
JP 2014-70138 A 2014.4.21

(57)【要約】
【課題】耐汚染性、耐候性及び耐温水性に優れる塗膜を形成することが可能な親水性塗膜
用組成物を提供する。
【解決手段】（Ａ）膨潤性層状珪酸塩、（Ｂ）コロイダルシリカ及び（Ｃ）架橋剤を含む
親水性塗膜形成用組成物であって、該親水性塗膜形成用組成物の固形分全体に占める（Ａ
）膨潤性層状珪酸塩の固形分が１～２０質量％であり、（Ｂ）コロイダルシリカの固形分
が７０～９７質量％であり、（Ｃ）架橋剤の固形分が０．０５～２０質量％であることを
特徴とする親水性塗膜形成用組成物である。
【選択図】なし



(2) JP 2014-70138 A 2014.4.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）膨潤性層状珪酸塩、（Ｂ）コロイダルシリカ及び（Ｃ）架橋剤を含む親水性塗膜
形成用組成物であって、該親水性塗膜形成用組成物の固形分全体に占める（Ａ）膨潤性層
状珪酸塩の固形分が１～２０質量％であり、（Ｂ）コロイダルシリカの固形分が７０～９
７質量％であり、（Ｃ）架橋剤の固形分が０．０５～２０質量％であることを特徴とする
親水性塗膜形成用組成物。
【請求項２】
　（Ｃ）架橋剤が、少なくともオキサゾリン系架橋剤を含むことを特徴とする請求項１に
記載の親水性塗膜形成用組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の親水性塗膜形成用組成物を乾燥又は硬化させて得られる親水性
塗膜。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、親水性塗膜形成用組成物及び該組成物から得られる親水性塗膜に関し、特に
は、耐汚染性、耐候性及び耐温水性に優れる塗膜を形成することが可能な親水性塗膜用組
成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許第４８１２９０２号明細書（特許文献１）には、水分散コロイダルシリカと、ポリ
オキシアルキレンモノアルキルエーテルを含有するノニオン系界面活性剤とを含む水性塗
料組成物が記載されており、該水性塗料組成物によって、耐汚染性及び耐温水性に優れ、
自己洗浄能力を有する防汚層を有する防汚塗膜が得られると報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４８１２９０２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　かかる防汚塗膜は、長期メンテナンスフリーの塗膜として期待されており、耐汚染性及
び耐温水性等の更なる向上が求められている。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、かかる要求に応えるため、耐汚染性、耐候性及び耐温水性に
優れる塗膜を形成することが可能な親水性塗膜用組成物を提供することにある。また、本
発明の他の目的は、該親水性塗膜用組成物を成膜して得られる親水性塗膜を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例えば、特許第４８１２９０２号明細書にも記載されるように、塗料組成物中にコロイ
ダルシリカを配合することで、得られる塗膜に親水性を付与し、耐汚染性及び耐温水性を
改善できることが知られているが、本発明者は、コロイダルシリカを含む親水性塗膜形成
用組成物に膨潤性層状珪酸塩及び架橋剤を特定量で更に配合することによって、親水性塗
膜の耐汚染性、耐候性及び耐温水性を更に向上できることを見出し、本発明を完成させる
に至った。
【０００７】
　即ち、本発明の親水性塗膜形成用組成物は、（Ａ）膨潤性層状珪酸塩、（Ｂ）コロイダ
ルシリカ及び（Ｃ）架橋剤を含む親水性塗膜形成用組成物であって、該親水性塗膜形成用
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組成物の固形分全体に占める（Ａ）膨潤性層状珪酸塩の固形分が１～２０質量％であり、
（Ｂ）コロイダルシリカの固形分が７０～９７質量％であり、（Ｃ）架橋剤の固形分が０
．０５～２０質量％であることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物の好適例においては、（Ｃ）架橋剤が、少なくともオ
