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我社の粉体塗料とお役立ち製品
粉体塗料　タフロック

環境配慮型粉体塗料　049-7000 級　HAA 硬化型シリーズの紹介
沖田　智司＊

我が社の一押し

*　ロックペイント株式会社　大阪技術部　工業グループ

　近年、環境や温暖化に対する意識が強くなっている
中、弊社では SDGs への取り組みに注力しております。
VOC削減をターゲットに2020年よりClear Skyサポー
ターにも参加し、5 年間で約 50％の VOC 削減を目指
します。その達成手段の一つとして、工業用塗料分野
では粉体塗料開発の強化を図っており、環境負荷低減
に効果のある HAA 硬化系への機能性付与を進めてお
ります。
　HAA 硬化型粉体塗料の特徴として、低温 160℃で
の硬化が可能であることに加え、揮発成分が水のみで
あることから環境に優しい硬化系となっております。
さらにポリエステル樹脂ベースで構成されているので
耐候性も良く日光による変色や艶引けも起こりにくい
安定した塗膜が得られます。
　本稿で紹介する様々な環境配慮型粉体塗料 HAA 硬
化型シリーズ製品を通じ、お客様の環境対応や生産性
向上のお役に立つことができればと期待しておりま
す。

１．超美粧性 HAA 硬化型粉体塗料
　本製品は「美しい仕上がり外観」「艶消し」「優れた
塗装作業性」を合わせ持った超美粧性ポリエステル粉
体塗料であり、従来の HAA 硬化型粉体塗料に比べて
仕上り外観が飛躍的に向上しており、オフィス用鋼製
家具やパーテーション建材等の高い美観性が要求され
る用途に最適となる製品です。採用におけるメリット
を下記に記載します。
①溶剤塗料と遜色ない美観性

　硬化速度とフロー性のバランス調整により発現
させた美粧外観を得ることができます。従来品は
塗膜外観のラウンドが目立つのに対して超美粧性
粉体塗料はラウンドもなく、高平滑を発現した塗
膜外観となります（図１）。

②焼付低温化、脱臭炉停止によるエネルギーコスト、
CO2 排出量削減
　160℃焼付が可能となり従来のポリエステルウレ
タン硬化型塗料からの切り替えで 20℃の焼付温度
低減が可能となり理論計算上、約 20％の燃焼ガス
削減から排出 CO2 も 20％削減されます。
　ヤニが発生しにくい特徴を活かし、脱臭炉の使
用を停止することで、さらなる燃焼ガス削減が行
えたお客様もおられます。

③塗料使用量削減、生産性向上
　塗料の付き回りに優れ、かつ高隠蔽であることか
ら薄膜化による塗料使用量の低減および補正作業削
減が期待されます。耐黄変性にも優れており、昼夜
のライン停止後でも安定した色差光沢を維持するこ
とができます。空きハンガーの削減から生産効率の
大幅な向上につながります。実績では 10％の塗料
使用量削減、10％の生産性向上が行えた事例もあり
ます。

図１　塗膜平滑性比較写真

図２　塗料 1 kg あたりでの工程別 CO2 排出量比較
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④原材料から塗膜形成までのトータル CO2 削減
　焼付ラインだけではなく、原材料採掘から塗料
製造そして塗装製品完成まで一連のプロセス全体
で発生するトータル CO2 の削減が行えます。
　アクリルメラミン硬化型焼付塗料を基準とした
場合、同じ 160℃焼付温度でも HAA 硬化粉体塗料
では最終的に 25％の CO2 排出量削減となります。
　図２に工程別 CO2 排出割合を示します。（アクリ
ルメラミン硬化型焼付塗料を 100 と仮定）。

２．高耐候 HAA 硬化型粉体塗料
　従来のポリエステルウレタン硬化型高耐候粉体塗料
やアクリル系焼付塗料と遜色ない耐候性を有しており
ます。近年では建築資材や配電盤分野での需要が高く
なってきており、艶有から半艶まで光沢調整が可能と
なっております。塗膜の長寿命化により製造から廃棄
へのサイクルが長くなることで、最終的には資源の削
減そして CO2 の削減につながります。
　図３、４に従来の高耐候ポリエステルウレタン硬化
型粉体塗料との耐候性試験結果を示します（N7 グレー
近似色 艶有）。
　沖縄県浜比嘉島曝露試験では２年経過後でも 70％
以上の光沢保持率を有しております。促進耐候性にお
いても 2500 時間において 90％近い光沢保持率を維持
しております。

