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FQ グレードの溶解

このカタログに記載している全ての塗料用の

BERMOCOLL は水に加えたとき塊となる 
ことを防ぐために、極少量のグリオキザール

で処理されています。

BERMOCOLL の 機能 

Nouryon の 非イオン性セルロースエーテル であるBERMOCOLL 
は50年以上に亘り塗料業界でご愛顧を頂いています。 

BERMOCOLL は 水系の建築用塗料に増粘剤、安定剤 及び  
保水剤として使用されています。 

BERMOCOLL は 非イオン性セルロースエーテルの一種で、  
広範囲に及ぶ粘度や様々に変成したグレードがあります。 

セルロースは天然の高分子であり、木材パルプや木綿 リンターの主

成分です。

BERMOCOLL を製造するときはメチルやエチル、エチレン

オキサイド、プロピレンオキサイド等の置換基と反応して製造

いたします。

BERMOCOLL は このエーテル化工程により、水溶性となります。

BERMOCOLL は凹凸模様塗料、プラスター仕上げ塗材、艶なし 塗
料、サテン塗料、及びセミグロス塗料に使用されます。

エマルション塗料用の BERMOCOLL:

• BERMOCOLL E グレード： エチル ヒドロキシエチル

セルロース（EHEC）

• BERMOCOLL EBS グレード：生分解に安定なEHEC
グレードです。

• BERMOCOLL EM グレード：エチル メチル ヒドロキシエチル

セルロースで、非常に効率の良い増粘剤です。

• BERMOCOLL EBM グレード：エチル メチル ヒドロキシ

エチル セルロースで、特別に生分解に安定なグレードです。

• BERMOCOLL EHM グレード： 疎水基で変成した EHEC

セミアセタールによる

グリオキザールの架橋

架橋の加水分解
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BERMOCOLL EHEC – エチル ヒドロキエチル セルロース

