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「優秀な船底防汚塗料の開発」を目指し、1917年に創業した中国塗料。以来、100年以上の永きにわたり、
船底防汚塗料の開発に取り組んでまいりました。船底への海中生物の付着を防ぎ、さらには平滑な表面
で船舶の低燃費航行を支える当社の防汚塗料は、グローバルな海運の発展の一端を担うとともに地球温
暖化防止にも貢献しています。当社では航海スピード、航路、稼働率など、さまざまな運航条件に応じ
た多種多様なラインナップの防汚塗料をご用意しています。
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FIR 値 期待燃費低減率 適   用防汚機構製 品 樹 脂 特長的な防汚剤

低燃費防汚塗料

一般防汚塗料

船底防汚塗料とともに一世紀、
船のパフォーマンスを最大限に活かすために。

シープレミア 3000 PLUS 2
シープレミア 3000 PLUS 1  
シープレミア 3000
シープレミア 2000 PLUS 
シープレミア 1000 PLUS
シープレミア 1000 PLUS H
シープレミア 200 PLUS
シープレミア 1000
シープレミア CF Z
シーグランプリ 2200
シーグランプリ 800 EX
シーグランプリ 200 R
シーテンダー 20
シーテンダー 7
CMP BIOCLEAN PLUS

低速低稼働船、超高汚損海域、平水域航行船

中低速低稼働船、高汚損海域、平水域航行船

一般内航船、近海船

一般内航船、汚損海域

稼働率 30％以上の内航船、アルミ船

北航路及び沖縄航路の内航船、アルミ船

一般内航船、汚損海域、シーチェスト、バウスラスター周辺部等

稼働率 20％以上の内航船、アルミ船

長距離フェリー

一般内航船 標準品

一般内航船 経済品

低速低稼働から高稼働まで長距離フェリーにも対応

ー

プロペラ防汚 スクリュー AF セット内航（S） ファウルリリース型 シリコーンエラストマー系 防汚活性剤 プロペラ用ー ー

シリコーン系防汚塗料

航海スピード、航路、稼働率など、運航条件に最適な防汚
塗料を選択されることで、最適な防汚パフォーマンスと
燃費低減（CO2 削減）を実現します。

低燃費防汚塗料の超平滑な塗膜形成には、防汚塗料の前
に塗装する錆止め塗料の平滑性も重要です。当社推奨の
超低 FIR 防食塗料を組み合わせることで低燃費防汚塗
料の性能向上がさらに期待できます。

※  左の表および各ページに記載の期待燃費低減率は一般防汚塗料
との比較であり、新造船における当社推奨の平滑仕様を採用され
た場合の値です。また、実際の海洋環境における諸条件や船型、
運航状況により燃費低減の度合いは異なります。

※  FIR 値とは船底塗料の水中摩擦抵抗を示す値で、塗膜表面の粗
度と波長から算出したものです（当社特許技術）。FIR 値が低い
ほど摩擦抵抗が少なくなり低燃費が期待できます。（6 ページを
ご参照ください。）

内航船用 船底防汚塗料 Line up

シリル樹脂

架橋型亜鉛アクリル樹脂

シリル樹脂

架橋型亜鉛アクリル樹脂

特殊合成樹脂

シリコーンエラストマー系

CMP - Monitoring & Analysis Program

最適な燃費性能を発揮するために船底防汚塗料は重要な役割を
果たしますが、船体性能を可視化する技術も重要となっていま
す。「CMP-MAP」は、当社の長年の経験に基づいて開発された
モニタリング方法および解析方法による分析を提供し、三種の
アプローチ「Triple “CMP-MAP” approach」で船体性能を可
視化します。

CMP-MAP は、船舶塗料メーカーである当社の視点から開発さ
れたユニークな解析技術です。

Act

Prediction & Planning
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低燃費防汚塗料の性能を活かすには...

