中国塗料株式会社

美しい地球、守り続けたい。
バイオクリンとは
海洋環境の海水機器、諸設備に対する汚損生物の付着を防止する無毒・無公害の防汚塗料です。
表面張力の低いシリコーン系合成樹脂を複数の特殊な表面調整剤で変性し、
これを塗膜要素とすることにより
表面構造が疎水ー親水のミクロ相分離構造となっており、
イルカ、
うなぎなどに見られる魚体表皮に類似した滑
らかな表面を形成しています。
この表面構造によって、汚損生物が分泌するタンパク質様の接着性セメント成分
の凝固抑制、付着力低減、幼虫の滑落などを誘発し貝や海藻類の付着を防止することができます。
このようにバイオクリンは、銅化合物や有機錫化合物等の重金属類を全く含有していない新しいメカニズムの環
境保全に貢献する防汚塗料として高い評価を受け国内外の発電所をはじめ多くの場所で採用されています。

バインダーコートが不要で、
塗り替えも容易

専用の防食塗料エコマックスBiとの組み合わせにより、
シリコーン系防汚塗料塗装システムに

特長

必須であったバインダーコートが不要となりました。

優れた防汚性

表面張力の低いシリコーン系合成樹脂を複数の特殊な表面調整材で変性し、
これを塗膜要素
とすることにより表面構造が疎水一親水のミクロ相分離構造となっており、
イルカ・うなぎな
どに見られる魚体表皮に類似した滑らかな表面状態の仕上げとなります。

工程短縮•コスト低減などが実現

4年耐用形バイオクリンECOとの組み合わせにより、
これまで待望されていた究極の2回塗り
が可能となり、多くの利益を生むシステムが完成いたしました。

揮発性有機化合物
（VOC）
の削減

バイオクリンECO・バイオクリンECO-2は、不揮発分を95％までに高めることに成功いたしま

環境保全性

した。
しかも、TX（トルエン・キシレン）
フリータイプのためPRTR法の規制対象外です。VOC削
減のみならず、作業環境上のリスクも低減できます。

海中生物付着防止の無毒•無公害

銅化合物や有機錫化合物などの重金属や防汚剤を一切使用せず、*塗膜の表面特性を利用し
た無毒・無公害形防汚塗料なので、海洋を汚染しないため魚介類にも無害です。
*バイオクリン塗膜の表面張力は、20〜30mN/mと低く、他の物質（例えば、水:73mN/mなど）より低い物質を利用（表面張
力の差があるほど付着しにくい）
しています。

取得済関係特許
特許 1578809号 特許 2509674号 特許 2522854号 特許 3210815号 特許 3276583号

■バイオクリンの塗装後の経過
バイオクリンは、国内外の発電所・プラントをはじめ様々な構造物
に使用されています。
その優れた防汚性、及び環境保全性によって
高い評価と信頼を得ています。

バイオクリン塗装部
バイオクリン非塗装部
バイオクリンを塗装していない場合は、数年で貝類、
藻類などが付着します。厚いところでは約１５cmにも
なり、
メンテナンス費用も大幅にアップします。
発電所循環水管内部（塗装後3年経過）

用途
・鉄鋼

・チタン

・コンクリート ・アルミニウム
・SUS

・ゴムライニング

バースクリーン

循環水管

ロータリースクリーン

復水器冷却水路（コンクリート）

海水クーラー

フィルター

フィルター

復水器

バイオクリンの防汚メカニズム
バイオクリンの塗膜表面は、適正範囲の低表面張力をもち、魚体表面のような機構と平滑性が
付与されているので、海中生物が付着しにくく、
わずかな潮流や波による動揺などにより
容易に生物が離脱するため、長期間防汚効果を維持します。

なぜ、
汚れが付着しないのか？
平滑な固定表面が液体でぬれている時の状態は、右図の通りです。
この場合、液滴の表
面が固定面と交わる点で液滴面に引いた接線との固定面のなす角を接触角（θで表す）

