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商品ラインアップ 

製品は全て無機系の１液型塗料．使用時は現場での撹拌のみ． 

ラストフリーP 

  

特     徴： 鉄と亜鉛との電位差により犠牲防食効果を発揮 

素 地 調 整： 1種ケレン（ブラスト処理） 

施      工： １液型  エアレススプレー／ハケにより施工   

使  用  量： 450 g/m2（標準），900g／㎡（厚膜仕様） （ロスなし計算値） 

目 標 膜 厚：100μm（標準），200μm（厚膜仕様） 

施工可能面積：約44 m2 ／缶 （20Lペール缶に20 kg入り） 

ラストフリーPEX 

シリコーン樹脂 ＋ アルミニウム粉末が主成分 

特      徴： シリコーン樹脂とアルミニウム粉末により、強い遮蔽膜を形成 

施      工： １液型  エアレススプレー／ハケにより施工   

使  用  量： 150 g/m2 （ロスなし計算値） 

目 標 膜 厚： 75μm 

施工可能面積：約100 m2 ／缶 （20Lペール缶に15 kg入り） 

シリコーン樹脂 ＋ 亜鉛 ・ アルミニウム粉末が主成分 
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塗 装 仕 様 

1．標準仕様 

  

2．厚膜仕様 （用途：海上の構造物等） 
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＊：指触乾燥以降  使用量は，ロスなし計算値 

 

層数  
塗装   

工程  
塗料名  色相  塗装方法  

使用量  

（g/m
2） 

目標膜厚  

（μm） 

塗装間隔  

（常温） 

素地調整  1 種ケレン ISO-Sa2 1/2 4 時間  

以内  

1 下塗  ラストフリーP グレー エアレス 

スプレー 

又は ハケ 

450 100 

2～3時間

以上＊ 2 上塗  ラストフリーPEX シルバー 150 75 

 

層数  
塗装   

工程  
塗料名  色相  塗装方法  

使用量   

（g/m
2） 

目標膜厚  

（μm） 

塗装間隔  

（常温） 

素地調整  1 種ケレン ISO-Sa2 1/2 4 時間  

以内  

1 下塗  ラストフリーP グレー 

エアレス 

スプレー 

又は ハケ 

450 100 

2～3 時間

以上＊ 

2 下塗  ラストフリーP グレー 450 100 

3 上塗  ラストフリーPEX シルバー 150 75 



ラストフリー2層工法 

①紫外線により塗膜劣化を起こす 

②5層塗で性能を発揮 

③主剤，硬化剤，シンナーの3液性 

④芳香族系有機溶剤を含む 

ふっ素樹脂塗料上塗 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

エポキシ樹脂塗料下塗 

ミストコート 

無機ジンクリッチ 
ペイント 

ラストフリーの特徴 
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ラストフリーPEX ラストフリーP 
                   

RF  

①紫外線劣化を起こしにくい 

②亜鉛粉末による犠牲防食効果により高い防錆性  

 能を発揮 

③アルミニウム粉末の働きで腐食要因（水分,酸 

 素,塩分）をシャットアウト 

④ラストフリーP，ラストフリーPEXの2層塗りで 

 従来の重防食塗装と同等以上の防錆性能を発揮 

⑤一液性で主剤，硬化剤，シンナーの配合が不要 

⑥芳香族系有機溶剤を一切含まない 
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従来の重防食塗装 



重防食塗装との比較 

１．防食下地（75µm）  

２．ミストコート 

３．下塗り（120µm） 

４．中塗り（30µm） 

５．上塗り（25µm） 

１ラストフリーP 
（100µm） 

２．ラストフリーPEX
（75µm） 

重防食塗装 C-5   ラストフリー2層工法 

無機ジンクリッチペイント 

エポキシ樹脂塗料下塗 

エポキシ樹脂塗料下塗 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

ふっ素樹脂塗料上塗 

2～10日 

1～10日 

1～10日 

1～10日 

2～3時間 

乾燥膜厚 ： 約250µm以上 

施工日数 ： 約22日（3,000㎡） 

耐久年数 ： 約32年 

乾燥膜厚 ： 約175µm 

施工日数 ： 約11日（3,000㎡） 

耐久年数 ： 約50年 

※膜厚，施工日数は，地域や 
    施工条件によって異なります． 
※塗り継ぎ可能時間は常温での 
  参考値です． 

（複合サイクル試験より推定） （出典：日本橋梁建設協会「鋼橋のQ＆Aライフサイクルコスト編」） 
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足場代、人件費、養生費
など 

