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日塗検ニュースのタイトル “Vague” について
 

　日塗検の信頼性と情報発信がより確かな波動となって、お客様や地域社会に届くようにとの
期待をこめて、Vague（フランス語で「波動」を意味する）と名付けております。デザインは
向上心と信頼性の波をより大きな波に育てていくことを期待し、一人ひとりの波が重なりなが
ら上昇し発展していく様子を、よりダイナミックな波動で表現したものとなっています。今後
とも日塗検ニュースを温かく見守っていただきますようお願いいたします。



えられてしまっていたり、安定剤などの添加物の量

が変わっている、バージン材のはずがリサイクル材

を混ぜて使われた結果、重金属などが混入している

などのケースがみられます。塗料の関係でも、指定

された材料と違う塗料が使われているケースもあり

ました。多くの場合、当事者からは問題の存在が公

にされないので本当の状況は明らかになりませんが、

いずれにしても様々な分野で実態は広がっているよ

うです。

　こうした問題への対策としては、発注仕様を厳密

に規定するなど契約面での対応、サプライチェーン

の各段階での継続的な品質管理の徹底などが考えら

れますが、やはり問題が起こってからでは対応する

のが大変なので、予め未然防止対策に取り組むこと

が最も重要になります。簡単に始められる対応の一

つは、定期的、継続的に製品の基本的性能や材質に

ついての試験を行い、そのことをサプライヤーに伝

えておくことで、勝手に仕様を変更しにくくするこ

とが有効な抑止方法になると考えられます。

　消費者の安全に関わる製品については、サプライ

チェーン全体でしっかりとした品質管理を進め、サ

イレント・チェンジ問題への対応が求められますし、

試験評価の業務にも問題発生の未然防止への大きな

役割が期待されています。

　「サイレント・チェンジ」問題とは、様々な製品の

製造段階において、発注者の「知らぬ間に」材料や

配合などの仕様をサプライヤーが勝手に「変更」し

てしまい、それが原因でクレームや事故、規制基準

に違反するなどのトラブルが起こる問題です。これ

までに家電製品や日用品でもサイレント・チェンジ

が原因で火災事故や負傷事故など問題が発生してお

り、少しずつその実態が明らかになってきています。

　そもそも「知らぬ間に」材料や配合が変えられて

しまうわけですから、大きな事故やトラブル、法律

違反などの問題が起こってから初めてその原因究明

が行われて、実態が明らかになることが多いため、

どうしても被害が大きくなりますし、原因究明、被

害者への補償、製品回収や訴訟対応など、多くの時

間と経済的損失が対応に要することにもなりかねま

せん。中小企業の場合には経営に大きな影響を及ぼ

すことにもなります。生産現場の多くが海外に移り、

サプライチェーンも多段階となり、発注者の目が直

接隅々まで行き届きにくくなっている現実が広がっ

ていることが、問題発生の背景にあります。

　私ども化学研究評価機構にもサイレント・チェン

ジが疑われる試験依頼が年に 10件ほどありますが、

いずれも製品に問題が見つかり、性能や材質の試験

評価を依頼されるケースです。実際に試験を行って

みると、指定された材料がより安価な他の材料に変
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巻 頭 言

サイレント・チェンジ問題への対応

　一般社団法人　化学研究評価機構

理事長　西　出　徹　雄



1.　鋼構造物用塗料 JIS 改正の経緯

　我が国では高度経済成長期を通じて自動車、電子機器
などの産業において目まぐるしい技術革新を続けてき
ているが、一方でそれによる地球環境への影響に配慮す
る声も高まっている。 塗料・インクおよび接着剤等に
は揮発性有機化合物 (VOC)が含まれており、大気汚染
物質の一つである光化学オキシダントや浮遊粒子状物質
（SPM）の発生原因とされている。特に塗料・塗装業界に
対する VOC排出量削減の声は高い。橋りょう（梁）・プラ
ント設備及び鉄塔等の鋼構造物塗装においても、VOC排
出量の削減が求められており、官公庁や民間企業で様々
な取り組みが行われている。しかしながら、鋼構造物用
の水性塗料規格の業界標準となる JIS（日本工業規格）
は定められておらず、ゆえに鋼構造物塗装における水性
化は進んでいないのが現状である。そこで環境保全につ
ながる水性塗料の適用・採用を促すため、現行規格に“水
性塗料”を加える改正を行うこととなった。

2.　規格改正の進捗状況

　平成 27年７月に、一般社団法人 日本塗料工業会（以
下、日塗工）が JPMS 30及び 31を制定した。いずれも
JIS K 5551 構造物用さび止めペイント及び JIS K 5659 

鋼構造物用耐候性塗料の JIS改正を目指す前段階として
制定したものである。現在、日塗工が JIS規格の改正規
格原案を作成中であり、平成 30年５月ごろの JIS規格
改正を目指し、改正作業を行っている。

3.　主な規格改正（案）

　3.1　JIS K 5551 及び JIS K 5659 共通の改正点

　　JIS K 5674:2008（鉛・クロムフリーさび止めペイ
　 ント）の２種や JIS K 5660:2008（つや有合成樹脂エ
マルションペイント）、JIS K 5663:2008（合成樹脂エ
マルションペイント及びシーラー）等の水を主要な揮
発成分とする塗料には、低温安定性（-5℃）が品質項
目として記載されている。鋼構造物用塗料も低温環境
下で保管されることは十分に考えられるので、当該規
格にも低温安定性（-5℃）が追加される。

　3.2　JIS K 5551 の主な改正点

　　　種類

　　　　現行の規格では樹脂系及び用途によってＡ種、
　　　 Ｂ種及びＣ種に分類しているが、改正（案）では、

溶剤型のＡ種とＢ種が各用途向けの膜厚基準で分
けられているように、水性塗料はＤ種として建築
物向けの標準形（30㎛）、Ｅ種として鋼構造物向
けの厚膜形（60㎛）に分類している。

　　　品質

　　　　鉛、クロムの分析については環境への配慮の点
　　　 から鉛、６価クロムなどの重金属の使用量削減が

求められており、多くの塗料で鉛、６価クロムを
含まないことが前提となってきている。塗料業界
においては、国際的に 2020年までに塗料中の鉛
を廃絶する動きが進んでおり、この規格において
も原料として鉛及び６価クロムは意図的に使用さ
れないことから、今回の改正で品質規格項目から
の削除が議論された。しかしながら現行溶剤形塗
料規格には塗膜中の鉛及びクロムの定量があり、
他の塗料規格、標準仕様書等にも引用されている
こと、現時点では鉛及び６価クロムが使用されて
いないことに対して科学的根拠（エビデンス）を
確認するに十分な環境が整っていないなどの意見
があり、今回の改正では試験項目として、塗膜中
の鉛及びクロムの定量の品質規格をそのまま継続
する。

　3.3　JIS K 5659 の主な改正点

　　種類・区分及び等級

　　　溶剤形塗料をＡ種とし、水性塗料はＢ種として、
　　等級は、現行の規格と同様に１級・２級及び３級に
　　分類する。
　　　低温安定性、塗膜の外観、ポットライフ及び上塗
　　 り適合性については、鋼板に水性耐候性上塗り塗料
を直接塗装するとフラッシュラスト（点さび）が発
生し、試験に誤差を与える可能性があるため、試験
板にはガラス板を用いる。

　　　耐屈曲性及び耐おもり落下性については、上記と
　　 同様に点さびが発生する可能性があるが、この試験
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試験方法シリーズ

