
　写真 -1 バラストタンク環境模擬試験機

試験期間 180日間

サイクル時間 ２週間 １週間

揺動条件 有り 無し

海水水位 高水位 200㎜ 低水位 :25㎜

海水温度 35℃

上部温度 20℃ 12時間⇔ 50℃ 12時間

揺動速度 20往復 /分

試験板寸法 400 × 200 × 3.2mm

最大仕様数 8仕様

表 -１ バラストタンク環境模擬試験機の仕様

図 -1 バラストタンク環境模擬試験機の模式図
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試験設備紹介

P S P C 関連試験機器

一般財団法人　日本塗料検査協会 

関　島　竜　太東支部　検査部

1. はじめに

　2006 年に国際海事機関 (International Maritime 

Organization; IMO) の 海 上 安 全 委 員 会 (Maritime 

Safety Committee)において、「PERFORMANCE STANDARD 

FOR PROTECTIVE COATINGS FOR DEDICATED SEAWATER 

BALLAST TANKS ON ALL NEW SHIPS AND DOUBLE-SIDE 

SKIN SPACES OF BULK CARRIERS（以下 PSPCとする）」が
採択されました。これにより、船舶に適用される塗料
は、国及び各国の船級協会から認定された機関での事前
適合性試験に合格することが必須となりました。日本で
は 2006年から適合性試験が開始され、日塗検では 2009

年に PSPCの試験機関として各国の船級協会に登録し、
バラストタンク用塗料の認定を行っております。また、
2010年には、「PERFORMANCE STANDARD FOR PROTECTIVE 

COATINGS FOR CARGO OIL TANKS OF CRUDE OIL TANKERS

（以下 COTとする）」が制定され、油タンカー貨物油タン
クに用いられる塗料についても塗装性能基準が定められ
ました。日塗検は世界に先駆けて COTのガス腐食試験お
よび浸漬試験を実施する機関に至りました。本編では東
支部所有の PSPC関連の試験機器の概要について紹介を
致します。

2. PSPC 関連試験機器の紹介（評価装置を除く）

 2.1　バラストタンク用塗料関連試験機器

  2.1.1 バラストタンク環境模擬試験機

　　　　（スガ試験機㈱製 :写真 1)

　バラストタンクは荷積みの有無で、船舶のバランスを
取るために、海水の出し入れを行っています（図 -1）。
試験機では実環境を模擬し、海水の干満と揺動有り無し
のサイクル試験（表 -1）を行います。試験槽の各部に
１仕様につき４枚の試験板（写真 -2及び表 -2）を取付
け、図 -2に示すような乾湿交互作用や実環境温度を再
現しています。180日間のバラストタンク環境模擬試験
後、外観評価・付着力・屈曲性・電流密度・付与した塗
膜欠損部の剥がれ幅の測定を行います。試験機は８個の
試験槽を備え、同時に８仕様（種類）の材料について試
験が可能です。



写真 -2 バラストタンク環境模擬試験用試験板

　表 -2 バラストタンク環境模擬試験用試験板概要

図 -2 試験槽揺動時の槽内の模式図

写真 -3 湿潤試験機

試験板①
バラストタンクの甲板の環境を模擬し、12時間間隔で 50℃の高温環境と 20℃の低温環境を繰り
返す。試験板にスクライブ（塗膜欠損部）を付与する。

試験板②
電気防食の効果を評価するため、ジンクアノードにより防食し、塗膜欠損部を設け、人工海水に
よる浸漬を繰り返す。試験板に亜鉛陽極（アノード）と塗膜欠損部（カソード）を付与する。

試験板③
船の縦揺れ及び横揺れを模擬するため、海水又は人工海水の飛沫を浴びるようにする。試験板に
U-bar（補強部材）とスクライブ（塗膜欠損部）を付与する。

試験板④
バラストタンクの冷却された隔壁を模擬し、試験片の裏面を冷却し、人工海水 35℃に対して 20℃

の温度勾配を設ける。また、船舶の揺動を模擬するため、人工海水の飛沫を浴びるようにする。
試験板に U-bar（補強部材）とスクライブ（塗膜欠損部）を付与する。
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  2.1.2 連続結露試験用湿潤試験機