３．遮熱性高耐候 HAA 硬化型粉体塗料　開発品
　高耐候性を維持しつつ遮熱機能を付与したタイプを
開発しております。
　当社、建築塗料シャネツロックや車両用塗料ハイ
ロック ECO シャネツで得られた独自の日射反射技術
により、屋根用高日射反射率塗料相当の日射反射率を
有するとともに、遮熱性については室内温度で 5℃以
上の低減が可能となります。建築資材に運用すること
で夏季におけるエアコン電力が抑制されます。操作盤、
配電盤用途では電子機器部品に対する熱劣化抑制も期
待されます。
　図５にて太陽光下での温度比較結果を、図６にて
サーモグラフ像を示します（ロックペイント大阪本社
屋上　気温 27℃　晴れ、コンテナ模型、N7 グレー近
似色　艶有）。
　通常仕様にて屋根の温度が 65℃までに達したのに
対し遮熱仕様では 57℃と 8℃抑制されております。室
内温度についても同様に 8℃抑制されております。

４．抗菌 HAA 硬化型粉体塗料
　当社抗菌粉体塗料は医療関係部品や店舗用食品陳
列棚、冷蔵冷凍庫など幅広い分野でご利用いただい
ております。コロナ禍より衛生面改善を目的とし、一
般的な工業製品においても抗菌への仕様変更が活発に
なっております。現在、衛生仕様製品として抗菌以外
にもインフルエンザやノロウィルスなどに対する抗
ウィルス製品の開発及び提案活動を行っております。
　図７に抗菌性能を示します（ホワイト　艶有）。抗
菌加工製品の抗菌効果の指標としては抗菌活性値が
2.0 以上とされております。

５．意匠性 HAA 硬化型粉体塗料
　近年、様々な分野にてサテン模様製品の需要が増え
ております。このサテン模様付与については従来の樹
脂硬化系を含め HAA 硬化型でも可能となっておりま
す。当社サテン模様粉体塗料の長所としては模様や外
観に対し硬化温度や膜厚の依存性が少なく不良率低減
が期待されます。さらにはフルマットブラックサテン
仕様では高級感のある外観が好評で、鋼製家具分野
や建築資材分野での引き合いが増加しております（図
８）。図３　沖縄県浜比嘉島　屋外曝露試験結果　光沢保持率

図４ 促進耐候性試験（キセノンウェザーメーター 60W　
光沢保持率） 図５　太陽光下　温度グラフ
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図８　ロッカー模型　フルマットブラックサテン仕様

図６　太陽光下曝露サーモグラフィー像比較

図７　抗菌性試験結果（JIS Z 2801　大腸菌、黄色ブドウ球菌）

　特徴的な模様については、樹脂硬化系が異なります
がリップル、スウェード、スネーク模様も取り揃えて
おります。

６． サステイナブル HAA 硬化型粉体塗料 開発品
　地球温暖化防止向けて、これまでの大量生産・大量
消費・大量廃棄から循環社会への転換が必要と言われ
ております。これは塗料に対しても同様であり、再生
資源などを導入することで環境負荷を低減したサステ
イナブル塗料の開発を目指しております。
　サステイナブル HAA 硬化型粉体塗料として下記２
種の手法を取り入れました。

　6.1　バイオマス粉体塗料
　植物成分や食品廃棄物などのバイオマス由来原料
を塗料中に 10％以上有しております。こちらも艶有
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から４分艶までの艶調整ならびに様々な塗色にも対
応できます。塗膜性能や塗装作業性についても従来の
HAA 硬化型粉体塗料と比べ遜色はありません。また、
現在開発中ではありますが 15％以上のバイオマス成
分導入品も設定しており、現在バイオマスマーク脚注 1）

取得活動を行っております。

　6.2　再生 PET 粉体塗料
　PET ボトルなどから発生する廃棄 PET をケミカル
リサイクルしたポリエステル樹脂を用いております。
開発中ではありますが塗料中の再生 PET 率は 10％を
有しております。まだ塗膜物性等改良が必要な点は見
られますが、お客様のご要望に対し改良を行ってまい
ります。

おわりに
　当社はお客様の多岐にわたるニーズに柔軟かつ迅速
に応え、満足度の高いサービスおよび製品の提供を強
みとしております。今回ご紹介した一部機能性製品に
ついては従来の硬化系塗料はもちろんのこと様々な塗
色・光沢にも対応が可能となっております。さらに、
ご紹介した製品以外にもご要望があれば、お客様と
協働で新規製品開発の取り組みも行っております。粉
体塗料の国内市場はまだまだ成長の可能性を秘めてお
り、環境配慮型粉体塗料がきっかけとなり、お客様を
通じて持続可能な社会作りへ貢献していきたいと考え
ております。

脚注 1）一般財団法人有機資源協会より発行
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2020 年（令和 2- 令和 3 年）度を振り返って
（2020 年 4 月～ 2021 年 3 月・経産統計より）