「鋼構造物用水性さび止めペイント」及び

「鋼構造物用水性耐候性塗料」のＪＩＳ化に向けて

一般財団法人　日本塗料検査協会 

関　島　竜　太　　　検査部



には鋼板を使用する必要があるため、ある程度の防
せい性を有する中塗りは単膜、上塗りは中塗り＋上
塗りの複層膜で塗装し、評価する。

4.　屋外暴露試験の進捗状況

　現行の両規格ともに屋外暴露試験の期間は２年間と定
められている。平成 30年５月に改正がなされてから暴
露試験を行った場合、最短でも２年後の平成 32年５月
に暴露が終了する。JIS規格改正と同時の JIS認証取得
に向けて、前述の JPMS 30及び 31で平成 28年４月から、

JPMS 30は 11仕様（塗料メーカー ６社）で、JPMS 31

は 27仕様（塗料メーカー ８社）で暴露試験を先行して
実施している。
　一般財団法人 日本ウエザリングテストセンターで屋
外暴露試験を１年間行った途中観察結果を表 -1及び表

-2に示す。JPMS 30（JIS K 5551）では一部の仕様で異
常が認められた以外は、良好な結果が得られている。ま
た、JPMS 31（JIS K 5659）については、１年目の結果
からの予想ではあるが１級相当が 22仕様、２級相当が
４仕様、３級相当が１仕様となっている。（写真 -1参照）

表 -1　JPMS 30（JIS K 5551）屋外暴露耐候性 1年目の途中観察結果

写真 -1　暴露状況（日本ウエザリングテストセンター 屋外暴露試験場）

仕様 塗料メーカー 塗膜の外観

1
Ａ社

さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

2 さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

3 Ｂ社 さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

4
Ｃ社

さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

5 さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

6
Ｄ社

さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

7 さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

8 Ｅ社 さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

9

Ｆ社

さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。

10
さびを認める。
膨れ、割れ及び剝がれがない。

11 さび、膨れ、割れ及び剝がれがない。
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5.　まとめ

　都市部での鋼道路橋等の塗替え塗装工事において、鉛
等の旧塗膜に含有する有害物質の飛散対策として足場を
密閉することから、その作業環境の改善のために水性塗
料での施工が増加している。本題の JIS改正により、今

後「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」などの塗
装仕様に採用され、JIS認証を取得した水性塗料製品が
世の中に普及していくことで、企業間の取引や公共調達
等での購入の際の指標となり、国民の安心安全に寄与す
ることを期待する。

表 -2　 JPMS 31（JIS K 5659）屋外暴露耐候性 1年目の途中観察結果

仕様 塗料メーカー 光沢保持 (％ ) 白亜化の等級 塗膜の外観

1

Ａ社

86 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

2 96 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

3 85 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

4 Ｂ社 89 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

5

Ｃ社

90 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

6 89 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

7 77 2 割れ・剝がれ・膨れがない。

8 77 2 割れ・剝がれ・膨れがない。

9
Ｄ社

96 0 割れ・剝がれ・膨れがない。

10 91 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

11

Ｅ社

93 0 割れ・剝がれ・膨れがない。

12 93 0 割れ・剝がれ・膨れがない。

13 59 2 割れ・剝がれ・膨れがない。

14

Ｆ社

85 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

15 77 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

16 86 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

17 84 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

18 65 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

19 81 2 割れ・剝がれ・膨れがない。

20 63 3 割れ・剝がれ・膨れがない。

21

Ｇ社

90 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

22 86 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

23 93 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

24 97 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

25 86 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

26 92 1 割れ・剝がれ・膨れがない。

27 Ｈ社 87 1 割れ・剝がれ・膨れがない。
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図 -1　遮熱塗料の遮熱機能（市場で標榜されている機能） 図 -2　測定装置の全体構成

1.　はじめに

　すでに JIS K 5602「塗膜の日射反射率の求め方」で
塗膜の日射反射率が、さらに JIS K 5675 ｢ 屋根用高日
射反射率塗料 ｣ において遮熱塗料として要求される性
能が規定されていたが、塗膜の熱性能について客観的な
評価ができず、国内の関係者から熱量を直接的に測定す
る、塗膜の日射吸収率の測定方法の標準化が求められて
きた。この背景には、市場に日射反射以外の原理と効果
が不明確な遮熱機能を標榜する塗料も販売されているこ
とで、消費者の混乱を招いていることがある。（図 -1参
照）

　そこで、平成 24年度から塗料の省エネルギー性能評
価方法及び装置の開発１）をはじめ、平成 25～ 26年度
には、開発したプロトタイプ機の改良を行い、装置の
精度及び熱収支理論計算値との整合性を検討した。平
成 27年度からは、一般社団法人 日本塗料工業会（以
下、日塗工）が、この測定方法の JPMS化に向けて委員
会を立ち上げ、平成 28年４月に日塗工規格として「JPMS 

29:2016 塗膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の
測定」が制定された。
　平成 28年度からは、スガ試験機株式会社との実用試
験機の共同開発を開始し、測定装置が完成した。また、「塗
膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の求め方」の
JIS原案作成委員会が立ち上げられ、平成 28年 12月に
日塗工より JIS原案が日本規格協会に提出された。本規
格は、JISC審査会の審査を経て平成 29年 10月以降に
制定される予定である。
　主に「一般塗料及び遮熱塗料」と塗膜の日射侵入比と
の関係の一例について、報告する。

2.　測定装置及び測定原理

　2.1　測定装置

　　測定装置は、日射照射装置，恒温室及び計測ユニッ
　 トで構成されている。日射照射装置で射出された光は、
光導入窓及びバッフル板を通過し、試験体に照射され
る。試験体に吸収された熱は、熱流計及び熱流計と熱
抵抗が同等な補助板を移動し、加熱・冷却熱板に吸収
される。測定装置の全体構成を図 -2に示す。

　2.2　測定原理

　　人工太陽（日射照射装置）による日射を塗膜面に照
　 射し、建築物内外に実際に生じる熱移動を想定した現
象から各諸特性を設定又は測定することによって熱流
束を算出する。日射遮蔽性としての塗膜の日射吸収率
（α）は，照射日射吸収熱量（Qα）と照射日射熱量（QSolar）
とで、式 (1)によって求める。同時に、塗膜を横並び
で評価するための、塗膜の日射侵入比（ηp）を求める
ものである。

　　α＝
　Qα　　 ……………………………… 

　　　　 QSolar

　　照射日射吸収熱量 (Qα)は，試験体の両表面の温度
　差によって通過する熱量 (QW)と、試験体の対流熱伝
　達による熱量 (QCV)と、試験体の放射熱伝達による熱
　量 (Q r)との和で、式によって求められる（図 -3参
　照）。

日射照射装置

光導入窓

  バッフル板
 （高透過ガラス）

 気流発生装置
 屋外側仕切板

補助板

加熱・冷却熱板熱流計

試験体屋外側流路

恒温室

計測
ユニット
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図 -3　試験体の熱移動の内訳

表 -1　試料

塗料種 塗膜表面の色
（マンセル値） 明度 Ｌ＊ 日射反射率 ％

（全波長域） 放射率

高日射反射率塗料

N1 7.6 24.1 0.89

3Y 8/2 83.3 69.8 0.87

2G 8/2 85.4 68.1 0.86

1PB 4/8 38.1 36.3 0.89

2G 3/4 25.3 22.4 0.90

一般塗料

N1 3.7 4.0 0.89 

N4 35.7 11.0 0.88 

N6 58.8 26.8 0.87 

N8 81.2 57.0 0.87 

N9.5 95.4 83.7 0.87 

10G 2/4 16.0 5.8 0.89 

10G 4/10 40.8 18.8 0.89 

5YR 2/1 9.7 4.8 0.89 

5YR 4/8 38.4 17.1 0.89 

5PB 2/6 18.7 15.8 0.89 

5PB 4/6 39.6 26.2 0.89 

　　Qα＝ QW + QCV + Q r　 ……………………… 

　　照射日射熱量（QSolar）は、放射強度計によって照射
　日射強度（ISolar）を測定し、式 (3)によって求められる。
　但し、Awは照射する試験体の面積とする。