■ 付着しにくい理由

といい、固体面上で平衡に達した液滴に関しては、次式の関係が成り立ちます。

rS ＝ rSL ＋ rL cosθ

rS : 固体の表面張力
rL : 液体の表面張力
rSL : 固／液間の界面張力

（YOUNGの方式）

※θが大きいほど固体表面は液体でぬれにくくなることを意味しています。

液体

固体

θ

rL

rSL

rS

また、液体の固体表面に対する付着の仕事Waは、次式の関係が成り立ちます。

wa ＝ rS ＋ rL ー rSL ＝ r（
L 1＋ cosθ）

■ 付着しやすい理由

rL

（YOUNGーDUPREの方式）

液体

固体の表面において、
θ＝180° すなわち cosθ＝ー1 に近づくとき、固体表面は液体
でぬれにくく付着しないで弾くようになります。

固体

θ

rSL

rS

貝や海藻などが付着するときには、体内から粘着性物質（タンパク質、多糖類など）
を分
泌し、海水の介在下で生化学合成が行われ、接着性セメントを生成して海水に接してい
る物体の表面に固着します。バイオクリン の塗膜表面は低臨界表面張力の状態を呈

固体表面における液滴の ぬれ

しているため、海中生物の接着性セメントの付着力が弱められ、
その結果より汚損が防
止できるのです。

バイオクリンの組成
固定層形成材料と非固定層形成材料とが融合した成分から形成しているため、
まるで蓮の葉の表面やワックスのかかった
自動車の車体表面が水を弾くように、表面張力に関する原理を利用した防汚塗料として開発しました。

固定層形成材料
疎水性

柔軟性

弾性

低表面自由エネルギー

疑似魚体表皮構造を形成
…だから
海中生物が付着しないよ！

非固定層形成材料
疎水性

親水性

流動性

ミクロ相分離構造
平滑性
低摩擦性
弾性

バイオクリンの表面張力

異物拒絶反応

ミクロ相分離構造

料
塗
販
市
の
常
通
塗膜の表面エネルギー

海中生物は接着剤セメント物質（タンパク質）を分泌し
付着します。バイオクリンの塗膜は抗血栓材料の性質に
類似しており
（表1）、異物拒絶反応によって始まる接着
性セメントの固化が抑制され、生物は十分な付着を行う
ことができません。

（図1）塗膜の表面エネルギーと汚損度

ポリマー
ポリスチレン
ポリエチレン

平滑性
バイオクリン塗膜の平滑な表面は生物の足掛りが少な
いので、付着しても水流などの外力により容易に剥脱さ
れます。
このような作用により生物の付着が阻止される
のです。

ツルッ

ポリプロピレン
シリコーンゴム
フロロシリコーンゴム
セロハン
ビニルビリジンーブタジエンゴム
ポリテトラフルオロエチレン
天然ゴム
エポキシ樹脂
ポリフッ化ビニル
ポリフッ化ビニリデン

低摩擦性

ズルズル

バイオクリン塗膜は、平滑で摩擦係数が低いように調整
されているので、塗膜上での生物は停滞することが困難
になります。

弾性

ボヨ〜ン

バイオクリンの塗膜は、弾性がある柔軟性の平滑な表面
を形成します。弾性がある柔軟性の表面は生物の付着行
動にとって安定性を欠くので忌避されます。

物質

ミクロ相分離構造

ルギー

物

化合

フジツボ

素
フッ

（シリコーンゴム）

生物汚損程度

バイオクリン塗膜

高エネ

バイオ ク リ ン 塗 膜 表 面

低表面自由エネルギー

バイオクリンの塗膜は、理想的領域の低表面自由エネル
ギーを有するように調整されているので、海中バクテリ
アや海中生物が分泌する接着性セメント成分の付着を
抑制または低減させます。
（図1）

ヒドリンゴム
エチレンープロピレンゴム
スチレンーブタジエンゴム
ポリエチレンテレフタレート
ガラス

血液凝固時間（分）

12
11
12
20
8
6
12
10
8
13
10
12
9
13
12
10
3.5

（表1）各種高分子材料表面の血液凝固時間

バイオクリン塗装仕様
BIOCLEAN Standard Painting Speciﬁcations

バイオクリンは、鉄鋼・コンクリート・SUS・チタン・アルミニウム・ゴムライニング等の各種素材に対し
適切な塗装仕様を完備しています。
※下記以外の素材に対する各種塗装仕様も準備していますので、必要な場合は別途当社へご相談下さい。

BIOCLEAN speciﬁcations have already been established for steel, concrete, sus, titan, aluminum, rubber lining and etc.
※Details of standard painting speciﬁcations for the below each material, please contact our oﬃce.