BERMOCOLL EM/EBM – エチル メチル ヒドロキシエチル セルロース 

BERMOCOLL EHM – 疎水基変成 EHEC



エマルション塗料における

BERMOCOLL 
BERMOCOLL はポリマーサーファクタントと見なす 
ことができ、グラインド作業中の流動性を改善する

ことにより、顔料の分散に寄与できます。  

BERMOCOLL は また顔料の凝縮を防ぎ安定化させる

のを助けます。  

塗料が分離せずに均一な混合状態を保ち、かつスムースな

液状やペースト状を保つには、一定の低せん断や中せん断

における粘度が必要です。この低せん断や中せん断粘度を

構築する能力が増粘効果であり、これはBERMOCOLLの
重合度に左右され、分子量の大きな高粘度グレードは最も

高い増粘効果を示します。 
また高せん断での粘度はBERMOCOLLの添加量の影響

を受けます。ですから、低粘度グレードの場合は増粘効率

が低く、添加量を多く必要とし、その結果 高せん断粘度

を高くすることができます。中粘度グレードでは低せん断

粘度と高せん断粘度のバランスが得られます。

BERMOCOLL は 他のセルロースエーテルと同様に優

れた保水性を有します。これにより、水が下地に急速に

吸収されたり、蒸発することを防いで、塗膜の中に水分を

保つことができ、オープンタイムを増やすことを可能にし

ます。 

BERMOCOLL は凹凸模様塗料、プラスター仕上げ塗材、

艶なし塗料、サテン塗料、及びセミグロス塗料に使用され

ます。

エマルション塗料の

配合例:
A. 顔料昆練

• 水

• 抑泡剤

• セルロースエーテル

• pH-緩衝材

• プロピレングリコール

• 顔料分散剤

• 防腐剤

• 顔料 (酸化チタン)
• フィラー

B. レットダウン

• 界面活性剤

• 造膜助剤

• エマルジョン

• 消泡剤

• 防カビ剤

• レオロジー調整剤

• 色料



BERMOCOLL は塗料の配合に色々な方法

で、また製造工程における色々な段階で添加

が可能でしょう。

ここでは主要な3つの添加方法、即ち 粉末の

まま、スラリーとして、ストック溶液として

添加する方法があります。この3つの方法には

それぞれ長所短所があり、その選択は使用さ

れる装置や工程によって異なります。

BERMOCOLL の 添加方法 ... 
… 粉末のまま 

FQ グレードは 粉体として 顔料混練用の水に直接に添加でき 
ます。この時、添加する水のｐHは中性もしくは弱酸性にします。

顔料分散剤などのアルカリ性の物質は、セルロース エーテルが

分散した後で添加して下さい。この方法では、その後に続く混練

工程で BERMOCOLL の分散力を利用することができます。 

… スラリーとして 

BERMOCOLL を 15-20％含むスラリーは BERMOCOLL FQ  
グレードを水や適当な有機溶剤に分散することで簡単に作ることが

できます。このような スラリーは作ってから30分以内が一般的に 
使用可能な期間です。水でスラリーを作る場合はｐHを７かそれ以下

にしなければなりません。 

… ストック溶液として 

ストック溶液は水に BERMOCOLL を添加して溶解するまで攪拌す

ることで用意できます。

BERMOCOLLのグレードにもよりますが、添加量は 2-5%の範囲を

お勧めいたします。 BERMCOLL FQを用いて溶液を作る場合は、

水は中性化弱酸性にして下さい。アルカリ性ですと速く溶解し

過ぎて、溶液とならずに不溶性のゲルを形成します。長時間溶液を

保存する場合は、微生物から守るために適切な防腐剤を使って

ください。
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図. 1 
pH と BERMOCOLL FQ の 溶解性 （20°C） 
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温度 と BERMOCOLL FQ の 溶解性 （pH 7） 



BERMOCOLL E は 汎用の

エチル ヒドロキシエチル セルロース

BERMOCOLL の 粘度グレードの選択は、塗料の多くの性状に

影響を与えます。

レベリング性、隠ぺい力や “はね”は よりニュートニアンの

性格を有しますので、低―中粘度グレードを使用した方がよい。

高粘度グレードを使用すれば、添加率が低く抑えられますから、

コストが削減でき、耐水性が良くなります。

適切な BERMOCOLL の選択
BERMOCOLL の 粘度グレード 

塗料の性状 影響をする要因 低 中 高

質感、構造 増粘性 - + ++ 
隠ぺい力 塗装作業時粘度 ++ + -
レベリング性 低せん断粘度 + + -
“はね”難さ 増粘性 ++ + -
オープンタイム 増粘剤添加量 ++ + + 
耐水性 増粘剤添加量 - + ++ 
コスト 増粘剤添加量 - + ++ 

BERMOCOLL E の 一般性状 

物理的性状 E351 他. (E230 & E320) 
外観 白っぽい粉末

粒径(Malvern) 98%<425 μm (98%<500 μm) 
水分 4% 以下 (5% 以下) 
塩分(as NaCl) 5% 以下 
pH (1% 水溶液) 中性

1%または 2%水溶液の粘度( 20°C：Brookfield DVII 粘度計) 
BERMOCOLL E 230 FQ 260 - 360 mPa.s 2% 
BERMOCOLL E 320 FQ 1850 - 2650 mPa.s 2% 
BERMOCOLL E 351 FQ 4250 - 6000 mPa.s 2% 
BERMOCOLL E 411 FQ 850 - 1200 mPa.s 1% 
BERMOCOLL E 431 FQ 1700 - 2400 mPa.s 1% 
BERMOCOLL E 451 FQ 2550 - 3600 mPa.s 1% 
BERMOCOLL E 481 FQ 4250 - 6000 mPa.s 1% 



BERMOCOLL EBS 
耐生分解を強めた エチル ヒドロキシエチル セルロース

セルロース エーテルは 程度の違いさえあれ、微生物

や酵素により攻撃されます。その結果重合度が落ち

て粘度が減少します。

セルロース化合物の酵素による劣化への耐性は、基本

的に置換基の性質と置換基のセルロース分子骨格に

沿った配置のパターンによって左右されます。

特別な製造技術で、 BERMOCOLL EBS の製造が

可能となりました。BERMOCOLL EBS は 他の 
多くの水溶性のガム類や高分子と比較して酵素の

攻撃に対する耐性があります。

このより良い耐性はエマルジョン塗料に置いては重要な

要素です。

貯蔵中におけるバクテリアの増殖は、適切な防腐剤を

充分に添加することによって防げます。

防腐剤はバクテリアに対しては有効ですが、酵素に

対しては効果がありません。

BERMOCOLL EBS グレードには中粘度から高粘度 
グレードがございます。
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図. 3  20℃での耐酵素性 
20℃において、セルロース化合物の酵素による 
分解に対する耐性の強弱を粘度変化の強弱で表しました。

