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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モリブデン酸塩と、カルボキシル基を１つ以上およびヒドロキシ基を１つ以上有し、炭
素数が２以上であるカルボン酸またはその塩と、ホウ酸と、水からなり、ｐＨが４.５～
７.５であることを特徴とする着色用めっき液。
【請求項２】
　モリブデン酸塩と、カルボキシル基を１つ以上およびヒドロキシ基を１つ以上有し、炭
素数が２以上であるカルボン酸またはその塩と、モリブデン酸塩以外の金属酸塩と、ホウ
酸と、水からなり、ｐＨが４.５～７.５であることを特徴とする着色用めっき液。
【請求項３】
　モリブデン酸塩以外の金属酸塩が、タングステン酸塩、アルミン酸塩、チタン酸塩から
選ばれる１種または２種以上である請求項２記載の着色用めっき液。
【請求項４】
　カルボキシル基を１つ以上およびヒドロキシ基を１つ以上有し、炭素数が２以上である
カルボン酸またはその塩が、グルコン酸ナトリウムである請求項１または２記載の着色用
めっき液。
【請求項５】
　請求項１～４の何れかに記載の着色用めっき液中で、被めっき部材を陰極として電解す
ることを特徴とする被めっき部材の着色方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被めっき部材を所望の色に着色できる着色用めっき液、これを用いた着色方
法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表面が金属の部材の装飾性を高めるために、着色をすることが知られている。着色方法
としては、部材を着色剤に浸漬して着色する方法や、他の金属を薄く析出させて着色する
方法等が知られている。
【０００３】
　このような部材に他の金属を薄く析出させて着色する技術としては、例えば、クロム酸
、無機シアン化合物、リン酸塩等の化合物と、モリブデン酸塩を含有する水溶液中で部材
を陰極として電解を行い、部材表面に着色被膜を形成させる方法が知られている（特許文
献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５８－２７９９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記方法では、環境負荷の高いクロム酸、無機シアン化合物、リン酸塩
等の化合物を用いるため、排水の問題があったり、色の発色や析出の安定性が悪い等の問
題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従って、本発明の課題は、排水や色の発色や析出の安定性の問題のない、着色をするた
めの技術を提供することである。
【０００７】
　本発明者らが、上記課題を解決するために鋭意研究した結果、モリブデン酸塩と、特定
のカルボン酸またはその塩を、モリブデンの錯化剤として用いて、特定のｐＨとしためっ
き液が、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成させた。
【０００８】
　すなわち、本発明は、モリブデン酸塩と、カルボキシル基を１つ以上およびヒドロキシ
基を１つ以上有し、炭素数が２以上であるカルボン酸またはその塩を含有し、ｐＨが４.
５～７.５であることを特徴とする着色用めっき液である。
【０００９】
　また、本発明は、上記着色用めっき液中で、被めっき部材を陰極として電解することを
特徴とする着色方法である。
【００１０】
　更に、本発明は、上記着色用めっき液中で、被めっき部材を陰極として電解することに
より得られる着色製品である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の着色用めっき液は、環境負荷の高いクロム酸、無機シアン化合物、リン酸塩等
の化合物を用いないため、排水の問題がないものである。
【００１２】
　また、本発明の着色製品は、下地の金属調を維持することができ、しかも、色の発色や
析出の安定性も高いものである。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】図１はめっき後の外観を示す図面である（左から順に、実施品１～５）。
【図２】図２はめっき後の外観を示す図面である（左から順に、比較品１～５）。
【図３】図３はめっき後の外観を示す図面である（左から順に、実施品７～１４）。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の着色用めっき液に用いられるモリブデン酸塩は、特に限定されないが、モリブ
デン酸ナトリウム、モリブデン酸カリウム等のモリブデン酸のアルカリ金属塩、モリブデ
ン酸のアンモニウム塩等が挙げられる。これらの中でもモリブデン酸ナトリウムが好まし
い。これらモリブデン酸塩は１種または２種以上を用いることができる。本発明の着色用
めっき液における、モリブデン酸塩の含有量は特に限定されないが、０．１～５０ｇ／Ｌ
、好ましくは１～２０ｇ／Ｌである。
【００１５】
　本発明の着色用めっき液に用いられるカルボキシル基を１つ以上およびヒドロキシ基を
１つ以上有し、炭素数が２以上であるカルボン酸またはその塩は、特に限定されないが、
