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１．はじめに
今回も前回、前々回に引き続き、革の塗
装膜の剥離が原因で苦情となった事例を紹
介する。これまでの報告1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8）と同様
にクレーム事例を示して、苦情の申出内
容、革の特性に基づく原因考察、並びに改
善策などを考えてみたので、参考にしてい
ただきたい。先の報告では、これらの剥離
事故を未然に防ぐための品質管理上必要と
される試験法について、高度の機器や熟練
技術などを必要とせずに、身の回りの文房
具で手軽に行える簡易的な試験法を紹介し
た7）。今回は、客観的なデータが求められ
た場合に対応できるJIS規格に定められた
試験法について紹介する。

２．塗装仕上げ
２．１．革の仕上げ
皮革製品は色、艶、感触、柄、模様、表
面の凹凸、色落ち防止などの機能性を持た
せるために、ほとんどの場合、革表面に何
らかの樹脂を用いてコーティングされてい
る。このコーティングのことを皮革業界で
は、仕上げと呼んでいる。仕上げでできた
膜を仕上げ膜と呼ぶが、ここでは、先の報
告7,8）に従って塗装膜と表現する。皮革で
は『革らしさ』を失わないために、たとえ
仕上げをしても本来の特性であるしっとり
感、柔軟な手触り、風合いと着色による感
性はより強く要求される。したがって、革

の大半は仕上げ剤が塗布され、革表面には
塗装膜が形成され商品価値を高めている。

２．２．塗装膜の構造9,10）

革の塗装は革の特性だけでなくその革の
価値を決定づけるので、非常に重要な機能
を付与する工程でもある。少しくどいよう
ではあるが、復習の意味で再度触れておく。
塗装膜の構造は、図 1 に示すように、一
般的にベースコート、ミドルコート、トッ
プコートの 3 層構造から成り立っている。
ベースコートは下塗り液とも呼ばれ、革
表面に最初に塗装される層である。革への
接着をよくするために浸透性が求められ
る。また、目止めや傷を目立たなくするこ
と、平滑性なども同時に求められる。
ミドルコートは中塗り液とも呼ばれ、用
途・目的により染料や顔料を用いて 2 ~ 5
回程度塗布を行う。色を均一にし、傷を目
立たなくし、そして保護膜を形成する。塗
装膜全体の性質を決定づける層となる。色
材として染料だけを用いた時を『アニリン
仕上げ』と言い、顔料だけの時を『顔料仕
上げ（ピグメント仕上げ）』と言う。染料
と顔料を併用して使用した時を『セミアニ
リン仕上げ』などと言う。
トップコートは上塗り液とも呼ばれ、塗
装膜の最上層を形成するものであり、ミド
ルコートの艶の調整や摩擦や水、汗などの
色落ちの防止、手触り感の調整を目的とし
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た保護皮膜である。色調をはじめとして、
視覚効果、感触、防汚染性などの機能的効
果が得られる。可塑化された硝化綿ラッ
カーやウレタンラッカーが用いられる。
ラッカーは主に溶剤系が使用されることが
多いが、近年は環境問題、作業者の健康や
作業安全性の観点から水系を推奨する傾向
にある。

２．３．塗装膜の厚さ
塗装の膜の厚さ（以下膜厚）はその革の
特性や価値を決定づけるので、革にとって
非常に大切な要素である。膜厚についても
規定があるので参考にしていただきたい。
簡単な色落ちを防ぐために行われる場合で
は、膜厚は数μm程度で非常に薄いもので
ある。因みに、μmは10－6m、または10－3mm
である。反対に、膜の最も厚いものでは通
常150μm（0.15mm）程度まである。した
がって、通常の革の塗装膜はこれらの中間
の厚さに収められている。「革らしさ」を
失わないためには、用途目的に応じた機能
性を損なわないことを前提にして極力膜厚
を薄くしようと努力がなされている。ここ
で、この膜厚150μm（0.15mm）の数値に
ついて触れておきたい。日本エコレザー基
準認定制度のガイドライン11）では、銀付
き革の定義として「皮膚断面繊維構造（銀
面層、網状層）を損なっていない銀付き
で、鞣し加工が行われ、仕上げ・塗装膜厚
が0.15mm以下であり、なおかつ断面構造
の70%以上が革であるもの」となっている。
もちろん、床革においても、この規定が適
用されている。ここに採用されている数値
（0.15mm以下）は長年にわたり国際タン
ナーズ協会（ICT）が推奨してきたもので
もある12）。また、イタリアでは、 2020年 6
月 9 日に「革」という用語を保護する法律
が制定された13）。その中に、膜厚に関して

