
錫 & 亜酸化銅フリー加水分解型船底防汚塗料

IONOMER TECHNOLOGY
5 years' performance

シーグランプリは、TBT規制に対応する幅広い研究
の中から当社が独自に開発した、わが国で初めてと
なる特殊ポリマーをベースとする錫フリー船底防汚
塗料です。シーグランプリは1995年の日本での発
売以来、2003年のIMOによるTBT防汚塗料の世界
的な禁止にともない、世界の一級品として発展を続
けてまいりました。

シーグランプリ CF-10は特殊亜鉛ポリマーをベー
スに外航船向けに設計された錫フリー船底防汚塗料
で、しかも銅化合物を含まない亜酸化銅フリーの環
境に優しい船底防汚塗料です。

特殊亜鉛ポリマーが、最適な防汚剤の溶出を極限ま
で高め、卓越した防汚性能を引きだします。塗膜表面
の活性は、加水分解率の精緻な制御により維持さ
れ、適用膜厚に応じて長期間の防汚性能を発揮しま
す。
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BC

VLCC
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COT

PC

コンテナ船

就航後24ヶ月

就航後24ヶ月 引き渡し直前

就航後33ヶ月

シーグランプリ

シーグランプリ

当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、MSDS、製品容器に貼付の
警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。

www.cmp.co. jp/
■製品仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
■製品に関するお問い合わせは、当社ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。

当社は（社）日本塗料工業会が推進する
『コーティング・ケア（環境・安全・健康に
関するプログラム）』を実施しています。
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錫 & 亜酸化銅フリー加水分解型船底防汚塗料

特　長

優れた塗膜更新性により5年仕様を実現

環境に優しい

エポキシ防食塗料と既存AFとの付着性

優れた塗膜物性

優れた色彩保持性

塗装後の乾燥が速いため、新造船において
もダメージを受ける可能性が減少しました。

特殊亜鉛ポリマーの優れた塗膜性能により優れた付
着性を実現しました。

銅化合物を含まない（活性成分は海水中で分解しや
すいため）、環境に優しい設計です。

新開発の特殊亜鉛ポリマー技術と最適な顔料配合に
より、長期の加水分解と防汚性能を実現しました。

シーグランプリ CF-10

シーグランプリ CF-10
（就航後12ヶ月）

シーグランプリ CF-10
（就航後33ヶ月）

シーグランプリ CF-10
他社AF上に塗装
（就航後33ヶ月）

銅タイプ

シーグランプリ CF-10 銅タイプ
性能比較

銅タイプ
（就航後8ヶ月）

消耗度

防汚性

環境対策

塗重ね性

耐変色性

乾燥性

消耗度

防汚性

環境対策

塗重ね性

耐変色性

乾燥性

亜酸化銅を含まないため、色が鮮やかでしか
も色彩保持性にも優れています。

アイオノマー技術／クロスリンキングアイオノマー
当社独自の亜鉛アクリル樹脂をベースとした加水分解ポリマーは下図のようなクロスリンキングアイオノマー構

造（梯子構造を連想下さい）を有しております。その特徴は、COO-Zn-OOCのイオン結合により主鎖同士が架

橋されている点です。海水と接触した場合、O-Znのイオン結合により効率良く加水分解が進みクロスリンキン

グアイオノマーは小さな分子に分解されます。小さくなった主鎖は、スムーズに海水中へ溶解するため卓越した

自己研磨性を発揮し、塗膜表面の加水分解は非常に薄くなり、防汚剤の有効な活用が可能となります。上記の

反応において、銅イオンは阻害因子であり、CF-10シリーズは亜酸化銅を除去した特殊顔料組成により、防汚効

力を発揮させ、卓越した性能を引き出しています。

船体側海水側

加水分解層
（検知できないほど薄い）

防汚メカニズム 1

海 水（加水分解反応）

33ヶ月後33ヶ月後24ヶ月後24ヶ月後

防汚メカニズム 2

シーグランプリCF-10の実績　（2002年～2006年7月）

受　注
修繕船

新造船

50隻以上

100隻以上

50隻以上契約済み物件（未完工2006年7月現在）

加水分解メカニズム

加水分解ポリマー

防汚剤

溶解防汚剤

錫＆亜酸化銅フリーでの加水分解メカニズム“3R機能”

