
フ。ール用ふっ素樹脂塗装システム『プールボン F~
山 崎達朗

概要

従来から、プールに塗装されてた塗料は、エポキシ樹脂塗料やウレタン樹脂塗料が一般的であったが、

プールに使用される塩素系殺菌剤や屋外使用時の太陽光による紫外線の影響で、施工後数年で著しい退

色や塗膜劣化が確認された。今回紹介するプール用ふっ素樹脂塗装システム『プールボン F~ は、ふっ

素樹脂塗料が持つ高い耐薬品性や耐候性をフール塗装に採用することにより、長期間の使用にも退色し

ないプール塗装を可能にしました。。

1.はじめに

弊社では、 1983年に溶剤可溶'性ふっ素樹脂塗料『ポンフロン』の商品化以来、建築物の長期保護

を目的に，超高層ビルを中心に多くの施工実績を上げてきました。

昨今の環境問題への取り組みを背景にして，各種構造物や建築物の高寿命化が検討され、多くの物件

でふっ素樹脂塗料が採用されている。

他方、プールにおいては、遊泳者の衛生管理の上で、各種塩素系殺菌剤が使用され、その塩素イオン

影響で、比較的早い年数で、フールの主力色であるブルーが白色に退色することが確認されていた。

今回は、高い薬品性と耐候'性を持つふっ素樹脂塗料の特性を利用した、プール用塗装システム『プー

ルボン F~ を紹介致します。

2. Wプールボン F~ の耐薬品性試験結果

下のグラフに、『プールボン F~ の各種塩素系殺菌剤による耐薬品性試験結果を記載しました。

比較として、従来のプールによく採用されているエポキシ樹脂塗料とウレタン樹脂塗料の試験結果を記

載しました。

試験方法としては、基材にステンレス (SUS304)を用い、それぞれの塗装仕様に準じて塗装を

行い、 230Cで7日間乾燥養生を行った後、塩素濃度 10000ppm調整した次亜塩素酸ナトリウム

と塩素濃度300ppmに調整したトリクロロイソシアヌール酸に 3ヶ月間浸漬した時の色差の変化

を測定しました。試験結果より、エポキシ樹脂塗料は浸漬試験 1ヶ月でsEI0以上に退色し、ウレタ

ン樹脂塗料でも浸漬試験3ヶ月でsEI0以上に退色しましたが、プールボンFはほとんど退色が認め

られませんでした。
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グラフー 1:耐薬品性試験結果(次亜塩素酸ナトリウム)

1



20 

15 

色
差

~10 
E 

5 

一一一寸

O 開聞(州) ! 

グラフ-2:耐薬品性試験結果(トリクロロイソシアヌール酸)

3. 『プールボン F~ の塗膜性能

次に『プールボン F~ と他社プール用エポキシ樹脂塗料との塗膜性能を比較した試験結果を下の表に
記載しました。

試験方法としては、基材に鋼鍍 <SS-400)を用い、平面部及び溶接部に、それぞれの塗装仕様

に準じて塗装を行い、 23
0

Cで7日間乾燥養生を行った後、耐水性試験、耐温水性試験、耐塩水性試験

を6ヶ月間実施したときの塗膜の外観と光沢保持率の変化を測定しました。

試験結果より、他社エボキシ樹脂塗料では耐温水性試験において、溶接部で塗膜フクレが発生してお

り、光沢保持率の減少も確認されましたが、『プールボン F~ はほとんど変化は認められませんでした。

表-1 : íi'プールボン F~ の塗膜性能

評価項目
プールボンF 他社エポキシ樹脂塗料

平面部 溶接部 平面部 溶接部

耐水性 外観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

(室温X6ヶ月) 光沢保持率 97% 100% 96% 90% 

耐温水性 外観 異常なし 異常なし 異常なし フクレ発生

(4 O"Cx 6ヶ月) 光沢保持率 97% 96% 86% 65% 

耐塩水性 外観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

(5 %食塩水X6ヶ月) 光沢保持率 93% 98% 78% 96% 

4. 『プールボン F~ の耐候性能

『プールボン F~ は建築用塗料で 2 5年以上の実績を持つフッ素樹脂『ルミフロン』をベースに開発

された塗料であるため、長期の屋外での使用においても変退色を起こすことなく、いつまでも美しくし

かも健全にプール槽や関連設備を保護します。

下のグラフに『プールボン F~ の促進耐候性試験結果を記載しました。
試験結果より、従来のプールによく採用されているエポキシ樹脂塗料とウレタン樹脂塗料と比較して、

『プールボン F~ は長期の耐久性があることが確認されました。
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グラフ-3:プールボンFの促進耐候性試験結果

5. 『プールボン F~ の塗装仕様

『プールボンFJはコンクリート製プールの塗装仕様と金属用プールの塗装仕様が有り、それぞれの

躯対に適応した塗装仕様があります。下記にコンクリート用と金属用のプールの塗装仕様を記載しまし

た。

表-2: コンクリートプール用『プールボン F~ 塗装仕様

使用材料
配合比率 標準所要量 乾燥膜厚 塗装間隔

塗装方法
主剤/硬化剤 (kg/rri) (μ/回) (23"C) 

素地調整 ワイヤーブラシ、ウェス等で表面の粉化物を除去し、清浄な面にする。

プールポンE-3 0 1・s 刷毛

下塗 1
(エポキシ樹脂塗料)

211 O. 1 5 50 8H以上 ローラー

エアレス

プールボンE-225FK
刷毛

下塗2 311 O. 1 5 50 16H以上 ローフー
(エポキシ樹脂塗料)

エアレス

プールボンF#2500
刷毛

中塗 1
(フッ素樹脂塗料)

1311 O. 1 3 2 5 3H以上 ローラー

エアレス

プールボンF#2500
制毛

中塗2
(フッ素樹脂塗料)

1311 O. 1 3 2 5 16H以上 ローラー

エアレス

プールボンF#2500 刷毛

上塗 クリヤー 1311 O. 10 1 5 ローラー

(フッ素樹脂塗料) エアレス
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表-3 金属プール用『プールボン F~ 塗装仕様

使用材料
配合比率 標準所要量 乾燥膜厚 塗装間隔

塗装方法
主剤/硬化剤 (kg/rri) (μ/回) (230C) 

素地調整
ケレン:手動又は動力による工具(電気サンダ一、スクレーパ一、ワイヤーホイール等)

を用い、劣化塗膜及び錆を除去する。発錆部は鉄肌が現れるまでケレンする。

プールボンE#55MP 1D以上
刷毛

下塗 1 8/2 O. 1 7 40 
(エポキシ樹脂塗料) 7D以内

ローラー

エアレス

プールボンF#2500
刷毛

中塗 1
(フッ素樹脂塗料)

13/1 O. 1 3 2 5 3H以上 ローラー

エアレス

プールボンF#2500
制毛

中塗2
(フッ素樹脂塗料)

13/1 O. 1 3 2 5 16H以上 ローラー

エアレス

プールボン F#2500 制毛

上塗 クリヤー 13/1 O. 1 0 1 5 ローラー

(フッ素樹脂塗料) エアレス

7.終わりに

本稿に報告したプール用ふっ素樹脂塗装システム『プールボン F~ は、高い耐久性能と耐薬品性を兼
ね備えており、コンクリート製プールや、金属製ブールを長期間に渡って美しく保護することが期待さ

れる商品である。
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