　　QSolar ＝ ISolar + AW　 ………………………… 

　　屋外側空気温度と室内側温度との差によって生じる
　 試験体を通過する熱量をゼロにした場合、試験体の両
表面の温度差によって通過する熱量（QW）は、照射
日射侵入熱量（Qη）に等しく、式 (4)となる。

　　Qη＝ QW　 …………………………………… 

　　塗膜の日射侵入比（ηp）は、照射日射侵入熱量（Qη）
　と照射日射熱量（QSolar）とで、式 (5)によって求めら
　れる。

　　ηp＝
　Qη　　 ……………………………… 

　　　　  QSolar

　　照射日射がある場合の試験体の熱移動の内訳は、図

　-3を参照する。

3.　試料

　塗料の種類は、高日射反射率塗料から無彩色を１色、
有彩色を４色の計５色とし、一般塗料から無彩色を５色、
有彩色を６色の計 11色を選定した。検討に用いた塗膜
の色、日射反射率及び修正放射率（以下、放射率）の測
定結果を表 -1に示す。

4.　測定

　4.1　試験基板の種類

　　環境条件は、表 -2による。気流発生装置の運転条
　 件は、屋外側表面熱伝達率を調整したときの条件で一
定とする。

QSolar

QCV

QW

Q r 熱流計

屋外側仕切板加熱・冷却熱板基材

塗膜
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表 -2　環境条件

平面図

A-A’ 断面図

図 -4　測定項目の測定位置

項　目 日射時の条件
屋外側空気温度θex　　　　　　　　℃ 23 ± 0.5

室内側温度（加熱・冷却熱板の温度）θin

　　　　　　　　　　　　　　　　 ℃
23 ± 0.5

屋外側表面熱伝達率 hse　　 W/（ｍ2･K) 14 ± 1

照射日射強度 I Solar　　　　　　　W/ｍ2 1000 ± 50

　4.2　測定項目

　　測定項目は、次による。
　　ａ）試験体の両表面の温度差によって通過する
　　　　熱流束　QW / AW（qW）
　　ｂ）照射日射熱流束　QSolar / AW

　　ｃ）バッフル板の表面温度　θ g

　　ｄ）屋外側空気温度　θ ex

　　ｅ）塗膜の表面温度　θ p

　　ｆ）室内側温度　θ in

　4.3　測定方法

　　試験体の両表面の温度差によって通過する熱流束が
　 一方向に単調に変化することなく 10回測定し、偏差
が平均値の±５％になった後に、4.2の全ての測定

項目について、測定装置で 10分間以上、かつ、40回
以上測定し、平均値を求める。試験体の両表面の温度
差によって通過する熱流束、照射日射熱流束、及び各
部の温度の測定位置を図 -4に示す。

　4.4　算出方法

　　算出方法は、次による。
　　ａ）試験体の両表面の温度差によって通過する熱量

　　　（QW）　測定した試験体の両表面の温度差によっ
　　　て通過する熱流束（qW）を基に、式 (6)によって
　　　求める。
　　ｂ）試験体の対流熱伝達による熱量（QCV）　屋外側
　　　対流表面熱伝達率（hCV）の設定値、屋外側空気
　　　温度及び塗膜の表面温度の測定結果を基に、式 (7)

　　　によって求める。
　　ｃ）試験体の放射熱伝達による熱量（Qr）　屋外側
　　　放射表面熱伝達率（hr）の設定値、バッフル板の
　　　表面温度及び塗膜の表面温度の測定結果を基に、
　　　式 (8)によって求める。

　　　QW＝ qW × AW　 …………………………… 

　　　QCV＝ hCV（θ ex－ θ p） × AW　 …………… 

　　　Qr＝ hr（θ g－ θ p） × AW　 ……………… 

　　ここに、
　　　AW ：試験体の面積（ｍ2）
　　　hCV ：屋外側対流表面熱伝達率　[W/（ｍ2･K)]

　　　hr ：屋外側放射表面熱伝達率　[W/（ｍ2･K)]

　　　QCV ：試験体の対流熱伝達による熱量（W）
　　　Q r ：試験体の放射熱伝達による熱量（W）
　　　Q W ：試験体の両表面の温度差によって通過する
　　　　 　熱量（W）
　　　θ p ：塗膜の表面温度（℃）
　　　θ ex ：屋外側空気温度（℃）
　　　θ g ：バッフル板の表面温度（℃）

　　ｄ）塗膜の日射吸収率（α）　照射日射吸収熱量（試
　　　 験体の両表面の温度差によって通過する熱量と試

験体の対流熱伝達による熱量と試験体の放射熱伝
達による熱量との和）の照射日射熱量に対する比
で、式 (9)によって求める。

　　α＝
　Qα　

＝
Q W＋ QCV＋ Q r　 ………… 

　　　　 QSolar　　　　  QSolar

試験体

塗膜の表面温度

照射日射熱流束

A A'

バッフル板の表面温度

屋外側空気温度

照射日射熱流束塗膜の表面温度

室内側温度
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表 -3　高日射反射率塗料及び一般塗料の塗膜の日射侵入比，日射吸収率及び日射反射率

塗料種 塗膜表面の色
（マンセル値） 塗膜の日射侵入比 塗膜の日射吸収率 日射反射率

(300～ 2500nm)

高日射反射率塗料

N1 0.74 0.76 24.1

3Y 8/2 0.32 0.37 69.8

2G 8/2 0.31 0.38 68.1

1PB 4/8 0.59 0.64 36.3

2G 3/4 0.75 0.80 22.4

一般塗料

N1 0.96 0.99 4.0

N4 0.84 0.87 11.0

N6 0.75 0.78 26.8

N8 0.43 0.43 57.0

N9.5 0.12 0.11 83.7

10G 2/4 0.91 0.96 5.8

10G 4/10 0.79 0.83 18.8

5YR 2/1 0.90 0.95 4.8

5YR 4/8 0.84 0.89 17.1

5PB 2/6 0.86 0.90 15.8

5PB 4/6 0.71 0.73 26.2

　　ここに、
　　　Qα ：照射日射吸収熱量（W）
　　　QSolar ：照射日射熱量（W）
　　　QW ：試験体の両表面の温度差によって通過する
　　　   熱量（W）
　　　QCV ：試験体の対流熱伝達による熱量（W）
　　　Qr ：試験体の放射熱伝達による熱量（W）

　　ｅ）照射日射侵入熱量（Qη）　屋外側空気温度と室
　　　 内側温度との差によって試験体を通過する熱量を

ゼロにした場合、試験体の両表面の温度差によっ
て通過する熱量（QW）に等しく、式 (10)となる。

　　 
Qη  

＝ 
Q W　 ……………………………… 

　　 AW　　 AW

　　ここに、
　　　　AW ：試験体の面積（ｍ2）
　　Qη / AW ：照射日射侵入熱流束（W/ｍ2）
　　QW / AW ：試験体の両表面の温度差によって通過する 

