
水性 Chemlok® 接着剤システム 
技術データ

この説明書は、水性 Chemlok® 製品で
最高レベルの性能を引き出すために
必要な要件、詳細について重点的に説
明するものです。

溶剤系接着剤と水性
接着剤の違い: 
水性接着剤は、高分子量ポリマーエマ
ルジョンと顔料、硬化剤を水性媒体の
中で混合・調合したものです。溶剤系
接着剤は、顔料と硬化剤、溶媒溶液に
溶解したポリマーで構成されていま
す。溶剤系接着剤と水性 Chemlok シ
ステムの化学成分は似ていますが、取
扱い要件が異なります。

梱包:
Chemlok 水性接着剤システムは、多様
な生産要件に対応するように様々な容
量のものを取り揃えております。以下の
パッケージの中からご都合に合わせて
お選びいただけます：
• 1ガロンペール (3.8 L)
• 5ガロン缶 (18.9 L)
• 55 ガロン (208.2 L)、フェノール樹脂

を内面塗装した 
ドラム缶 (撹拌パドル付き)。

被着体表面処理:
接着工程において接着性に影響を与
える最も重要な要因の一つが表面処
理です。最適な接着性能と長期的な耐
環境性を確保するためには、被着体に
は有機無機物の汚れがあってはなり
ません。有機汚染物質には、グリース、
埃、油類などがあり、これらは溶剤やア
ルカリ洗浄によって除去できます。一
般的な無機汚染物質は、錆、スケール、
酸化被膜です。これらの汚染物質は、
機械的処理、化学的処理、またはそれ
らを組み合わせた処理により除去で
きます。

表面処理の種類:
接着剤を塗布するために行う表面処
理方法は数多くありますが、それらの
方法は機械的方法と化学的方法の 2 
つに分類されます。どちらの方法を採
用する場合でも、以下のポイントが適
切な表面処理に不可欠です： 
• すべての表面の汚染物と分解生成物

の除去。
• 再汚染防止。
• 全工程における慎重な取り扱い。 

機械的方法は、表面の汚染物を物理的
に除去し、表面積を拡大して接着性を
高めます。機械的方式には以下の処理
があります： 
• ブラスティング – 研磨粒子 (砂、グリ

ット、または金属酸化物) をエアーの
力で被着体表面に吹き付けます。ブ
ラスティング？金属面に付着した無
機質の汚れやその他の腐食化合物
を除去するのに特に効果的です。処
理後の特性や仕上がりは、ブラスト
の吹き付け時間、ブラスティング装
置の形状とサイズ、粒子の速度、およ
び被着体表面の硬度、気孔率、その
他の特性によって変わります。

• 研磨 – ワイヤブラシまたは研磨紙で
表面を擦ります。研磨剤による汚染
がないように注意し、使用後は埃や
粒子を必ず除去してください。

• 機械加工 – 切削油を完全に除去す
れば、機械的方法により許容される
接着表面を作ることができます。ただ
し、油脂やグリースが金属面に残っ
ていると、接着性が低下します。最適
な接着効果を得るためには、機械的
処理から接着剤塗布までの放置時
間が 8 時間を超えないようにしてく
ださい。

技術の差異
溶剤ベース 水性

溶液／分散 乳剤

VOC 準拠ではない すべて VOC 準拠

1重量当たり 18 ～ 28% TSC 重量当たり 25% ～ 50% の固体

一般的に必要な希釈 稀に必要な希釈

希釈剤： MIBK、MEK、キシレン、トルエン 希釈剤： 脱イオン化 (DI) 水、蒸留水

粘度測定によるフィルム厚の制御： Zahn または Ford カップ 比重測定によるフィルム厚の制御： 比重計

部品汚染をより許容
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一方、化学的処理は、有機無機化学物
質で土や表面の汚れを分解したり、浮
遊させたり、除去します。化学的方法に
は下記の処理があります： 
• 蒸気／溶剤による脱脂 – 有機汚染

物質や油脂を除去するのに溶剤蒸気
またはアルカリ洗浄液を使用します。
脱脂ではスケールやさびを除去でき
ないため、金属素地にはブラスティ
ングを併用すると最も効果的で す。

• 陽極酸化処理 – 電解により接着面に
酸化アルミニウムを被覆します。

• 不動態化 
• リン酸亜鉛処理
• アルカリ洗浄
• クロメート処理 
• 化学エッチング
脱脂剤に関する注意事項
一部の脱脂処理にはトリクロロエチレ
ンやパークロロエチレンなどの塩素系
溶剤が使用されていますが、多くの企
業が環境および健康への影響を考慮
して使用を中止しています。その結果、
接着剤の使用に適した十分にきれい
な表面を提供できる多くの「環境にや
さしい」代替手段が開発されました。こ
れらの代替手段には下記のものがあ
ります： 
• 溶剤系および水性の接着剤と併用さ

