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主要学協会研究発表・技術講演実施状況
関西ペイントでは国内外の研究発表・技術講演・技術交流会に積極的に参加しています。

以下に２０１０年１０月から２０１１年１０月までの主な講演・発表内容をご紹介いたします。

　主催者
　発表会名・講演会名・日時・会場名

部署・発表者名
「タイトル」

凡　例

　㈳日本鋼構造協会 
     第３３回　鉄構塗装技術討論会　2010.10.14-15
　自動車会館

汎用塗料本部　防食技術開発部　後藤宏明
大日本塗料㈱　山本基弘*、（独）土木研究所　守屋　進、神東
塗料㈱　大山博昭、中国塗料㈱　斉藤　誠、㈱トウペ　木村
武久、日本ペイント㈱　中村宏之
「鋼構造物塗装のVOC削減に関する検討（Ⅰ）
　　　　　　　　　　－水性塗料の適用性検討（その４）－」

汎用塗料本部　防食技術開発部　後藤宏明
㈱トウペ　木村武久*、（独）土木研究所　守屋　進、神東塗料㈱
大山博昭、大日本塗料㈱　山本基弘、  中国塗料㈱　斉藤　誠、
日本ペイント㈱　中村宏之
「鋼構造物塗装のVOC削減に関する検討（Ⅰ）
　　　　　　　　　　－水性塗料の適用性検討（その５）－」

汎用塗料本部　防食技術開発部　後藤宏明
中国塗料㈱　斉藤　誠 *、（独）土木研究所　守屋　進、神東塗料
㈱内藤義巳、日鉄防蝕㈱  今井実篤、 日本ペイント㈱　藤城正樹、
大日本塗料㈱　定石圭司
「鋼橋防食工の補修方法に関する検討（１）
　　　　　　　　　　　　　　－補修塗装系の暴露試験－」

汎用塗料本部　防食技術開発部　後藤宏明
神東塗料㈱内藤義巳*、（独）土木研究所　守屋　進、日鉄防蝕
㈱  今井実篤、 日本ペイント㈱　藤城正樹、大日本塗料㈱　定石
圭司、中国塗料㈱　斉藤　誠
「鋼橋防食工の補修方法に関する検討（２）－耐候性鋼の素
地調整について－」

関西ペイント販売㈱防食塗料本部　営業開発部　中野　正
㈱リバイブ　杉田好春*、東京都環境局　橳島智恵子、（独）土木
研究所　守屋　進
「VOC削減に対する東京都環境局の取組み
                                               （塗替え塗装橋梁の調査結果）」

汎用塗料本部　防食技術開発部　後藤宏明
日本ペイント㈱　藤城正樹 *、神東塗料㈱ 大山博昭、大日本塗
料㈱　山本基弘、中国塗料㈱　斉藤　誠、（独）土木研究所　冨
山禎仁
「鋼構造物塗装のVOC削減に関する検討（Ⅱ )
　　　　　　　　－無溶剤形塗料の適用性検討（その２）－」

関西ペイント販売㈱防食塗料本部　製品技術部　堀　誠
㈶鉄道総合技術研究所　坂本達朗*、㈱トウペ　木村武久、日
本ペイント㈱　真田祐介、大日本塗料㈱　山本基弘、㈶鉄道総
合技術研究所　田中　誠、東日本旅客鉄道㈱　佐藤大輔
「ハイソリッド型塗料を用いた長期耐久型塗替え塗装系の検討」

関西ペイント販売㈱防食塗料本部　製品技術部　加藤裕司、奥 文法
㈱四国総合研究所　西森修次 *、神東塗料㈱　橋本康樹
「亜鉛メッキ面用長寿命塗料の開発」

汎用塗料本部　防食技術開発部　後藤宏明*
（独）土木研究所　守屋　進、神東塗料㈱内藤義巳、大日本塗
料㈱　山本基弘、中国塗料㈱　斉藤　誠、日本ペイント㈱　藤
城正樹
「耐候性鋼材の塗装による補修方法の検討
　　　　　　　　　　　　　　－暴露 5年後の調査結果－」
（＊発表者）

