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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生漆又は精製漆の油性成分に対し水分が５〜１５重量％となるように含水率を調節する
水分調節工程の後に、
前記生漆又は精製漆に、重合アマニ油、重合アマニ油及びロジン、エチレングリコール
、グリセリン並びに界面活性剤よりなる群から選ばれた添加剤を添加する添加工程、及び
、
得られた混合物を媒体撹拌ミルにより微細化して、油中水滴型エマルションに含まれる
水滴の粒径範囲を５０〜１５０ｎｍにする微細化工程を含み、
前記媒体撹拌ミルに媒体として比重が４．５以上で直径が０．３〜０．８ｍｍのビーズ
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を使用する、
漆系塗料の製造方法。
【請求項２】
２０〜４０℃において微細化する微細化工程である、請求項１に記載の漆系塗料の製造
方法。
【請求項３】
精製漆が無油透漆又は有油透漆である、請求項１又は２に記載の漆系塗料の製造方法。
【請求項４】
請求項１〜３いずれか１つに記載の製造方法により製造された漆系塗料。
【請求項５】
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アルコキシシラン類、ウレタン樹脂及びエポキシ樹脂よりなる群から選ばれた添加剤を
含む、請求項４に記載の漆系塗料。
【請求項６】
請求項４又は５に記載の漆系塗料を有機溶剤により希釈して得られるインクジェット用
漆インク。
【請求項７】
請求項６に記載の漆インクを基材にインクジェット方法により吐出する印刷工程を含む
漆系塗料の塗装方法。
【請求項８】
基材上に吐出された漆インクから有機溶剤を揮発させる乾燥工程、及び、
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漆インクの指触乾燥前に金属粉、金属箔、金属蒸着フィルム粉若しくは積層フィルム粉
を蒔き付けるか又は金属箔を貼り付ける加飾工程を更に含む、請求項７に記載の漆系塗料
の塗装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、漆系塗料の製造方法、漆系塗料、インクジェット用漆インク及び漆系塗料の
塗装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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漆は、古くから利用されてきた植物由来の天然塗料である。漆の木から得られる樹液を
利用した漆工芸品の製造は、まさに日本を代表する文化芸術であり、伝統工芸である。最
近、生活様式の変化に伴い生活用品や家具・内装材の塗装は合成樹脂塗料が多用されてい
る。その影響によるシックハウス症候群や有機溶媒によるＶＯＣ（揮発性有機化合物）や
ホルムアルデヒドが社会的な問題になっている。漆は天然塗料であり、ホルムアルデヒド
を含まない塗料である。環境に優しい漆塗料の一層の性能向上と幅広い利用が望まれてい
る。
【０００３】
漆は、ウルシ（Ｒｈｕｓ

ｖｅｒｎｉｃｉｆｌｕａ）の樹液から得られる油中水球型エ

マルションであり、ウルシオール（油成分）、多糖質（ゴム質）、含窒素物（糖蛋白）、
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ラッカーゼ酵素及び水で構成されている。漆は、ラッカーゼ酵素で酸化重合が進む特異な
高分子塗料である。そのため漆液の乾燥硬化には高湿度環境が好ましく、ラッカーゼ酵素
の作用でゆっくり酸化重合が進み、塗膜ができる。漆塗膜の特徴は、独特の光沢、美しさ
、深み感、ふっくらした感じ、しっとりした質感と堅牢さにある。この漆の特性を有し、
しかも自然乾燥する漆液を開発することは漆の用途や応用範囲を広げることになる。
【０００４】
生漆エマルションの水滴粒径は約１０マイクロメータ（μｍ）であるが、「ナヤシ」に
よるかき混ぜて練る操作及び「クロメ」による加熱処理をして水分を低減した精製漆の平
均水滴粒径は約１μｍである。これを塗膜にして高湿度の漆室中に静置すると、水滴中に
含まれるラッカーゼ酵素がウルシオールを酸化し、ウルシオールキノンの生成、ジベンゾ
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フランの生成、キノン−オレフィン付加重合物の生成などが進行する。また、これらの反
応による抗酸化力の減少により側鎖の不飽和結合の自動酸化反応も進行し、乾燥硬化した
漆塗膜が得られる。ここで、側鎖の自動酸化反応は、実際には、ウルシオールオリゴマー
やウルシオールポリマーの状態で進行する。得られた漆塗膜は粒子構造を有している。漆
液の化学については、多くの報告があり、非特許文献１〜４の報告が含まれる。また、本
発明者らは、漆系塗料及びその製造方法に関する研究開発を行いその内容は出願公開され
ている（特許文献１〜４）。
【０００５】
漆塗膜は数千年の保存に耐えることは周知の事実であるが、エマルションの分散粒径が
比較的大きいために塗膜の光沢は低くなる。このために重合えの油やロジン変性重合アマ
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ニ油などを混合したり、乾燥塗膜表面の水研ぎ、胴刷りによる蝋色仕上げにより漆塗膜に
光沢を付与することが行われている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２−１７７７５４号公報
【特許文献２】特開２００３−０５５５５８号公報
【特許文献３】特開２００３−３０６６４０号公報
【特許文献４】特開２００４−２５６６９６号公報
【非特許文献１】永瀬喜助、神谷幸男、木村徹、穂積賢吾、宮腰哲雄、日化、No.10, 587
(2001)
【非特許文献２】永瀬喜助、神谷幸男、穂積賢吾、宮腰哲雄、日化、No.3, 377(2002)
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【非特許文献３】永瀬喜助著、「漆の本」（研成社）昭和６１（１９８６）年９月発行
【非特許文献４】宮腰哲雄、永瀬喜助、吉田孝編・著「漆化学の進歩」、（株式会社アイ
ピーシー）平成１２（２０００）年５月発行
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明が解決しようとする１つの課題は、従来品よりも乾燥時間が短く、光沢度及び耐
久性に優れた漆塗膜を与える漆系塗料を製造する方法を提供することである。
本発明が解決しようとする他の１つの課題は、インクジェット用漆インクの製造に適し
た漆系塗料を製造する方法を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記の課題は、＜１＞、＜９＞、＜１１＞又は＜１２＞に記載の手段によって解決され
た。好ましい実施態様である＜２＞〜＜８＞、＜１０＞及び＜１３＞と共に以下に記載す
る。
＜１＞生漆又は精製漆を媒体撹拌ミルにより微細化する微細化工程を含むことを特徴とす
る漆系塗料の製造方法、
＜２＞２０〜４０℃において微細化する微細化工程である＜１＞記載の漆系塗料の製造方
法、
＜３＞生漆又は精製漆の油性成分に対し水分が５〜１５重量％となるように含水率を調節

