
私たちの生活の周りでは、家庭

用洗剤、ヘアシャンプーなど、泡

が必要とされる場合も多々あるが、

各種産業の製造プロセスで発生す

る泡は、製品に欠陥を与えたり生

産効率を低下させるなど悪影響を

与える場合が多い。

近年の製造プロセスでは、環境

対応を目的とした溶剤系から水系

への移行、製造コスト低減を目的

とした生産速度向上、さらには各

種産業の技術革新に伴う新しい材

料、装置、製造方法の出現による

新たな泡トラブルが発生している。

これらを背景にし、各用途に適

合した消泡剤の開発が求められて

いる。本稿では、サンノプコが注

力している水系用消泡剤について

紹介する。

�泡の発生原因

水を勢いよくかき混ぜれば、水

中に空気がかみ込み泡の発生を見

ることができる。通常、この泡は

すぐに消失する。これに、石けん

などの界面活性剤を入れると安定

な泡となる。各種産業の製造プロ

セスで混合・移送される液体には、

泡を安定化する種々の物質（界面

活性剤など）を含んでいる場合が

多く、不要な泡が発生するためト

ラブルが生じる。

�消泡剤の条件

一般に消泡剤は、表面張力（液

体が気体と接触しているとき、液

体表面が収縮しようとする力）の

低い界面活性剤であり、以下の３

つの条件が必要である。

①消泡剤の表面張力が界面活性剤

などを含む泡膜の表面張力よりも

低いこと。

②消泡剤と泡膜との界面張力（液

体が他の液体や固体と接触してい

るとき物質間で働く力）が低く、消

泡剤が良く泡膜内に拡張すること。

③泡膜に不溶であること。

�消泡剤の作用機構

泡膜に消泡剤が侵入し、泡を破

壊するまでの作用機構を図１に示

す。まず、系内に存在している消

泡剤が泡膜表面へ吸着する。次に、

泡膜に吸着した消泡剤が泡膜内に

侵入する。次いで、消泡剤が泡膜

内で拡張する。最後に、消泡剤が

泡膜内で拡張し、泡膜が薄膜化さ

れ、泡膜が破壊される。

すなわち、消泡剤が泡を破壊す

るためには、消泡剤が泡膜内へ侵

入し、泡膜内で消泡剤を拡張させ

ることが重要となる。

泡膜の表面張力（γW）、消泡剤

の表面張力（γD）、泡膜と消泡剤

の界面張力（γWD）の関係を図中

に矢印で示す。

消泡剤が泡膜に侵入するために

は、［消泡剤が泡膜に侵入する力

（γW＋γWD）］＞［消泡剤が泡膜か

ら排除される力（γD）］であり、

書き換えると、侵入係数（E）＝
γW＋γWD－γD＞０［式１］とな

る。また、消泡剤が泡膜内で拡張

するためには、［泡膜が拡張する力

（γW）］＞［泡膜が収縮する力（γWD

＋γD）］であり、書き換えると、

拡張係数（S）＝γW－γWD－γD 

＞０［式２］となる。

すなわち、消泡剤が泡膜を破壊

するためには、E＞０かつS＞０

を満たす必要がある。

�消泡剤の使用目的

消泡剤は基本的には図１で示す

ような作用機構であるが、使用目
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[紹介製品のお問い合わせ先]
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大阪：06-6264-3110㈹

(a)消泡剤の泡膜への吸着

(b)消泡剤の泡膜への侵入
    [条件：侵入係数(E )＞0]

(c)消泡剤の拡張（泡膜の薄膜化）
    [条件：拡張係数(S)＞0]

(d)泡膜の破壊　

[式１]侵入係数：E＝γw＋γWD－γD＞0
[消泡剤が泡膜に侵入する条件：γW＋γWD＞γD]

[式２]拡張係数：S＝γW－γWD－γD＞0
[消泡剤が泡膜内で拡張する条件：γW＞γWD＋γD]