　日本パウダーコーティング協同組合 
     第１回セミナー　　　　　　　　　　 
      2010.10.21　大阪

工業塗料本部　粉体塗料開発部　野浦公介
「ＨＡＡ低温硬化粉体塗料「エバクラッド・ハーベスト」について」

      ㈳色材協会 
　 ２０１０年度　色材研究発表会   2010.11.4-5　
　  タワーホール船堀

CM研究所　第４研究部　松田英樹、工業塗料本部　第２技
術部　坂本明久、児島　敬、早速　裕
「ＰＣＭ建材用クロムフリープライマーの開発」

CD 研究所　第１研究部　原田　修
「中国モーターショー及び都市部の自動車外板色彩動向」

分析センター　第１部　桑原和弘
「塗料用樹脂の分子量測定技術に関する研究」
  
SR研究所　第２研究部　川村　力
「ポリエステルの水酸基モノマーと樹脂構造」

     中部化学関係学協会支部連合協議会
     第４１回　中部化学関係学協会支部連合秋季大会　
　  2010.11.6　豊橋技術科学大学

CM研究所　第２研究部　北園和明　
「脱VOC塗料の開発と今後の展開」

　㈳色材協会 
　 第１２回　塗料・塗装講座
　  2010.11.12　東京塗料会館

汎用塗料本部　防食技術開発部　加納　央　
「落書き防止塗料「ケセルクリーン」について」
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関西ペイント販売㈱  防食塗料本部　製品技術部
堀　誠、横田雅之
「環境対応型省工程重防食塗装システムについて」

SD 研究所　第1研究部　鎌苅剛敏、津田益二、岩村達也
「樹脂部品塗装ラインのゴミブツ診断」

（＊発表者）

　全国マスチック事業協同組合連合会 
     マスチック仕上性能管理士・仕上士新規認定研修会　
　 2011.4.21　東京塗装会館

関西ペイント販売㈱  建築塗料販売本部　製品技術部　山本一人
「マスチック工法－塗材と施工要領－」

　鋼構造物塗膜処理等研究会 
     第３回　防錆・防食塗装に関する技術研修会　
　 2011.5.26 札幌第一ホテル

汎用塗料本部　防食技術開発部　後藤宏明
「新しい素地調整方法と塗料・塗装システムの紹介」

　 ㈳色材協会　関東支部  
     第５２回　塗料入門講座　2011.6.16　日本ペイント㈱
　　　　　　　　　　　　　2011.7.14　日本ペイント㈱

SD 研究所　前川浩二
「塗料入門『塗料ガイダンス』」

CD 研究所　第１研究部　宮川理香
「カラーデザインは、ここまできた」

　  ㈳日本防錆技術協会
     第３１回　防錆防食技術発表大会　
　 2011.7.7　ゆうぽうと

CM研究所　松田英樹、CM研究所　第３研究部　三好裕也、
林　眞弘、工業塗料本部　第２技術部　坂本明久
「建材用塗装鋼板の屋外ばくろ試験44ヶ月（4夏）経過後の耐食性
と促進試験との相関性」