キサゾリン系架橋剤を含む。
【０００９】
　また、本発明の親水性塗膜は、上記親水性塗膜形成用組成物を乾燥又は硬化させて得ら
れる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、コロイダルシリカを含む親水性塗膜形成用組成物に膨潤性層状珪酸塩
及び架橋剤を特定の含有量で配合することによって、耐汚染性、耐候性及び耐温水性に優
れる塗膜を形成することが可能な親水性塗膜用組成物を提供することができる。
【００１１】
　また、上記親水性塗膜用組成物を成膜することによって、耐汚染性、耐候性及び耐温水
性に優れる親水性塗膜を提供することができる。なお、かかる親水性塗膜は、長期メンテ
ナンスフリーの塗膜としても使用可能である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明を詳細に説明する。本発明の親水性塗膜形成用組成物は、（Ａ）膨潤性
層状珪酸塩、（Ｂ）コロイダルシリカ及び（Ｃ）架橋剤を含む親水性塗膜形成用組成物で
あって、該親水性塗膜形成用組成物の固形分全体に占める（Ａ）膨潤性層状珪酸塩の固形
分が１～２０質量％であり、（Ｂ）コロイダルシリカの固形分が７０～９７質量％であり
、（Ｃ）架橋剤の固形分が０．０５～２０質量％であることを特徴とする。なお、本発明
において、固形分とは、親水性塗膜形成用組成物に使用される溶剤以外の成分であって、
親水性塗膜を構成する成分を指す。
【００１３】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物において、（Ａ）膨潤性層状珪酸塩は、塗膜の親水性
を向上させ、耐汚染性、耐候性及び耐温水性を改善することができる。なお、膨潤性層状
珪酸塩とは、水中に分散させた場合、層間に水が配位して膨潤する性質を持つ無機珪酸塩
を意味し、少なくとも部分的に層間分離を起こすものも含まれる。
【００１４】
　上記膨潤性層状珪酸塩としては、例えば、モンモリロナイト、サポナイト、ヘクトライ
ト、バイデライト、スティブンサイト、ノントロナイト等のスメクタイト系粘土鉱物、バ
ーミキュライト、ハロイサイト、膨潤性マイカ（雲母）等が挙げられる。
【００１５】
　なお、これら膨潤性層状珪酸塩は、天然物でも合成物であってもよく、また、単独で用
いてもよいし、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１６】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物において、該親水性塗膜形成用組成物の固形分全体に
占める膨潤性層状珪酸塩の固形分は、１～２０質量％であることを要し、５～１５質量％
であることが好ましい。上記膨潤性層状珪酸塩の固形分が１質量％未満では、塗膜の親水
性向上効果が得られず、一方、２０質量％を超えると、耐温水性が低下する。
【００１７】
　また、上記膨潤性層状珪酸塩は、沈降法による平均粒子径が、０．１～１０μｍである
ことが好ましい。該平均粒子径が０．１μｍ未満では、塗膜の親水性向上効果が十分に得
られない場合があり、一方、１０μｍを超えると、塗膜の外観等が悪化する場合がある。
【００１８】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物において、（Ｂ）コロイダルシリカは、塗膜に親水性
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を付与し、耐汚染性及び耐温水性を改善することができる。また、上記コロイダルシリカ
は、塗膜の硬化性を向上させることもできる。更に、本発明によれば、（Ｂ）コロイダル
シリカに（Ａ）膨潤性層状珪酸塩を組み合わせることによって、親水性及び硬化性の更な
る向上効果が得られ、耐汚染性、耐候性及び耐温水性を大幅に向上させることができる。
【００１９】
　上記コロイダルシリカは、環境の面から、水分散コロイダルシリカが好ましい。水分散
コロイダルシリカとは、シリカ粒子が水媒体中に分散したものである。また、コロイダル
シリカには、様々なタイプがあり、特に限定されるものではないが、平均粒子径が５～１
００ｎｍのほぼ球状のシリカ粒子が媒体中に分散したタイプ、太さ５～５０ｎｍ、長さ４
