
建築外観の低持染化 ー GRC板への低汚染タイプの槍装一

低汚染型水性ふっ素樹脂塗料の開発

1 .はじめに

建築物の長期保護を目的に，溶剤可溶型ふ

っ栄樹脂権料が開発され，近年では美観にも

配慮された低汚染型塗料が市場の主流になり

つつある。

昨今の環境問題，特に大気汚染への問題に

よる塗料中のVOC削減への取り組みを背鼠-

に，泊i耐久性塗料である水性ふっ素樹脂塗料

の低汚染化技術を開発した。

開発品に使用した低汚染化技術は，従来溶

剤系塗料で使用されていた技術とは異なる，

新しい低汚染化技術を採用した。

本報告では.低汚染性の発現機構や塗膜の

耐久性能，リコート性能を中心に施工事例を

交えて報告する。

2. 低汚染化剤の検討

2. 1 低汚染化剤について

近年，特に都市部では，屋外建造物におい

て建造物表面に堆積した賭峻や排気ガス等に

に由来する雨筋汚染が発生し，建造物の美観

を煩ねている。

従来の溶剤系塗料では，アルキルシリケー

ト系化合物等を配合することにより低汚染性

を発現させる技術が考案されている。

雨筋汚染の低減方法としては，塗膜表面を

親水・熔油性にすることにより，汚れの雄棋

しやすい傾斜部の塗膜表面に汚れを付着しに

くくし，降雨時には雨水と共に塗膜表面から

落ちやすくする。また，降雨時には垂直面を

AGCコーテック株式会社

塗料枝術部 丹羽節男

流下する雨水が，特定の雨道を作らずに全両

的に拡張し.塗膜表而をI濡れやすくする。こ

れらの条件を満足することにより，雨筋汚れ

の低減を可能にすると確認されている。

本報告では，水性ふっ素樹脂塗料用として

新規に開発した特殊低汚染化剤を塗料中に添

加することにより.成膜後の塗膜表面特性を

親水性とし，さらに水中におけるオクタン脱

離仕事を小さくすることで，汚れ中の油性成

分も雨水等により容易に洗浄することができ

るようになり，低汚染性を発現することが可

能となった。また，本報告における低汚染性
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とは，雨肪汚れ防止を意味する。

悶 l 低汚染性発現コンセブト

水中オクタン脱離仕事 (WA') は以下の式

で表される。

(Wぶ) = C (1 + cos D ) 

C;水の表面張力の極性成分，0.051J/m2 

() :水中オクタン接触角 0-180.で変化

WA' : 0........10.2 x 10・2 (J/m2) の範囲で変化

WA'は小さいほど，水中においてオクタン

を注膜表面から引き離すエネルギーが小さく

て済むことを意味する。つまり，オクタン等
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の油性物質が水中において容易に引き離され

る塗膜表面は，雨等により油性物質が容易に

洗浄される塗膜表面であり，低持染性が良好

である塗膜表面であることが推定される。

上記のような性質を持つ特殊低汚染化剤は，

有機系の物質で，塗膜表面において架橋させ

ることによって固定化し，容易に雨水等によ

り流出しない状態になり，低汚染性を持続す

ることが可能となる。

2. 2 接触角

本報告では，前述のように，水接触角と水

中オクタン接触角から低汚染性の発現を検討

している。そこで、接触角の測定結果を表 lに

示す。水接触角は，小さい値程親水性を示し，

水中オクタン接触角 (e)は. 900

以上にな

ると汚れが落ちやすくなることを示している。

表 1 接触角測定結果

水性ふっ素
低汚染型 | 

水性ふっ素」

水接触角 8 8. 8. 68. 60 

水中村タン接触角

( e ) 
95. 3。 1 28. 0。

表 1より，低汚染型水性ふっ素(以下. S 

R品と示す。)は従来のJj('性ふっ素(以下，従

来品と示す。)に比べ，水接触角が小さく，水

中オクタン接触角が大きいことが確認された。

これは前述した通り，塗膜表面が親水性にな

り，且つ油性物質等が雨などにより容易に洗

浄されるということを示している。つまり塗

膜表面に低汚染性が発現されているととを意

味する。

3. 3 耐候性

一般的に，ふっ素樹脂塗料は，高耐候性と

いう特徴を有している。本報告で検討してい

る特殊低汚染化剤を添加した SR品において

も，従来品同様，高耐候性を維持できていな

くてはならない。低汚染性が良好であっても，

塗膜自体の劣化が著しいようでは，ふっ素樹

脂塗料の特徴を発揮させていないと言える。

本報告では，低汚染性にした場合における

耐候性を，従来品と比較し，検証を行った。

耐候性の試験は，屋外における雨筋曝露と

サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性

試験機(以下，促進耐候性試験と示す。)によ

る促進耐候性試験を実施した。

雨筋曝露は図 2に示すような形状のアルミ

板を用い，垂直面の雨筋を目視で外観評価を

行った。外観評価では. 1 (悪) "'5 (良)

点の点数で雨筋の状態の評価を行っている。

30。

100mm 
雨筋評価部

図2 雨筋評価曝露板の形状

促進耐候性試験では，光沢保持率と色差(L1

E) の測定行った。

写真 1に従来品と SR晶の雨筋曝露試験結

果を，図 3に雨筋の外観評価結果を示す。

(写真左:従来品 写真右 :SR品)

