
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤とバインダ成
分と

多価アルコール系溶媒とを少なくとも配合し、多
価アルコールの配合量が５０～９５重量％である塗液を、塗液吐出ノズルの先端口径が

ｍｍである塗装機を用い、塗液吐出ノズルの吐出圧を Ｍ
Ｐａとして、 基材に塗布し乾燥して、 基材の表面に紫外線遮蔽剤および／ま
たは赤外線遮蔽剤を含有した 塗膜を形成する塗装方法。
【請求項２】
　 アルコールがプロピレングリコールである請求項 に記載の塗装方法。
【請求項３】
　多価アルコールを７０～９０重量％配合した塗液を用いる請求項１に記載の塗装方法。
【請求項４】
　塗液吐出ノズルからの吐出量を３０～２００ｍｌ／分の範囲で塗布する請求項１に記載
の塗装方法。
【請求項５】
　塗液中の全固形分濃度が５～５０重量％であって、その塗液中にバインダ成分を４～４
９重量％配合した塗液を用いる請求項１に記載の塗装方法。
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１～１００ｎｍの粒径を有する
エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレングリコール、１，４－ブ

タンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール及び１，７－ヘプ
タンジオールからなる群から選択される

１
．０～２．０ ０．０１～０．０５

ガラス ガラス
可視光透過率８５％以上の

多価 １



【請求項６】
　エアーカーテンを発生させるためのブロアを備えた塗装機を用いる請求項１～ のいず
れか一項に記載の塗装方法。
【請求項７】
　ブロア送風圧力を０．０１～０．０９８ＭＰａとする請求項 に記載の塗装方法。
【請求項８】
　エアーカーテンのエアーの温度を塗装環境温度より少なくとも１０℃高くする請求項
または に記載の塗装方法。
【請求項９】
　 基材の幅１ｍ当たり０．３～３０秒間で１回塗布し、風乾またはエアーカーテン
のエアーにより乾燥し溶媒を除去して、基材１ｍ２ 当たり０．０１～３０ｇの乾燥塗布量
を得る請求項１～ のいずれか一項に記載の塗装方法。
【請求項１０】
　ガラス基材の表面をガラスコンパウンドで汚染物質、油分の除去を行ない、さらにアル
コールで洗浄した後、塗液を塗布する請求項１～ のいずれか一項に記載の塗装方法。
【請求項１１】
　 基材が建築物のガラス部材の少なくとも一部である請求項１～ のいずれか一
項に記載の塗装方法。
【請求項１２】
　 基材が自動車のフロントガラス、後部ガラスおよびサイドガラスの少なくとも一
部である請求項１～ のいずれか一項に記載の塗装方法。
【請求項１３】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は紫外線遮蔽剤や赤外線遮蔽剤を含有した塗膜を形成する塗装方法に関する。ま
た、その塗装方法によって形成された塗膜、その塗膜を表面に有する物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紫外線遮蔽剤を含有した塗膜を建築物の窓ガラスやプラスチック、自動車のガラス等の
表面に形成して、紫外線の室内、車内への進入を抑えて、それによって物品の日焼け、変
色を防止し、有害な紫外線から人体を守ることが行われている。また、赤外線遮蔽剤を含
有した塗膜を形成して赤外線の室内、車内への進入を抑えて、室内や車室内の温度の上昇
を抑制することが行われている。
【０００３】
　紫外線遮蔽剤や赤外線遮蔽剤を含有した塗膜を形成するには、紫外線遮蔽剤または赤外
線遮蔽剤、バインダ成分、溶媒等を配合した塗液を刷毛塗りやスプレーガンを用いてスプ
レー塗装することが一般的である。例えば、下記の特許文献１には、紫外線遮蔽剤または
赤外線遮蔽剤を配合し、エポキシ基含有アルコキシシランと活性水素を有するアミノ基含
有アルコキシシランとの反応生成物をバインダ成分とした塗液を刷毛塗り、スプレー等で
塗布することを開示している。また、特許文献１には、コンピューターによるノズル制御
弁で、スプレーノズルの開放時間と閉鎖時間を制御したスプレーガンを用いて塗装するこ
とができることも記載している。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－６４３０８号公報（段落００１３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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５

６

６
７

ガラス

８

９

ガラス １０

ガラス
１０

紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤がアンチモンをドープした酸化スズ、アルミ
ニウムをドープした酸化亜鉛、酸化亜鉛、酸化ロジウム、酸化ルテニウムである請求項１
１または１２に記載の方法。



