


（１）シリカシールドの特長

　　本製品は、 塗って乾燥させるだけで様々な物質の表面に薄いシリカフィルム

　（ＳｉＯ２膜）を形成する、１液タイプのコーティング剤です。

　　常温下でも石英化しますので、加熱温度が限られる樹脂類や、大きさ・形状、

　設備環境等の問題で加熱することが難しいものにも使用でき、 おもに膜厚を

　調整することによって素材の表面に防汚､親水､防食､絶縁､耐傷などの機能膜

　を付加させることが可能です。

　　　　　　　　　　　　　シリカシールドを塗ることで、様々な素材の全面あるいは任意の箇所をきわめて簡単にＳｉＯ２化

　　　　　　　　　　　　することができ、ガラスの持つ優れた特性、例えば硬さや耐久性、化学的安定性などが得られます。

　　　　　　　　　　　　　また、トップコート材としてだけでなく、 有機素材とも無機素材とも良く密着する性質を生かして、

　　　　　　　　　　　　基材 - オーバーコート間のプライマー、バインダーとしても非常に優れたパフォーマンスを発揮。

　　　　　　　　　　　　密着性の問題を解決し、従来では難しかったマッチングが簡単に実現します。

　　　　　　　　　　　　　例えば、有機素材に対する密着性が芳しくない塗料や上塗剤などは、シリカシールドを下地剤に

　　　　　　　　　　　　することで、有機素材の表面を容易く無機質化させることができ、密着性の向上に役立ちます。

　　　　　　　　　　　　　さらに、特定の機能を持たせた超微粒子類を分散させ、親水系ハードコートバインダーとしても、

　　　　　　　　　　　　様々な製品の開発が進められています。

　　　　　　　　　 シリカシールドのユニークな特性により、現状の問題点解決はもちろん、

　　　　　　　　　今までは考えられなかった視点や発想から、新しい可能性が生まれます。

　　シリカシールドは、 大気中で焼成することで水分や酸素と反応して緻密な高純度シリカ膜を形成する

　高温焼成型《ＳＳＨ》をベースに、触媒を添加することによって転化温度を抑えた低温タイプ《ＳＳＬ》や、

　塗って放置するだけでシリカ化する常温硬化タイプ《 ＳＳＮ/ＳＳ-ＡＬＰＨＡ》があり、材質や加工環境

　に合わせた製品を選ぶことができます。

（２）対象基材と密着性

　　シリカシールドは非常に活性で、ＯＨやＣＯＯＨなどの官能基と化学結合します。

　　金属類やセラミックスには最表面のＯＨの存在により高い密着性を得られます。 樹脂に対しても極性基の存在により

　良く密着していると考えられ、有機質・無機質を問わず幅広い素材に対して良好な密着性を示しますが、中には付き難い

　ものもあります。

　※木材・コンクリートなどにも使用できますが、吸水質･多孔質のものに対しては下地（目止）剤が必要です。

１. 製品概要

密着性 主な素材

非常に優れる ＰＥＴ  ＰＭＭＡ  アクリル  ポリウレタン  ポリエステル  金属  セラミックなど

優れる ＡＢＳ  エポキシ  ポリイミド  ポリアミドなど

普通 ポリカーボネート  塩ビ  ＰＯＭなど

劣る ポリエチレン  ポリプロピレン  フッソ樹脂など
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（３）用途

　　常温～で緻密なシリカ膜を形成。膜厚をコントロールすることで、様々な機能を付加させることができます。

　　ガラスの特徴である硬さや化学的安定性などの優れた点を生かして、汚れやキズを付きにくくしたり、化学変化や劣化

　を起こしにくくしたり、電気を通しにくくしたりします。

（４）必要膜厚・適正膜厚

　　用途・目的や、対象となる素材材質（の表面粗さなど）によって必要となる膜厚は異なります。

　　また、 加熱の有無による膜質（緻密さ）の違いや、 実際に使用される環境なども関係しますので、個別の検証が必要と

　なりますが、 一般的な使用時における膜厚の目安は次のとおりです。

　　なお、通常は０.０５μｍ程度からＳｉＯ２の特性が発現してきます。

　