好ましくはカルボキシル基を１～５つ、およびヒドロキシ基を１～８つ有し、炭素数が２
～１０であるカルボン酸、より好ましくはカルボキシル基を１～３つ、およびヒドロキシ
基を１～６つ有し、炭素数が２～８であるカルボン酸、前記カルボン酸のナトリウム塩、
カリウム塩等のアルカリ金属塩および前記カルボン酸のアンモニウム塩等が挙げられる。
また、前記カルボン酸の炭素鎖は分岐していても、環状であってもよい。なお、本明細書
において、カルボキシル基中のヒドロキシ基は、ヒドロキシ基として数えない。そのため
、酢酸、シュウ酸、ＥＤＴＡのようなカルボキシル基のみを含むものは本発明の着色用め
っき液に用いられるカルボキシル基を１つ以上およびヒドロキシ基を１つ以上有し、炭素
数が２以上であるカルボン酸には含まれない。
【００１６】
　具体的に、カルボキシル基を１つ以上およびヒドロキシ基を１つ以上有し、炭素数が２
以上であるカルボン酸またはその塩としては、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、グル
コン酸およびそれらのナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩、アンモニウム塩等
が挙げられる。これらの中でもグルコン酸ナトリウムが好ましい。
【００１７】
　本発明の着色用めっき液において、上記したカルボキシル基を１つ以上およびヒドロキ
シ基を１つ以上有し、炭素数が２以上であるカルボン酸またはその塩は１種または２種以
上を用いることができる。また、本発明の着色用めっき液における、カルボキシル基を１
つ以上およびヒドロキシ基を１つ以上有し、炭素数が２以上であるカルボン酸またはその
塩の含有量は特に限定されないが、１０～１００ｇ／Ｌ、好ましくは２０～８０ｇ／Ｌで
ある。
【００１８】
　本発明の着色用めっき液には、更に、モリブデン酸塩以外の金属酸塩を含有させてもよ
い。これによりめっき時間が短縮できる。モリブデン酸塩以外の金属酸塩は特に限定され
ないが、例えば、タングステン酸、アルミン酸、チタン酸、バナジン酸等の金属酸のアル
カリ金属塩が挙げられる。これらの中でもタングステン酸、アルミン酸、チタン酸が好ま
しい。これらモリブデン酸塩以外の金属酸塩は１種または２種以上を用いることができる
。本発明の着色用めっき液における、モリブデン酸塩以外の金属酸塩の含有量は特に限定
されないが、０．０１～１０ｇ／Ｌ、好ましくは０．０５～５ｇ／Ｌである。
【００１９】
　更に、本発明の着色用めっき液には、本発明の効果を損なわない限り界面活性剤等を含
有させてもよい
【００２０】
　本発明の着色用めっき液のｐＨは４.５～７.５であるが、好ましくは５．５～６．５で
ある。このｐＨの調整にはホウ酸、硫酸等の酸性物質や、水酸化ナトリウム等のアルカリ
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【００２１】
　なお、本発明の着色用めっき液は、上記した成分を含有するだけでよく、環境負荷の高
いクロム酸やその塩、無機シアン化合物、リン酸やその塩を含有させる必要はない。
【００２２】
　以上説明した本発明の着色用めっき液は、水に上記成分を入れ、混合した後、ｐＨを調
整することにより調製できる。
【００２３】
　また、本発明の着色用めっき液中で、被めっき部材を陰極として電解すれば被めっき部
材を着色することができる。
【００２４】
　本発明の着色用めっき液で着色される被めっき部材としては、表面が金属であれば特に
限定されず、例えば、ステンレス、クロム、真鍮、ニッケル等の金属製品、予め銅めっき
、ニッケルめっき、クロムめっき等のめっきを施したＡＢＳ、ＰＣ／ＡＢＳ等の樹脂が挙
げられる。
【００２５】
　本発明の着色用めっき液中で、被めっき部材を陰極として電解する条件は特に限定され
ないが、例えば、２０～４０℃の着色用めっき液中で、０．０１～０．５Ａ／ｄｍ２の電
流密度で、被めっき部材を陰極とし、カーボン、酸化イリジウム等を陽極として、所望の
色になるように１～３０分程度な時間電解を行えばよい。電解後は水等で洗浄を行えばよ
い。
【００２６】
　本発明の着色用めっき液中で被めっき部材を電解することにより、茶、紫、青紫、青、
黄等に着色した着色製品を得ることができる。
【００２７】
　この着色製品は、めっきの厚さは非常に薄く、外観色以外の分析は現実的に難しく、製
法以外で特定することはおよそ実際的ではない。
【００２８】
　着色製品は主に装飾品、水栓金具、自動車部品、建材等に使用することができる。
【実施例】
【００２９】
　以下、本発明を実施例を挙げて詳細に説明するが本発明はこれら実施例に何ら限定され
るものではない。
【００３０】
実　施　例　１
　　　着色めっき：
　以下の表１に記載の処方の着色用めっき液を、各成分を水に混合することにより調製し
た。これらの着色用めっき液中で、真鍮製のベントカソードに光沢ニッケルめっきを施し
た部材を陰極とし、カーボンを陽極として表１に記載の条件で着色めっきを行った。めっ
き後の外観の色を目視で、また、色の均一性、偏光性を下記評価基準に基づいて目視で評
価した。その結果を表２に示した。
【００３１】
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【表１】