【０００５】
　前記の特許文献１の方法では、特殊なバインダ成分を用いる必要があることから汎用的
ではない。また、その実施例では不織布に含浸した液を塗布して塗布むら、色むらが生じ
ない塗膜を室温の硬化で形成できることを記載しているものの、特許文献１には時間当た
りの塗装面積が広いスプレー塗装での塗工例がなく、どの程度の改善が可能か不明である
。そこで、スプレー塗装機を用いて検討したところ、高圧力で吐出ノズル径を小さくして
塗液を超微粒子化して噴霧する通常の塗装条件では吐出量が小さくなり、所望の塗布量と
するには数回の重ね塗りが必要であり、そのために強度の強い塗膜が得られ難く、また、
作業環境によっては塗布むら、色むらが生じ、斑点、白化、欠損、クラックが発生すると
いう問題が生じた。このような塗膜では膜の剥離や欠落が起こり、紫外線遮蔽性能や赤外
線遮蔽性能を長期間にわたって継続的に活用できない。
　そこで、本発明は以上のような従来技術の問題点を克服し、耐久性、耐摩耗性に優れ、
しかも、塗布むら、色むらが生じ難く、また、斑点、白化、欠損、クラックが生じ難い、
紫外線遮蔽剤や赤外線遮蔽剤を含有した塗膜をどのような作業環境下でも形成できる塗装
方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは鋭意研究を重ねた結果、従来のスプレー塗装条件では紫外線遮蔽剤や赤外
線遮蔽剤を含有した塗液を超微粒子化して噴霧しているために数回の重ね塗りが必要であ
ること、さらには、各回の塗布面の乾燥条件が微妙に異なることによって、所望の塗膜が
得られないと考えた。そして、塗液の液滴を超微粒子化せずに塗布するために、スプレー
ガンなどの塗装機の吐出ノズルの先端口径を比較的大きくするとともに吐出ノズルの吐出
圧を比較的低圧として、しかも、塗液の粘度を比較的高くするために特定量の多価アルコ
ールを配合した塗液を塗布することにより、塗布回数を減らすことができ所望の塗膜が形
成できること、さらには、塗布直後に均一な膜化、乾燥を行うために、塗液吐出ノズルの
周辺から被塗面に向けて塗液を囲むようにエアーカーテンを発生させるブロアを備えた塗
装機を用いることにより、吹き付けるエアーの圧力によって塗液の液滴を押しつぶし液滴
同士をつなぎ合わせて膜化、乾燥して、所望の塗膜が形成できることなどを見出し、本発
明を完成した。
【０００７】
　すなわち、本発明は、紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤とバインダ成分と多価
アルコール系溶媒とを少なくとも配合し、多価アルコールの配合量が５０～９５重量％で
ある塗液を、塗液吐出ノズルの先端口径が０．５～３．０ｍｍである塗装機を用い、塗液
吐出ノズルの吐出圧を０．０１～０．０９８ＭＰａとして、基材に塗布し乾燥して、基材
の表面に紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤を含有した塗膜を形成する塗装方法で
あり、また、エアーカーテンを発生させるブロアを備えた、塗液吐出ノズルの先端口径が
０．５～３．０ｍｍである塗装機を用いて、上記の塗液を基材に塗布し乾燥して、基材の
表面に紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤を含有した塗膜を形成する塗装方法であ
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の塗装方法では、あらゆる物品の表面に耐久性、耐摩耗性に優れ、しかも、塗布
むら、色むらが生じ難く、また、斑点、白化、欠損、クラックが生じ難い、紫外線遮蔽剤
や赤外線遮蔽剤を含有した塗膜を形成することができ、紫外線遮蔽性能や赤外線遮蔽性能
を活用することができる。しかも、どのような作業環境下でも１回塗りで均質な紫外線遮
蔽性塗膜や赤外線遮蔽性塗膜を簡便に形成でき、また、透明性も十分確保することができ
る。
　このため、例えば、建築物の窓ガラスに新築・リフォーム時に簡単に施工でき、また、
自動車には給油や洗車の際に簡単に施工できる。このように窓ガラスや自動車のフロント
ガラス、サイドガラス、後部ガラスなどに紫外線遮蔽性塗膜を形成すると進入する紫外線
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を遮断でき、それによって物品の日焼け、変色を防止でき、有害な紫外線から人体を守る
