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(57)【要約】
開示されているのは、アルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及びハフニウム
からなる群から選択される少なくとも１種の元素を含有する酸化鉄であって、形状がチュ
ーブ状又はロッド状であり、当該元素の元素比率が原子数%で25%以上である(ここで、酸
素、炭素、窒素及び水素を除く主要元素の原子数%の合計を100とする)、酸化鉄、並びに
該酸化鉄を含む顔料である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及びハフニウムからなる群から選択
される少なくとも１種の元素を含有する酸化鉄であって、
形状がチューブ状又はロッド状であり、
当該元素の元素比率が原子数%で25%以上である(ここで、酸素、炭素、窒素及び水素を
除く主要元素の原子数%の合計を100とする)、酸化鉄。
【請求項２】
更にケイ素及び／又はリンを含有する、請求項１に記載の酸化鉄。
【請求項３】
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α‑Fe2O3を含む、請求項１又は２に記載の酸化鉄。
【請求項４】
以下の工程を含む、アルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及びハフニウム
からなる群から選択される少なくとも１種の元素を含有する酸化鉄の製造方法：
(1) 鉄酸化細菌を培養することにより有機鞘を生成する工程、及び
(2) 工程(1)で得られた有機鞘をアルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及び
ハフニウムからなる群から選択される少なくとも１種の元素、鉄並びに硫酸根を含む水溶
液中に懸濁し、当該元素を含有する酸化鉄を生成する工程。
【請求項５】
更に以下の工程を含む、請求項４に記載の方法：
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(3) 工程(2)で得られた酸化鉄を加熱処理する工程。
【請求項６】
加熱処理の温度が700〜1100℃である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
更に以下の工程を含む、請求項４〜６のいずれか一項に記載の方法：
(4) 工程(2)又は(3)で得られた酸化鉄を粉砕する工程。
【請求項８】
前記鉄酸化細菌が、レプトスリックス属に属する細菌である、請求項４〜７のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項９】
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請求項１〜３のいずれか一項に記載の酸化鉄を含む顔料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、各種元素を含有する酸化鉄、該酸化鉄の製造方法、及び該酸化鉄を含む顔料
に関する。
【背景技術】
【０００２】
顔料は、塗料及び樹脂着色あるいは陶磁器用、化粧品用など産業において広く使用され
ている。オレンジ系あるいは暖色系顔料は、有機化合物及び無機化合物のいずれも知られ
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ている。有機系顔料は有機物が主成分であるため、耐熱性を必要とする工程には使用でき
ない。一方、無機系顔料では、黄色系あるいはオレンジ系を呈する顔料はカドミウムを含
んだものが多く、これらは有害であり、且つ高温の焼成下では分解するおそれがあるとい
った問題点がある。
【０００３】
そのため、安全性及び耐熱性に優れ、鮮やかなオレンジ色調を示す無機系顔料の開発が
求められている。そのようなオレンジ系顔料は特許文献１及び２で報告されている。
【０００４】
特許文献１では、含水酸化鉄粒子粉末の粒子表面に有機赤色顔料を付着させたオレンジ
色系顔料が報告されている。しかし、この顔料は表面に有機顔料を用いているため耐熱性
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が低いといった問題がある。また、特許文献２では、ジルコニウム、セリウム、及びテル
ビウムの酸化物を用いた黄茶色から橙色を呈する無機顔料が報告されている。この顔料は
高温耐熱性に優れているが、高価な希土類元素であるテルビウムを含んでおり、原材料の
調達及びコストの面で問題がある。
【０００５】
本発明者らは、赤色酸化鉄顔料として、粉末状のAl固溶ヘマタイトを開発している(特
許文献３、非特許文献１)。また、本発明者らは、従来の粉末状の赤色酸化鉄顔料とは全
く異なる形状(チューブ状)の赤色酸化鉄を開発している(非特許文献２)。このチューブ状
赤色酸化鉄は、自然界に存在する微生物(鉄酸化細菌レプトスリックス・オクラセア(Lept
othrix ochracea))が作るチューブ状酸化鉄(構成元素比

