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特集：粉体塗装機と粉体塗装設備（1）

トピックス

はじめに
　ここ数年の粉体塗装機及び粉体塗装設備の改良には
目を見張るものがございます。
　静電粉体塗装ガンの改良による塗装効率のアップ、
ブースシステムの改良による色替え時間の短縮やセン
サーにより自動機がワーク形状に合わせた動作で適正
な位置にて塗装するシステム（各ガンが適正な距離・
位置にて塗装するために塗装効率が向上）、塗装ロボッ
トの使用、IoT（今後は AI も）の活用等です。

　粉体塗装機、粉体塗装設備の製造・販売各社には粉
体塗装研究会でのご講演やパウダー誌への寄稿等でこ
れまで報告いただきました。
　今回、各社から塗装機・塗装設備に関し、一堂に介
してご報告いただくことにいたしました。順番は編集
の都合もあり、原稿をいただいた順にさせていただい
ております。なお、都合によりホソカワミクロンワグ
ナー（株）に関しては春季号にて掲載致します。

パーカーエンジニアリング株式会社

　新型静電粉体塗装機「Pulse	Power	9000」シリーズ
はパーカーエンジニアリングとして初めての新機種で
ある。塗装機の性能面では、独自技術であるパルス荷
電をパワーアップさせ、操作性、デザインを含めフル
モデルチェンジとなったため、今回塗装機を中心に御
紹介させていただく。

１．静電粉体塗装機：「Pulse Power 9000シ
リーズ」（図１）

　静電粉体塗装機は、コントローラ（GX395）、手動
ガン（GX141）、自動ガン（GX541、532）の組合せか
ら構成されている。今回の塗装機は、塗装を行うため
の基本性能を向上させ、良く塗れる塗装機がコンセプ
トとなっている。
　手動塗装機シリーズとしては、定番の塗料タンクに
よる塗料供給の方式、塗料箱から直接塗料供給を行う
ボックスフィード方式を初め、撹拌タンク、カップス
タンド方式等のラインアップとなる。今シリーズの特
徴としては、２丁取のユニットも対応可能となった。

　自動ガンシリーズは８丁／ユニットが標準であり、
前シリーズ同様、２種類の定量供給装置（ジャスト
フィード、エースフィード）にも対応可能なユニット
である。

（1）手動ガンGX141
　前シリーズ（GX132）と同様に作業者の塗装作業の
負担軽減のために更なる軽量化及び重量バランスの調
整を行い、感覚的にも軽いガンを実現している（本体
重量 450	g、図２）。
　また、ガン後部に吐出量の増減及び塗料ホース内エ
アパージのスイッチを付加し、イオントラップの装着
ソケットも新たに付加している。メンテナンス性につ
いても部品の着脱を簡易にするために多条ネジを採用
している（図３）。

（2）デジタル制御コントローラGX395
　GX395 デジタルコントローラを図４に示す。コン
トローラの特徴としては下記の通りである。

図１　粉体塗装装置ラインアップ
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①パワーアップしたパルスパワー、新たな荷電モード
も搭載。

	 　塗装状況に合わせて選択可能な荷電モード４種
類を搭載。

	 ・オールマイティモード　New
吐出量、塗装距離に合わせてパルス時間を自動調
整し、最適な荷電状態を作りだすことで帯電効率
が 10% 向上。

	 ・メタリックモード　New
メタリックの輝度が際立つように荷電特性を変化
させるため、塗装性はソリッド塗料と変わらず、
仕上がりは塗料本来のメタル感で塗装が可能とな
る。

	 ・リコートモード
再塗装に特化したパルス荷電モード。

	 ・連続荷電モード
設定した電圧及び電流にて塗装可能。

②４種類の塗料吐出制御方式に対応
	 　基本である「エア流量制御（吐出エア流量一定）」、
「エア圧力制御」に加え、当社の「ジャストフィード」、
「エースフィード」と言った２種類の塗料計測方法
が違う塗料定量供給装置に対応可能。

③デジタル制御機能
	 　操作パネルは高輝度の LED を採用し、ガン電圧・

ガン電流・吐出量・空気量表示とスイッチが独立
しており、直観的な操作が可能となっている。また、

メンテナンス、アラームや、各種の警報も充実し
ており、使用者の感覚に沿った設定が可能となっ
た。

（3）自動ガンGX541・GX532
　自動ガンは標準形の GX541 はＡ型ホルダ、Ｂ型ホ
ルダの２種類があり（図５）、Ａ型は色替用として清
掃が煩雑な塗料ホース、ガンケーブル等がガン取付パ
イプ内に収納され容易に清掃が可能。Ｂ型ホルダはガ
ンの取付角度の変更が可能な使用であるため、固定ガ
ンや塗装ロボットへの対応が行いやすくなった。ガン
ヘッドも手動ガンのヘッドも使用可能であり幅広く設
定が可能となっている。
　前シリーズでも好評であった小型ガン GX532 もラ
インアップしている（図６）。