施工関連経費を 

大幅削減 



重防食塗装との比較 

ラストフリー 重防食塗装C-5 

耐久性 ◎ 

●耐紫外線性 

 メタルハライドランプ式促進耐候性試験 

 光沢度保持率80% 

 

●耐久年数（塩害環境部） 50年 
  （複合サイクル試験より推定） 

〇 

・耐紫外線性 

 メタルハライドランプ式促進耐候性試験 

 光沢度保持率23% 

 

・耐久年数（塩害環境部） 32年 
（出典：日本橋梁建設協会「鋼橋のQ＆Aライフサイクルコス編」） 

施工性 ◎ 
●2層塗り 

●1液性 

●2～3時間で硬化乾燥 

●現場施工・補修が可能 

〇 

・5層塗り 

・2液性＋専用シンナーの3液性 

・有機溶剤臭が発生 

・1～10日で硬化乾燥 

・現場施工・補修が可能 

補修性 ○ ●現場にて補修施工が可能 〇 ・現場にて補修施工が可能 

環境性 ○ 
●低臭 

●芳香族系有機溶剤を一切含まない × 
・有機溶剤臭あり 

・芳香族系有機溶剤を使用 

・ふっ素含有廃棄塗膜の処理は今後、問題 

 化の恐れあり 

ライフサイクルコスト ○ 
●100年間のライフサイクルコストでjは，重防 

 食塗装C-5，Rc-Ⅰに比較して19%有利となる × 
・100年間のライフサイクルコストでは，ラスト 

 フリーに比較して約 19%不利となる 

総合評価 ◎ 〇 
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シリコーン樹脂の特性 

（kcal/mol) 

ラストフリーは紫外線劣化を起こしにくい！ 

波長280nm以下の紫外線は 
オゾン層にカットされるので
地表には届かない。 

ラストフリー（Si-O 結合主体）は紫外線領域
ではほとんど解離感度波長をもたず、もしくは
280nm以下の波長領域に解離感度波長をもつが
波長280nm以下の紫外線はオゾン層にカットさ
れるので地表には届かない。よってラストフ
リーは表面劣化を起こし難い。 

シリコーン系 

原子間結合エネルギー 

結合 結合エネルギー 
（kcal/mol) 

解離エネルギー
の相当波長（nm) 

C-O 80.9 370 

Si-C 80.5 370 

C-C 84.9 340 

C-H 98.0 290 

Si-O 106.0 270 

樹脂 波長域（nm) 

ナイロン 290～315 

P-MMA 290～315 

スチレン・アクリロニトリル 290,310～330 

ポリカーボネート 280～310 

ポリスチレン 310～325 

ポリエチレン 300～310,340 

ポリプロピレン 290～300,330,370 

芳香族ポリエステル 325 

ABS 300~310,370~385 

塩化ビニル 320 

ポリアリレート 350 

芳香族ポリアミド 360～370 

芳香族ポリウレタン 350～415 
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ほとんどの有機塗料（C－C結合）は280nm以上
の波長領域に解離感度波長をもつため、紫外線
の影響を受け表面劣化を起こす。 

炭素 
結合 

有機塗料 
表面劣化を
起こす 

表面劣化を
起こし難い RUSTfree

® 塗装 

出典：伊藤邦雄：シリコーンハンドブック，p474-475 
（1990）（㈱日刊工業新聞社） 

有機樹脂の感度波長域（nm) 



溶融亜鉛メッキの犠牲防食メカニズム 

鉄の発錆メカニズム 

亜鉛メッキの犠牲防錆メカニズム 

鉄より先に亜鉛が犠牲となって表面に白さびZn(OH)2を生成させるこ
とにより、水酸化鉄Fe(OH)2の生成を防ぐ。白さびは堆積して傷や欠
損部をカバーし、鉄の腐食を遅らせる。 
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ラストフリーPの犠牲防食メカニズム 

ラストフリーPの防錆メカニズム 

ラストフリーPに含まれる亜鉛が、メッキと同様の犠牲防食作用により、
水酸化鉄Fe(OH)2の生成を防ぐ。 
また、 アルミニウム表面に生成する酸化皮膜Al2O3が水分、酸素、塩
分の侵入を防ぐ働きをすると同時に、亜鉛が過度にイオン化して溶出
するのを防ぎ、亜鉛の犠牲防食効果を長期にわたり維持する役割を
果たす。 
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ラストフリーの防錆性能 
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ラストフリー2層工法
（乾燥膜厚175μｍ） 