用途・目的 対象物/素材

防汚性、美観維持 車輌、船舶、住宅･建築、看板、設備･機械、日用品など

薄

▲
膜

厚
▼

厚

無機プライマー 各種塗料･上塗剤、光触媒など

親水性 各種樹脂、金属など

平坦性 各種樹脂、金属、セラミックなど

ガスバリア性 各種金属、樹脂など

防食、耐薬品性 各種金属、樹脂など

電気絶縁性 各種金属、半導体など

耐キズ・ハードコート 各種金属、樹脂、セラミックなど

用途・目的 膜厚の目安（μｍ）

防汚性、美観維持 ０.０５～０.２

無機プライマー、親水性 ０.０５～０.２

平坦性 ０.１～　（表面粗さによる）

防食、耐薬品性 ０.１～

ガスバリア性 ０.１～

耐キズ・ハードコート ０.５～

電気絶縁性 ０.５～
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（５）クラックについて

　　基本的に膜が厚いほど各機能性は高まりますが、クラック（ひび割れ）の危険性も増していきます。

　また、 基材との熱膨張率の違いや、高温下使用の場合は更なる膜の緻密化等の影響により、 膜厚限界は変化しますの

　で一概には言えませんが、クラックが入る手前の「クラック限界」の目安は次のとおりです。

　　〇金属類　・・・　～２μｍ　　〇樹脂類　・・・　～１μｍ

　　膜が非常に薄いため、柔軟性がある基材に対しても良好な追従性を示します。

　　一般的な適用膜厚内（１.０μｍ以下程度）であれば、特殊（極端）な使用方法や環境下でない限り、割れることはまず

　ありません。

（６）環境適合性・安全性

　　シリカシールドで形成された膜は、地球上のあらゆる場所に存在するシリカガラスと同じで無公害です。

　　もちろんノンハロゲンですので、焼却されても埋められても溶解されても全く問題ありません。

　　防汚や美観維持が目的の場合は洗剤や水の使用量を抑えられます。更に車などへのコーティングの場合は、カーケア

　グッズなどお手入れにかかるメンテナンス用品類の使用と、それに伴う出費を抑制することができます。

　汚れにくい表面状態にすることで、洗剤やワックスなどの石油化学製品や水の使用量を減らし、環境や自然への負荷を

軽減させてＳＤＧｓ達成に貢献します。

　　製品の特性上、基本溶媒は溶解性が良い芳香族系の有機溶剤を使用していましたが、 環境や健康問題などの点から

　非ベンゼン溶剤（安全溶媒品）の研究開発を進め、現在ではどの液種も安心してご使用いただけるようになりました。

　　地球温暖化やオゾン層破壊の原因となるものなどの環境負荷物質も含まれず、ＲｏＨＳ指令にも適合しています。
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★様々な機能を持つシリカ膜の特性とデータの一例です。

（１）耐久性

　　耐候性促進試験のデータです。

　　強い紫外線、温度、湿度による加速試験結果で、長期耐久性に優れることが確認できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験装置：アイスーパーＵＶテスター　紫外線照射強度：90ｍＷ/ｃ㎡　温度63℃　湿度80％

　

