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高品質塗膜づくりのための
塗膜剥離剤と乾燥炉ヤニ除去への提案
㈱エココスモ
環境問題が地球規模で表面化し，先端技術と
環境保全技術の調和ある発展が義務づけられる

1．「豪腕君」

社会となってきた今日，われわれの携わる塗

ちょっとユーモラスなネーミングのこの商品

料・塗装業界においても，環境問題に対応した
作業を果たさなければならない。
当社は時代のニーズに適合したオンリーワン
製品を目指し，塗装現場における課題の解消を
図る有効技術の開発に努め，開発を果たした製
品については，事情が許す限り国内外の特許申
請を行っている。

は，アメリカ生まれの天然オレンジオイル超濃
縮タイプのペイント剥離剤である。塗装工場に
おけるミストペイント剥離やペイント剥（は）
がし剤等として活用すれば．その効果に充分納
得いただけるものである。すでに国内大手カー
メーカー，塗装専業企業などのほか，錆を溶か
す「錆取りスッキリ君」等と共に実績を築き上

特許（出願中も含む）例としては耐熱塗料：

げている。

SFC−1200q／−1500q／一1500S．耐熱バインダー，

（1）特

コンクリート亀裂（きれつ）補修接着剤などが

① ペイントの剥離・除去，インクの拭（ふ）

挙げられる。
はじめに当社の沿革を簡単に紹介する。
・平成lI年：耐熱塗料等の基礎技術を考案

き取り，接着剤の除去・剥がし．ゴムの除
去など。
② 焼き付け乾燥時に発生するヤこの除去が
容易にできる。また，ススの除去にも効果
を発揮する（写真−1参照）。
③ 鋼材やステンレス材などに描かれたス

して㈱民益として事業開始
・平成13年：東証一部上場の㈱アオキイン

ターナショナルグループの傘下に入り，その豊
富な資金量力をバックにオンリーワン商品（例：
ブースメンテ君等）を開発
・平成16年：㈱民益から㈱エココスモに社

名変更
・平成17年：㈱アオキインターナショナル

徴

チールマーカー（ペイントマーカー）による

番号や記号を素早く消せる（溶融亜鉛メッ
キ工場や鉄工所での使用実績が増えてい
る：写真−2参照）。
（2）使用方法

エココスモ（神奈川県横浜市港北区）として独

① 使用に当たっては，原液のまま使用する
こと。絶対に薄めないこと。

立

② 除去したいミストペイントや塗膜の表面

グループの㈱エココスモより事業譲渡を受け㈱

したものである。
本稿では，特集テーマに即応したく工業塗装
資材事業部門〉より，3商品に絞って紹介する。

に直接作用するように注ぎかけるか，スプ
レーで吹きかける。あるいはウェスに原液
を染み込ませて拭き取る。

塗装技術

■rトト巨巨巨トト∴
使用前

写真−1焼き付け乾燥炉のヤニ除去

写真−2

使用後

スチールマーカー消し

第1表「豪腕看」の製品安全データシート
危険有害性の要約

可燃性・引火性ガス

分類対象外

可燃性・引火性エア ゾール
GHS分類 物理化学的危険性

火薬類

分類対象外

自己発熱性化学品 t
自然発火性液体

水反応可燃性化学品

分類対象外
分類できない

分類対象外

こ

酸化性液体

分類対象外

靂区分外
分類対象外

酸化性同体
有機過酸化物

分類対象外
き分類対象外

分類対象外

金属腐食性物質

分類できない 1

急性毒性（桂皮）

分類できない

急性毒性（吸入：ガス）

分類対象外

急性毒性（吸入：蒸気）

i分類できない

急性毒性（吸入：粉塵（ふんじん）／ミスト）
！ 1皮膚腐食性・刺激性

呼吸器感作性と皮膚感作性

分類できない
匝類できない

‡

生殖細胞変異原性

！
l

発がん性

生殖毒性

分類できない

き分類できない

月別こ対する東驚な損傷・眼刺激性
健康に対する有害性 i …
！急性毒性（経口）

環境に対する有害性

匝猿対象外

分類対象外

i引火性液体
l 可燃性周体

自己反応性化学品

分類対象外

l 分飽対象外

支燃性・酸化性ガス
高圧ガス

自然発火性固体

1分類できない

分類できない

l

分類できない

≡

分類できない

特定凛的腋器・全身裔性（単回暴露）

区分3

特定壕的臓器・全身毒性（反復暴露）

l

分類できない

吸引性呼吸器有害性

分類できない

水生環境急性有畜性

分類できない

水生環境慢性有害性

分類できない

箇「分旗できない」とは惜報いデータが不充分なため，分類判定ができないもの。「区分外」とは分類基準に該当
しないもの。「分類対象外」とはGHS分類の対象に該当しないもの。

