事

例

建築用超低VOC塗料の開発

関西ペイント㈱

Higuchi Takahiro

樋口 貴祐

汎用塗料本部 建設第2技術部
〒144-0045 東京都大田区南六郷3-12-1
☎03-3732-8117

からなり、それを物に塗って、乾燥させて、塗膜

緒言

となり、初めて機能が発現する。つまり、塗料に

輪島塗に代表されるように古くから物の保護や

は必ず溶媒を揮発させるための乾燥工程が存在す

美観付与のため、人は塗料を用いてきた。その歴

る。こうした乾燥工程よって塗料構成成分の溶媒

史は古く、日本では縄文時代からすでに漆を塗料

が大気中に放出されていく。塗料の溶媒と言えば、

として利用してきた記録が存在するようである。

主に有機溶剤
（VOC）であるため、塗料がさまざ

産業が発展し、石油化学工業が発達するとナフサ

まなところに利用されるとそれに応じてVOCの

をはじめとする石油成分のクラッキングにより得

大気中への放出が増加し、浮遊粒子状物質や光化

らえる化学物質を利用してさまざまな樹脂や溶剤

学スモッグなどの原因となって環境問題
（大気汚

が得られるようになり、それに応じてさまざまな

染など）に影響を及ぼしてきた。

機能を有する塗料が出現し、住宅などの建築物や

環境省の資料によると図 1 のように全国のVOC

自動車、船舶、工業用部品類などさまざまなもの

排出量の発生源は、約半分が塗料に起因しており、

に塗装されてきた。

これを受けて日本塗料工業会も低VOC塗料のガ

そもそも塗料はその構成成分として大きく分け

イドラインを制定し、塗料業界におけるVOC低

ると樹脂・顔料・各種添加剤・溶媒と 4つの成分

減への取り組みを検討してきた 1）。この取り組み
の中において、2015年度では 2000年度に比べて
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49.1%のVOC削減が実現できたと報告されている
が、それでも1年間に535,000トンのVOCが1年間
で排出されており、さらなるVOC低減の努力が

塗料

必要とされている。
塗料分野においてVOCを削減するには、塗料
に含まれる有機溶剤を削減することが当然のごと

化学製品

く有効である。しかし、塗料（塗膜）の性能を担保

工業用洗浄剤

していく上ではVOCの削減はなかなか容易なこ

図 1 全国のVOC排出量発生源別構成比（2000年度;
出展 環境省）
［2000年の推計、排出量（推計値）は見直しが行われている］
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とではない。それでも建築塗料分野をはじめとし
て低VOC塗料の開発が活発化している。
低VOC塗料としては、VOCが 30%以下とした

特集⁝
⁝環境問題に対応する工業用塗料
表1

健康リスクに対する建築用塗料の目標基準

エマルショ
塗料設計条件
溶剤系塗料
ン塗料

備考

標準圧力で沸点 250℃以下
の揮発性有機化合物物質の
総量
芳香族系溶剤 0.1%以下
1%以下 キシレン・トルエンなど
ホルムアルデヒド・アセト
アルデヒド類 0.01%以下 0.01%以下
アルデヒドを対象
鉛、 ク ロ ム、 カ ド ミ ウ ム、
重金属類
0.05%以下 0.05%以下
ヒ素、水銀を対象
発がん性物質
生殖毒性物質 0.1%以下 0.1%以下
変異原性物質
感作性物質
0.1%以下 0.1%以下
TVOC

1%以下

コア・シェル型エマルション粒子

─

コア・シェル比率
粒径

コア
モノマー組成
設定Tg
架橋度
架橋形態

図2

最

適

化

シェル
モノマー組成
設定Tg
親水度

コア・シェル型エマルションの模式図

ハイソリッド塗料、低分子量樹脂を利用し溶剤を

中で水性エマルション塗料のVOCを 1%以下とす

含まない無溶剤型塗料、塗料自体を粉化した粉体

る目標基準を設定した。これ以降、特に内装用塗

塗料などさまざまな種類の塗料が開発されてきて

料については、艶消し塗料において開発が先行し、

いる。中でも水性塗料は溶剤を水とした塗料であ

当社でもビニデラックスシリーズを上市してき

り、VOC低減という観点では有効な塗料種のひ

た。

とつである。水性塗料は大別してエマルションタ

1 . 建築用低VOC水性艶ありアクリルエマルショ

イプと樹脂を水に溶解させた水性樹脂塗料の 2つ

ン塗料の開発 2）

があるが、
ほとんどがエマルションタイプである。

一方、艶あり塗料については艶消し塗料同様に

本稿では、建築塗料分野を中心に低VOC塗料

低VOC塗料のニーズはあるものの、開発が困難

として開発が進められている水性塗料に着目し

であるため、市場ラインナップが少ない現実もあ

て、当社での開発事例を紹介しながら、課題と展

る。

望について述べる。

建築塗料分野における水性塗料の開発事例

一般に水性エマルション塗料のVOC成分とし
て塗料自体の低温での凍結防止を目的にエチレン
グリコールや成膜を促進させることを目的とした

住宅の高断熱・高気密化に伴い、シックハウス

成膜助剤など有機溶剤を配合する。特に艶あり塗

症候群や化学物質過敏症といった健康被害が問題

料の場合、艶消し塗料に比べ樹脂分が多くなるこ

となって久しいが、その原因は塗料から放出され

とから、必然的に凍結防止剤や成膜助剤といった

るVOCやホルムアルデヒドが原因であることはす

VOCも多く配合される。

でに一般的に知られているところである。
そこで、
住宅関連業界では
（一社）
住宅生産団体連合会が中
心となって
「住宅内の化学物質による室内空気質
に関する指針」を設けて、VOCやホルムアルデヒ
ドの使用削減を図ってきた。また、2000年に施行