上記の結果は BERMOCOLL EBS が 優れた 
耐酵素性を有していることを示します。

BERMOCOLL EBS の 一般性状

物理的性状

外観 白っぽい粉末

粒径(Malvern) 98%<425 μm 
水分 4% 以下 
塩分(as NaCl) 5% 以下 
pH (1% 水溶液) 中性

1%または 2%水溶液の粘度( 20°C：Brookfield DVII 粘度計) 
BERMOCOLL EBS 351 FQ 5000 - 6000 mPa.s 2%
BERMOCOLL EBS 411 FQ 850 - 1200 mPa.s 1%
BERMOCOLL EBS 431 FQ 1700 - 2400 mPa.s 1%
BERMOCOLL EBS 451 FQ 3000 - 4000 mPa.s 1%
BERMOCOLL EBS 481 FQ 4000 - 6000 mPa.s 1%



BERMOCOLL EM 7000 FQ 
エチル メチル ヒドロキシエチル

セルロース

BERMOCOLL EM 7000 FQ は 低PVSから 
高PVCまでの全てのタイプのエマルション塗料に 
使用することができます。 

このグレードの長所は 内装 及び外装用の

艶なし塗料使用したとき最も顕著に現れます。 

BERMOCOLL EM 7000 FQ は 強い増粘効果に 
加えて、長蔵安定性がよく、調色性に優れ また

湿潤引っかき抵抗性に改良が加わります。

102

104

106

108

110

112

114

BERMOCOLL

EM 7000 FQ

BERMOCOLL

EBS 481FQ

BERMOCOLL

EBM 5500

高粘度 耐生分

解性 HEC

ス
ト

ー
マ

ー
粘

度
 K

U

図. 4 増粘効果 
PVC 58%の艶なし ペイントの配合におけるセルロース系 
増粘剤の増粘効果。増粘剤の添加量は0.4%とした.  

BERMOCOLL EM 7000 FQ は、他の高分子量の セルロース  
エーテル と比較して通常、大幅に高い増粘性を示します。

BERMOCOLL EM の 一般性状

物理的性状

外観 白っぽい粉末

粒径(Malvern) 98%<425 μm 
水分 4% 以下 
塩分(as NaCl) 6% 以下 
pH (1% 水溶液) 中性
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図. 5 引っかき抵抗性, ASTM D 2486. 
シムから塗料が剥がれるまでの回数

EM 7000 FQ 6000 – 8000 mPa.s 



BERMOCOLL EBM 
エチル メチル ヒドロキシエチル セルロース

BERMOCOLL EBM は HEC とMHPC の性状を 
兼ね備えるものをと開発されました。 
BERMOCOLL EBM は 低PVCから高PVCまでの 
全てのタイプのエマルション ペイントに使用でき

ます。

このグレードの長所は 内装 及び外装用の艶なし塗料や

セミグロス塗料に使用したとき最も顕著に現れます。

BERMOCOLL EBM は 特に生分解に耐性が強く、 
EBM 1000, EBM 3000 及び EBM 5500の３種類  
粘度グレードがあります。

BERMOCOLL EBM は泡立ち性が低く、塗料での 
安定性に優れ、調色性が良好です。 

BERMOCOLL EBM, MHPC 及び 耐生分解性 HEC の 
異なるセルロース エーテル水溶液の一般的な性能の

比較を 図. 6 と 図. 7 に示しました。 

0.1%水溶液の泡立ち性(20℃)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 秒 20 秒 30 秒 10 分 15 分 20 分 30 分 40 分 50 分 60 分

泡
立

ち
 m

m

BERMOCOLL EBM 耐酵素性HEC MHPC

図.6 0.1％水溶液の泡立ち性(20℃) 
この泡立ち試験は、0.1％水溶液 200 ml の入った目盛り付きシリンダーを  
一定の速度 40 rpm で 60 秒間 回転させ、直後 及び 一定時間後に泡の高さを測