０～４００ｎｍ程度の鎖状に凝集したシリカ粒子が媒体中に分散したタイプ、平均粒子径
１０～５０ｎｍの球状シリカ粒子が長さ５０～４００ｎｍのパールネックレス状に連なっ
たものが媒体中に分散したパールネックレス状タイプ、平均粒子径５～５０ｎｍのシリカ
粒子が環状に凝集して媒体中に分散した環状タイプ等が挙げられる。本発明においては、
耐汚染性の観点から、球状シリカ粒子が媒体中に分散したタイプのコロイダルシリカを使
用することが好ましい。また、コロイダルシリカ中に分散する球状シリカ粒子は、平均粒
子径が、５～１００ｎｍであることが好ましい。該平均粒子径が５ｎｍ未満では、耐汚染
性が低下する場合があり、一方、１００ｎｍを超えると、塗膜外観が悪化する傾向がある
。
【００２０】
　ほぼ球状又は球状のシリカ粒子が水中に分散したタイプのコロイダルシリカは、市販品
として容易に入手することができ、その具体例としては、例えば、日産化学工業（株）製
のスノーテックス－２０、スノーテックス－Ｏ、スノーテックス－Ｃ、スノーテックス－
Ｓや、旭電化工業（株）製のアデライトＡＴ－２０、ＡＴ－２０Ｎ、ＡＴ－２０Ａ及びＡ
Ｔ－３００等が挙げられる。
【００２１】
　鎖状に凝集したシリカ粒子が水中に分散した鎖状タイプのコロイダルシリカは、市販品
として容易に入手することができ、その具体例としては、例えば、日産化学工業（株）製
のスノーテックス－ＵＰ及びスノーテックス－ＯＵＰ等が挙げられる。
【００２２】
　パールネックレス状に連なった球状シリカ粒子が媒体中に分散したパールネックレス状
タイプのコロイダルシリカは、市販品として容易に入手することができ、その具体例とし
ては、例えば、日産化学工業（株）製のスノーテックス－ＰＳ－Ｓ、スノーテックス－Ｐ
Ｓ－Ｍ、スノーテックス－ＰＳ－ＳＯ及びスノーテックス－ＰＳ－ＭＯ等が挙げられる。
【００２３】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物において、該親水性塗膜形成用組成物の固形分全体に
占めるコロイダルシリカの固形分は、７０～９７質量％であることを要し、７５～９０質
量％であることが好ましい。上記コロイダルシリカの固形分が７０質量％未満では、塗膜
の硬化性や親水性を向上させる効果が発揮されず、逆に９７質量％を超えると、塗膜の外
観が悪くなる傾向にある。
【００２４】
　水分散コロイダルシリカは、一般に、その製造方法に起因するＮａを含むが、本発明に
おいては、シリカ粒子の分散性が向上するため、そのＮａを含んだアルカリ性タイプの水
分散コロイダルシリカが好ましい。また、水分散コロイダルシリカは、そのｐＨが、８～
１０であることが好ましく、８．５～９．５であることが更に好ましい。
【００２５】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物において、（Ｃ）架橋剤は、（Ｂ）コロイダルシリカ
中のシリカ粒子との間に架橋構造を形成し、塗膜強度の他、耐温水性等も向上させること
ができる。上記架橋剤は、例えば、シランカップリング剤、カルボジイミド系架橋剤、オ
キサゾリン系架橋剤（即ち、オキサゾリン基を有する架橋剤）等が挙げられる。なお、こ
れら架橋剤は、単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。しかしなが
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ら、架橋剤が少なくともオキサゾリン系架橋剤を含む場合、耐温水性が顕著に向上する。
【００２６】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物において、該親水性塗膜形成用組成物の固形分全体に
占める架橋剤の固形分は、０．０５～２０質量％であることを要し、０．２～１８質量％
であることが好ましい。上記架橋剤の固形分が０．０５質量％未満では、塗膜強度や耐水
性を向上させる効果が発揮されず、逆に２０質量％を超えると、貯蔵安定性が悪くなる傾
向にある。
【００２７】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物は、フッ素系界面活性剤を含有しないことが好ましい
。例えば、特許第４８１２９０２号明細書に記載されるように、耐汚染性の観点から、フ