30

する水分調節工程の後に前記微細化工程を含む＜１＞又は＜２＞に記載の漆系塗料の製造
方法、
＜４＞油中水滴型エマルションに含まれる水滴の粒径範囲を５０〜１５０ｎｍにする微細
化工程である＜１＞〜＜３＞いずれか１つに記載の漆系塗料の製造方法、
＜５＞０．５ｋｇ以上の生漆又は精製漆を微細化する＜１＞〜＜４＞いずれか１つに記載
の漆系塗料の製造方法、
＜６＞媒体として比重が４．５以上で直径が０．３〜０．８ｍｍのビーズを使用する＜１
＞〜＜５＞いずれか１つに記載の漆系塗料の製造方法、
＜７＞精製漆が無油透漆又は有油透漆である＜１＞〜＜６＞いずれか１つに記載の漆系塗
料の製造方法、

40

＜８＞生漆又は精製漆に、重合アマニ油、重合アマニ油及びロジン、エチレングリコール
、グリセリン並びに界面活性剤よりなる群から選ばれた添加剤を添加して微細化する、＜
１＞〜＜７＞いずれか１つに記載の漆系塗料の製造方法、
＜９＞＜１＞〜＜８＞いずれか１つに記載の製造方法により製造された漆系塗料、
＜１０＞アルコキシシラン類、ウレタン樹脂及びエポキシ樹脂よりなる群から選ばれた添
加剤を含む＜９＞に記載の漆系塗料、
＜１１＞＜９＞又は＜１０＞に記載の漆系塗料を有機溶剤により希釈して得られるインク
ジェット用漆インク、
＜１２＞＜１１＞に記載の漆インクを基材にインクジェット方法により吐出する印刷工程
を含む漆系塗料の塗装方法、
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＜１３＞基材上に吐出された漆インクから有機溶剤を揮発させる乾燥工程、及び、漆イン
クの指触乾燥前に金属粉、金属箔、金属蒸着フィルム粉若しくは積層フィルム粉を蒔き付
けるか又は金属箔を貼り付ける加飾工程を更に含む＜１２＞に記載の漆系塗料の塗装方法
。
【発明の効果】
【０００９】
本発明の漆系塗料の製造方法によれば、従来よりも乾燥硬化時間が短く、油中水滴型エ
マルションの水滴の直径が約１００ｎｍ以下である漆系塗料を大きいスケールで提供する
ことができた。本発明によれば、漆艶（深み感、肉持ち感、しっとり感）を向上させて、
高機能、高意匠性及び高品位を発現させることのできる漆系塗料を提供できた。特に、本
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発明の漆系塗料は伝統的な漆塗装に用いる他に、新しい塗装方法にも使用でき、具体的に
はインクジェットプリンター用インクに用いると、ノズルヘッドが目詰まりすることのな
い優れた吐出性能を発現した。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
本発明の漆系塗料の製造方法は、生漆又は精製漆の油性成分に対して水分が５〜１５重
量％となるように調節する含水率調節工程を好ましくは経た後に、漆系塗料を媒体撹拌ミ
ルを用いて、好ましくは２０〜４０℃において、微細化して油中水滴型エマルションに含
まれる水滴の平均粒径を約１００ｎｍの大きさまで小さくする微細化工程、を含むことを
特徴とする。
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約１００ｎｍの大きさまで微細化された漆液をナノ漆液ともいう。また、ナノ漆液によ
り得られた漆塗膜をナノ漆塗膜ともいう。
以下、本発明を詳細に説明する。
【００１１】
本発明の漆系塗料の製造に使用する原料の生漆液（生漆）としては、国産生漆液又は外
国産生漆液を使用できる。外国産には、中国産、ベトナム産、及びミャンマー産等が含ま
れる。
【００１２】
生漆液は、通常２０〜３０重量％の水分を含み、その水滴サイズも大きく、ウルシオー
ルの重合率も低い。
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【００１３】
本発明の漆系塗料の製造に使用する原料の精製漆としては、「ナヤシ」処理を施した精
製漆及びさらに「クロメ」処理を施した脱水精製漆（クロメ漆）が使用できる。クロメ漆
は、ラッカーゼ酵素の活性を維持して、約３〜５重量％の水分を含んでいる。
【００１４】
脱水精製漆は、そのまま透漆（すきうるし）として使用することが好ましい。脱水精製
した漆に、鉄粉又は水酸化鉄で黒く着色した後固形分を除いて、黒漆として使用すること
もできる。透漆又は黒漆のいずれもそのまま無油漆（「すぐろめ漆」ともいう。）として
使用できる他に、又、アマニ油やえの油（重合えの油やロジン変性重合アマニ油を含む。
）などの乾性油を加えた有油漆としても使用することができる。
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【００１５】
本発明には、無油透漆又は、有油透漆を好ましく用いることができる。無油透漆には、
梨地漆、木地蝋漆（きじろううるし）、箔下漆、中塗漆、艶消漆、及び釦漆（いつかけう
るし）が含まれるが、箔下漆がより好ましく用いられる。有油透漆としては、春慶漆、朱
合漆（しゅあいうるし）、中花漆、並花漆、塗立漆（ぬりたてうるし）、及び留漆が含ま
れる。
【００１６】
精製漆の含水率は、通常、漆液の油性成分に対して３〜５重量％であり、これに水分を
加えて５〜１５重量％、好ましくは８〜１２重量％の含水率の精製漆液とした後に、微細
化工程に付することが好ましい。含水率が上記の範囲であると、漆液が適度の粘度を有し
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、微細化が十分に進行する。
【００１７】
本発明の漆系塗料の製造方法において、微細化した漆系塗料の含水率を再度３〜８重量
％に戻すことが好ましい。なお、後述のアルコキシシラン類等を併用する場合には、併用
直前の含水率を更に少なくして、３〜５重量％とすることが好ましい。
【００１８】
本発明の製造方法により得られる漆系塗料は、油中水球型エマルションにおける水滴の
粒子径を約１００ｎｍとすることにより漆液を構成する油成分であるウルシオールと、水
溶性成分でありラッカーゼ酵素を含むゴム質との接触面積が広くなり、優れた性質、特性
10