 　熱流束（W/ｍ2）

　　ｆ）塗膜の日射侵入比（ηP）　塗膜の日射侵入比（ηP）
　　　 は、照射日射侵入熱量（Qη）の照射日射熱量（Q Solar）

に対する比であり、式 (11)によって求める。

　　ηP ＝
　 Qη　　 ……………………………… 

　　　　  QSolar

　　ここに、
　　　　ηP ：塗膜の日射侵入比
　　　 Qη 	：照射日射侵入熱量（W）
　　 Q Solar ：照射日射熱量（W）

5.　測定結果

　高日射反射率塗料及び一般塗料の塗膜の日射侵入比及
びと塗膜の日射反射率の測定結果を表 -3に示す。
　図 -5,6では、一般塗料における日射反射率と塗膜の
日射侵入比との関係性を検討した。無彩色及び有彩色と
もに高い相関性があることが分かる。同様に、一般塗料
における日射反射率と塗膜の日射吸収率との関係性も検
討した（図 -7,8参照）。こちらも無彩色及び有彩色とも
に高い相関性があることが分かる。図 -9,10では、一般
塗料における明度と塗膜の日射侵入比との関係性を検討
した。明度との相関性は日射反射率との相関性よりも劣
る結果となった。
　図 -11,12では、高日射反射率塗料における日射反射
率と塗膜の日射侵入比及び塗膜の日射吸収率との関係性
を検討した。無彩色及び有彩色ともに高い相関性がある
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ことが分かる。
　図 -13,14では、各種塗料における日射反射率及び明
度と塗膜の日射侵入比との関係性を検討した。各種塗料
の日射反射率と塗膜の日射侵入比とに高い相関性がある
ことが分かる。各種塗料の明度と塗膜の日射侵入比との
関係については、ほぼ同一の明度であれば、一般塗料よ
り高日射反射率塗料の方が塗膜の日射侵入比が低いこと
が分かる。
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　　　G-2系・G-3系：約 12倍
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6.　まとめ

　同程度の明度であれば、高明度の白色塗料 (N-9.5)を
除き、高日射反射率塗料と一般塗料の塗膜の日射侵入比
の測定結果から、高日射反射率塗料の方が塗膜の日射侵
入比が低くなり、本装置により遮熱効果の検証が可能で
あることが分かった。
　本報で扱った塗料については、高日射反射率塗料及び
一般塗料ともに日射反射率と塗膜の日射侵入比とに相関
性が認められたが、あらゆる塗料に適用できるかについ
ては、より多くの試料を用いた検証が必要である。今回
測定したデータ等を用いて、日塗工で明度に対する塗膜
の日射侵入比を用いた遮熱性能レベルを段階的に☆など
の数で区分表示の検討が行われていく予定である。
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1.　はじめに

　現在、高速道路に設置されている防音シェルターや標
識柱などに多くの亜鉛めっき処理（溶融亜鉛めっき、電
気亜鉛めっき）された鋼材が使用されている。それらの
中には腐食の進行による遮音パネルの落下などの事象が
起きており、早急な補修対策が求められている。これら
に対応するため、平成 21年度より西日本高速道路エン
ジニアリング関西㈱と (一財 )日本塗料検査協会は「亜
鉛鉄板の腐食に対する最適な補修材料の評価と選定」と
して共同で検討を行っている。

2.　検討概要

　中国自動車道（西宮～宝塚間）に設置されている青葉
台シェルターは、亜鉛めっき鋼板（1.6mm厚）製で設置
後約 35年以上が経過しており、赤さび腐食に至ってい
る箇所もある。本防音シェルターは、交通規制条件や環
境条件により抜本的対策ができない状況にあるが、代替
路線の供用により交通規制条件が緩和される時期（約８

年）を想定した補修が必要とされている。そこで、簡易
補修方法として検討している各種塗装系の屋外暴露試験
（海浜地区）６年目の状態を確認し、過年度実施した促
進腐食サイクル試験の結果と合わせ、補修材料としての
適性を評価する。

3.　試験片の作製

　3.1　試験基板（基材）

　　試験基板は溶融亜鉛めっき鋼板 HDZ-35と現場採取
　のガードレール（防護柵）部材を使用し、実際の補修
　を想定して以下に調整した試験基板を作製した。
　　①　亜鉛皮膜層が十分残存している状態で白さびが
　　　発生している「劣化程度の軽い白さび発生試験基
　　　板」（以下、「白さび鋼板」）
　　②　亜鉛皮膜層が消耗し、20～ 35㎛程度残存した
　　　 状態で赤さびが部分的に発生している「劣化程度

の重い赤さび発生試験基板」（以下、「赤さび鋼板」）
　　③　白さびの発生がなく、ごく僅かに劣化したと思
　　　われる「現場採取のガードレール部材」
　　　（以下、「劣化ガードレール鋼板」）

　3.2　試験基板の種類

　　白さび鋼板および赤さび鋼板については溶融亜鉛
　 めっき鋼板を、JIS K 5600-7-1による塩水噴霧試験
機で促進腐食させて白さびおよび赤さびを発生させ
た。また、劣化ガードレール鋼板についてはさび発生
の処理を行なわず、素地調整の後、試験に供した。なお、
劣化ガードレール鋼板は西日本高速道路エンジニアリ
ング関西㈱が、道路に設置されていた部材を撤去した
ものを調達、切断加工して試験に供した。比較用標準
仕様（SBW）には、同様に促進腐食させたブラスト処
理鋼板を用いた。各試験基板の概要を表 -1に示す。

　3.3　試験片の塗装

　　　供試塗装仕様

　　　　比較用標準仕様（SBW）として、「構造物施工管
　　　 理要領」１)に記載の塗替塗装仕様ｃ -1、および

素地調整を２種ケレンとし、ｃ -1仕様のタッチ
アップ工程を有機ジンクリッチペイントに変更
したｃ -1a仕様を加えた。各塗装仕様の概要を表
-2、比較用標準塗装仕様を表 -3に示す。

　　　　なお、各塗装仕様の上塗塗料の色については、
　　　日本塗料工業会色見本帳の N8.5～ N7.0のグレー

表 -1　試験基板の概要

試験項目 試験基板の種類 サイズ (mm)

屋外暴露試験

溶融亜鉛めっき鋼
板 HDZ-35

150 × 300 × 3.2

劣化ガードレール
鋼板

150×300×4曲板
（有効面積 150 ×

400）
ブラスト処理鋼板
（標準仕様） 150 × 300 × 6

促進腐食
サイクル試験

溶融亜鉛めっき鋼
板 HDZ-35

70 × 150 × 3.2

劣化ガードレール
鋼板 60 × 150 × 4

ブラスト処理鋼板
（標準仕様） 70 × 300 × 3.2
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　　　色もしくはシルバー色とし、比較用標準仕様は白
　　　とした。

　　　　　　研磨＋ワイヤーホイール仕上げ）処理
　　　　　　 ただし Gについては入念な不織布研磨材処

理とする。
　　　　　3：3種ケレン　不織布研磨材処理
　　　例）AWW-2： 塗装系Ａを白さび鋼板に塗装し、屋  

外暴露に供したもの（素地調整：２

種ケレン）

4.　試験方法

　作製した各塗装系の試験片を所定の条件で所定の期間
乾燥させた後、促進腐食試験片、屋外暴露試験片ともカッ
ターナイフで素地に達するカットを入れた。
　模式図を図 -1に示す。

　4.1　試験項目

　　　屋外暴露試験

　　　　屋外暴露試験は「JHS404-2007 塗料の暴露防錆
　　　 性試験方法」２)に準じて試験を行った。塗装後

所定の養生日数を経過後、暴露試験片を (一財 )

日本塗料検査協会 御前崎暴露試験場（海浜地区）
に水平暴露した。

　　　促進腐食サイクル試験

　　　　促進腐食サイクル試験は「JHS403-2007 塗料の
　　　 耐複合サイクル防食性試験方法」２)に準じて試

験を行った。試験片は、前処理としてキセノン（JIS 

K 5600-7-7:2008によるキセノンアークランプ式
耐候性試験機　方法１（促進耐候性）試験片ぬれ
サイクル：サイクル A）60時間照射後、下記のサ
イクルで試験を行った。なお、試験期間は 180日
とし、途中 30日、60日、90日に外観評価を行っ
た。促進腐食サイクル試験１サイクルの試験条件
を表 -4、試験状況写真を写真 -1に示す。