Fe:Si:P=73:22:5)を空気中で約
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800℃で加熱することによって得られ、優れた色調を示すばかりでなく、耐熱性にも優れ
ていることを見出している。このチューブ状赤色酸化鉄の優れた色調の原因は、(i) Si固
溶効果、(ii)チューブ形態などに起因している。
【０００６】
この天然系のチューブ状赤色酸化鉄は、構成元素比がほとんど一定であり、Si又はP元
素の固溶量が変化しないので、色調も加熱温度にのみ依存し、加熱温度が一定の場合は色
合いを変化させることができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】日本国特開2002‑138217号公報
【特許文献２】日本国特開2014‑028708号公報
【特許文献３】日本国特許第3728505号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】ACS Applied Materials & Interfaces, 6 (22), 20282‑20289(2014).
【非特許文献２】Dyes and Pigments, 95 (3), 639‑643(2012)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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本発明は、安全性及び耐熱性に優れ、優れた色調のオレンジ色系酸化鉄、該酸化鉄の製
造方法、並びに該酸化鉄を含む顔料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
チューブ状赤色酸化鉄の色調を調整し、オレンジの色調とするためには、加熱温度以外
の因子の導入が必要である。本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果
、レプトスリックス属細菌を培養することにより有機鞘を生成した後に、有機鞘を各種元
素と硫酸根を含む水溶液中に保持することにより、元素の含有率を画期的に高めることが
できるという知見を得た。その結果、元素の含有率をある値以上に高めると、色相が変化
し、鮮やかなオレンジの色調を示す酸化鉄顔料を製造できることを見出した。

40

【００１１】
本発明は、これら知見に基づき、更に検討を重ねて完成されたものであり、次の酸化鉄
、酸化鉄の製造方法、及び顔料を提供するものである。
【００１２】
(I) 酸化鉄
(I‑1) アルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及びハフニウムからなる群から
選択される少なくとも１種の元素を含有する酸化鉄であって、
形状がチューブ状又はロッド状であり、
当該元素の元素比率が原子数%で25%以上である(ここで、酸素、炭素、窒素及び水素を
除く主要元素の原子数%の合計を100とする)、酸化鉄。
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(I‑2) 更にケイ素及び／又はリンを含有する、(I‑1)に記載の酸化鉄。
(I‑3) α‑Fe2O3を含む、(I‑1)又は(I‑2)に記載の酸化鉄。
(I‑4) 前記元素比率が、酸化鉄を加熱処理する前又は加熱処理する後のものである、(I‑1
)〜(I‑3)のいずれか一項に記載の酸化鉄。
【００１３】
(II) 酸化鉄の製造方法
(II‑1) 以下の工程を含む、アルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及びハフ
ニウムからなる群から選択される少なくとも１種の元素を含有する酸化鉄の製造方法：
(1) 鉄酸化細菌を培養することにより有機鞘を生成する工程、及び
(2) 工程(1)で得られた有機鞘をアルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及び
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ハフニウムからなる群から選択される少なくとも１種の元素、鉄並びに硫酸根を含む水溶
液中に懸濁し、当該元素を含有する酸化鉄を生成する工程。
(II‑2) 更に以下の工程を含む、(II‑1)に記載の方法：
(3) 工程(2)で得られた酸化鉄を加熱処理する工程。
(II‑3) 加熱処理の温度が700〜1100℃である、(II‑2)に記載の方法。
(II‑4) 更に以下の工程を含む、(II‑1)〜(II‑3)のいずれか一項に記載の方法：
(4) 工程(2)又は(3)で得られた酸化鉄を粉砕する工程。
(II‑5) 前記鉄酸化細菌が、レプトスリックス属に属する細菌である、請求項(II‑1)〜(II
‑4)のいずれか一項に記載の方法。
(II‑6) 前記鉄酸化細菌が、レプトスリックス・コロディニ(Leptothrix cholodnii) OUMS
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1 (NITE BP‑860)である、請求項(II‑1)〜(II‑4)のいずれか一項に記載の方法。
【００１４】
(III) 顔料
(III‑1) (I‑1)〜(I‑4)のいずれか一項に記載の酸化鉄を含む顔料。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、微生物が生成する酸化鉄に含有させる元素について、その含有量を画
期的に高めることができ、自然界には存在しないような酸化鉄を作製することができる。
このように含有させる元素の含有量を画期的に高めること、更には加熱処理の温度を制御
することにより、安全性及び耐熱性に優れ、優れた色調のオレンジ色系酸化鉄を製造する
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ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施例のAl含有BIOX又はZr含有BIOXの製造方法のフローチャートを示す図である
。
【図２】Al含有BIOX (上段)及びZr含有BIOX (下段)のSEM像である(ZnSO4‑10 mM処理、800
℃加熱)。
【図３】Al含有BIOX (上段)及びZr含有BIOX (下段)の元素マッピング像である(ZnSO4‑10
mM処理、800℃加熱)。
【図４】ZnSO4の処理濃度とAl含有BIOX中の主要元素組成比(at%)の関係を示すグラフであ
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る。
【図５】ZnSO4の処理濃度とZr含有BIOX中の主要元素組成比(at%)の関係を示すグラフであ
る。
【図６】Al含有BIOXのXRDパターンである(ZnSO4‑10 mM処理、800℃加熱)。
【図７】Zr含有BIOXのXRDパターンである(ZnSO4‑10 mM処理、800℃加熱)。
【図８】Al含有BIOX、天然系BIOX及びMC55の加熱処理後のa*, b*, L*値を示すグラフ(上)
、ZnSO4の処理濃度による色調変化を示す写真(下)である。
【図９】Zr含有BIOX、天然系BIOX及びMC55の加熱処理後のa*, b*, L*値を示すグラフ(上)
、ZnSO4の処理濃度による色調変化を示す写真(下)である。
【図１０】Al含有BIOX、天然系BIOX及びMC55の加熱処理後のa*, b*, L*値を示すグラフ(
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上)、加熱温度による色調変化を示す写真(下)である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下、本発明について詳細に説明する。
【００１８】
なお、本明細書において「含む、含有する(comprise)」とは、「本質的にからなる(ess
entially consist of)」という意味と、「のみからなる(consist of)」という意味をも包
含する。
【００１９】
本明細書において、鉄酸化細菌が生成する酸化鉄のことを「BIOX (Biogenous Iron oxi