（２）防汚性能

　　カーボン、マジック、食品などによる汚染性の試験結果例です。

　　素材表面にある微小な凹凸を硬いシリカ膜で平坦化することにより、汚れの固着を防ぎます。

　　一般的な環境下では膜厚が０.０５μｍ程度から効果が現れてきます（塗装面）。

　　密着性が非常に高いので長期間にわたり効果が持続します。　

基板 液種 塗布方法 膜厚 照射時間 結果

ウレタン塗装カラー鋼板
（ブラック）

ＡＬＰＨＡ-１ フロー 約０.１μｍ ３００時間 光沢あり/変化せず

ＡＬＰＨＡ-２ 〃 約０.２μｍ 〃 〃

加工なし - - - 光沢なし/グレーに色褪せ

ポリエステル塗装鋼板
（ベージュ）

ＡＬＰＨＡ-１ スプレー 約０.２μｍ ３００時間 光沢あり

加工なし - - - 光沢なし

試験項目 基板 液種 硬化条件 膜厚 結果

カーボン汚染 亜鉛メッキ鋼板

ＡＬＰＨＡ-１ 常温 約０.１μｍ 色残りなし

加工なし - - 色残りあり

雨垂れ暴露（６ヶ月）

ポリエステル塗装鋼板

ＡＬＰＨＡ-１ 常温＋親水剤 約０.１μｍ 雨筋なし

加工なし - - 雨筋あり

亜鉛メッキ鋼板

ＡＬＰＨＡ-１ 常温 約０.１μｍ 雨筋なし

加工なし - - 雨筋あり

マジック汚染

ポリエステル塗装鋼板

ＳＳＬ－ＳＸ ８０℃×３０分 約０.１μｍ 色残りなし

加工なし - - 色残りあり

亜鉛メッキ鋼板

ＡＬＰＨＡ-１ 常温 約０.１μｍ 色残りなし

加工なし - - 色残りあり

食品汚染（カラシなど） ポリエステル塗装鋼板

ＳＳＬ－ＳＸ ８０℃×３０分 約０.１μｍ 色残りなし

加工なし - - 色残りあり

２. 製品特性

Property
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（３）耐酸性

　　下表のとおり様々な焼成条件で耐酸性を発現します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基板：Siウエハー　塗布法：スピン　膜厚：約0.5μm　耐酸試験条件：1%H2SO4×24時間（室温）