このようなVOCを配合しない場合、
1）低温化で塗料が凍結し、常温になっても融解
しないまま塗料が変質してしまう
2）低温乾燥で膜にならず、塗膜にワレが生じる
3）常温乾燥でも成膜が不十分で光沢も低く、塗

された
「住宅の品質確保を促進等に関する法律」
の

膜表面を洗浄すると塗膜が欠落する

中に住宅性能表示制度を受け、塗料のみならず、

といった不具合が散見される。

壁紙なども含めた使用建材のホルムアルデヒド含

こうした不具合を解消するには一般的に樹脂成

有等級や室内濃度の実測値表示などの対応を進め

分となるエマルションのガラス転移点
（以下、Tg

ている。

点と称す）を低くすることが考えられるが、Tg 点

これを受け、日本塗料工業会においても建築用

が低くなると塗膜にベトツキが生じるなど別の不

塗料の安全性に関して表 1 のように
「健康リスク

具合が生じる。そこで、図 2 の模式図に示すよ

に対して建築用塗料の目標基準」を設定し、この

うなコア・シェル型のエマルションを用いて艶あ
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水 H2O

二酸化炭素 CO2

①

②

CaCO3 結晶化
③④

1.Ca（OH）2の水への溶解
2.CO2の吸収 CO2+H2O → H2CO3
3.CaCO3化反応 Ca（OH）2+ Ca（OH）3→ CaCO3+2H2O
4.CaCO3結晶化

消石灰 Ca
（OH）
2

図3

アレスシックイの硬化機構模式図

り塗料を設計した。エマルションを 2層構造とす
ることで、コア層
（エマルション粒子内部）
とシェ

の塗料化を実現した。
漆喰の主原料は消石灰
〔水酸化カルシウム：Ca

ル層（粒子外部）
にそれぞれ機能を分担させ、さら

（OH）
であり、石灰岩（炭酸カルシウム：CaCO3）
2〕

にコアとシェルの比率をバランス調整することで

から焼成して得られるものである。アレスシック

課題の解決に取り組める。コア層・シェル層それ

イも主成分は消石灰とし、そのほかの体質顔料と

ぞれのモノマー組成、計算上のTg、架橋度、架橋

組み合わせて、通常の水性エマルション塗料に含

形態などさまざまな要因を変動させながら、最適

まれる成膜助剤や凍結防止剤などのVOCを一切

な条件を見出したことにより、本来塗膜に求めら

配合しない環境を意識した配合組成としている。

れる耐水性や耐洗浄性などの諸性能を満たす設計

配合上の特徴は、消石灰を含む顔料成分を通常

ができた。また、エマルションの安定性、特に低

の塗料よりも多く配合し、その分バインダーとな

温時の凍結防止については、粒子径やエマルショ

るエマルション（樹脂成分）のTg 点を一般的な水性

ン表面の親水性に依存しているため、塗膜の光沢

内装用塗料のエマルションよりも低くし、かつ配

が低下しない程度にモノマーの種類や反応条件な

合量も少なくさせている。先にも記したようにエ

どで調整し、実現した。

マルションのTg 点を下げると成膜性は良好になる

さらに塗料設計時には、エマルションのほか、

が、乾燥後の塗膜がべたつくなど不具合点も生じ

各種添加剤も配合するが、添加剤についもVOC

るが、アレスシックイは顔料成分が多いために乾

を含まない原材料を用いることで対応した。特に

燥後もべたつくことはなく、良好な塗膜となる。

粘 性 制 御 剤（レ オ ロ ジ ー コ ン ト ロ ー ル 剤;以 下、

さらにアレスシックイは一般塗膜に見られる有

RC剤と称す）や消泡剤などはVOC成分を含むも

機化学物質による硬化だけでなく、主成分である

のが多いが、そうした成分を含まない添加剤を選

消石灰の表面が水にわずかに溶出し、大気中の二

択することで、VOC0.1%以下とする水性塗料が

酸化炭素を吸収して反応し、水の蒸発とともに炭

設計でき、日本塗料工業会の指針値である 1%を

酸カルシウム化する。このとき、消石灰同士がつ

大きく下回る塗料となった。この塗料は
「アレス

なぎとめることとなり強固な膜となる。この硬化

エコクリーンシリーズ」としてJIS K 5660規格に

機構の模式図を図 3 に示す。

適合する塗料として上市している。
2 . 超低VOC水性塗料
「アレスシックイ」
の開発

このようにバインダー成分だけに成膜性を頼る
3）

のではなく、顔料表面の無機化学反応を利用する

上述のアレスエコクリーンシリーズのVOC量

ことによって成膜性を確保することで成膜助剤な

は 0.1%以下であるが、あくまで石油化学に基づ

どのVOC成分を意図的に配合する必要をなくし

く原材料を用いた塗料であることから化学物質過

た。（一財）化学物質評価研究機構で評価してもら

敏症の方にとっては不安感を拭いきれない。こう

った結果、アレスシックイから発生するVOCは

した背景から古くから左官用壁塗り材として用い

検出限界（0.01wt%）以下であることが確認できて

られてきた自然素材の漆喰に当社は注目し、漆喰

いる。
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