　　　　（スガ試験機㈱製 :写真 -3）

　塗膜の長期耐久性試験（JIS K5600-7-2-第２節 :耐
湿性（連続結露法））に基づく試験装置で、ISO6270に
準拠した連続結露試験装置です湿潤試験機の仕様を表

-3に示します。試験板表面を湿潤状態で 40℃ ,100％ RH

にし、裏面を 23 ± 2℃にして、連続結露状態（図 -3）に
します。180日間の浸漬試験後、外観評価・付着力の測
定を行います。

  2.1.3 クロスオーバー試験機

　　　　（スガ試験機㈱製 :写真 -4)

　バラストタンク環境模擬試験、湿潤試験に合格をした
ショッププライマーとエポキシ塗料は、他社塗料等の異
なる組み合わせでも、クロスオーバー試験に合格すれば
認定されます（図 -4）。試験板はバラストタンク環境模
擬試験のアノード付き試験板（試験板②）を用い、揺動
条件なしの海水による乾湿交換試験を行います。180日

間の浸漬試験後、バラストタンク環境模擬試験と同様に
外観評価・付着力・屈曲性・電流密度・塗膜欠損部の剥
がれ幅の測定を行います。クロスオーバー試験機の仕様
を表 -4に示します。



図 -3 湿潤試験機の模式図

写真 -4 クロスオーバー試験機

写真 -5 COT 浸漬試験装置

写真 -6 浸漬容器図 -4 クロスオーバー試験の概要

表 -4 クロスオーバー試験機の仕様

試験期間 180日
試料枚数 1枚 (最大 28仕様 )

水位サイクル 高水位（２週間）⇔低水位（１週間）
海水温度 35 ± 2℃

試験板寸法 400 × 200 × 3.2mm

表 -3 湿潤試験機の仕様

試験期間 180日
試料枚数 2枚（最大 16枚）
表面温度 23 ± 2℃

水温 40 ± 2℃

試験板寸法 150 × 150 × 3.2mm

最大仕様数 8仕様
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 2.2　油タンカー貨物油タンク用塗料関連試験機器

  2.2.1 COT 浸漬試験装置

　　　　（特殊恒温水槽:㈱橋本製作所製:写真 -5～ 8)

　貨物油タンクの底面付近の実環境を再現するため、浸
漬容器内（ステンレス製 :内面テフロコート）に原油と
海水（底部）が浸るようにします。図 -5に示すように
試験板の下端から約 20mmの部分が人工海水に浸るよう
にし、20mmより上は重油層で表 -5の組成で試験液全体



写真 -7 テフロン製試験板立て

写真 -8 浸漬容器を設置した様子

図 -5 浸漬容器内の概要

表 -5 COT 浸漬試験機の仕様

試験期間 180日

試験枚数 2枚（最大 64枚）

仕様数 32仕様

試 

験 

液

重油 (LSA) －

ナフテン酸 重 油 の 酸 価 が 2.5 ±

0.1mgとなる量を添加

ベンゼン /トルエン 1/1の混合液を重油に対
して 8.0 ± 0.2％ w/w

人工海水 上記混合液に対し 5.0 ±

0.2％ w/w

H2S 5 ± 1ppm w/w

試験液温度 60 ± 2℃

試験板寸法 150 × 100 × 3.2mm

－ 47 －

の高さが 400mmとなるように満たします。試験板は写真

-7のようなテフロン製の保持冶具に２枚を垂直裏合せ
で設置し、浸漬容器に移します。これを大型浴槽内に４

器配備し（写真 -8）、浸漬容器内の試験液が 60±2℃と
なるように湯温を設定します。各浸漬容器内には熱電対
を設置し、下層の人工海水層および上層の重油層の温度

を記録しています。180日間の浸漬試験後、表面をウエ
スで拭き、24時間以内に膨れおよび錆びの有無を評価
します。

3. おわりに

　日塗検では 2010年より認定試験を開始し、これまで
にバラストタンク用途料は 100仕様以上の認定を行いま
した。また、油タンカー貨物油タンクに用いられる塗料
については約 30仕様の認定を行いました。近年は塗料
メーカーからの認定試験の依頼のみならず、鋼材メー
カーをはじめ、造船会社、造船に関わる様々な分野から
の依頼を頂いております。
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