2,520時間（315サイクル：105日間）の複合サイクル試験（JIS K5600-7-9）結果（和歌山県工業技術センター） 

試験方法：①塩水噴霧（35℃塩化ナトリウム5％水溶液：2時間）⇒②乾燥（60℃、25±5％RH：4時間）⇒③湿潤（50℃、95％RH：2時間） 

①⇒②⇒③⇒①で1サイクル（8時間）、1日3サイクル 

2,520 
時間後 

溶融亜鉛メッキ 
（HDZ-55） 

2,520 
時間後 



ラストフリーの防錆性能 
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鋼道路橋新設塗装仕様 
一般外面塗装仕様 C-5 塗装系                

2,520時間（315サイクル：105日間）の複合サイクル試験（JIS K5600-7-9）結果（和歌山県工業技術センター） 
 

鋼道路橋塗替え塗装仕様 
Rc-Ⅰ塗装系               

2,520 
時間後 

2,520 
時間後 



ラストフリーPの重防食塗装 防食下地への適用 

１．防食下地（75µm）  

２．ミストコート 

３．下塗り（120µm） 

４．中塗り（30µm） 

５．上塗り（25µm） 

１．ラストフリーP 
（100µm） 

２．ラストフリーPEX
（75µm） 

重防食塗装 C-5   ラストフリーP / PEX 

無機ジンクリッチペイント 

エポキシ樹脂塗料下塗 

エポキシ樹脂塗料下塗 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

ふっ素樹脂塗料上塗 
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２．下塗り（120µm） 

３．中塗り（30µm） 

４．上塗り（25µm） 

ラストフリーP / エポキシ樹脂塗料 
/ ふっ素樹脂塗料 

エポキシ樹脂塗料下塗 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

ふっ素樹脂塗料上塗 

１．ラストフリーP 
（100µm） 

ラストフリーPを重防食塗装C-5の防食下地である無機ジンクリッチペイントの代替として用いた

場合に、C-5と比較して良好な防錆性能を有することが分かりました（ミストコートは不要）。 

エム・エムブリッジ㈱（旧三菱重工鉄構エンジニアリ
ング㈱），広島化成㈱，㈱シールドテクスの3社で 
共同工法特許取得済み 
特許第5373988号 
発明の名称：金属材料の重防食塗装構造及び方法 



ラストフリーPの重防食塗装 防食下地への適用 
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鋼道路橋新設塗装仕様 
一般外面塗装仕様 C-5 塗装系                

2,520時間（315サイクル：105日間）の複合サイクル試験（JIS K5600-7-9）結果（和歌山県工業技術センター） 
 

ラストフリーP（100μm）  
／エポキシ樹脂塗料下塗（120μm）  
／ふっ素樹脂塗料用中塗・上塗（55μm）                  

2,520 
時間後 

2,520 
時間後 



施 工 実 績 表 ① 
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施工年月 件名，概要 発注者 施工対象 工法 
ラストフリーP 

目標膜厚（μm） 

ラストフリーPEX 

目標膜厚（μm） 

1 

2010年7月 構内設備補修工事 化成品製造業者 材料タンク外面 ラストフリーP 100 ― 

2 

2010年10月 構内設備補修工事 鋳物関連業者 

 
キューポラ設備上部，及
び煙突部 

ラストフリー2層工法 100 75 

3 

2010年12月 洋上架台新設工事 インフラ関連業者 廃棄物輸送管， 

輸送管架台 

ラストフリー2層工法 100 75 

4 

2011年8月 構内クレーン補修工事 鋼材製造業者 走行クレーン ラストフリー2層工法 100 75 

5 

2011年11月 洋上風力発電装置浮体設置 

（福岡市） 

環境省，福岡市，九州
大学 

浮体天蓋部 ラストフリー2層工法 200 150 

6 

2012年8月 桟橋手すり新設工事 エネルギー関連業者 桟橋手すり ラストフリー2層工法 100 75 

7 

2013年5月 架台修繕工事 インフラ関連業者 H鋼材 ラストフリー2層工法 200 150 

8 

2014年1月 一般国道202号橋梁補修工事 

（旭大橋下部工補修設計業務委託） 

（長崎県） 

長崎県長崎振興局 排水管取付金具 ラストフリー2層工法 100 75 

9 

2014年5月 大隈橋橋梁上部工工事（一期施工） 

（福岡県） 

福岡県土整備事務所 橋梁支承材 

アンカーボルト・キャップ 

ラストフリー2層工法 

 

100 75 

10 

2014年5月 伊良原ダム11号橋上部工工事 

（福岡県） 

福岡県伊良原ダム建
設事務所 

橋梁支承材 

アンカーボルト・キャップ 

ラストフリーP 100 ― 



施 工 実 績 表 ② 
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施工年月 件名，概要 発注者 施工対象 工法 
ラストフリーP 

