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学協会研究発表・技術講演・論文投稿者名と発表タイトル（2018.7～2019.6）
大日本塗料は各種学協会に参加し、積極的に研究発表を行っています。
ここに2018年7月から2019年6月までの主な講演・発表内容を紹介します。

投稿リスト　2018年7月～2019年6月 

発表テーマ氏　名 掲載紙名 団体・協会・出版

（一社）表面技術協会

（株）工文社

（株）ジェティ

（株）ジェティ

（一社）色材協会

（株）テツアドー出版

（株）工文社

宮下　剛

島岡　宏

北川　将司

八木沢　隼

伊郷 宗一郎

坂井　勝也

古泉　雅史

溝口　大剛
宮澤　雄太
光延　愛美
鈴木　重明

松本　剛司
鎌田　由佳

月刊誌「建築仕上技術」
2018年11月号

月刊誌「建築仕上技術」
2019年1月号

「色材協会誌」2019年2月号

月刊誌「リフォーム」2019年2月号 

「表面技術」2018年7月号

月刊誌「JETI」2019年5月号

月刊誌「JETI」2019年5月号

インフラ向け重防食塗装の特徴と今後の動向

冬季における水性重防食塗料による鋼道路橋の
塗り替え塗装

高耐久・高耐候仕上げ材　「ＥＸＴＲＡシリーズ」

これからのストック社会に貢献できる
金属製カーテンウォール改修向けローラーで
塗装可能なメタリック塗料

陽極酸化皮膜処理アルミニウム合金材料に対する
塗装改修仕様の検討　その２

屋外暴露試験片の表面解析による
二層分離形複合樹脂粉体塗料の耐候性評価

走査型電子顕微鏡
／エネルギー分散型Ｘ線分析（SEM/EDS）

熱分解ガスクロマトグラフィー
／質量分析（Py-GC/MS）

高摩擦有機ジンクリッチペイントの開発

黒色ナノ粒子のセンシング技術への応用  

口頭発表リスト　2018年7月～2019年6月 

発表テーマ氏　名 発表先 主催団体・協会

（公社）土木学会

（公社）土木学会

（一社）日本建築学会

（一社）日本塗装技術協会

（一社）日本建築仕上学会

（一社）日本鋼構造協会

（一社）表面技術協会

（一社）色材協会

（一社）色材協会

The Institute for 
Tropical Technology, 
Vietnam Academy of 
Science and Technology

第38回防錆防食技術発表大会

第38回防錆防食技術発表大会

2018年度日本建築学会大会

The 3rd International Workshop
on Corrosion and Protection 

）8102 MPC（ slairetaM fo

2018年度色材協会研究発表大会

塗料講演会／保守・補修に関する
塗料と塗装および診断技術

田邉　祥子
甲斐上　誠
坂井　勝也

田邉　弘往
定石　圭司
増田　清人

堀田　裕貴

古泉　雅史

尾田　光

塗装技術協会　第2回講演会

2018年度日本建築仕上学会大会

第41回鉄構塗装技術討論会

土木学会 全国大会　第73回年次
学術講演会（平成30年度）

土木学会 全国大会　第73回年次
学術講演会（平成30年度）

2018年冬季セミナー　
表面処理基礎講座（Ⅱ）

木口　忠広

楠戸　博貴

宮下　剛

櫻田　将至

坂井　勝也

二層分離形複合樹脂粉体塗料の開発

塗装・塗料の基礎 上級編 塗膜の耐久性、
耐候性について

耐はく離性を向上させた防食塗料の開発
（耐はく離性に寄与する因子）

劣化旧塗膜の剥離を抑制する新型変性エポキシ
樹脂塗料の開発

実橋における耐候性鋼用保護性さび形成促進
処理剤塗布10年後の調査結果

耐はく離性を向上させた防食塗料の開発
（線膨張係数の閾値検討）

な能可が装塗ラーロ「 賞術技
ふっ素樹脂メタリック料の開発」

初期乾燥を早めた水系さび止め塗料の性能評価

線膨張係数に着目した塗料の実用展開

カーテンウォール改修工事向けローラー塗装用
メタリック塗料の開発

HIGH WEATHER RESISTANCE OF COATING 
SYSTEMS BASED ON OF ZINC RICH 
PRIMER AND FLUOROPOLYMER COATING

溶融亜鉛めっき高力ボルトの塗装品質向上に
関する検討

陽極酸化皮膜処理アルミニウム合金材料に
対する改修塗装仕様の検討

（株）コロナ社宮下　剛 「安全工学便覧」第4版重防食塗装に関する近年の動向と将来展望

（株）ジェティ尾田　光 月刊誌「JETI」 2018年10月号  

（一社）日本建築学会

第51回塗料基礎講座

2018年度日本建築学会大会

宮下　剛

木口　忠広

宮下　剛

宮下　剛

塗膜の耐久性（耐候性）

陽極酸化アルミニウム合金材料に対する塗装改修
仕様の検討

（一社）色材協会

（一社）日本建築仕上学会

2018年度色材協会研究発表大会古泉　雅史

2018年度日本建築仕上学会大会古泉　雅史 陽極酸化皮膜処理アルミニウム合金材料に対する
塗装改修仕様の検討　その２

（一社）色材協会
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