（4）自動静電粉体塗装機Pulse Power 9000M
　自動ガンのマルチ制御ユニットとして最大８ガンの
制御を行う。自動ガン用の制御ユニットの特徴として
はオプションボードを装着することで上位盤からの
種々の設定を受けで稼働することも可能になる上に、
塗装機内で制御している電圧・電流・パルスモード・
塗料吐出のためのエア圧・各種警報を出力することが
できる。また、当社独自の塗料供給装置を使用する場
合は、吐出した吐出量も計測データとして出力するこ
とができるため、塗装品の品質管理、部品の消耗具合
の管理等オンラインで確認及び記録が可能となる。
　当社の「PARKER	LEAPS」（パーカー	リープス：
生産情報の自動集計、予防保全、監視・記録する設備
管理システム）と連携させることで、オンラインでの
機器の状況、メンテナンス記録、コスト管理等々、塗
装ライン全体の予防保全が可能となる（図７）。

２．粉詰まり検知器Ⅱ：「GX976」
　マイクロ波によるドップラー効果を応用し、搬送中
の粉体搬送量を計測し、搬送経路等の不具合によって
搬送量が落ちてしまった際に警報を出力することが可
能。主な特徴として
①搬送経路の外側に挟み込むだけの簡単な取付
②粉体搬送量の低下を検知するので、不具合を未然に

図４　GX395

図２　GX141

図３　イオントラップ付GX141

図５　GX541Ａ（上段）、GX541Ｂ（下段）

図６　GX532
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防止
③小型・軽量であるため、設置場所の選択範囲が広い
があげられる。
　無人個所での粉体搬送、計測機器のない粉体搬送
経路において製品不良の低減に寄与する。GX976 は
出力信号別に２種類（NPN，PNP トランジスタ出力）
があるため、設置条件に合わせて選択頂ける（図８）。
　本センサーはセンサー単体の接点出力のみではな

く、検知した粉体流量を DC1 ～ 5V のアナログ出力
が可能であるため、簡易の流量検知センサーとしても
利用が可能となっている（図９）。
　Pulse	Power	9000 の通信ボードに接続し、外部に通
信させることも可能であるが、シーケンサを活用し、
GX976 単体で粉体搬送流量のデータをオンラインで
確認したり、パソコン用のデータとして出力して品質
管理や、生産コスト計算のデータとすることも可能と

図７　9000と IoT環境

図８　GX976（NPN） 図９　GX976の活用例

図10　GX976で計測した流量計測データ例
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図 11　P-CCB全景

なる（図10）。

３．高速色替え対応塗装ブースシステム：パー
カー・カラーチェンジブース（P-CCB）

　パーカー・カラーチェンジブースシステムは、特殊
プラスチック２重構造のブース本体と塗料精選装置を
付随した色替え対応サイクロン、多色対応塗料供給装
置「マルチボックスフィード」により、構成されている。
　上記のシステムは、粉体塗装の最大の利点である、
塗料回収再使用を行うために欠かせない色替え作業を
いかに高速で簡易に行うことができないかを追求して
製作されたブースシステムとなる。
　ブース本体は特殊プラスチック２重構造にすること
で塗装中のブース壁面への塗料付着を 50％減少させ
ておりエアブロー清掃時の塗料２次付着を最小限に抑
えることが可能となっている。
　ブース底面には順送りのエアブロー装置が内蔵され
ており、塗装中のオーバースプレーした塗料を順次回
収経路に送り込むことから、回収塗料の品質維持と
ブース清掃時間の短縮に寄与する。
　上記の色替えブースシステム以外にも、多様な塗装
ブースシステムを保有しており、ユーザーの設置状況
に合わせて提案が可能である。

4.　おわりに
　新しい粉体塗装機システムを中心に紹介させていた
だいたが、塗装に関わることであればどのようなこと
でも、お問合せ等をいただければ幸甚である。

スマートファクトリーの実現に向けて　ノードソン最新の粉体塗装システムの紹介
ノードソン株式会社

１．はじめに（スマートファクトリーとは）
　スマートファクトリーとはドイツ政府が提唱するイ
ンダストリー 4.0 を具現化した形の先進的な工場のこ
とを指す。設備を含めた工場内のあらゆる機器をイン
ターネットに接続し（IoT）品質・稼働状況など様々
な情報を見える化し、その情報の分析から問題点を明
確する。その結果、生産効率の UP や経営的問題を解
決し設備と人が協調した工場のことを意味する。