「Triple “CMP-MAP” approach」
による解析結果から適切な
船底防汚塗料を選択

「Triple “CMP-MAP” approach」
による解析結果から、燃費性能の
改善策を検証

就航解析および燃費解析によりさまざまなパラメーターを可視化。
船体・防汚塗料に関わる課題と疑問を解決します。

CMP -モニタリング & 解析プログラム

就航解析3

&運航履歴 防汚塗装仕様

馬力解析2

馬力解析
ISO19030

FIR 解析1

&船体表面粗度 船体性能

Triple                             approach

Do
適切な管理による塗装

Check
「Triple “CMP-MAP” approach」
により評価

亜酸化銅 +Selektope®

亜酸化銅
亜酸化銅 +Selektope®

Selektope®

亜酸化銅 +Selektope®

ECONEA®

亜酸化銅

防汚活性剤



シープレミア 2000 PLUS

シープレミア3000 PLUS 2 シープレミア3000 PLUS 1

シープレミア 3000 PLUS シリーズは、強力な耐フジツボ性を
有する新規防汚剤 Selektope® と亜酸化銅を併用した最高の耐
フジツボ性を誇る防汚塗料です。また、耐スライム性・耐藻類
性にも優れ、汚損リスクの高い海域においても優れた防汚性能
を発揮します。

シープレミア 3000シープレミア 3000 PLUS 2
シープレミア 3000 PLUS 1

シープレミア 3000 は、全ての船種で適用可能な低燃費防汚
塗料です。最新のシリルポリマーを使用した設計で、耐スライ
ム性や耐藻類性はシープレミア 3000 PLUS シリーズとほぼ同
等の効果が得られ、高汚損海域においても安定した防汚性能を
発揮します。

1.5% 5～8%期待燃費低減率 シープレミア 2000 PLUSは、幅広い条件に適用可能なシリル
樹脂系の低燃費防汚塗料です。フジツボ汚損に強いSelektope®

と亜酸化銅を併用した最新の設計で、汚損リスクを低減しま
す。また既存の加水分解型船底防汚塗料との塗り重ね適正が幅
広く、製品のアップグレードが比較的容易に行えます。

革新的防汚剤                       

フジツボの幼生
（キプリス幼生）
体長約800μm

セメント成分

体長数ミリ～数センチ

船体に定着する前に離れていく
よう働きかけます。

「Selektope®（一般名：メデトミジン）」は、これまで使われてきた
防汚剤とは全く違う分野である製薬技術を応用して開発された防汚剤
です。フジツボに対して強力な防汚効果を発揮します。

フジツボ付着
の仕組み

Selektope® 

の効果

船体に着床 長期停泊で成体へと成長触手からセメント成分を分泌

Selektope®がフジツボの触手に
作用し、

シープレミア 1000 PLUS は優秀な耐スライム性、耐藻類性に
加え、新規防汚剤 Selektope® の採用により耐フジツボ性も強
化した防汚塗料です。内航船一般に広く適用可能です。亜酸化
銅を含まないため、発色が良く、水線際の変色もありません。
アルミ船にも適用可能です。シープレミア 1000 PLUS H は北
航路・沖縄航路の環境に適した塗料設計となっています。

シープレミア 1000 PLUS
シープレミア 1000 PLUS H

シープレミア 1000、シープレミア CF Z は優秀な耐スライム性、
耐藻類性に加え、新規防汚剤 ECONEA® の併用により耐フジツ
ボ性も強化した防汚塗料です。内航船一般に広く適用可能です。
亜酸化銅を含まないため、発色が良く、水線際の変色もありま
せん。またアルミ船に適用可能です。