の塗膜が得られたと推定される。
【００１９】
生漆塗膜、すぐろめ漆塗膜の光沢度は、それぞれ６８〜７０％、７２〜７３％であるが
、ナノ漆塗膜の光沢度は１００％であった。それらに紫外線を１６時間（２年分）照射し
た後の光沢度は、生漆塗膜で２０％近くに、すぐろめ漆塗膜で５０％前後に減少するが、
ナノ漆塗膜は８５％前後に留まり、極めて耐光性に富むことが分かった。
【００２０】
本発明では、漆塗料の工業的なスケールでの使用を目的とし、０．５ｋｇ以上、好まし
くは１ｋｇ以上、より好ましくは１〜１００ｋｇのスケールで漆系塗料を微細化させる分
散方法を種々検討した。
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【００２１】
漆塗料の油中水滴型エマルションにおける水滴粒径を約１００ｎｍ以下にすること、す
なわち、水滴粒径の中央８０個数％を約５０〜約１５０ｎｍに微細化することを目的とす
る。このためには、漆液を高剪断力下に分散することが必要である。「分散」には「撹拌
」又は「混合」を含む。
【００２２】
前述の「微細化」とは、漆エマルションにおける水滴粒径を約５０〜約１５０ｎｍにす
ること、好ましくは、約５０〜約１００ｎｍにすることを言う。ここで水滴粒径は、大き
い粒径の粒子を個数で１０％及び小さい粒径の粒子を個数で１０％取り除いた粒子群が属
する粒子範囲を意味する。漆液中の水滴粒径は、その乾燥塗膜の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ
）観察により決定できる。走査電子顕微鏡観察は、１０万倍、１５万倍又は２０万倍の倍

30

率で行う。
【００２３】
本発明においてナノ漆液の製造のために使用することのできる分散機としては、分散媒
体を使用する媒体撹拌ミルが好ましく使用できる。媒体撹拌ミルは、撹拌槽内に挿入した
撹拌機構を介して分散媒体に高速回転運動を与え、主として分散媒体間に生じる摩擦、せ
ん断作用によって微細化する分散機である。（社）化学工学会編、「改訂六版