10

des)」と称することがあり、天然の環境下で鉄酸化細菌が生成する酸化鉄を「天然系BIOX
」と、単離された鉄酸化細菌を培養することにより生成される酸化鉄を「培養系BIOX」と
称することもある。
【００２０】
本明細書において「鞘状」及び「チューブ状」とは同じ形状を意味する用語であって、
丸く細長い中空の形状を意味する。また、本明細書において「ロッド状」とは、丸く細長
く中空ではない形状を意味する。
【００２１】
＜酸化鉄＞
本発明の酸化鉄は、アルミニウム(Al)、ジルコニウム(Zr)、ルテニウム(Ru)、チタン(T
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i)及びハフニウム(Hf)からなる群から選択される少なくとも１種の元素を含有し、
形状がチューブ状又はロッド状であり、
当該元素の元素比率が原子数%で25%以上である(ここで、酸素、炭素、窒素及び水素を
除く主要元素の原子数%の合計を100とする)ことを特徴とする。
【００２２】
本発明において、「酸化鉄」とは、α‑Fe2O3、β‑Fe2O3、γ‑Fe2O3、Fe3O4などに例示
される狭義の酸化鉄、α‑FeOOH、β‑FeOOH、γ‑FeOOHなどに例示されるオキシ水酸化鉄、
フェリハイドライトに代表される非晶質に近い構造の水酸化鉄を含む、鉄と酸素とを成分
とする化合物の総称である。そして、本発明における「酸化鉄」は、鉄と酸素以外の成分
が含まれている物も包含する。そのような鉄と酸素以外の成分としては、上記のAl、Zr、
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Ru、Ti及びHf以外には、例えば、ケイ素(Si)、リン(P)、硫黄(S)、炭素(C)、窒素(N)、水
素(H)などが挙げられ、本発明の酸化鉄は、好ましくはケイ素及び／又はリンを含有する
。本発明における「酸化鉄」には、有機鞘などの有機物が含まれていてもよい。
【００２３】
本発明の酸化鉄は、結晶、非晶質及び微結晶性(例えば、フェリハイドライト、レピド
クロサイト)のいずれであってもよい。
【００２４】
本発明の酸化鉄が含有するAl、Zr、Ru、Ti及びHfは、固溶した状態でも含まれ得る。
【００２５】
本発明の酸化鉄が含有するAl、Zr、Ru、Ti及びHfの元素比率は、原子数%で25%以上、好
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ましくは30%以上、より好ましくは35%以上、特に好ましくは40%以上50%以下である(ここ
で、酸素、炭素、窒素及び水素を除く主要元素の原子数%の合計を100とする)。ここでの
元素比率は、Al、Zr、Ru、Ti及びHfの合計の元素比率を意味する。また、酸素を除く主要
元素とは、Fe、P、Si、S、Al、Zr、Ru、Ti、Hfなどであって、酸化鉄中に酸素、炭素、窒
素及び水素以外で原子数%で少なくとも1%含まれる物を意味する。元素比率は、酸化鉄を
加熱処理する前又は加熱処理する後のものである。
【００２６】
本発明の酸化鉄の形状は、チューブ状又はロッド状であり、それぞれの形状の通常の大
きさは、チューブ状：直径0.1〜2μm、長さ1〜1000μm、ロッド状：長さ1〜1000μmであ
る。
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【００２７】
本発明の酸化鉄がα‑Fe2O3 (ヘマタイト)を含む場合は、オレンジ色を呈するようにな
るため、オレンジ色系顔料として好適に使用することができる。本発明の酸化鉄(好まし
