
【漆喰塗料アレスシックイ】

　関西ペイント株式会社（本社：大阪市、石野 博社長）ならびに関西ペイント販売株式会社

（本社：東京都、毛利　訓士社長）は、長崎大学熱帯医学研究所安田教授のご指導の下、漆喰

　塗料『アレスシックイ』の抗ウィルス機能実証試験をおこなってまいりました。

　今般、この実証試験が終了しましたので、結果報告いたしますとともに、合わせて高機能

　フィルムや不織布などに塗工可能なフレキシブル（弾性）漆喰塗料についての展開に関し、

　以下の通りお知らせいたします。

１）長崎大学熱帯医学研究所での「漆喰塗料アレスシックイ」抗ウイルス機能実証試験

「漆喰塗料アレスシックイ」は、主原料である消石灰の効果により、強アルカリの性質を呈しますが、

この強アルカリの特長を活かし、ヒトへの病原性を有するあらゆるウイルスに対し抗ウイルス効果を

実証するため、長崎大学熱帯医学研究所安田二朗教授のご指導の下、代表的な以下４種類のウイルス

を用いて実証試験をおこなってまいりました。

　①イヌパルボウィルス（類似ウイルス：ノロウイルス／ロタウイルス）

　②水疱性口内炎ウイルス（類似ウイルス：麻疹ウイルス／エボラウイルス）

　③ウシ丘疹性口炎ウイルス（類似ウイルス：ヘルペスウイルス／天然痘ウイルス）

　④インフルエンザウイルスＨ３Ｎ２ Ａ香港型

約７ヶ月に亘る検証試験により、「漆喰塗料アレスシックイ」は上記①～④全てのウイルスに対して

高い抗ウィルス効果が認められる結果を得ることができました。

２）フレキシブル（弾性）漆喰塗料「アレスシックイモンティアート」上市

「漆喰塗料アレスシックイ」を、よりフレキシブル（弾性）にモデファイし、従来からのモルタル・

コンクリート・石膏ボードなどの建築材用途に留まらず、高機能フィルムや不織布などに適用可能な

新たな漆喰塗料製品を上市いたします。

「アレスシックイモンティアート」は、従来型漆喰塗料と同様に抗ウィルス効果に加え、抗菌、消臭、

調湿効果を有し、様々な素材に適用可能な製品であることから快適な生活空間の創造に役立ちます。

弊社においても「アレスシックイタペストリー」の販売を展開し、新たな視点での快適生活提案塗料

と位置づけ、生活者の家庭内価値向上につなげてまいります。

本件に関する問い合わせ先 ：  　関西ペイント販売株式会社

建築塗料販売本部　営業部　岩崎 浩行

TEL : 03-5711-8904  FAX : 03-5711-8934

記

２０１６年５月２０日

プレスリリース

関西ペイント株式会社

関西ペイント販売株式会社

　　　長崎大学熱帯医学研究所での抗ウイルス機能実証結果報告と

新型漆喰塗料「アレスシックイモンティアート」の展開について



柔軟性を備えた漆喰

（13年02月01刷PKO） カタログNo.703

アレスシックイモンティアート
Ales ShikkuiMontyart 

万能ガンの塗料カップなど、アルミ製の塗装用具を用いる場合は、塗料が固着し落ちにくくなりますの
で、作業を中断する時などは、丁寧に用具の洗浄を行ってください。

消石灰系仕上材

＊素材適性確認は必要です。

不織布 PET
フィルム紙 塩ビシート各種繊維

○ ○ ○ ○ ○

■素材適性

■塗料荷姿

■使用用途

■塗装条件（参考例）

● 室内のファブリック製品（カーテン、ロールスクリーン、間仕切り
　 など）
● 自動車、バス、トラックの室内部材など
● 多機能DIY用フィルムなど
● 屋外用テントの内装材など
● 包装資材など

詳細な内容は、安全データシート（SDS）をご参照ください。

① 色　合 : 白
②    艶   : つや消し
③ 容　量 ： 200 kg、15kg

① 塗装方法 : ナイフコーター
② 希 釈 材 : 上水
③ 希  釈 率 ： 5～10% (重量比)
④ 塗布量 ： 0.20kg/㎡ (理論膜厚 50μm)
⑤ 焼付条件 : 60℃ 20分（ラインスピード : 2.6分/m）
　 ＊ロスは含まず

■アレスシックイの主な実績例

東京都／善福寺  東京都／増上寺展示室壁面

 福島県／諸橋近代美術館展示室壁面  福島県／天鏡閣（重要文化財） 長野県／小布施町立栗の木診療所  JR 九州／或る列車天井部



■アレスシックイモンティアートの特長

アレスシックイモンティアート
Ales ShikkuiMontyart 

従来の常識を覆し、柔軟な素材にも塗れる漆喰塗料が誕生しました！

伝統素材の良さを現代の生活空間へ
日本の伝統素材「漆喰」。その漆喰の主成分は、消石灰です。
関西ペイントでは「漆喰」の機能に着目しハケやローラーで塗装可能な
「アレスシックイ」の塗料化に成功し８年前から建築分野で展開してきました。
今回、漆喰塗料をさらにバージョンアップさせ、柔軟性を付与し、
様々な素材への塗工が可能になりました。弊社では、この
フレキシブル漆喰塗料「アレスシックイ モンティアート」
の上市により、皆様の身近な製品へ展開することで
室内環境の改善、快適生活の提案をして参ります。

