
　私たちの生活周りでは家庭用洗

剤やシャンプーなど、泡が必要と

される場合もあるが、各種産業の

製造工程で発生する泡は、製品に

欠陥を与えるなど悪影響を及ぼす

場合がある。

　近年、塗料工業においても、環

境負荷が小さいという観点から、

水系塗料の需要が飛躍的に伸びて

いる。しかしながら、水系塗料に

は分散剤、湿潤剤や乳化剤などと

して多種の界面活性剤が使用され

ており、各工程で泡が発生すると

いう問題がある。泡は、製造工程

における作業効率の低下や塗装表

面に泡が残ることで本来の塗膜機

能を発揮しないばかりでなく、表

面の美観を損なうことにもなる。

　これらを背景にして、塗料工業

でも各工程に適した消泡剤が求め

られている。本稿では、サンノプ

コが注力している水系塗料用消泡

剤について紹介する。

◆泡発生の原因

　一般に“泡”とは、液体の中に気

体（多くの場合は空気）を含んで形

成されたものである。界面活性剤

を添加していない水だけでは、よ

く混ぜることで泡は発生するがす

ぐに消失するため、泡のトラブル

はほとんど起こらない。しかし、

液体中に界面活性剤が存在すると、

分子中に親水性部と疎水性部を持

つ界面活性剤が、液体と気体の液

膜に吸着して液膜を強くするため、

泡が消えにくくなる。

◆消泡メカニズム

［消泡剤の条件］
　発生した泡を破壊したり、泡立

ちの激しい条件での泡の生成を抑

えるものが消泡剤で、水系塗料製

造時には必要不可欠なものである。

消泡剤は、物理的外力を加えて泡

を壊す方法とは異なり、泡を安定

化させている平衡状態を不安定化

し自発的に泡の破壊を導く方法で

ある。

　消泡剤は下記の項目を満たす必

要がある。

①泡膜の表面張力よりも低い表面

張力を持つ。

②泡膜に対して不溶であるか、ま

たは溶解性が低い。

③高い拡散性、泡膜への高い浸透

性を持つ。

④最終製品の性能を弊害しない。
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(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）