（４）防食

　　塩水噴霧、ＣＡＳＳなどによる耐食性の試験結果例です。

（５）耐スクラッチ

　　鉛筆硬度、研磨性洗剤による耐傷性の試験結果例です。

液種 硬化条件 膜厚変化

ＳＳＮ-ＳＸ

２００℃×３０分 なし

２５０℃×３０分 〃

３００℃×３０分 〃

５０℃/９０％ＲＨ×２４時間 〃

室温×１０日間 〃

液種 硬化条件 膜厚変化

ＳＳＬ-ＳＸ

２００℃×３０分 なし

２５０℃×３０分 〃

３００℃×３０分 〃

５０℃/９０％ＲＨ×２４時間 〃

室温×１０日間 〃

試験項目 基板 液種 硬化条件 膜厚 結果

塩水噴霧

アルミ

ＳＳＬ-ＳＸ １２０℃×３０分 約１μｍ 変化なし

〃 １４０℃×２０分 〃 〃

亜鉛メッキ鋼板 〃 ８０℃×６０分 〃 〃

ＣＡＳＳ アルミ 〃 １２０℃×３０分 〃 〃

高温酸化 ステンレス（鏡面） 〃 ５００℃×３０分 〃 変色なし

試験項目 基板 液種 硬化条件 膜厚 結果

摩耗
（研磨性洗剤）

ステンレス（鏡面）

ＳＳＬ-ＳＸ ２００℃×６０分 約１μｍ 変化なし

コートなし - - 傷だらけ

鉛筆硬度 ステンレス（鏡面）

ＳＳＬ-ＳＸ ２００℃×６０分 約１μｍ ７Ｈ

コートなし - - ２Ｈ

Property
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（６）表面硬度

　　ハードコーティングカテゴリーの中でも随一の硬さを誇るシリカシールドですが､極めて薄い膜ですので現実的な硬度

　としては基材の硬さに影響を受けることがあります。

　　用途や材質などにもよりますが、実用的な硬さ※ を得るためには０.５μｍ以上の膜厚で､ なるべく高い温度での焼成

　をおすすめします。

　※例えばプラスチックなどの表面をキズ防止目的で使用する場合、膜厚０.１μｍのシリカシールドよりも膜厚をかせげる（５μｍや１０μｍ）の樹脂系

　　  ハードコート材の方が優位性があるといえます。

　　下表はナノインデンテーション法による薄膜そのものの硬度を測定したデータです。

　　高温焼成させたシリカ膜はソーダガラス以上の硬さを示し、常温（室内で１ヶ月間放置）硬化させたものでもガラスの

　半分程度の硬さにまで達しており、既存のハードコート材と比較しても圧倒的な違いを証明しています。

（７）耐薬品性

　　標準焼成膜は石英ガラスとほぼ同程度の耐薬品性を有します。

（８）バリア性

　　ＰＥＴフィルムへ加工した場合の水蒸気および酸素のバリア効果測定結果です。

　　シリカシールドを加工することによってガスバリア性を得られることが分かります。

素材 硬化条件 弾性率（Ｇｐａ） 硬度（Ｇｐａ）

シリカシールド 室温×１ヶ月 ３３ ３.２

　〃 ９００℃×３０分 ７４ ９.４

ソーダガラス - ８０ ８.１

シリコーンハードコート - ４ ０.８

アクリルハードコート - ５ ０.４

ポリカーボネート - ３ ０.３

試験項目 測定条件 基材 液種 膜厚 結果

酸素透過率
（ｃｃ/㎡/24ｈ）

@0%RH(JIS7126K) ７５μｍＰＥＴ

ＳＳＬ-ＳＸ 約０.６μｍ×両面 ＜１

コートなし - ２５

水蒸気透過率
（ｇ/㎡/24ｈ）

@40℃(JIS7129K) ７５μｍＰＥＴ

ＳＳＬ-ＳＸ 約０.６μｍ×両面 　３

コートなし - １２

Property
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（９）光学特性

　　可視光透過率９８％以上、屈折率１.４６であり石英ガラスと同等です。

（１０）耐熱性

　　膜は石英ガラスそのものですから１,３００℃程度まで安定。熱が加わる部分や高温に曝される場所など、過酷な環境

　下でも問題なく使用できます。

　　類似商品や樹脂系ハードコート材には真似のできない、純粋な無機ガラス膜だけが実現できる圧倒的な耐熱性です。

　

（１１）参考画像

　　耐傷性と耐酸化の試験結果例の画像です。

　　加工部分と未加工部分の違いがはっきりと確認できます。

Property
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★使用目的・用途、基材種類、加工条件、使用環境等により最適な液剤を選択する必要があります。

（１）グレード表

　