ッ素系界面活性剤を塗料組成物に配合することが知られている。しかしながら、フッ素系
界面活性剤を含む塗料組成物は、塗装作業時（具体的には、自動塗装機内での塗料循環時
、塗装後のブース内での排水循環時）に泡が生じ易いという課題を有していた。本発明の
親水性塗膜形成用組成物によれば、上述のように、特定量のＡ成分、Ｂ成分及びＣ成分を
組み合わせることによって、耐汚染性、耐候性及び耐温水性を大幅に向上できるため、フ
ッ素系界面活性剤を使用する必要がない。従って、本発明の親水性塗膜形成用組成物がフ
ッ素系界面活性剤を含有しない場合、優れた塗装作業性を確保することができる。
【００２８】
　なお、フッ素系界面活性剤には、分子内にＣＦ３（ＣＦ２）ｎ－で構成されるパーフル
オロアルキル基や、対応するパーフルオロアルケニル基を含有する界面活性剤等が含まれ
、具体例としては、パーフルオロアルキルカルボン酸塩、パーフルオロアルキルスルホン
酸塩、パーフルオロアルキルリン酸エステル、パーフルオロアルケニルスルホン酸塩、パ
ーフルオロアルケニルカルボン酸塩等のアニオン型フッ素系界面活性剤；パーフルオロア
ルキルベタイン等の両性型フッ素系界面活性剤；パーフルオロアルキルトリメチルアンモ
ニウム等のカチオン型フッ素系界面活性剤；パーフルオロアルキルエチレンオキシド付加
物、パーフルオロアルキルアミンオキサイド、パーフルオロアルキル基を含有するオリゴ
マー等のノニオン型フッ素系界面活性剤が挙げられる。
【００２９】
　また、本発明の親水性塗膜形成用組成物は、コロイダルシリカの分散性、塗膜の耐汚染
性、塗膜形成時のフロー性を向上させる目的で、フッ素系界面活性剤以外のノニオン系界
面活性剤（Ｄ）を含有することが好ましい。かかるノニオン系界面活性剤としては、ポリ
オキシアルキレンモノアルキルエーテルが好ましく、これ以外にも、例えば、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アルキルアリールエーテル、ポリオキシ
エチレンアルキルフェニルエーテル、プロピレンオキサイド－エチレンオキサイド付加物
、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキ
シエチレンソルビトール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレ
ン脂肪酸エステル、及びアルキル（ポリ）グリコシド等のノニオン系界面活性剤が挙げら
れる。これらの中でも、耐雨筋汚染性の観点から、プロピレンオキサイド－エチレンオキ
サイド付加物が好ましい。
【００３０】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物において、該親水性塗膜形成用組成物の固形分全体に
占める（Ｄ）ノニオン系界面活性剤の固形分は、０．１～１５．０質量％であることが好
ましく、０．５～１０．０質量％であることが更に好ましい。上記（Ｄ）ノニオン系界面
活性剤の固形分が０．１質量％未満では、塗膜の成膜性及び外観が悪化する場合があり、
一方、１５．０質量％を超えると、塗膜の耐水性が低下し、耐久性が悪化する場合がある
。
【００３１】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物は、その製造効率及び塗装性を考慮して、希釈剤を含
むことが好ましい。希釈剤としては、環境面を考慮し、純水、蒸留水、イオン交換水又は
水道水を用いることが好ましい。また、水分散コロイダルシリカを用いる場合には、塗膜
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外観が低下する恐れがあるため、希釈剤に有機溶媒が含まれることは好ましくない。
【００３２】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物には、本発明の目的を損なわない範囲で、上記（Ａ）
膨潤性層状珪酸塩、（Ｂ）コロイダルシリカ、（Ｃ）架橋剤、（Ｄ）フッ素系界面活性剤
以外のノニオン系界面活性剤、及び希釈剤の他、塗料業界において通常使用される各種添
加剤を適宜配合することができる。これら添加剤としては、例えば、充填剤、硬化促進剤
、増粘剤、酸化防止剤、レベリング剤及び顔料分散剤等が挙げられ、特に、充填剤として