トピックス

　2020 年初めに到来の新型コロナウイルス感染症
（COVIT 19）は 2021 年に入っても日本は勿論です
が、全世界的に猛威をふるっています。日本におい
て 2021 年 2 月から始まった（最初は医療従事者向け）
ワクチン接種が進み早く終息すると良いのですが、今
年いっぱいはかかりそうな状況です。また、進んだと
してもインフルエンザ同様長いお付き合いになりそう
な感じです。
　2020 年（暦年 1-12 月）については春季号で述べま
したので、この号では年度における全塗料と粉体塗料
のここ 10 年間の推移をご報告するのみに致します。
　暦年では全塗料生産量 148.6 万トン（対前年比
90.3％）、粉体塗料生産量 3.82 万トン（同 95.7％）、全
塗料販売量 156.5 万トン（同 91.4％）、粉体塗料販売量
4.58 万トン（同 95.5％）でした。
　年度で見ると、全塗料生産量 141.8 万トン（対前年
比 91.2％）、粉体塗料生産量 3.76 万トン（同 93.4％）、
全塗料販売量 156.1 万トン（同 92.1％）、粉体塗料販
売量 4.57 万トン（同 95.6％）という結果で暦年と年度
の差はほとんどありませんでした。
　コロナ禍の影響は 2020 年、21 年と大変大きなもの
があり、幾分良くなってきたとは言え、現在進行形で
す。塗料業界は塗料を使用する業界がコロナ禍の影響

を強く受ける業界、それほどでもない業界、コロナ需
要のある業界と多岐にわたっていることから、全体と
しては中庸である。

　以下、ここ 12 年の年度（4-3 月）における全塗料と
粉体塗料の推移です（図１、２をご覧下さい）。
　全塗料における生産量・販売量共にコロナの影響は
大きく、かなりの落ち込みがグラフから見て取れる。
　粉体塗料においても 2014 － 2018 年レベルまで低下
している。　
　2015 － 2018 年は生産量と販売量の差が 1 万トン超
えしていたが、2019 年以降 2014 年レベルの 1 万トン
以下に戻っている。コロナの影響かどうかはこれ以降
の動向を見極める必要がある。

　巻末に参考資料として下記を掲載する。
1. 年度（参考で暦年も添付）の粉体塗料及び全塗料の

生産量・販売量の推移（表形式）
2. 工業用焼付塗料分野における 2019 年以降の生産量

と販売量
3. 塗料に関係する主な工業製品業界の 2019 年以降の

状況調査（経産統計生産動態統計調査より）

図１　粉体塗料生産量と全塗料生産量の推移　年度（万トン）（折線：全塗料、棒：粉体塗料）
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図２　粉体塗料販売量と全塗料販売量の推移　年度（万トン）（折線：全塗料、棒：粉体塗料）

参考１　生産量と販売量の差（トン）
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東京営業一課：03-3278-4800 北関東営業所：028-662-7641 大阪営業所：06-6386-6132 九州営業所：093-631-7464
東京営業二課：03-3278-4562 名古屋営業所：052-823-1751 北陸出張所：0766-26-5131
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２０２０（令和３年）４月－（令和３年）６月の主な組合活動報告