ことができる。また、赤外線遮蔽性塗膜を形成すると、室内や車室内の温度の上昇を抑え
ることができ、省エネルギーに貢献できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明で用いる塗装機は市販されているスプレーガンなどの塗装機を用いることができ
、紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤を含有する塗液を供給する供給手段と、上記
供給手段から供給される塗液を吹き出す吐出ノズルとを少なくとも具備する。塗液吐出ノ
ズルの先端口径は０．５～３．０ｍｍとする必要があり、塗液吐出ノズルの吐出圧を０．
０１～０．０９８ＭＰａとする必要がある。このような範囲とすることにより塗液を従来
のように超微粒子化せず、ノズルの先端口径に対応するほぼ０．５～３．０ｍｍの液滴径
を有する、すなわち水滴に近い液滴径を有する液滴として吐出することができる。塗液吐
出ノズルの先端口径は１．０～２．０ｍｍ程度の範囲が好ましく、１．０～１．５ｍｍ程
度の範囲がより好ましい。先端口径が０．５ｍｍより小さいと、液滴が微細化し易いほか
に所望の塗布量を１回で塗布できず、数回の重ね塗りをすると白化し易く、塗膜透明性や
強度の低下や剥離の要因となる。一方、先端口径が３．０ｍｍより大きいと、塗布中に液
ダレなどが発生して形成膜厚に著しい部分差が生じ、塗膜には虹彩色等の外観不良が発生
し易い傾向となる。供給手段としては吹上げ式、重力式、圧送式など従来の手段を用いる
ことができるが、圧送式の供給ポンプを用いるのが好ましく、この場合、塗液吐出ノズル
の吐出圧を比較的低圧で行うのが良く、０．０１～０．０９ＭＰａの吐出圧が好ましく、
０．０１～０．０５ＭＰａ程度がより好ましい。吐出圧が０．０１ＭＰａより小さいと、
吐出塗液の液滴の大きさを均一に維持したまま基材の表面に塗布し難く、斑点の原因とな
り、吐出圧が０．０９８ＭＰａを超えると、液滴が微細化し易いほかに塗液が飛び散り塗
着効率を低下させ、均一な塗膜が形成困難となる傾向がある。塗液吐出ノズルからの吐出
量は３０～２００ｍｌ／分が好ましく、５０～１００ｍｌ／分程度がより好ましい。吐出
量が３０ｍｌ／分より小さいと、水滴に近い液滴径をつなぎ合わせることが困難で斑点の
原因となり好ましくなく、吐出量が２００ｍｌ／分を超えると、塗布中に液ダレなどが発
生して形成膜厚に著しい部分差が生じ、塗膜には虹彩色等の外観不良が発生し易い傾向と
なり好ましくない。供給ポンプなどの供給手段と塗液吐出ノズルは直接あるいはホースや
管で連結され塗装機を構成し、供給手段により供給され塗液吐出ノズルから吹き出された
塗液は被塗面まで運ばれ付着する。
【００１０】
　また、本発明で用いる好ましい塗装機は、紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤を
含有する塗液を供給する供給手段と、エアーを供給するブロアと、上記供給手段から供給
される塗液と上記ブロアから供給されるエアーとを一緒に吹き出すガンとを少なくとも具
備し、上記ガンは、その先端の内側に塗液吐出ノズルを、その塗液吐出ノズルの外周側に
エアー吹出口を有し、吐出した塗液の周辺を囲むようにエアーカーテンを発生させる。供
給ポンプなどの供給手段とガン（塗液吐出ノズル）は直接あるいはホースや管で連結され
、また、ブロアとガン（エアー吹出口）もホースや管で連結され塗装機を構成し、供給手
段により供給され塗液吐出ノズルから吹き出された塗液は、その外側のブロアにより供給
されエアー吹出口から吹き出される大量のエアーの流れ（これをエアーカーテンという）
によって囲まれて被塗面まで運ばれ付着する。このようなエアーカーテンを発生させるブ
ロアを備えた塗装機を用いることにより、塗液吐出ノズルから吹き出された塗液は、その
外側がエアーによって囲まれているため周辺への飛散が少なく、作業者の健康阻害要因が
激減し、塗液の無駄が減り、大掛かりなマスキングが不要になる。
【００１１】
　エアー吹出口から吹き出されるエアーは、低圧とし風量を多くするとより十分なエアー
カーテンが得られるため好ましい。このため、エアーカーテンを発生させるためのブロア
は、ブロア送風圧力を０．０１～０．０９８ＭＰａとするのが好ましく、０．０１～０．
０５ＭＰａとするのがより好ましく、０．０１５～０．０４ＭＰａ程度とするのがさらに
