
No.60

東京海上日動火災保険株式会社
コマーシャル損害部

コンテナ船火災事故と荷主の責任 ………………………………………………………2

米国における訴訟評決額の高額化～Nuclear Verdict～ ………5

欧州での「Withコロナ」時代の
クレームエージェントとのネットワーキング ………………………………………8

相次ぐお子様の事故を防止するために …………………………………………… 11

vol.32

塗料飛散による車の汚損 …………………………………………………………………… 14



＊1「24,000TEU」のTEU(Twenty feet Equivalent Unit)とは、コンテナ船の積載能力を示す単位で、1TEUは20フィートコンテナ1本分
を示します。24,000TEUは、20フィートコンテナ24,000本を積載する能力を持つということです。

コンテナ船火災事故と荷主の責任コンテナ船火災事故と荷主の責任

　2016年2月発行のTokio Claims Journal No.27では、コンテナ船の火災事故が相次いで発生して

おり、国際的に実効性のある対策が望まれる旨をお伝えしました。その後、7年が経過した現在においても、

船舶火災事故が一定頻度で発生している状況に変わりはなく、むしろコンテナ船の急激な大型化により

そのリスクは増しているとも考えられます。本号においては、最近のコンテナ船の火災事故とともに、海運

業界において検討されている対策や荷主が負う責任についてご紹介します。

１．コンテナ船の大型化による火災事故リスクの増加

　近年、物流の一層の効率化実現に向けて、コンテナ船の大型化が進んでいます。具体的には、昨年7月に

世界で初めて最大積載量が24,000TEU＊1を超えるコンテナ船が就航を開始して話題になりましたが、

これは10年前に就航していた世界最大のコンテナ船の2倍の規模になります。また、現在就航している

コンテナ船の最大積載量は平均4,000TEUを超えており、これは10年前の1.5倍以上です。

　このように、コンテナ船の大型化により輸送効率の向上が図られている反面、危険品を載せたコンテナ

が同じ船舶に積載される可能性は高まるため、火災事故に至るリスクが増加していると考えられます。

実際に、国際海上保険連合（IUMI）の調査結果によれば、コンテナ船の火災事故は発生件数・損害額と

もに増加傾向にあることが、2022年8月のシカゴにおける年次総会でも取り上げられています。

　コンテナ船を含む船舶の火災事故は、乗組員の命をも危険に晒し、船舶・貨物に甚大な損害を及ぼし

やすいこと、陸上での火災事故に比して消火活動が極めて困難であることなどから、安全対策が急務で

あることは言うまでもありません。

2．最近の事故事例と出火原因

　弊社で対応させて頂いたコンテナ船の火災事故で、大規模な損害が確認されているものとしては

以下が挙げられます。火災事故の原因は様々で、いまだに事故原因が究明されていない事故も存在
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＊2「SOLAS条約」とは、船舶の堪航性及び旅客や船員の安全を確保するために必要な船舶の構造、救命設備などの技術基準について、
国際的に統一された基準等を定めたものです。

しますが、多くの事故に共通するのが、コンテナに積載された貨物から出火した可能性があるという点

です。2021年4月の“INTERASIA CATALYST”の事故は、積荷である化学品（炭酸ナトリウム過酸化

水素化物）から出火したものと考えられており、同年10月の"ZIM KINGSTON”の事故においても、

出火元はやはり積荷である化学品であった可能性が指摘されています。

　こうした積載貨物による事故を未然に防止するべく、国際海事機関(IMO)はIMDGコード（国際海上

危険物規程）を定め、主要な危険物ごとに梱包や船舶への積載方法等を含めた取り扱い要領を規定して

います。危険物として指定されている貨物の中で、近年、輸送量が大きく増加しているのがスマートフォン

や電気自動車等に使用されるリチウムイオン電池です。リチウムイオン電池は、輸送中に何らかの衝撃が

加わった際にショートし、火災を引き起こす可能性があります。こうした危険物を輸送する際には、船会社

が船内のコンテナ積載場所を工夫するなど、適切に管理することが求められますが、残念ながら荷主が

危険貨物を正しく申告するとは限らず、船会社側が相応の対策を講じることはできずに火災事故に至る

ケースも散見されます。

3．コンテナ船の火災事故に対する対策

　船舶火災に対する安全対策は、IMOが定めるSOLAS条約＊2において規定されています。同条約は

過去から船舶の安全性向上を図るべく改正が重ねられていますが、上述のような船舶火災事故が依然

として後を絶たない中で、さらなる安全性の向上に向けた見直しが検討されています。
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事故日 コンテナ船名（TEU） 火災事故発生場所