れる水性アルカリ洗浄。
• 環境に優しい石油系溶剤。

処理方式の選択:
ニーズに最も合った処理方式を決定
するには、下記の内容を検討してくだ
さい： 
• 経済性 – 処理量が多い場合、一般的

に機械的方法より化学的方法のほう
がコストが低くなります。

• 汎用性 – 機械的方法は多くの種類
の金属に利用できますが、化学的方
法が利用できる金属は限定されま
す。

• 既存機器との適合性 – 既存の設備
は、機械的方法が適している場合と
化学的方法が適している場合があり
ます。

• 接着要件 – 接着要件は製品に応じ
て異なります。また、接着性は用途に
応じて影響を受けます。従って、用途
別に採用する表面処理は異なりま
す。

• 耐環境性 – 化学処理のほうが機械
的処理よりも高い環境耐性を示すこ
とが多くなります。

• 政府規制 – 特定の地域では廃棄物
処理法により化学処理が禁止されて
いる場合があります。 

表面状態の保持:
接着剤の塗布が完了するまで、表面の
最適な清浄度を維持することが重要
です。そのために下記の手順を行い
ます： 
• 表面処理が終われば速やかに下塗り

剤または接着剤を塗布する。
• ごみ、湿気、化学ヒューム、離型剤、そ

の他の汚染物にさらさないようにす
る。

• 溶剤および洗浄剤を汚れないよう管
理し、必要に応じて交換する。 

• グリットおよび研磨剤が清潔で、汚
染物が混入していないことを確認す
る。

• 洗浄水および「乾燥用」エアの純度を
まめに点検し、汚れが最小限である
ことを確認する。 

必要に応じて、油脂とグリースが除去
されているかどうかを確認するために
水切り試験を行います。表面が脱イオ
ン水で破れのないフィルムを60秒以
上支持できれば、実質的に油脂やグリ
ースがないと見なすことができます。

一般的な表面処理:
次の 3 つの工程による処理は、推奨さ
れる機械式表面処理技術です。 
1. 脱脂
2. グリットブラスト
3. 脱脂 
上記の方法により、ほとんどの被着体
の表面に対して接着に適した処理を
行うことができます。特定の被着体に
対して、または環境耐性の向上のため
に、より複雑な化学的処理が必要な場
合もあります。詳細については、最寄の 
Parker Lord 社窓口にお問い 合わせく
ださい。上記の特定の方式に関する詳
細は、特定の被着体を扱った項に説明
されています。

システムに関わらず、部品を洗浄タン
クから取り出すときは清潔に保ってく
ださい。浄化効果を確認するために、
加熱試験 (ASTM 国際規格 F22) を定
期的に行ってください。

多様な被着体の表面
処理方法:
すべての表面処理において一般原則
は同じですが、材質によって特別な注
意が必要です。特定の被着体に対する
表面処理のガイドラインの要点を以下
に説明します。

鉄 (機械的方式)

鉄表面の処理には、グリッドブラスト (
酸化鉄や酸化アルミニウム) が広く使
用されます。金属面が錆、スケール、酸
化膜などの腐食化合物で覆われてい
る場合に特に効果的です。

通常、鉄の表面処理には下記の方式が
使用されます：
1. 最初のアルカリ洗浄は、グリース

と油類などの汚れの除去に使用
されます。この処理は、次工程のブ
ラスト手順におけるグリットによ
る汚染を防ぐために実施されま
す。スケールやさびは除去できま
せん。

2. このブラスト法は、油分や水分を
一切含まない空気流を使用して
金属表面を研磨粒子で削る処理
から成ります。最も一般的に使用
されるグリッドサイズは G-40 で
す。ショットブラストよりもグリッド
ブラストが好まれる理由は、ショッ
トでは表面に凹みができ、そこに
細かい粒子が付着する原因にな
りますが、グリッドでは粗い表面
が作られるためです。 

3. 第二段階のアルカリ洗浄手順は、
ブラスト媒体に含まれている可能
性のある研磨剤などの汚染物を
確実に除去するために実施され
ます。

この処理で使用する装置に関する詳
細情報は、ブラスト装置、ブラスト媒
体、およびアルカリ洗浄装置のメーカ
ーにお問い合わせください。認定サプ
ライヤー担当者の名前については、ご
要望に応じてお知らせします。

鉄 (化学的処理)

鉄の化学処理には、リン酸鉄または リン
酸亜鉛の化学的被覆が代表的です。

ゴム-金属接着には、微晶性 カルシウ
ム編成されたリン酸亜鉛 (皮膜重量は
1.3～4.8 g/m2 [125～450 mg/ft2]) の
使用が推奨されます。



3

水性 Chemlok 接着剤システム — 技術データ

リン酸亜鉛の処理は下記の工程で構
成されています：

1. ホット苛性洗浄
2. 水洗い
3. リン酸洗浄
4. 水洗い
5. リン酸亜鉛処理
6. 冷水による水洗い
7. 温水による水洗い
8. 熱風乾燥
この種の表面処理は、接着剤塗工前
の部品を腐食から保護するばかりでな
く、接着剤塗工後の被着体表面の腐食
防止に貢献します。