（ etention, elease, enewal）機能とは、長期防汚塗料の性能面においてもっとも重要とされる機能です。

etention（保持作用）とは防汚剤の活性を塗膜内で保持できる機能です（疎水性）。

elease（放出作用）とは加水分解したポリマー成分や防汚剤を海水中に溶出させる機能です（親水性）。

加水分解反応により最適に制御された塗膜表面において保持作用（疎水性）から放出作用（親水性）へと変化し

ていき、ポリマー成分や防汚剤を安定して海水中に溶出させ、長期防汚を可能にしています。

最後の は enewal（表面更新作用）です。これはアイオノマー技術／クロスリンキングアイオノマーにより制御

され、定量的な防汚剤の溶出と恒常的な塗膜表面の更新性を発揮することです。

シーグランプリＣＦ-１０シリーズは、アイオノマー技術をベースとし新たに開発された特殊亜鉛ポリマー防
汚塗料で、その優れた性能は加水分解メカニズムの“3R機能”により実現しました。

疎水性状態から親水性状態への変化（3R機能の保持作用から放出作用への変化）は防汚塗料表面においては非常に重要な機
能です。シーグランプリCF-10の反応層は非常に薄く、卓越した自己研磨による長期防汚を実現しました。

（表面更新作用）

（放出作用）

（保持作用）

塗装仕様

バンノー 500
バンノー 500N
シーグランプリ CF-10 シリーズ 

サンドブラスト処理 ISO Sa 2.5表面処理

防食塗料

防汚塗料

製品名

修繕船仕様

バンノー 500R
シーグランプリ CF-10 シリーズ 
 

高圧洗浄 および 部分ブラスト処理 ISO Sa 2.5

塗装仕様に関する詳細な内容は当社営業所までお問い合わせください。

詳細な内容は当社営業所までお問い合わせください。

新造船仕様（CIT-21 system）
「シーグランプリCF-10シリーズ」は当社が誇る革新的塗装システム「CIT-21（CHUGOKU 

INNOVATED TECHNOLOGY-21）」における最先端防汚塗料として、全世界で多くの実績を有するユ

ニバーサルプライマー「バンノー500」とともに推奨いたします。 

製品名

塗装仕様に関する詳細な内容は当社営業所までお問い合わせください。

表面処理

プライマー

防食塗料

防汚塗料

高汚損海域

中汚損海域

低汚損海域

左図は世界の海域の汚損度を示したものです。ご使用いただ
く海域によって防汚性能に若干の差異が生じる場合がありま
す。

防食塗料  バンノー500

etention

elease

enewal
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（就航後8ヶ月）

消耗度

防汚性

環境対策

塗重ね性

耐変色性

乾燥性

消耗度

防汚性

環境対策

塗重ね性

耐変色性

乾燥性

亜酸化銅を含まないため、色が鮮やかでしか
も色彩保持性にも優れています。

アイオノマー技術／クロスリンキングアイオノマー
当社独自の亜鉛アクリル樹脂をベースとした加水分解ポリマーは下図のようなクロスリンキングアイオノマー構

造（梯子構造を連想下さい）を有しております。その特徴は、COO-Zn-OOCのイオン結合により主鎖同士が架

橋されている点です。海水と接触した場合、O-Znのイオン結合により効率良く加水分解が進みクロスリンキン

グアイオノマーは小さな分子に分解されます。小さくなった主鎖は、スムーズに海水中へ溶解するため卓越した

自己研磨性を発揮し、塗膜表面の加水分解は非常に薄くなり、防汚剤の有効な活用が可能となります。上記の

反応において、銅イオンは阻害因子であり、CF-10シリーズは亜酸化銅を除去した特殊顔料組成により、防汚効

力を発揮させ、卓越した性能を引き出しています。

船体側海水側

加水分解層
（検知できないほど薄い）

防汚メカニズム 1

海 水（加水分解反応）

33ヶ月後33ヶ月後24ヶ月後24ヶ月後

防汚メカニズム 2

シーグランプリCF-10の実績　（2002年～2006年7月）

受　注
修繕船

新造船

50隻以上

100隻以上

50隻以上契約済み物件（未完工2006年7月現在）

加水分解メカニズム

加水分解ポリマー

防汚剤

溶解防汚剤

錫＆亜酸化銅フリーでの加水分解メカニズム“3R機能”