（膜厚50 μ m）

周囲環境が強アルカリ性になると…

ウイルス（タンパク質）の変性を
引き起こし、感染性を失う。

■漆喰塗料“アレスシックイ モンティアート”の機能

■使用用途例

消臭機能

生ゴミや加齢臭、ペットなどの
臭気を吸着し、浄化します。

調湿機能

人への脅威となるウイルスに対して抗ウイルス効果
を発揮します。

吸湿性と放湿性を有し、結露抑制に有効です。

抗ウイルス機能

揮発性有機化合物（VOC）であるホルムアルデヒドを吸着無害化し、
トルエン、キシレン等を吸着除去します。

VOC吸着除去機能

バス・自動車・電車など内装や内装部品にシックイコーティング製品を適用

■国立大学法人 長崎大学 熱帯医学研究所との検証実験

仮設トイレのテントに

今回の検証実験でアレスシックイの高い抗ウイルス効果
が確認できたということで、医療機関や保健施設で活用
されることは当然期待されるところですが、それ以外に
も病原性微生物を扱う研究施設や一般の家庭において
も、衛生環境の向上ということで広く活用することが期
待できるものだと思います。

さらにはアフリカやアジア、発展途上国において、非常
に衛生環境の悪いようなところにこういった製品を活用す
ることによって衛生環境の向上といったものが広く、し
かも手軽にできるといったことが期待できると考えます。

●検証実験後の安田教授のコメント

消石灰系仕上材

① 消石灰を主成分とした水性塗料です。
② 消臭、抗ウイルス、抗菌、VOC吸着除去、結露抑制などの機能を有します。
③ 工場でのライン塗装が可能になりました。（強制乾燥タイプ）
④ 柔軟性を有していますので、柔らかい素材にも適応可能です。
⑤ 各種素材（各種繊維、紙、不織布、塩ビシート、PETフィルムなど）との適性が
　 向上しました。
　＊検討される前に必ず素材との適性試験を行ってください。

■アレスシックイモンティアートの主成分である消石灰の機能

① 強アルカリによる抗菌・抗ウイルス機能の発現
　 

② 塗膜表面は多孔質で表面積が大きく、菌、ウィルス
　 をトラップしやすく、強アルカリによりその感染性を
    失わせる。臭気物質も同様にトラップされ、一部の
    臭気は消石灰と反応し、分解される

細菌の生育・増殖を抑制します。
また、カビの発生の抑制にも効果
が認められます。

抗菌機能

←高い PH 値を
　示している

●ウイルスの種類●ウイルスの種類

詳細な資料は別途お問い合わせください。

ウイルス研究の第一人者
である安田二朗教授と
アレスシックイ モンティ
アートによる抗ウイルス
効果の検証を行いまし
た。

国立大学法人 長崎大学
熱帯医学研究所　
新興感染症学分野

安田 二朗 教授

タペストリーにしてトイレの消臭に

ノンエンベロープ
ウイルス

エンベロープウイルス
スパイク

（タンパク質の突起）

カプシド
（タンパク質の殻）

酵　素

 DNA or RNA

エンベロープ

●ウイルスの種類

漆喰塗料が誕生しました！

10 μm

●試験ウイルス
構造、形態、性状の構造、形態、性状の異なる４種類種類のウイルスで抗ウイルス試験を実施で抗ウイルス試験を実施
●試験ウイルス

ウイルス

ノンエンベロープ
ウイルス エンベロープウイルス

特徴
（選定理由）

類似
ウイルス

試験
結果

イヌパルボ
ウイルス
（CPV）

インフルエンザ
ウイルス H3N2
（IFV）

水疱性口内炎
ウイルス＊
（VSV）

ウシ丘疹性
口炎ウイルス
（BPSV）

一般的な
ノンエンベロープ
ウイルス

ヒトに感染する
最も身近な
ウイルス

感染力が強い 乾燥や消毒薬
に強い

ノロウイルス
ロタウイルス
アデノウイルス
ポリオウイルス

SARS・MERSコロナウイルス
ヒト免疫不全ウイルス (HIV)

エボラウイルス
ジカウイルス

天然痘ウイルス
ヘルペスウイルス

○ ○ ○ ○
＊水疱性口内炎ウイルス：水胞性口炎ウイルスとも呼ばれる

構造、形態、性状の異なる４種類のウイルスで抗ウイルス試験を実施
●試験ウイルス