［作用機構］
　消泡剤が泡を破壊するまでの作

用機構を図１に示す。泡膜と消泡

剤の表面張力・界面張力の関係を

模式図で示している。この式に当

てはまらない組み合わせ例もある

が、現在のところ最もよく引用さ

れる考え方である。この模式図で

は、図１の侵入係数（E）と拡張係

数（S）が共に正のとき泡の破壊が

起こる。

◆消泡剤の組成と分類

　消泡剤が、単一組成物で上記要

件のすべてを満たすことは一般に

困難であるため、消泡剤は主に核

剤とキャリアと呼ばれる複数の組

成物から構成されている［図２］。

　核剤としては、疎水性シリカ、

ワックス、アマイド、金属石けん

などがあり、キャリアとしては、

鉱物油、ポリエーテル、シリコー

ンオイルなどがある。表１に消泡

剤の分類を示す。

　核剤は消泡機能を発揮するため

の主成分であるが、核剤だけでは

泡膜での拡散性が弱いため、消泡

剤として働きにくい。また、キャ

リアだけでは泡膜への浸透性が弱

い。一般に核剤にキャリアを導入

することで、泡膜に対して拡散性、

浸透性が強くなり、強い消泡機能

を示す。

◆サンノプコの水系塗料用消泡剤

　水系塗料には、①顔料を分散さ

せるための分散剤、②顔料のぬれ

性や平滑性を向上させるための湿

潤剤、③非水系樹脂を乳化するた

めの乳化剤、④レオロジーをコン
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図２●消泡剤の構成成分

疎水性シリカ
（シリカ粉末など）

ワックス
（天然ワックス、合成ワックスなど）

アマイド
（脂肪酸アマイドなど）

金属石けん
（ステアリン酸アルミなど）

核剤なし

鉱物油

ポリエーテル
（ポリオキシアルキレングリコール）

シリコーンオイル、
変性シリコーンオイル

その他（油脂など）

液状型 エマルション型 粉末型

消泡成分
（キャリア）

無機系

有機系

消泡剤粒子（模式図）

核　剤

剤　型

表１●消泡剤の分類

  構成成分 消泡性＊1 
ハジキ度＊2

 
特　長

      キャリア 　　核　剤 初期 持続  

   疎水性シリカ A A B 

 
鉱物油系 鉱物油

 ワックス B B A 拡散性が高く、特に表面の泡を速やかに破壊させる場合

   アマイド B B A に適している。高温でも消泡性を発揮する

   金属石けん B B A 

   疎水性シリカ B B A 

 
ポリエーテル系 ポリエーテル

 ワックス B B A 一般に水に容易に分散する（自己乳化型消泡剤とも呼ばれ

   アマイド B B A る）。製品安定性に優れ、かつ少量で高い消泡性を発揮する

   無し C C A 

 
シリコーン系 シリコーンオイル

 疎水性シリカ A A C きわめて低い表面張力のため、泡膜に侵入・拡散しやすく、
   無し B Ｂ C また水に対する溶解性が低いため、少量で消泡性に優れる

＊１ 消泡性：A＝非常に優れる　B＝優れる　C＝普通　      
＊２ ハジキ度：A＝ハジキの心配がない　B＝ややハジキあり　C＝ハジキの懸念あり



トロールするための粘弾性調整

剤など、多種の界面活性剤が使

用される［図３］。このように水系

塗料の製造工程で使用される物

質には界面活性剤を含んでいる

場合が多く、不要な泡が発生す

るためトラブルが生じやすいの

で、泡の発生を抑制する消泡剤

が必要となる。

　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

もとに水系塗料用消泡剤の技術

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

な技術サービスで業界をリード

してきた。ここでは、代表的な

サンノプコの水系塗料用消泡剤

について紹介する［表２］。

［つや消し塗料用消泡剤］
　建築内装に主に用いられるつ

や消し塗料では、揮発性有機物

質（VOC）などを含まないシック

ハウス対策のニーズが高まって

いる。このニーズに応えるべく

サンノプコが新規に開発した『ノ

プコDF-700W』は、高性能な消

泡有効成分を最適に分散安定化

したエマルション型消泡剤で、一

般の鉱物油系、エマルション系

消泡剤と比較し、①低揮発性で
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図３●水系塗料の製造工程

樹　　脂：アクリル樹脂、ウレタン樹脂など　　添　加　剤：分散剤、湿潤剤、増粘剤など
着色顔料：カーボンブラック、ベンガラなど　　体質顔料：炭酸カルシウム、酸化チタンなど