くはα‑Fe2O3を含む酸化鉄)の色彩は、a* (reddish)が好ましくは25以上、より好ましく
は30〜50、b* (yellowish)が好ましくは25以上、より好ましくは30〜50、L* (lightness)
が好ましくは30以上、より好ましくは40以上、特に好ましくは50〜70である。ここでのパ
ラメータL*、a*、b*は、国際照明委員会(CIE)が1976年に推奨したCIE1976 L*a*b*表色系
と呼ばれる色空間に規定されたものであり、実施例に記載の方法により測定することがで
きる。
【００２８】
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本発明の酸化鉄は、以下の工程を実施することで製造することができる。
(1) 鉄酸化細菌を培養することにより有機鞘を生成する工程、及び
(2) 工程(1)で得られた有機鞘をアルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及び
ハフニウムからなる群から選択される少なくとも１種の元素、鉄並びに硫酸根を含む水溶
液中に懸濁し、当該元素を含有する酸化鉄を生成する工程。
【００２９】
鉄酸化細菌としては、有機鞘を生成するものであれば特に限定されるものではない。そ
のような有機鞘を生成する鉄酸化細菌としては、例えば、レプトスリックス属細菌(Lepto
thrix sp.)及びスフェロチルス属細菌(Sphaerotilus sp.)を挙げることができる。中でも
人工的に培養可能なように単離された鉄酸化細菌が好適に使用できる。レプトスリックス
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属細菌としては、具体的には、レプトスリックス・コロディニSP‑6株、及びレプトスリッ
クス・コロディニOUMS1株が挙げられる。レプトスリックス・コロディニOUMS1株は、2009
年12月25日に、独立行政法人製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センター(日本国千葉
県木更津市かずさ鎌足２−５−８(郵便番号292‑0818))に、受託番号NITE P‑860として寄
託されている。また、この菌株は、現在国際寄託に移管されており、その受託番号はNITE
BP‑860である。
【００３０】
本発明における「有機鞘」とは、レプトスリックス属細菌、スフェロチルス属細菌など
のβ‑プロテオバクテリアに属する鉄酸化細菌が菌体外に形成する鞘状の構造体を意味し
、この構造体は連鎖状の菌体の外周に分泌されたヘテロ多糖類とタンパク質とからなる微
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細繊維が密に織りたたまれた高分子重合体である(以下の文献１〜３参照)。
文献１：Emerson, D., and Ghiorse, W.C. (1993) Ultrastructure and chemical compos
ition of the sheath of Leptothrix discophora SP‑6. J. Bacteriol. 175: 7808‑7818.
文献２：Takeda, M., Makita, H., Ohno, K., Nakahara, Y., and Koizumi, J. (2005) S
tructural analysis of the sheath of a sheathed bacterium, Leptothrix cholodnii.
Int

l. J. Biol. Macromole 37: 92‑98.