定しました。

BERMOCOLL EBM は他のセルロース化合物に比較して、非常に低い泡立ちを示

しました。 

BERMOCOLL EBM の  
一般性状

物理的性状

外観 白っぽい粉末

粒径(Malvern) 98%<500 μm 
水分 4% 以下 
塩分(as NaCl) 6% 以下 
pH (1% 水溶液) 中性

1%水溶液の粘度( 20°C：Brookfield DVII 粘度計)

BERMOCOLL EBM 1000 500- 800  mPa.s
BERMOCOLL EBM 3000 2000-3000 mPa.s
BERMOCOLL EBM 5500 5000-6500 mPa.s
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Fig. 7 
20℃における耐酵素性 
20℃において、セルロース化合物の酵素による 
分解に対する耐性の強弱を粘度変化の強弱で表しました。

上記の結果は BERMOCOLL EBM が最も優れた 
耐酵素性を有していることを示します。 



BERMOCOLL EHM 
非イオン会合性の

エチル ヒドロキシエチル セルロース

BERMOCOLL EHM は 非イオン性で会合性の 
エチル ヒドロキシエチル セルロース を ベースに

したポリマーで、エマルション塗料のレオロジー特性を

改良する目的で開発されました。

BERMOCOLL EHM は 低粘度のエチル ヒドロキシ 
エチル セルロースの性能と合成の会合性増粘剤の

レオロジー特性を兼ね備えています。

BERMOCOLL EHM の 分子には エチルとヒドロキシ

エチルの置換基に加えて、疎水基が導入されています。

この疎水基が、塗料に配合されている他の疎水基の

表面と会合することが出来るのです。

BERMOCOLL EHM はエマルション塗料の以下の性状

の改善を致します。

• ブラシ粘度の強化（刷毛塗りの手応え）

• 良好なレベリング性

• 際立った“はね”難さ

• 良好な調色再現性

高い塗装時の粘度は、良好な塗膜の形成と隠ぺい力に

必要不可欠な条件です。

BERMOCOLL EHM は 一般のセルロース エーテル 
比べ中―高せん断粘度を高める為に、遥かに役立ちます。

BERMOCOLL EHM の 
一般性状 

物理的性状

外観 白っぽい粉末

粒径(Malvern) 98%<500 μm
水分 4% 以下

塩分(as NaCl) 4.5% 以下

pH (1% 水溶液) 中性

1%水溶液の粘度( 20°C：Brookfield DVII 粘度計) 
BERMOCOLL EHM 200 350 – 700 mPa.s 
BERMOCOLL EHM 300 1700 – 3000 mPa.s 
BERMOCOLL EHM 500 7000 – 10000 mPa.s 

BERMOCOLL EHM の 種類 
BERMOCOLL EHM 200 

• 低粘度グレード

• 高い増粘効果

• 際立って、優れた“はね”難さ

BERMOCOLL EHM 300 
• 高い増粘効果

• 非常に良好な“はね”難さ

• 界面活性剤の影響を受けにくい

BERMOCOLL EHM 500 
• 非常に高い増粘効果

• 良好な“はね”難さ

• 流動性を調整するために界面活性剤が

必要な場合があります。



図. 8 塗料の粘度とせん断 
塗料の配合、特に樹脂の種類にもより、一定のストーマー粘度になるBERMOCOLL EHM の 
添加量は変化いたします。これは会合性の増粘剤を含め全ての増粘剤にいえることです。

分散剤や界面活性剤、造膜助剤 など他の配合物も増粘性、レベリング性、光沢 及び安定性など

塗料の性状に影響を与えます。 
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図. 9 Acronal S 559 を ベースにした艶なし塗料の 
配合における色料の影響

BERMOCOLL EHM 300 は 他の疎水基変成 
セルロースエーテルに比べて界面活性剤や色料の影響

による粘度の低下を起こし難い。

図. 10 
異なったエマルション樹脂で ストーマー粘度が100KU  
まで粘度を上げるのに必要とする増粘剤の添加量 

BERMOCOLL HEM 500は他の高分子量のセルロース  
エーテルや 疎水基変成のセルロース エーテルと比較し

て、通常 著しく高い増粘効果を示します。

BERMOCOLL EHM 500 は会合性の弱い(増粘効果が 
低い)エマルション樹脂、例えば ビニルアクリルや 
エチレン・酢ビ、ベオバ・酢ビ等に最も適しています。
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塗料の試験方法