2022 年　8 月　7 日 ZIM CHARLESTON （8,586TEU） コロンボ港に向けて航行中

2021 年 10 月 23 日 ZIM KINGSTON （4,253TEU） バンクーバー港に向けて航行中

2021 年　4 月　5 日 INTERASIA CATALYST （4,200TEU） コーチン港に向けて航行中

2019 年　5 月 25 日 KMTC HONGKONG （16,000TEU） レムチャバン港停泊中



コンテナ船火災事故と荷主の責任コンテナ船火災事故と荷主の責任

　もちろん、各船会社はこうした条約改正の動きを待つことなく、船舶火災に対する対策を講じています。

例えば、ここ数年で、多くの船会社が、誤申告された危険品が船舶に積み込まれて安全運航に支障が生じ

ないようにするために、ブッキング時の貨物明細の不正申告等について荷主にペナルティを課す規定を

設けることとしています。また、ハード面では、一部の船会社はコンテナ内の温度上昇等を検知することが

できるスマートコンテナといった安全性能の高い機器を活用するなどの対策を講じており、こうした取り

組みを通じて船舶の火災事故を未然防止することが期待されています。

4．危険物に関する荷送人の責任

　荷送人は危険物を正しく申告しなかったことにより、その貨物が火元となって火災事故を招いた場合、

国際海上物品運送法や民法（不法行為）に基づいて、船主や他の荷主等から損害賠償責任を問われること

になります。また、国内運送に適用される日本の商法についても2018年に改正され、荷送人が危険物

の通知義務を負い、これに違反したことによって生じた損害に対して賠償義務を負う旨が明文化されて

います。

　荷主は、コンテナ船の大型化により巨額の責任を負う可能性があり、民事責任のみならず、わが国に

おける危険物船舶運送及び貯蔵規則などに相当する各国の法律で罰金が科される可能性もあります。

また、正しい申告がされないことで、前述のとおり船会社が相応の対策を講じることができずに事故に

至る可能性もありますので、危険品輸送の際には正しい申告が必要であることは言うまでもありません。

（コマーシャル損害部　国際物流第二グループ　三須）
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米国における訴訟評決額の高額化米国における訴訟評決額の高額化
 ～Nuclear Verdict～ ～Nuclear Verdict～

1. Nuclear Verdictとは

　「Nuclear Verdict」をご存じでしょうか。直訳すると「核評決」ということで、米国における訴訟で社会

や産業に強い衝撃を与えるような高額評決を意味しており、一般には1,000万USドル以上のものを指し

ます。米国訴訟におけるNuclear Verdictの件数は年々増加傾向にありましたが、2019年以降、それは

顕著になっています。また、その金額は一般的な物価上昇率（経済的インフレーション）を上回って上昇

しており、これをソーシャルインフレーションと呼び、企業にとっての経営課題の一つとして認識されて

います。

　特に、算出基準がなく陪審員の裁量に任されている慰謝料と懲罰的賠償金をターゲットとした、個人の

人身傷害に関する企業への賠償請求訴訟において、Nuclear Verdictが出される傾向があります。

2. 近年のNuclear Verdict事例

　2022年8月、ジョージア州の陪審員が米国大手自動車メーカーに対して17億USドル（約2,380億円、

1USD=140円）の賠償金支払いを命じる評決を下しました。本件は、2002年式ピックアップトラックが

走行中にタイヤ剥離により横転し、ルーフがつぶれ乗員2名が死亡したケースで、シートベルト未着用で

飲酒運転であったといった事情もありましたが、本件では17億USドルという超高額評決が出されました。

その大半が懲罰的賠償金であると報じられていますが、これは典型的なNuclear Verdictといえます。

なお、ジョージア州ではこの他にも数千万USドルのNuclear Verdictが複数出されており、ATR 

Foundationが2022年12月に発行したJudicial Hellholes（企業被告にとって不利な結果となる

可能性が高い州）のランキングで1位となっています。
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＊1 人間が持つ爬虫類脳（reptilian brain：生きるための脳。自分に不利益が降りかかる場合に反応する）を刺激する手法。陪審員に不利益
がかかると思いこませ、被告に対する高額評決を勝ち取るもの。