化学工学

便覧」（丸善、平成１１年出版）の１６・１・６粉砕機によれば、媒体撹拌ミルは、一般
に４種類に分類され、(1)垂直円筒状の撹拌槽内に垂直に挿入されたスクリュー状の撹拌
翼を回転させることにより媒体を循環運動させる塔式、(2)分散ピン等を装着した回転軸
を回転させることにより媒体を撹拌する撹拌槽式、(3)長い円筒状の撹拌槽に分散媒体を
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流通させながら多数のディスクを装着した回転軸を回転させることにより媒体を撹拌する
流通槽式、及び(4)二重円筒容器の間隙を粉砕室として内塔を回転させて粉砕室の媒体に
強いせん断作用を加えて粉砕を行うアニュラー（環状）型、がある。
その他にもこれらの４分類の２つ以上を併用する方式があり、例えば、上記の(2)と(4)
とを併用する分散機があり、本発明の製造方法において好ましく使用できる。この型の媒
体撹拌ミルは、媒体を収納したバスケットを撹拌槽に没入し、撹拌翼機構を介して媒体に
高速回転運動を与えると同時に、回転軸の周囲に設けられた、撹拌翼が接続された駆動粉
砕室を有している。
【００２４】
媒体撹拌ミルは公知であり、具体例としては「リングミル」（商標）分散機ＢＲＧ−１
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００型〜ＢＲＧ８００型（荒木鉄工社製）が例示できる。図１にその概要を示す。
媒体撹拌ミルの一例として、リングミル分散機について以下説明する。リングミル分散
機は、特開２０００−３５０９３０号公報及び特開２００４−２５５３４５号公報に開示
されているように、配合物（漆液）を充填した撹拌槽内に、分散媒体が収納されたバスケ
ットを没入し、このバスケット内で複数の分散ピンが突出された回転軸を回転して配合物
を分散する分散機である。バスケットの側壁は図２に示すようにワイヤ及びワイヤ支持体
で構成されており、分散媒体の流出を防ぎつつ微細化された被分散物を流出させることが
できる。バスケットの断面構造としては、図３及び図４に示す構造が例示できる。
図３に示すリングミル分散機において、前記分散ピンは、分散ピン支持体を介して前記
回転軸に取り付けられており、前記分散ピン支持体は、前記回転軸が挿入されて回転軸の
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外周に固着される内筒部と、複数の分散ピンを前記回転軸と反対方向に突出して成る外筒
部、及び前記内筒部と前記外筒部の前記回転軸方向間に分散媒体が通過可能な間隔を画定
する連結部より成り、前記外筒部及び連結部又は前記外筒部又は連結部に、前記分散媒体
が通過可能な開口を設けたことを特徴とする。具体的にはリングミル分散機ＲＧ−２００
（撹拌槽の容量８５リットル）〜ＲＧ−８００（撹拌槽の容量３，０００リットル）を例
示できる。
また、図４に示すリングミル分散機において、前記分散ピンに該当する撹拌翼が前記回
転軸に取り付けられており、前記撹拌翼の外周に位置するバスケット内壁面にフィンが固
着されている。この分散機は、前記駆動粉砕室を有していない。バスケット外部の底板に
は流動用羽根を取り付けることができバスケット下方の被分散物（漆液）を流動させるこ
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とができる。具体的にはリングミル分散機ＲＧ−１００（撹拌槽の容量８リットル）が例
示できる。
前記の２種類のバスケットの構造は、漆液の量に応じて適宜選択できる。
リングミル分散機は、従来の撹拌層式媒体撹拌ミルと比較して多量の分散媒体をバスケ
ット内に収容することができ、分散媒体をバスケット底部に沈降させることなく、活発な
移動及び循環を維持できるため短時間で効率良く漆系塗料を微細化させることができる。
【００２５】
本発明の製造方法において、リングミル分散機を好ましい回転数である１，８００〜１
，２００ｒｐｍで運転すると発熱するので、漆系塗料の液温を酵素が失活しない２０〜４
０℃となるように撹拌槽を冷却することが好ましい。
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冷却する方法は、撹拌槽の外側に二重円筒状に設けられた冷却部に冷媒を循環させても
良く、撹拌槽を浸漬した外槽タンクの水温を冷媒循環コイルで冷却しても良い。リングミ
ル分散機が、撹拌槽及びバスケット上部に形成されたロッド部に冷却水等の冷却媒体を循
環することができる場合には、これを利用することができる。また、リングミル分散機の
撹拌槽上部を開口にして、大気と接触が可能なようにして、空気を取り込んで分散させて
もよい。この場合、漆の硬化反応が部分的に進行する。また、漆系塗料の含水率を調節す
ることができる。
【００２６】
媒体撹拌ミルを使用して微粉体を粉砕する場合には、一般に、使用する媒体（ビーズ）
の密度が大きいほど、ミル回転速度が速いほど、又ビーズ径が小さいほど粉砕速度が大き
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いとされている。
本発明において、漆液のエマルションを微細化する場合には、比重が４．５以上であり
、直径が約０．３〜約０．８ｍｍの分散媒体（ビーズ）を使用することが好ましく、約０
．５ｍｍの分散媒体がより好ましい。ミル回転数は、１，８００〜１，２００ｒｐｍであ
ることが好ましい。
【００２７】
分散媒体は、従来公知のものを用いることができ限定されないが、鋼球（ＳＷＲＭ、Ｓ
ＵＪ2、ＳＵＳ４４０）、セラミック（ハイアルミナ、ステアタイト、ジルコニア、炭化
ケイ素、窒化ケイ素）、ガラス（一般ソーダガラス、無アルカリガラス、ハイビー）、超
硬球（ＷＣ）、天然石（フリントＳｉＯ2）などを例示できる。
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【００２８】
分散媒体の比重は、４．５以上が好ましく、４．５〜６．０がより好ましい。また、媒
体のビッカーズ硬度は１，０００〜２，０００であることが好ましい。上記の数値範囲で
あると、媒体の摩耗や損傷がなく、繰り返し使用できる。比重が上記の範囲であると、媒
体が撹拌状態で浮き上がることがなく、又効率良く漆液を微細化することができる。なか
でも、直径が約０．５ｍｍのジルコニア製ビーズを使用することが好ましい。ジルコニア
製ビーズは適度な硬度を有する点でも優れている。ジルコニア（酸化ジルコニウム）は、
比重は５．５〜５．６であり、ビッカーズ硬度は１２５０である。
【００２９】
本発明の漆系塗料には、公知の種々の添加剤を添加することができる。添加剤として、
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油溶性である乾性油、水溶性であるポリオール類、並びに界面活性剤及び高分子物質など
の分散安定剤が挙げられる。
乾性油とは、ヨウ素価が１３０以上の脂肪油をいう。本発明に用いることができる乾性
油は、従来公知のものが使用でき、特に限定されないが、例えばアマニ油、ケシ油、胡桃
油、紅花油、ひまし油、えの油、きり油及び大豆油などが挙げられる（これらの中には、
重合させたものも含む）。なかでも、アマニ油及び重合アマニ油（煮アマニ油）を好まし
く用いることができる。
【００３０】
また、天然樹脂を用いて変性させた乾性油も添加剤として用いることができる。天然樹
脂は、従来公知のものが使用でき、特に限定されないが、ロジンを好ましく用いることが
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できる。（重合）乾性油と天然樹脂の混合比は添加剤全量に対し、（重合）乾性油が３０
〜７０重量％であることが好ましく、４０〜６０重量％であることがより好ましい。乾性
油と天然樹脂の組み合わせとして、（重合）アマニ油とロジンの組み合わせが好ましく例
示できる。乾性油、並びに、変性させた乾性油の使用量は、漆系塗料全量に対し、１０〜
３０重量％が好ましく、１５〜２５重量％がより好ましい。上記の数値の範囲内であると
、効率的に微細化することができる。
【００３１】
本発明の製造方法において、ポリオールを添加剤とすることができる。
ポリオールとしては、従来公知のものが使用でき、特に限定されないが、エチレングリ
コール、プロパンジオール、グリセリン、ブタンジオール、ペンタンジオール及びグルシ
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トールなどが挙げられる。なかでも、エチレングリコール、グリセリンを好ましく用いる
ことができる。水溶性の添加剤の使用量は、生漆又は精製漆の油性成分に対し、１〜２０
重量％が好ましく、５〜１５重量％がより好ましい。上記の数値の範囲内であると、効率
的に微細化することができる。
【００３２】
分散安定剤に用いられる界面活性剤は、従来公知のものであり、特に限定されないが、
親油性の界面活性剤を好ましく使用できる。親油性の界面活性剤は、ポリオキシエチレン
アルキルエーテル、ポリオキシエチレンステアリン酸アミド、ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテル、ポリオキシエチレントリデシルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエー
テル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポ
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リオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノオレイン酸ポリエチレングリコール、ジオレイン酸
ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ジステアリン酸ポ
リエチレングリコール、親油型モノステアリン酸グリセリン、テトラオレイン酸ポリオキ
シエチレンソルビット、モノラウリン酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビタン、ジス
テアリン酸ソルビタン、モノオレイン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、トリ
オレイン酸ソルビタン、モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、モノパルミチン
酸ポリオキシエチレンソルビタン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、モ
ノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン及びトリオレイン酸ポリオキシエチレンソル
ビタンなどを例示できる。なかでもポリオキシエチレンステアリルエーテル（東邦化学株
製ペグノールＳ−４Ｄ）及び親油性モノステアリン酸グリセリン（東邦化学（株）製ソル
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ボンＭｇ−１００）を好ましく使用できる。以下、親油性の界面活性剤を逆ミセル系界面
活性剤ともいう。
逆ミセル系界面活性剤の使用量は、漆液の油性成分に対し、０．１〜１０重量％が好ま
しく、１〜５重量％がより好ましい。上記の数値範囲内であると、効率的に微細化するこ
とができる。
分散安定剤に用いられる高分子物質は従来公知のものであり、特に限定されないが極性
高分子が望ましい。ここで「高分子」とは分子量が１万以上の化合物をいい、１万以上数
十万以下が好ましい。極性高分子の極性基は、酸性基（カルボキシル基、スルホン酸基、
リン酸基など）、塩基性基（第３級アミノ基、第４級アンモニウム基、塩基性窒素原子を
有する複素環基など）及び中性基（ポリアルキレンオキシ基、エポキシ基など）を例示で
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きる。以下、「分散安定剤に用いられる高分子物質」を「樹脂系界面活性剤」ともいう。
樹脂系界面活性剤の使用量は、漆液の油性成分に対し、０．１〜１０重量％が好ましく
、１〜５重量％がより好ましい。上記の数値範囲内であると、効率的に微細化することが
できる。
【００３３】
漆液の逆ミセル系は安定であるが、油溶性の添加剤や、水溶性の添加剤を加えると、逆
ミセル系に構造変化が起こり、それと分散効果が加わり微細化の効率が向上したと考えら
れる。
【００３４】
油や樹脂成分を含有する箔下漆や朱合漆の場合は、含水率を５〜１５重量％に調節して
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、同様に分散させることで効率よくナノ漆液を調製することができる。水分量の比較的多
い生漆は強いせん断力とトルクをかけた分散で微粒化が進行する。このようにして調製し
たナノ漆液は粘度が低く、乾燥硬化が早く、その塗膜は高光沢度で、高い塗膜硬度を有し
、耐光性及び耐水性に富んでいた。
【００３５】
また、本発明の漆系塗料には、硬化速度を調節する目的で、公知の種々の添加剤を添加
することができる。
【００３６】
日本産漆の硬化速度を遅らせるためには、有機酸を加えることにより塗料のｐＨを酸性
（ｐＨ＝４〜５）にすることが好ましい。有機酸としては、酢酸、プロピオン酸、シュウ
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酸、クエン酸、酒石酸などが例示でき、クエン酸が好ましい。その添加量は、ｐＨ調節に
必要十分な量である。ベトナム産の漆は、アルカリ性側で硬化速度が遅くなる逆の傾向を
有する。
【００３７】
また、硬化速度を促進するためには、有機ケイ素化合物、特にアルコキシシラン類が有
効である。このアルコキシシラン類を主成分とする硬化促進剤の一つは、本発明者らが開
示したテトラアルコキシシラン及び／又はその縮合物を成分とする。この硬化促進剤は、
特開２００３−３０６６４０号公報に開示されている。本発明に好ましく使用できる硬化
促進剤は、漆類のフェノール性水酸基を変性して、その硬化を促進させるためのものであ
り、下記式（１）で表わすことができる：
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【００３８】
【化１】