γW：泡膜（水相）の表面張力
γD ：消泡剤の表面張力
γWD：泡膜（水相）と消泡剤の界面張力

空気

消泡剤 γW

γW

泡膜(水相)
空気

γD

γD

γWD

γWD

図１●消泡剤の作用機構（模式図）



的により「破泡」「抑泡」「脱泡」

の３種類に分けられる。これら

「破泡」「抑泡」「脱泡」の作用の組

み合わせで、各種産業の製造プロ

セスの泡トラブルを防止している。

①破泡

破泡とは、消泡剤が泡まつに対

し、泡表面から泡に侵入し、泡を

破壊することである。まず、消泡

剤が泡膜表面へ吸着する［図２（a）］。

泡膜に吸着した消泡剤が泡膜内に

侵入する。ついで、消泡剤が泡膜

内で拡張する［図２（b）］。最後に、

消泡剤の泡膜内での拡張により、

泡膜が薄膜化され、泡膜が破壊さ

れる［図２（c）］。

②抑泡

抑泡とは、消泡剤が液中から泡

に侵入し、泡を合一あるいは破壊

し、泡まつをできにくくすること

である。消泡剤を起泡液中にあら

かじめ添加しておくと、消泡剤は、

液中で泡膜に吸着する［図２（a）］。

泡が液面に上昇したとき、泡膜に

は界面活性剤と混ざって消泡剤が

吸着する。消泡剤の吸着した部分

が周囲より表面張力が低下し、泡

膜が薄くなり泡が不安定化される

［図２（d）］。消泡剤が吸着した部分

では、消泡剤の拡張が進み泡膜は

破壊される［図２（e）］。

③脱泡

脱泡は、液中で泡どうしを合一

させて、泡の上昇速度を速くする

ことである。消泡剤を起泡液中に

あらかじめ添加しておくと、消泡

剤は液中で泡膜に吸着する［図２

（a）］。液中の泡どうしが接触した

とき、接触面に消泡剤が存在する

［図２（f）］。泡どうしの接触面では、

消泡剤が拡張し接触面が破壊され、

この結果、泡は合一し大きな泡と

なる。大きくなった泡は、液面へ

の上昇速度が速くなる［図２（g）］。

消泡剤の吸着した部分が周囲より

表面張力が低下するため、泡が不

安定化される。消泡剤が吸着した

部分では、消泡剤の拡張が進み、

泡膜は破壊される。

�消泡剤の分類

消泡剤を化学組成や形態で分類

すると「オイル系」「ポリエーテル

系」「エマルション系」「コンパウ

ンド系」に分類される。表１、表２

に消泡剤の組成、用途などを示す。

これら消泡剤は、泡トラブル防止

のみならず、実際の使用環境、最

終用途への影響も踏まえ選択し使

用されている。

①オイル系

消泡成分（疎水性シリカ、長鎖

脂肪酸アミド）の拡散性を高める

ために鉱物油などをキャリヤー成

分（溶媒）として使用した消泡剤

である。特に表面の泡を速やかに

破壊させる場合に適している。熱

にも強く、高温での使用にも耐え

る特長がある。

一方、排水として自然界に流し

た際には、溶媒の鉱物油が分離す

る（油浮き）現象が起こる場合が

あり、環境問題上注意が必要であ

る。

②ポリエーテル系

水に容易に分散するよう製品設

計されており、自己乳化型消泡剤

とも呼ばれる。製品安定性に優れ、

かつ少量添加で高い消泡効果を発

揮するという長所を有している。

ポリエーテル系消泡剤は、ある

温度以上で水に溶解しなくなる性

質を有している。この温度を曇点

という。消泡剤の条件で述べたよ

うに、曇点以下では起泡液中に溶

解し消泡機能が著しく低下するた

め、ポリエーテル系消泡剤を使用

する温度には注意を要する。
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(g)

消泡剤

界面活性剤

泡

(a)

破泡
すでに発生している泡を破壊

抑泡
安定な泡を発生させない

脱泡
泡を合一し表面へ速やかに移行

(b) (d) ( f )

(c) (e)