※各温度は大気中焼成する場合の目安温度です。加熱する時間により変化することがあります。

　 詳しくは「４. 基本加工手順」の「（４）シリカ転化」および「（５）硬化条件」をご覧ください。

※常温あるいは低温でシリカ化させるため、ＡＬＰＨＡ、Ｎ、Ｌの各シリーズには微量の触媒が含まれていますが、

　 一般的な使用において残留触媒が性能に影響を及ぼすことはまずありません。

ＡＬＰＨＡ ＳＳＮ ＳＳＬ ＳＳＨ

１・２ ＳＸ ＳＤ ＳＸ ＳＤ ＳＤ

シリカ転化温度 常温～ 常温～ ８０℃～ ４５０℃～

推奨加熱温度 常温～ 常温～ ２５０℃～ ５００℃～

触　媒 有機系 有機系 無機系 -

溶　媒
脂肪族＋
芳香族系

芳香族系 安全溶媒 芳香族系 安全溶媒 安全溶媒

３. 製品ラインナップ

Products
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（２）製品一覧

　　シリカシールドの主な製品、用途と販売時の容量です。

　※用途・目的と対応液種は一例です。基材材質や使用環境などの条件によっても効果には差が出ますので、

　　 評価試験は液剤の種類や加工方法などを数パターンに分けて検証をおこなう必要があります。

　※記載のない製品や容量についてはご相談ください。

型　　番 特長と主な用途・目的 提供容量（ml）

　アルファシリーズ　　･･･あらゆる分野で使える防汚用トップコート剤。

ALPHA-1 　一般防汚　親水性　プライマーなど 950

ALPHA-2 　汚れが酷い場所などの防汚　親水性　プライマーなど 950

　ＳＳ-Ｎシリーズ　　･･･常温硬化タイプ。　塗装面、金属、樹脂など。

SD100 　一般防汚　親水性　プライマーなど 950

SD200 　汚れが酷い場所などの防汚　親水性　プライマーなど 950

SD500 　〃　　＋　酸化防止　防食　ガスバリア性など 950 / 100

SD1000 　〃 950 / 100

SD1500 　〃　　＋　耐スクラッチ　電気絶縁性など 950 / 100

　ＳＳ-Ｌシリーズ　　･･･硬化温度100℃～の低温加熱型。　金属、セラミック、樹脂など。

SD500 　酸化防止　防食　ガスバリア性など 950 / 100

SD1000 　〃 950 / 100

SD1500 　〃　　＋　耐スクラッチ　電気絶縁性など 950 / 100

SX1500 　〃 950 / 100

　ＳＳ-Ｈシリーズ　　･･･焼成温度450℃～の無触媒タイプ。　セラミック、金属など。

SD1000 　酸化防止　防食　ガスバリア性など 950 / 100

SD2000 　〃　　＋　耐スクラッチ　電気絶縁性など 950 / 100

Products
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（３）製品マトリクス

（４）関連製品

　　シリカシールド加工の際の関連薬剤と資機材類。

Products

厚

膜
厚

薄

低　　　　　　　　　　　　　　　硬化温度　　　　　　　　　　　　　　　高◀

◀

◀

◀

商品名 用途・特長 容量・サイズ

窒素スプレー シリカシールド開封後に再保存する場合のパージ用窒素ガス。スプレー缶タイプ。 ５Ｌ

親水剤 常温硬化で親水化させる時に使用。ALPHA/Nシリーズ用。弱酸性。 ４Ｌ

アクセラレータ 常温硬化で親水化させる時に使用。ALPHA/Nシリーズ用。エタノール系。 ９５０ｍｌ

脱脂剤 シリカシールド加工前の脱脂洗浄用水性シリコンオフ。 ４Ｌ

洗浄用クリーナー シリカシールド加工前の汚れ、油分落とし用洗剤。弱アルカリ性。 ３.８Ｌ

塗布用クロス コート剤の塗り込み・拭き取り用のマイクロファイバークロス。 [小型基材向] ２０×２０cm

HVLP低圧塗装機 高塗着率のブロワ型塗装機。現場施工に便利な低騒音・コンパクトタイプ。 １Ｓｅｔ
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（１）液種選択

