを含む）
を含む顔料、あるいは
板状基材、ならびに
（ａ’）Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2および／またはＨｆＯ2から選択される金属酸化物
の層（前記層はＮｂおよび／またはＴａでドーピングされ、Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2

および／またはＨｆＯ2の金属酸化物層は、金属酸化物中の金属のモルに対して０．１～
１０モル％、特に０．１～５モル％のＮｂおよび／またはＴａを含む）
を含む顔料
を対象とする。欧州特許出願第（ＰＣＴ／ＥＰ）２００８／０６５０９５号を参照された
い。
【００７５】
　ＳｎＯ2の層は、ＳｎＯ2層中の金属のモルに対して０．１～６０モル％、特に０．１～
３０モル％のＭｏおよび／またはＷを含み、Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2および／または
ＨｆＯ2の金属酸化物層は、金属酸化物中の金属のモルに対して０．１～１０モル％、特
に０．１～５モル％のＭｏおよび／またはＷを含む。Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2および
／またはＨｆＯ2の金属酸化物層は、金属酸化物中の金属のモルに対して０．１～１０モ
ル％、特に０．１～５モル％のＮｂおよび／またはＴａを含む。
【００７６】
　ＴｉＯ2の場合、金属酸化物層のドーピングによって光安定性および緻密化が改善され
ることが判明している。ＴｉＯ2層の最も外側の２０ｎｍにＭｏが組み入れられている場
合に、光安定化の効果が顕著である。
【００７７】
　層（ａ）の金属酸化物がＴｉＯ2であり、層（ａ）の１層しか存在しない場合は、板状
基材と前記層（ａ）との間にさらなるＳｎＯ2層が存在するのが好適である。
【００７８】
　層（ａ）の厚さは、一般的に１０～３００ｎｍ、特に２０～２００ｎｍの範囲である。
【００７９】
　顔料は、対応する水溶性金属化合物の加水分解による湿式法にて板状パーライト基剤を
少なくとも２つの金属酸化物でコーティングし、それにより得られた顔料を分離し、乾燥
させ、場合により焼成することにより製造することができ、この場合、第１の金属酸化物
はＳｎＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2および／またはＨｆＯ2から選択され、第２の金
属酸化物はＭｏおよびＷから選択されるか、あるいは第１の金属酸化物はＦｅ2Ｏ3、Ｔｉ
Ｏ2、ＺｒＯ2および／またはＨｆＯ2から選択され、第２の金属酸化物はＮｂおよびＴａ
から選択される。ドーピングされた金属酸化物層は、ドーピングされてない金属酸化物層
と同じＸ線回折パターンを特徴として備える。
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【００８０】
　好ましくは、板状パーライト基材フレークは、密閉されたリアクター内で蒸留水と混合
され、約９０℃にて加熱される。ｐＨは約１．８～２．２に設定され、１ＭのＮａＯＨ、
またはＫＯＨ溶液を連続して添加することによりｐＨを一定（１．８～２．２）に保ちな
がら、ＴｉＯＣｌ2、ＨＣｌ、ＭｏＣｌ5および蒸留水を含む配合物が緩徐に添加される。
ＴｉＯ2の堆積中にグリシンなどのアミノ酸を添加することにより、形成するＴｉＯ2コー
ティングの品質を改善することが可能である。国際特許公開第ＷＯ０８／１０４４６７号
を参照されたい。
【００８１】
　有利には、ＭｏＣｌ5、ＴｉＯＣｌ2、ＨＣｌならびにグリシンおよび蒸留水を含む配合
物は、水中の基材フレークに添加される。アミノ酸は、チタン１モル当たり０．０１～５
モル、特に０．０１～０．１モルの量が添加される。前記配合物中のグリシン含有量は、
時間とともにその最大値からゼロまで変動する可能性がある。前記配合物中のグリシンの
最大含有量は、堆積法の開始時に見られることもあれば、終了時に見られることもある。
グリシンは、他のアミノ酸（例えば、アラニン、バリン、またはアスパラギン酸（α型、
β型およびγ型））で置換してもよい。ＭｏＣｌ5の代わりに、モリブデン酸ナトリウム
、モリブデン酸アンモニウム、またはモリブデン酸ナトリウムアンモニウムを使用しても
よい。モリブデン酸塩をＭｏ源として使用する場合は、その添加によって、ｐＨの補正に
使用する塩基性部分（ＮａＯＨまたはＫＯＨ中）が消耗する。
【００８２】
　しかし、少量のＳｎＯ2を添加することによってルチル構造を形成させることが可能で
ある。例えば、国際特許公開第ＷＯ９３／０８２３７号に記載の通り、二酸化スズは、Ｔ
ｉＯ2（Ｍｏ）の沈殿前に堆積させてもよい。前記目的を果たすには、１ＭのＮａＯＨ、
またはＫＯＨ溶液を連続して添加することによりｐＨを一定（１．３～１．７）に維持し
ながら、ＳｎＣｌ4、ＨＣｌおよび蒸留水を含む配合物が緩徐に添加される。ＳｎＯ2の堆
積中にグリシンなどのアミノ酸を添加することにより、形成するＳｎＯ2コーティングの
品質を改善することが可能であり、ひいては隣接するＴｉＯ2またはＴｉＯ2（Ｍｏ）層の
品質が改善される。
【００８３】
　ＴｉＯ2層は、モリブデン（Ｍｏ）に加えて、炭素、Ｂ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3および／または
ＭｇＯを含んでもよい。
【００８４】
　本発明の好適な実施形態において、（透明な）板状パーライト基材上には、ＳｎＯ2お
よびＴｉＯ2（Ｍｏ）の交互層が析出される。
板状パーライト基材／［ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）］n（ｎ＝１、２、３、４または５、
特に２、３、４または５）。
【００８５】
　本発明の別の好適な実施形態において、板状パーライト基材上には、ＳｎＯ2（Ｍｏ）
およびＴｉＯ2の交互層が析出される。
板状パーライト基材／［ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2］n（ｎ＝１、２、３、４または５、
特に２、３、４または５）。
【００８６】
　本発明の別の好適な実施形態において、板状パーライト基材上には、ＳｎＯ2およびＴ
ｉＯ2（Ｎｂ）の交互層が析出される。
【００８７】
　本発明の別の好適な実施形態において、顔料は、小板状パーライト基材、ならびに（ａ
）層構造：ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2、もしくはＴｉＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2、
またはＴｉＯ2（Ｍｏ）／低屈折率の金属酸化物（特に、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＯＯＨ
、Ｂ2Ｏ3もしくはこれらの混合物）の層（この場合、さらなる成分／高屈折率の金属酸化
物（特に、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、Ｆｅ3Ｏ4、Ｃｒ2Ｏ3、ＺｎＯまたはこれらの酸
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い）、またはＴｉＯ2（Ｍｏ）／低屈折率の金属酸化物（特に、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ａｌ
ＯＯＨ、Ｂ2Ｏ3もしくはこれらの混合物）の層（この場合、さらなる成分／ＴｉＯ2（Ｍ
ｏ）として、アルカリ金属またはアルカリ土類金属酸化物を含有してもよい）を含んでも
よい。
【００８８】
　好適な顔料の例は、以下の層構造を有するか：
パーライト／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）、
パーライト／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）
、
パーライト／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）
／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2