図２●破泡・抑泡・脱泡



③エマルション系

消泡剤成分（各種ワックスなど）

を水に乳化分散した消泡剤である。

水中油型（Ｏ／Ｗ型）、油中水型

（Ｗ／Ｏ型）がある。起泡液中への

分散性に優れるが、水系エマルシ

ョンのため、製品の経日増粘や経

日分離、また低温時でエマルショ

ンが分離するなどの問題がある。

したがって、使用方法や貯蔵条件

には注意を要する。

④コンパウンド系

ジメチルポリシロキサン（シリ

コーン）と疎水性シリカを混練し、

これを主成分としている消泡剤で

ある。コンパウンド自身は粘度が

高く取り扱いが困難なため、低粘

度の希釈剤（鉱物油、水など）で

希釈したものが製品化されるのが

一般的である。

�サンノプコの水系用消泡剤

サンノプコは、1966年の創業当

初から界面活性剤応用技術を基に

した水系用消泡剤の技術開発に取

り組んでおり、豊富な製品のライ

ンアップときめ細かな技術サービ

スにより業界をリードしてきた。

ここでは、サンノプコが注力して

いる紙・パルプ産業ならびに塗料

産業用消泡剤について紹介する。

［紙・パルプ産業用消泡剤］

多量の水を使用し、大量生産を

行う紙・パルプ産業では、紙の原

料となる天然樹種由来のリグニン、

工程中で添加されるサイズ剤など

の強力な起泡性物質が泡立ちの主

原因となる。それぞれの工程で目

的にあった消泡剤が使用されてい

る［図３］。サンノプコの紙・パル

プ産業用消泡剤を表１に示す。

①クラフトパルプ洗浄工程

パルプ洗浄時の発泡トラブル防

止のために消泡剤が使用される。

同用途での消泡剤には、高温・高

アルカリ条件下での抑泡効果と次

工程でピッチトラブル（樹脂由来

の疎水性物質の凝集）を生じさせ

ないことが要求される。

サンノプコは、鉱物油系で排水

時に問題となる環境負荷の対応と

して、少量添加で優れた消泡効果
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クラフトパルプ洗浄工程

抄紙工程製　品 表面サイズ工程塗工工程

顔料分散工程

SNデフォーマー227K
SNデフォーマー552K

SNデフォーマー171
SNデフォーマー573

SNデフォーマー777
ノプコ8034-L

SNデフォーマー440

消泡剤を示す

水
粗粒炭酸カルシウム

SNデフォーマー269
ノプコ8034-L

SNデフォーマー440
SNデフォーマー777

チップ
チップサイロ 蒸解釜

パルプ洗浄装置

ウォッシャー

酸素さらし装置

さらし装置

高濃度
チェスト

マシンチェスト

ヘッドボックス

サイズプレスコータードライヤー

サンドミル

ラテックス

顔料

スラリー

でんぷんサービス
タンク

ブレンディング
タンク

図３●紙・パルプ産業用消泡剤

表１●サンノプコの代表的な紙・パルプ産業用消泡剤

製品名 消泡剤分類 用　途 特　長 作　用

SNデフォーマー227K オイル系 クラフトパルプ 針葉樹系パルプ、広葉樹系パルプを問わず黒液の抑泡効果に優れる 破泡・抑泡

SNデフォーマー552K エマルション系 洗浄工程用 即効性と持続性に優れ、洗浄性が向上する。ピッチ低減効果あり 破泡・抑泡

SNデフォーマー573 エマルション系
脱泡効果に優れ、水分散性に優れた消泡剤。サイズ度を低下させな

破泡・脱泡
抄紙工程用 いため強サイズ紙にも好適

SNデフォーマー171 ポリエーテル系 破泡性に優れた消泡剤。塗工原紙、ライナー抄紙工程に使用される 破泡・抑泡

SNデフォーマー269 オイル系 高濃度塗料の前添加型消泡剤。持続性に優れる。消防法危険物非該当品 抑泡

ノプコ8034-L オイル系
ハジキの少ない前添加型消泡剤。でんぷんやポリビニルアルコール

破泡・抑泡
からなる表面サイズ液用消泡剤としても使用可能

塗工工程用
ハジキが生じにくく、破泡性が良好な前添加型消泡剤。でんぷんや

SNデフォーマー777 オイル系 ポリビニルアルコールからなる表面サイズ液の抑泡と破泡にも効果 破泡・抑泡

あり。消防法危険物非該当品

SNデフォーマー440 エマルション系
ハジキが出ない後添加型消泡剤。塗工工程時に発生した泡の破泡に

破泡・抑泡
用いられる



を有するシリコーン系の消泡剤の

開発に成功している。また、シリ

コーン系消泡剤は優れた消泡性能

と併せて、ピッチトラブルの低減

効果を有する。

②抄紙工程