以下のような記述がある。「表面コーティ
ング層を有する革の場合、それがどのよう
に施されたか、あるいは接着剤により結合
された層であるか否かに関わらず、同表面
コーティング層の厚さは0.15mm（150μm）
を超えてはならない。」と定められた。我
が国においても、公的に革の定義を制定し
ようという動きがあり、その中で膜厚につ
いても近々規定されることになるであろ
う。

３．塗装（仕上げ）膜の剥離
ここでは、革製品を使用中に塗装膜が剥
離を生じた事例を紹介し、原因考察と再発
防止のための対策について考えてみる。

３．１．塗装膜剥離に関わる苦情事例
事例1：紳士クラッチバッグの表側の革
の塗装膜が剥がれてきた（写真1、 2）
14,15,16, 17）

申出：使用中にクラッチバッグの表面塗装
膜が徐々に剥がれてきた。ぽろぽろと剥
がれてきて驚いた。なぜこうなったのか
原因を知りたい。

外観観察：使用中にクラッチバッグの表面
塗装膜が剥がれたものである。バッグ全
体を観察すると、手が直接触れたと思わ
れる箇所からの剥離が最も著しいことが
わかる。

原因：持ち歩く仕様であることから、革表
面は常時手に触れている。摩耗・摩擦だ
けでなく、所有者の汗、水にも触れる。
塗装膜の耐水性や耐摩耗性が低いと、
革の中に汗や水が浸入する。この水分
が塗装膜と革表面との接着層であるベー
スコートを湿潤する。これが繰り返され
ると、塗装膜と革との密着性が低下する
ことが考えられる。一般的に、革の塗装
膜の密着性は湿潤に弱い傾向があるの
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で、湿潤剥離試験（後述）を行い、革と
の密着性が高いことを確認してから使う
ようにしておくことが必要である。
さらに、塗装膜自体も梨地状に剥離し
ていることから、塗装膜の膜形成にも問
題があったことが考えられる。この様
な事例は、先の報告8）事例7の靴甲革や
革衣料の事例と原因は同様であると思わ
れる。すなわち、塗装に使用した樹脂に
適した架橋剤の選択ミスや使用量の過不
足、造膜性の不良・不足、加水分解、分
散不良、不均一性などが原因と考えられる。

事例2：婦人ハンドバッグの持ち手部分の
塗装膜が剥がれてきた（写真3）

申出：ハンドバッグを持って外出した。
ある日、突然、持ち手の表面が剥がれて
きた。一旦剥がれだすと、急に全体に剥
がれが広がっていった。本体は何も問題
はないが、持ち手がこのようになってし
まって使えない。

原因：このような事例は先の号で事例2、3
でも紹介した8）が、原因が少し異なって
いたので新たに紹介する。この持ち手は
革製であった。持ち手部分を解体してみ
ると写真4にあるように芯材としてシリ
コン製のチューブが使用されていた。ま
た、溶剤型の接着剤も使用されていた。
接着剤の塗布部分と未使用部分があった
ので、それぞれの部位について塗装膜の
剥離試験（後述）を行ったところ、塗布
部分の接着剥離強度が低いことが分かっ
た。このため、接着剤に注目して複数の
接着剤を収集した。これらを用いて同等
のつくりで持ち手を作製した。これらと
事故品と同等新品を50℃、 90%RHに調
整した恒温恒湿槽の中に長時間放置した
後、持ち手を繰り返し屈曲した。その結
果、溶剤系の接着剤を用いた持ち手で

は、事故品と同様に塗装膜の剥離が再現
された。
したがって、以下のようなことが考え
られる。すなわち、この溶剤型の接着剤
の有機溶剤が揮散する時、革の裏側から
革表面に移行しベースコートに至った。
あるいは、シリコン製チューブの中に含
まれる可塑剤が接着剤中の溶剤によって
溶解し引き出され、それが革中に採り込
まれることで塗装膜の軟質化や界面の剥
離を引き起こした9）。これらがそれぞれ
か、あるいは複合して作用することで、
この革と塗装膜の接着が弱まり塗装膜が
剥がれたものと考えられる。
対策：1）非溶剤型の接着剤に替える 2）
必要が無ければ接着剤の使用を避ける 
3）用いる場合には必要最小限に留める 
4）溶剤型の接着剤を使う場合には、薄
め液として使用する有機溶剤の使用量の
管理を厳密にすることなどが考えられる。
このケースでは、接着剤を非溶剤系に
替えることで解決した。
同様の事例を沢山経験したので、参考
のために写真5、6に紹介しておく。