【００３９】
（但し、式中、Ｒは互いに同じであっても異なっていてもよいアルキル基であり、ｎは
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１以上の整数である。）
【００４０】
具体的には、Ｒは、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などの炭素数１〜１２
のアルキル基が好適に挙げられ、このうち炭素数１〜４のアルキル基が更に好ましく、メ
チル基が特に好ましい。このアルコキシシラン類としては、具体的には、オルトケイ酸ア
ルキルエステル（ｎ＝１）、その加水分解縮合生成物（ｎ＝２〜１０）、又はこれらの混
合物が好ましく、オルトケイ酸メチルエステル及びその加水分解物が特に好ましい。この
アルコキシシラン類は、単独で使用できるだけではなく、２種以上を混合して使用するこ
とができる。混合使用した場合、耐水性の向上や乾燥速度の調節も容易となる。
10

【００４１】
上記のアルコキシシラン類は市販品を入手することができる。市販のオルトケイ酸メチ
ルエステルの加水分解生成物としては、シリコーンレジンメトキシオリゴマー２３２７（
信越化学工業（株）製）が例示できる。
【００４２】
本発明に好ましく使用できる他の硬化促進剤としてのアルコキシシラン類は、漆類のフ
ェノール性水酸基を変性して、その硬化を促進させるためのものであり、下記式（２）で
表わす化合物及び／又はその縮合物である。
ＸnＳｉ（ＯＲ）m