（１） 第１０１回理事会  ２０２１（令和３）年４月１２日（月） １３：００－１５：００

    「インターネットによるオンライン会議システム使用（Google Meet）」

  理由 ： 新型コロナウイルス感染症対応      

  参加人数 ： 理事１５名中１０名本人出席、監事３名中２名本人出席

（本人出席については全員オンライン上での参加）

〔議事内容及びその決議結果〕（概略）

1) ２０２１年１‐３月組合報告（事業報告書内１‐３月分より）

   ・ 組合員退会 ： ㈱沖山製作所 （２０２１年３月３１付）

            組合員数 ５０社 ⇒ ４９社に

   ・ 粉体塗装研究会 ： 退会 ２社（年間会員）

     年間会員 ３１社、資料会員 ４７社、特別会員 １３社

その他資料送付団体 ５

   ・ 組合活動報告 ： 第２５期事業報告書案にて一括報告。

2) 議案関係      

   ・ 第１号議案 ： 第２５期事業報告書（案）報告の件

      記載ミス・記載方法の変更修正３件、支部報告での年号記載方法の統一。

    ・ 第２号議案 ： 第２６期事業計画（案）報告の件

     ５G等の略式をきちんと表示、記載ミス１件、理事で同姓の方の表示方法、ヨシ

モトポール㈱の賦課金見直しによる減収分の予算案修正

（承認決議） １-２号の提案に対して、理事会では修正・変更を踏まえた上で全員一致

の承認が得られた。

  3) 役員改選に伴う選出案について

     大坂理事の今期をもっての退任表明により、高橋（正）監事を理事に推薦すること

       で一致。監事は３人から２人に。

   4) 第２５回総会日と方法について

     ５月２４or２５日の提案後、２４日にて決定。方法はリモートによるネット総会

          にて実施。基点は㈱三王本社から実施する。（渡邊理事長と高橋理事と福田の三

     人が同所に集合）

次回は総会の中で第１０３回理事会を実施する。（三役選任）

  第１０４回理事会は９月に実施する。（基本リモートによるネット理事会）

（２）第２５回総会  ２０２１（令和３）年５月２４日（月） １３：１５－１４：１５

  「インターネットによるオンライン会議システム使用（Google Meet）」

理由 ： 新型コロナウイルス感染症対応      

  開催場所  ： 東京都台東区谷中２－６－２９ ㈱三王本社

  参加人数 ： 本人出席  １０名 （インターネットによるオンライン会議システム

使用）、２名：㈱三王本社に集合、８名：リモート参加（内７名は書面

決議書も提出）、本人出席、リモート参加以外の書面決議出席２８名

合計３８名（過半数は２５）

組合便り １
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（承認決議）

・ 第１号議案 第２４期〔２０２０（令和２）年３ 月期〕報告書、財産目録、貸借

対照表、損益計算書及び損失処理案承認の件   賛成３８で可決（過半数２５）

  ・ 第４号議案 第２４期事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

賛成３８で可決（過半数２５）

  ・ 改選による役員選出

    定款に定める範囲内の理事１５名、監事２名の改選をしたき旨を議長が述べ、定

款に沿って選考された結果、３８名の賛成にて下記の通り可決された。

    理 事 渡邊 忠彦、板橋一博、久、長谷川智久、前島靖浩、福田良介、新井 裕喜、

         岩村 晃治、小澤 洋一、片山 智彦、社本 吉正、高梨 裕幸、高橋 大、

               高橋 正、福田 訓之、村田 晋

       監 事 近藤旭、榛葉 幸宏

（監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概

要）

監事近藤 旭より財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失処理案は法令及び定款

に従い表示され、適合しているものと認める旨の監査報告があった。なお監事 近藤

旭から同時に「当協同組合の監事は定款第28条（監事の職務）に定めるところによ

り、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、業務監査権限を有してい

ない」旨の報告があった。

以上をもって第２５回通常総会の議案全ての審議を終了し午後１４時１０分閉会。

（３） 第１０３回理事会（三役選任） （第２５回総会の中にて実施）

２０２１（令和３）年５月２４日（月） １３：５０－１４：００

参加人数 ： 理事１５名中９名本人出席、監事２名中１名本人出席

             理事の本人出席については㈱三王にて３名、６名はオンライン上での参

加、監事はオンライン上での参加

互選の上、三役は下記にて決定された。

     代表理事（理事長） 渡邊  忠彦

副理事長   板橋  一博（理事長補佐）、 長谷川 智之（関西支部長）

前島  靖浩（中部支部長）

専務理事   福田 良介（事務局）

（４） 組合への新規ご入会

       BS＆Bセイフティ・システムズ㈱

         代表者名： Gunnar Svensson（カントリーマネージャー）

ご担当 ： 長森 崇展 （セールスMg）

住所  ： 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－１１SGリアルティ横浜４F南

防塵爆発防護機器並びに圧力関連機器の設計、製造、販売をされています。

５月２８日付で申込書を受理。

（５） 「パウダーコーティング」誌

・ ２０２１春季号発行  ４月２３日付

   ・ 編集委員会（兼粉体塗装要覧第５版編集会議） ４月１３日
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（６） 粉体塗装研究会セミナー

   ・ ２０２１－２セミナー（４月）  コロナ禍により中止に

     ・ ２０２１－３セミナー  ６月２２日（火）リモートにて実施。（㈱三王粉体事業

所よりZoom ウェビナーシステム使用）

   講演は戸﨑産業㈱様、㈱ヒバラコーポレーション様、㈱コーレンス様

    ３２社５４名の方から申し込み依頼を受けた。

（７）ＩＰＣＯ〔国際工業塗装高度化推進会議〕  ４月９日、４月１６日（兼IPCO Study）

５月２８日（臨時役員会）

６月１６日（総会－書面決議書にて実施、及び事業説明会） 以上、高橋理事、福田

   

（８）他団体の会合に関して

   ① 全国中小企業団体中央会（全中）及び一財）日本エルピーガス機器検査協会ISO

審査センター審査登録運営委員会は書面審査となりました。

   ② 日本塗装機械工業会（CEMA）総会  ６月１８日  リモートにて参加

（参考資料）

  １．第２５回総会議事録

  ２．第１０２回理事会議事録

  ３．第１０３回理事会議事録
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