　　　試験片記号

　　　　各塗装系の記号（試験片№）は以下に示す基準
　　　で設定した。本文中での試験片記号は以下による。
　　　①　塗装系の記号 A～ Fおよび S（標準仕様）
　　　②　試験基板の種類
　　　　　W：白さび鋼板
　　　　　R：赤さび鋼板
　　　　　G：劣化ガードレール鋼板
　　　　　B：通常鋼板（比較用標準仕様用）
　　　③　試験項目
　　　　　W：屋外暴露試験
　　　　　C：促進腐食サイクル試験
　　　④　素地調整グレード
　　　　　2：2種ケレン　動力工具（ディスクサンダー

図 -1　試験片のカットの入れ方

表 -2 各塗装仕様の概要

表 -3 比較用標準塗装仕様

記号 塗装系 塗回数 合計膜厚
（μｍ）

Ａ
下塗 変性エポキシ樹脂
上塗 厚膜形エポキシ樹脂・MIO系 2 110

Ｂ
下塗 特殊エポキシ樹脂・アルミニウム系
上塗 厚膜形ポリウレタン系 3 150

Ｃ
下塗 弱溶剤変性エポキシ樹脂系
上塗 弱溶剤形ポリウレタン系 3 145

Ｄ
下塗 亜鉛めっき面エポキシ樹脂系
上塗 弱溶剤形エポキシ・シリコン樹脂系 3 160

Ｅ
下塗 弱溶剤形厚膜変形エポキシ樹脂系
上塗 弱溶剤形可溶形ふっ素樹脂系 2 145

Ｆ
下塗 劣化亜鉛面用変性エポキシ樹脂系
上塗 劣化亜鉛面用変性エポキシ樹脂系 2 140

塗装系 塗装工程 塗料名 塗回数 標準膜厚
μm/m2

c-1

素地調整 ３種ケレン

タッチアップ
（全面）

変性エポキシ樹脂塗料下塗 1 60

下塗 第１層 変性エポキシ樹脂塗料下塗 1 60

下塗 第２層 変性エポキシ樹脂塗料下塗 1 60

中塗 ポリウレタン塗料用中塗 1 30

上塗 ポリウレタン塗料上塗 1 25

c-1a

素地調整 ２種ケレン

タッチアップ
（全面）１回目

有機ジンクリッチペイント 1 30

タッチアップ
（全面）２回目

有機ジンクリッチペイント 1 30

下塗 第１層 変性エポキシ樹脂塗料下塗 1 60

下塗 第２層 変性エポキシ樹脂塗料下塗 1 60

中塗 ポリウレタン塗料用中塗 1 30

上塗 ポリウレタン塗料上塗 1 25

－ 12 －
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　4.2　塗膜の評価方法

　　JIS K 5600-8-1～ 8-5に準じて塗膜の外観評価を
　 行った。試験片の評価は、一般部（カット部分を除く
試験面）とカット部に区別して塗膜欠陥（膨れ、さ
び）の程度を確認した。一般部の評価は、JIS K 5600

を基本にした（一財）日本塗料検査協会「塗膜の評価
基準 2003」に従い、欠陥の程度により評価点をつけ
た。評価点は 10点満点法で行い、０点を最低点とした。
外観観察結果の評価は、一般部の評価点に 80％、カッ
ト部の評価点に 20％の重み付けした総合評価点法で
算出し、３枚の平均で示した。
　　一般部に発生した塗膜欠陥を評価点に換算する場合、
　膨れ、さびについてはそれぞれの基準図版の等級を点
　 数化し評価点とした。膨れの換算基準を表 -5にさび
の換算基準を表 -6に示す。

　　Sは膨れの大きさを示し２が最も小さく、５が最も
　 大きな膨れを示す。Dは膨れの密度を示し２が最も少
なく、５が最も多い膨れの量を示す。

　　カット部の評価は、カット部に生じている塗膜欠陥
　（膨れ、さびなど）の最大幅（mm）とする。カット部
　の最大欠陥幅を評価点に換算する基準を表 -7に示す。

5.　屋外暴露試験結果

　5.1　WW 系（白さび鋼板使用屋外暴露試験）の結果

　　WW系の外観の総合評価の経時変化を図 -2に示す。
　　標準仕様に比べ３年目までは各仕様は同等以上の評

写真 -1　試験中の促進腐食試験実施状況

表 -5 JIS K 5600 による塗膜膨れ基準に対する
評価点数換算表

表 -6 さびの評価点に換算する基準

密度
D2 D3 D4 D5

大きさ
S2 8 6 2 or 4* 0

S3 6 4 2 0

S4 4 2 0 0

S5 2 0 0 0

　　＊２：２％未満の膨れ、４：２％以上の膨れに適用
　　※膨れがないものは 10点とする。

最大欠陥幅（mm） 評価点
0.5未満 10

0.5以上～ 1.0未満 9

1.0以上～ 2.2未満 8

2.2以上～ 3.7未満 7

3.7以上～ 5.7未満 6

5.7以上～ 7.5未満 5

7.5以上～ 9.5未満 4

9.5以上～ 14未満 3

14以上～ 18未満 2

18以上～ 20未満 1

20以上 0

表 -7 カット部の最大欠陥幅を評価点に換算する基準

基準等級 評価点
Ri0（さびなし） 10

Ri1 8

Ri2 6

Ri3 4

Ri4 2

Ri5 0

表 -4 促進腐食サイクル試験 1 サイクルの試験条件

段階 時間（ｈ） 温度（℃） 条件
１ 0.5 30 ±２ 塩水噴霧
２ 1.5 30 ±２ 湿潤（95 ± 2）％ RH

３ ２ 50 ±２ 熱風乾燥
４ ２ 30 ±２ 温風乾燥
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　 価を示していたが、６年目になると劣化が進み弱溶剤
形可溶形ふっ素樹脂系塗装仕様 EWW、劣化亜鉛めっき
用変性エポキシ樹脂系塗装仕様 FWWは比較用標準仕様
SBWより劣る結果となっている。
　　また総合評価による分散分析結果（危険率５％）を
　表 -8に示す。

　　表 -8の分散分析結果（危険率５％）によると主要
　 因としては経時および仕様間で有意差を示し、交互
作用については経時と仕様について有意差が認められ
た。
　　次に一般部およびカット部の屋外暴露１～６年目の
　試験結果を図 -3に示す。
　　図 -3の暴露経時変化グラフによると、一般部では
　 ２種ケレン、３種ケレンともに３年目までは大きな変
化がなかったが、６年目になると素地調整に関係なく、
塗装仕様 EWW、塗装仕様 FWWの仕様に変化が見てとれ
る。カット部では厚膜形エポキシ樹脂・MIO系塗装仕
様 AWWを除き１年目から欠陥が進行したが、２～３年
目までは大きな変化は見られなかった。６年目におい
ても塗装仕様 AWWはほとんど変化なかったが、その他
の仕様は劣化が進行し、塗装仕様 FWWの劣化の進行が
顕著である。塗装仕様 AWWについては一般部にさびお

