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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２０１３年１０月から２０１４年９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３６回　鉄構塗装技術討論会　2013.10.22-23
　自動車会館

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明
土木研究所　冨山禎仁*、日本ペイント㈱　大澤隆英、
大日本塗料㈱　為 信一郎
「各種鋼橋防食工の補修塗装に関する検討 (2)
　　　　　　　　　　　　～暴露試験 7年目の評価結果～」

汎用塗料本部　防食製品技術部　山下博史
鉄道総合技術研究所　太田達哉*、坂本達朗*、
日本ウエザリングセンター　高根由充、紺野晃弘、桑原圭介、
建設塗装工業㈱　江成孝文、神東塗料㈱　橋本康樹、
大日本塗料㈱　山本基弘、中国塗料㈱　藤井忠彦、
㈱トウペ　吉田 正、日本ペイント㈱　大澤隆英
「長期間暴露した金属皮膜の耐久性評価」

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明
土木研究所　林田 宏*、鋼構造物塗膜処理等研究会　石田博文、
神東塗料㈱　大山博昭、大日本塗料㈱　大柴雅紀、
中国塗料㈱　斉藤 誠、日本ペイント㈱　金城厚志、
土木研究所　冨山禎仁
「送風機を用いた寒冷地用塗料施工時の結露対策に関する検討」

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明
鋼構造物塗膜処理等研究会　石田博文 *、
土木研究所　林田 宏、神東塗料㈱　大山博昭、
大日本塗料㈱　大柴雅紀、中国塗料㈱　斉藤 誠、
日本ペイント㈱　金城厚志、土木研究所　冨山禎仁
「寒冷地用塗料の発生溶剤管理に関する検討」

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明*
土木研究所　林田 宏、神東塗料㈱　大山博昭、
大日本塗料㈱　大柴雅紀、中国塗料㈱　斉藤 誠、
日本ペイント㈱　金城厚志、土木研究所　冨山禎仁
「各種寒冷地用塗料の塗膜性能について (2)」

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明
大日本塗料㈱　大柴雅紀*、土木研究所　冨山禎仁、
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㈱　金城厚志
「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 8）～」

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明
神東塗料㈱　大山博昭*、土木研究所　冨山禎仁、
日本ペイント㈱　金城厚志、大日本塗料㈱　大柴雅紀、
中国塗料㈱　斉藤 誠
「鋼構造物塗装の VOC削減に関する検討（Ⅱ）
　～無溶剤形塗料 ･低溶剤形塗料の適用性検討（その 5）～」

（＊発表者）

　千葉県塗装工業協同組合 
     第２４回　塗装研修会　2013.10.2
　ホテルプラザ菜の花

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明
「橋梁補修について」

　日本防錆技術協会 
     第５３回　防錆技術学校面接講義（東京）　2013.10.4
　機械振興会館

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明
「鋼構造物用塗装設計とその管理」

　神奈川県環境保全協会
     平成２５年度　公害防止管理者等講演会　
　 2013.10.10 藤沢産業センター、10.18 横浜波止場会館

品質・環境本部　須貝英生
「大気関連に関する企業の取組み事例」

　日本建築仕上学会
     ２０１３年　大会学術講演会（第24回  研究発表会）　
　  2013.10.18  東京大学

CD 研究所　増田 豊 *、
汎用塗料本部　建築製品技術部　岡本 将
「塗色の遮熱性能において太陽と相関する人工太陽灯の研究」

（＊発表者）
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　大阪市都市型産業振興センター 
　 機能性コーティングフェア２０１３　同時開催セミナー
　  2013.12.10　マイドームおおさか

工業塗料本部　技術開発部　今井玄児
「省工程・高機能塗料の市場・開発動向」

　日本ポリマースクラッチコンソーシアム　 
　  第１２回会議 
　  2013.12.16　京都工芸繊維大学６０周年記念館

CM研究所　第２研究部　葛西伶美、松島直人、
CM研究所　松田英樹
京都工芸繊維大学　信藤祐太郎*、小滝雅也
「塗膜材料の表面損傷に及ぼす下層の影響（第 2報）」