２．見える化（粉体塗装制御機器コントロー
ラーの歩み）

　粉体塗装ガンのコントローラーの役割は、ガン先端
に高電圧を印加し空気で搬送された粉体塗料をノズル
から噴霧する制御が主な役割である。販売開始当時は
高電圧印加もアナログボリュームで調整し、ポンプ用
空気圧もレギュレーター＆圧力ゲージで調整するコン
トローラーであった。しかし 1990 年辺りより電圧表
示や空圧表示がデジタル的になりはじめ、更に調整手
段も UP/DOWN のパッド式となっていった。2000 年
辺りには静電電流や空圧のセンシング機能が搭載さ
れ、キーパットによる数値入力をも搭載された。2010
年辺りにはコントローラーインターフェースや通信制
御機器も搭載する製品となった。現在に於いては外部
機器との連携が望まれる Total 生産ラインの実現が可
能になったコントローラー（i-CON2）を発売している。
近年 IoT の導入が話題に上がる中、それを視野に入

れた新粉体塗装機器を紹介する。

３．IoT導入の具体例とその効果
　IoT とは Internet	of	Things の略称で、モノのイン
ターネットと呼ばれ、モノがインターネット経由で通
信することを意味する。最近では工場の IoT 導入が
テーマになっている。ではこれを実現する第一歩とし
て、まずは「見える化」と言われている。その後その
分析結果により効率的な制御や設備運用が考えられ、
更にはより良い自動化をも視野にいれ改善計画が実施
されるはずある。それでは「見える化」の実例を考え
ることとする。下記はそのテーマ実例であり大きく大
別すると３つある。
実例１：	設備の稼働状況監視から、稼動効率の分析。
実例２：	設備の異常、故障の監視から、ダウンタイム

の最小化、不良率の低減、事前のメンテナン
ス計画。

実例３：	エネルギー使用量監視から、電気、ガス、水、
空気の１元管理とライン毎のエネルギー削減
施策。

では上記のテーマから、粉体塗装ブースシステムにお
ける具体例を述べる。
その１：モーター関連の動力監視。電流や稼働時間（実

際の運転時間と準備運転時間）
　分析内容は各種モーターの不具合予知を可能にし、
稼働状況と見比べ、エネルギー量の削減立案をも可能
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にする。各種モーターとは粉体ブース集塵機が一番大
きい容量と考えられる。次にレシプロやロボット等の
ガン位置を可変する装置等である。粉体ブース内に塗
装品が流れていない状態でも、集塵機が起動中であっ
たり、レシプロが上下動作していたりする場合もあ
りうる。この点もエネルギー使用の観点や、生産効率
UP のための分析を可能にするはずである。
その２：各種制御機器の監視：ワーク検知や塗料検知

のセンサー等々や、電磁弁等の空圧機器。
　分析内容は粉体ブースで実際に塗装されているタイ
ミングから、エアーや電気の効率使用計画立案を可能
にする。具体的には塗装中ではないとき、準備運転状
態のレベルで装置を運転する制御も考えられる。更に
は各種塗装品の流し方（順番）をも検討できる材料と
もなる。
その３：塗装機の状態：使用空気量や静電印加と電流

状態、各ガンの稼動状態（実際の塗布時間と
準備待機時間）

　分析できる内容は、最適な膜厚条件はいかにすべき
かを知ることができる。その結果、塗料量削減、不良
率の削減等を可能にする。更に塗装機の最適なメンテ
ナンス時期の分析ができ、ライン停止のトラブルを防
止することができる。

４．IoT導入対応の塗装機コントローラーの紹
介（次世代新コントローラー）

　前段で述べた具体例のいくつかは、過去より対応
できる機器が存在する。例えばモーター等をインバー
ターで制御すれば、インバーター自身が各種データー
を保有しており、それを通信にて「見える化」のデー
ターを得ることができる。センサーや空圧機器も同様
である。しかし塗装ガンについてはガンの数や条件因
子が多く、その情報を得るためにセンサー等を追加す
ることは非現実的と考えざるを得ない。そこで塗装ガ
ンを制御しているコントローラーがその機能を有し、
かつ外部へ出力できることが望ましいはずである。こ
こでは、上記その３：塗装機の状態を監視し、更に
データーとして IoT に運用できる開発中の次世代新
Controller を紹介する（図１）。現在の i-CON2 コント
ローラーは PC を搭載し各デバイス（電空バルブ／静
電デバイス／各センサー等）間で CAN-BUS 通信／制
御を行っている。インターフェースは12インチのタッ
チパネルである。次世代新コントローラは PC を搭載
せず、PLC を搭載している。その PLC は CAN-BUS
の通信機能を持ち各デバイスとの情報交換をする。ま
た産業用IoTゲートウｴイを搭載し内臓Webインター
フェースでノードソンが準備した解説動画等を見られ
る環境である。その動画とは、オペレーターにとって

図１　Engageコントローラ
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トラブル時や操作手順の解説に役にたつものである。
したがって見やすいインターフェース 15 インチと大
きくなった。更に IoT ゲートウｴイは WAN（ワン）