（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2

（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2

（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2、
パーライト／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＴｉＯ2（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）
／ＴｉＯ2、
パーライト／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）
／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2、
パーライト／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）
／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2、
パーライト／ＳｎＯ2（Ｍｏ）／ＴｉＯ2（Ｍｏ）、
パーライト／Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）、
パーライト／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ
）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ
）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（ＭＯ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ
）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）、
パーライト／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（ＭＯ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ
）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）／ＳｎＯ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）／Ｓｎ
Ｏ2／ＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3（Ｍｏ）（ここでＴｉＯ2＆Ｆｅ2Ｏ3は、ＴｉＯ2およびＦｅ2Ｏ3

の混合層を意味する）、
あるいは以下の層構造を有する：
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【表２】

ＳＴＬは、半透明層（例えば、Ｃｕ、Ａｇ、ＣｒもしくはＳｎの半透明金属層）または半
透明炭素層である。二酸化スズは、二酸化チタンおよび／またはＴｉＯ2（Ｍｏ）の析出
前に堆積させてもよい。
【００８９】
　ＴｉＯ2（Ｍｏ）またはＴｉＯ2層の厚さは、一般的に２０～２００ｎｍ、特に５０～１
５０ｎｍの範囲である。ＳｎＯ2層の厚さは、一般的に１～２０ｎｍ、特に１～１０ｎｍ
の範囲である。
【００９０】
　本発明の顔料の小板状基材（コア）は、パーライトから構成される。
【００９１】
　パーライトは、典型的には約７２～７５（質量）％のＳｉＯ2、１２～１４（質量）％
のＡｌ2Ｏ3、０．５～２（質量）％のＦｅ2Ｏ3、３～５（質量）％のＮａ2Ｏ、４～５（
質量）％のＫ2Ｏ、０．４～１．５（質量）％のＣａＯ、および低濃度の他の金属元素を
含有する水和した天然ガラスである。パーライトは、高含有量（２～１０質量％）の化学
的に結合した水、ガラス質の真珠様光沢の存在、および特徴的な同心円状または弓状のタ
マネギ状（すなわち、パーライト状）破砕によって、他の天然ガラスとは区別される。パ
ーライトフレークは、国際特許公開第ＷＯ０２／１１８８２号に開示される方法（粉砕、
スクリーニングおよび熱膨張が含まれる）により製造することができる。制御された粒子
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サイズ分布、低い浮遊物含有量、および高い青色光輝度を有するパーライトフレークが好
適である。５０ミクロン未満の中央粒子サイズ（Ｄ50）を有するパーライトフレークが好
適である。１５～５０ミクロンの中央粒子サイズを有するパーライトフレークが好適であ
り、２０～４０ミクロンの中央粒子サイズを有するパーライトフレークが最も好適である
。パーライトフレークは、１０体積パーセント未満の浮遊物含有量、特に５体積パーセン
ト未満の浮遊物含有量、きわめて特に２体積パーセント未満の浮遊物含有量を有する。パ
ーライトフレークは、８０を超える、特に８２を超える、きわめて特に８５を超える青色
光輝度を有する。
【００９２】
　本発明で使用されるパーライトフレークは、均一の形状のものではない。図２から明ら
かなように、前記粒子は必ずしも完全に平坦なわけではなく、すなわち、窪んでいてもよ
い。しかし、簡潔にするため、パーライトフレークは「直径」を有すると見なされる。パ
ーライトフレークは、２μｍ未満、特に２００～１０００ｎｍ、特に２００～６００ｎｍ
の平均厚さを有する。現在のところ、フレークの直径（中央粒子サイズ（ｄ50））は、約
１５～５０μｍの好適な範囲内であるのが好ましく、約２０～４０μｍの範囲がさらに好
ましい。高屈折率材料としてＴｉＯ2層を堆積させる場合、ＴｉＯ2層は、２０～３００ｎ
ｍ、特に２０～１００ｎｍ、より具体的には２０～５０ｎｍの厚さを有する。
【００９３】
　パーライトのＦｅ2Ｏ3含有量は、好ましくは２％未満、特に０％である。
【００９４】
　現在のところ最も好適なパーライトは、Ｏｐｔｉｍａｔ（登録商標）　２５５０（Ｗｏ
ｒｌｄ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ）である。Ｏｐｔｉｍａｔ（登録商標）　１７３５（Ｗｏｒｌ
ｄ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ）などのパーライトを使用してもよい。５μｍ未満および８５μｍ
超の粒子サイズを有する粒子、および／または３Ｄ双晶構造粒子は、例えば、沈殿または
遠心分離により除去される。
【００９５】
　本発明のパーライト基材を使用すると、優れた明度、澄んだ濃い色、顕著な色フロップ
、改善された色濃度、強い輝きおよび／または色純度を有する干渉顔料が得られる。
【００９６】
　金属または非金属の無機小板状粒子または顔料は、エフェクト顔料（特に、金属エフェ
クト顔料または干渉顔料）、すなわち、適用媒体に色を付与するだけでなく、さらなる特
性（例えば、色（フロップ）、光沢（表面光沢ではない）または質感の角度依存性）も付
与する顔料である。金属エフェクト顔料では、方向的に配向された顔料粒子において、実
質的に配向された反射が生じる。干渉顔料の場合、色付与効果は、薄い高屈折層における
光干渉現象によるものである。
【００９７】
　本発明の（エフェクト）顔料は、あらゆる慣例的な目的（例えば、塊状ポリマー、コー
ティング（自動車部門用のものをはじめとするエフェクト艶出剤など）および印刷インク
（オフセット印刷、凹版印刷、ブロンズ処理およびフレキソ印刷など）の着色、ならびに
、例えば、化粧品、インクジェット印刷における用途、織物の染色、セラミックおよびガ
ラス用釉薬の着色、ならびに紙およびプラスチックのレーザーマーキング）に使用するこ
とができる。このような用途は、例えば、“Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｌｌｅ　Ｏｒｇａｎｉｓ
ｃｈｅ　Ｐｉｇｍｅｎｔｅ”（Ｗ．　Ｈｅｒｂｓｔ　ａｎｄ　Ｋ．　Ｈｕｎｇｅｒ，　Ｖ
ＣＨ　Ｖｅｒｌａｇｓｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ　ｍｂＨ，　Ｗｅｉｎｈｅｉｍ／Ｎｅｗ
　Ｙｏｒｋ，　２ｎｄ，　ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ　ｒｅｖｉｓｅｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，　
１９９５）などの参考文献から公知である。
【００９８】
　本発明の顔料が干渉顔料（エフェクト顔料）である場合、前記顔料はゴニオクロマチッ
クであってもよく、輝きのある高飽和（光沢のある）色および強い輝きをもたらす。した
がって、前記顔料は、従来の透明顔料（例えば、ジケトピロロピロール、キナクリドン、
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ジオキサジン、ペリレン、イソインドリノンなどの有機顔料）との組み合わせにきわめて
特に好適であり、透明顔料はエフェクト顔料と類似した色を有することができる。しかし
、特に興味深い組み合わせ効果は、透明顔料とエフェクト顔料の色が補色である場合に、
例えば、欧州特許第（ＥＰ－Ａ）３８８９３２号または欧州特許第（ＥＰ－Ａ）４０２９
４３号と同じように得られる。
【００９９】
　本発明の顔料を使用して、高分子量有機材料の着色における優れた結果を得ることがで
きる。
【０１００】
　着色に本発明の顔料または顔料組成物を使用することができる高分子量有機材料は、天
然起源のものであっても、合成起源のものであってもよい。高分子量有機材料は通常、約
１０3～１０8ｇ／ｍｏｌまたはさらにはそれ以上の分子量を有する。前記材料は、例えば
、天然樹脂、乾性油、ゴムもしくはカゼイン、またはこれらに由来する天然物質（例えば
、塩化ゴム、油変性アルキド樹脂、ビスコース、セルロースエーテルもしくはセルロース