参考文献：日本の塗料工業（平成23年度版）、社団法人日本塗料工業会

体質顔料

添加剤

水

樹　脂
消泡剤

添加剤

着色顔料

デゾルバー
（前練）

アトライター
（分散）

充てんフィルター
（ろ過）

サンドグラインダー
（分散）

混合槽
（調合・調色）

デゾルバー
（調合・調色）

[前練工程 ]
水や顔料、添加剤な
どを混ぜて均一なス
ラリーを作る

[分散工程 ]
前練のスラリーを分
散機に送り、顔料の
粒子を細かくする

[調合･調色工程 ]
分散が完了したスラ
リーに樹脂、添加剤、
顔料などを加えて色
を合わせる

[ろ過工程 ]
出来上がった塗料をろ過
して容器に詰める

表２●サンノプコの代表的な水系塗料用消泡剤

 　　　　製品名 　　　消泡剤分類 　　用　途 　　　　　　　　　　　　 特　長

 ノプコＤＦ-７００Ｗ 鉱物油系エマルション型 つや消し塗料 初期消泡性能に優れ、ハジキの発生が少ない。低揮発性

 SNデフォーマー１５４Ｓ 鉱物油系 半つや有り塗料 持続した消泡性能に優れ、ハジキの発生が少ない

 
SNデフォーマー３９５ ポリエーテル系

  シリコーンフリータイプ。光沢低下、はじきの発生が少なく、
   つや有り塗料 初期抑泡性およびその持続性に優れる

 SNデフォーマー３９９ シリコーン系  低汚染性。つや引けが少ない

 SNデフォーマー３２７   疎水性の強いシリコーンタイプで、ハジキが少ない。低汚染性

 
SNデフォーマー３３０ 

シリコーン系 弾性塗料 SN327よりも疎水性の強いシリコーンタイプで、微細な泡の
    消泡性およびその持続性に優れる

 SNデフォーマー１８０ 
ポリエーテル系

 
工業塗料

 動的・静的表面張力低下能に優れ、かつ低起泡性で、電着塗料
 SNデフォーマー１８４   および水系コーティング材、水性インクに好適



優れた初期消泡性、消泡持続性を

発揮、②泡膜に対する優れた分散

性、③ハジキが少なく、塗工時に

均一な塗膜を形成するので、クレ

ーター（塗面にできる噴火口状、

わん状のへこみ）が出にくく美観

を損なわない、などの特長を有し

ている。『ノプコDF-700W』の代表

的性状［表３］と塗工評価結果を示

す［図４］。『ノプコDF-700W』を使

用した場合は、塗膜表面にクレー

ターは見られず良好な塗工面が形

成される。

［つや有り塗料用消泡剤］
　建築内外装に用いられるつや有

り塗料では、仕上がり性や耐候性

が求められる。鉱物油系消泡剤は

塗膜の光沢低下を招くため、一般

に光沢の低下に影響が少ないシリ

コーン系消泡剤が用いられ、消泡

性も良好であるというメリットを

有する。一方で、ハジキの主要因

となり、塗膜の外観を大きく損ね

ることになる。

　このため、サンノプコでは光沢

と消泡性はシリコーン系消泡剤と

同等の性能を有し、かつハジキの

少ないシリコーンフリーの消泡剤

の検討を行った。

　サンノプコが開発した『SNデフ

ォーマー395』は、高性能な核剤

を用いたポリエーテル系消泡剤で、

シリコーンフリーでありながら、

シリコーン系消泡剤と同等以上の

消泡性を持ち、ハジキの発生が少

なく、また光沢の低下が少ない特

長を有している。

［弾性塗料用消泡剤］
　弾性塗料は10,000 ～100,000

mPa･sときわめて高い粘度を持つ。

このような高い粘度においては、

生じた泡の膜厚も厚くなり、かつ

泡膜弾性も強くなる。そのため一

般には、疎水性の高いシリコーン

系消泡剤が有効である。

　『SNデフォーマー330』は、き

わめて疎水性の強い消泡剤で泡の

発生をかなり抑えることができる。

このため、これまで消すことが困

難であった弾性塗料製造工程で発

生する微細な泡に対しても有効で、

かつ従来の消泡剤と比べて添加量

の低減が大幅に可能となった。

◆今後の展開

　サンノプコは、これまでに蓄積

した消泡剤技術で世の中に役立っ

てきた。今後の消泡剤ニーズは、

低添加量下での高性能化、キャリ

アへの合成系原料から植物油など

天然系原料の導入へと進んでいく

と予想される。よって、さらに高

度な技術を確立し、環境面を考慮

してニーズに合致した新製品の開

発を推し進めていく。

参考文献
1）藤本武彦著『界面活性剤入門』三洋化
成
2）筧哲男監修『パフォーマンス・ケミカ
ルスの機能シリーズ』三洋化成
3）佐々木恒孝『消泡剤の応用』シーエム
シー
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［評価方法］
消泡性試験 
①消泡剤抜きのつや消し塗料（PVC：70質量%、ストーマー粘度：90KU）に所定量の消泡剤を添加した。
②卓上ホモジナイザーを用いてかくはん(750 rpm、30 min)し、得られた塗料を50℃の恒温室にて2週間
貯蔵した。
③得られた塗料に水（塗料に対して10質量％）を加え、均一後、シーラー塗装を施したスレート板に中毛ロー
ラーにて塗装し、発生した泡が消えるまでの消泡速度を目視にて確認した。

図４●塗装後の塗膜評価結果（中毛ローラーで塗工）

ノプコDF‐700W 他社鉱物油系消泡剤

クレーター

表３●ノプコDF‐700Ｗの代表的性状
 外観 乳白色液状

 粘度 1200　mPa・s（25℃）

 イオン性 非イオン

10mm10mm
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