は、例えば、タルク、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、炭酸バリウム、ベントナイト、酸
化チタン（光触媒機能を有さない顔料）、カーボンブラック、ベンガラ、リトポン等の各
種塗料用体質顔料や、着色顔料が使用可能である。なお、これら添加剤は、単独で用いて
もよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３３】
　なお、本発明の親水性塗膜形成用組成物は、上記（Ａ）膨潤性層状珪酸塩、（Ｂ）コロ
イダルシリカ及び（Ｃ）架橋剤と、必要に応じて適宜選択される各種成分とを混合するこ
とにより調製できる。
【００３４】
　また、本発明の親水性塗膜形成用組成物は、表面張力が、４０ｄｙｎ／ｃｍ（２５℃）
以下であることが好ましく、３０ｄｙｎ／ｃｍ（２５℃）以下であることが更に好ましい
。表面張力が４０ｄｙｎ／ｃｍ（２５℃）を超えると、均一な塗膜形成が困難となるため
、十分な塗膜性能が発揮できない場合がある。
【００３５】
　更に、本発明の親水性塗膜形成用組成物は、１５０℃、３０分間の加熱残分が、０．１
～１０．０質量％であることが好ましく、０．５～５．０質量％であることが更に好まし
い。該加熱残分が０．１質量％未満では、塗膜の硬化性や耐汚染性の向上効果が小さい場
合があり、１０．０質量％を超えると、塗膜の外観が悪くなる傾向がある。
【００３６】
　本発明の親水性塗膜は、上述の親水性塗膜形成用組成物を成膜して得られ、具体的には
、上述の親水性塗膜形成用組成物を乾燥又は硬化させて得られることを特徴とする。上記
親水性塗膜形成用組成物を成膜して得られる塗膜は、耐汚染性、耐候性及び耐温水性に優
れるため、長期メンテナンスフリーの塗膜として使用可能である。
【００３７】
　本発明の親水性塗膜は、基材又は基材上に形成された下地塗膜上に形成されるのが好ま
しい。上記基材としては、耐汚染性、耐候性及び耐温水性の観点から、建材等に使用され
るものが好ましく、例えば、フレキシブルボード、珪酸カルシウム板、石膏スラグパーラ
イト板、木片セメント板、石綿セメント板、パルプセメント板、プレキャストコンクリー
ト板、軽量気泡コンクリート板、ＡＬＣ板、石膏ボード等の無機建材や、アルミニウム、
鉄、ステンレス等の金属建材等が代表的なものとして挙げられる。これら基材は、その表
面が平滑なものであってもよいし、凹凸形状を有するものであってもよい。
【００３８】
　上記下地塗膜は、基材と塗膜との長期間密着性を発現させる働きをなすものであり、そ
の形成には、ビニル樹脂、アクリルスチレン樹脂、エポキシ／ ポリアミン樹脂、ウレタ
ン樹脂等を結合剤とする各種の溶剤系又は水系塗料等が使用される。なお、下地塗膜の機
能としては、基材密着性や耐アルカリ性、耐エフロレッセンス性等が要求される。また、
下地塗膜は、１層の塗膜であってもよいし、複数層の塗膜により形成されてもよい。
【００３９】
　特に、基材が外壁用基材であり、塗膜に耐候性や耐凍害性等が要求される場合、上記下
地塗膜を形成する塗料には、アクリル樹脂、アクリルウレタン樹脂、ウレタン樹脂、フッ
素樹脂、有機無機複合系樹脂等を結合剤とする溶剤系又は水系塗料が使用される。
【００４０】
　また、上記下地塗膜は、本発明の親水性塗膜との密着性の観点から、水に対する接触角
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が１２０°以下であることが好ましい。かかる接触角を達成するため、上記下地塗膜を形
成する塗料は、結合剤として無機系樹脂、特にＳｉ－ＯＲ基（Ｒは水素原子又は炭素数１
～１２の炭化水素基）を有する化合物を含有するものが好ましく、その含有量は、固形分
換算で０．１～５０質量％であることが好ましい。
【００４１】
　Ｓｉ－ＯＲ基（Ｒは水素原子又は炭素数１～１２の炭化水素基）を有する化合物を含有
する塗料としては、加水分解性シリル基含有ビニル系塗料や、オルガノポリシロキサン系
塗料、及びシランカップリング剤添加塗料等が挙げられる。
【００４２】
　上記下地塗膜用の塗料には、結合剤の他、各種機能を付与するため、防カビ剤、防腐剤
、紫外線吸収剤、光安定剤、体質顔料、着色顔料、防錆顔料等の各種添加剤を必要に応じ
て配合してもよく、体質顔料、着色顔料又は防錆顔料が配合される場合には、更に分散剤
、沈降防止剤、増粘剤等を配合するのが好ましい。