図 -2 WW 系の屋外暴露試験経時変化

図 -3  WW 系の暴露経時変化（一般部、カット部）

表 -8　 WW 系の分散分析結果

要　　因 分散比 F0 F (0.05) 寄与率（％）
経　　時 74.6750 3.2874 25.7

素地調整 0.2878 4.5431

仕　　様 53.2974 2.9013 30.4

経時･素地調整 0.1990 3.2874

経時×仕様 23.2635 2.4034 38.8

素地調整×仕様 0.8529 2.9013
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よび膨れは認められないが、塗膜の消耗は 3年目の時
よりさらに進み、上塗塗膜が消失していく傾向があっ
た。なお、比較用標準仕様 SBWは亜鉛めっきではなく
普通鋼板のさび板を使用している。この系は一般部で
は問題なく推移しているが、カット部では 1年目から
劣化が大幅に進んでいる。

　5.2　RW 系（赤さび鋼板使用屋外暴露試験）の結果

　　 RW系の外観の総合評価の経時変化を図 -4に示す。

められ、交互作用として素地調整と仕様間で有意差が
認められた。これらは白さび鋼板とは異なる傾向を示
している。
　　RW系の一般部およびカット部の屋外暴露１～６年
　目の試験結果を図 -5に示す。
　　図 -5の暴露経時変化グラフによると RW系は素地調
　 整による影響が顕著に現れており、3種ケレンの方が
暴露期間による影響が大きいといえる。RW系は、6年
経過するとカット部では殆どの仕様で劣化が進行し、
評価点として最低点になっている。一般部では仕様間
で差が認められ、塗装仕様 FRWの劣化が著しい。また
3種ケレンでは塗装仕様 ARW、下塗りに特殊エポキシ
樹脂・アルミニウム系を用いた厚膜形ポリウレタン系

　　６年目においても３種ケレンの白さび試験基板で比
　 較的評価が良好であった弱溶剤形ポリウレタン系
CRW、弱溶剤形エポキシ・シリコン樹脂系 DRWの仕様
でも、３種ケレンの赤さび試験基板上では ERW、FRW

同様評価が低下している。これも RW系は、３年目と
同様素地調整による影響が顕著に現れており、３種ケ
レンの方が暴露期間による影響が大きいといえる。
　　RW系の総合評価による分散分析結果（危険率５％）
　を表 -9に示す。
　　表 -9の分散分析結果（危険率５％）によると主要因
　 としては経時、素地調整、仕様のすべてで有意差が認

図 -4  RW 系の屋外暴露試験経時変化

表 -9　RW 系の分散分析結果

要　　因 分散比 F0 F (0.05) 寄与率（％）
経　　時 28.1866 4.1028 58

素地調整 29.7055 4.9646 13.4

仕　　様 5.1075 3.3258 8

経時･素地調整 1.8019 4.1028

経時×仕様 0.3430 2.9782

素地調整×仕様 3.8478 3.3258 6.5
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を経る毎に低下傾向の大きいものがでてきている。
　　GW系の総合評価による分散分析結果（危険率５％）
　を表 -10に示す。
　　表 -10の分散分析結果（危険率５％）によると GW系
　 は経時による有意差は認められたが、WW系や RW系で
見られた仕様間での有意差および素地調整による有意
差は認められなかった。交互作用としては、仕様に対
して経時および素地調整について有意差が認められ
た。

塗装仕様 BRWがまだ他仕様と比べて優れているが、低
下傾向を示している。

　5.3　GW 系（劣化ガードレール鋼板使用屋外暴露試験）

　　　 の結果

　　GW系の外観の総合評価の経時変化を図 -6に示す。
　　総合評価でみると、試験基板として使用している
　 ガードレールの劣化状態が、比較的良好であったため、
当初劣化の進展は遅いものと考えていたが、暴露年数 　　GW系の一般部およびカット部の屋外暴露１～６年

　目の試験結果を図 -7に示す。
　　図 -7の GW系の暴露経時変化グラフによると、試験
　 基板のガードレールの劣化状態が比較的良好であった
ため、劣化の進行は遅いものと考えていたが、暴露年
数を経る毎に低下傾向の大きいものが現れた。６年目
で塗装仕様 FWWが劣化傾向を示しているが、この評価
はさびよりも主に膨れからくる評価であり、不織布研
磨材のケレンでは膨れを抑えることは難しいと推察す
る。また、カット部についても６年目で塗装仕様 AGW

はケレンの程度に関係なく、良好な状態を保持してい
るが、塗装仕様 CGWは劣化傾向を示してきている。

図 -6  GW 系の屋外暴露経時変化

図 -5  RW 系の暴露経時変化（一般部、カット部）
表 -10　GW 系の分散分析結果

要　　因 分散比 F0 F (0.05) 寄与率（％）
経　　時 12.9990 3.2874 28.9

素地調整 2.4900 4.5431

仕　　様 1.8289 2.9013

経時･素地調整 1.3423 3.2874

経時×仕様 2.6329 2.4034 19.6

素地調整×仕様 3.1156 2.9013 8.5
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6.　促進腐食サイクル試験結果

　促進腐食サイクル試験の総合評価点数の経時変化を図

-8に示す。
　これによると、RC系は WC系や GC系よりも劣化の進
行が早く、WC系や GC系では 180日後においてもほとん
ど赤さびは見られなかった。RC系は、２種ケレンが３

種ケレンより悪い腐食状態を示したが、WC系や GC系で
は、素地調整による顕著な差は見られなかった。

図 -7  GW 系の暴露経時変化（一般部、カット部）
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7.　屋外暴露試験と促進腐食サイクル試験の関係

　屋外暴露試験と促進腐食サイクル試験の関係（カット
部）を図 -9に示す。促進腐食サイクル試験では、一般
部での劣化はなくすべて 10点であったため、各塗装系
の中で促進試験 180日間においてカット部評価点が最高
点と最低点の試験片の評価点をプロットし、屋外暴露試
験１～６年目の評価点（各試験片グループの平均）が促
進試験の何日目の評価点の範囲（　　　　）に入るかを
調べ、該当する暴露日数（１年：360日）を促進試験日
数で除して促進倍率を求めた。

図 -8  促進腐食サイクル試験経時変化（総合評価）
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　促進腐食サイクル試験の促進倍率については、促進腐
食サイクル試験で最も塗膜劣化が進んだ R-2系の各塗装
仕様について、暴露１～６年目のカット部の評価点とそ
の評価点に達する促進試験日数を比較する方法で検証し
た。R-3系では 180日の試験期間では、暴露１年目の劣
化レベルに達していないのでこれよりも促進倍率は低い
ことになる。
　屋外暴露２年および３年目では、ほとんどの仕様で屋
外暴露での劣化が著しく、AR-2および BR-2以外は促進
倍率の推定はできなかった。これら２仕様の結果から推
定すると、約３倍～ 12倍の範囲に入ることが示唆され
た。
　このようにして求めた各塗装系の促進倍率を以下に示
す。
　　　W-2系・W-3系：約 6倍
　　　R-2系：約 4倍
　　　R-3系：約 2倍
　　　G-2系・G-3系：約 12倍

8.　まとめ

　暴露期間６年目、ほぼすべての仕様が白さび鋼板では
良好な防食性を示したが、赤さび鋼板上のカット部は素
地調整に関係なく大きな劣化が確認された。一般部につ
いてはまだ維持できている仕様も見受けられる。
　一般部評価のみでの性能を考慮すると、
　　　WW-2系：仕様 A・B・C・D ＞ E ＞ F

　　　WW-3系：仕様 A・B・C・D ＞ E ＞ F

　　　RW-2系：仕様 D ＞ E ＞ B・C ＞ A ＞ F

　　　RW-3系：仕様 A ＞ B ＞ E ＞ C・D ＞ F

　　　GW-2系：仕様 A・B・E ＞ C・D ＞ F

　　　GW-3系：仕様 C・E ＞ A・B・D ＞ F

　カット部評価のみでの性能を考慮すると、
　　　WW-2系：仕様 A ＞ B ＞ D ＞ C・E ＞ F

　　　WW-3系：仕様 A ＞ B ＞ C・D・E ＞ F

　　　RW-2系：仕様 A ≧ B・C・D・E・F (=0)