文献３：Kunoh, T., Kunoh, H., and Takada, J. (2015) Perspectives on the Biogenes
is of Iron Oxide Complexes Produced by Leptothrix, an Iron‑oxidizing Bacterium a
nd Promising Industrial Applications for their Functions. J. Microb. Biochem. Te
chnol. 7: 419‑426.
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【００３１】
工程(1)における鉄酸化細菌の培養条件は、有機鞘を生成できる限り特に制限されず、
鉄酸化細菌の種類等に応じて培地の種類、培養温度、培養時間等を適宜設定することがで
きる。培養温度としては、通常15〜30℃、好ましくは20〜25℃を挙げることができる。培
養時間としては、通常1〜35日間、好ましくは2〜21日間程度とすることができる。培養は
、固体培養及び液体培養のいずれでもよく、好ましくは液体培養である。液体培養は、振
盪培養、攪拌培養、通気培養等によって行うことができる。培地としては、例えば、実施
例において使用しているSGP培地などを挙げることができる。
【００３２】
工程(2)で使用する水溶液にアルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及びハ
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フニウムを含有させるために、当該水溶液に添加される化合物としては、例えば、塩化ア
ルミニウム、硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、硫酸カリウムアルミニウム、塩化ジ
ルコニウム(IV)、酸化ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニウム、塩化ルテニウム(III)、
塩化ルテニウム(II)ビス(ジメチルスルホキシド)、酸化ルテニウム(VIII)、RuCl2(CO)2(P
(m‑C6H4SO3Na)3)2、[(C5R5)RuCl(PTA)2](R=H, Me; PTA=1,3,5‑triaza‑7‑phosphaadamanta
ne)、塩化チタン(III) 、塩化チタン(IV)、オキシ硫酸チタン、塩化ハフニウム(IV)、酸
化ハフニウム、オキシ塩化ハフニウム、これらの水和物などが挙げられる。これらの化合
物の濃度は、通常0.1〜100 mM、好ましくは0.5〜20 mMである。また、工程(2)で使用する
水溶液に鉄を含有させるために、当該水溶液に添加される化合物としては、例えば、硫酸
鉄(II)、硫酸鉄(III)、塩化鉄(II)、塩化鉄(III)、硝酸鉄(II)、硝酸鉄(III)、酢酸鉄(II
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)、酢酸鉄(III)、クエン酸鉄(III)、これらの水和物、鉄小片、鉄粉末などが挙げられる
。
【００３３】
工程(2)で使用する水溶液に硫酸根(硫酸イオン)を含有させるために、当該水溶液に添
加される化合物としては、特に制限されず、例えば、硫酸、硫酸ナトリウム、硫酸カルシ
ウム、硫酸カリウム、硫酸銅、硫酸亜鉛、硫酸鉄(II)、硫酸鉄(III)、硫酸マグネシウム
、硫酸アルミニウム、硫酸カリウムアルミニウム、硫酸アンモニウム、これらの水和物な
どが挙げられる。なお、水溶液にアルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チタン及び
ハフニウムを含有させるために硫酸塩を使用する場合は、硫酸根のために別途化合物を添
加しなくともよい。水溶液中の硫酸根の濃度は、通常1〜100 mM、好ましくは5〜10 mMで
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ある。
【００３４】
工程(2)で使用する水溶液の水性媒体としては、緩衝液(例えば、酢酸緩衝液、リン酸緩
衝液、クエン酸緩衝液、クエン酸リン酸緩衝液、ホウ酸緩衝液、トリス緩衝液、HEPES緩
衝液)、培地(例えば、SGP培地)などが挙げられる。また、工程(1)で培養を行った培地を
水性媒体として引き続き使用することもできる。当該水溶液のpHについては、特に制限さ
れず、目的とする酸化鉄の種類等に応じて適宜設定できる。
【００３５】
形成された有機鞘は上記水溶液に直接懸濁することもできるし、又は形成された有機鞘
に対してリゾチーム等で溶菌処理を行った後に上記水溶液に懸濁することもできる。
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【００３６】
懸濁を行う条件は、特に制限されず、目的とする酸化鉄の種類等に応じて温度、時間等
を適宜設定することができる。また、懸濁を行う際には、震盪操作、攪拌操作等を必要に
より行うことができる。
【００３７】
有機鞘を上記水溶液に懸濁することで、アルミニウム、ジルコニウム、ルテニウム、チ
タン及びハフニウムを有機鞘に元素吸着させて、これらの元素を含有(固溶)する酸化鉄を
生成することができる。このような2段階の工程を経ることで、細胞増殖に有害な元素で
さえ酸化鉄に含有させることができる。また、水溶液中の元素の種類と濃度とを調整する