（＊発表者）

　防食・補修工法研究会 
　 プレゼンテーション
　  2014.1.29　神戸港湾空港技術調査事務所

汎用塗料本部　防食製品技術部　後藤宏明
「港湾鋼構造物　防食工法の新しい維持管理」

　色材協会　関東支部 
　 第２３回　顔料分散講座
　  2014.2.6　東京塗料会館

CM研究所　第2研究部　神守 功
「塗料における顔料分散
　　―顔料の分散性と塗料品質（色調）、分散性評価の方法―」

　日本色彩学会・色材協会
　 測色研究会２０１３年度 研究発表会
　 2012.4.2.14　タワーホール船堀

CD 研究所　増田 豊
「世界の色票の測色学的調査研究」

　日本塗装技術協会
　 第３回　講演会
　 2014.2.14  日本ペイント㈱　東京事業所

自動車塗料本部　技術開発第1部　　川口洋一
「自動車塗装におけるグローバル動向」

    色材協会
     85th JSCM Anniversary Conference Symposium　
　  2013.10.24　タワーホール船堀

CM研究所　第２研究部　葛西伶美、松島直人、
CM研究所　松田英樹
京都工芸繊維大学　信藤祐太郎*、小滝雅也
「Effect of Layer Structure on Scratch Visibility of 
Polymer Coathings」

CM研究所　第１研究部　森 健二*、
CM研究所　第３研究部　宇留嶋秀人、木村友哉、
CM研究所　松田英樹
「Analysis of Raindrop Stain Behavior on Coatings 
Using High Speed Camera」

（＊発表者）

　中部化学関係学協会支部連合協議会 
　 第４４回　中部化学関係学協会支部連合秋季大会  
　  2013.11.2　静岡大学

自動車塗料本部　菅野 晃
「塗装と環境」

　プラスチック成形加工学会
　 第２１回　プラスチック成形加工学会秋季大会
　 （成形加工シンポジア '13）　  2013.11.7-8　倉敷芸文館

CM研究所　第２研究部　葛西伶美、松島直人、
CM研究所　松田英樹
京都工芸繊維大学　信藤祐太郎*、小滝雅也
「塗膜材料の耐傷つき性に及ぼす下層の影響」

（＊発表者）

　株式会社クボタ教育センター 
　 クボタ講習会 
　  2013.11.29　クボタ教育センター

工業塗料本部　杉本雅彦
「腐食と防食技術～塗料塗装編」

　関東塗料工業組合 
　 平成２５年１２月度　技術環境委員会 
　  2013.12.5　東京塗料会館

CD 研究所　第２研究部　井坂尚志
「塗料用顔料・光輝材について～自動車向け色材を中心として～」
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　自動車技術会　材料部門委員会 
　 第１０回 公開委員会
　  2014.2.19　自動車技術会

CD 研究所　増田 豊　
「自動車外板色と遮熱性能の研究（EVを神奈川で買うとしたら 
  白が得か？黒が得か？)」

　名古屋市工業研究所
　 平成２５年度 業界対応専門研修（工業塗装技術）　
      2014.2.20　名古屋市工業研究所

自動車塗料本部　第2技術部　小野山裕之
「塗料概論」

　日本塗装技術協会
　 第２９回 塗料・塗装研究発表会
　  2014.3.7　東京大学

CM研究所　第2研究部　葛西伶美 *、松島直人、
CM研究所　松田英樹
京都工芸繊維大学　信藤祐太郎、小滝雅也
「複層塗装鋼板の耐傷つき性に関する研究」

NKMコーティングス㈱　北島昌和 *、
CM研究所　松田英樹
「薄膜ショッププライマーの開発」

（＊発表者）

　日本接着学会 
　 日本接着学会関東支部 産官学技術講演会
　  2014.4.2　明治大学

分析センター　原 義則
「自動車用複層塗装鋼板の耐チッピング性に関する研究
　　　　　　　　　　　　　　－衝撃応力の伝播と破壊－」

　Surcar Congress
　 Surcar Congress 2014 27th International Conference 
      on Automotive Body Finishing
　  2014.4.9　Shanghai China