窓口となるサプライヤーの名前と詳細
情報は、リン酸処理およびその他の化
学処理用製品のメーカーにお問い合
わせください。

ステンレス鋼 (機械的処理)

機械的方式によるステンレス鋼の処理
には下記の手順が含まれます： 
1. サンドブラストまたは酸化アルミ

ニウムブラスト。 スチールグリット
は使用しないでください。鉄化合
物の付着物が電解腐食の原因に
なることがあります。

2. ブラスト処理と接着剤塗布の間の
放置時間は最大 1 時間です。

ステンレス鋼 (化学的処理)

化学処理によるステンレス鋼の不動態
化には下記の手順が含まれます：
1. 蒸気による脱脂および／またはア

ルカリ洗浄
2. 硝酸 (20～25 重量 %)、ジクロム

酸ナトリウム (2～4 重量 %)、お
よび脱イオン水 (71～78 重量 %) 
の溶液に 15～20 分間 49～57°C 
(120～135°F) の温度下で浸す。

3. 冷水による水洗い
4. 乾燥させて、30日間以内に接着剤

を塗布する。
浸漬時間、溶液濃度、および作業環境
温度は、鋼材の状態と材料に応じて調
整できます。

アルミニウム

機械的方法によるアルミニウムの表面
処理には、ブラストをお勧めします。こ
れには下記の手順が含まれます： 
1. サンドブラストまたは酸化アルミ

ニウムブラスト。スチールグリット
は使用しないでください。鉄化合
物の付着物が電解腐食の原因に
なることがあります。

2. ブラスト処理と接着剤塗布の間の
放置時間は最大 2 時間です。

アルミニウムのクロメート処理も優れ
た接着性を実現します。これには下記
の手順が含まれます： 
1. 溶剤脱脂または水性洗浄
2. 水洗い
3. 脱酸素剤の使用
4. 水洗い
5. クロム酸塩処理
6. 水洗い
7. 温風乾燥
詳細情報はこれらの処理に使用され
る物質を専門に扱うメーカーにお問
い合わせください。

アルミニウム表面は陽極酸化 (アルミ
ニウムの電解析出) によっても処理で
きます。 

マグネシウム

マグネシウムの表面処理は、要求され
る耐環境性の程度に応じて異なりま
す。サンドまたは酸化アルミニウムに
よるブラストで良好な接着面を作るこ
とは可能ですが、耐環境性は優れてい
るとはいえません。最大限の効果を求
めるに は、クロム酸浸漬または陽極酸
化を使用します。クロム酸浸漬には下
記の手順が含まれます：
1. 蒸気による脱脂および／またはア

ルカリ洗浄
2. 冷水による水洗い
3. クロム酸浸漬
4. 冷水による水洗い
5. 温水による水洗い

真ちゅうおよび銅

真ちゅうおよび銅の表面処理には、サ
ンドや酸化アルミニウムによるブラス
ト以外に過硫酸アンモニウムによるエ
ッチングを含む化学的方法がありま
す。これには下記の手順が含まれます：
1. 溶剤による脱脂および／またはア

ルカリ洗浄
2. 室温下で過硫酸アンモニウム (25 

重量 %)および水 (75 重量 %) の
溶液に 1～3 分浸漬する。

3. 室温下で水洗い
4. 乾燥させて、速やかに接着剤を塗

布。
過硫酸アンモニウムによるエッチング
の他に多くの種類の市販エッチング
用溶液があります。製品の選択と処理
方法に関する詳細情報は、それぞれの
製品のメーカーにお問い合わせくだ
さい。

鉛

鉛には、機械的方法がほぼ例外なく使
用され、通常は十分に要件を満たしま
す。鉛表面を研磨したばかりで、まだ酸
化膜が形成されていなければ、表面処
理は必要ありません。

亜鉛

ほとんどの場合、亜鉛表面は機械的方
式で処理されます。ただし、亜鉛めっき
や電気亜鉛めっきが施された表面に
直接接着する場合は注意が必要です。
通常、溶融亜鉛めっきが施された被着
体には接着できませんが、電気亜鉛め
っきが施されている場合は接着でき
ます。

めっき金属

めっき金属の表面処理と接着には 2 
つの特有な問題が生じることがありま
す： 
•  過剰な機械的処理がめっきを貫通し

て損傷させてしま う。
• めっき部分と母材が十分に接着され

ない場合がある。
めっき処理によりきれいで接着に適し
た表面が出来上がるため、めっきを施
したばかりの表面は追加処理が不要
なことがよくあります。ただし、めっき処
理により接着性、多孔質、および析出金
属の表面応力など表面の特性が変化
するので注意が必要です。電流密度、
めっき槽の組成 (光沢剤成分を含む)、
および槽の温度もめっき表面の接着
性に影響を及ぼします。
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機械的処理を行う場合、表面を軽く研
磨してください。目の細かいサンドペ
ーパーや研磨紙を使うとめっき層を貫
通するおそれが減ります。化学的方式
による正しい処理は、めっき工程にお
いて析出する金属の種類に応じて異な
り ます。 

