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(57)【要約】
【課題】長期に亘って自浄性を発現させつつ被覆層の形
成に係わる工程を簡便なものとでき、また道路付帯設備
の表面が耐溶剤性の低いものであっても支障なく被覆層
が形成された自浄性道路付帯設備を提供する。
【解決手段】被覆層２が、水酸基含有フッ素樹脂組成物
、イソシアネート系硬化剤、フッ素系界面活性剤、紫外
線吸収剤、及びオルガノシリケート化合物を含有するコ
ーティング組成物に、光触媒微粒子を含有させることで
長時間屋外に曝されても密着性と高い透明性を維持でき
るが、道路付帯設備の外面に１コート１ベークにより被
覆層を形成できることで形成に係わる工程を簡便なもの
とでき、且つ耐溶剤性の低い道路付帯設備１の外面に形
成しても溶剤により表面が侵されることが少なく、外面
に支障なく被覆層を形成することができる。更に配合さ
れた光触媒微粒子により高い親水性が発現されて高度な
防汚性能を発揮させることができる。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
道路付帯設備の外面に透明な被覆層が形成され、前記被覆層が、水酸基含有フッ素樹脂組
成物及びイソシアネート系硬化剤を含有するコーティング組成物に、樹脂固形分１００重
量部当たり、フッ素系界面活性剤０．０１～１．０重量部、紫外線吸収剤１～１５重量部
、オルガノシリケート化合物１～３０重量部、及び光触媒機能を備えた光触媒微粒子０．
０５～２０重量部を含有させたクリヤーコーティング組成物を用いて形成されたものであ
ることを特徴とする自浄性道路付帯設備。
【請求項２】
前記光触媒微粒子は、表面の一部が前記光触媒機能に対して不活性な保護物質により光触
媒性結晶が被覆されたものであることを特徴とする請求項１に記載の自浄性道路付帯設備
。
【請求項３】
前記道路付帯設備は、ポリウレタン系樹脂製のポール部を備えた道路標識柱であって、前
記ポールの上にウレタン系、エポキシ系及びアクリル系の群から選ばれた少なくとも１つ
のプライマーを介して被覆層が形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の
自浄性道路付帯設備。
【請求項４】
前記被覆層は、ポール部の外面と、ポール部に貼着された反射シートの外面とに形成され
ていることを特徴とする請求項３に記載の自浄性道路付帯設備。
【請求項５】
前記道路付帯設備は、再帰反射性を備えた反射体であって、反射部の上に透明な合成樹脂
製のカバーが形成され、該カバーの外面に被覆層が形成されていることを特徴とする請求
項１又は２に記載の自浄性道路付帯設備。
【請求項６】
前記被覆層は、透明な合成樹脂製のフィルムの外面に形成され、該フィルムが前記被覆層
を外側にして道路付帯設備の外面に貼着されることで道路付帯設備の上に被覆層が形成さ
れているものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の自浄性道路付帯設備。
【請求項７】
前記反射体は、可とう性の基材の一方の面に反射部が形成され、他方の面の上に粘着層が
形成されたものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の自浄性道路付帯設備。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外面に自浄性で無色透明な被覆層が形成されることで、外面に付着した汚染
物質が雨水等によって比較的容易に洗い流されて表面が清浄に保たれる自浄性道路付帯設
備に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　道路付帯設備の外面に自浄性の無色透明な被覆層を形成し、道路付帯設備の透明性や、
表面の色調、記号、模様等が視認される状態を保持しつつ、外面に付着した汚染物質が雨
水等によって比較的容易に洗い流されて表面が清浄に保たれる自浄性道路付帯設備として
は、例えば道路又は鉄道の遮音壁の表面を半導体光触媒含有層で被覆してなり、前記光触
媒含有層は光触媒の粒子が分散されたシリコーンによって形成されており、前記光触媒含