エステル（例えば、エチルセルロース、セルロースアセテート、セルロースプロピオネー
ト、セルロースアセトブチレートもしくはニトロセルロース））であってもよいが、特に
重合、重縮合または重付加により得られるような完全合成有機ポリマー（熱硬化性プラス
チックおよび熱可塑性プラスチック）であってもよい。重合樹脂類からは、特に、ポリオ
レフィン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレンまたはポリイソブチレン）、および置
換ポリオレフィン（例えば、塩化ビニル、酢酸ビニル、スチレン、アクリロニトリル、ア
クリル酸エステル、メタクリル酸エステルまたはブタジエンの重合生成物）、ならびに前
記モノマー（例えば、特にＡＢＳまたはＥＶＡ）の共重合生成物が挙げられる。
【０１０１】
　一連の重付加樹脂および重縮合樹脂からは、例えば、ホルムアルデヒドとフェノールと
の縮合生成物（いわゆるフェノール樹脂）、およびホルムアルデヒドと尿素、チオ尿素ま
たはメラミンとの縮合生成物（いわゆるアミノプラスト）、および表面コーティング樹脂
として使用されるポリエステル（アルキド樹脂などの飽和ポリエステル、またはマレエー
ト樹脂などの不飽和ポリエステルのいずれか）、ならびに直鎖ポリエステルおよびポリア
ミド、ポリウレタンまたはシリコーンが挙げられる。
【０１０２】
　前記高分子量化合物は、プラスチック塊または溶融物の形態で、単独で存在してもよけ
れば、混合物として存在してもよい。前記化合物はまた、それ自体のモノマーの形態で存
在してもよければ、あるいはコーティングもしくは印刷インク用のフィルム形成剤または
バインダー（例えば、煮アマニ油、ニトロセルロース、アルキド樹脂、メラミン樹脂およ
び尿素－ホルムアルデヒド樹脂またはアクリル樹脂）のような溶解した重合状態で存在し
てもよい。
【０１０３】
　所期の目的によっては、本発明のエフェクト顔料またはエフェクト顔料組成物をトナー
として、または配合物の形態で使用するのが有利であることが証明されている。また、コ
ンディショニング方法または所期の用途によっては、コンディショニング法を実施する前
または後に、特定量の質感向上剤をエフェクト顔料に添加するのが有利な場合があるが、
ただし、これによって、高分子量有機材料（特に、ポリエチレン）を着色するためのエフ
ェクト顔料の使用に悪影響が及ばないものとする。好適な薬剤は、特に少なくとも１８個
の炭素原子を含有する脂肪酸（例えば、ステアリン酸もしくはベヘン酸、またはこれらの
アミドもしくは金属塩、特にマグネシウム塩）、ならびに可塑剤、ワックス、樹脂酸（例
えば、アビエチン酸）、ロジンセッケン、アルキルフェノールまたは脂肪族アルコール（
例えば、ステアリルアルコール、または８～２２個の炭素原子を含有する脂肪族１，２－
ジヒドロキシ化合物（例えば、１，２－ドデカンジオール））、ならびに修飾コロホニウ
ムマレエート樹脂もしくはフマル酸コロホニウム樹脂である。質感向上剤は、最終生成物
に対して、好ましくは０．１～３０質量％、特に２～１５質量％の量が添加される。
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【０１０４】
　本発明の（エフェクト）顔料は、着色する高分子量有機材料に、いずれかの着色上有効
な量を添加することができる。高分子量有機材料と、前記高分子量有機材料に対して０．
０１～８０質量％、好ましくは０．１～３０質量％の本発明の顔料とを含む着色物質組成
物が有利である。実際には、１～２０質量％、特に約１０質量％の濃度を使用することが
多い。
【０１０５】
　通常、高濃度（例えば、３０質量％を超える濃度）は、顔料含有量が比較的少ない着色
材料を製造するために着色剤として使用することができる濃縮物（「マスターバッチ」）
の形態をしており、本発明の顔料は、通常の調合物中でも粘度が非常に低いため、この状
態でも良好に加工することができる。
【０１０６】
　有機材料を着色する目的においては、本発明のエフェクト顔料を単独で使用してもよい
。しかし、異なる色相または色彩効果を達成するために、本発明のエフェクト顔料に加え
て、いずれかの所望の量の他の色付与成分（例えば、白色、有色、黒色またはエフェクト
顔料）を高分子量有機物質に添加することも可能である。有色顔料を本発明のエフェクト
顔料と混合して使用する場合、合計量は、好ましくは高分子量有機材料に対して０．１～
１０質量％である。本発明のエフェクト顔料と別の色（特に補色）の有色顔料とを好適に
組み合わせることにより、特に高いゴニオクロミシティーが得られ、エフェクト顔料を使
用してなされる着色と、有色顔料を使用してなされる着色の間には、１０°の測定角で、
２０～３４０、特に１５０～２１０の色相（ΔＨ＊）差がある。
【０１０７】
　したがって、本発明は、２種類の成分ＡおよびＢを含む顔料混合物であって、成分Ａが
請求項１～１０のいずれか１項に記載の顔料であり、成分Ｂが有機顔料、無機顔料または
エフェクト顔料である、顔料混合物にも関する。
【０１０８】
　成分Ｂは成分Ａと異なることが理解される。成分Ｂは、有機顔料、無機顔料またはエフ
ェクト顔料である。
【０１０９】
　好適な有色顔料には、特に、アゾ顔料、アゾメチン顔料、メチン顔料、アントラキノン
顔料、フタロシアニン顔料、ペリノン顔料、ペリレン顔料、ジケトピロロピロール顔料、
チオインディゴ顔料、ジオキサジンイミノイソインドリン顔料、ジオキサジン顔料、イミ
ノイソインドリノン顔料、キナクリドン顔料、フラバントロン顔料、インダントロン顔料
、アントラピリミジン顔料およびキノフタロン顔料、またはこれらの混合物もしくは固溶
体（特に、ジオキサジン顔料、ジケトピロロピロール顔料、キナクリドン顔料、フタロシ
アニン顔料、インダントロン顔料もしくはイミノイソインドリノン顔料、またはこれらの
混合物もしくは固溶体）からなる群から選択される有機顔料が含まれる。
【０１１０】
　特に興味深い有色有機顔料には、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２０２、Ｃ．Ｉ．ピグメン
トレッド１２２、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７９、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７０、
Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１４４、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７７、Ｃ．Ｉ．ピグメン
トレッド２５４、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２５５、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２６４、
Ｃ．Ｉ．ピグメントブラウン２３、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１０９、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントイエロー１１０、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１４７、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ
６１、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ７１、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ７３、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントオレンジ４８、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ４９、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１
５、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー６０、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット２３、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントバイオレット３７、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９、Ｃ．Ｉ．ピグメント
グリーン７、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３６、国際特許公開第ＷＯ０８／０５５８０７
号に記載される小板形状の２，９－ジクロロキナクリドン、またはこれらの混合物もしく
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は固溶体が含まれる。
【０１１１】
　好適な有色顔料にはまた、従来の無機顔料（特に、金属酸化物、アンチモンイエロー、
クロム酸鉛、硫酸クロム酸鉛、モリブデン酸鉛、ウルトラマリンブルー、コバルトブルー
、マンガンブルー、酸化クロムグリーン、水和酸化クロムグリーン、コバルトグリーンお
よび金属硫化物（例えば、硫化セリウムもしくは硫化カドミウム）、硫セレン化カドミウ
ム、亜鉛フェライト、バナジン酸ビスマス、プルシアンブルー、Ｆｅ3Ｏ4、カーボンブラ
ックおよび混合金属酸化物からなる群から選択されるもの）が含まれる。市販の無機顔料
の例は、ＢＡＹＦＥＲＲＯＸ（登録商標）　３９２０、ＢＡＹＦＥＲＲＯＸ（登録商標）
　９２０、ＢＡＹＦＥＲＲＯＸ（登録商標）　６４５Ｔ、ＢＡＹＦＥＲＲＯＸ（登録商標
）　３０３Ｔ、ＢＡＹＦＥＲＲＯＸ（登録商標）　１１０、ＢＡＹＦＥＲＲＯＸ（登録商