（ etention, elease, enewal）機能とは、長期防汚塗料の性能面においてもっとも重要とされる機能です。

etention（保持作用）とは防汚剤の活性を塗膜内で保持できる機能です（疎水性）。

elease（放出作用）とは加水分解したポリマー成分や防汚剤を海水中に溶出させる機能です（親水性）。

加水分解反応により最適に制御された塗膜表面において保持作用（疎水性）から放出作用（親水性）へと変化し

ていき、ポリマー成分や防汚剤を安定して海水中に溶出させ、長期防汚を可能にしています。

最後の は enewal（表面更新作用）です。これはアイオノマー技術／クロスリンキングアイオノマーにより制御

され、定量的な防汚剤の溶出と恒常的な塗膜表面の更新性を発揮することです。

シーグランプリＣＦ-１０シリーズは、アイオノマー技術をベースとし新たに開発された特殊亜鉛ポリマー防
汚塗料で、その優れた性能は加水分解メカニズムの“3R機能”により実現しました。

疎水性状態から親水性状態への変化（3R機能の保持作用から放出作用への変化）は防汚塗料表面においては非常に重要な機
能です。シーグランプリCF-10の反応層は非常に薄く、卓越した自己研磨による長期防汚を実現しました。

（表面更新作用）

（放出作用）

（保持作用）

塗装仕様

バンノー 500
バンノー 500N
シーグランプリ CF-10 シリーズ 

サンドブラスト処理 ISO Sa 2.5表面処理

防食塗料

防汚塗料

製品名

修繕船仕様

バンノー 500R
シーグランプリ CF-10 シリーズ 
 

高圧洗浄 および 部分ブラスト処理 ISO Sa 2.5

塗装仕様に関する詳細な内容は当社営業所までお問い合わせください。

詳細な内容は当社営業所までお問い合わせください。

新造船仕様（CIT-21 system）
「シーグランプリCF-10シリーズ」は当社が誇る革新的塗装システム「CIT-21（CHUGOKU 

INNOVATED TECHNOLOGY-21）」における最先端防汚塗料として、全世界で多くの実績を有するユ

ニバーサルプライマー「バンノー500」とともに推奨いたします。 

製品名

塗装仕様に関する詳細な内容は当社営業所までお問い合わせください。

表面処理

プライマー

防食塗料

防汚塗料

高汚損海域

中汚損海域

低汚損海域

左図は世界の海域の汚損度を示したものです。ご使用いただ
く海域によって防汚性能に若干の差異が生じる場合がありま
す。

防食塗料  バンノー500

etention

elease

enewal
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錫 & 亜酸化銅フリー加水分解型船底防汚塗料

IONOMER TECHNOLOGY
5 years' performance

シーグランプリは、TBT規制に対応する幅広い研究
の中から当社が独自に開発した、わが国で初めてと
なる特殊ポリマーをベースとする錫フリー船底防汚
塗料です。シーグランプリは1995年の日本での発
売以来、2003年のIMOによるTBT防汚塗料の世界
的な禁止にともない、世界の一級品として発展を続
けてまいりました。

シーグランプリ CF-10は特殊亜鉛ポリマーをベー
スに外航船向けに設計された錫フリー船底防汚塗料
で、しかも銅化合物を含まない亜酸化銅フリーの環
境に優しい船底防汚塗料です。

特殊亜鉛ポリマーが、最適な防汚剤の溶出を極限ま
で高め、卓越した防汚性能を引きだします。塗膜表面
の活性は、加水分解率の精緻な制御により維持さ
れ、適用膜厚に応じて長期間の防汚性能を発揮しま
す。

錫 & 亜酸化銅フリー加水分解型船底防汚塗料

IONOMER TECHNOLOGY

BC

VLCC

LNGC

COT

PC

コンテナ船

就航後24ヶ月

就航後24ヶ月 引き渡し直前

就航後33ヶ月

シーグランプリ

シーグランプリ

当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、MSDS、製品容器に貼付の
警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。

www.cmp.co. jp/
■製品仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
■製品に関するお問い合わせは、当社ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。

当社は（社）日本塗料工業会が推進する
『コーティング・ケア（環境・安全・健康に
関するプログラム）』を実施しています。