有層の表面はシリコーン分子のケイ素原子に結合した有機基が光触媒の作用により少なく
とも部分的に水酸基に置換されたシリコーン誘導体で形成されており、前記光触媒が太陽
光によって光励起されるに応じて前記層の表面が親水化され、もって、疎水性の汚染物質
が遮音壁の表面に付着するのが防止され、若しくは、遮音壁が降雨にさらされた時に遮音
壁の表面に付着した汚れが雨水により洗い流されるようになっている道路又は鉄道の遮音
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壁が開示されている（例えば特許文献１）。
【０００３】
　一方、透明なコーティング組成物として、フルオロオレフィン単位に基づくフッ素含有
量10重量％以上でありテトラヒドロフラン中で測定される固有粘度が０．０５～２．０ｄ
ｌ／ｇの範囲にあるフルオロオレフィン－ビニルエーテル系共重合体、および、シクロヘ
キサノンを２０重量％以上含有する溶剤、を含む耐溶剤性の低い合成樹脂用コーティング
組成物が開示されている（例えば特許文献２）。
【０００４】
【特許文献１】特許第３１２４４９１号公報
【特許文献２】特許第２６１３２０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載のような従来の自浄性道路付帯設備では、光触媒含有
層を外面に形成することから、含有された光触媒に光が照射されて活性化されると、道路
付帯設備が合成樹脂等の光触媒の酸化作用により分解される物質から形成されている場合
には、光触媒含有層と道路付帯設備との間に保護層を設ける必要が生じ、形成に係わる工
程が煩雑なものであった。
【０００６】
　また、特許文献２に記載のような透明なコーティング組成物を用いた場合、１コート１
ベークによる塗装が可能となり、形成に係わる工程は簡便なものとはできるものの、道路
付帯設備自体がポリカーボネート樹脂製であったり、道路付帯設備の外側に合成樹脂製の
塗膜等、道路付帯設備の表面が耐溶剤性の低いものから形成されたりしている場合、下地
が溶剤により侵されて、道路付帯設備が備えるべき透明性や、被覆層を透して視認される
べき表面の色調、記号、模様等が損なわれる恐れがあるものであった。
【０００７】
　本発明は上記の如き課題に鑑みてなされたものであり、長期に亘って自浄性を発現させ
つつ被覆層の形成に係わる工程を簡便なものとでき、また道路付帯設備の表面が耐溶剤性
の低いものであっても支障なく被覆層が形成された自浄性道路付帯設備を提供せんとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は以下のような構成としている。すなわち、本発明に
係わる自浄性道路付帯設備は、道路付帯設備の外面に透明な被覆層が形成され、前記被覆
層が、水酸基含有フッ素樹脂組成物及びイソシアネート系硬化剤を含有するコーティング
組成物に、樹脂固形分１００重量部当たり、フッ素系界面活性剤０．０１～１．０重量部
、紫外線吸収剤１～１５重量部、オルガノシリケート化合物１～３０重量部、及び光触媒
機能を備えた光触媒微粒子０．０５～２０重量部を含有させたクリヤーコーティング組成
物を用いて形成されたものであることを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明に係わる自浄性道路付帯設備によれば、被覆層が長時間屋外に曝されても密着性
と高い透明性を維持できるが、道路付帯設備の外面に１コート１ベークにより被覆層を形
成できることで形成に係わる工程を簡便なものとでき、且つ耐溶剤性の低い道路付帯設備
の外面に形成しても溶剤により表面が侵されることが少なく、外面に支障なく被覆層を形
成することができる。更に配合された光触媒微粒子により高い親水性が発現されて高度な
防汚性能を発揮させることができる。
【００１０】
　また前記道路付帯設備は、ポリウレタン系樹脂製のポール部を備えた道路標識柱であっ
て、前記ポールの上にウレタン系、エポキシ系及びアクリル系の群から選ばれた少なくと
も１つのプライマーを介して被覆層が形成されていれば、プライマーによってポールに対
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する被覆層の高い密着性が得られると共に、プライマーが耐溶剤性の低いものであっても