＊2 pain and suffering（慰謝料）のような、明確な算定基準がない損害について、非合理的な金額を提示する手法。この金額が陪審員の
心理に植え付けられ、あたかも「いかり」のような効果が出ることがある。

　ジョージア州以外においても、フロリダ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州において

Nuclear Verdictが多く出されています。2010年以降10年間の州別のNuclear Verdictは、上位10州

における件数が全体の約75％を占めているという報告もあります。

3. Nuclear Verdictが出される背景

　このようにNuclear Verdictが近年増加傾向にあるのは、複数の要因が絡み合っていると指摘されて

います。

（１）原告弁護士の戦術高度化

　米国における訴訟は、一般市民で構成される陪審員が評決を下します。特に賠償請求訴訟では、賠償額

の基準が存在しないことが多く、原告側としては陪審員の感情にいかに訴えるかがポイントとなります。

これまでの原告弁護士の手法は、事故によって悲惨な現状となった、幸せな家庭環境が一変したといった

状況を陪審員に伝えその共感を得るというものが主でした。しかし近年の原告弁護士は、これまでの手法

に加え、“Reptile theory tactics”＊1という、被告に対する厳罰感情を掻き立てる手法や、“Anchoring 

Tactics”＊2という、高い金額を陪審員の心理に植え付ける手法などを戦術として採用し、結果的に

これが原告側にとって功を奏しているといった指摘もされています。

　また、ソーシャルメディアやYouTube等を活用し、一般市民に（特に利益をあげている企業に対する）

怒りの感情を掻き立てるだけでなく、実際のNuclear Verdictの事例を示し、Nuclear Verdictが

あたかも一般的であるかのような心証形成を目指す戦術も使われています。

（2）訴訟ファンド（Litigation Fund）

　近年、原告側に訴訟の資金を提供する「訴訟ファンド」が台頭しています。訴訟ファンドへの返済の原資

は和解金または賠償金のみで、金利は比較的高いものの、原告側に広く活用されているとされています。

　これまでの訴訟では、原告本人の今後の生活のために、あるいは成功報酬制の原告弁護士の活動資金

のために、早期に和解するというインセンティブが原告側にありました。しかし、訴訟の資金だけでなく
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原告本人の生活資金も提供する訴訟ファンドも存在し、原告側に資金面の不安がなくなっています。その

場合、原告側に早期和解のインセンティブがなくなり、より高額な和解・評決が得られるまで訴訟を継続

するといった動きにつながります。2021年には、約17億ドルが訴訟ファンドに投資されたという報告が

あり、投資額は今後も膨らんでいくものと予想されています。

　上記以外にも、大企業に対する信頼低下、医療費の高騰、訴訟の大量化などといった事情も、Nuclear 

Verdictが出される社会的要因となっています。

4. Nuclear Verdictへの対策

　上述の通り、Nuclear Verdictが増加している要因は社会的なものであり、この要因自体を減らしたり

なくしたりすることは困難であると考えられます。一方で重要なことは、米国で発生するケース1件1件に

ついて、適切な事実・事案評価と防御を行うという基本動作にあると考えています。現に、日系企業に

対する訴訟には言いがかり的なものも多く、責任について争うことができる余地がある事案が多く存在

しています。そのような事案では、評決額高額化の傾向があったとしても、責任について争うことが有効

な手立てであると考えられます。

　特に訴訟ケースにおいては、訴訟地（陪審員の構成要素も含みます）、適用法、判事の特徴などについて、

弊社米国現地法人であるTM Claims Service社や米国の防御弁護士ネットワーク、また過去の訴訟対応

データを活用し、適切な主張を行っていくことが大切であると考えています。こうした1件1件での取組み

を通じて、お客様に安心を提供することが、弊社の使命の一つであると考えています。

（コマーシャル損害部　国際賠責・航空グループ　杉本）

米国における訴訟評決額の高額化 ～Nuclear Verdict～米国における訴訟評決額の高額化 ～Nuclear Verdict～
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１．はじめに