【００３２】
＜色の均一性評価基準＞
（内容）　　　　　　 （評価）
全面が同色の場合　　：　○
全面が同色でない場合：　×
【００３３】
＜偏光性評価基準＞
（内容）　　　　　　　　　　　　　　　　 （評価）　
めっき品を４５度傾斜させ、干渉がない場合：　○
めっき品を４５度傾斜させ、干渉がある場合：　×
【００３４】

【表２】

【００３５】
　上記結果より、本発明の着色めっき液を用いれば、外観の色を変化させることができ、
色の均一性、偏光性に問題がないことが分かった。
【００３６】
比　較　例　１
　　　着色めっき：
　以下の表３に記載の着色めっき液を用いる以外は、実施例１と同様にして着色めっきを
行った。また、実施例１と同様にしてめっき後の外観の色、色の均一性、偏光性を評価し
た。その結果を表４に示した。
【００３７】
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【表３】

【００３８】
【表４】

【００３９】
　上記結果より、カルボン酸の塩であっても、酢酸アンモニウムやＥＤＴＡ・４ナトリウ
ムのようなカルボキシル基を１つ以上およびヒドロキシ基を１つ以上有し、炭素数が２以
上であるカルボン酸の塩ではない場合には、着色めっきが析出しなかったり、着色が均一
にできないことが分かった。
【００４０】
実　施　例　２
　　　着色めっき：
　以下の表５に記載の着色めっき液を用いる以外は、実施例１と同様にして着色めっきを
行った。また、実施例１と同様にしてめっき後の外観の色、色の均一性、偏光性を評価し
た。その結果を表６に示した。
【００４１】
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【表５】

【００４２】
【表６】

【００４３】
　上記結果より、本発明の着色めっき液に、モリブデン酸塩と、モリブデン酸塩以外の金
属塩を組み合わせることにより、モリブデン酸塩だけの場合よりも、短時間で外観の色を
変化させることができ、色の均一性、偏光性に問題がないことが分かった。
【００４４】
比　較　例　２
　　　着色めっき：
　比較例１の比較品５の着色めっき液において、ＥＤＴＡ・４ナトリウム７６ｇ／Ｌをシ
ュウ酸ナトリウム３５ｇ／Ｌに代える以外は、同様にして着色めっきを行おうとしたが、
着色めっきが析出すらしなかった。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、装飾性の高い、着色した製品の製造に利用することができる。
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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