被覆層の形成時にプライマーが侵されることがなく、ポール部が備えるべき色調等を損な
うことを少なくでき好ましい。
【００１１】
　また前記光触媒微粒子は、表面の一部が前記光触媒機能に対して不活性な保護物質によ
り光触媒性結晶が被覆されたものであれば、塗膜マトリックスが光触媒機能によって分解
されにくくなって長期に亘って自浄性を発現させることができ、また道路付帯設備の表面
が脆弱なものであっても光触媒微粒子により道路付帯設備の表面が分解される恐れをなく
して支障なく被覆層を形成することができる。
【００１２】
　また前記被覆層は、ポール部の外面と、ポール部に貼着された反射シートの外面とに形
成されていれば、ポール部の外面と併せて、とりわけ汚染物質の付着による視認性低下が
問題視される場合が多い反射シートにおいて、耐溶剤性が低い外面であっても被覆層の形
成時に外面が侵されることなく、再帰反射性を損なうことなく反射シートの外面にも自浄
性を備えさせることができ好ましい。
【００１３】
　また前記道路付帯設備は、再帰反射性を備えた反射体であって、反射部の上に透明な合
成樹脂製のカバーが形成され、該カバーの外面に被覆層が形成されていれば、カバーを形
成する合成樹脂の耐溶剤性が低い場合でも、被覆層の形成時にカバーを侵す恐れが小さく
、カバーの透明性を保持して反射体の再帰反射性を損ねることがなく好ましい。
【００１４】
　また前記被覆層は、透明な合成樹脂製のフィルムの外面に形成され、該フィルムが前記
被覆層を外側にして道路付帯設備の外面に貼着されることで道路付帯設備の上に被覆層が
形成されているものであれば、道路付帯設備が既存のものであっても被覆層が形成された
フィルムを貼着するのみで容易に外面を被覆層とすることができ、また合成樹脂製のフィ
ルムが耐溶剤性の低いものであっても、フィルムの外面への被覆層の形成時にフィルムが
侵されて透明性が損なわれることを少なくでき好ましい。
【００１５】
　また前記反射体は、可とう性の基材の一方の面に反射部が形成され、他方の面の上に粘
着層が形成されたものであれば、基材がたわむ範囲で種々の形状の道路付帯設備に対して
貼着して外面を被覆層として、容易に自浄性を備えさせることができ好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係わる自浄性道路付帯設備によれば、被覆層が長時間屋外に曝されても密着性
と高い透明性を維持できるが、道路付帯設備の外面に１コート１ベークにより被覆層を形
成できることで形成に係わる工程を簡便なものとでき、且つ耐溶剤性の低い道路付帯設備
の外面に形成しても溶剤により表面が侵されることが少なく、外面に支障なく被覆層を形
成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明に係わる最良の実施の形態について、図面に基づき以下に具体的に説明する。
【００１８】
　図１は、本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第一の実施形態を示すもので、（ａ）
は全体を示す斜視図、（ｂ）は外面の詳細を示す縦断面図である。まず（ａ）において、
道路付帯設備は道路標識柱１Ａであり、道路標識柱１Ａは、地表面に固着されるベース部
１Ａ２と、ベース部１Ａ２から上方に突設されるポール部１Ａ１とから形成されており、
ポール部１Ａ１の上方には上下三段に亘って反射シート１Ａ３が巻回されている。ポール
部１Ａ１及びベース部１Ａ２は、ポリウレタン系樹脂から形成されており、ポール部１Ａ
１は車両の衝突等により曲がり且つ復元できるものである。かかる道路標識柱１Ａは、一
般にポール部１Ａ１は橙色や緑色の鮮やかな色調となされて昼間における誘目性が高めら
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れ、且つ反射シート１Ａ３により、車両の前照灯等が照射された際に再帰反射が起こり、
夜間における視認性が高められるものであるが、道路標識柱１Ａは一般に道路の側縁に沿
って設けられるものであり、自動車の排気ガス等に由来する煤塵や道路周辺の塵埃等の汚
染物質が付着し、上述の誘目性や視認性が損なわれる恐れがあるものである。
【００１９】