調色性

レベリング性

ローラー塗りでの隠ぺい力

低 ICI 粘度 
隠ぺい力が劣る

高 ICI 粘度 

調色性

着色顔料はそれ自体の問題や塗料自体のせいで、相溶性が

悪くベースになる塗料に十分に分散しないことがありま

す。試験は着色顔料をベース塗料に加えて、白色の試験用

のボードに塗ります。塗りたての塗料を指でこすり、乾燥

後その色の違いを判定いたします。

塗料のレベリング性

これは塗布後に塗料が流動し、ブラシのあと等の表面の

凹凸などを消してスムースにできる能力の測定です。

塗料は予めせん断をかけ、下塗りした試験用ボードに

Leneta レベリング性試験用の刃で塗り、水平のままに 
して乾燥させます。 

ローラー塗りでの隠ぺい力

白黒のコントラスト カードに塗料を塗り、どの程度表面を

塗料でカバーできるかを見る。

隠ぺい力はICI粘度(塗装作業時の粘度)に左右されます。

ICI粘度が高い程、塗膜が厚くなり、隠ぺい力が良くなり

ます。

耐酵素性

粘度の測定で、セルロース化合物の酵素による分解に対す

る耐性の程度を判定する。

酵素溶液を接種した後セルロースエーテルの分解の程度は

連続して測定される粘度の変化に追随します。セルロース

エーテルの耐酵素性は60分後の粘度の保持率として計算

されます。

優れた隠ぺい力



“はね”難さ

引っかき抵抗性

光沢

“たれ”難さ

“はね”難さ ：水系塗料の“はね” の判定 
塗料は塗料を壁紙上にローラーで塗り、ローラー塗り

の直ぐ下に水平に置いた試験用ボードで“はね”を

集める。  

引っかき抵抗性

この方法は、塗料が引っかかれることによる摩滅を

判定する一種の促進試験です。

光沢(つや) 
光沢は直接光を反射できる表面の能力を現した

言葉です。光沢は20°,60°及び85°の異なった 
3つの角度で測定されます。60°で70°以上を高い 
光沢性であるとし、60°で10°以下の場合は 
光沢性が低いとする。

“たれ”難さ （サグ 抵抗性）水系塗料用の方法 
塗料をサグ抵抗目盛りの付いた試験ボードに

3-12mmか4-24mmの幅に塗り、即座に縞の幅の

小さい方を上にして垂直に置き乾燥させます。



レオロジー/粘度

塗料のレオロジー

レオロジーは物体の変形と流動についての科学です。

どんな物体でも外部からの力の影響を受けます。

塗料に関してはこれらの力は沈降やレベリング及び

“たれ”等の現象に影響を与える重力から、ブラシや

ローラー及びスプレーで塗料を塗るときに働く非常に

高いせん断までの範囲で掛かります。粘度は物体の

流動に対する抵抗の程度についての尺度です。

制御した応力 (CS) 
特定のせん断応力を掛けて、結果としてせん断速度が測定

されます。この測定は非常に低いせん断応力/速度のもとに

行われます。

レオロジーを表す手法には、粘度、降伏応力、ずれの回復。

揺変周期の振れ、揺変応力の振れがある。

ブルックフィールド粘度計 DⅦ型 
この粘度計はセルロース化合物の水溶液の粘度の測定に

使用される。 セルロース化合物は粘度グレードによっ

て、中和した1％もしくは2％の水溶液とする。 

ストーマー粘度計

塗料サンプルに一定の力で回転翼を回転させ、決められた

回数の回転をするのに必要な時間により粘度を決定する。

コーンプレート粘度計(ICI 粘度計)
動的粘度を測定する標準の試験

せん断を掛けると、非ニュートン流体は異なった粘度を

示しますので、コーンプレート粘度計は10,000 s-1 もしく

は12,000 s-1までのせん断においての粘度を管理します。
. 