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好ましい。ブロア送風圧力が前記範囲であると十分な風量のエアーカーテンを発生させる
ことができるため好ましく、ブロア送風圧力が０．０１ＭＰａより低いとエアーカーテン
の発生が不十分になり好ましくなく、また、０．０９８ＭＰａより高いとエアー風量が大
きくなりすぎて好ましくない。エアー風量は５００～５０００リットル／分程度が好まし
く、１０００～３０００リットル／分程度がより好ましい。エアーの温度は塗装環境温度
より少なくとも１０℃高くするのが好ましく、１０～５０℃程度高くするのがより好まし
く、１０～２５℃程度高くするのがさらに好ましい。エアー温度を塗装環境温度より高く
設定することにより塗膜の乾燥、硬化をあわせて行うことができる。塗装環境温度より高
い温度のエアーを発生させるためには、高回転型タービンを備えたブロアを用いるのが好
ましく、その回転摩擦熱によりエアーの温度を高めることができる。高回転型タービンの
回転数は通常毎分２１０００～２５０００回転程度であるが、その回転数を適宜調節する
ことによりエアー温度を調整することができ、このようにすると特別な温風発生手段を備
えなくても良い。このような塗装機としてはチロン社製の温風低圧塗装機（ＳＧ－２５０
０、ＳＧ－２０００、ＳＧ－９１など）、ワグナー社製のスプレーガンなどを好ましく用
いることができる。エアー温度を３０℃以上高くする場合において高回転型タービンで不
充分な際には所定温度の温風を発生させるための加温手段を備えることもできる。
【００１２】
　次に、本発明で用いる紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤を含有する塗液は、紫
外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤、バインダ成分、多価アルコール系溶媒を少なく
とも配合したものであり、塗液中に溶媒として多価アルコールを５０～９５重量％配合す
ることが重要である。多価アルコールの配合量が少なくとも上記範囲であれば、前記の塗
装機で塗布すると所望の塗膜が得られ、６０～９０重量％程度が好ましく、７０～９０重
量％程度がより好ましい。多価アルコールの配合量が５０重量％より少ないと、揮発乾燥
が遅く液だれになり易く、所望の塗膜が得られない。また、多価アルコールの配合量が９
５重量％より多いと、紫外線遮蔽剤や赤外線遮蔽剤の配合量が少なくなってしまい、それ
らの性能を十分活用することができず、所望の塗膜が得られない。
【００１３】
　塗液に配合する溶剤は、多価アルコールが必須であり、その配合量は前記のとおり塗液
中に５０～９５重量％の範囲である。多価アルコールは分子中に２個以上の水酸基をもつ
アルコールであり、２個の水酸基をもつ２価アルコールであるグリコール、３個の水酸基
をもつ３価アルコールであるグリセリンなどを用いることができる。４価以上のアルコー
ルでも使用できるが、低沸点である２価アルコールのグリコールがより好ましい。グリコ
ールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレングリコール、
１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，
７－ヘプタンジオールなどが挙げられ、その中のプロピレングリコールが最も好ましい。
多価アルコールのほかに、水などの無機系溶媒、１価アルコール、エーテル、アミドなど
の有機系溶媒から選ばれる少なくとも一種を配合することもでき、その配合量は塗液の粘
度等を考慮して適宜調整することができる。例えば、メチルアルコール、エチルアルコー
ル、プロピルアルコール、ブチルアルコールなどの１価アルコールを多価アルコールとと
もに用いると乾燥温度を比較的低くすることができる。
【００１４】
　また、塗液に配合するバインダ成分は塗膜を形成した際にバインダとして作用するもの
であり、公知のバインダ成分を用いることができる。例えば、シリコーン樹脂、アルコキ
シシラン、アルコキシシランの部分加水分解縮合物、アルコキシシランの加水分解生成物
、フッ素樹脂、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、酢酸ビニル樹脂、ポリスチレン、ポリプ