シープレミア1000 PLUS

ライトレッド パープルレッド

グリーンブルー

架橋型亜鉛アクリル樹脂系
Selektope®

COLOR

樹 脂
防汚剤

適   用
シープレミア1000 PLUS H

稼働率30％以上の内航船、
アルミ船

北航路及び沖縄航路の
内航船、アルミ船

レッド

ブルー

ライトレッド レッド ライトレッド

シープレミア 1000

架橋型亜鉛アクリル樹脂系
ECONEA®

COLOR

樹 脂
防汚剤

適   用
シープレミア CF Z

稼働率20％以上の内航船、
アルミ船

長距離フェリー

「加水分解型ポリマー＋メデトミジン」は中国塗料の特許技術です。

当社シリルポリマー技術 （メデトミジン）

シリル樹脂系
亜酸化銅
一般内航船、近海船

樹 脂
防汚剤
適   用

COLOR ライトブラウンレッド

シリル樹脂系
亜酸化銅+Selektope®

一般内航船、汚損海域

樹 脂
防汚剤
適   用

COLOR ブラウンレッド

低燃費防汚塗料

亜酸化銅

1.5% 5～8%期待燃費低減率 亜酸化銅

シープレミア 200 PLUS は亜酸化銅と Selektope® を組み合
わせることにより、高い耐フジツボ性を発揮します。高汚損海
域を運航する船舶の船底部や、シーチェスト、バウスラスター
等のニッチエリアに最適な防汚塗料です。

シープレミア 200 PLUS

バウスラスターなどのニッチエリアにも
最適です

架橋型亜鉛アクリル樹脂
亜酸化銅+Selektope®

一般内航船、汚損海域、シーチェスト、バウスラスター周辺部等

樹 脂
防汚剤
適   用

COLOR ライトレッドレッド

1.5% 5～8%期待燃費低減率 亜酸化銅

1.2% 5～8%期待燃費低減率

亜酸化銅1.5% 5～8%期待燃費低減率

亜酸化銅
フリー
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シープレミア 3000

シリル樹脂系
亜酸化銅+Selektope®

樹 脂
防汚剤

適   用

「シープレミア3000 PLUS」は、2019年日経優秀製品・
サービス賞 最優秀賞 日経産業新聞賞を受賞しました。

ライトブラウンレッド

試験成績（16 ヶ月）
シープレミア
3000 PLUS

シープレミア 1000 
シープレミア CF Z

1.2% 5～8%期待燃費低減率 亜酸化銅
フリー

シープレミア 2000 PLUS シープレミア 2000 PLUS

中低速低稼働船、
高汚損海域、平水域航行船

低速低稼働船、超高汚損海域、
平水域航行船

COLOR



一般防汚塗料

バインダー AC

シリコーン系防汚塗料 プロペラ防汚
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CMP BIOCLEAN PLUS は、タンパク吸着阻害特性・界面活性
効果をもつ新開発特殊ポリマーを使用し、スライムが付着しに
くく、かつ水流により容易に離脱する膜表面を有しています。
さらに幅広い付着生物に対して最高水準の防汚パフォーマンス
を発揮します。また極めて滑らかな塗膜表面により、高い燃費
低減を実現します。

シリコーンエラストマー系
防汚活性剤
低速低稼働から高稼働まで長距離フェリーにも対応

COLOR

樹 脂
防汚剤
適   用

加水分解型船底防汚塗料の理論と技術

現在もっとも広く使用されている防汚塗料は加水分解型とい
われるタイプです。塗膜を形成する加水分解性樹脂（ポリマ
ー）が海水と化学反応し、疎水性ポリマーが親水性に変化す
ることにより海水中へ溶解するとともに、内包する防汚剤を
海水中に放出するメカニズムです。塗膜が徐々に溶けること
により常に表面が滑らかに更新され、摩擦抵抗の低い塗膜を
維持します。また、膜厚と溶ける速度を調節することにより、

耐用年数を調節することができます。
塗膜の溶解に伴い、表層に化学反応層（加水解離層）ができ
ます。化学反応層は薄ければ薄いほど防汚剤がスムーズに放
出される特徴を持ち、この溶出性の持続が、長期防汚性を発
揮するうえで非常に重要なポイントのひとつとなります。特
に当社の防汚塗料は、加水解離層がほとんどないか薄くなる
よう設計されているため、防汚剤溶出が非常に滑らかです。