操業面では泡によるろ水性低下、

品質面では泡による紙力強度低下

などが生じ、抄紙工程における泡

トラブル防止のために消泡剤が使

用される。同用途の消泡剤には、

ハジキトラブルが生じないこと、

サイズ度を低下させないことなど、

最終紙製品の品質に影響を与えな

いことも要求される。

サンノプコは、脱泡効果に優れ

たエマルション系の消泡剤と、サ

イズ度低下が小さく破泡効果が非

常に優れたポリエーテル系消泡剤

を上市している。

③顔料分散工程

顔料分散工程で使用される消泡

剤は強抑泡タイプであり、ハジキ

トラブルを起こしやすい。このた

め、同用途で使われる消泡剤は水

分散性に優れるように設計されて

おり、ハジキトラブルが抑制され

る。

④塗工工程

操業面では泡による塗料の流動

性低下と塗料循環ラインにおける

スクリーンろ過性の低下、品質面

では塗工紙表面のピンホール発生

を防止する目的で使用される。

スクリーンろ過性が低下すると

異物除去が不十分になり、ストリ

ークトラブルと呼ばれる塗工紙表

面に異物によるひっかき傷ができ

るという問題が発生する。塗工工

程で使用される消泡剤は、使用方

法を誤ると性能不良やハジキトラ

ブルを引き起こす。

塗工工程で添加する消泡剤は、

塗料への分散性に優れ、ハジキが

生じにくく、破泡性に優れたエマ

ルション系が使用される。通常は

サービスタンクに添加し、塗料循

環により発生した泡を破壊する。

サンノプコは、消泡持続性に優

れたオイル系消泡剤と破泡性に優

れたエマルション系消泡剤を上市

している。

[塗料産業用消泡剤]

水系塗料では、粘度、顔料体積

濃度、使用される界面活性剤の種

類や塗装方法などにより泡が発生

しやすく、泡の発生を抑制する消

泡剤が必要となる。しかしながら

消泡剤は、塗料本来の機能には不

要なものであり、使用を誤るとハ

ジキトラブルの発生、光沢低下、

密着性低下などのトラブルの原因

となるので、最善の注意を払って

選定を行う必要がある。サンノプ

コの塗料産業用消泡剤を表２に示

す。

①フラット塗料

建築内装壁に用いられるフラッ

ト（つや消し）塗料では、ホルム

アルデヒドや揮発性有機物質

（VOC）を含まないシックハウス

対策のニーズが高まっている。

サンノプコでは、オイル系消泡

剤を中心にハジキトラブルが少な

く、抑泡持続性のある、VOCに対

応した優れた消泡剤を上市してい

る。

②水系グロス塗料・水系単層弾

性塗料

建築外装上塗り塗料では、耐候

性以外に仕上がり性、耐汚染性が

求められており、塗料には塗膜表

面を親水性にする製品設計がなさ

れている。消泡剤は、通常、疎水

性の物質で構成されているため塗

膜表面に移行して塗膜表面の耐汚

染性を阻害しやすい性質がある。

サンノプコは、VOC対応のコン

パウンド系を中心とした耐汚染性

を阻害しない水系グロス塗料用消

泡剤ならびに水系単層弾性塗料用

消泡剤の開発に成功している。

�今後の展開

サンノプコは「Innovate & Chal-

lenge」をスローガンに、今後も時

代と顧客ニーズに迅速に対応しな

がら「環境」「高機能」をキーワー

ドとして紙・パルプ産業、塗料産

業のみならず広く各種産業用に対

応した水系用消泡剤の新規開発に

まい進していく。
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（1993）
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表２●サンノプコの代表的な塗料産業用消泡剤

製品名 消泡剤分類 用　途 特　長 作用

SNデフォーマー317
オイル系

フラット塗料
VOC対応。初期抑泡性、抑泡持続性に優れ、ハジキが生じにくい 抑泡

SNデフォーマー318 水系セミグロス塗料

SNデフォーマー397
水系ハイグロス塗料

VOCフリー。鉱物油フリー。耐汚染性を阻害しない（耐汚染型

SNデフォーマー398 コンパウンド系
水系グロス塗料

塗料対応）。初期抑泡性、抑泡持続性に優れる。ハジキの発生が 抑泡

SNデフォーマー399 少ない。光沢低下が少ない

SNデフォーマー327
コンパウンド系 水系単層弾性塗料

VOCフリー。耐汚染性を阻害しない（耐汚染型塗料対応）。
抑泡

SNデフォーマー393 初期抑泡性、抑泡持続性に優れる。光沢低下が少ない


