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特  徴特  徴

UA-NEO
ノンブリードタイプ

　F-25LM-9030（UA-2）
2成分形アクリルウレタン系シーリング材

●防水性能上、本製品が代表的な市販製品MS2、
MS2NB、PS2およびUA2と比較して同等もし
くは同等以上の耐疲労性能を有する。

●防水性能上、本製品が代表的な各種被着体に対し
良好な接着性を有する。

●意匠性において本製品が薄層未硬化現象を起こ
さない。また硬化後に虹色現象を起こさない。

●本製品が代表的な市販製品MS2、MS2NB、
PS2およびUA2と比較して同等もしくは同等以
上の耐汚染性を有する。

●本製品が代表的な市販製品MS2、MS2NB、
PS2およびUA2と比較して同等もしくは同等

　以上の耐候性（促進耐候性および屋外暴露）を有
する。



【開発目標】
（1）防水性能上、本製品が代表的な市販製品MS2、MS2NB、PS2および UA2と比較して同等もしく

は同等以上の耐疲労性能を有すること。
（2）防水性能上、本製品が代表的な各種被着体に対し良好な接着性を有すること。
（3）意匠性において本製品が薄層未硬化現象を起こさないこと。また硬化後に虹色現象を起こさないこと。
（4）本製品が代表的な市販製品MS2、MS2NB、PS2および UA2と比較して同等もしくは同等以上の

耐汚染性を有すること。
（5）本製品が代表的な市販製品MS2、MS2NB、PS2および UA2と比較して同等もしくは同等以上の

耐候性（促進耐候性および屋外暴露）を有すること。

技術概要技術概要 性能検証結果性能検証結果
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防水性能上、本製品が代表的な
市販製品MS2、MS2NB、PS2
およびUA2と比較して同等もし
くは同等以上の耐疲労性能を有
すること。

JIS A 1439：2016 建築用
シーリング材の試験方法5.22
耐疲労試験の繰返し回数を最大
30,000回まで延長し、代表的
な市販の９製品と比較した。

本製品がCR80：24,000回合
格、CR90：12,000回合格、
CR100：30,000回合格し、
比較9製品と同等もしくは同等
以上の性能を有していることを
確認できた。

本 製 品が 代 表 的な 市 販 製 品
MS2、MS2NB、PS2 および
UA2と比較して同等もしくは同
等以上の耐汚染性を有すること。

硬化直後に火山灰を試験体表面
に振りかけ暴露3ヶ月後に水洗
し、代表的な市販の9製品と汚れ
を比較した。

本 製 品が 代 表 的な 市 販 製 品
MS2、MS2NBを含め、PS2
およびUA2と比較して汚染性に
優れることが確認できた。

屋外暴露試験により2年経過した
試験体の外観のQW値を求め、
明確な異常が無いか確認した。

本製品のQW値は0で表面に明確
な異常が無いことを確認できた。
また汚れの付着も極めて少ない
ことを確認できた。

本 製 品が 代 表 的な 市 販 製 品
MS2、MS2NB、PS2 および
UA2 と比較して同等もしくは
同等以上の耐候性（促進耐候性
および屋外暴露）を有すること。

試験体を超促進耐候性試験機で
1,000時間照射し劣化させ、
その外観をJIS A 1439 5.21.5
表面の亀裂の検査を参考にQW
値を求め、代表的な市販の9製品
と比較した。