目標膜厚（μm） 

ラストフリーPEX 

目標膜厚（μm） 

11 

2014年10月 警弥郷橋上部工工事 

（福岡県） 

福岡県福岡市道路下
水道局 

橋梁支承材 

アンカーボルト・キャップ 

ラストフリーP 100 ― 

12 

2014年10月 市道名子4416号線橋梁上部工工事 

（福岡県） 

福岡県福岡市環境局 橋梁支承材 

アンカーボルト・キャップ 

ラストフリーP 100 ― 

13 

2015年2月 水島県営3号浮桟橋渡板修繕工事 

（岡山県） 

岡山県水島港湾事務
所 

浮桟橋渡板 ラストフリー2層工法 100 75 

14 

2015年5月 大隈橋橋梁上部工工事（二期施工） 

（福岡県） 

福岡県土整備事務所 橋梁支承材 

アンカーボルト・キャップ 

ラストフリー2層工法 100 75 

15 

2015年11月 防舷材受衝撃板取付工事 港湾関連業者 受衝板 ラストフリー2層工法 200 75 

16 

2015年12月 柵取付工事 空港関連業者 柵支柱 ラストフリー2層工法 200 75 

17 

2016年1月 一般国道202号橋梁補修工事 

（旭大橋補修工その3） 

（長崎県） 

長崎県長崎振興局 排水管取付金具 ラストフリー2層工法 100 75 

18 

2016年1月 番所橋橋梁上部工工事 

（福岡県） 

福岡県南筑後 

県土整備事務所 

橋梁支承材 

アンカーボルト・キャップ 

ラストフリー2層工法 100 75 

19 

2016年2月 長崎497号今福2号跨道橋上部工工事
（長崎県） 

国土交通省 

九州地方整備局 

長崎河川国道事務所 

橋梁支承材 

アンカーボルト・キャップ 

ラストフリー2層工法 100 75 



博多湾洋上風力発電装置浮体設置（ラストフリー2層工法） 
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施工3年11ヶ月後状況 

ラストフリー2層工法 有機塗料 

3年11ヶ月後 

施工箇所 

博多湾内の海上 

コメント 

有機塗料部は，構造物自体の強度に影

響を及ぼす恐れがある程の赤さびが認め

られるものの，ラストフリー2層工法は健

全な状態を保っている 

3ヶ月後 



桟橋手すり新設工事（ラストフリー2層工法） 
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施工3年後状況 

ラストフリー2層工法 溶融亜鉛メッキ 

3年後 

施工箇所 

海面直上の桟橋手すり 

コメント 

溶融亜鉛メッキは表面の白化や赤さびが

認められるものの，ラストフリー2層工法は

健全な状態を保っていることが分かる 



構内クレーン補修工事（ラストフリー2層工法） 

 

17 

施工4年後状況 
4年後 

施工箇所 

離岸距離10㎞程度の河川沿い 

コメント 

ラストフリー2層工法は健全な状態を保っ

ている 



構内設備補修工事（ラストフリー2層工法） 
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施工前状況 

2年後 

施工箇所 
窒素，硫黄酸化物浮遊大気環境での煙突 外筒部 

コメント 
ラストフリー2層工法は健全な状態を保っている 

施工後 



施工例①（ラストフリー2層工法） 
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柵支柱（空港関連業者） 

浮桟橋渡板（岡山県水島港湾事務所） 

防舷材受衝板（港湾関連業者） 



施工例②（ラストフリー2層工法） 
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排水管取付金具（長崎県長崎振興局） 

橋梁支承材アンカーボルト・キャップ（福岡県南筑後県土整備事務所） 橋梁支承材アンカーボルト・キャップ（福岡県福岡市環境局） 

排水管取付金具（長崎県長崎振興局） 



構内設備補修工事（ラストフリーP単層） 
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施工前状況 
5年後 

施工箇所 

山地にある化成品工場の施設外筒部 

コメント 

ラストフリーPは健全な状態を保っている 



洋上施設補修工事（ラストフリーS＋EX） 
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施工前状況 
5年後 

施工箇所 

桟橋上の練習船係留施設 

（現行製品のモデルチェンジ前 

の製品での施工実績） 

コメント 

健全な状態を保っている 

【参考】 



石川県イージースラブ橋新設工事（旧ラストフリー単層） 

イージースラブ橋全体写真 

施工6年10ヶ月後拡大写真 

施工6年10ヶ月後の状態 

23 

【参考】 

施工箇所 

イージースラブ橋のH鋼下フランジ下面 

（現行製品のモデルチェンジ２代前 

の製品での施工実績） 

コメント 

健全な状態を保っている 