（Wi-Fi	または携帯電話通信網）が可能な環境をも搭
載している。すなわちインターネットへ繋がる環境で
ある。
　塗装機の操作の手順は次である。タッチスクリー
ン上に各ガン条件を事前に設定した条件番号（Pre-set-
No）を準備する。その条件を選択し、塗装品をブース
へと投入する。その後各ガンがその条件に合わせ塗装
する。塗装時の各ガン状況はタッチスクリーン上に表
記されている。これら全てデーター値を外部制御機器
へ出力することが可能である。また、稼働時間状況も
表記し詳細は外部制御機器に出力可能である。外部に
は分単位の数値扱いで出力する。塗装機に異常があっ
た場合、アラームランプが点灯し対象アイコンをク
リックすることでアラーム内容が確認できる。このア
ラーム内容は各データー内のビット On で外部出力可
能である。アラームに関しては Help 用のアイコンボ
タンも用意されている。QR コードを読み取り、イン
ターネットを活用した動画（You-Tube）と連携し問
題解決の糸口を探ることができる。更に携帯アプリを
も用意している。また色替えシステムでは操作手順を
動画で教示し、リアルタイムの作業時間計測し、次回
の有効なタイムテーブル作成に寄与している。

５．ノードソン-スペクトラムHD＆VTシリー
ズの紹介

　このシステムはアンコール HD ガン／HDLV ポン
プ／ i-CON2 の組み合わせの自動ガンシステムに使用
されるフィードセンター（塗料供給装置）である。図
２にその構成を示す。
　この装置には下記課題をテーマとして設計されてい
る。その課題を下記に記す。
1）オペレーターフレンドリー
　操作しやすいタッチパネル画面を搭載し、色替え工
程をアニメーションで表記し、オペレーターに操作を
促す。また、現在状況をモニターでき、その結果ミス

無く誰でも短時間で色替え工程を完了できる。このソ
フトはグラフィック＆アイコンで表記され、誰でも簡
単に操作できように工夫されている。塗料制御システ
ム（ガン、レシプロ、ブースの色替えシーケンス）は
一箇所で行われるため、オペレーターの効果的な動線
が無駄な作業時間を排除する。代表的な操作画面を図
３に示す。
2）清潔清掃、安全、清潔環境
　自動色替え清掃のシーケンスにより人が清掃する作
業時間を削減する。自動塗料供給のためオペレーター
が塗料に触れることが極力無く、かつ色替え作業時も
塗料扱い工程も最小限に抑えることができる。
3）短時間で高いレベルの色替え
　供給ホッパーを円筒錐型にすることでコーナー部を
極力無くし、高い圧力の圧縮エアーにて自動清掃がで
きる。搬送用 HDLV により短時間かつ少ない圧縮エ
アーで多くの塗料が搬送できるため、供給ホッパーの
容量を小さくできる。この効果として、短時間での色
替え清掃やフレッシュな状態で新粉／回収塗料を使用
することができる。３つのレベルセンサー（上／中／
下）でホッパー内の塗料量をセンシングし、タッチパ
ネルに現在状況を表記する。新粉供給システムも標準
装備されており、塗料箱に直接吸い込みパイプをセッ
トするだけで、塗料不足分を自動的にホッパーに供給
する。最大の利点は色毎のホッパーが不要となること
である。
4）HDLV ポンプにて　安定
　コンプレッサーエアーでの清掃を行うが、HDLV
ポンプ／ホースはベンチュリー方式と比べ内径が小さ
いため、より良い清掃安定性が実現できる。HDLV
は２つの塗料チャンバーを搭載した容積式の定量ポン
プとなっている。またベンチュリータイプ方式に比べ
部品寿命が大幅に UP するため、長い使用期間でも安
定塗膜が確保できる。
5）清掃手順とタイムチャート
　スペクトラム HD フィードセンターの使用方法（手
順）と色替えタイムチャートを紹介する。表１はオペ
レーター２名での清掃手順項目と HD フィードセン
ターの役割を表記し、かつその経過時間の目安を表し
ている。清掃開始から約 5 分後には清掃が完了し、次
色の塗装が可能となる。
6）スペクトラム VT フィードセンター
　上記のスペクトラムシリーズのベンチューポンプ

図２　スペクトラムHD 図３　アニメーション
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表１　色替えタイムチャート

バージョンとして VT フィードセンターをご紹介す
る。
　このフィードセンターは HDLV ポンプ（ガン用）
ではなく、インラインポンプを搭載している。イン
ラインポンプとは過去より発売しているフィードセン
ター用のガン用ポンプと同じインジェクター方式であ
る。しかしポンプ内部を清掃する仕組みは過去と異な
る（図４参照）。VT フィードセンターはインライン
ポンプとホッパー経路の間にバルブを設け、そのバ

ルブ開閉と圧縮空気にてガン側への塗料経路清掃と、
ホッパー側への塗料経路清掃を自動で行う。ポンプは
異なるが、清掃方式は HD フィードセンターと同様の
ため、色替えの清掃時間、能力は同じと言える。