（２）

（式中、Ｘはアミノ基、アルキルアミノ基、アミノアルキル基、エポキシ基、アクリロ
キシ基、メタクリロキシ基及びビニル基からなる群から選ばれる基であり、Ｒはアルキル
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基であり、ｎとｍはそれぞれ同じであっても異なっていてもよい１〜３の整数であり、か
つ、ｎとｍの合計は４である。）
上記のアルコキシシラン類は、特開２００３−５５５５８号公報に記載されており、Ｎ
−β−（アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシランなどが例示できる。ま
た、Ｎ，Ｎ−ビス［３−（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミンとＮ，Ｎ
−ビス［３−（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミン、３−グリシドキシメ
チルジエトキシシランなども好ましく例示できる。
【００４３】
アルコキシシラン類を配合すると、漆塗料の乾燥促進、塗膜の耐水性向上、及び紫外線
照射に対する耐久性向上の硬化が得られる。
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【００４４】
上記の硬化促進剤の配合量は、ナノ漆系塗料中の水や油を除く漆成分１００ｇに対して
、アルコキシシラン類１〜３０ｇであることが好ましく、１〜１０ｇであることがより好
ましい。
【００４５】
上記の硬化促進剤と、微細化漆液とを混合させる際に、さらに撹拌装置を用いて混合、
撹拌させてもよい。この操作により、さらに乾燥性が向上する。
【００４６】
また、本発明の漆系塗料には、硬化速度を調節する目的で、エポキシ樹脂及びウレタン
樹脂を添加することができる。本発明に用いることができるエポキシ樹脂及びウレタン樹
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脂は従来公知のものを用いることができ限定されないが、具体的にはカシュー（株）製の
二液ウレタン樹脂やアイレジン（株）製の二液系エポキシ樹脂等を例示できる。エポキシ
樹脂及びウレタン樹脂の使用量は、ナノ漆系塗料中の水や油を除く漆成分１００ｇに対し
て、１〜３０ｇであることが好ましく、１〜２０ｇであることがより好ましい。
【００４７】
本発明の漆系塗料は、種々の基材に塗布して塗膜を形成することができる。基材として
は、木材、金属、ガラス、合成樹脂等特に限定されないが、ガラス、木材が好ましい。木
材としては、天然材及び合板のいずれも使用できる。
【００４８】
塗布の方法は特に限定されず、従来行われている通常の方法が使用できる。高級木製品
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への漆塗りに本発明の漆系塗料を使用すると特にその効果が顕著である。これらの木製品
としては、紫檀板、黒檀板、ケヤキ材、唐木、ヒノキ材等が例示できる。塗装品への応用
の例としてわが国伝統の調度品、工芸品、美術品が含まれ、応用例には、各種の仏具も対
象とすることができる。
【００４９】
板ガラスを基材とする上記の漆塗装材はステンドグラス用材料として使用することがで
きる。その他ワイングラス等のガラス食器の装飾に本発明の漆系塗料を使用することがで
きる。特に、金コロイドを含有し、オルトケイ酸メチルエステルの加水分解物を含む漆塗
料は、美しいワインレッドの塗膜を生じ、ガラスとの密着性に優れるので、ガラス製食器
等の着色に好ましく使用することができる。
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【００５０】
本発明の漆系塗料は高級塗装の用途に使用することが好ましい。
本発明の漆系塗料は、漆塗膜特有の漆艶、深み感、肉持ち感、しっとり感を一層高めた
高意匠性及び高品位性を発現した塗膜を与える。
【００５１】
また、本発明の漆系塗料は、インクジェットプリンタ用の漆インクの原料として用いる
ことができる。従来の生漆液及び精製漆液のエマルションには、直径１〜数１０μｍの水
溶性のゴム成分を含む水滴が分散しており、インクジェット用の漆インクとして使用した
場合、直径５μｍ程度の微細口径からなるノズルヘッドに目詰まりするという問題があっ
た。本発明の漆インクは、微細化漆液を有機溶剤により希釈して、その粘度を約１０〜１
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００ｍＰａ・ｓｅｃに調節したものである。この漆インクは、直径５μｍ程度の微細口径
のノズルヘッドであっても、インクの目詰まりが生じない。
漆系塗料の希釈に用いることのできる有機溶剤は、従来公知のものであり、漆系塗料を
希釈することができるものであれば限定されるものではないが、トルエンなどの芳香族系
有機溶媒、リグロインなどの非芳香族系有機溶媒及びテレピン油などの植物油、などを好
ましく用いることができる。また、アラビヤゴム、デキストリン、カルボキシメチルセル
ローズ等の水溶性糊剤などを添加剤として用いても良い。
【００５２】
本発明の漆インクの塗装方法は、塗装基材上に所望の形状に吐出した漆インクから溶剤
を揮発させる乾燥工程及び漆インクの指触乾燥前に金属粉、金属箔、金属蒸着フィルム粉
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若しくは積層フィルム粉を蒔き付けるか又は金属箔を貼り付ける加飾工程を更に含むこと
を特徴とする。
蒔き付けに用いられる金属粉、金属箔若しくは金属蒸着フィルム粉は公知のものを用い
ることができ限定されないが、金粉、銀粉、金箔の他に光輝性顔料が代表的である。光輝
性顔料としては、有機顔料、無機顔料、体質顔料、金属粉末などを用いることができる。
また、光輝性顔料として、光沢塗料、めっき、金属蒸着及びフィルムのラミネート等によ
り表面が着色・加飾された樹脂フィルム及び金属箔を細かく切断して得られる顔料を好ま
しく用いることができる。例えばホログラムフィルムをラミネートしたＰＥＴフィルムを
細かく切断したホログラムフレーク（ホログラムサプライ（株）製）を好ましく例示でき
る。光輝性の顔料の形状は特に限定されるものではなく、粉末状、ビーズ状、鱗片型、短
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冊型、星型及び亀甲型など種々の形状のものを用いることができる。
塗装基材に貼り付ける金属箔は公知のものを用いることができ限定されないが、金箔、
銀箔及び銅箔などを用いることができるが、金箔が好ましい。
塗装基材は、木材、金属、ガラス、合成樹脂等限定されるものではないが、本発明の漆
系塗料を塗装したものが好ましく、黒ナノ漆を塗装したものがより好ましく、シランカッ
プリング剤、エポキシ樹脂及びウレタン樹脂を添加した黒ナノ漆を塗装した基材がさらに
好ましい。
本発明の漆インクを基材にインクジェット方法により吐出する印刷工程を含む漆系塗料
の塗装方法及び加飾工程を含む塗装方法により、従来職人が手書きで行っていた文字など
の印刷に限られず、パソコンに保存・編集されたデザイン、レイアウト、写真や絵画をあ
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らゆる基材に印刷することが可能となる。黒漆の塗装を施した基材の上に、漆インクを使
インクジェット方式で吐出した後、文字部分にを金粉で加飾した表札、黒漆塗装した平板
に社寺仏閣のデザインを漆インクを使インクジェット方式で吐出した後、ホログラムフレ
ークで加飾した美術品などが例示できる。
【００５３】
また、本発明の漆系塗料は、インクジェットインク以外の実施態様として、シルクスク
リーン印刷用インキ、パッド印刷用インキ、デジタルオフセット印刷用インキ、紫外線硬
化型印刷用インキなどの原料として使用できる。
【００５４】
以下に実施例により発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
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ない。
【実施例】
【００５５】
以下の添加剤等の添加量は漆液に含まれる油性成分１００重量％に対する値である。
（実施例１）
ＢＲＧ−１００型リングミル分散機（荒木鉄工社製）に、−１０℃の冷媒を流して温度
制御を行うことができる冷却装置を接続し、分散媒体としてジルコニア製ビーズ０．６５
ｍｍφを用い、精製漆（中国城口産生漆から調製したもの）１．２ｋｇを入れ、回転速度
１，２００〜１，８００ｒｐｍで、撹拌槽内の漆液の温度を約４０℃以下の温度に保ちな
がら分散を１時間行った。容器は大気と接触が可能なように開口し、空気を巻き込むよう
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にして分散した。得られた漆塗料の乾燥硬化時間と光沢度を評価し、その結果を表１に示
した。乾燥硬化条件は、２０〜２５℃／６０〜６５％ＲＨとして各種の乾燥時間を評価し
た。乾燥時間は、息乾燥（ＤＦ：Ｄｕｓｔ−ｆｒｅｅ
ｕｃｈ−ｆｒｅｅ