プラスチック

ゴムは多くの硬質プラスチックと接着
できます。プラスチッ ク表面の処理に
は以下の手順が含まれます：
1. 水性アルカリまたは非侵食性溶

剤で洗浄。
2. 表面をサンドペーパーまたは研

磨紙で軽く磨く。あま り強く磨か
ないでください。熱が発生してプ
ラスチックが溶け、接着を妨げ、表
面に反りが生じます。表面を粗し 
た後に寸法公差を確認してください。

表面にざらつきのある金型を使うこと
により、プラスチック表面をざらついた
表面にモールド加工することが出来ま
す。プラスチック成形用内部離型剤の
みを使用してくだ さい。工業用プラス
チックの適切な処理に関する詳細は、
ご要望に応じて提供いたします。

その他の被着体

ここで紹介した接着のための処理方
法は、ほとんどどの硬質材料の表面処
理にも応用できます。正しい表面処理
の基礎についてもう一度記します：
• すべての表面の汚染物と分解生成

物の除去。

• 再汚染防止。

• 全工程における慎重な取り扱い。 

機械的処理のブラストを行う場合、表
面粗さが大きい [50.8 ～76.2 ミクロン 
(2～3 mil)] ほうが表面粗さが小さい 
[12.7 ミクロン (0.5 mil)] 場合よりも一
般的に良く 接着します。

接着剤の準備:
溶剤系の製品と同様、ほとんどの水性
製品は一貫した性能を保証するため
に、撹拌してから使用する必要があり
ます。

• 撹拌は、手動、モーター駆動、または
エアー駆動撹拌羽で行い、撹拌速度
は 20～30 rpm 以下とします。せん
断力の高い撹拌方法は避けてくださ
い。過剰な撹拌 によって塗膜形成特
性に影響を及ぼす泡が生じます。

• Chemlok 水性接着剤はペイントシェ
ーカーで絶対に混合しないでくださ
い。

• 約3.8 L (1 ガロン) 以下の容器であ
れば、棒状の器具を使って手で混合
できます。機械式による撹拌も使用
できますが、最初に容器の底の固形
物質をほぐし溶かす必要があります。

• 約19 L (5 ガロン) ペールの場合は、
ステンレス製撹拌羽を使用して機械
式混合を行います。ドラムには一枚
羽の撹拌機が装着されており、エア
ー駆動式モーターを簡単に取り付け
ることが可能です。特定のドラム専用
の攪拌器のほか、いくつかの異なる
形状に対応する攪拌器があります。

• 撹拌中に接着剤が汚染されないよう
に注意してくだ 
さい。  

不揮発物 (固形物) の含有率が高いに
も関わらず、一般的に水性接着剤シス
テムは低粘度です。結果的に、従来方
法により塗布管理をするのは困難で
す。例えば、10～100% の希釈によって
も、Zahn カップ粘性にほとんど変化は
ありません。比重が不揮発性成分と希
釈剤の量の比例関係であるため、水性
接着剤システムと膜厚の管理には、製
品比重を使用することが最適です。比
重は比重計で測定できます。 

水性および溶剤ハイ
ブリッドシステム:
水性下塗り剤と接着剤は、溶剤ベース
の下塗り剤と接着剤でハイブリッド接
着剤システムを生成します。このような
水性および溶剤ハイブリッドシステム
は、溶剤ベースの下塗り剤と水性接着
剤と同様、水性下塗り剤と溶剤接着剤
から成ります。従来の水性および溶剤
ベースのシステムを使用する塗布方法
は、ハイブリッドシステムでも使用でき
ます。水性下塗り剤と溶剤接着剤を使
用する場合、予熱温度を低くしてくだ
さい。

接着剤の塗布:
ほとんどの Chemlok 水性下塗り剤と
接着剤は、スプレー塗りが推奨されま
すが、一部のシステムではディップ塗装
が使用できます。はけ塗り、ロールコー
ティング手法も使用可能ですが、以下
の理由により推奨されません：
• はけ塗り作業の途中で、水性システ

ムに含有される界面活性剤が泡を
生じる。

• 製品の粘性が低いため、接着剤の溜
まりができる。(溜まりができた箇所
は、膜が乾いたときに厚くなり、耐チ
ッピング性に劣る)  

• 乾燥塗膜の厚みと均一性の管理が困
難。  

スプレー塗布

水性 Chemlok 下塗り剤と接着剤を塗
布する際には、様々な異なった塗布方
法が可能ですが、典型的なフローを推
奨されるフローチャートの図 1 に示し
ます。

水性接着剤は予熱 [55～75°C (131
～167°F)] された金属にスプレー塗り
する必要があります。膜の厚みと均一
性の管理が容易で、乾燥塗膜は外見も
優れています。スプレー塗布では、水性
システムが噴霧されることで乾燥する
表面積が拡大するため、乾燥も促進さ
れます。被着体の温度が高いことが、塗
着効率および製品性能の向上につな
がることも確認されています。