汎用塗料本部　釼持政明
「コストパフォーマンスに優れるふっ素樹脂塗料」

　
　金沢美術工芸大学
     色彩デザイン演習（一）　
　 2011.7.11　金沢美術工芸大学

CD 研究所　第１研究部　小野郁美
「色彩デザインの実際」

　㈳高分子学会
　第１９回　ポリマー材料フォーラム  
　2010.12.3　名古屋国際会議場

関西ペイント販売㈱  建築塗料本部　製品技術部　
廣瀬哲也、牧野賢一、安部繁之
「漆喰塗料の防汚技術について」

　㈳インテリア産業協会
　インテリアコーディネーターのための塗料・塗装基礎講座　
　～塗料編～　　2011.1.18　新宿パークタワー
  
関西ペイント販売㈱  建築塗料本部　製品技術部　安達順之
「『今日の塗料』のおはなし」

　日本塗装技術協会
　第３回　講演会　
　2011.2.4　日本ペイント㈱
  
自動車塗料本部　第３技術部　加佐利　章
「自動車塗料の最新技術動向」

　  ㈳大阪工研協会 
     第３５回　分析機器と講演・技術発表会　
　  2011.2.23　大阪市立工業研究所

工業塗料本部　機能材料開発部　早瀬　徹
「室内環境配慮型焼付け塗料「アシム」の開発」

　  日本化粧品技術者会
     第３７回　SCCJセミナー　
　  2011.2.25　大阪国際交流センター

CM研究所　第２研究部　原川浩美
「自動車用塗料における分散技術」

　  名古屋市工業研究所
     平成２２年度　業界対応専門研修　
　  2011.3.3　名古屋市工業研究所

自動車塗料本部　第６技術部　小野山裕之
「自動車用塗料、塗装概論」

　日本塗装技術協会
　 第２６回　塗料・塗装研究発表会
　 2011.3.11　工学院大学

汎用塗料本部　防食技術開発部　後藤宏明*
（独）土木研究所　守屋　進、神東塗料㈱内藤義巳、大日本塗料
㈱　山本基弘、中国塗料㈱　斉藤　誠、日本ペイント㈱　
藤城正樹
「重防食塗装系の塗装方法の検討」
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㈳配管技術研究協会
プラント・配管系の腐食と防食
 2011.7.22　機械振興会館　

関西ペイント販売㈱　防食塗料販売本部　製品技術部　堀　誠
「プラント・配管系の塗装～塗装の利点を最大限に生かす～」

㈳色材協会　関西支部
第 ４４回　塗料講座
  2011.8.5　大阪科学技術センター

CD 研究所　第１研究部　石原麻子
「景観法時代の色彩計画」

品質・環境本部　第２部　吉川　裕
「塗料・塗装に関する法規制の概要」

㈳日本塗装工業会　福岡県支部
平成２３年度　１、２級塗装技能士　試験事前講習会（学科）
  2011.8.9　福岡国際会議場

関西ペイント販売㈱　建築塗料販売本部　製品技術部　
山本一人、石橋修一
「１・２級　塗装技能士検定試験　事前講習会」

中央労働災害防止協会
第７０回　全国産業安全衛生大会　
  2011.8.11　東京国際フォーラム 
  2011.10.14　東京国際フォーラム

品質･環境本部　第２部　猪股敬司
「塗料におけるリスクベースの自主的な化学物質管理」

日本建築学会
２０１１年度日本建築学会大会
  2011.8.24　早稲田大学

関西ペイント販売㈱　建築塗料販売本部　製品技術部　山本一人
「塗料の多機能化と展開」

㈳色材協会
第５３回　顔料入門講座
  2011.9.5　千葉工業大学

CD 研究所　第２研究部　岩本　亨
「塗料用顔料」

㈳日本塗装工業会
新機能性塗料 塗装工事 普及セミナー（九州ブロック）
  2011.9.9　城山観光ホテル

関西ペイント販売㈱　建築塗料販売本部　製品技術部　山本一人
「錆止兼用上塗による省工程システムの提案他」

  ㈳日本防錆技術協会
第５１回　防錆技術学校　面接講義

　  2011.9.9　大阪科学技術センター　
　   2011.10.7　機械振興会館　

汎本塗料本部　防食技術開発部　浜村寿弘
「鋼構造物用塗装設計とその管理」

日本塗装技術協会
第２回　塗装入門講座

　  2011.9.13　日本ペイント㈱　

SD 研究所　第２研究部　高林　勇
「塗装・塗膜の欠陥とその対策」

㈳日本塗装工業会
第２回ワークショップ「船底塗料と海洋環境に関する

　  最新の話題」
　  2011.9.16　千葉工業大学津田沼キャンパス

汎用塗料本部　船舶技術開発部　山下博史
「摩擦抵抗低減型船底防汚塗料の開発」

㈳大阪工研協会
     第６１回　工業技術賞
  2011.5.19　KKR HOTEL OSAKA　

CM研究所　松田英樹
「金属外装建材用ノンクロムプライマー「ＫＰカラー8800」の
開発」