ことで、本発明の酸化鉄が含有する元素の種類と含有量とを制御することが可能であるの
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で、自然界には存在しないような酸化鉄を作製することができる。さらに、有機鞘を各種
元素と硫酸根を含む水溶液中に保持することにより、元素の含有率を画期的に高めること
ができる。
【００３８】
本発明の酸化鉄の製造において、上記工程(1)及び(2)に加えて、(3) 工程(2)で得られ
た酸化鉄を加熱処理する工程を更に実施することもできる。このような加熱処理を行うこ
とで、酸化鉄中にα‑Fe2O3 (ヘマタイト)が形成されて、酸化鉄がオレンジ色を呈するよ
うになる。このようなオレンジ色を呈する酸化鉄は、オレンジ色系顔料として好適に使用
することができる。
【００３９】
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加熱処理の温度は、好ましくは700〜1100℃、より好ましくは800〜1000℃であり、更に
好ましくは800〜900℃であり、加熱処理の時間は、好ましくは0.1〜200時間、より好まし
くは1〜120時間である。この範囲の加熱処理の温度及び時間であれば高いa*, b*, L*値を
得ることができる。加熱処理は、通常、大気中で実施される。加熱処理の温度及び時間を
制御することで所望のa*, b*, L*値とすることが可能である。
【００４０】
加熱処理工程の前には、酸化鉄の洗浄及び乾燥の工程を実施することもできる。
【００４１】
本発明の酸化鉄の製造において、上記工程に加えて、(4) 工程(2)又は(3)で得られた酸
化鉄を粉砕する工程を更に実施することもできる。
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【００４２】
このように酸化鉄を粉砕することにより、酸化鉄の形状がチューブ状又はロッド状から
粉末状になる。粉砕は、公知の手法を使用して行うことができる。粉砕を行う装置として
は、例えば、ピンミル、ハンマーミル、ボールミル、ジェットミル、ローラーミルなどが
挙げられる。
【００４３】
＜顔料＞
本発明の顔料は、上記酸化鉄を含むことを特徴とする。
【００４４】
顔料として使用する場合、上記酸化鉄はAl、Zr、Ru、Ti及びHfを含有することが好まし
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く、Al及びZrを含有することがより好ましい。
【００４５】
上記酸化鉄は、a*, b*, L*値が高い値を示し、従来にない優れた色調のオレンジ色を有
しているので、オレンジ色系顔料として好適に使用することができる。上記酸化鉄が含有
する元素の含有量を画期的に高め、加熱処理の温度を制御することにより、このように優
れた色調のオレンジ色を有する酸化鉄を製造することできる。また、上記酸化鉄は、有害
物質及び有機化合物を使用していないので優れた安全性及び耐熱性も有している。顔料の
用途としては、例えば、陶磁器用、絵の具用、塗料用、インク用、化粧料用、樹脂着色用
等を挙げることができる。
【００４６】
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本発明の顔料は、上記酸化鉄のみからなるもの、及び上記酸化鉄に加えて顔料に使用さ
れる公知の配合剤等を含むもののいずれであってもよい。配合剤は、顔料の用途(陶磁器
用、絵の具用、塗料用、インク用、化粧料用、樹脂着色用等)に応じて適宜選択すること
ができる。
【００４７】
化粧料は、上記酸化鉄に加えて化粧品基剤が配合される。
【００４８】
化粧料には、動物(ヒトを含む)の皮膚、粘膜、体毛、頭髪、頭皮、爪、歯、顔皮、口唇
等に適用されるあらゆる化粧品組成物が含まれる。
【００４９】
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化粧料における上記酸化鉄の含量は、好ましくは0.01〜100質量%、より好ましくは0.1
〜99質量%の範囲から適宜選択することができる。
【００５０】
化粧品基材としては、例えば、美白剤、保湿剤、酸化防止剤、油性成分、紫外線吸収剤
、界面活性剤、増粘剤、アルコール類、粉末成分、色材、被膜形成高分子、可塑剤、揮発
性溶剤、ゲル化剤、水性成分、水、各種皮膚栄養剤等が挙げられ、必要に応じて適宜配合
される。
【００５１】
化粧料の剤型は、可溶化系、水溶液系、粉末系、乳化系、油液系、ゲル系、エアゾール
系、軟膏系、水−油２層系、水−油−粉末３層系等、幅広い剤型を採り得る。
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【００５２】
化粧料の用途も任意である。例えば、基礎化粧品であれば、洗顔料、化粧水、乳液、エ
ッセンス、パック、クリーム、美容液、ジェル、マスク等が挙げられ、メークアップ化粧
品であれば、口紅、ファンデーション、アイライナー、頬紅、アイシャドウ、マスカラ等
が挙げられ、ネイル化粧料であれば、マニキュア、トップコート、ベースコート、除光液
等が挙げられ、その他、マッサージ用剤、洗顔料、クレンジング用剤、プレシェーブロー
ション、アフターシェーブローション、シェービングクリーム、ボディソープ、石けん、
シャンプー、リンス、ヘアートリートメント、整髪料、育毛剤、ヘアートニック剤、ヘア
マニキュア、ヘアカラー、制汗剤、入浴剤等が挙げられる。
【実施例】