自動車塗料本部　田桐澤根
「Market Trend of Automotive Coatings in China and 
  the Suitable Coatings and Systems」

　Adam Smith Conferences
　 Adam Smith Conferences' 1st International Conference
　  2014.5.21　Moscow Russia

工業塗料本部　グローバル技術部　高見誠司　
「Introduction of One Coat Urethane」

　塗布技術研究会
　 第５３回 定例会合
　  2014.5.30　新宿文化センター

CM研究所　第 4 研究部　檜原篤尚
「塗料における顔料分散」

　色材協会
　 塗料講演会
　  2014.5.30　東京塗料会館

CD 研究所　第１研究部　前田賢司
「自動車の最新カラートレンドについて」

　日本塗料工業会
　 工場における塗装・塗料管理セミナー
　  2014.6.2　大阪塗料ビル、6.3　東京塗料会館

SD 研究所　第２研究部　高林 勇
「塗装において発生するトラブルとその対策」

　色材協会　関東支部
　 第５５回  塗料入門講座
　 2014.6.12、7.10、7.11 日本ペイント㈱東京事業所

SD 研究所　第２研究部　鈴野 純
「塗料入門ガイダンス」

CD 研究所　宮川理香
「色の見え方とカラーデザインを楽しむために」

CD 研究所　第１研究部　井坂尚志
「顔料分散には、どのような技術が必要か
　　　　　　　－塗料用顔料とその分散技術のはなし－」
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　日本鋼構造協会
　 講習会「重防食塗装に関する技術講習」
　  2014.6.12　市ヶ谷自動車会館、
　  6.24　大阪市立大学文化交流センター・ホール

汎用塗料本部　建築製品技術部　後藤宏明
「素地調整」

　日本ポリマースクラッチコンソーシアム
　 第１３回会議
　  2014.6.20　九州大学

CM研究所　第3研究部　葛西伶美、松田英樹、松島直人
京都工芸繊維大学 岩村和樹 *、小滝雅也
「塗膜材料の表面損傷に及ぼす下層の影響（第 3報）」

（＊発表者）

　日本塗装技術協会
　 平成２６年度　第１回講演会
　  2014.6.27　日本ペイント㈱東京事業所

汎用塗料本部　防食製品技術部　土岡育朗
「LCC 低減・送電鉄塔補修用塗料「タワーバリヤーシステム」」

　Automotive circle international
　 Strategies in Car Body Painting 2014
　  2014.6.27　Berlin Germany

自動車塗料本部　第２技術部　永野裕幸
「Study on Chipping Resistance of Automotive Multi-
layered Coatings : Impact Stress Propagation and 
Fracture」

　日本防錆技術協会
　 第３４回 防錆防食技術発表会
　  2014.7.10　ゆうぽうと

CM研究所　第１部　中岡豊人*、竹内　徹、
 SD 研究所　第１部　市川昭人
「鉄道鋼橋りょうにおける塗替え塗装システムの開発」

NKMコーティングス㈱　北島昌和*、
CM研究所　第３研究部　松田英樹
「薄膜ショッププライマーの開発」

（＊発表者）

　色材協会 関西支部
　 第４７回　塗料講座
　  2014.8.6　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」

　日本塗装技術協会
　 第５回　塗装入門講座
　  2014.9.12　日本ペイント（東京事業所）

工業塗料本部　佐川千明
「粉体塗料の特徴と適用法について」

SD 研究所　第2研究部　高林 勇
「塗装・塗膜の欠陥とその対策」

　日本建築学会
　 ２０１４年日本建築学会大会（近畿）
　  2014.9.12-14　神戸大学

工業塗料本部　機能材料技術第３部　野浦公介
「アルミニウム合金材料に対する環境に配慮した焼付け塗装仕
様の検討　その15　
クロムフリー系化成皮膜処理に対する耐中性塩水噴霧性評価」