バイオクリン ECO-2

標準仕様型
Standard Type

BIOCLEAN ECO-2

工程短縮型

Short Operation Type

バイオクリン ECO（4年耐用）
バイオクリン ECO EX（6年耐用）
BIOCLEAN ECO (4 years service )
BIOCLEAN ECO EX (6 years service )

バイオクリン ECO-2 5th coat

75μm

鉄鋼
Steel

75μm

工場塗装の場合
at factory

40μm

BIOCLEAN ECO-2

バイオクリン ECO-2 4th coat
BIOCLEAN ECO-2

シルバックス SQ-K バインダー 3rd coat
SILVAX SQ-K BINDER

シルバックス SQ-K 2nd coat

40μm

SILVAX SQ-K

エコマックス Bi ECO

鉄鋼

バイオクリン ECO / ECO EX 4th coat

Steel

150μm

工場塗装の場合
at factory

40μm

SILVAX SQ-K BINDER

シルバックス SQ-K 2nd coat

40μm

1st coat

BIOCLEAN ECO / ECO EX

シルバックス SQ-K バインダー 3rd coat
SILVAX SQ-K

エコマックス Bi ECO

ECOMAX Bi ECO

1st coat

ECOMAX Bi ECO

膜厚は施主指定膜厚に準ずる
Film thickness is according to owner standard

膜厚は施主指定膜厚に準ずる
Film thickness is according to owner standard

※ 鉄鋼の工場塗装の場合は、2層目まで実施し、現地搬入する。
現地搬入後、塗膜表面を清掃しダメージ部補修後 3〜5層目を塗装する。
また、
シルバックスではなく、
エコマックス Bi ECOを2回に分けて、
１回目を工場塗装、
２回目を全面目粗し後に塗装する仕様もある。

※ 鉄鋼の工場塗装の場合は、2層目まで実施し、現地搬入する。
現地搬入後、塗膜表面を清掃しダメージ部補修後 3〜4層目を塗装する。
また、
シルバックスではなく、
エコマックス Bi ECOを2回に分けて、
１回目を工場塗装、
２回目を全面目粗し後に塗装する仕様もある。

※ Objects move to the site after coated with 2nd coat.
After ﬁxed at site, 3rd, 4th and 5th coat are going to be painted
followed by surface cleaning and touch-up of damaged parts.

※ Objects move to the site after coated with 2nd coat.
After ﬁxed at site, 3rd and 4th coat are going to be painted
followed by surface cleaning and touch-up of damaged parts.

There is aｎ alternative speciﬁcation using ECOMAX, instead of SILVAX.
ECOMAX divide into two as 2nd coat and 3rd coat.
2nd coat apply at factory, and 3rd coat apply at site.
Please ask our representative about more details.

バイオクリン ECO-2 3rd coat

75μm

鉄鋼
Steel

75μm

現場塗装の場合
at site

BIOCLEAN ECO-2

バイオクリン ECO-2 2nd coat
BIOCLEAN ECO-2

エコマックス Bi ECO

ECOMAX Bi ECO

1st coat

There is aｎ alternative speciﬁcation using ECOMAX, instead of SILVAX.
ECOMAX divide into two as 2nd coat and 3rd coat.
2nd coat apply at factory, and 3rd coat apply at site.
Please ask our representative about more details.