接着剤の取扱い
溶剤ベース 水性

1 ～ 38˚C で保存 (33～100˚F) 1 ～ 38˚C で保存 (33～100˚F)

初速 40 ～ 60 rpmで攪拌 振らないでください

攪拌を 20 ～ 30 rpm に落とす 20 ～ 30 rpmで攪拌

アース用ストラップ付きアース用ドラム アース用ストラップは必要ありません

接着剤の準備
容器 溶剤ベース 水性 混合時間

1 ガロン  (3.8 L) 手動攪拌およびペイントシェーカー 手動攪拌およびエアー駆動式ミキサー 20～30 分

5 ガロン (18.9 L) 手動攪拌およびエアー駆動式ミキサー 手動攪拌およびエアー駆動式ミキサー 45～60 分

55 ガロン (208.2 L) 手動クランクおよびエアー駆動式ミキサー 手動クランクおよびエアー駆動式ミキサー 8 時間
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図 1. 水性 Chemlok システムのスプレー塗布

既存のチェーンオンエッジ装置を使用
する場合、下塗り剤またはワンコート
の塗布前に予熱サイクルが必要です。
前述のように、予熱によって接着性と
性能の向上が確保されます。チェーン
オンエッジデザインの例については、
図 2 を参照してください。

ステンレス製のガンとプレッシャポッ
トは、水性接着剤の塗布に使用できま
すが、溶剤系物質はすべて除去する必
要があります。溶剤 (MEK:メチルエチ
ルケトンを推奨 ) でラインを洗浄して
から、水でシステムからきれいな水が
出るまで洗浄してください。数分間以
上、MEK がラインの内部に残ることが
あってはなりません。

この装置でもう一度、溶剤系システム
を使用する場合は手順を逆にたどりま
す。できれば、汚染の心配を払拭するた
めに、配管全体を交換することをお勧
めします。

水性の Chemlok 製品は沈殿します。
スプレー装置 (ガンと供給ライン) を使
用しないときは、きれいに内部を洗浄
してください。使用状況に基づい てラ
インの洗浄頻度を定めておく必要があ
ります。 

予熱／乾燥
水性接着剤システムの乾燥時間、乾燥
膜の柔軟性、希釈／ 粘度の関係は、溶
剤系システムのものとは異なります。
水分の蒸発速度はより遅く、水性接着
剤はより長い乾燥時間を要します。金
属を予熱することで、水性接着剤が金
属表面から外部へと乾燥し、表面のス
キンオーバーおよび水の取り込みを
防止できるので、この処理をお勧めし
ます。

スプレーガン
下塗り剤 – 水性 Chemlok 下塗り剤の
塗布に使用できるスプレーガンは多数
あります。接着剤と比較して下塗り剤は
乾燥膜厚の要件が低い [5.1～10.2 ミ
クロン (0.2～0.4 mil)] ことを考慮し、
下塗り剤を脱イオン水 10% の割合で
希釈する必要がある場合があります。
水道水は使用しないでください。 
接着剤 – 通常、接着剤、上塗り剤、およ
びワンコートは希釈せずにスプレー塗
布します。

金属を洗浄
• 油類／汚染物の除去
• 金属処理

金属の予熱
• 下塗り剤の気化を促進
• ダレ／流れ落ちを防止
• 膜形成に不可欠
• 部品温度 65°C +/- 10°C (150°F +/-19°F)

下塗り剤を塗布
• 金属に接着性を付与
• 環境性能の付与

乾燥／金属の再加熱
• 下塗り剤を乾燥
• 接着剤の気化を促進
• ダレ／流れ落ちを防止
• 膜形成に不可欠
• 塗着効率を向上
• 部品温度 65°C +/- 10°C (150°F +/- 19°F)

接着剤の塗布
• エラストマーの接着
• 性能

乾燥／成型
• 成型までに部品の放置時間がある場合、
「安全な取り扱い／保管に関する指示」を参
照してください。
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スプレーガンの詳細 –
• 下塗り剤用には、0.6～1.0 mm 

(0.023～0.042 in.) の範囲のノズル
を使用します。

• 接着剤用には、0.6～1.3 mm (0.023
～0.055 in.) の範囲のノズルを使用
します。

• 以上はあくまでも推奨であり、最終的
なスプレーガンの選択は塗布する液
剤と生産性を検討して決定します。

• 液剤の粘度と流量は、スプレーガンシ
ステムを選択する際に重要な基準に
なります。

HVLP スプレーシステム（高容量、低
圧） – このスプレーガンは、高容量 
(HV) エアーを使用して、低圧 (LP) で
接着剤を供給します。その結果、オー
バースプレー、接着剤の消費量、およ
び空気汚染を抑えて、高い比率で接着
剤を対象表面に塗布することができま
す。通常、この種の装置ではエアー圧
を低減するためのレギュレーター（調
整器）の使用が必要であり、また推奨
されます。