標）　１１０Ｍ、ＣＨＲＯＭＯＸＩＤＧＲＵＥＮ　ＧＮ、およびＣＨＲＯＭＯＸＩＤＧＲ
ＵＥＮ　ＧＮ－Ｍである。
【０１１２】
　好適なエフェクト顔料の例は、１つ以上の金属、金属酸化物もしくは金属硫化物でコー
ティングされたＡｌ2Ｏ3フレーク、１つ以上の金属酸化物でコーティングされた金属小板
、グラファイト小板、アルミニウム小板、１つ以上の金属、金属酸化物もしくは金属硫化
物でコーティングされたＳｉＯ2フレーク、またはコーティングされていないもしくは１
つ以上の金属酸化物でコーティングされたＴｉＯ2フレーク、１つ以上の金属、金属酸化
物もしくは金属硫化物でコーティングされたガラス小板、ＢｉＯＣｌ、ガラス小板、およ
びセラミック小板である。
【０１１３】
　成分Ａと成分Ｂの質量比は、いかなる比であってもよい。例えば、前記比は、約１：１
～約１：２００であってもよい。好ましくは、前記比は、約１：１０～約１：２００、よ
り好ましくは約１：１０～約１：３０である。
【０１１４】
　２つの成分ＡおよびＢを混合して、顔料組成物（物理的混合物）を形成してもよい。
【０１１５】
　あるいは、成分Ａを成分Ｂの上にコーティングまたは堆積させてもよい。
【０１１６】
　顔料混合物（複合顔料）はまた、成分ＡおよびＢの別個の粒子から構成される水性懸濁
液を噴霧乾燥させることを含む方法によって製造してもよい（米国特許第５５６２７６３
号を参照）。
【０１１７】
　本発明の顔料混合物は、コーティング、セラミック、ガラスプラスチック、フィルム、
農業用フィルム、ボタンペースト、マスターバッチ、種子コーティング、印刷インク、化
粧品、およびパーソナルケア製品に組み入れてもよい。したがって、本発明は、本発明の
粒子または本発明の顔料混合物を含む、コーティング、ワニス、プラスチック、塗料、印
刷インク、マスターバッチ、セラミックまたはガラス、化粧品またはパーソナルケア製品
に関する。
【０１１８】
　着色に使用する系における顔料混合物の濃度は、前記系の全固形分に対して、一般的に
は０．０１～７５質量％、好ましくは０．１～６０質量％である。一般的にこの濃度は、
個別の用途によって変動する。
【０１１９】
　好ましくは、本発明のエフェクト顔料は透明な有色顔料と組み合わされ、透明な着色顔
料は、本発明のエフェクト顔料と同じ媒体中または隣接する媒体中のいずれかに含まれる
ことが可能となる。エフェクト顔料および着色顔料が隣接する媒体中に含まれるのが有利
である配置例は、多層エフェクトコーティングである。
【０１２０】
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　本発明の顔料を使用した高分子量有機物質の着色は、例えば、ロールミルまたは混合も
しくは粉砕装置を使用して（適切な場合はマスターバッチ形態の）このような顔料を基材
と混合することにより実施される。次いで、着色した材料を、それ自体公知の方法（例え
ば、カレンダー仕上げ、圧縮成形、押出、コーティング、注入または射出成形）を使用し
て、所望の最終形態にする。顔料を組み入れる前または後に、プラスチック業界で慣例的
ないずれの添加剤（例えば、可塑剤、フィラーまたは安定剤）も、慣例的な量をポリマー
に添加してよい。特に、非剛性造形品を製造するか、または前記造形品の脆性を軽減する
ためには、成形前に可塑剤（例えば、リン酸、フタル酸またはセバシン酸のエステル）を
高分子量化合物に添加するのが望ましい。
【０１２１】
　コーティングおよび印刷インクを着色するためには、高分子量有機材料および本発明の
エフェクト顔料を、適切な場合は慣例的な添加剤（例えば、フィラー、他の顔料、乾燥剤
または可塑剤）とともに、同じ有機溶媒または溶媒混合物中に微細分散または溶解させ、
これによって各成分を別々に溶解もしくは分散させることが可能となるか、あるいは複数
の成分を一緒に溶解もしくは分散させてから初めて全成分を合わせることが可能となる。
【０１２２】
　着色する高分子量有機材料中に本発明のエフェクト顔料を分散させ、本発明の顔料組成
物を処理することは、比較的弱い剪断力しか生じないためにエフェクト顔料がより小さく
分解しないという条件のもとで実施するのが好ましい。
【０１２３】
　プラスチックは、本発明の顔料を０．１～５０質量％、特に０．５～７質量％含む。コ
ーティング部門では、本発明の顔料が０．１～１０質量％使用される。バインダー系（例
えば、塗料ならびに凹版、オフセットまたはスクリーン印刷用印刷インク）の着色では、
０．１～５０質量％、好ましくは５～３０質量％、特に８～１５質量％の顔料が印刷イン
キに組み入れられる。
【０１２４】
　例えば、プラスチック、コーティングまたは印刷インク（特にコーティングまたは印刷
インク、より具体的にはコーティング）で得られる着色は、優れた特性、特にきわめて高
い飽和、顕著な堅牢性、高い色純度、および高いゴニオクロマチシティーが特徴となり得
る。
【０１２５】
　着色する高分子量材料がコーティングである場合、前記材料は、特に特殊コーティング
、きわめて特に自動車仕上げ塗装である。
【０１２６】
　本発明のエフェクト顔料は、唇または皮膚のメーキャップおよび毛髪または爪の着色に
も好適である。
【０１２７】
　したがって、本発明は、化粧品配合物または調合物の総質量に対して、０．０００１～
９０質量％の本発明の顔料（特にエフェクト顔料）と１０～９９．９９９９％の化粧品に
好適なキャリヤー材料とを含む化粧品配合物または調合物にも関する。
【０１２８】
　このような化粧品配合物または調合物は、例えば、口紅、ほお紅、ファンデーション、
マニキュア液および毛髪用シャンプーである。
【０１２９】
　顔料は単独で使用しても、混合物の形態で使用してもよい。さらには、本発明の顔料を
他の顔料および／または着色剤とともに（例えば、本明細書で以下に記載するまたは化粧
品配合物で公知の組み合わせで）使用することも可能である。本発明の化粧品配合物およ
び調合物は、好ましくは、配合物の総質量に対して０．００５～５０質量％の量の本発明
の顔料を含有する。
【０１３０】
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　本発明の化粧品配合物および調合物に好適なキャリヤー材料には、このような組成物に
おいて使用される慣例的な材料が含まれる。
【０１３１】
　本発明の化粧品配合物および調合物は、例えば、スティック、軟膏、クリーム、エマル
ジョン、懸濁液、分散液、粉末または溶液の形態であってよい。前記配合物および調合物
は、例えば、口紅、マスカラ配合物、ほお紅、アイシャドウ、ファンデーション、アイラ
イナー、粉末またはマニキュア液である。
【０１３２】
　配合物がスティック（例えば、口紅、アイシャドウ、頬紅）の形態である場合、前記配
合物は、かなりの部分が脂肪成分から構成され、前記脂肪成分は、１つ以上のワックス（
例えば、オゾケライト、ラノリン、ラノリンアルコール、水素化ラノリン、アセチル化ラ
ノリン、ラノリンワックス、ミツロウ、キャンデリラロウ、微結晶性ワックス、カルナウ
バロウ、セチルアルコール、ステアリルアルコール、カカオ脂、ラノリン脂肪酸、ペトロ
ラタム、ワセリン、２５℃にて固体であるモノグリセリド、ジグリセリドもしくはトリグ
リセリドまたはこれらの脂肪族エステル、シリコーンワックス（例えば、メチルオクタデ
カンオキシポリシロキサンおよびポリ（ジメチルシロキシ）ステアロキシシシロキサン、
ステアリン酸モノエタノールアミン、コロファンおよびその誘導体（例えば、アビエチン
酸グリコールおよびアビエチン酸グリセロール））、２５℃にて固体である水素化油、糖
グリセリド、ならびにカルシウム、マグネシウム、ジルコニウムおよびアルミニウムのオ
レイン酸塩、ミリスチン酸塩、ラノリン酸塩、ステアリン酸塩およびジヒドロキシステア
リン酸塩から構成されてもよい。
【０１３３】
　前記脂肪成分はまた、少なくとも１つのワックスと少なくとも１つの油との混合物から
構成されてもよく、その場合は、例えば以下の油が好適である：パラフィン油、パーセリ
ン油、パーヒドロスクアレン、甘扁桃油、アボカド油、カロフィルム油、ヒマシ油、ゴマ
油、ホホバ油、約３１０～４１０℃の沸点を有する鉱油、シリコーン油（例えば、ジメチ
ルポリシロキサン）、リノレイルアルコール、リノレニルアルコール、オレイルアルコー
ル、穀物油（例えば、小麦胚芽油）、ラノリン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピ
ル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸ブチル、ミリスチン酸セチル、ステアリン
酸ヘキサデシル、ステアリン酸ブチル、オレイン酸デシル、アセチルグリセリド、アルコ
ールおよびポリアルコールのオクタン酸塩およびデカン酸塩（例えば、グリコールおよび
グリセロール）、アルコールおよびポリアルコールのリシノール酸塩（例えば、セチルア
ルコール、イソステアリルアルコール、ラノリン酸イソセチル、アジピン酸イソプロピル
、ラウリン酸ヘキシルおよびオクチルドデカノール）である。
【０１３４】
　スティックの形態のこのような配合物中の脂肪成分は、一般的に、配合物の全質量の９
９．９１質量％までを構成してもよい。
【０１３５】
　さらに、本発明の化粧品配合物および調合物は、さらなる構成成分（例えば、グリコー
ル、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、モノアルカノールアミド、非
着色ポリマーフィラー、無機フィラーもしくは有機フィラー、防腐剤、ＵＶフィルター、
または化粧品で慣例的な他のアジュバントおよび添加剤（例えば、天然もしくは合成もし
くは部分的合成ジグリセリドもしくはトリグリセリド、鉱油、シリコーン油、ワックス、
脂肪アルコール、ゲルベアルコールもしくはそのエステル、親油性の機能的化粧品活性成
分（日焼け防止フィルターなど）、またはこのような物質の混合物）を含んでもよい。皮
膚用化粧品に好適な親油性の機能的化粧品活性成分、活性成分組成物、または活性成分抽