防汚塗料の塗膜には、加水分解樹脂
（高分子ポリマー）と防汚剤が含まれ
ています。

海水中で加水分解して疎水性から親
水性へと変化することによって、塗
膜表層から少しずつ溶解して防汚成
分を徐放しつつ塗膜を更新すること
ができます。

塗膜表面を均一に更新することがで
きるため、長期防汚性能を持続させ
ることができます。

塗膜

塗付時 海水 水流

防汚剤

高分子ポリマー

海水中イオン

シーグランプリ 2200
シーグランプリ 800 EX
シーグランプリ 200 R
シーテンダー 20
シーテンダー 7

厳しい汚損環境で航行する内航船が求める高い防汚性能と経済性を兼ね備えた製品ラインナップです。
さまざまな船種・航路に適合するようバランスの取れた船底防汚塗料です。

塗り替え時に既存の防汚塗膜上に低燃費防汚塗料や一般防汚塗料を直接塗ることができない場合はバインダー AC を推奨します。
新造船の場合もこれらのうちいずれかのバインダー AC を塗装してください。 

シリル樹脂系

架橋型亜鉛アクリル樹脂系

特殊合成樹脂系

亜酸化銅

一般内航船
標準品

一般内航船
経済品

樹 脂 防汚剤 適   用

CMP AC-EP

CMP AC-10

シルバックス SQ-K

樹 脂

スクリュー AF セット内航（S）

CMP BIOCLEAN PLUS
塗装部分

船舶のプロペラは特殊合金で作られており、一般の塗料を塗着
させるのは非常に困難です。「スクリュー AF セット内航（S）」は、
プロペラ面への付着力が優れたエポキシ系のプライマーと、内
航船の運航環境に合わせて特別に設計されたシリコーン系防汚
塗料の組合わせで、プロペラへの海洋生物などの付着を防止し、
船舶の燃費低減をバックアップします。

2液性エポキシ樹脂系バインダー

1液性特殊合成樹脂系バインダー

1液性変性ビニル樹脂系バインダー

5日（シーテンダー20は3日、シーテンダー７は1日になります）

7日（全製品共通） 

最大塗り重ね日数

船底塗料による燃費効果を可視化

船底塗料の燃費低減効果を評価する指針として開発したFIR
理論。塗膜表面の粗度・波長が、船舶の燃費に与える影響を
算出するFIR理論は、IMOのEEDI（エネルギー効率設計指
標）対応の船舶設計に向けても注目される理論です。

解析した粗度（Rz）と波長（RSm）をFIR理論の公式にあてはめ、FIR
（摩擦抵抗増加率）の値を算出します。

FIR(%) =  2.62 × 
Rz2 
 RSmRz：粗度    RSm：波長 

FIR値算出の公式

低 燃 費FIR値が低い
＝ 低摩擦抵抗

粗度高が小さく
粗度波長が長い

レーザーポータブル三次元船体粗度計で船体表面から、粗度三次元画像
と、粗度と波長の値を取得。

Rz：42μm   RSm：3980μm

FIR : 1.2%

低燃費防汚塗料

Rz：111μm  RSm：3024μm

FIR : 10.7%

一般防汚塗料

塗膜表面から粗度と波長の値を取得

FIR値を算出

1.0%

10.7%

5～8%期待燃費低減率

赤錆 S

シリコーンエラストマー系
防汚活性剤

樹 脂
防汚剤

シーグランプリ
2200

シーグランプリ
800EX

シーグランプリ
200 R

セメント船・462GT・12 ノット

フェリー

塗装直後 12ヶ月経過

特許第5916490号

COLOR

レッド

レッドブラウン

ライトブラウン

ライトブラウン

ブラウンレッド

レッド

ブラウン

ライトレッド

ブルー 黒

ブラウン

亜酸化銅
フリー



内航船用 船底防汚塗料

内航船用 船底防汚塗料

総合カタログ

総合カタログ

中国塗料株式会社

2102

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、SDS、
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。
■本カタログ記載内容の無断転用を禁じます。 当社は（一社）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。