事例3：紳士かばんのまち（縁周り）の革
が剥がれてきた（写真7、8、9）

申出：ビジネス用のかばんを使用中にまち
（縁周り）の革が剥がれてきた。次第に
かばんに使われている革全体で同じよう
に剥がれてきた。このように破損してし
まい困っている。私の使い方が悪かった
のでしょうか。なぜこのようになったの
か原因を知りたい。

原因：まちの部分の革を中心に塗装膜が剥
離している。その他に剥離している部分
は、使用中に身体や物に触れる箇所に集
中している。使用中の摩耗・摩擦によっ
て剥離したと思われる。このような使用
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で塗装膜が剥離することは革と塗装膜の
接着性が非常に弱かったものと思われる。

事例4：財布の色が剥がれて下地が見えて
きた（写真10）

申出：赤色婦人長財布の角の塗装膜が剥が
れてきた。外側が赤と内側が黒のツート
ンカラーとなっていてデザイン性に富み
大変気に入って購入した。購入後1か月
も経っていない。丁寧に使用していたつ
もりであるが、このようになって残念だ。

外観観察：事故品の財布は塗装仕上げ成牛
革製であった。申出のとおり財布本体に
は目立った傷などもなく丁寧に使用して
いたように見える。剥離部分の下地を観
察すると毛穴が明確に確認できることか
ら、革との界面から塗装膜が剥離してい
ることがわかる。

原因：長財布の角の塗装膜はテンションを
掛けて製造されていることから、塗装膜
は常時伸びた状態で使用される。使用時
にこの部分に繰り返し摩耗・摩擦が加わ
る。その結果、塗装膜が剥離した。この
事例も事例3と同様に、革と塗装膜の密
着性が非常に低い商品であったと思われ
る。当然、このような使用方法は想定内
であり、このような使用で簡単に塗装膜
が剥離するということは、革と塗装膜の
接着性が非常に弱かったものと思われる。

対策：採用前にXカットテープ法による簡
易的な剥離試験7）を行うことにより、未
然に防ぐことができると考えられる。

事例6：紳士ベルトの表面の塗装膜が剥が
れた（写真11）

申出：ベルトを使用中、表側の革が剥がれ
てきた。しわもたくさん増えて気になる。

外観観察：紳士ベルトの塗装膜の剥離と思
われる。革表面を観察すると、しわが多

く一見銀浮きしたようにも見える。その
浮き上がった塗装膜が着用中の摩耗摩擦
によって破損したように見える。また、
スムースな面においても著しく剥離して
いることが認められる。

原因：ベルト革は脱着時には繰り返し折り
曲げられる。また、使用時には過度に引っ
張るなど伸ばされる。このような過酷な
条件下でも革は使用に耐えないといけな
い。革と塗装膜は一体となってこの3次
元的な動きに対応しなくてはならない。
しかしながら、革と塗装膜の密着が弱い
と革と塗装膜間で剥離が生じ、このよう
な動きに対して一体となって動けなくな
る。この時、塗装膜だけが伸びきった状
態のままになり塗装膜が余った状態にな
る。塗装膜だけが浮き上がった一見銀浮
きに似た状態になった。塗装膜そのもの
だけになるとその強度は非常に弱く容易
に破損してしまう。この事例も革と塗装
膜の間の密着不良が原因と考えられる。
同様の事例を経験したので、参考のた
めに写真12に紹介しておく。