　弊社の外航貨物海上保険の強みとして、貨物損害サービス代理店（弊社では、クレームエージェントと

呼んでいます）のネットワークが挙げられます。現在、世界中の約250拠点のクレームエージェントと連携

しながら損害サービスを展開しています。

　クレームエージェントは、お客様の貨物が日本以外の国で事故に遭ったり損害が発見されたりした場合

に、損害の調査や保険金のお支払いといった事故対応を現地で担っています。また、クレームエージェント

の多くは、保険金支払データの収集やロスプリサービスにも取り組んでいます。その規模は、家族経営の

小規模事業者から複数国に拠点を有する大規模企業まで様々で、何代にもわたって当社の代理店を務め

ている歴史あるクレームエージェントも珍しくありません。

　全世界での事故対応が必要となる外航貨物海上保険において、日本と同様のサービスを世界各国で

ご提供するためには、クレームエージェントとの関係構築（ネットワーキング）が重要です。そこで本稿では、

「withコロナ」時代の欧州でのクレームエージェントとのネットワーキングの取組を紹介します。

2．欧州におけるwithコロナ時代の働き方

　2020年のコロナの大流行以降、各国でロックダウンが実施され外出が大幅に制限される中で在宅勤務

（テレワーク）が定着しました。その後、2022年初を境にコロナの流行が一段落したことを受けて、コミュニ

ケーションの活性化と業務の生産性向上の観点から「Return To Office」の動きが出始めました。筆者

が勤務する英国の現地法人でも、完全テレワークから、週2〜3日は出社で残りはテレワークという勤務

体系に変更され、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワーキングが定着しつつあります。英国の

欧州での「Withコロナ」時代の欧州での「Withコロナ」時代の
クレームエージェントとのクレームエージェントとの
ネットワーキングネットワーキング
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＊1 Office for National Statistics “Is hybrid working here to stay?” (23 May 2022)

勤務状況に関する統計＊1によると、2022年1月時点と5月時点の比較で、テレワークのみを実施して

いる有職者の比率は26％から14％に下降し、反対にハイブリッドワーキングを実施している有職者の

比率は8％から24％に上昇しています。

　また、2022年4月以降、欧州では集合型イベントも再開され始めており、例えば、英国において保険

マーケットで有名なLloyd’sが主催する集合型のセミナーや、貨物保険マーケット関係者による100名

規模の会合が開催されており、「Return To Office」と共に、コロナ禍以前のように人々が直接顔を合わ

せる「Back to Normal」または「New Normal」と呼ばれる流れも生じつつあります。

3．欧州でのクレームエージェントのネットワーキング活動

　欧州での働き方の変化を紹介しましたが、ここからは「withコロナ」時代の欧州におけるクレーム

エージェントとのネットワーキングの取組について紹介します。

　コロナ禍以前、弊社はクレームエージェントとの日々のメール・電話でのコミュニケーションに加えて、

クレームエージェントを訪問し顔を合わせた面談を行い、人間関係を築きながら業務実態を深く把握し、

時にはクレームエージェントを集めた会議を開催することで、事故対応指針や好取組事例を共有し、ネット

ワークの維持・強化に努めてきました。しかし、コロナ禍による活動制限を受けて、2020年度以降は

クレームエージェントへの訪問はオンラインミーティングに変更となり、クレームエージェント会議も開催

出来ない状況となっていました。

　今年に入って、「Back to Normal」の流れを踏まえ、弊社でもクレームエージェントへの訪問を本格的

に再開すると共に、9月末にオランダ・アムステルダムで、ついにクレームエージェント会議を開催しました。
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欧州での「Withコロナ」時代のクレームエージェントとのネットワーキング欧州での「Withコロナ」時代のクレームエージェントとのネットワーキング