出物は、皮膚または局所への適用が承認されている成分または成分の混合物である。例と
しては以下が挙げられる：
・皮膚表面および毛髪に対して洗浄作用を有する活性成分：前記成分には、皮膚を洗浄す
る働きを持つ全ての物質（例えば、油、セッケン、合成洗剤および固体物質）が含まれる
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；
・脱臭および発汗抑制作用を有する活性成分；前記成分には、アルミニウム塩または亜鉛
塩を主成分とする制汗剤、殺菌性もしくは静菌性脱臭物質を含む脱臭剤（例えば、トリク
ロサン、ヘキサクロロフェン、アルコールおよびカチオン性物質（例えば、第４アンモニ
ウム塩））、および臭気吸収剤（例えば、（登録商標）Ｇｒｉｌｌｏｃｉｎ（リシノール
酸亜鉛と種々の添加剤との組み合わせ）またはクエン酸トリエチル（場合により、例えば
ブチルヒドロキシトルエンなどの酸化防止剤とのとの組み合わせで）またはイオン交換樹
脂が含まれる；
・太陽光からの保護を提供する活性成分（ＵＶフィルター）：好適な活性成分は、太陽光
からのＵＶ放射を吸収して、これを熱に変換することのできるフィルター物質（サンスク
リーン）である。所望の作用に応じて、以下の遮光剤が好適である：約２８０～３１５ｎ
ｍの範囲の日焼けの原因である高エネルギーＵＶ放射を選択的に吸収し（ＵＶ－Ｂ吸収剤
）、例えば３１５～４００ｎｍの範囲（ＵＶ－Ａ範囲）の長波長を透過する遮光剤、なら
びに３１５～４００ｎｍのＵＶ－Ａ範囲の長波長放射のみを吸収する遮光剤（ＵＶ－Ａ吸
収剤）。好適な遮光剤は、例えば、ｐ－アミノ安息香酸誘導体、サリチル酸誘導体、ベン
ゾフェノン誘導体、ジベンゾイルメタン誘導体、ジフェニルアクリレート誘導体、ベンゾ
フラン誘導体、１つ以上の有機ケイ素基を含むポリマーＵＶ吸収剤、桂皮酸誘導体、ショ
ウノウ誘導体、トリアニリノ－ｓ－トリアジン誘導体、フェニルベンズイミダゾールスル
ホン酸およびその塩、アントラニル酸メンチル、ベンゾトリアゾール誘導体の部類に属す
る有機ＵＶ吸収剤、および／または酸化アルミニウムまたは二酸化ケイ素でコーティング
されたＴｉＯ2、酸化亜鉛または雲母から選択される無機マイクロ顔料である；
・昆虫に対する活性成分（防虫剤）：昆虫が皮膚に接触し、皮膚で活性になるのを防止す
ることを目的とする薬剤。前記防虫剤は昆虫を追い払い、緩徐に蒸発する。最も頻繁に使
用される防虫剤はジエチルトルアミド（ＤＥＥＴ）である。他の一般的な防虫剤は、例え
ば、“Ｐｆｌｅｇｅｋｏｓｍｅｔｉｋ”（Ｗ．　Ｒａａｂ　ａｎｄ　Ｕ．Ｋｉｎｄｌ，　
Ｇｕｓｔａｖ－Ｆｉｓｃｈｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ　Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ／Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ
，　１９９１）　ｏｎ　ｐａｇｅ　１６１に記載されている；
・化学的および物理的影響から保護する活性成分：前記成分には、皮膚と外部の有害物質
との間にバリアを形成する全ての物質（例えば、水溶液から保護するパラフィン油、シリ
コーン油、植物油、ＰＣＬ生成物およびラノリン、フィルム形成剤（例えば、アルギン酸
ナトリウム、アルギン酸トリエタノールアミン）、ポリアクリレート、有機溶媒の効果か
ら保護するポリビニルアルコールもしくはセルロースエーテル、または皮膚に対する重度
の機械的ストレスから保護する「潤滑剤」としての鉱油、植物油もしくはシリコーン油を
主成分とする物質）が含まれる；
・保湿物質：例えば、以下の物質が湿度制御剤（保湿剤）として使用される：乳酸ナトリ
ウム、尿素、アルコール、ソルビトール、グリセロール、プロピレングリコール、コラー
ゲン、エラスチンおよびヒアルロン酸；
・角質形成効果を有する活性成分：過酸化ベンゾイル、レチノイン酸、コロイド硫黄およ
びレゾルシノール；
・抗菌剤：例えば、トリクロサンまたは第４アンモニウム化合物；
・皮膚に塗布できる油状もしくは油溶性ビタミンまたはビタミン誘導体：例えば、ビタミ
ンＡ（遊離酸の形態のレチノールまたはその誘導体）、パンテノール、パントテン酸、葉
酸、およびこれらの組み合わせ、ビタミンＥ（トコフェロール）、ビタミンＦ、必須脂肪
酸、またはナイアシンアミド（ニコチン酸アミド）；
・ビタミン系胎盤抽出物：特にビタミンＡ、Ｃ、Ｅ、Ｂ1、Ｂ2、Ｂ6、Ｂ12、葉酸および
ビオチン、アミノ酸および酵素、ならびに微量元素マグネシウム、ケイ素、リン、カルシ
ウム、マンガン、鉄または銅の化合物を含む活性成分組成物；
・皮膚修復複合体：ビフィズス菌の不活性化培養物および分解培養物から得られる；
・植物および植物抽出物：例えば、アルニカ、アロエ、サルオガセ、セイヨウキヅタ、イ
ラクサ、朝鮮人参、ヘナ、カモミール、マリーゴールド、ローズマリー、セージ、ツクシ
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またはタイム；
・動物抽出物：例えば、ローヤルゼリー、プロポリス、タンパク質または胸腺抽出物；
・皮膚に塗布できる化粧品油：Ｍｉｇｌｙｏｌ　８１２型の天然油、杏仁油、アボカド油
、ババス油、綿実油、ルリヂサ油、アザミ油、ラッカセイ油、ガンマオリザノール、ロー
ズヒップ種子油、大麻油、ヘーゼルナッツ油、ブラックカラント種子油、ホホバ油、サク
ランボ種子油、サーモン油、アマニ油、トウモロコシ種子油、マカダミアナッツ油、アー
モンド油、ツキミソウ油、ミンク油、オリーブ油、ピーカンナッツ油、桃仁油、ピスタチ
オナッツ油、菜種油、イネ種子油、ヒマシ油、ベニバナ油、ゴマ油、大豆油、ヒマワリ油
、ティーツリー油、ブドウ種子油または小麦胚芽油。
【０１３６】
　スティック形態の配合物は、好ましくは無水であるが、場合によっては、一般的には化
粧品配合物の総質量に対して４０質量％を超えない特定量の水を含んでもよい。
【０１３７】
　本発明の化粧品配合物および調合物が半固体生成物の形態、すなわち軟膏またはクリー
ムの形態である場合、前記配合物および調合物は同様に無水であってもよければ、水性で
あってもよい。このような配合物および調合物は、例えば、マスカラ、アイライナー、フ
ァンデーション、ほお紅、アイシャドウ、または眼の下のくまを処置する組成物である。
【０１３８】
　一方、このような軟膏またはクリームが水性である場合、前記軟膏またはクリームは特
に、顔料以外に、１～９８．８質量％の脂肪相、１～９８．８質量％の水性相、および０
．２～３０質量％の乳化剤を含む油中水型または水中油型のエマルジョンである。
【０１３９】
　このような軟膏およびクリームはまた、さらなる従来の添加剤（例えば、香料、酸化防
止剤、防腐剤、ゲル形成剤、ＵＶフィルター、着色剤、顔料、真珠光沢剤、非有色ポリマ
ーならびに無機または有機フィラーを含んでもよい。配合物が粉末形態の場合、前記配合
物は実質的に、鉱物フィラーまたは無機フィラーまたは有機フィラー（例えば、滑石、カ
オリン、デンプン、ポリエチレン粉末またはポリアミド粉末）、ならびにアジュバント（
例えば、バインダー、着色剤）などから構成される。
【０１４０】
　このような配合物は同様に、化粧品で従来使用されている種々のアジュバント（例えば
、芳香剤、酸化防止剤、防腐剤）を含んでもよい。
【０１４１】
　本発明の化粧品配合物および調合物がマニキュア液である場合、前記配合物および調合
物は本質的に、溶媒系に含まれる溶液の形態をしたニトロセルロースおよび天然または合
成ポリマーから構成され、前記溶液は他のアジュバント（例えば、真珠光沢剤）を含むこ
とが可能である。
【０１４２】
　当該実施形態において、有色ポリマーは、約０．１～５質量％の量が含まれる。
【０１４３】
　本発明の化粧品配合物および調合物は、毛髪を着色するために使用してもよく、この場
合、前記配合物および調合物は、化粧品業界で従来使用されている基剤物質と本発明の顔
料とから構成されるシャンプー、クリームまたはゲルの形態で使用される。
【０１４４】
　本発明の化粧品配合物および調合物は、従来の方法で（例えば、場合により混合物が溶
融するように加熱しながら、成分を一緒に混合または撹拌することにより）製造される。
【０１４５】
　本発明の種々の特性および態様を以下の実施例でさらに説明する。これらの実施例は、
本発明の適用範囲内でどのように使用するかを当業者に示すために提示するものであるが
、本発明の適用範囲に対する制限としての役割を果たすものではなく、このような適用範
囲は請求項でのみ定義される。以下の実施例および本明細書の他の箇所および請求項で別
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段の記載がない限り、全ての部および百分率は質量を基準にしており、温度は摂氏度であ
り、圧力は大気圧付近である。
【実施例】
【０１４６】
　実施例１
　基材配合物：
　ａ）パーライトフレーク（Ｗｏｒｌｄ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ製のＯｐｔｉｍａｔ（登録商
標）　２５５０）を１０質量％、脱イオン水中に均一に分散させる。前記粒子を５分間沈
殿させ、沈殿した粒子を懸濁液から除去する。この操作を３回繰り返す。前記操作により
、粉砕発泡パーライト中に含有される３Ｄ双晶構造粒子が除去される。粉砕発泡パーライ
ト中の３Ｄ双晶構造粒子を示す図１ａを参照されたい。
【０１４７】
　ｂ）次いで、懸濁液中の粒子を８時間沈殿させる。その後、最小のパーライト粒子を含
有する水を廃棄する。この操作を３回繰り返す。次いで、前記粒子を濾過し、乾燥させる
。Ｍａｌｖｅｒｎ　Ｍａｓｔｅｒｓｉｚｅｒ　Ｓ　Ｌｏｎｇｂｅｎｃｈを使用してレーザ
ー（Ｈｅ－Ｎｅレーザー　６３２．８ｎｍ）光回折により測定すると、得られたパーライ
ト粒子の粒子サイズ分布は、以下のパラメータを示す：
【表３】