　（ｂ）において、ポール部１Ａ１の外面には、２液熱硬化型ウレタン変性アクリル系の
プライマー層３Ａが形成され、更にプライマー層３Ａの外面に、水酸基含有フッ素樹脂組
成物及びイソシアネート系硬化剤を含有するコーティング組成物に、樹脂固形分１００重
量部当たり、フッ素系界面活性剤０．０１～１．０重量部、紫外線吸収剤１～１５重量部
、オルガノシリケート化合物１～３０重量部、及び光触媒機能を備え表面の一部が前記光
触媒機能に対して不活性な保護物質により光触媒性結晶が被覆された光触媒微粒子０．０
５～２０重量部を含有させたクリヤーコーティング組成物を用いて２０μｍの層厚で被覆
層２が形成されている。被覆層２に含有されるオルガノシリケート化合物及び光触媒微粒
子中の光触媒性結晶により、被覆層２表面に高度な親水性が発現され、ポール部１Ａ１の
外面に付着した煤塵や塵埃等が、雨水等が降り注がれることで洗い流されやすくなり、表
面が清浄に保たれるようになされる。
【００２０】
　またポール１Ａ１の外面に貼着された反射シート１Ａ３は、プライマー層３Ａを介して
貼着されている。一般に反射シート１Ａ３はポリウレタン系樹脂に対しての密着性が低く
、プライマー層を介して貼着して密着性を確保するものであるが、一方被覆層２について
も単独でポール部１Ａ１に対する必要十分な密着性が得られるとしても、ポール部１Ａ１
が可とう性のポリウレタン系樹脂であることから、ポール部１Ａ１の変形により被覆層２
の割れ等が発生する恐れがある。ポール部１Ａ１の全体にプライマー層３Ａが形成され、
プライマー層３Ａ上に被覆層２が形成され且つ反射シート１Ａ３が貼着されることで、反
射シート１Ａ３の密着性が確保されると共に、被覆層２はプライマー層３Ａが介在するこ
とで密着性を向上させ割れ等の発生の恐れを小さくできるが、ポール部１Ａ１外面にプラ
イマー層３Ａを形成する際に、反射シート１Ａ３の貼着部分のみを塗り分ける必要などが
なく、ポール部１Ａ１外面全体にプライマーを塗布して更に工程を簡便なものとできる。
【００２１】
　ポール部１Ａ１の外面にプライマー層３Ａを形成するためのプライマーとしては、ポリ
ウレタン系樹脂及び被覆層に対して高い密着性が得られるものであれば特に限定されるも
のではなく、１液又は２液の湿気硬化型ウレタン系プライマー、１液又は２液の熱硬化型
ウレタン系プライマー、２液エポキシ変形ウレタン系プライマー、２液湿気硬化型エポキ
シ樹脂等を好適に用いることができるが、とりわけ架橋性を有するものを用いるのが好ま
しく、例えばポール部１Ａ１がウレタン系樹脂からなるものであれば、ウレタン変性アク
リル系プライマーを用いることで高い密着性及びポール部１Ａ１に対する追随性が得られ
て耐久性を高いものとすることができる。
【００２２】
　また、反射シート１Ａ３の表面についても同じ被覆層２を設けるようにしてもよい。反
射シート１Ａ３はガラスビーズ反射材１Ａ３１の上にカバー１Ａ３２が設けられて形成さ
れたものであり、カバー１Ａ３２の表面に２０μｍ程度の膜厚で被覆層２が設けられてい
ることで、被覆層２に含有されるオルガノシリケート化合物により、被覆層２表面に親水
性が発現され、ポール部１Ａ１の外面に付着した煤塵や塵埃等が、雨水等が降り注がれる
ことで洗い流されやすくなり、表面が清浄に保たれるようになされる。被覆層２の形成に
おいては、ポール部１Ａ１と同様にプライマーを塗布した上で形成してもよいが、反射シ
ート１Ａ３の表面がポリオレフィン系樹脂等の活性水素を有する材料から形成されている
場合には、反射シート１Ａ３表面にクリヤーコーティング組成物を直接塗布して被覆層２
を形成することもできる。
【００２３】
　光触媒性結晶は、光触媒機能を発現して親水化が図られるものであれば特に限定される
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ものではなくＦｅ２Ｏ３、Ｃｕ２Ｏ、Ｉｎ２Ｏ３、ＷＯ３、Ｆｅ２ＴｉＯ３、ＰｂＯ、Ｖ

２Ｏ５、ＦｅＴｉＯ３、Ｂｉ２Ｏ３、Ｎｂ２Ｏ３、ＳｒＴｉＯ３、ＺｎＯ、ＢａＴｉＯ３

、ＣａＴｉＯ３、ＫＴａＯ３、ＳｎＯ２、ＺｒＯ２などの金属酸化物半導体材料を用いて
よいが、比較的低廉で扱いが簡便である酸化チタンが好適に用いられる。また酸化チタン