ｄｒｙ）、指触乾燥（ＴＦ：Ｔｏ

ｄｒｙ）及び硬化乾燥（ＨＤ：Ｈａｒｄｅｎｅｄ

ｄｒｙ）により評

価した。得られた漆塗膜の光沢度は、測定角度６０°でスペクトロ−ガイド（ＢＹＫ−Ｇ
ａｒｄｎｅｒ社製）を用いて測定した。
【００５６】
（実施例２〜７）
実施例１と同様にリングミル分散機を使用して、精製漆に煮アマニ油（２０重量％）、
煮アマニ油とロジン（１：１を２０重量％）、エチレングリコール（１０重量％）、樹脂
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系界面活性剤（５重量％）、逆ミセル系界面活性剤（１重量％）あるいは水（５重量％）
を添加した以外は、実施例１と同様に漆系塗料を得た。
【００５７】
（実施例８〜１０）
精製漆を生漆、箔下漆及び朱合漆に変更した以外は実施例１と同様に漆系塗料を得た。
【００５８】
（比較例１）
原料を生漆に変更し、微細化工程を施さない以外は、実施例１と同様に漆系塗料を得た
。
40

【００５９】
（表１）
リングミル分散装置で調製したナノ漆の乾燥性（ｈ）と光沢度（60°）
漆の種類

添加物

添加量(重量％) DF(h)

TD(h)

HD(h)

Gloss

実施例１

精製漆

−

−

2:30

3:50

6:40

75

実施例２

精製漆

煮アマニ油

20

3:00

4:10

6:20

100

実施例３

精製漆

煮アマニ油

20

2:10

3:50

5:30

100

実施例４

精製漆

10

3:10

4:20

6:30

100

2:20

3:50

6:00

100

+ロジン（1:1）
EG

（エチレングリコール）
実施例５

精製漆

樹脂系

5
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界面活性剤
実施例６

精製漆

逆ミセル系

1

2:30

4:30

6:40

90
75

界面活性剤
実施例７

精製漆

水

5

1:40

3:00

5:30

実施例８

生漆

−

−

3:00

6:10

9:50

90

実施例９

箔下漆

−

−

2:10

3:50

5:20

100

実施例１０

朱合漆

−

−

2:50

4:10

6:00

100

比較例１

生漆（blank）−

−

3:50

9:40

23:30

62

（乾燥硬化条件：20〜25℃／60〜65％RH）
DF : Dust‑free dry, TF : Touch‑free dry, HD : Hardened dry
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【００６０】
（実施例１１）
ナノ生漆から黒ナノ漆の調製
ＢＲＧ−１００型リングミル分散機を用いて調製したナノ生漆１０ｇにナフテン酸鉄溶
液（日本化学産業（株）製ナフテックス鉄５％溶液）（５重量％）を添加して、混練り撹
拌装置ニーダーミキサーを用いて混練り撹拌しながら水分を蒸発させて、水分量を３〜５
重量％に調整して、黒ナノ漆液をつくった（Ａ法）。乾燥硬化条件は、２０〜２５℃／６
０〜６５％ＲＨの下で、各種の乾燥時間を評価した。得られた漆塗膜の光沢度は、測定角
度６０°でスペクトロ−ガイド（ＢＹＫ−Ｇａｒｄｎｅｒ社製）を用いて測定した。その
20

性状を表２に示した。
【００６１】
（実施例１２）
ナノ精製漆から黒ナノ漆の調製
ＢＲＧ−１００型リングミル分散機を用いて調製したナノ精製漆１０ｇに、水（５重量
％）及びナフテン酸鉄溶液（５重量％）を添加して、混練り撹拌装置ニーダーミキサーを
用いて混練り撹拌しながら水分を蒸発させて、水分量を３〜５重量％に調整して、黒ナノ
漆液を作製した（Ｂ法）。乾燥硬化条件は、２０〜２５℃／６０〜６５％ＲＨの下で、各
種の乾燥時間を評価した。得られた漆塗膜の光沢度は、測定角度６０°でスペクトロ−ガ
イド（ＢＹＫ−Ｇａｒｄｎｅｒ社製）を用いて測定した。その性状を表２に示した。その
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性状を表２に示した。
【００６２】
（表２）
黒ナノ漆の乾燥性（ｈ）と光沢度（60°）
漆の種類

方法

DF(h)

TD(h)

HD(h)

Gloss

実施例１１

黒ナノ漆

A

3:10

4:20

6:30

96

実施例１２

黒ナノ漆

B

3:30

4:30

7:00

95

比較例１

生漆（blank）

3:50

9:40

23:30

62

（乾燥硬化条件：20〜25℃／60〜65％RH）
DF : Dust‑free dry, TF : Touch‑free dry, HD : Hardened dry
【００６３】

40

（実施例１３）
ウレタン変性ナノ漆
ＢＲＧ−１００型リングミル分散機を用いて調製したナノ精製漆７０ｇに、ウレタン主
剤（カシュー（株）製）（１５重量％）及びウレタン硬化剤（カシュー（株）製）（１５
重量％）を添加して、混練り撹拌装置ニーダーミキサーを用いて混練り撹拌してウレタン
変性ナノ漆液を作製した。乾燥硬化条件は、２０〜２５℃／６０〜６５％ＲＨの下で、各
種の乾燥時間を評価した。得られた漆塗膜の光沢度は、測定角度６０°でスペクトロ−ガ
イド（ＢＹＫ−Ｇａｒｄｎｅｒ社製）を用いて測定した。その性状を表３に示した。
【００６４】
（実施例１４）
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エポキシ変性ナノ漆
ＢＲＧ−１００型リングミル分散機を用いて調製した精製漆７０ｇに、エポキシ主剤（
アイレジン（株）製）（１５重量％）及びエポキシ硬化剤（アイレジン（株）製）（１５
重量％）を添加して、混練り撹拌装置ニーダーミキサーを用いて混練り撹拌してエポキシ
変性ナノ漆液をつくった。乾燥硬化条件は、２０〜２５℃／６０〜６５％ＲＨの下で、各
種の乾燥時間を評価した。得られた漆塗膜の光沢度は、測定角度６０°でスペクトロ−ガ
イド（ＢＹＫ−Ｇａｒｄｎｅｒ社製）を用いて測定した。その性状を表３に示した。
【００６５】
（表３）
10

合成樹脂変性ナノ漆の乾燥性（ｈ）と光沢度（60°）
漆の種類

DF(h)

TD(h)

HD(h)

Gloss

実施例１３

ウレタン変性ナノ漆

1:20

3:20

5:20

90

実施例１４

エポキシ変性ナノ漆

1:10

2:30

4:50

95

比較例１

生漆（blank）

3:50

9:40

23:30

62

（乾燥硬化条件：20〜25℃／60〜65％RH）
DF : Dust‑free dry, TF : Touch‑free dry, HD : Hardened dry
【００６６】
（実施例１５）
ナノ漆のハイブリッド化
ＢＲＧ−１００型リングミル分散機を用いて調製したナノ精製漆６０ｇに、Ｎ，Ｎ−ビ
ス［３−（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミン及びＮ，Ｎ