【０１４８】
　ｃ）ＴｉＯ2コーティング：
　実施例１ｂ）で得られた２６ｇのパーライトフレークを３００ｍＬの脱イオン水に分散
させ、９０℃にて加熱する。
【０１４９】
　ｃ１）前記懸濁液のｐＨを１．５に設定し、ＫＯＨを継続して添加してｐＨを一定に保
ちながら、９ｇのＳｎＣｌ4／５Ｈ2Ｏ、５ｇの３７％　ＨＣｌ、および１００ｇの水を含
む溶液５ｍＬを、１分当たり０．５ｍＬの速度で添加する。
【０１５０】
　ｃ２）次いで、ｐＨを１．８に設定し、１ＭのＫＯＨを使用してｐＨを１．８に保ちな
がら、３４ｇのＴｉＯＣｌ2、３２ｇの３７％　ＨＣｌおよび４４５ｇの蒸留水を含む溶
液２００ｍＬを、１分当たり１．５ｍＬの速度で添加する。
【０１５１】
　ステップｃ１）を繰り返した後、ステップｃ２）を繰り返す。
【０１５２】
　濾過、乾燥、空気中での焼成後、輝きのある銀色が得られる。元素分析では、Ｔｉが１
３．９質量％、Ｓｎが１質量％であると示されており、Ｘ線回折スペクトルでは、コーテ
ィングがルチルＴｉＯ2から構成されていると示されている。
【０１５３】
　応用例１
　２質量部の実施例１で得られた生成物、４５．４質量部のＡｌｋｙｄａｌ（登録商標）
　Ｆ　３１０（Ｂａｙｅｒ社製；Ｓｏｌｖｅｎｔｎａｐｈｔｈａ（登録商標）　１００中
の濃度６０％）、４質量部のＤｉｓｐｅｒｂｙｋ（登録商標）　１６１（Ｂｙｋ　Ｃｈｅ
ｍｉｅ社製；ｎ－ブチルアセテート／１－メトキシ－２－プロピルアセテート（１：６）
中の濃度３０％）、０．８質量部のシリコーン油（キシレン中１％）、３．３質量部の１
－メトキシ－２－プロパノール、３．３質量部のｎ－ブタノール、１５．４質量部のキシ
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　Ｉｎｃ．社製；イソブタノール／１－ブタノール／キシレン（最大４０：２：２）中の
濃度３０％）、および０．６質量部のＴｉｎｕｖｉｎ（登録商標）　１２３を含む調合物
１００質量部を、２３０質量部のガラスビーズを使用して約４０℃にて２時間、分散機で
分散させる。ガラスビーズを除去した後、半分を白色に半分を黒色に下塗りしたアルミニ
ウムプレートに有色表面コーティングを、１５０マイクロメートルの厚さ（バーコーター
）で引き下ろす。その後、表面コーティングを放置して、約２５℃にて３０分間蒸発させ
た後、１３０℃にて３０分間焼成する。この結果、７０％を超える光沢を有する、明るい
銀色に輝くコーティングが得られる。
【０１５４】
　比較例１
　ステップａ）を省略する以外は、実施例１を繰り返す。
【０１５５】
　比較応用例１
　実施例１の生成物の代わりに、比較例１で得られた生成物を使用する以外は、応用例１
を繰り返す。この結果、５０％未満の光沢を有する、銀色で艶のない若干輝きのあるコー
ティングが得られる。
【０１５６】
　応用例２：水系ベースコート塗料
　実施例１の顔料を水系ベースコート塗料中に適用する。
【０１５７】
　以下の成分を使用してブレンディングクリアを製造する：
【表４】