従来式エアー噴霧ユニット – 通常、従
来式のエアー噴霧システムは、すべて
の Chemlok 水性システムで優れた均
一な乾燥塗膜を生成することができま
す。しかしながら、噴霧圧力 [通常、2.1
～3.1 バール (30～45 psi)] を注意深
く観察する必要があります。この圧力
が高すぎると、接着剤が拡散して噴霧
が乾燥する原因になる場合がありま
す。また、高圧力によって発生する乱流
により、著しいオーバースプレーと塗着
効率の低下につながる可能性が高くな
ります。噴霧の乾燥を制御するには、噴
霧圧を下げるか、またはスプレーガン
と塗布する金属片を近づけます。

その他のスプレーシステム – 
Chemlok 水性接着剤システムの塗布
には、エアーアシストスプレーまたはエ
アーレススプレーを使用しないでくだ
さい。 

スプレーパターン
• 通常、多層塗りや多層コートよりも望

ましいのは、一層塗りで均一な塗装
です。

• 塗りすぎを避け、塗布プロセスの間
に徐々に必要な膜厚に仕上げます。

• アプリケーションに応じて、また配管
供給で必要な流量制御の量に応じ
て、一定で低圧の流量を維持しなが
ら供給するために、調節器を使用す
ることができます。バネ式からエアー
式にいたるまで、使用できる制御シ
ステムはいくつかの種類があります。

• 下塗り剤と接着剤の両方に関し、推
奨される乾燥被膜の要件について
該当する技術データシートを参照し
てください。

接着剤供給オプション
前述のように、水性 Chemlok システム
は溶剤系 Chemlok システムとは異な
るため、工程上の混乱を回避するため
に対策を講じる必要があります。 
• 既存の溶剤系供給システムは、水性 

Chemlok 接着剤の取り扱いに不適
切な場合があります。

• 個別配管供給オプション（プレッシャ
ポット）は水性Chemlokプライマー
および接着剤の塗布に効果的です。
集中供給システムの使用も可能です
が、事前にParker Lord 技術サービ
ス担当者にご相談ください。

• 製品を配管に沈滞させないでくださ
い。水性 Chemlok 固形物が沈殿し、
ラインの詰まりなど多くの厄介な問
題を引き起こす場合があります。

個別配管供給オプション (プレッシャポ
ット) – 図 3 にプレッ シャポットの例を
示します。 
• この設置例は、単一のスプレーガン

を使用しています。複数のガンを使
用するオプションも、供給配管、噴霧 
エアー、制御回路ラインを追加するこ
とで機能します。

• このシステムは、脱イオン水を貯め
た副次プレッシャポ ットと 3 方向バ
ルブを、配管ラインとスプレーガンの
洗浄装置として備えています。インラ
インの流量調節器も個別供給システ
ムに使用することができ、これにより
一定で低圧の流量を維持しながら、 
スプレー装置に接着剤を供給します。

供給ラインの保守
• 採用する塗布方式にかかわらず、水

性 Chemlok 接着剤が、ドラムのゲー
トバルブ、プレッシャポット、および配
管供給ラインを含め軟鋼部品の表面
に触れないように注意してください。
プラスチックおよびステンレススチ
ール部分のみには触れても問題あり
ません。

• 乾燥して装置や塗装ブースに張り付
いた被膜は定期的に落とすようにし
てください。溶剤系の Chemlok 接着
剤と同様に、水性 Chemlok システム
皮膜（固形物）は可燃性です。そのた
め、乾燥被膜を火花、裸火、または過
度の熱にさらさないように注意して
ください。 

図 2. 水性 Chemlok システムのサンプルチェーンオンエッジデザイン（参照のみ）

チェーンの稼働方向 予熱オーブン

ロード／ アンロード部

接着剤乾燥 
オーブン

接着剤塗布 
ブース

下塗り剤乾燥 
オーブン

下塗り剤塗布 
ブース
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浸漬塗布

1 次的な機械的浸漬塗布には 2 種類
あります：コンベア機器と浸漬タンク。
従来のコンベア機器はモノレールま
たはバーコンベアシステムに分類され
ていました。モノレールシステムはシ
ングルチェーンユニットです。バーコン
ベアはダブルチェーンアセンブリであ
り、バーがチェーンの間を水平に走っ
ています。コンベアユニットの選択は
浸漬する部品のサイズや数によって異
なります。

最適な結果を得るに、コンベアの浸漬
部分を調整して部品が真っ直ぐ上下さ
せるのではなく、角度を付けて引き抜
くようにします。角度を付けて部品を取
り去ることで、コンベアの前方への動
きが緩やかな垂直方向の持ち上げを
もたらし、過剰な接着剤を等しく部品
から流すことに役立ちます。