事例7：財布の内側の革の塗装膜が部分的
に剥がれた（写真13、14）

申出：財布を使用中、財布の内側の革が粘
着してきて引っついて剥がれてきた。

原因：この革は塗装仕上げ牛革であっ
た。FT-IRによる表面分析の結果、塗
装膜の主成分はポリエステルポリオール
系のポリウレタンであった。このタイプ
のポリウレタンの場合はエステル結合の
切断が生じやすく加水分解を起こしやす
い。その結果、粘着が出たり割れが発生
することが多い。この財布は二つ折りに
重ねて使用するので、粘着を生じた革同
士がお互いに接着して剥離に至ったもの
と考えられる9,10,18,19,20）。
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３．２．塗装膜の剥離試験
1 ）仕上膜の剥離強さの測定法
これまで事故事例で紹介してきたように
革の塗装膜の耐水性が劣るとか、仕上膜と
革との密着不良などによって塗装膜剥離が
起きることがある。ここでは、そのような
革を客観的な手法で評価する方法について
紹介する。仕上膜の剥離強さの測定（JIS 
K 6557- 9 （2018））がある。塗装膜のこと
を日本産業規格（JIS）では「仕上膜」と表
現しているので、原文に従って、ここでは
仕上膜の用語を用いる。
この規格の原理は以下のとおりである。
まず、革の表面仕上げ面を、接着剤を用い
て図 2 にあるような金属製かポリ塩化ビニ
ル製の接着プレートの表面に接着する（写
真15）。この時、図 2 のように接着プレー
トからはみ出している試験片と接着剤を切
り落とすことを忘れてはいけない。接着剤
を試験片から切り落とした実際のものを側
面から見た時の様子を写真16に示す。次
に、この接着プレートをひっくり返して、
図 3 にあるようにホルダに固定した後、接
着していない部分の革の一端を測定機（引
張試験機）のつかみ具でつかんで固定した
まま規定の速度で引き上げる。この時、仕
上膜または仕上層が接着プレートに残るよ
うに革を仕上膜から剥がす（写真17）。仕
上膜を剥離させるために必要な荷重を測定
し、これを仕上膜の剥離強さとして評価す
るものである。測定結果として、図 4 のよ
うな荷重のチャートが得られ、測定開始と
測定の最後からそれぞれ10%を除いた部分
の値を平均して求める。なお、仕上膜の剥
離には、革と仕上膜の間の界面剥離と図 1
に示した 3 種の仕上膜（ベースコートとミ
ドルコートの間、ミドルコートとトップ
コートの間）間で生じる層間剥離とがある
ので、用途・目的に合わせて、どの箇所の

図２. プレートに張り付けた試験片の裁断

図３. 試験片の取付け例

図４. 荷重―剥離間距離曲線
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間の剥離強さを測るかを選択して行わなけ
ればならない。特に気をつけなければいけ
ないことは、接着剤は仕上膜だけに付けな
くてはいけないことである。接着剤が仕上
膜を透過して革の内部まで浸透した場
合、革繊維間で剥離現象が生じる。この状
態に気づかずに剥離試験結果を評価する
と、これは、求める革と仕上膜との密着性
を正当に評価するものではなく、革の強度
を測定していることになるので要注意であ
る。これを防ぐには、接着剥離試験後の革
試料の剥離界面をよく観察すれば、適正に
試験が行われたかどうかが判断できる。試
験後の革と仕上膜間の剥離界面の状態を写
真18に参考のために示す。
試験には、乾燥剥離試験、湿潤剥離試験、
老化剥離試験及び屈曲剥離試験の 4 種類が
ある。通常、乾燥剥離試験を基本とする
が、試験の目的によって選択して行う。乾
燥試験以外について、概略説明すると次の
ようになる。
湿潤剥離試験：イオン交換水を満たした
ビーカー中に接着プレートに革を接着し
た試験片を浸し、脱気して完全に濡らし
たものを用いて測定する方法。

老化剥離試験：50℃±2℃に保った定温乾
燥機中に48時間放置後、測定する方法。

屈曲剥離試験：耐屈曲性試験装置を用い
て、 JIS K 6557-8に規定する方法で試験
片を5,000回屈曲後、接着プレートに革
を接着して測定する方法。
これらの方法は客観的な評価を行う手段
としては大変有効である。この試験法には
基準値は設定されていないが、これまでに
剥離事故を起こした革の測定結果からおお
よその安全値は経験的に知られている。皮
革に精通した経験豊富な試験研究機関に相
談されることをお薦めする。

４．まとめ
今回は前回、前々回に引き続いて、塗装
膜が剥離した事例を先の報告と同様に申出、
原因、対策の順にいくつか紹介した。是非、
企画、品質管理や再発防止のための参考に
してほしい。
革と塗装膜との密着不良の原因考察につ
いては、先の号に詳細に記述したのでここ
では省略した。また、これらを未然に防ぐ
ための品質管理手法として客観的な評価方
法である仕上膜の剥離強さの測定方法につ
いて概説した。
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図１．塗装膜の概念図（3層構造）
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