６．Newコントローラー（アンコールEnhance） 
の紹介

　ここでは外部インターフェース（PLC 等）と接続
するために、より省配線が実現できるNewコントロー
ラーを紹介する。従来までのキャビネット型コント
ローラーはベンチュリー型のアンコール自動ガンのみ
の対応であった。今回はマルチガン仕様のコントロー
ラー Enhance を上市した（図５）。マルチガンと称し
たように、HD ポンプを使用した Encore ガンや各種
ハンドガン、更にはトリボマティックガンまで対応で
きる。またレシピー機能を持ち各ガンの塗装条件違い

（吐出エアー、霧化エアー、静電モード等）を 20 種登
録できる。また各ユニットは P2P（peer-to-peer）の
ネットワークで繋がっており、設定も簡単にできる。
P2P とは各ガンのインターフェース CAN-Network さ
れ、各ガンの設定に対して１つのインターフェースか
らの条件コピーや、グルーピングができる。そのこと
で外部からのトリガー信号など最小の信号配線や通信
省配線で各種の制御を外部 PLC より行うことができ
る。自己診断機能として、各種エラーコード表示はも
とよりメンテナンス時間等の注意喚起機能さえも搭載
している。

図４　VTフィードセンター
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図６　nLighten

図５　Enhanceコントローラ

７．Newハンドガンの紹介
　ハンドガンをより使い易くしたオペレーターフレン
ドリーの nLighten シリーズを紹介する。アンコール
ガンに LED ライトを装着したガンである（図６）。ト
リガーを On させると LED が点灯する。トリガーを
Off させると更に明るく照らし点検が容易である。Off
後の継続点灯時間は 15 秒である。トリガー中の LED
電源はガン自身の電源で、Off 中の継続点灯はライト
内の電池を使用する。トリガーの再タップで照明のみ
点灯できる。LED 照明のキットのみの重さはわずか

旭サナック株式会社

　旭サナックでは、お客様の環境負荷低減・コスト削
減に貢献する塗装機器／システムの製品コンセプトを
エコーター（Ec’	Coater）と称して、製品開発および
マーケティング活動を積極的に展開している。特に環
境対応に好適な粉体塗装機器については、ここ数年、
新しい荷電方式であるデュアル電界方式を採用した

「粉体静電塗装ガン」や高速色替えを実現した「高速
粉体色替塗装システム」等、粉体塗装機器やシステム
製品の充実化を図ってきた。本稿では、前述の粉体塗
装機器に加え、最新の「3D 形状認識粉体自動塗装シ
ステム」についてもご紹介させて頂く。

133	g で、現在使用中のアンコールガンにも Option で
搭載できる。この nLighten はドリーシステム他 HD
シリーズをも採用できる。この Option の効果は、不
良率の削減、材料の無駄を排除、効率化（点検、品質）、
安全性の向上である。

８．終わりに（資料紹介）
　本文では IoT を実現させる塗装機コントロー
ラー Engage を中心に記載させて頂き、更には高速
色替機器を紹介させて頂いた。今回紹介した機器は
YouTube 検索「Powder	Nordson」にて数多くの動画
を見ることができる。
Engage は
https://www.youtube.com/watch?v=IDFSuUmFZ0Y
&feature=youtu.be
スペクトラム VT は
https://www.youtube.com/watch?v=3HvArLbswzg
HD ポンプの原理は
https://www.youtube.com/watch?v=DvEexC2Tq4g
で動画を見て頂くと良く理解できる。

（文責：ノードソン　増田健一）

１．デュアル電界方式・粉体ハンドガンユニッ
ト「AXRシリーズ」

　新荷電方式のデュアル電界方式を採用した
「Ec’Corona-X シリーズ」は、粉体ハンドガンに要求
される性能や機能（塗着効率、塗膜仕上がり、操作性
等）において、極めて優れた効果を発揮する。デュア
ル電界方式とは、図１に示すように「被塗装物～ガン
先電極間」と「ガン先電極～デュアル電界リング間」
で二重の電界（デュアル電界）を形成することにより、
高い静電効果（高塗着効率）と優れた塗膜品質（静電
反発の抑制）の両立を実現する全く新しい荷電方式で
ある。従来のコロナ帯電方式の課題であった静電反発
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図１　デュアル電界方式

図２　粉体静電ハンドガンECXm

による塗膜品質の低下、あるいは従来のアースリング
方式の課題であった塗着効率の低下を共に解決してい
る。

（1）	デュアル電界方式・粉体静電ハンドガン（型式：
ECXm）

　新荷電方式のデュアル電界方式を採用した粉体静電
ハンドガン ECXm は、対向電極としてデュアル電界
リング（電界調整機能内蔵）を標準装備していること
が、構造的な特徴である（図２）。ECXm の特長や効
果について以下に概説する。
①	塗料使用量削減：粉体塗料への帯電効率が高く、