主原料 アメリカ合衆国艶

2016年

川

月号

なお，有毒ガスが発生したり刺激性はな
いので素手で扱えるが，傷にはしみるので

傷のある指先では絶対に触らないこと。皮
膚を乾燥させるため，触った後は水で洗う
こと。

③ 原液の浸透時間はミストペイントや塗膜
の状況によって異なるが，浸透するのに充
分な時間をかけるようにすること（蒸発度
が低いので塗ったまま放置しておくことが
できる）。
また原液がなじみにくい時は，100＃く
らいのサンドペーパーで塗膜を荒らして染
み込みやすくしてから原液を塗布する。

④ 剥離作業の終了後は，遺留物が残らない
ようにウェスで拭き取るか，水で洗い流す
こと。使用後のウェスは産業廃棄物として

ディ一に剥離する水溶性の剥離材である。前述
の豪腕君が塗膜に浸透させるのに対して，本商
品はあらかじめ塗装ブースの壁面等に塗ってお
き．塗装の終了後，塗料ミスト塗膜の付着を簡

単に剥離する役割を果たす。
また，某鉄工所での鋼板における付着固（ミ
スト塗料）も表皮を剥がすような感じで剥がれ
て評価された。
（1）特

塗料ミストの付着を簡単に剥がすことができ
争0

いわば液体のマスキング資材である。

① どんな箇所にも塗布できる
水溶性の液体なので，たとえば
塗装ブースの壁面，スノコ，グレーチング，

処理すること。
（3）除去できる塗料の種類
効果的に除去できる塗料は次の通りである。

溶媒・油性塗料，ラテックス塗料，アクリル
ベース塗料．エポキシ塗料．ウレタン塗料，ラッ

カーシンナー，乾いたWインク．シェラック
スニスマーカー（油性フェルトペン），強力接
着剤。
なお，塩ビ・スチレン系プラスチックは簡単
に素材が侵されるので絶対に使用しないこと。
（4）成

分

豪腕君の主な成分構成は次の通りである。
天然オレンジオイル，高精製ミネラルオイル，

徴

化学変化による一種のミストペイント非硬化
剤で．ハケ・ローラー・スプレー・デッビン
グ等で基材に3，4〝m厚塗布しておくだけで．

ジグおよび吊（つ）り金具，ダクト，換気扇．
塗装用器具類，モルタル床，Pタイル床などの
基材。
に塗布できる。
使用の際には，対象基材の油分や水滴を完全
に拭き取ってから施すようにすること。
④

乾燥時間の目安

ブースメンテ君の塗布後．20分（夏場）から
30分（冬場）乾燥させてから塗装作業を行うこ
と。

作業工程としては，①下地処理→②ブー

アロエベラ，ラノリン，非イオン活性剤（トル

スメンテ召塗布（標準塗布量：lkg当たり約

エン・キシレンベンゼン）は一切含有していな

40mコ可能）→③塗装作業→④ミストペイント

い。

放散・付着したものを剥離・除去（スクレパー
主な性状
・引火点：93．80C

・pH：水分を含有していないため測定不能

・溶解度：溶解せず分解する
・揮発性：100％

・形状と臭（にお）い：水と同様の色でほの
かに柑橘（かんきつ）系の香り
・比重：1．08

製品安全データシートを第1表に示す。

2．「ブースメンテ君」
塗装ブース壁面等のミストペイントの塗膜
を，化粧品の顔パックを剥がすようにスピー

または高圧水洗浄）→剥離完了→ブースメンテ
君塗布
④

容易な剥離

水性塗料の場合：スクレパーで擦（こす）る
とパラパラと剥げ落ちる。または高圧水洗浄で
剥がすこともできる。
溶剤系塗料の場合：角をスクレパーでめくり，
その部分を持って剥がすと化粧品の顔パックの
ように皮膜状で剥がれる（写真−3参照）。
塗膜が厚い時には多少の力が必要になる。ま
た，形状が複雑なもののミストペイント塗膜
は，高圧水洗浄がスピーディーに簡単に剥離で
きる。