10

【００５３】
以下、本発明を更に詳しく説明するため実施例を挙げる。しかし、本発明はこれら実施
例等になんら限定されるものではない。
【００５４】
図１は、本発明の酸化鉄を製造する方法の概略を示している。詳細は以下の通りである
。すなわち、レプトスリックス・コロディニOUMS1株(以下、「OUMS1株」と称する)のコロ
ニーを50 ml蓋付き遠心管に入った25 mlのSGP (シリコン‑グルコース‑ペプトン)液体培地
に無菌的に接種し、恒温振とう器(20℃、70rpm旋回)で3日間培養した(前培養)。SGP液体
培地の組成は、グルコース1 g、ペプトン1 g、Na2Si03・9H2O 0.2 g、CaCl2・2H2O 0.044
g、MgSO4・7H2O 0.041 g、Na2HPO4・12H2O 0.076 g、KH2PO4・2H2O 0.02 g、HEPES 2.83
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8 g、蒸留水 1000 ml、pH7.0であり、平板培地の場合には1.5%の寒天を加えて固化した(
文献４を参照)。
文献４：Sawayama, M., T. Suzuki, H. Hashimoto, T. Kasai, M. Furutani, N. Miyata,
H. Kunoh, J. Takada (2011). Isolation of a Leptothrix strain, OUMS1, from ocher
ous deposits in groundwater. Current Microbiology 63,173‑180.
【００５５】
前培養液中の菌体(凝集塊)を遠心分離(4000rpm、10分間)によって沈殿させ、10 mlのSG
P液体培地に再懸濁した後、23Gの注射針を3回通すことによって凝集塊を分散した。本細
菌懸濁液を 1000 mlの三角フラスコに入った240 mlのSGP液体培地に添加し、恒温振とう
器(20℃、70rpm旋回)で3日間培養した(本培養)。
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【００５６】
本培養によって生成した有機鞘について、遠心分離(4000rpm、10分間)による沈殿と10
倍量の滅菌蒸留水への懸濁操作とを3回反復することによって洗浄した後、250 mlの20 mM
酢酸緩衝液(pH4.0)に懸濁した。この懸濁液に1.25 gの鉄粉、AlCl3・6H2O又はZrCl4 (終
濃度〜10 mM)、及びZnSO4・7H2O(終濃度〜10 mM)を添加した後、恒温培養器(20℃、70rpm
旋回)で2日間振とう処理した。生成したBIOX(沈殿)と上清をデカンテーションによって分
離し、沈殿を10倍量の純水で3回洗浄した後、凍結乾燥機を用いて乾燥した。本法により
、100 mlの本培養液当たり約100 mgのAl含有又はZr含有BIOXが得られた。
【００５７】
作製したBIOXの形態及び微細構造は、走査電子顕微鏡(S‑4300、Hitachi製)又はSTEM検
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出機を装備した透過電子顕微鏡(JEM‑2100F、日本電子(株)製)を用いて解析した。また、B
IOXにおける主要元素の原子組成比は、蛍光X線分析装置(XRF、Orbis、EDAX社製)を用いて
測定した。元素マッピング解析は、上記透過電子顕微鏡に装備されたエネルギー分散型X
線分析(EDX)装置を用いて行った。
【００５８】
BIOX及びその加熱材の結晶性は、X線回折装置(XRD、RINTO2500、Rigaku製、線源：Cu‑K
α)を用いて解析した。
【００５９】
加熱材の色測定は以下の方法で行った。
(加熱処理) 電気炉(光洋サーモシステムズ(株)製)を用いて、600℃、700℃、800℃、900
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℃、1000℃、1100℃で2時間加熱した(昇温率10℃/分、降温率2℃/分)。
(色測定) 色相と明度は、コニカミノルタジャパン(株)製の分光測色計CM‑2600dを用いてS
CI (Specular Component Include)法にて測定した。
【００６０】
色測定の比較対照に用いた天然系BIOXの製造は、基本的に以下の文献５に記載された方
法で行った。すなわち、(1) 岡山大学農場の地下水浄化用タンク内に形成された堆積物を
採取し、上清の電気伝導度が10μS/cm以下になるまで純水で洗浄、(2) アンモニア水を加
えてpHを約10.5に調整し、10分間撹拌、(3) 40分間静置した後、沈殿物を2倍量の蒸留水
及び1倍量のエタノールで洗浄、(4) 沈殿物を100℃で一晩乾燥させることによって調製し
た。