【００４３】
　また更に、本発明の親水性塗膜は、水に対する接触角が、１°～４０°であることが好
ましく、５°～３０°であることが更に好ましい。該接触角が４０°を超えると、塗膜の
防汚性能が低下する場合がある。
【００４４】
　本発明の親水性塗膜形成用組成物及び上記下地塗膜用塗料の塗装方法としては、刷毛塗
装、スプレー塗装、ロール塗装及びディッピング塗装等の塗装手段等が利用でき、基材又
は下地塗膜上に塗装した塗料を、例えば、常温で乾燥させるか又は３００℃以下の温度で
焼付けることにより、硬化塗膜を形成することが可能である。場合により、予め基材を加
熱しておき（プレヒート）、その上から塗料を塗装し、硬化塗膜を形成することもできる
。
【００４５】
　本発明の親水性塗膜は、膜厚が、０．１～２μｍであることが好ましい。
【実施例】
【００４６】
　以下に、実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明は下記の実施例によっ
て何ら限定されるものではない。なお、下記例中、「部」及び「％」は、光沢保持率の場
合を除き、それぞれ「質量部」及び「質量％」を意味する。
【００４７】
＜実施例１～１１及び比較例１～４＞
　表１～３中に記載の配合処方に従い、実施例１～１１の塗料組成物（本発明の親水性塗
膜形成用組成物）及び比較例１～４の塗料組成物を調製した。なお、表１～３中に記載の
配合剤を以下に示す。
【００４８】
＜膨潤性層状珪酸塩＞
・合成マイカＡ：ＮＴＳ－５（５質量％スラリー水溶液、平均粒径１１μｍ、トピー工業
（株）製）
・合成マイカＢ：ＭＥ－１００（１０質量％スラリー水溶液、平均粒径５～７μｍ、コー
プケミカル（株）製）
・天然マイカＡ：ＳＹＡ－４１Ｒ（５質量％スラリー水溶液、平均粒径４５μｍ、（株）
ヤマグチマイカ製）
・天然マイカＢ：Ｗ－４０Ｈ（５質量％スラリー水溶液、平均粒径３３μｍ、（株）レプ
コ製）
【００４９】
＜コロイダルシリカ＞
・コロイダルシリカＡ：スノーテックスＣ（水分散コロイダルシリカ、平均粒径１０～２
０ｎｍ、ｐＨ９．０、固形分２０質量％、日産化学工業（株）製）
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・コロイダルシリカＢ：スノーテックスＯＵＰ（水分散コロイダルシリカ、平均粒径４０
～１００ｎｍ、ｐＨ３．８、固形分１５質量％、日産化学工業（株）製）
【００５０】
＜架橋剤＞
・オキサゾリン系架橋剤：エポクロス　ＷＳ－５００（オキサゾリン基含有水溶性ポリマ
ー、固形分４０質量％、（株）日本触媒製）
・シランカップリング剤：ＫＢＭ４０３（３-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
、固形分１００質量％、信越化学工業（株）製）
・カルボジイミド系架橋剤：カルボジライトＥ－０３Ａ（固形分４０質量％、日清紡（株
）製）
【００５１】
＜分散剤＞
・ノニオン系界面活性剤：プルロニックＬ－４４（成分：プロピレンオキサイド・エチレ
ンオキサイドブロックポリマー、固形分１００質量％、（株）ＡＤＥＫＡ製）
【００５２】
＜フッ素系界面活性剤＞
・フッ素系界面活性剤：メガファックＦ－４４４（パーフルオロアルキルエチレンオキシ
ド付加物、固形分１００％、ＤＩＣ（株）製）
【００５３】
　次いで、実施例１～１１及び比較例１～４の塗料組成物のそれぞれを、塗着量が７０～
８０ｇ／ｍ２（ｗｅｔ質量）となるように、塗膜性能評価用試験板上に吹付塗装した。こ
れを常乾した後、室温で３日間乾燥させ、塗板を作製した。作製した塗板に関し、塗膜の
外観、耐汚染性、耐雨筋汚染性、耐候性、耐温水性の各性能評価試験を行った。なお、起
泡性の性能評価試験については、実施例１～１１及び比較例１～４の塗料組成物を対象に
して行われた。結果を表１～３中に示す。なお、塗膜性能評価用試験板の作製、並びに各
性能評価試験の試験方法及び評価基準の詳細は、以下に記載される。
【００５４】
＜塗膜性能評価用試験板の作製＞
　基材として石膏スラグパーライト板（厚さ１２ｍｍ）を用い、その表面にポリイソシア
ネートプレポリマー溶液シーラー「Ｖセラン＃１００シーラー」（大日本塗料（株）製、
酢酸ブチル：キシレン＝１：１の溶剤で１００％希釈したもの）を塗着量が９０～１００
ｇ／ｍ２（ｗｅｔ質量）となるように吹付塗装した。これを１００℃で５分間乾燥させた