20

−ビス［３−

（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミンとの（１５：３５）混合物（２．５
重量％）にさらに３−グリシドキシメチルジエトキシシラン（２．５重量％）を添加した
混合溶液を５重量％加えて、混練り撹拌装置ニーダーミキサーを用いて混練り撹拌を３０
分行った（Ｃ法）。乾燥硬化条件は、２０〜２５℃／５５〜６０％ＲＨの下で、各種の乾
燥時間を評価した。得られた漆塗膜の光沢度は、測定角度６０°でスペクトロ−ガイド（
ＢＹＫ−Ｇａｒｄｎｅｒ社製）を用いて測定した。その結果を表４に示した。
【００６７】
（実施例１６）
ＢＲＧ−１００型リングミル分散機を用いて調製したナノ精製漆６０ｇに、Ｎ，Ｎ−ビ
ス［３−（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミンとＮ，Ｎ
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−ビス［３−（

トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミンとの（１５：３５）混合物（２．５重
量％）にさらにアミノ変性シリコーン（２．５重量％）を添加した混合溶液を５重量％加
えて混練り撹拌装置ニーダーミキサーを用いて混練り撹拌を３０分行った（Ｄ法）。乾燥
硬化条件は、２０〜２５℃／５５〜６０％ＲＨの下で、各種の乾燥時間を評価した。得ら
れた漆塗膜の光沢度は、測定角度６０°でスペクトロ−ガイド（ＢＹＫ−Ｇａｒｄｎｅｒ
社製）を用いて測定した。それらの結果を表４に示した。
【００６８】
（実施例１７）
ナノ精製漆をナノ箔下漆に変更した以外は、実施例１５と同様にして漆系塗料を得た。
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【００６９】
（実施例１８）
ナノ精製漆をナノ箔下漆に変更した以外は、実施例１６と同様にして漆系塗料を得た。
【００７０】
（表４）
漆の種類*1

方法

DF(h)

TD(h)

HD(h)

Gloss

実施例１５

HBナノ精製漆

C

1:20

2:20

3:50

90

実施例１６

HBナノ精製漆

D

1:20

2:40

4:10

85

実施例１７

HBナノ箔下漆

C

1:20

2:10

2:40

99

実施例１８

HBナノ箔下漆

D

1:40

2:30

2:50

98
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生漆（blank）*1
比較例１

生漆（blank）*2

ND
3:50

9:40

23:30

62

（*1：乾燥硬化条件：20〜25℃／55〜60％RH）
（*2：乾燥硬化条件：20〜25℃／60〜65％RH）
DF : Dust‑free dry, TF : Touch‑free dry, HD : Hardened dry, ND : Non‑drying
【００７１】
シランカップリング剤としてＮ，Ｎ−ビス［３−（トリメトキシシリル）プロピル］エ
チレンジアミンとＮ，Ｎ

−ビス［３−（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジア

ミンとアミノ変性シリコーンの組み合わせ使用した漆系塗料は乾燥が早く、得られた塗膜
は、艶消し効果があり、耐水性が高い特徴が認められた。またＮ，Ｎ−ビス［３−（トリ
メトキシシリル）プロピル］エチレンジアミンとＮ，Ｎ
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−ビス［３−（トリメトキシシ

リル）プロピル］エチレンジアミンと３−グリシドプロピルメチルジエトキシシランの組
み合わせ使用した漆系塗料でも乾燥が早く、得られた塗膜は、艶有りの特徴があり、耐光
性も高いことが分かった。
【００７２】
（実施例１９）
微細化した漆系塗料をトルエンで希釈して、その粘度を室温で約２０ｍＰａ・ｓｅｃと
し、インクジェット用漆インクとした。
次に当該漆インクを株式会社マスターマインド社製の厚物・素材ダイレクトプリンタの
インク容器に充填し、予めパソコンによってレイアウトしてあった名前を黒漆塗装したネ
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ームプレートにインクジェット方式で印字した。印字を施した表札を温度２０〜２５℃、
湿度７０〜８０％ＲＨに静置し、指触乾燥直前にまで乾燥した。印刷を施したネームプレ
ートに金粉を蒔き付け、室温で２時間放置した。付着した金粉を拭き取ったところ、金文
字の名前が形成された名札が完成した。
【００７３】
（実施例２０）
微細化した漆系塗料をトルエンで希釈して、その粘度を室温で約２０ｍＰａ・ｓｅｃと
し、インクジェット用漆インクとした。
次に当該漆インクを株式会社マスターマインド社製の厚物・素材ダイレクトプリンタの
インク容器に充填し、予めパソコンによってレイアウトしてあった仏像の絵画を、エポキ
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シ変性黒ナノ漆を塗装し硬化乾燥させた木製プレート表面に印刷した。印刷を施した木製
プレートを温度２０〜２５℃、湿度７０〜８０％ＲＨに静置し、指触乾燥直前にまで乾燥
した。印刷を施した木製プレートに厚み１２μｍ、カットサイズ０．０５ｍｍのホログラ
ムフレーク（ホログラムサプライ（株）製）を蒔き付け、室温で２時間放置した。付着し
たホログラムフレークを拭き取ったところ、虹色に輝く仏像の絵画が形成された。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】媒体撹拌ミルの一例の概要を示す図である。
【図２】媒体撹拌ミルのバスケットの側壁を示す拡大図である。
【図３】媒体撹拌ミルのバスケットの一例の断面図である。
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【図４】媒体撹拌ミルのバスケットの他の一例の断面図である。
【符号の説明】
【００７５】
１０・・・リングミル分散機本体
１１・・・回転軸
１２・・・バスケット
１３・・・撹拌槽
１４・・・ロッド
２０・・・バスケット側壁
２１・・・ワイヤ
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２２・・・ワイヤ支持体
２３・・・側壁
３０・・・バスケット
３１・・・分散媒体
３２・・・分散ピン
３３・・・分散ピン支持体
３４・・・内筒部
３５・・・外筒部
３６・・・連結部
10

３７・・・開口
４０・・・バスケット
４１・・・撹拌翼
４２・・・フィン
４３・・・流動用羽根

【図１】

【図３】

【図４】
【図２】
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