4．クレームエージェント会議の開催

　弊社のクレームエージェント会議は、欧州では過去30年以上にわたり定期的に開催しています。今回は

21カ国に所在するクレームエージェントから30名が参加すると共に、弊社本店からも出張者を迎え、

「New Normal」をメインテーマに開催しました。会議では、弊社で取り組んでいるハイブリッドワーキング

の進展に向けたDXの取組を紹介し、欧州での働き方の変化を共有した上で、ハイブリッドワーキングを

実施する中で顕在化してきたメリット・デメリットについて意見交換をしました。

　また、会場も講義形式ではなく、小グループ単位で参加者が混じり合う座席とすることで、弊社とクレー

ムエージェント及びクレームエージェント同士のコミュニケーションの機会を増やし、相互交流が自然に

発生する会議を目指しました。加えて、当日のスライドに過去のクレームエージェント会議の写真を掲載

することで、弊社とクレームエージェントとの歴史的繋がりを意識することができる場としました。実際に、

中には過去から何度も参加しているクレームエージェントの担当者も参加しており、全員が弊社とクレーム

エージェントの長期に渡る強固な関係を実感する機会となりました。

　クレームエージェントの参加者からは、コロナ禍でのコミュニケーションの希薄化、一体感の喪失や

お客様との接点強化といった課題の解決策として、定例ミーティングの開催や、チャットの活用でいつでも

相談できる体制の構築に取り組んでいるとの発言がありました。

　今回の会議も、このような課題認識に対する一つの解決策であるとして、開催自体を感謝する声や

次年度以降も開催して欲しいとの意見もあり、弊社として改めてハイブリッドワーキング下での対面の場の

重要性を実感することになりました。

5．終わりに

　本稿では、コロナ禍以降の欧州での新しい働き方と、弊社のクレームエージェントネットワーク維持・

強化に向けた取組について紹介しました。欧州では日々の事故対応を通じたネットワーキングに留まらず、

「back to normal」の動きを受けた訪問や対面での会議の開催で、実際に面談してこそ得られるメリット

も活かしながら接点強化に取り組んでいます。今後もオンライン・オフラインのハイブリット形式での関係

強化を通じて、弊社のサービス品質の維持・向上に取り組んで参ります。

（TM Claims Service Europe Limited 吉田）

10 No.60



＊1 令和３年３月 消費者庁消費者安全課「子どもの不慮の事故の発生傾向 ～厚生労働省「人口動態調査」より～」
＊2 令和４年７月 内閣府子ども・子育て本部「令和３年教育・保育施設等における事故報告集計」

相次ぐお子様の事故を防止するために相次ぐお子様の事故を防止するために

1. はじめに

　お子様の事故が相次いで発生しており、社会の関心が高まっています。

　子どもの人口は40年連続で減少傾向にありますが、子どもの不慮の事故件数は近年横ばい＊1が続いて

います。痛ましい事故も依然発生しており、教育・保育施設等での2021年1年間の重篤な事故は2,347

件、対前年比116.5%となっており、そのうち死亡事故は5件発生しています＊2。

　最近では幼稚園の送迎バス、施設やイベント会場等でのお子様の事故が相次いで発生しています。

幼稚園や保育所などで使用する送迎バスにおいては、お子様の置き去りを防ぐため、2023年4月に安全

装置設置の義務化を決定するなど行政も動き出しており、自動車メーカーやデバイスメーカーでの安全

装置等、ハード面の開発も進んでいます。

　国民生活センターや消費者庁、日本小児科学会等からもお子様の事故の情報について公開、注意喚起

がなされており、お子様の事故防止の重要性が注目されています。

▼子ども（0～14 歳）の不慮の事故等死者
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2. お子様の事故を防止するために

　前述の幼稚園や保育所の送迎バスでの置き去り事故等を防止するために、ハード面の対策として安全

装置などの製品を開発したり設置したりすることは非常に重要なことです。

　一方でソフト面では、装置などの機械は故障の可能性があり、またこうした装置を使用するのは「人」で、

そこにヒューマンエラーや操作上の落とし穴があると、正しく機能しない恐れがあります。そのため、

ハードとソフト、両面での対策が重要となります。

　弊社は、損害保険会社として保険金を迅速にお届けするとともに、多くの事故対応を通じて得た気付き

や経験を活かし、人間工学を用いて、作業ミスやヒューマンエラー防止の対策を検討し、事故防止の

ご提案を行っております。

　お子様の事故においても、これ以上痛ましい事故が発生しないよう、業務の仕組みや周囲の環境を改善

するなど、ソフト面を中心に下記のような事故防止のご提案を行っております。

（１）園児送迎バスでの置き去り事故防止対策

　送迎バスでの置き去り事故防止対策として、添乗員

の最終降車ルールの導入をご提案しています。添乗員

が送迎バスの最後尾の座席に搭乗し、降車時には後方

から園児を前に誘導しながら最後に降車することで、

置き去り園児を防ぐ仕組みを作ります。あわせて確認

漏れ防止のため、降車時に「指差し確認」を行うことも

ご提案しています。

負傷

死亡 計 対前年比内訳
負傷計

意識不明 骨折 火傷 その他

認定こども園・
幼稚園・保育園等（*2） 14 1480 7 366 1867 5 1872 118.0%

放課後児童クラブ 0 408 3 64 475 0 475 110.7%

計 14 1888 10 430 2342 5 2347 116.5%

▼ 2021年（*1）教育・保育施設等における事故報告集計

（＊1）2021：1 月 1 日〜 12 月 31 日
（＊2）認定こども園・幼稚園・認可保育所とは、放課後児童クラブ以外の施設・事業
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相次ぐお子様の事故を防止するために相次ぐお子様の事故を防止するために