の中でも活性の高いアナターゼ型の二酸化チタンが好適である。
【００２４】
　またオルガノシリケート化合物が含有されていることで、一旦発現された光触媒性結晶
の親水性を維持できると共に、被覆層２の形成時に流動状態の被覆層２において、主成分
である水酸基含有フッ素樹脂組成物に含有される水酸基と反発するオルガノシリケート化
合物が表面付近に配向するが、その際にオルガノシリケート化合物が光触媒微粒子をも一
緒に表面付近に押し上げることで、表面付近の光触媒微粒子の量を増やす効果も期待でき
る。かかる状態において用いられる光触媒性結晶は、粒径が大きすぎると流動状態の被覆
層２中で移動しにくくなることから、０．１μｍ～５μｍ程度の粒径のものを用いるのが
好ましい。
【００２５】
　また光触媒性結晶として、チタン原子又は酸素原子の一部を窒素原子及び／又は硫黄原
子に置換した酸化チタンを用いれば、紫外光のみならず、可視光をも活用して高い光触媒
機能を発現させることができる。更にはこれら窒素ドープ及び／又は硫黄ドープ型の酸化
チタン微粒子に、鉄、銅等の金属イオンを導入して更に光触媒機能を高めたものも好適に
用いることができる。また金属樹脂積層板が屋内で用いられる場合には、かかる可視光に
対して高い光触媒機能を発現する光触媒性結晶を用いることで、紫外光の照射されない環
境下においても光触媒機能を発現させて防汚性能を発揮することが可能となり得る。
【００２６】
　光触媒性結晶の表面の一部を被覆する保護物質としては、モンモリロナイト、タルク、
シリカゲル、シリカゾル、ケイ酸塩、炭化ケイ素、アルミナ、ゼオライト、ジルコニア、
セラミックス、アパタイト、チタンアパタイト、マグネシア、コーディライト、セピオラ
イト、水酸化カルシウム等又はこれらの複合体が挙げられるが、これらの内、光触媒性結
晶への付着を容易に行うことができ、且つ水酸基含有の塗料ビヒクル樹脂に含有される水
酸基と反発させて光触媒微粒子の塗膜層１表面への浮上を促進させることができる多孔質
シリカを好適に用いることができる。これらの物質を光触媒性結晶とミキサーにより混練
したり、水等の溶媒に分散させてその溶液中に光触媒性結晶を適宜の時間浸漬したりして
、光触媒性結晶の表面に保護物質を点在する結晶状に析出させたり、マスクメロンのネッ
ト構造状に析出させたりすること等で形成することができる。
【００２７】
　図２は、本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第二の実施形態を示すもので、（ａ）
は全体を示す斜視図、（ｂ）は断面の詳細を示す横断面図である。まず（ａ）において、
道路付帯設備は防護柵１Ｂであり、地表面に間隔をおいて立設された支柱１Ｂ１間に、パ
イプを溶接して形成した縦格子パネル１Ｂ２が取り付けられて形成されたものである。支
柱１Ｂ１及び縦格子パネル１Ｂ２はポリエステル系樹脂粉体塗料を用いて亜鉛めっき鋼管
の外面に塗装が施されているものである。塗装は、一般には誘目性を高める必要がある場
所においては白色等の明度の高い色調のものが用いられ、都市部等周囲の景観に配慮する
必要がある場所においては濃茶色等の明度の低い色調のものがよく用いられる。しかしな
がら、これらの防護柵１Ｂについても、道路周辺に設置される場合が多く、道路標識柱１
Ａの場合と同様に自動車の排気ガス等に由来する煤塵や道路周辺の塵埃等の汚染物質が付
着し、上述の誘目性や景観性が損なわれる恐れがある。
【００２８】
　次に（ｂ）は（ａ）の縦格子パネル１Ｂ２の縦格子部分の横断面図であるが、亜鉛めっ
き鋼管１Ｂ３の外面にポリエステル系樹脂粉体塗料を用いて８０～１００μｍの厚みで塗
膜層３Ｂが形成されており、塗膜層３Ｂの外面に、第一の実施形態と同じクリヤーコーテ
ィング組成物を用いて２０μｍの層厚の被覆層２が形成されている。ポリエステル系樹脂
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は耐溶剤性が比較的低いものであるが、本発明に係わる被覆層２であればポリエステル系
樹脂を侵すことがなく、塗装により発現されるべき色調や意匠を損なうことなく防護柵１
Ｂの色調が被覆層２を透して視認できるようになされる。また被覆層２に含有されるオル
ガノシリケート化合物及び光触媒微粒子中の光触媒性結晶により、被覆層２表面に高度な