BERMOCOLL と 関連するエマルション塗料の 
問題と、原因 及び 対処方法

問題 原因 対処方法

BERMOCOLLを溶解し

ている間に塊ができた

• 不適当なタイプのBERMOCOLL の使

用

• 水のpH が高すぎる

• 溶液のpH が高すぎる

• FQ グレードを使用

• 酢酸を添加する

• BERMOCOLL を まず直接水に添加しその後で顔料

分散剤等のアルカリ性の配合物を加える

溶解が遅すぎる • 水が中性か酸性である

• 温度が低すぎる

• pH を上げる

溶解が速すぎる • pH が高すぎる

• 硬水と高い pH
• 温度が高すぎる

• pH を下げる

混練工程で泡が発達す

る

• 界面活性な成分 (BERMOCOLL,
界面活性剤, 顔料分散剤)

• 適切な抑泡剤を界面活性な成分の添加

する前に加える

製品粘度が低すぎる • 不適当なBERMOCOLLの添加量 • BERMOCOLL のスラリー又はポリウレタン系の増

粘剤を加え粘度を調整する

製
造
時

製品粘度が高すぎる • BERMOCOLLの添加量 又は タイプ

が不適当

• 添加量を少なくする

• 低粘度品を使用

ローラーからの“はね” • 増粘剤があまりにも粘弾性である • BERMOCOLL の低粘度グレード 又はEHM
グレードを使用

• ポリウレタン系増粘剤と BERMOCOLL を併用する

刷毛の手ごたえが少な

過ぎる

• 塗布作業時粘度が低い • BERMOCOLLの低粘度グレードかEHMグレードを

使用する

• BERMOCOLL の添加量を増やす。

オープンタイムが短い • 不十分な保水性 • BERMOCOLLの添加量を増やす

• グリコール類を添加する

塗
布
作
業
時

隠ぺい力に劣る • 塗布作業時粘度が低い • BERMOCOLL の低粘度グレードか

EHM グレードを使用する

光沢が劣る • セルロースエーテルは

高い艶あり塗料には向いていない

• ポリウレタン系増粘剤を使用

レベリング性に劣る • 塗料のレオロジー特性t • ポリウレタン系増粘剤か

BERMOCOLL EHM を使用

乾
燥

し
た
塗
膜

湿潤引っかき抵抗性が

不十分

• 塗膜の水に対する弱さ(過敏性) • 界面活性な塗料成分を減らす。R

粘度の低下 • 酵素による劣化分解

• バクテリアによる汚染

• BERMOCOLL EBS か EBM グレードの使用

• 製造装置を洗浄する

• 防腐剤を変える

粘度の増加 • 分散剤の量が不十分

• BERMOCOLL と塗料樹脂の相互作用

• 顔料分散剤の添加量を増やす

• 非イオン系界面活性剤を使用

貯
蔵
時

分離/離漿 • 低せん断粘度が低すぎる

• コロイド安定性が不十分

• BERMOCOLL の添加量を増やすか高粘度グレード

を使用する。

• 非イオン界面活性剤を添加するか BERMOCOLL の

低粘度グレードを使用



特殊セルロース化合物(Cellulosic Specialties)部
門はヌーリオンの一事業部である機能材料事業
部（Nouryon Functional Chemicals）に属しま

す。

ヌーリオンは 43,000 人の従業員を抱え、80 カ国
以上に子会社を持ち、世界中に塗料と 化学品を
供給しています。

我々は 50 年以上にわたるセルロース 
化合物の開発、製造 及び 販売の経験を

もとにした特殊な技術を擁しています。

ABOUT Nouryon
多国籍企業の多くの人材と、お客様に近接した

小さな組織の両方を備え持っている事が私どもに

特異な立場を与えています。我々の研究と商品

開発はいつでも、お客様とその要求に導かれ、

なされています。

私どもはお客様に打てば響くような対応をし、

責任感の強いパートナーであると見なされること 

また特殊セルロース化合物の好ましいサプライアー

と思われることをせつに望んでいます。環境への配
慮、品質 及び サービスが我々の全てのキーワード

です。

. 

https://www.nouryon.com/

○ 本社

● 工場

●Amersfoort ● Arnhem 
●Novara

●Örnsköldsvik
Stenungsund ○● 

Brewster ● ● 研究所

Singapore ● 
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