浸漬タンクを使う際には、下塗り剤を
絶えず攪拌し、上下をよくかき混ぜて
ください。

定常拡販がスキニング（膜）を予防し、
気泡を脇へよけます。循環ポンプまた
は攪拌羽つき攪拌機は非常に効果的
です。ダイアフラムポンプを使用する
場合は、デュアルダイアフラムモデル
にしてください。

タンクの深さは浸漬する部品の最大部
分のみに合わせます。深さが増すとタ
ンクの容積が上がり、下塗り剤のター
ンオーバー率が低くなります。またタン
クの底は傾斜させ、部品が角度を付け
て上下するため、部品の浸漬深さとタ
ンク深さは双方浅くなります（図 4 を
参照）。

図 4. 浸漬タンクデザインのセクションビュー

図 3. 個別供給オプション、プレッシャポット付きシングルガン

エアー供給源

攪拌機

液体フィルター

洗浄水

下塗り剤／接着剤

接着剤浸漬タンク

下塗り剤浸漬タンク

チェーンの稼働方向

乾燥オーブン

ロード／ アンロード部

エアー供給源

フィルターバイパス

貯蔵槽 ポンプ
フィルター

冷却ライン

排出装置 (3-6X)

排水

ミキサー
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移動型浸漬タンクは洗浄とメンテナン
スが楽であり、稼働休止時間が最短に
なります。部品が部分的に浸漬される
か、またはコンベアの低位置が調整で
きない場合、タンクを上下させて対策
を取る必要があります。浸漬タンクの
後ろにドリップパンを置くことも推奨さ
れます。部品からの過剰な液滴が硬化
していない場合、タンクに戻ることがあ
ります。しかし、材料が固まれば廃棄し
なければなりません。他の推奨事項に
は次のようなものがあります：
• ステンレス鋼製の機器
• 低圧操作を確実にする太いパイプ
• タンクの中身を攪拌する方法

塗装済部品の扱い方:
• 長期保存の場合には、部品をクラフ

ト紙 またはビニールシートで覆いま
す (ただし、密着させないこと)。

• 部品を扱う際には、きれいな綿製手
袋を使用します。

• 日光および紫外線に当てないでくだ
さい。

• プレスエリアの付近に部品を保管し
ないでください。

• シリコーン製の離型剤は避けてくだ
さい。

コーティングしたパーツ
の繫ぎ時間の安定性:
できる限り早く 型に入れて作ります。 
ただし、 すべてのコーティングした パ
ーツを適切に保存し、 最長の繫ぎ時間
を確保します。 通常は、 当パーツは、 
きれいなプラスチック容器に接着剤  
処理をして 密封し、 段ボールの パッケ
ージで保存しておく必要があります。 こ
うした 予防措置は、 パーツがＵＶライ
トに曝されないように 保護し、気中浮
遊汚染物質から 守ります。

保管:
水性接着剤は、温度が 21～27°C (70
～80°F) の乾燥した場所で保管して
ください。氷点下で保存すると、水の
結晶ができて接着剤が凝固し、最終
的に凍って固形化してしまいます。ま
た、38°C (100°F) を超える温度下に長
時間置かないでください。製品の安定
性に影響を及ぼします。

成型時に考慮すべき
こと:
成型は製造工程で最も重要な手順の
ひとつです。この工程において、接着剤
が塗布された金属とエラストマーがモ
ールドに入り、決められた時間と温度
および圧力の条件の下で接着成型さ
れます。
成型工程の各手順の管理が接着を成
功させる上で重要になります。いずれ
かの手順に大きな変化があると接着
不良となります。個々の手順に影響が
出ないほどの僅かな変更であっても、
積み重なると接着不良または許容限
界に近い仕上げとなり、平均以上の不 
良率が発生することになりかねません。
接着の理想的な仕上がりを実現する
には、エラストマーの粘度を最小にし
て、最大成型圧力を維持します。この
圧力対粘度の比率は、通常、規定の時
間および温度の条件により得られ、接
着剤とエラストマーの界面で最大限の
濡れ性が確保されます。また、硬化す
るエラストマーの物理特性も最適化さ
れます。
これらの他に下記の注意点があります： 
• 接着剤乾燥膜厚 (DFT) – 環境性

能の中で最も重要な要因の一つで
す。DFT の高低は性能低下につなが
ります。推奨される DFT については、
適切な技術データシートを参照して
ください。

• 成形圧力 – 最適な接着力を実現す
るには、加硫および硬化時の十分な
圧力、およびエラストマーと接着剤
の強い密着度が必要です。モールド
がきつくても、緩くても、接着性に悪
影響を及ぼします。 

• 温度 – モールド内の温度差が大き
いと、接着不良、硬化不足、または
過剰硬化が起きる可能性がありま
す。成型温度は定期的に点検し、特
にモールド内部では注意してくださ
い。Tempilsticks® (鉛筆型の温度計) 
または融点の選択できる温度チョー
クは、モールドキャビティの抜き取り
チェックを行うのに便利です。熱電対
も使用できますが、定期的に較正す
る必要があります。 