（2）施設・イベント会場での転落事故防止対策

　施設・イベント会場において、子供がフェンスのそばに置かれていた

箱に足を乗せてよじ登っていたところ、身を乗り出した際にバランスを

崩して転落する事故が発生しています。

　転落事故防止対策として、ゴミ箱や椅子、鉢植えなど足がかりと

なるものをフェンスや柵のそばに置かないといった、事故の起こり

にくい環境作りをご提案しています。

3. おわりに

　弊社では、お客様の施設にお伺いして、賠償リスクを中心に洗い出すリスク診断を行っております。今回

ご紹介した事故防止対策はあくまで一例で、お客様の施設に潜むリスクに対して事故防止対策のご提案を

行い、お客様の事故防止活動のお手伝いをしております。

　今回ご紹介した事故防止対策はあくまで一例で、弊社ではお客様の施設に実際にお伺いし、お客様の

施設に潜むリスクを診断し、個別具体的な事故防止対策のご提案を行い、お客様の事故防止活動の

お手伝いをするサービスをご提供しております。ご興味のある方はお気軽に弊社営業担当者までご連絡

ください。

（コマーシャル損害部・ロスプリ＆テクノロジー戦略チーム　宮野）
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❖ 本誌へのご意見、ご要望は、コマーシャル損害部（TokioClaimsJournal@tmnf.jp）までお願い申し上げます。

塗料飛散による車の汚損
　花粉が飛ぶ季節ですね。皆さんご体調は如何でしょうか。花粉は人体だけではなく車にも害を及ぼします。花粉
が車のボディに付着して弾けるとペクチンを放出します。ペクチンはクリア層に固着して取り除きにくいシミとなり
ます。花粉以外にも取り除きにくい車への付着物には以下のようなものがあります。

① 水シミ ……………  水道水や雨水が乾いたときに発生するリング状の白いシミで、水道水中のミネラルや塩素、
酸性雨に含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物、有機物などが残留して形成されます。

② 錆シミ ……………  鉄粉や鉄錆がボディに付着して長期間放置されると、錆色がクリア層に浸透し、色が落ち難く
なります。

③ 塗  料 ……………  建造物等をスプレー塗装すると微細な塗料粒子が風に乗り車に付着することがあります。
微細塗料は風向きや風量等の条件が揃うと数十〜数百メートル飛散すると言われています。
塗料の飛散はクレームになり易く、当分析センターへ多く相談が寄せられます。

　上記のうち、車に付着した塗料は、元の塗料と成分を比較することで同異性を明らかに出来ます。ポイントは、
サンプリング（採取）･顔料･樹脂の３つです。

　塗料はサイズが大きいものは近くに、小さいものは遠くまで飛散します。私達が採取しに行く車両には目に
見えるか見えないか程度の塗料と思しき付着物があり、それを手先の器用さと専用の器具でボディに傷をつけない
ように採取します。

　塗料は顔料と樹脂から成り、採取したサンプル
についてそれぞれ分析していきます。顔料とは
塗料の色味成分で、顔料の違いによって色調が
変わるため、顔料こそが塗料の色彩の要と言え
ます。例えば同じ白色の塗料であってもチタン
ホワイトや鉛白など、使われている顔料は異なり
ます。この顔料の種類や配合量の違いを元素
分析で明らかにします。次に、樹脂については
赤外吸収スペクトルを測定することでアクリル
塗料であるのか、シリコン塗料なのか等、塗膜の主体となる成分を
特定することが出来ます。

　以上のように、塗料を適切に採取し、顔料･樹脂成分を比較する
ことで精度の高い異同識別が行えます。このような事案があれば
現場へ出向いて、サンプリングから分析まで実施いたしますので、
ご相談下さい。

（本記事は一般社団法人・日本海事検定協会殿にご寄稿頂いたものです。）　　　　　　　　　　　　　 （Researcher “HM”）

（イオンデポジット）

vol.32

▼図１ スプレー塗装の塗料の形状のイメージ

▼写真１ 実際に車から採取した飛散塗料
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