【０１５８】
　全てのＡ１成分を９５０ｒｐｍにて２０分間撹拌する。溶媒Ｂ１を添加し、混合物を再
度９５０ｒｐｍにて２０分間撹拌した後、Ｃ１成分を添加する。混合物を９５０ｒｐｍに
て２０分間撹拌する。Ｄ１化合物を添加し、やや高いエネルギー（１４５０ｒｐｍ）で混
合する。最後に１２．２５部の脱イオン水をこのブレンディングクリアコートに添加する
。
【０１５９】
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【表５】

【０１６０】
　以下の成分を使用して顔料ベース調合物を製造する：

【表６】

【０１６１】
　最初に、Ａ２化合物を９５０ｒｐｍにて２０分間撹拌することにより混合する。２０．
００部の実施例１の顔料を添加し、６００ｒｐｍにて１時間撹拌することにより分散させ
る。Ｂ２成分を添加し、混合する（９５０ｒｐｍにて２０分間）。最後に、８部のＶｉｓ
ｃａｌｅｘ　ＨＶ３０（脱イオン水中１０％、Ｃｉｂａ）を添加する。
【０１６２】
　水系ベースコート調合物：９０部のブレンディングクリアを１０部の顔料ベースと混合
し、パネルに噴霧する。次に、噴霧したパネルをフラッシュキャビネット内で１０分間エ
アフラッシングした後、オーブンに入れて１３０℃にて３０分間「焼成」すると、銀色に
輝くパネルが得られる。
【０１６３】
　応用例３：２Ｋ　ＰＵＲ
　実施例１の顔料を、以下の２成分（アクリル／イソシアネート）モノコート溶媒系コー
ティング調合物に適用する。
【０１６４】
　成分Ａ：アクリルバインダー系
　以下の表に記載する全成分を、１５００ｒｐｍにて２０分間撹拌することにより混合す
る。
【０１６５】
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【表７】

【０１６６】
　成分Ｂ：顔料ベース調合物
　２８．５６部の実施例１の顔料を、４００ｒｐｍにて１時間撹拌することにより、７１
．４４部のキシレンに分散させる。９１．５６部の成分Ａを８．４４部の着色成分ならび
に２０．３７部の硬化剤Ｄｅｓｍｏｄｕｒ　Ｎ７５（Ｂａｙｅｒ）と混合する。２Ｋ　Ｐ
ＵＲ着色調合物をパネルに噴霧する。次に、噴霧したパネルをフラッシュキャビネット内
で１分間エアフラッシングした後、オーブンに入れて１２０℃にて３０分間「焼成」する
と、銀色に輝くパネルが得られる。
【０１６７】
　応用例４：粉末コーティング
　１９８ｇのＰＥＳ／エポキシ低温硬化粉末コーティング（ＤＥＬＴＡ　Ｓ　ＮＴ，　Ｒ
ＡＬ　９００５）（ＣＷＳ　Ｌａｃｋｆａｂｒｉｋ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．　ＫＧ（ドイ
ツ）製）および２ｇの実施例１の顔料を、ガラス容器を使用して乾式混合し、実験室用振
盪機で１時間振盪することにより混合する。コロナスプレーガンを使用してアルミニウム
パネルに白色コイルコーティングプライマーを静電噴霧することによって、粉末コーティ
ングを黒／白プレートに塗布する（噴霧条件：電圧７０ｋＶ、圧力３気圧）。得られる層
厚は７５μｍである。コーティングしたプレートを対流オーブンに入れて、１８０℃（ピ
ーク金属温度）にて２０分間硬化させる。
【０１６８】
　応用例５
　実施例１の顔料を４ｇ使用する以外は、実施例４を繰り返す。
【０１６９】
　比較応用例２および３
　ＸＹＭＡＲＡ　ＳｉｌｖｅｒＰｅａｒｌ　Ｓ０３（ＴｉＯ2でコーティングした雲母顔
料、Ｃｉｂａ）を使用して実施例４および５を再現する。
【０１７０】
　実施例１の顔料を使用して得られる着色は、参考のもののように脱色しているようには
見えず、はるかに強い輝きを呈する。
【０１７１】
　応用例６：以下の組成を有するクリームないし粉末ほお紅：
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【表８】