その結果塗着効率は従来比最大10ポイント向上し、
塗料使用量の削減に寄与する（図３）。

②	塗膜仕上り性向上：高い静電効果を保持しつつ、余
剰なフリーイオンの影響を抑制し、逆電離（静電

図３　塗着効率
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図４　新型コントローラBPS810m

図５　新型ハンドガンユニットAXRシリーズ

反発）の少ない平滑性に優れた塗膜が形成される。
③	操作性向上：ガン内蔵の高電圧発生器の小型／軽量

化により、当社従来比 27％（166	g）の軽量化が図
られ、ガン質量 450	g を実現。これによりガンのハ
ンドリング性は大幅に向上し、作業者の負担軽減
に貢献する。

（2）粉体新型静電コントローラ（型式：BPS810m）
　図４に示す新型コントローラ BPS810m は操作性／
視認性に優れた設計となっており、下記特長を有する。
①	操作性：塗装条件（吐出量、搬送風量、高電圧、

定電流）は、操作パネルのアップダウンキーにより、
個別にダイレクト設定が可能となっている。

②	塗装レシピ：３種（平板、形状物、リコート用）
のクイックレシピ選択機能に加え、任意の塗装条
件を記憶できるレシピ登録（最大 99 種）機能を有
する。

③	搬送エア量制御：デジタル制御式電空比例弁の採
用により、高精度 / 高速応答性を実現している。

（3）粉体ハンドガンユニット（AXR シリーズ）
　新型ハンドガンユニット AXR シリーズは、上述の
ECXm と BPS810m を標準装備し、用途別に下記３タ
イプ（図５）がラインナップされている。各タイプ
には、ECXm が１丁取の AXR100 モデルと２丁取の

AXR200 モデルがある。
①	部分流動式（AXR100/200DF）：粉体塗料の入った

カートン箱の交換だけで容易に色替が可能である。
頻繁な色替えを必要とする少量多品種生産に好適
である。

②	撹拌ホッパ式（AXR100/200ST）：撹拌式塗料容器
を搭載し、比重の重い難流動性塗料でも安定供給
が可能である。

③	流動タンク式（AXR100/200FB）：粉体流動層式塗
料容器を搭載。流動層内に流動エアを導入する事
で粉体塗料を流動化させ、安定供給を可能にする。

２．デュアル電界方式・粉体静電自動ガン（型
式：ECXa）

　自動ガン ECXa（図６）は、ハンドガン ECXm と
同様にデュアル電界方式を採用している。極めて優れ
た塗装性能を発揮すると共に、後述の高速粉体色替塗
装システムへの適用を考慮した設計となっている。

（1）	デュアル電界方式の採用：高塗着効率と優れた塗
装仕上がりを両立している。

（2）	高速色替対応：ECXa はガンカバー無でも高速色
替に対応。ガン本体は清掃性を考慮したシームレ
ス構造で、ガンとカバーの接続部も凹凸のない清
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掃性に優れたフォルムを形成している。
（3）	レシプロケータの負荷低減：ガン質量は 550	g で

従来比 250	g の軽量化を実現。またレシプロ搭載
用ガンアームに軽量／高強度の繊維強化樹脂を採
用することで、レシプロケータの負荷軽減が図
られており、多数のガン搭載を可能としている。
ECXa を 12 丁搭載した事例を図７に示す。

３．高速粉体色替塗装システム
　本システム（図８）の最大の特長は、色替時間を従
来の 1／2 以下に短縮したことで、これを実現する主
要な構成機器／装置は以下の通りである。

（1）	塗装ブース：壁材に清掃性に優れた特殊樹脂製二
重構造パネル、及び床面の塗料堆積低減用にエア
ブローノズルを採用し、ブース清掃性を向上させ
ている（図９）。

（2）	ガンエアブロー装置：複数の自動ガン外面の一括
清掃が可能となっている。

（3）	パウダーステーション（塗料供給装置）：塗料吸引
管や塗料経路内面の自動洗浄機能付与により清掃
性向上が図られている。

　高速色替えにおいて特に効果的なのは、「清掃性に
優れた塗装ブース壁材」で、特殊樹脂製二重構造パネ
ルの採用により、粉体付着量を従来の約 1／3 に、エ
アブロー後の付着残量も大幅に削減することに成功し
ている。その結果、基準サイズの塗装ブース（2400W
× 3000H × 4000L）において、従来 22 分要していた
色替が 10 分以内に短縮されている。その効果は色替
回数の多い塗装ラインほど顕著で、例えば１日に 10
回色替を行うラインでは、色替作業は計２時間短縮さ
れる。その他にも、本システムは廃塗料削減や作業負
荷低減に効果を発揮し、塗装コスト低減や省エネル
ギー化に大きく貢献する。

図６　自動ガンECXa

図７　ECXaを 12丁搭載した事例

図８　高速粉体色替塗装システム
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図９　塗装ブース
図10　3D形状認識自動塗装システム