ロピレン、アクリル樹脂、シリコンアクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリカーボネート、
ポリアミド、ポリアセタール、尿素樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポ
リウレタン、アクリルウレタン樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、水ガ
ラス、セメント、石膏などを適宜選択して用いることができる。本発明では、シリコーン
樹脂、アルコキシシラン、アルコキシシランの部分加水分解縮合物、アルコキシシランの
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加水分解生成物がその膜硬度が高いためより好ましい。シリコーン樹脂は、シロキサン結
合の繰り返し（－Ｓｉ－Ｏ－）ｎを主鎖とし、側鎖としてアルキル基、アリール基などを
もつ重合体であり、三次元網目構造を有するシリコーンが好ましく、エポキシ変性、ポリ
エステル変性、アルキド変性、アクリル変性などの変性シリコーンでも良い。アルコキシ
シランとしては、テトラアルコキシシラン、モノアルキルトリアルコキシシラン、ジアル
キルジアルコキシシラン、トリアルキルモノアルコキシシランのモノマーを挙げることが
でき、そのアルコキシル基としてはメトキシル基、エトキシル基、プロポキシル基、ブト
キシル基などの炭素が１～８程度のアルコキシル基を用いることができ、アルキル基とし
てはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などの炭素が１～８程度のアルキル基を
用いることができる。具体的には、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テト
ラプロポキシシラン、モノメチルトリメトキシシラン、モノエチルトリエトキシシラン、
モノプロピルトリプロポキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシ
ラン、ジプロピルジプロポキシシラン、トリメチルモノメトキシシラン、トリエチルモノ
エトキシシラン、トリプロピルモノプロポキシシランなどを用いることができる。また、
バインダ成分として用いるアルコキシシランの部分加水分解縮合物は、前記のアルコキシ
シランモノマーを部分的に加水分解・縮合した二量体あるいは三量体以上のオリゴマーで
あり、１分子中にケイ素原子を２～９個程度含むものが好ましい。また、アルコキシシラ
ンの加水分解生成物はアルコキシシランを完全に近い程度まで加水分解縮合して粒子形状
を形成したものであり、一般にオルガノシリカゾルと呼ばれるものを用いることができる
。
【００１５】
　塗液中に配合するバインダ成分の配合量はそれぞれの用途に応じて適宜設定することが
でき、例えばバインダ成分を固形分に換算して塗液中に４～４９重量％配合させるのが好
ましく、５～３５重量％程度がより好ましく、５～２０重量％程度がさらに好ましい。５
重量％より小さい場合は、基材あるいは予め施した下地層との密着性や、塗膜強度が低下
する傾向にあり好ましくなく、４９重量％を超えると、形成される塗膜にバインダ成分が
多すぎて紫外線遮蔽性能や赤外線遮蔽性能が十分に発揮されない傾向となるため好ましく
ない。
【００１６】
　紫外線遮蔽剤としては紫外線を反射する材料や紫外線を吸収する材料を含み、赤外線遮
蔽剤としては赤外線を反射する材料や赤外線を吸収する材料を含み、また、近赤外線のみ
を反射あるいは吸収する材料も含まれる。紫外線遮蔽剤は公知の材料を用いることができ
、例えば、ベンゾトリアゾール系化合物、ベンゾフェノン系化合物等の有機化合物、二酸
化チタン、含水酸化チタン、水和酸化チタン、メタチタン酸、オルトチタン酸、水酸化チ
タン、酸化亜鉛、ケイ酸亜鉛、酸化セリウム等の無機化合物を用いることができる。前記
の二酸化チタン等のチタン化合物にはそれ自身が強い光触媒性能も有するためその性能が
バインダ成分の分解要因になる場合、その粒子表面にケイ素、アルミニウム、ジルコニウ
ム等の酸化物、水和酸化物、水酸化物の少なくとも一種を被覆すると、光触媒性能を弱め
バインダ成分を分解し難くすることができる。赤外線遮蔽剤は公知の材料を用いることが