　　　RW-3系：仕様 E ≧ A・B・C・E・F (=0)

　　　GW-2系：仕様 A ＞ D・F ≧ E ≧ B ≧ C

　　　GW-3系：仕様 A ＞ B・D・F ≧ E ≧ C

　性能的に塗装仕様 Aが上位、塗装仕様 Fが下位にいる
ことがわかる。
　外観では白さび鋼板と赤さび鋼板の差が顕著に現れ始
めた。白さび鋼板では一般部、カット部ともに素地調整
による性能差はなかったが、赤さび鋼板では一般部では
２種ケレンの方が３種ケレンより良好であった。カット
部では素地調整に関係なく殆どの仕様が最低レベルの評
価点となったが、劣化ガードレール板の評価は６年目で
もほぼ白さび鋼板と同等レベルであった。特徴的な点は
下記の通りである。
　①　白さび鋼板で６年目に塗装仕様 Cが初めてカット
　　部で赤さびが発生した。状況写真を写真 -2に示す。
　②　暴露３年目では比較的良好であった塗装仕様 Fが
　　６年目では大きく劣化が進行し、６仕様中最低の評
　　価点となった。

図 -9  促進腐食サイクル試験と屋外暴露試験との関係
（カット部）

写真 -2 白さび鋼板カット部の赤さび
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　③　塗装仕様 Aは６仕様の中で最も良好であるが、塗
　　 膜は上層が著しく消耗している。エポキシ系樹脂が
上層にあることが要因と推察され、塗装仕様 Fも同
様である。状況写真を写真-3および写真-4に示す。

　今回６年目の暴露試験片の調査を行ったが、白さび鋼
板と赤さび鋼板の差が顕著に現れ始め、また赤さび鋼板
では素地調整による劣化程度の違いも見られた。今後も
調査を続け、塗膜の付着性等の検証も行う予定である。
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１）東日本高速道路株式会社 ･中日本高速道路株式会社
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　　構造関係試験方法，高速道路総合技術研究所，平成
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写真 -3 塗装仕様 AWW の塗膜の消耗

写真 -4 塗装仕様 FWW の塗膜の消耗
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1.　はじめに

　鉄筋コンクリート構造物の補修工法の一つである表面
被覆工法は、劣化因子の侵入やコンクリートの剝落を抑
制または防止する効果を有する被覆をコンクリート構造
物の表面に形成させる工法である１）。西日本旅客鉄道㈱
では、平成 11年に多発した山陽新幹線高架橋等からの
コンクリート片落下事故を契機として、運輸省（当時）
の指導のもと㈶鉄道総合技術研究所に設置した「山陽新
幹線コンクリート構造物検討委員会（委員長：長瀧重義・
新潟大学教授 [当時 ]）」での提言２）に基づき、鉄筋コ
ンクリート構造物に表面被覆工法を適用するケースは、
　①中性化残り（かぶりと中性化深さとの差）が 15mm

　　以上、または
　②中性化残りが 10mm以上 15mm未満で、かつ塩化物イ
　　オン量が 0.6kg/ ｍ3未満
としている。 

　山陽新幹線ラーメン高架橋の早期劣化の主要因は中
性化である２）ことから、中性化を抑制することを目的
として表面被覆工法を適用してきた。表面被覆工法には
種々の工法や材料が用いられ、そのほとんどの材料で中
性化をある程度抑制する効果があるとされている３）が、
長期耐久性については必ずしも定量的に明らかになって
おらず、工法や材料等の違いによる差異についても不明
確な点が多く残っていた。
　そこで、表面被覆工法の耐久性能を確認するため、平
成 13年度より、13種類の工法について実高架橋での現
地試験、および供試体を用いた暴露試験を実施している。
今回、現地試験および暴露試験開始後 15年経過した時
点において追跡調査を実施した。本稿では、これまでに
実施してきた５年経過後４）および 10年経過後の調査結
果と併せ、主に供試体を用いた暴露試験の結果をとりま
とめて報告する。

2.　試験概要

　山陽新幹線ラーメン高架橋において現地試験を実施す
るとともに、より厳しい環境条件下において暴露試験を
実施し、表面被覆工法の耐久性評価を行った。

　2.1　表面被覆工法の要求性能

　　山陽新幹線ラーメン高架橋の補修に際して、中性化
　 の抑制を主目的として、表面被覆工法に求める主な性
能等を以下のように定めている。
　　① 塗膜の目標耐用年数は、塗替え周期などを考慮し

て 20年程度とする。
　　② 中性化阻止性能は、「1.5mm／ 20年（耐用年数）」

を目標値とする。
　　③適切な施工システムが確立されている。

　2.2　試験実施工法

　　各材料メーカーの提示する室内促進試験データを確
　認した上で、表 -1に示す 13工法について実施した。

　2.3　現地試験

　　現地試験は、岡山県備前市および瀬戸内市の山陽新
　 幹線高架橋（瀬戸内海から約 10km入った内陸部）に
おいて、１工法につき２～３径間、各材料メーカーの
施工のもと実施した。

　2.4　暴露試験

　　暴露試験は、材料の劣化を促進させることを目的と
　 して、山陽新幹線より厳しい環境条件を選び、温暖で
降雨量や日照時間が多く、かつ海岸沿いに位置する、
和歌山県東牟婁郡串本町に設置した暴露試験場におい
て実施した。
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　2.5　試験項目

　　現地試験および暴露試験における試験項目は以下の
　とおりである。
　　(1)　現地試験

　　　　現地試験は、主に直射日光の当たらない梁側面
　　　 や床版下面にて実施し、(b)～ (d)は１工法あた

り３点測定した。
　　　　(a) 外観調査：表面被覆材の剝がれ、膨れ、ひ

び割れ等の外観変状や変色等について調査
を行った。

　　　　(b) 中性化深さ試験：NDIS 3419「ドリル削孔
粉を用いたコンクリート構造物の中性化深
さ試験方法」により床版下面の中性化深さ
を測定した。

　　　　(c) 付着強さ試験： JSCE-K 531「表面被覆材の
付着強さ試験方法」により、床版下面の付
着強さを測定した。

　　　　(d) カッターナイフ剝離試験５）：床版下面に 50

× 5mmのコンクリート素地に達する切り込
みをダイヤモンドカッターで入れ、カット
面の短辺をカッターの刃先で弾き上げ、表
面被覆材の剝離を促し、剝離した長さを測
定した (図 -1)。

　　(2)　暴露試験

　　　　暴露試験場において (e)の調査を実施し、暴露
　　　 試験場より供試体を回収し、室内にて (f)～ (i)

の試験を実施した。なお (g)～ (i)は１工法あた
り１点測定した。

　　　　(e) 外観調査：300×300×35mmの市販のコンク
リート平板に表面被覆を施した後に暴露し
た供試体を用い、(a)と同様の調査を実施
した。

　　　　(f) 中性化深さ試験：全面に表面被覆を施した
100×100×400mmのコンクリート供試体(W/

C ＝ 70％ )を所定期間暴露した後に供試体
を割裂し、JIS A 1152「コンクリートの中
性化深さの測定方法」により打設面以外の
３面について中性化深さを測定した。