図12　導入効果例

図11　D形状認識自動塗装システムの主要な構成機器
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４．新世代型自動粉体塗装システム「3D形状
認識自動塗装システム」（特許出願中）

　本システム（図10）は、3D 形状認識センサにより
得られた３次元のワーク寸法データに基づき、専用の
塗装制御盤にて最適な塗装距離を自動算出し、その演
算結果に応じてツインムーバーレシプロを自動制御す
る機能を有している。その結果、被塗物形状に応じて
ガン位置の最適化が可能となり、極めて高度な粉体自
動塗装を行える。本システムの主要な構成機器は以下
の通り（図11）。

（1）	3D 形状認識センサ：ワークの外形寸法に加え、
奥行方向の距離情報を検出できるレーザー方式距
離センサを採用している。

（2）	塗装制御ユニット（型式：SUNAC7000EX）：3D
形状認識センサにより得られたワークの形状デー
タに基づき、塗装距離を自動計算し、ツインムー
バーレシプロを制御して最適な塗装距離を確保す
る。

（3）	ツインムーバーレシプロ：構造的な特徴として、
ガンムーバー（ガンの個別前後進）とベースムー
バー（レシプロ本体の前後進）の２種類の前後進

用アクチュエータを備えている。3D 形状認識セ
ンサで計測したワークの奥行方向の最小値と最大
値に基づいて、ベースムーバーが最適位置へ移動
した後、ワーク奥行差に応じてガンムーバーが移
動する仕組みである。

　導入効果例について、以下に簡単に述べる。例えば、
凹凸のあるワークの場合、従来のレシプロで塗装する
と、凹部は凸部に比べ塗装距離が遠くなるので塗膜厚
さは必然的に薄くなり、人手による補正作業が必須で
あった。一方、ツインムーバ―レシプロを適用するこ
とにより、凹凸のあるワークであっても最適な塗装距
離が維持されるため均一な膜厚が確保され、補正作業
者の負担が軽減される（図12）。

５．おわりに
　本稿では 2016 年以降に上市した最新の製品を中心
にご紹介させて頂いた。弊社では今後も環境対応に好
適な粉体塗装機器の開発に注力し、お客様の利益創出
に貢献できるように継続した新製品開発に取り組んで
いく所存である。

グラコ株式会社 GEMA 事業部

　2019 年を振り返ってみると、ゲマにおいては主要
製品を含めた新製品の発表を世界各地で行い、市場か
ら大きな反響を得ることができた。各国において、そ
れぞれの市場動向により傾向は異なっているものの、
生産効率 UP や省人化を目指す自動化などの要望は、
概ね共通してどの地域のユーザー様からも挙がってお
り、新製品がそれらに応えるべく機能や改善を盛り込
んでいることが、素直に市場の評価に繋がったと見ら
れる。
　2020 年はそれらの新製品を中心として、更なるユー
ザー様からの要望に応えられるよう、幅広い分野にお
いて実績を積み上げて行きたいと考えおり、日本にお
いてもこれら新製品を中心とした機器構成で最新の自
動機塗装が行えるよう、横浜ラボへの導入を今年の春

先に予定しており、多様な市場ニーズに応えられるよ
う準備を進めている。ここで導入を予定している新設
備とその特徴を紹介させて頂く。

１．塗料供給システムOptiCetner All-in-one 
（図１）

　特徴は大きく３点あり、1）オールインワン：ガン
コントローラとインジェクタが一体化された最新テク
ノロジーを採用。2）最適設定：最適な塗装を行うため、
様々なセンサや最新制御を実装。3）パワフルクリー
ニング :	最新デザインによる GEMA	Air	Jet	Cleaning
機能を装備。これらが搭載されることで、より使いや
すく、かつ理想的な粉体塗料供給をマネージメントで
きる装置へと進化している。

図１　OptiCenter、左がオールインワンのOC06
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図２ 3Dレーザースキャンでの塗装風景（GEMAスイスのラ
ボにて）

図３　MagicControl 4.0

サメス・クレムリン株式会社

　サメス・クレムリン社は 90 年以上にわたりスプレー
機器を設計、生産するスプレーの老舗メーカーです。
　また、総合塗装機器メーカーとしては世界の三本の
指に入る塗装機器業界のマーケット・リーダーのひと
つでもあります。日本市場では特に自動車業界におい
てロボティック・トップコートのアプリケーションを
中心に静電ベル塗装機器を数多く納めている実績を有
しており、粉体塗装では先駆者として 1970 年に世界
で初めて粉体塗装機器 JR50 を発表し、当時はサメス・
ライジングとして粉体塗装業界に旋風をもたらしまし
た。
　現在サメス・クレムリン社では粉体マニュアルガン
の“e-Jet2”、自動機用粉体塗装機の“オート・マッハ
ジェット”（図１）、静電電粉体用ベル塗装機“イノベ
ル”を上市しています。