でき、例えば、ペリレン系化合物、アニリン系化合物、シアニン系化合物等の有機化合物
、アンチモンをドープした酸化スズ、インジウムをドープした酸化スズ、スズをドープし
た酸化インジウム、アルミニウムをドープした酸化亜鉛、雲母チタン（酸化チタン被覆マ
イカ）、酸化鉄被覆マイカ、塩基性炭酸鉛、オキシ塩化ビスマス、酸化セレン、酸化亜鉛
、二酸化チタン、酸化ロジウム、酸化ルテニウムや銅、銀、鉄、マンガンの金属錯体など
の無機化合物、アルミニウム、金、銀、銅、クロム、ニッケル、インジウム、パラジウム
、スズなどの金属やそれらの合金を用いることができる。塗液中の紫外線遮蔽剤および／
または赤外線遮蔽剤の配合量は適宜設定することができ、例えば紫外線遮蔽剤および／ま
たは赤外線遮蔽剤を固形分に換算して塗液中に１～４６重量％配合させるのが好ましく、
５～３５重量％程度がより好ましく、５～２０重量％程度がさらに好ましい。１重量％よ
り小さい場合は、紫外線遮蔽性能や赤外線遮蔽性能が十分でない場合があるため好ましく
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なく、４６重量％を超えると、形成される塗膜にバインダ成分が少なすぎて、塗膜強度が
低下する傾向にあるため好ましくない。紫外線遮蔽剤や赤外線遮蔽剤を固体として用いる
場合、その粒子径や形状等には特に制限はなくどのような大きさのものでもどのような粒
子形状のものでも用いることができるが、透明性を確保する必要がある場合には可視光を
透過するような粒子径や形状を適宜選択して用いることができ、例えば１～１００ｎｍ程
度の粒子径のものを用いるのが好ましい。
【００１７】
　本発明で用いる塗液には、紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤、バインダ成分、
多価アルコール系溶媒のほかに、分散剤、増粘剤、粘度調整剤、硬化剤、架橋剤、レベリ
ング剤、界面活性剤、顔料、充填剤、吸着剤、脱臭剤、抗菌剤、導電剤、帯電防止剤、電
磁波遮蔽剤などの添加剤を適宜配合しても良い。また、バインダ成分の重合触媒、重合開
始剤を必要に応じて添加しても良い。前記の紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤、
バインダ成分、多価アルコール系溶媒さらには必要に応じて添加剤をそれぞれ所定量混合
して塗液とすることができ、溶媒の種類や配合量などによって塗液の粘度を調整すること
ができる。塗液中の全固形分濃度は５～５０重量％程度が好ましく、１０～５０重量％が
より好ましく、２０～４５重量％がさらに好ましい。塗液中の全固形分濃度が５重量％未
満であると、形成される塗膜に紫外線遮蔽性能や赤外線遮蔽性能が十分に発揮されない傾
向となり好ましくなく、５０重量％を超えると、形成される塗膜にクラックが生じ易く、
また塗膜透過率の低下に繋がる傾向にあるため好ましくない。全固形分濃度に対する紫外
線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤の配合量はそれぞれの用途に応じて適宜設定するこ
とができ、２～９０重量％程度でも十分な性能が得られるため適当であり、５～８０重量
％程度がさらに良い。本発明では、塗液中の全固形分濃度が５～５０重量％であって、そ
の塗液中にバインダ成分を固形分に換算して４～４９重量％配合し、多価アルコールを５
０～９５重量％を少なくとも配合した塗液を用いるのが好ましい。
【００１８】
　前記の塗液吐出ノズルの先端口径が０．５～３．０ｍｍである塗装機を用いて、あるい
は、エアーカーテンを発生させるブロアを備えた、塗液吐出ノズルの先端口径が０．５～
３．０ｍｍである塗装機を用い、塗液吐出ノズルの吐出圧を０．０１～０．０９８ＭＰａ
として、紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤とバインダ成分と多価アルコール系溶
媒とを少なくとも配合し、多価アルコールの配合量が５０～９５重量％である塗液を基材
に塗布し乾燥して、基材の表面に紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤を含有した塗
膜を形成する。塗液の塗布速度、塗布回数、吹付け高さ等は基材や塗布量設定条件等に応
じて適宜調節することができる。例えば本発明では基材の縦幅または横幅１ｍ当たり０．