鉄鋼

バイオクリン ECO / ECO EX 2nd coat

Steel

150μm

現場塗装の場合
at site

BIOCLEAN ECO / ECO EX

エコマックス Bi ECO

ECOMAX Bi ECO

1st coat

膜厚は施主指定膜厚に準ずる
Film thickness is according to owner standard

膜厚は施主指定膜厚に準ずる
Film thickness is according to owner standard

バイオクリン ECO-2 4th coat

75μm

SUS/チタン

75μm

Titan

200μm
30μm

BIOCLEAN ECO-2

バイオクリン ECO-2 3rd coat
BIOCLEAN ECO-2

エコマックス Bi ECO 2nd coat
ECOMAX Bi ECO

エピコン S-100 プライマー

バイオクリン ECO / ECO EX 3rd coat

SUS/チタン

150μm

Titan

200μm

1st coat

エコマックス Bi ECO 2nd coat
ECOMAX Bi ECO

エピコン S-100 プライマー

30μm

EPICON S-100 PRIMER

BIOCLEAN ECO / ECO EX

1st coat

EPICON S-100 PRIMER

バイオクリン ECO-2 4th coat

75μm

コンクリート
Concrete

75μm
250μm

BIOCLEAN ECO-2

バイオクリン ECO-2 3rd coat
BIOCLEAN ECO-2

エコマックス Bi ECO 2nd coat
ECOMAX Bi ECO

バイオクリン ECO / ECO EX 3rd coat

コンクリート
Concrete

150μm
250μm

エコマックス Bi ECO（ミストコート） 1st coat

BIOCLEAN ECO / ECO EX

エコマックス Bi ECO 2nd coat
ECOMAX Bi ECO

エコマックス Bi ECO（ミストコート） 1st coat

ECOMAX Bi ECO (by mistocat)

ECOMAX Bi ECO (by mistocat)

バイオクリン ECO-2 4th coat

75μm

アルミニウム

75μm

Aluminum

200μm
30μm

BIOCLEAN ECO-2

バイオクリン ECO-2 3rd coat
BIOCLEAN ECO-2

エコマックス Bi ECO 2nd coat
ECOMAX Bi ECO

エピコン A-100 プライマー
EPICON A-100 PRIMER

1st coat

アルミニウム

バイオクリン ECO / ECO EX 3rd coat

150μm

Aluminum

200μm
30μm

BIOCLEAN ECO / ECO EX

エコマックス Bi ECO 2nd coat
ECOMAX Bi ECO

エピコン A-100 プライマー
EPICON A-100 PRIMER

1st coat

バイオクリンの無毒・無害性
バイオクリンは、銅化合物や有機錫化合物などの重金属や防汚剤を一切使用せず、
塗膜表面と付着物との
表面張力の差を利用した無毒・無公害形防汚塗料なので、海洋を汚染しないため魚介類にも無害です。

塗膜溶出水分析結果
水による塗膜の溶出水について、水質汚濁防止法の排水基準で定められている有害物質その他の項目を分析検査した結果、バイオクリンの塗膜
に接する水質は、同法の排水基準、公害対策基本法の人の健康にかかわる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準（水産海域を含む）
および
水産用水基準のいずれにも合格し無毒・無害であることが証明されています。

有害物質による排出水基準

項

目

検査結果

許容限度

カドミウム

検出されない

0.1mg/ℓ

・ 試験片

アクリル樹脂製円柱

シアン化合物

検出されない

1mg/ℓ

・ 塗装系

エポキシ系下塗塗料 ＋ バイオクリン

有機リン

検出されない

1mg/ℓ

・ 塗膜面積／清水

235.5㎠ / 7.5ℓ（イオン交換水使用）

鉛

検出されない

0.1mg/ℓ

・ 試験片回転速度

１m/s

6価クロム

検出されない

0.5mg/ℓ

・ 試験期間

連続14日

ヒ素

検出されない

0.1mg/ℓ

・ 試験機関

広島市衛生研究所

有機水銀

検出されない

0.005

5.8

5.0〜9.0

質（例えば、水：73mN/m等）
より低い性質を利用（表面張力の

4.3mg/ℓ

160mg/ℓ

差があるほど付着しにくい）
しています。

pH
その他による排出水基準

COD
n-ヘキサン抽出物質

検出されない

5mg/ℓ

フェノール類

検出されない

5mg/ℓ

銅

検出されない

3mg/ℓ

亜鉛

検出されない

2mg/ℓ

溶解性鉄

検出されない

10mg/ℓ

溶解性マンガン

検出されない

10mg/ℓ

フッ素イオン

検出されない

15mg/ℓ

錫

検出されない

1.0mg/ℓ

魚毒性試験結果
バイオクリン塗膜の溶出水におけるムラサキウニ卵、海水魚、淡水魚に対す
る魚毒性試験を近畿大学農学部水産研究所に委託して行った結果、魚介類
に対して無毒・無公害であることが証明されました。

魚毒性試験結果証明書

■塗膜の溶出試験方法

注）バイオクリン塗膜の表面張力は20〜30mN/mと低く他の物

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 、S D S 、製 品 容 器に貼 付 の
警 告ラベルなどを良く読んでご使 用ください。

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。
■本カタログ記載内容の無断転用を禁じます。
■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」
フォームをご利用ください。

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。
180502PP