【０１７２】
　Ａ相の成分をホモジナイザーで混合し、７０～７５℃まで加熱する。Ｂ相の成分を合わ
せて、均一になるまで混合する。Ｂ相をＡ相に添加し、３０分間混合しながら、温度を７
０～７５℃に維持する。得られた混合物を容器に注ぎ入れる。
【０１７３】
　応用例７：以下の組成を有する耐水性マスカラ：
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【表９】

【０１７４】
　Ａ相およびＢ相の成分を別々に混合し、８５℃まで加熱する。温度を維持し、Ｂ相をＡ
相に添加し、均一になるまで混合物を均質化する。ＡＡ相とＢ相の混合物にＣ相の成分を
添加し、均一になるまで混合する。混合を続け、Ｄ相の成分を添加する。
【０１７５】
　応用例８：以下の組成を有する口紅基剤：
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【表１０】

【０１７６】
　物質８～１０を混合し、得られた混合物に物質１３および１４を分散させる。その後得
られたペーストを３本ロール装置に数回通す。その間に、物質１～６を溶融させ、均質に
なるまで撹拌した後、物質７、１１および１２を撹拌する。次いで、これらの２つの混合
物を、均一な分布が得られるまで高温状態で混合する。次に、高温の塊を口紅の型に注ぎ
、冷却させると、顕著な光堅牢度ときわめて良好な光沢の濃い色を有し、にじみを示さな
い口紅が得られる。
【０１７７】
　応用例９：マニキュア液
　マニキュア液は、例えば、以下の調合物［単位：％］を有する：
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【０１７８】
　応用例１０：以下の組成を有する口紅
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【表１２】

【０１７９】
　Ａ相の成分を合わせて、９０～１０５℃に加熱し、均一になるまで混合する。次いで、
Ｂ相の成分を均質になるまで撹拌しながら添加する。温度を７０℃より高く維持したまま
、口紅を型に注ぎ入れる。
【０１８０】
　応用例１１：以下の組成を有するタルク非含有粉白粉：
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【表１３】

【０１８１】
　全成分をブレンダーに入れて合わせて、十分に混合する。
【０１８２】
　応用例１２：以下の組成を有する水中油ファンデーション：
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【表１４】

【０１８３】
　Ａ相の成分を合わせて、８０℃まで加熱し始める。Ｂ相およびＣ相の成分を添加し、１
時間かけて均質化する。別のビーカーでＤ相の成分を合わせて、８０℃まで加熱する。Ｄ
相の全ての成分が均一になったら、均質化を続けながら、これらの成分を主混合物に添加
する。Ｄ相の添加が完了したら、調合物を８０℃にて１５分間かけて均質化した後、５０
℃に冷却し、Ｅ相を添加する。
【０１８４】
　応用例１３：以下の組成を有するパウダーアイシャドウ：
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【表１５】

【０１８５】
　前記成分を合わせて、十分に混合し、１００℃まで加熱して、２０００ｐｓｉにてプレ
ス成形する。
【０１８６】
　応用例１４：以下の組成を有するマニキュア
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【表１６】

【０１８７】
　Ａ相の成分を合わせて、均一になるまで混合する。別の容器でＢ相の成分を合わせて、
均一になるまで混合する。Ｂ相を均一になるまで撹拌しながらＡ相に添加する。
【０１８８】
　実施例１５：以下の組成を有するリップグロス：
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【表１７】

【０１８９】
　Ｂ相の成分を合わせて、８５～８７℃にて加熱し、均一になるまで混合する。次いで、
Ａ相の成分を均一になるまで撹拌しながら添加する。７０～７２℃まで温度を下げ、Ｃ相
の成分を添加する。
【０１９０】
　実施例１６：以下の組成を有する固形パウダー：

【表１８】
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【０１９１】
　Ａ相の成分を混合し、Ｂ相の成分を混合しながら緩徐に添加する。
【０１９２】

【図１ａ】

【図１ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月27日(2015.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状のパーライト基材、ならびに
　（ａ）誘電体材料の層を含む顔料であって、
　前記板状のパーライト基材が３Ｄ双晶構造粒子を５質量％を超える量で含有せず、かつ
、
　前記誘電体材料が、１．６５を超える高い屈折率を有する酸化物であり、ＴｉＯ2、Ｚ
ｒＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、Ｆｅ3Ｏ4、Ｃｒ2Ｏ3、及びＺｎＯから選択されるかもしくはそれらの
酸化物の混合物である、
顔料。
【請求項２】
　前記パーライト基材が１５～５０ミクロンの中央粒子サイズ（Ｄ50）を有する、請求項
１に記載の顔料。
【請求項３】
　前記パーライト基材が、
　　少なくとも５ミクロンのＤ10、
　　１５～５０ミクロン未満のＤ50、および
　　３５超～８５ミクロン未満のＤ90

で特徴付けられたサイズ分布を有する、請求項１に記載の顔料。
【請求項４】
　前記パーライト基材が、
　　５～１５ミクロンのＤ10、
　　２０～４０ミクロンのＤ50、および
　　５０～７０ミクロンのＤ90

で特徴付けられたサイズ分布を有する、請求項３に記載の顔料。
【請求項５】
　前記顔料が、さらに、（ｂ）１．６５以下の低屈折率の第２の金属酸化物を含み、かつ
、前記第１の金属酸化物と前記第２の金属酸化物の屈折率の差が少なくとも０．１である
、請求項１から４までのいずれか１項に記載の顔料。
【請求項６】
　前記第２の金属酸化物が、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＯＯＨ、もしくはＢ2Ｏ3であるか
、またはそれらの混合物であり、かつ、該顔料は、さらなる成分としてアルカリ金属また
はアルカリ土類金属酸化物が含有されてもよい、請求項５に記載の顔料。
【請求項７】
　該顔料は、以下の層構造：
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【表１】

のいずれかを有しており、ただし、二酸化スズが、二酸化チタンに先だって堆積されてい
てもよい、請求項１から６までのいずれか１項に記載の顔料。
【請求項８】
　前記パーライトのコアが２％未満のＦｅ2Ｏ3含有量を有する、請求項１から７までのい
ずれか１項に記載の顔料。
【請求項９】
　前記パーライト基材が、２μｍ未満の平均厚さを有するパーライトフレークを含む、請
求項１から８までのいずれか１項に記載の顔料。
【請求項１０】
　２つの異なる成分Ａおよび成分Ｂを含む顔料混合物であって、
　前記成分Ａが請求項１から９までのいずれか１項に記載の顔料であり、かつ、
　前記成分Ｂが有機顔料、無機顔料、またはエフェクト顔料である、
顔料混合物。
【請求項１１】
　請求項１に記載の干渉顔料を製造するための方法であって、
　当該方法は、
　　湿式法にて、３Ｄ双晶構造粒子を５質量％を超える量で含有しないパーライトフレー
クを、１種以上の金属酸化物でコーティングするものであり、
　　ここで、該湿式法は、
　　　前記の金属酸化物に相応する水溶性の金属化合物を加水分解し、このようにして得
られる顔料を分離し、乾燥させ、そして、場合により焼成することによるものである、
方法。
【請求項１２】
　請求項１から９までのいずれか１項に記載の顔料または請求項１０に記載の顔料混合物
の使用であって、
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　塗料における、インクジェット印刷における、織物を染色するための、または、コーテ
ィング、印刷インク、プラスチック、化粧品、または、セラミック用および／もしくはガ
ラス用釉薬を着色するための、使用。
【請求項１３】
　請求項１から９までのいずれか１項に記載の顔料または請求項１０に記載の顔料混合物
で着色された、塗料、印刷インク、プラスチック、化粧品、セラミックまたはガラス。
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