塗

装技術

写真−3

ミストペイントの塗膜

剥がし

1mm以上のミストペイント塗腰も！

1mm以下のミストペイント塗腱も！

第2表「ブースメンテ看」の製品安全データシート
危険有害性の要約

可燃性・引火性ガス

分類対象外

可燃性・引火性エア ゾール
GHS分類 物理化学的危険性

￣火薬類

支燃性・酸化性ガス
高圧ガス

自然発火性固体

分類対象外

自己発熱性化学品

壷分類対象外

分類対象外

き分類対象外

酸化性固体

可燃性固体

董分類対象外

有機過酸化物

匝類対象外

分類対象外 分類対象外

金属腐食性物質

急性毒性（桂皮）

区分外

急性毒性（吸入：ガス）

分類対象外

急性毒性（吸入：蒸気）

皮膚腐食性・刺激性

眼に対する重篤な損傷・昭刺激性

健康に対する有蕃性
急性毒性（経口）
呼吸器感作性と皮膚感作性

生殖細胞変異原性
発がん性

生殖毒性

分類できない

分類できない
区分外

区分外

1 区分外
区分外

区分外
区分外

区分lB

特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）

区分l

特定標的臓器・全身毒性（反復暴籍）

区分l

環境に対する有害性
水生環境急性有害性
水生環境慢性有害性

l

区分外

急性毒性（吸入：粉塵（ふんじん）／ミスト）

吸引性呼吸器有害性

⊇区分外

分類対象外 分類対象外

酸化性液体

引火性液体

自己反応性化学品

分類対象外

自然発火性液体

水反応可燃性化学品

分類対象外

分類対象外

分類できない
区分外
区分外

塵「分類できない」とは情耗巨データが不充分なため・分類判定ができないもの。「区分外」とは分類基準に該当
しないものG「分類対象外」とはG封S分類の対象に該当しないもの。

2日年10

月号

なお，微量のミストペイントを安全かつ無害
に除去したい場合には，別売りであるが，「ペ
イン・トオル君」を開発してあるので，それを
使用すると効果的である。

・比重：1．01
・PH：7．5

・主成分：酸化ジルコニウム，水性エマルショ

ン，水，その他（国内特許取得済）

④ 安全な排水
排水口の出口でネットにより，排水とミスト

ペイント塗膜スラグに簡単に分類できるので，
排水はそのまま下水に排出しても環境汚染を引
き起こすことはない。
この安全データシートを第2表に示す。
（2）成

分

成分は酸化ジルコニウムと水性エマルション

を主成分とした水溶性コーティング剤であり，
カビは発生しない。
原液は乳白色であるが，乾燥すると淡黄透明
になり無臭である。

主な性状
・外観：乳白色（電導性のあるものは黒色）

3．「豪腕看ジュニア」
前出の豪腕君が塗料ミスト剥離とヤニ除去の
二刀流で効力を発揮するのに対し，本商品は特
に粉体塗装における焼き付け乾燥炉のヤニ除去

剤としても．またホットメルト接着剤の剥がし
剤として効力を発揮するものである。特徴は前
述の豪腕君に準じているが，使い方を絞り扱い
やすく廉価にした商品として考えていただきた
い。

（1）使い方の特徴

長年にわたり清掃の機会がなく頑固なヤニ状
になった汚れでも，その上に塗るか湿布状にし
て30分から60分放置しておくと，柔らかくなっ

第3垂「豪腕君ジュニア」の製品安全データシート

噴霧したものを吸入しないこと0および目に直接つけないこと
主たる接触の経路

吸飲，吸入，吸収

物理的危険性

可燃性混合物

健康に対する危険性

なし

日

刺激することがある

皮膚

頻繁なまたは長時間の暴露により・皮膚の過敏な人は皮膚炎を起こすことがある

吸飲

下痢などの胃腸障害を起こす場合がある

蒸気の吸入
発ガン物質

．噴霧を避けることe粘膜を刺激することがある
NTPなし1ARCなし

OSHAなし

ACGIHなし

接触部分が赤くなったり乾燥肌になったりする 本製品はNメチルピロリドン（CASNo・872−50−4）（WP）を含有している。NMPの 過剰接触は致命的な進展を引き起こす可能性がある

憩化した場 合の症状
GHS分類についてi GHSラベル要素についてi

皮膚の過敏な人では皮膚炎が恵化する場合もある
可燃性 引火性・可燃性の物質

可燃性ラベルマーク

園 主原料 アメリカ合衆国製。

塗♯技術

写真−4 豪腕看ジュニアをヤこの上に湿布

写真−61吹き付け方法例

拭き取るようにする。
安全シートおよび実例写真を第3表と写真
−4〜6にそれぞれ示す。
無機質・水溶性等をメーンに地球環境の良化
に責献する当社は，今回紹介した工業塗装資材
分野のほかにも建築・土木用資材（長期耐候性，
撥水（はっすい）型防水木材保護塗料，コンク

リート補修材，錆取り剤，業務用洗浄剤等），
街角洗浄資材（貼（は）り紙・落書き防止コー
写真−5

ヤ二の除去

てくる。

そこをスクレパーでそぎ落とし，ヤ二が取れ
たら再び豪腕看ジュニアを吹き付け，ウェスで

2日6年10

月号

ティング材および除去剤等），超高温耐熱資材
（超高温耐熱コーティング材，超高温耐熱シー
リング材等）などを手掛けている。
塗装現場の抱えている問題点について，実用
かつ画期的なオンリーワン商品の開発と紹介に
努め，その解決を図って行きたい。
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