• モールドの設計 – モールドを設計す
るとき、被着体の積載および加硫し
た部品の取り外しを容易にするため
の工夫をしてください。モールドの分
割ラインが重要な接着箇所に位置し
ないにようにし、また接着剤を塗布
した金属の近くにスプール穴を設定
しないように注意します。金属面の
接着剤のスウィーピングやワイピン
グが発生する場合があります。

トラブルシューティング:
米国材料試験協会の国際基準 (ASTM 
International) は、接着不良における
兆候の詳細な説明を提供しています。
各症状の説明を参照して、不具合を包
括的かつ正確に評価し、解決策を講じ
ることができます。(ここでは、「エラス
トマー」および「接着剤」はそれぞれ「
ゴム」および「セメント」 と訳されてい
ます。)  

4つの基本的なASTMインターナショ
ナルの指定は次のとおりです:
• RC – ゴムとセメントの界面におけ

る剥離。 
• CM – カバーセメントと金属の間、ま

たは下塗り剤と金属の間の界面にお
ける剥離。 

• CP – ゴムと下塗り剤の界面におけ
る剥離。 

• R – ゴムの破壊。 

ゴム-セメント (RC) 剥離 

ゴムとセメントの剥離では、通常、目視
確認できるゴムがわずかしかない、ま
たは全くない硬い金属の光沢面が発
生します。

RC 剥離の一般的な原因として、接着
剤がゴムに塗布される前の接着剤ま
たはゴムの硬化、不十分なセメント膜
の厚み、成型圧力または温度の不足、
硬化不足、および可塑剤やオイルな
ど不適合な化合物による汚染があり
ます。

セメント-金属およびプライマー-金属
(CM)剥離

金属と下塗り剤、または接着剤がきれ
いに剥離する場合、接着作用がまった
くなかったことを示します。しばしば、
オイル、ごみ、埃などの汚染物により
接着が阻害されます。環境的な要因に
より接着不足で剥離が起こることがあ
ります。
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接着溶剤の揮発が早すぎると、溶剤が
スプレーノズルから離れる時に、接着
剤の異常に早い速乾 (糸引き) 現象が
起きる可能性があります。この乾いた
スプレーは、プライマーや接着剤が濡
れ広がって金属面に接着するのを阻害
します。ほかにも、接着時にエラストマ
ーの原料が流れるこ とで、接着剤が金
属面からずれていくスウィーピングが
あります。 

セメント-下塗り剤 (CP) 剥離 

カバーセメントと下塗り剤との界面に
おける剥離は、下塗り剤セメントとカ
バーセメントが異なる色であれば簡単
に判別できます。この剥離の原因は、
常に下塗り剤の汚染、エラストマーか
らの可塑剤による汚染、またはプライ
マーや接着剤の攪拌不足や乾燥不足
にあります。

ゴム (R) 破壊 

ゴムの破壊は下記のように分類され
ます： 

SR (点剥離) – この剥離は接着前の表
面の汚染が原因になっていることが良
くあり、金属表面にゴムが飛び散った
ように見えます。また、接着剤がスプレ
ーのノズルから噴射された直後に乾
燥する事 (糸引き) により SR 剥離も生
じます。 

TR (薄層ゴム剥離) – この剥離は、均一
で非常に薄いゴムが金属面に残るの
が特徴です。通常、この種の欠陥はブ
チルや油展性の高いゴム材料で発生
します。油が RC 界面に入り込むと、部
分的に接着剤と油、そしてゴムがまだ
らに存在する層が形成されます。この
軟弱な層は、部品に応力がかかると簡
単に剥離してしまいます。 

HR (厚層ゴム剥離) – 金属面上にゴム
の厚い層が残っている場合、接着が優
れていることを示しています。ゴム材料
が凝集力を超えた応力を受けたため
に破壊しているからです。 

SB (材料破壊) – ゴム材料が破壊され
る時は、エラストマーが折り返されるよ
うになり、その後破壊されます。破壊部
分はギザギザで、金属面に対し鋭角に
なっています。

上記のように 4 つの主な接着不良を
挙げましたが、ゴムとセメント、セメン
トと金属およびゴム破壊は、複合して
発生する場合のあることに注意してく
ださい。

安全な取り扱い:
Chemlok 接着剤を安全かつ効果的に
塗布するには、正しい取り扱いが大切
です。水性 Chemlok システムを使うこ
とで多くの安全面の懸念は回避できま
すが、お客様が Chemlok 製品をお使
いになるときには下記の手続を守るこ
とをお勧めします： 
• 作業場と保管場所を換気してくださ

い。
• 引火源の近くで使用しないでくださ

い。
• 汚染を予防するために、圧縮エアー

には清浄で乾燥した供給源を確保し
てください。

• 保護具を着用してください。
• 塗装装置および処理装置を定期的

に清掃してください。
• 廃棄物は、国、県および市町村の条

例に従って廃棄してください。
• 使用前に、製品ラベル、製品安全シー

ト (SDS) 、および製品データシート
をお読みください。
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