３～３０秒程度の短時間で行うことができ、０．５～１０秒がより好ましい。短時間で塗
布しても基材１ｍ２ 当たり０．０１～３０ｇの乾燥塗布量を得ることができ、０．０１～
２０ｇが好ましい範囲である。塗膜の膜厚は適宜調節することができ１０ｎｍ～５０μｍ
程度とすることができ、１０ｎｍ～１０μｍ程度とするのが好ましく、５０ｎｍ～１．０
μｍ程度とするのがより好ましい。また、本発明では１回の塗布でも十分な塗布量を得る
ことができ、１／３程度を重ねて塗りつぐ程度で十分である場合が多いが、更なる高塗布
量が必要になる場合などでは必要に応じて２回～数回重ね塗りを行うこともできる。塗布
した後、風乾またはエアーカーテンのエアーで塗布面を順次乾燥し、硬化することができ
る。乾燥、硬化は風乾またはエアーで十分な場合が多いが、さらに高い温度での硬化が必
要な場合はヒーターを使用して塗布面が３００℃程度、より好ましくは１５０℃程度にな
るように加熱しても良い。加熱時間は適宜設定でき、好ましくは１０～１５分程度である
。バインダ成分として紫外線照射によって硬化するものを用いる場合には、塗膜に紫外線
を照射して硬化させる。また、必要に応じて光沢を出す場合、塗膜表面をポリッシャーで
磨くこともできる。したがって本発明では、基材の幅１ｍ当たり０．３～３０秒間で１回
塗布し、風乾またはエアーカーテンのエアーにより乾燥し溶媒を除去して、基材１ｍ２ 当
たり０．０１～３０ｇの乾燥塗布量を得ることができる。
【００１９】
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　基材としては、無機質の物品、有機物の物品、それらを複合した物品などあらゆる物品
を対象とすることができ、例えば、ガラス、タイル、コンクリート、モルタル、陶器など
のセラミックスや金属の材質のもの、プラスチック、紙、木などの材質のものを用いるこ
とができる。具体的には、窓ガラスなどの建築物のガラス部材、建築物の外壁、ドア、柵
、扉、建築物室内の壁、天井、ドア、床、食器、家具、特に浴室の床や壁、ドア、台所の
天井、レンジ、換気扇、トイレの便器や壁、自動車や電車のフロントガラス、後部ガラス
、サイドガラスなど種々のものに塗布することができる。また、前記の物品を基材として
用いるほかに、予め基材の表面に紫外線遮蔽性塗膜や赤外線遮蔽性塗膜を形成した後、そ
れらを加工して物品とすることもできる。塗膜を形成する基材は、その表面を予めガラス
コンパウンドで磨いたりサンダーで研摩したり、水、アルコール、酸、アルカリの少なく
とも一種で洗浄した後、塗液を塗布すると塗膜の接着強度を高めることができるので好ま
しい。ガラス基材の場合、その表面をガラスコンパウンドで汚染物質、油分の除去を行な
い、さらにアルコールで洗浄した後、塗液を塗布するのが好ましい。また、基材にはその
ままの状態で塗布することもできるが、基材の表面に予めプライマー処理やシーラー処理
を施したり、下塗り層、中塗り層を形成した後、塗液を塗布することもできる。また、紫
外線遮蔽性塗膜や赤外線遮蔽性塗膜を形成した後、その上にバインダ成分等を含む保護層
を形成しても良い。
【００２０】
　前記の塗液を先端口径が大きい塗液吐出ノズルを用いて低圧力で塗布して形成した本発
明の塗膜は、鉛筆硬度試験、耐久性試験、耐摩耗性試験の結果、十分な強度を有しており
、目視判定の結果、塗布むら、色むらが生じ難く、しかも、斑点、白化、欠損、クラック
がほとんどない塗膜とすることができる。また、紫外線を９０％以上遮蔽することができ
たり、近赤外線を４０％以上遮蔽できる塗膜を形成することができる。紫外線、赤外線の
透過率は分光光度計を用いて測定する。また、膜厚は全固形分濃度を調整することにより
適宜調節することができるため１０ｎｍ～５０μｍ程度の膜厚、好ましくは１０ｎｍ～１
０μｍの膜厚を得ることができ、また、５０ｎｍ～５μｍ程度の膜厚で透明性にも優れた
塗膜を得ることができる。また、可視光透過率が８５％以上の好ましい塗膜を得ることも
できる。さらに、塗膜のヘイズ値が０．５％以下、さらには０．３％以下である、白化や
にごりの少ない好ましい塗膜を得ることもできる。可視光透過率とヘイズ値の測定には日
本電色工業社製ヘイズメーター　ＮＤＨ　３００Ａを用いる。このようにして、１０ｎｍ
～１０μｍの膜厚を有する紫外線遮蔽剤および／または赤外線遮蔽剤を含有した塗膜を表
面に有する物品とすることができ、好ましい態様として、紫外線遮蔽剤および／または赤