本製品のQW値は3に対し、比較
9製品は10～25であり、耐候性
に優れることを確認できた。

防水性能上、本製品が代表的な
各種被着体に対し良好な接着性
を有すること。

ハンドピール接着性試験により
一般に用いられる27被着体の
接着性を確認した。

27被着体全てで良好な接着性
を確認できた。

意匠性において本製品が薄層未
硬化現象を起こさないこと。また
硬化後に虹色現象を起こさない
こと。

薄層未硬化現象の発生の有無
を代表的な市販の９製品と比較
した。

本製品が薄層未硬化現象は発生
しないことを確認できた。
比較品MS2およびMS2NBは
薄層未硬化現象が発生した。

硬化後の虹色現象の発生有無
を代表的な市販の９製品と比較
した。

本製品が虹色現象は発生しない
ことを確認できた。
比較品MS2およびMS2NBは
虹色現象が発生した。

開発目標 確認方法 結　果

開発目標の達成は、各種性能検証により確認した。現在、建築用シーリング材として、多種類の材料が上市されているが、その性能は一長一短があるため、
各仕様書等の適材適所表を目安として選定がなされ、材料毎に使用される部位が限定されていた。
このことから、建築現場での手間を省略、効率化を図る目的で、１種類で多目的に使用できる高性能な
シーリング材、「ハイフレックスUA－NEO」（以下：本製品）を開発した。
本製品は、脂肪族のイソシアネートおよび特殊改質剤を使用することにより、多目的用途に使用すること
が可能な建築用シーリング材である。
本製品の性能は、市販の2成分形変成シリコーン系シーリング材と同等の耐久性（耐疲労性能）を有し、
かつ、2成分形ポリサルファイド系シーリング材と同等の意匠性（耐汚染性、耐候性）を有する。耐久性能
はJIS A5758F－25LM－9030（UA－2）に適合。意匠性にも優れる高性能なシーリング材である。

※耐疲労性評価
亀裂深さ3㎜以下を合格とし、繰返し回数6,000回/セット×5セット（最大）を行った。6000回で不合格となった場合、繰返し回数は0とした。
耐疲労性区分CR80 、CR90、CR100の合格回数（6,000回毎）をそれぞれ記載した。

ハイフレックスUA－NEO

○

△ ○ × × ×

× △ × ×

製品 A（MS2）

製品 E（PS2） 製品 F（PS2） 製品 G（PS2） 製品 H（UA2） 製品 I（UA2）

製品 B（MS2NB） 製品 C（MS2NB） 製品 D（MS2NB）

評　　価

拭き上げ

初　　期

シーリング材

評　　価

拭き上げ

初　　期

シーリング材

耐汚染性の各社製品比較

※耐汚染性評価
各試料に汚染材を振りかけた直後（初期）と90日間暴露後水洗した（拭き上げ）の写真を示した。評価基準は次の様に設けた。
○：汚染がほとんど見られない    △：部分的に汚染が見られる    ×：全体的に汚染が見られる

耐疲労性の各社製品比較
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多摩営業所 ☎042－402－5200 〒183－0055  東京都府中市府中町1丁目14－1 朝日生命府中ビル11F
横浜営業所 ☎045－290－9751 〒220－0023  神奈川県横浜市西区平沼1－1－3 合人社高島橋ビル9F
広島営業所 ☎082－568－6085 〒732－0828  広島県広島市南区京橋町9－21 三共京橋ビル3F 
福岡営業所 ☎092－432－9220 〒812－0016  福岡県福岡市博多区博多駅南3－1－1 博多南マークビル5Ｆ
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特  徴特  徴

UA-NEO
ノンブリードタイプ

　F-25LM-9030（UA-2）
2成分形アクリルウレタン系シーリング材

●防水性能上、本製品が代表的な市販製品MS2、
MS2NB、PS2およびUA2と比較して同等もし
くは同等以上の耐疲労性能を有する。

●防水性能上、本製品が代表的な各種被着体に対し
良好な接着性を有する。

●意匠性において本製品が薄層未硬化現象を起こ
さない。また硬化後に虹色現象を起こさない。

●本製品が代表的な市販製品MS2、MS2NB、
PS2およびUA2と比較して同等もしくは同等以
上の耐汚染性を有する。

●本製品が代表的な市販製品MS2、MS2NB、
PS2およびUA2と比較して同等もしくは同等

　以上の耐候性（促進耐候性および屋外暴露）を有
する。