親水性が発現され、外面に付着した汚染物質が雨水等が降り注ぐことで容易に洗い流され
るようになされる。被覆層２は、汚染物質の付着による誘目性や景観性が損なわれる度合
いが大きい縦格子パネル１Ｂ２のみに形成してもよく、支柱１Ｂ１にも形成して防護柵１
Ｂ全体において自浄性を発現させるようにしてもよい。
【００２９】
　図３は、本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第三の実施形態を示すもので、（ａ）
は全体を示す斜視図、（ｂ）は断面の詳細を示す断面図である。（ａ）に示す如く、道路
付帯設備は高欄１Ｃであり、防護柵１Ｂと同様に間隔をおいて地表面から立設させた支柱
１Ｃ１間に横梁１Ｃ２が差し渡されて形成され、外面にはポリエステル系樹脂粉体塗料に
よる塗装が施されたものである。高欄１Ｃについても上述の実施形態と同様に、道路周辺
に設置される場合が多く、自動車の排気ガス等に由来する煤塵や道路周辺の塵埃等の汚染
物質が付着し、上述の誘目性や景観性が損なわれる恐れがあるが、被覆層２を支柱１Ｃ１
や横梁１Ｃ２の外面に形成しておくことで、外面に親水性が発現されて外面に付着した汚
染物質が、雨水等が降り注ぐことで容易に洗い流されるようになされる。（ｂ）に示す如
く、横梁１Ｃ２上に形成された塗膜層３Ｂの外面に被覆層２を設けることで、塗膜層３Ｂ
の色調や意匠を損なうことなく、被覆層２に含有されるオルガノシリケート化合物及び光
触媒微粒子中の光触媒性結晶により、被覆層２表面に高度な親水性が発現され、ポール部
１Ａ１の外面に付着した煤塵や塵埃等が、雨水等が降り注がれることで洗い流されやすく
なり、表面が清浄に保たれるようになされる。
【００３０】
　本発明に係わる被覆層が適用される塗装としては、ポリエステル系樹脂粉体塗料に限定
されるものではなく、溶剤系、粉体系を問わず適用することができ、フッ素樹脂系塗装、
エポキシ樹脂系塗装、ウレタン樹脂系塗装、アクリル樹脂系塗装等に用いることができる
。
【００３１】
　図４は、本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第四の実施形態を示すもので、（ａ）
は全体を示す斜視図、（ｂ）は断面の詳細を示す断面図である。（ａ）において、道路付
帯設備は透光性の防音パネル１Ｄであり、アルミニウム合金押出形材からなる枠体１Ｄ２
が額縁状に形成され、枠体１Ｄ２の内側に透明なポリカーボネート樹脂からなる透明な面
板１Ｄ１が設けられている。防音パネル１Ｄは道路の側縁に沿って設置され、道路騒音の
周辺への伝播を防止するものであるが、透明な面板１Ｄ１を用いることで遮音性と共に採
光性及び眺望性も得ることができるが、面板１Ｄ１に汚染物質が付着すると透明な面板１
Ｄ１を用いることによる利点が損なわれることとなる。
【００３２】
　（ｂ）は面板１Ｄ１の横断面図であるが、面板１Ｄ１の外面に透光性のプライマー層３
Ｄが形成され、プライマー層３Ｄ上に第一の実施形態と同じ被覆層２が２０μｍの膜厚で
形成されている。被覆層２に含有されるオルガノシリケート化合物及び光触媒微粒子中の
光触媒性結晶により、被覆層２表面に高度な親水性が発現され、面板１Ｄ１の外面に付着
した煤塵や塵埃等が、雨水等が降り注がれることで洗い流されやすくなり、表面が清浄に
保たれて採光性及び眺望性を維持できるようになされている。面板１Ｄ１を形成する材料
としては、ポリカーボネート樹脂に限定されず、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレ
ート樹脂等を用いてもよい。プライマー層３Ｄを設けるには、第一の実施形態に示したプ
ライマーを用いて形成することができる。またプライマー層３Ｄを設けずに、ＵＶ処理を
行った面板１Ｄ１に直接クリヤーコーティング組成物を塗布して被覆層２を形成すること
もできる。
【００３３】
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　図５は、本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第五の実施形態を示すもので、（ａ）
は全体を示す斜視図、（ｂ）は断面の詳細を示す断面図である。（ａ）において、道路付