　特に粉体の回転塗装機「イノベル」（図２）はユニー
クな技術の中のひとつであると言えます。
　サメス・クレムリンは溶剤塗料の高意匠塗装に使用
される静電ベル塗装機の回転技術を応用し、世界で初
めて粉体塗装にも回転技術を組み入れることに成功し
ました。	
　数ある塗装技術の中で粉体塗装の世界でも回転式塗
装機がここまで確立された技術として市場に認められ
た背景のひとつに通常ガンよりも大きなパターンサイ
ズを形成できることができることがあげられます。
　その大きなパターンサイズは従来方式のガンだと２
～３ガン必要なところを回転式塗装機１台に置き換え
ることができ、これにより初期コスト削減だけではな
くメンテナンス性や仕上がり品質を向上させることが
できます。

２．外形認識レーザースキャンシステム3D Laser 
scan system（図２）

　昨今の自動化要求において欠かせなくなってきた機
能の一つである。特徴は 1）ティーチング不要：レー
ザースキャンにより被塗物を立体的に外形認識。製品
をコンベアに流すだけで形状認識されるため、事前の
ティーチングやデータ入力が不要。2）単軸駆動：各
ガンに搭載された単軸ユニットが製品形状にあわせて
作動。ガンの出し入れはコンベア速度に合わせて被塗
物外形に沿いながら駆動。3）品質安定：ガンと製品
の距離が常に一定に保たれる為、ターゲット膜厚が安
定。ポンプ式ガン AP01 と組み合わせれば、柔らかい
吐出パターンでの塗装が可能となり、塗料の入り込み
性も向上し塗装品質が更に安定。なお、横浜ラボにお
いては、従来通りのインジェクタ式はもちろん、この
ポンプ式ガンでの塗装テストも可能となる。

３．コントローラーMagicControl 4.0（図３）
　先述した 3D スキャンシステムのコントロールを含
め、塗装機器を一括して管理できるコントローラーに
なっている。特徴は 1）集中制御：IoT や Industry	4.0
など次世代のゲートウェイとなる最新コントロールシ
ステム。集塵機圧やエア消費、電気消費のモニタリン
グも可能。2）データ統計：ダッシュボードで自動運
転の様々なデータをグラフィック化。日ごとや月ごと
にデータを仕分けしたり、塗装時間や色替え時間を表
示したり、個々の消耗部品の交換タイミングを管理。	
3）リモートメンテナンス：インターネットを通じて
外部からアクセスが可能で、状態をオンタイムで遠隔
地の人にもシェア。システムの I/O 状態や各種設定
データを外部から確認でき、正確に状況把握すること
で迅速に問題を解決。

　これらの新型自動機の設備に加え、昨年より販売開
始した最新ハンドガン OptiFlex	Pro を加えることで、
幅広いソリューション方法をユーザーに提案し、より
粉体塗装市場のシェアとニーズが高まるよう努めた
い。

（文責：ゲマ事業部エンジニアードソリューションマ
ネージャー　西　誠一）
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図１　左：e-Jet 2、右：オート・マッハジェット

図２　回転式粉体塗装機器イノベル

図３　ワイド・フラットパターン

　また従来の粉体塗装ガンをレシプロに持たせるよう
なところも、イノベルのワイド・フラットパターンは
レシプロを省略して固定にしたり、レシプロ自体の可
動範囲を狭めたりすることができます（図３）。
　従来方式のガンの技術では難しいチューリップ・パ
ターンの形成は粉体塗装の世界ではイノベルだけがな
せる業と言えます。これによりパターンの中心だけで
はなく、パターンのエッジまでなるべくどの面も直角
に被塗物に付着し、跳ね返りを抑えることができます。
それによるオーバースプレーを極力削減し、塗着効率

を高めることに寄与しています。
　その他、塗着効率という点では従来のガンに比べて
塗料粒子のスピードが大幅に抑えられているという点
があげられます。「イノベル」はその塗料粒子のスピー
ドを極限まで抑え、被塗物への付着時のいわゆるソフ
ト・ランディングを実現している。そのことにより、
塗料粒子の跳ね返りを最小限に軽減し、浮遊した静電
印加された塗料粒子の被塗物への引付効果を得やすい
環境を作り出しています。
　2020 年は粉体塗装機の新商品も上市予定で、全社
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一丸となって日本市場への更なる浸透を図ってまいり
ます。
　新商品に関しては準備ができ次第サメス・クレムリ
ンのホームページやメディア等を通してご案内いたし
ます。
　サメス・クレムリンの粉体塗装機はイノベルを筆頭

に、お客様各位の塗装課題の解決、生産性の改善、環
境保護の視点に立ってエンドユーザー様のご期待に応
えてまいります。
　是非ともサメス・クレムリンの粉体塗装機器をご一
考頂けると幸いです。