　　機能対応表

　※基材材質および加工時・使用時の環境、条件等によって異なることがあります。

（２）加工面の清浄化

　　加工をおこなう前に、対象基材表面の汚れや油脂分を除去しておく必要があります。不浄物・不純物を取り除くことが

　できるのであれば洗浄方法や洗剤の種類などは問いませんが、下記事項にご注意ください。

　　〇溶剤系などの場合は基材に対するダメージを確認した上でご使用ください。

　　〇水系・準水系を使用する場合は洗浄後に水分が残らないよう、よく乾かしてください。

（３）塗布方法

　　加工するものの大きさや形状に合わせて様々な塗布方法をとることができます。

　基本的に液体粘度が低いので自由度は高いですが、液種によっては適さない塗り方もあります。

　　〇スプレー　〇布やスポンジ等での塗り込み　〇刷毛やローラー　〇フロー　〇ディップ　〇スピン　〇ロール

　　〇その他

　　重ね塗りができますので、テスト加工の際には塗布回数別のデータをとりながら最適な膜厚を探ってください。

　　テスト結果が出たら液種や使用量、塗布回数等の比較検討をおこない、採用液種と加工プロセスを最終決定します。

　　触媒含有タイプである《ＳＳＮ/ＳＳＬ/ＡＬＰＨＡ》は、大気中の水分

　と反応を起こすので注意が必要です。特にディッピングなど空気に触れ

　ている時間や表面積が多くなる加工方法の場合は、 窒素ガス雰囲気下

　でおこなうなどのコントロールが必要になります。

４. 基本加工手順

主な用途 液　　種

防汚性　美観維持 全シリーズ　【基材材質、使用環境等により選択】

プライマー 全シリーズ　【基材材質、使用環境等により選択】

親水性 全シリーズ　【基材材質、使用環境等により選択】　常温硬化の場合は親水剤等が必要

平坦化 全シリーズ　【基材表面の粗さ等により選択】　

防食　耐薬品性 全シリーズ　【基材材質、使用環境等により選択】

電気絶縁性 ＡＬＰＨＡ以外の全シリーズ共通 ： 型番末尾の数字が500以上の液種　焼成推奨

耐傷 ＡＬＰＨＡ以外の全シリーズ共通 ： 型番末尾の数字が500以上の液種　焼成推奨

Process
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（４）シリカ転化

　　シリカへ転化させるためには次の方法があります。

　〇常温放置（ＳＳＨシリーズを除く）

　〇加熱

　〇加湿（ＳＳＨシリーズを除く）

　　上記のいずれかの方法で転化させることができます。 次項 「（５）硬化条件」 ある転化温度を目安にして､ 基材の耐熱

　温度および設備・環境、求める機能性などを踏まえて硬化方法を絞り込んでください。

　　一般に、液種にかかわらず加熱処理をおこなった方が膜質は優れます。

　　特に硬さを求める場合などは、できるだけ高い温度で焼成してください。より緻密（強固）な膜となります。

　　なお、 必ずしも１００％転化させなければ使えない、 ということではありません。 例えばＳＳＮシリーズを常温で硬化

　させる場合、シリカ化が完了するまでに数週間～の時間が必要となっていますが、実際には塗布後数時間程度で実用的

　に問題なく使用できるケースがほとんどです。

（５）硬化条件

　　製品別転化条件

　※温度が不足する場合は時間を延長することで補完できるケースもあります。

（６）製品と粘度、膜厚の関係（ＳＳＬ-ＳＸ ）

　　〇濃度と粘度の関係（品番＝製品末尾の数字）　　　　〇粘度と膜厚の関係（Ｓｐｉｎ：各回転数で２０秒間保持）

　　〇例１　ＳＳＬ-ＳＤ５００を１０００ｒｐｍのスピナーで処理した場合の膜厚： 約０.０８μｍ

　　〇例２　ＳＳＬ-ＳＤ２０００を３０００ｒｐｍのスピナーで処理した場合の膜厚： 約０.２５μｍ

Process

1.2
粘度（cp）

1.0

0.8

0.6 品番

500 1000 2000

6000
膜厚(Å) 1000rpm

4000
2000rpm

2000
3000rpm

0 粘度(cp)

0.6 0.8 1.0 1.2

ＳＳＮシリーズ ＳＳＬシリーズ ＳＳＨシリーズ

加熱による転化 １５０℃×１時間 ２５０℃×1時間 ４５０℃×１時間

加湿による転化 ５０℃/９０%×３時間
（１２０℃×１時間加熱後）
９０℃/８０%×３時間

  -

常温放置による転化 約２週間～ 約６週間～   -
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（１）保管

　〇原則として冷暗所で保管してください（管理温度：０-１０℃）。

　〇製品の特性上、開栓後は速やかに使い切ることを推奨しています。

　　 やむを得ず再保管する場合や作業を一時的に中断するような場合は、容器内に空気が残らないよう窒素ガスパージ

　　 した上で密栓し、管理温度内で保管してください。

　

（２）開栓/使用時

　〇使用の際には結露させぬよう、冷蔵保管した場合はあらかじめ室温に戻しておいてください。

　〇容器本体を固定し、中身が飛び散らぬようゆっくりと開栓してください。

　〇１度で使い切らない場合は、別の容器に必要量を小分けするなどしてご使用ください。

（３）作業時

　〇作業は安全メガネ、耐溶剤マスクおよび手袋等の保護具を着用し、ドラフトチャンバーなどの十分に換気できる環境

　　 下でおこなってください。

　〇加工時に使用する用品用具類は必ず新しいもの、乾燥したものをご使用ください。

　　 水分や他の薬品類が含まれたもの、付着したものはコート剤に触れると有毒ガスが発生するおそれがあります。

（４）作業後

　〇使用済みの（コート剤が付着した）用品・用具類は、屋外に干すなど乾かしてから処理してください。

　〇容器は中に入っている溶液を完全に取り出し､屋外などで乾燥させた後各自治体の条例等に従って廃棄してください。

（５）その他

　〇ガラス容器を使用しており、割れると危険です。乱暴に扱わず、破損にお気を付けください。

　〇基本的な取扱いは有機溶剤に準じてください（危険物第四類、第2石油類、危険等級Ⅲ）。

　〇ＳＤＳが必要な場合はご連絡ください。

　〇輸出令（先端素材）該当製品です。国外への持ち出しや輸出する場合は、原則として経済産業省への申請が必要です。

　　 また、輸送の際には国連規格梱包材（ＵＮ４Ｇ）が必要です。

　〇取扱注意事項をよく読んでからご使用ください。

５. 取扱いと注意

Notes
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