帯設備は道路側縁に適宜間隔をおいて設置される視線誘導標１Ｅであり、視線誘導標１Ｅ
は支柱１Ｅ２の上端に取り付けられた誘導標本体１Ｅ３に、プリズム反射体である再帰反
射体１Ｅ１が填め込まれて形成されたものである。かかる視線誘導標１Ｅは、再帰反射体
１Ｅ１に汚染物質が付着すると、車両の前照灯を再帰反射する性能が低下し、視線誘導標
１Ｅとしての機能が著しく損なわれる。かかる付着した汚染物質を除去するために、従来
は風圧により回転する払拭子を取り付けたり、光触媒含有層を設けたりしていたが、前者
は払拭子の破損や払拭子又は再帰反射体の摩耗が懸念され、後者は形成に係わるコストが
高くなるのが難点であった。
【００３４】
　（ｂ）において、再帰反射体１Ｅ１のプリズム反射材１Ｅ１１を覆う透明なポリカーボ
ネート樹脂製のカバー１Ｅ１２外面にプライマー層３Ｅが形成され、プライマー層３Ｅを
介してカバー１Ｅ１２の上に被覆層２が２０μｍの膜厚で設けられている。被覆層２は第
一の実施形態に示したものと同じであり、プライマー層３Ｅについても第一の実施形態に
示したものを用いることができる。また第四の実施形態に示したように、カバー１Ｅ１２
にＵＶ処理等を行った上で直接被覆層２を形成してもよい。かかる被覆層２に含有される
オルガノシリケート化合物及び光触媒微粒子中の光触媒性結晶により、被覆層２表面に高
度な親水性が発現され、再帰反射体１Ｅ１の外面に付着した煤塵や塵埃等が、雨水等が降
り注がれることで洗い流されやすくなり、表面が清浄に保たれて光の透過性が維持される
ようになり、以て視線誘導効果を保持できるようになされている。更に被覆層２により、
再帰反射体１Ｅ１等の摩耗の懸念もなく、また光触媒含有層を設けるよりも安価にて親水
性を具備させることができる。
【００３５】
　図６は、本発明に係わる自浄性道路付帯設備に適用されるフィルムを示す断面図である
。フィルム１Ｆは、透明なポリオレフィン系合成樹脂からなる基材１Ｆ１の一方の面上に
直接被覆層２が設けられて形成され、他方の面上には透明な粘着層１Ｆ２が設けられて全
体が透明となされたものである。被覆層２は第一の実施形態と同じクリヤーコーティング
組成物を基材１Ｆ１の表面に直接塗布して形成されたものであり、被覆層２の膜厚は２０
μｍ程度となされている。かかるフィルム１Ｆを、標識板の標識面、透光性の遮音壁、サ
インの表示面、シェルターの屋根面等に粘着層１Ｆ２を用いて貼着することで、既設の道
路付帯設備の機能を損なうことなく外面に容易に被覆層２を形成し、その被覆層２に含有
されるオルガノシリケート化合物及び光触媒微粒子中の光触媒性結晶により、被覆層２表
面に高度な親水性が発現され、フィルム１Ｆの外面に付着した煤塵や塵埃等が、雨水等が
降り注がれることで洗い流されやすくなり、表面を清浄に保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第一の実施形態を示す説明図である。
【図２】本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第二の実施形態を示す説明図である。
【図３】本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第三の実施形態を示す説明図である。
【図４】本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第四の実施形態を示す説明図である。
【図５】本発明に係わる自浄性道路付帯設備の、第五の実施形態を示す説明図である。
【図６】本発明に係わる自浄性道路付帯設備に適用されるフィルムを示す断面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１Ａ　道路付帯設備（道路標識柱）
　１Ｂ　道路付帯設備（防護柵）
　１Ｃ　道路付帯設備（高欄）
　１Ｄ　道路付帯設備（防音パネル）
　１Ｅ　道路付帯設備（視線誘導標）
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　２　　被覆層
　３　　プライマー層
 

【図１】 【図２】
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