。次いで、上塗り塗料としてアクリルシリコーン樹脂系塗料「Ｖセラン＃５００エナメル
」（大日本塗料（株）製、酢酸ブチル：キシレン＝１：１の溶剤で４０％希釈したもの）
を塗着量が８０～９０ｇ／ｍ２（ｗｅｔ質量）となるように吹付塗装した。これを１２０
℃で１５分間乾燥させ、塗膜性能評価用試験板を作成した。得られた上塗り塗膜（下地塗
膜）の水に対する接触角は６０°（２０℃）であり、また、その塗膜中のＳｉ－ＯＲ基の
含有量は１．５質量％であった。
【００５５】
＜塗膜外観＞
　得られた塗膜の外観を、下記評価基準に基づく目視観察により、評価した。
　　◎・・・良好（透明な膜）
　　○・・・やや良好（一部白濁）
　　△・・・不良（全体的にやや白濁）
　　×・・・不良（全体的に白濁）
【００５６】
＜耐汚染性＞
　塗板上にカーボンブラック分散液（ターペン溶液）をスポイトで数滴滴下して流し塗り
した後、水の霧吹きによってそれを洗い流し、その耐汚染性を、下記評価基準に基づく目
視観察により、評価した。
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　　◎・・・カーボンブラックの完全除去
　　○・・・ごく軽微な汚染（カーボンブラックがほとんど除去される）
　　△・・・少しの汚染（カーボンブラックが部分的に残る）
　　×・・・汚染著しい（カーボンブラックが全体的に残る）
【００５７】
＜耐雨筋汚染性＞
　平面に対して１０度に傾斜し、長さ３０ｃｍで深さ３ｍｍの溝が３ｍｍピッチで刻まれ
た屋根を有する架台上に、上記塗板を、降雨が塗膜表面に筋状に流れ落ちるように南向き
に垂直に取り付け、その状態で１２ヶ月間暴露した後、試験前の塗膜外観と比較した塗膜
表面の汚染状態を、下記評価基準に基づく目視観察により、判定した。
　　◎・・・汚れは無く、雨筋も確認されない
　　○・・・わずかな汚れは有るが、雨筋は確認されない
　　△・・・局所的な汚れが有り、雨筋が薄く確認される
　　×・・・全面にかなりの汚れが有り、雨筋がはっきりと確認される
【００５８】
＜耐候性＞
　サンシャインウェザー－オーメーターを用いた５０００時間の耐候性試験を行い、その
耐候性を下記評価基準に基づいて判定した。
　　◎・・・塗膜外観に変化は無く、光沢保持率９５％以上
　　○・・・塗膜外観の変化がわずかにあり、光沢保持率８０％以上９５％未満
　　×・・・塗膜外観の変化が著しく、光沢保持率８０％未満
【００５９】
＜起泡性＞
　１００ｍｌサンプル瓶に、２０ｍｌサンプルを添加し蓋をした。次いで１分間サンプル
瓶を上下に振り、その後の泡立ち具合を、下記評価基準に基づく目視観察により、評価し
た。
　　○・・・微量ではあるが泡立つ
　　△・・・サンプル体積と同等の体積の泡が生じる
　　×・・・サンプル体積と比較して２倍以上の体積の泡が生じる
【００６０】
　＜耐温水性＞
　上記のように作製した塗板を８０℃の温水中に３時間浸漬させた。浸漬中及び乾燥後の
塗膜外観を、下記評価基準に基づく目視観察により、評価した。
　　◎・・・浸漬中及び塗膜乾燥後の両方で、塗膜外観に変化無し
　　○・・・浸漬中で軽微な白化が起こるが、塗膜乾燥後には変化無し
　　△・・・浸漬中では白化が酷く、塗膜乾燥後では光沢低下や白化等の軽微な変化有り
　　×・・・浸漬中での白化が酷く、塗膜乾燥後では光沢低下や白化等の顕著な変化有り
【００６１】
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【表１】

【００６２】
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【表２】

【００６３】
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【表３】

【００６４】
　表１～３から、実施例１～１１の塗料組成物は、耐汚染性、耐候性及び耐温水性の全て
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を向上できることが分かる。また、実施例１１の塗料組成物の結果から分かるように、起
泡性の観点から、フッ素系界面活性剤を含有しないことが好ましい。
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