写真 1 雨簡曝露試験結果(6ヶ月後)

写真 1より，従来品と比較し. S R品は雨

筋汚染がほとんど確認されず，優れた低汚染

性を発揮していることが確認された。
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図 3 雨筋曝露外観評価

また，図 3では. SR品が曝露初期から優

れた低汚染性を発揮し，持続されていること

を表している。

次に，促進耐候性試験試験結果を図 4， 5 

に示す。
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図4 促進耐候性試験結果(光沢保持率)
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図 5 促進耐候性試験結果(色差;L1E) 

図 4・5より. S R品は促進耐候性試験4

000時間後においても， 1 00%近い光沢

保持率. 1.0程度のL1E値と，塗膜の著しい

光沢低下や，黄変等の塗膜異常は確認されず，

従来品同様の高耐候性を維持できている乙と

が確認された。

3. 塗装仕様と各種物性

3. 1 塗装仕様の検討

ふっ素樹脂塗料は，密着性等を考えた場合，

下塗塗料の選択性を十分検討する必要があっ

た。そこで本報告では，ふっ素との棺性も良

<，自己架橋という特徴をもっ事から基材と

の密着性も良好な水性のシリコン変成アクリ

ル樹脂塗料を下塗に使用し，試験を行った。

表1に通常用いられる水性ふっ素樹脂塗料の

標準塗装仕様(以下，従来仕様と示す.)と，

本報告で開発品である低汚染型水性ふっ素樹

脂塗料の標準塗装仕様(以下. S R仕様と示

す。)を示す。

なお，ホルムアルデヒド放散量に関する表

示は，水性ふっ葉樹脂塗料，低汚染型水性ふ

っ素樹脂塗料両者とも. F 4食品である。

表 2 標準塗装仕様

下 塗 上塗 1 上塗 2

標準所要量 標準所要量 標準所要量

(g/m2) (g/m2) (g/m2) 

従来
水性ふっ素 水性ふっ素

仕様
7.1<'性 樹脂塗料 樹脂塗料

シリ3ン変成 130......160 130"'160 

アクリル樹脂
低汚染型

塗料 水性ふっ素
水性ふっ素SR 

120-150 樹脂塗料
仕様 樹脂塗料

130'" 160 
130-160 

3. 2 物性試験結果

評価項目は，塗膜物性評価として，標準状

態の密着性，耐水性，温冷繰り返し性，耐ア

ルカリ性試験を実施した。試験結果を表 3に

示す。
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表 3 塗膜物性評価結果

従来品 SR品 試験方法

標準状態
碁盤目予_JO

の密着性
分類。 分類。 法 4mm幅

25 "?~目

耐水性 異常なし 異常なし
水道水浸潰

10日

JISA6909 
温冷繰り

返し性
異常なし 異常なし 温冷操り返

し試験

耐アルカ
Ca(OH)2 

リ性
異常なし 異常なし 飽和水溶液

浸漬 10日

上記試験結果より，諸物性には異常は無く，

優れた塗膜性能を有していることが確認され.

従来仕様と SR仕様においても物性における

差は確認されなかった。

3. 2 塗り重ね(リコート)の検討

塗膜表面が親水性を有した場合，前述の通

り低汚染性に関しては有利に働くが，リコー

ト性に関しては，その親水性が密着に悪影響

を及ぼし，初期塗膜とリコート塗膜の眉聞か

らの剥離が懸念される。これは，実際の塗装

時におけるタッチアップ補修や塗り重ね塗装

などが，困難になりやすいことを示している。

そこで本報告では，実際の現場に対応でき

るよう，リコート後における標準状態の密着

性，並びにリコート後における耐水性試験を

実施し，現場における適応性も含め確認を行

った。試験結果を表4・5に示す。

表4 リコート後における標準状態の密着性

リコートまでの塗装間隔

1日後 3日後 7日後 14日後

従来品 分類 O 分類。 分類。 分類。

SR品 分類。 分類。 分類。 分類。

* 1. 2 AGCコーテック(樹

表 4における密着性は，碁盤目テープ法

(4mm幅 25マス目)で確認を行った。試験

結果はSR仕様にした場合においても，懸念

された初期塗膜とリコート塗膜層聞からの剥

離等無く，良好な結果が得られた。

表 5 リコート後における耐水性試験結果

従来品 SR品 試験方法

耐水性 異常なし 異常なし
水道水浸漬

10日

リコート後の耐水性では，初期塗膜塗装 7

日後にリコートを行い，養生後試験を行った

ものである。表 5より. SR仕様にした場合

においても，従来仕様閥横，フクレ・黄変等

の塗膜異常も認められず，良好な結果が得ら

れた。

上記試験結果より，リコート後における物

性においても，良好な結果が得られ，実際の

塗装時におけるタッチアップ塗装や塗り重ね

塗装などが，対応可能であるというととが確

認された.

4.まとめ

特殊低汚染化剤を添加した低汚染型水性

ふっ素樹脂塗料において，以下のことが確認

された.

①低汚染性を初期から発現し，低汚染機能

の持続性についても確認でき，高耐候性

塗料である水性ふっ素樹脂塗料に，低汚

染性能という付加価値を与えることが可

能となった。

活) 1!t Tヲ探fÆ 1ど何守 0"こ場宕 L 栢If ~l 't). 1.足

来品同様，高い耐候性と優れた塗膜物性，

更に良好なリコート性を有することが確

認された。
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