10

文献５：Hashimoto, H., Yokoyama, S., Asaoka, H., Kusano, Y., Ikeda, Y., Seno, M.
, et al. (2007) Characteristics of hollow microtubes consisting of amorphous iro
n oxide nanoparticles produced by iron oxidizing bacteria, Leptothrix ochracea.
J. Magn. Magn. Mater. 310: 2405‑2407.
【００６１】
図２は、10 mMのZnSO4を処理したAl含有BIOX (上段)とZr含有BIOX (下段)の800℃加熱
後の微細形状(SEM像)を示している。Al含有BIOXとZr含有BIOXの形状は同様で、直径0.6〜
0.8μmの中空のチューブ状形態を示し、大部分はチューブ同士が束状に密集した塊を呈し
た。
【００６２】

20

図３は、10 mMのZnSO4を処理したAl含有BIOX (上段)とZr含有BIOX (下段)の800℃加熱
後の元素分布(STEM‑EDXマッピング像)を示している。各々、AlとZrはFeと同様にBIOX中に
均一に分布していることが分かった。
【００６３】
図４は、ZnSO4の処理濃度とAl含有BIOX産物(800℃加熱後)の元素組成比の関係を示して
いる。ZnSO4の処理濃度の増加に伴って、BIOX中におけるAlの組成比は増加する一方、Fe
の組成比は減少することが明らかになった。また、本法での条件では、BIOXにおけるAlの
最大含有量は約40at%であった。
【００６４】
図５は、ZnSO4の処理濃度とZr含有BIOX産物(800℃加熱後)の元素組成比の関係を示して
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いる。ZnSO4の処理濃度の増加に伴って、BIOX中におけるZrの組成比は増加する一方、Fe
の組成比は減少することが明らかになった。また、本法での条件では、BIOXにおけるZrの
最大含有量は約36at%であった。
【００６５】
図６は、ZnSO4の処理濃度と800℃で加熱したAl含有BIOXの結晶性の関係を示している(X
RD分析)。ZnSO4の処理濃度に関係なく、α‑Fe2O3 (ヘマタイト)の単一相からなることが
分かった。
【００６６】
図７は、ZnSO4の処理濃度と800℃で加熱したZr含有BIOXの結晶性の関係を示している(X
RD分析)。いずれのZnSO4処理濃度でも、α‑Fe2O3とZrO2の結晶相が混在したが、ZnSO4の
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処理濃度の増加に伴ってZrO2の結晶相は増加した。
【００６７】
図８は、ZnSO4の処理濃度毎にAl含有BIOXの加熱後粉末の色調(色相と明度)を示してい
る。比較対照には、天然系BIOXの800℃加熱材、市販のベンガラ(MC‑55、森下弁柄工業(株
))を用いた。ZnSO4の処理濃度の増加に伴って、b* (黄色味)及びL* (明度)が有意に増加
することがわかった。特に、10 mM ZnSO4の処理区において、市販ベンガラ等と比較して
、著しく黄色味が増した鮮やかな橙色を呈することが分かった。
【００６８】
図９は、ZnSO4の処理濃度毎Zr含有BIOXの加熱後粉末の色調(色相と明度)を示している
。比較対照には、天然系BIOXの800℃加熱材、市販のベンガラ(MC‑55、森下弁柄工業(株))
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を用いた。ZnSO4の処理濃度の増加に伴って、a* (赤味)の減少及びL* (明度)の増加が起
こることが分かった。特に、5〜10 mMのZnSO4の処理区では、市販ベンガラ等と比較して
、著しく明度が増した鮮やかな赤橙色を呈することが分かった。
【００６９】
図１０は、10 mMのZnSO4を処理したAl含有BIOXの加熱温度による色調(色相と明度)の変
化を示している。比較対照には、天然系BIOXの800℃加熱材、市販のベンガラ(MC‑55、森
下弁柄工業(株))を用いた。結果は、広い加熱温度域(700〜1100℃)で色調の耐熱性を有す
ることを示した。特に、800〜1000℃の温度域では、高い彩度と明度を持つ鮮やかな赤橙
色を呈することが分かった。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図６】

【図７】

【図５】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【国際調査報告】
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