外線遮蔽剤を含有した塗膜を表面に有するガラス物品、あるいは、紫外線遮蔽剤および／
または赤外線遮蔽剤を含有した塗膜をフロントガラス、後部ガラスおよびサイドガラスの
少なくとも一部に有する自動車とすることができる。
【実施例】
【００２１】
　次に、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明する。
【００２２】
実施例１
　下記の塗液をスプレー式温風低圧塗装機を用いて、ソーダガラス板（１５０×７０×６
ｍｍ）に対してスプレー塗布し、常温乾燥にて塗膜を作製した。乾燥塗布量は２．８ｇ／
ｍ２ であった。得られた塗膜は透明薄グレイを呈し、近赤外線を４０％遮蔽でき、また紫
外線を９０％遮蔽できた。
　塗液の組成
　（１）バインダ成分：シリコーン樹脂５重量％
　（２）赤外線遮蔽剤：アンチモンをドープした酸化スズ３重量％
　（３）赤外線遮蔽剤：酸化ルテニウム１重量％
　（４）紫外線遮蔽剤：ベンゾトリアゾール１重量％
　（５）溶媒：プロピレングリコール９０重量％
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　塗装機として、高回転型タービンのブロアを備えたスプレー式温風低圧塗装機（チロン
社製ＳＧ－９１）を用いて、次の条件で運転した。
　（１）塗液吐出ノズルの先端口径：１．２ｍｍ
　（２）吐出圧：０．０１８ＭＰａ
　（３）吐出量：７０ｍｌ／分
　（４）ブロア送風圧力：０．０１８ＭＰａ
　（５）エアーカーテンのエアー風量：２２００リットル／分
　（６）エアーカーテンのエアー温度：塗装作業の環境温度より１５℃高い温度
　（７）塗装速度：被塗物の幅１ｍを３秒間で塗装機を移動させた。
　基材として用いたソーダガラス板の前処理として市販のガラスコンパウンドを用いて汚
染物質、油分の十分な除去を行ない、さらにイソプロピルアルコールにて洗浄を行った。
【００２３】
実施例２
　下記の塗液を用いたこと以外は実施例１と同様にして塗膜を作製した。乾燥塗布量は８
．４ｇ／ｍ２ であった。得られた塗膜は透明薄グレイを呈し、近赤外線を４０％遮蔽でき
、また紫外線を９０％遮蔽できた。
　塗液の組成
　（１）バインダ成分：シリコーン樹脂２０重量％
　（２）赤外線遮蔽剤：アンチモンをドープした酸化スズ６重量％
　（３）赤外線遮蔽剤：酸化ルテニウム１重量％
　（４）紫外線遮蔽剤：ベンゾトリアゾール３重量％
　（５）溶媒：プロピレングリコール７０重量％
【００２４】
比較例１
　温風低圧塗装機の塗液吐出ノズルの先端口径を０．３ｍｍとし、下記条件で運転するこ
と以外は実施例１と同様にして塗膜を作製した。
　（１）塗液吐出ノズルの先端口径：０．３ｍｍ
　（２）吐出圧：０．０１８ＭＰａ
　（３）吐出量：１８ｍｌ／分
　（４）ブロア送風圧力：０．０１８ＭＰａ
　（５）エアーカーテンのエアー風量：２２００リットル／分
　（６）エアーカーテンのエアー温度：塗装作業の環境温度より１５℃高い温度
　（７）塗装速度：被塗物の幅１ｍを３秒間で塗装機を移動させた。
　得られた塗膜の乾燥塗布量は０．７ｇ／ｍ２ であり、塗布むらが生じた。作製した塗膜
は近赤外線遮蔽率１０％、紫外線遮蔽率２０％であった。
【００２５】
比較例２
　比較例１の温風低圧塗装機を用い、３回重ね塗りする以外は比較例１と同様にして塗膜
を作製した。得られた塗膜の乾燥塗布量は２ｇ／ｍ２ であったが、未塗布ガラス板に対し
て斑点や透明性の低下が確認され、塗膜硬度も不充分であった。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明の塗装方法では、あらゆる物品の表面に耐久性、耐摩耗性に優れ、しかも、塗布
むら、色むらが生じ難く、また、斑点、白化、欠損、クラックが生じ難い、紫外線遮蔽性
塗膜あるいは赤外線遮蔽性塗膜を形成することができる。しかも、どのような作業環境下
でも１回塗りで均質な塗膜を簡便に形成でき、また、透明性も十分確保することができる
。このため、このような紫外線遮蔽性塗膜を活用して、入射する紫外線を遮断でき、それ
によって物品の日焼け、変色を防止でき、有害な紫外線から人体を守ることができる。ま
た、赤外線遮蔽性塗膜を活用して室内や車室内の温度の上昇を抑えることができる。
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