　　　　(g) 付着強さ試験：(e)に用いた供試体と同じ
仕様で作成した供試体を用いて、JSCE-K 

531により付着強さを測定した。
　　　　(h) カッターナイフ剝離試験５）：(g)の供試体

を用いて、(d)と同様の試験を行い、剝離
した長さを測定した。

　　　　(i) 見かけの剝離抵抗性試験５）：(g)の供試体
を用いて、ダイヤモンドカッターにて幅
50mm、長さ 60mmの切れ込みを素地に達する
まで入れ、試験面は端部から 10mmの部分を
素地からカッターナイフで強制的に剝離さ
せる。図 -2に示すように、剝離塗膜（10mm）
の下面に幅 50mm、長さ 210mmの布粘着テー
プ（JIS Z 1524相当品）を貼り、別にカッ
トした長さ 260mmの布粘着テープを上面に
貼る。この２枚のテープで塗膜を挟み込む
ように装着する。その後、供試体を図 -3

に示すように台に固定し、塗膜を引張強度
100 ± 10mm/minで引っ張り、布粘着テープ
を供試体から引き剝がす際に剝離に要した
仕事量（N・mm）を測定した。見かけの剝離

図 -1　カッターナイフ剥離試験５）

表 -1　試験実施工法

No.
工
法

主材成分
(膜厚：μ m)

上塗材成分
(膜厚：μ m)

1 E1 エポキシ系 (160) ふっ素系 (30)

2 E2 エポキシ系 (100) ふっ素系 (30)

3 E3 エポキシ系 (200) ふっ素系 (25)

4 E4 エポキシ系 (150) ふっ素系 (40)

5 E5 エポキシ系 (150) ポリウレタン系 (40)

6 E6 エポキシ系 (150) ふっ素系 (30)

7 E7 エポキシ系 (160) ポリウレタン系 (30)

8 S1 シリコーン系
(170+130)

シリコーン系 (30)

9 S2 シリコーン系 (1000) シリコーン系 (40)

10 R1 ゴム系 (300) ポリエチレン系 (30)

11 U1 ポリウレタン系
(2000)

ハイブリッド (40)

12 C1 ポリマーセメント系 
(300+300)

エマルション (75)

13 C2 ポリマーセメント系 
(1500)

ポリウレタン系 (40)

＊比較のため、同時に無塗装供試体の暴露試験も実施
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抵抗性は、剝離に要した仕事量を剝離面積
（mm2）で除した値（N/mm）とした。

表面に汚れの目立った S1工法や塗膜の膨れが見
受けられた U1工法は、暴露供試体でも同様に汚
れ（S1工法）や膨れ（U1工法）が目立った。一方、
φ 1mm前後の膨れが暴露 10年の時点まで見られ
た R1工法および U1工法は、暴露 15年には一部
塗膜の盛り上がった凸部がなくなりその跡が目立
つようになってきた（R1工法の例を図-4に示す）。
これは経年により塗膜の一部に割れが発生し欠け
落ちたものと推測される。

　　　　暴露試験では、現地試験より厳しい環境下で各

3.　試験結果および考察

　3.1　外観調査

　　　現地試験

　　　　現地高架橋の外観調査結果を表 -2に示す。経
　　　 年に伴い、ひび割れの本数や長さが増加している

工法がある一方、E4および E5工法では変化が見
られなかった。また、S1および U1工法は施工 15

年間ひび割れが全く見られなかった。これは既報
４）のとおり S1工法が柔軟タイプの材料であるこ
とや、U1工法は膜厚が厚いことによる膜厚効果
と考えられる。ただし、S1工法には塗膜表面に
汚れが目立ち、U1工法には塗膜の膨れが見受け
られた。

　　　暴露試験

　　　　暴露供試体の外観調査結果を表 -3に示す。経
　　　 年により細かい割れや膨れ、剝がれなどが目立つ

ようになった。ただし、E6工法だけは暴露 15年
を経過しても劣化がほとんど見られなかった。ま
た、実高架橋でひび割れの進行が見られなかった
E4および E5工法は、暴露供試体でも一部剝がれ
が見られる程度であった。さらに現地試験で塗膜

図 -3　見かけのµ離抵抗性試験５）

表 -2　表面被覆材の外観調査結果［現地試験］

No.
工
法

暴露期間中の縦梁ひび割れ その他
変状５年まで 10年 15年

1 E1
本数，長
さ増加 長さ増加 本数，長

さ増加 －

2 E2
本数，長
さ増加 長さ増加 変化なし －

3 E3
本数，長
さ増加 長さ増加 本数増加 －

4 E4 1本のみ 変化なし 変化なし －

5 E5
本数若干
増加 変化なし 変化なし 隅角部に

割れ

6 E6
本数変化
なし 長さ増加 本数，長

さ増加

隅角部に
剝離箇所
→進展

7 E7
本数若干
増加 長さ増加 長さ若干

増加 －

8 S1 なし なし なし 汚れ
目立つ

9 S2
本数変化
なし

本数，長
さ増加

本数，長
さ増加 －

10 R1
本数若干
増加 変化なし 本数若干

増加
塗膜全体
に縮み

11 U1 なし なし なし 膨れ

12 C1
本数若干
増加 長さ増加 長さ若干

増加
細かい割
れ

13 C2
本数若干
増加

* １（未確認） 本数，長さ増加 －

*１：高架下工事のため至近距離での確認が出来なかった

図 -4　R1 工法 (左 :暴露５年，右 :暴露 15 年 )

図 -2　布粘着テープの貼り付け方５）
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　　　工法の外観調査を行うことで、工法間の比較が可
　　 能となり、将来的な劣化傾向を把握できると考えて
いる。

　3.2　中性化深さ試験

　　現地試験開始 10年および 15年に実施した中性化深
　 さ試験の結果を表 -4に示す。また、暴露試験におけ
る試験開始 15年までの中性化深さを表 -5に示す。
　　暴露試験では、概ね以下のようなことが分かった。
　　① 暴露５年の中性化深さが 0mmであった材料は、暴

露 10年および 15年の中性化深さは最大 0.6mmと
なった。また、E7および R1の２工法は暴露 10

年および 15年ともに０mmであった。
　　② 暴露 10年および 15年の、無塗装供試体の中性化

深さは 10mmに近い値となったが、表面被覆を施
した供試体では、汚れの目立った S1工法の 5.9mm

（暴露 15年）が最大で、それ以外の工法では暴露

15年においても 1.2mm以下であった。これより、
S1以外の工法では表面被覆による中性化抑制効
果は大きいと考えられる。

　　③ 暴露供試体に外観変状が見られない、もしくはほ
とんどない工法が必ずしも中性化深さが小さいと
は限らない (E4、E5工法等 )。逆に外観変状が多
い工法でも暴露 15年の中性化深さが０mmのもの
もあり（R1工法）、外観と中性化深さに相関関係
は見出せなかった。

　　一方、現地試験では、施工前と比較して施工 15年
　 の中性化深さが増加しているものが９工法あったが、

表 -3　表面被覆材の外観調査結果［暴露試験］ 表 -4　現地試験での中性化深さ (mm)

表 -5　暴露試験での中性化深さ (mm)

No.
工
法

暴露期間
1年 5年 10年 15年

1 E1 ○
上塗り
剝がれ
数十個

上塗り
剝がれ

（変化なし）

上塗り
剝がれ

（変化なし）

2 E2 ○
上塗り
剝がれ
3個

上塗り
一部消耗

上塗り
一部消耗
（変化なし）

3 E3 ○ ○ ○
一部
剝がれ

4 E4 ○ ○ ○
一部
剝がれ

5 E5 ○ ○
上塗り
一部消耗

一部
傷跡

6 E6 ○ ○ ○ ○

7 E7 ○ ○ ○
一部細かい
割れ

8 S1
著しい
汚れ

汚れ
（変化なし）

汚れ
（変化なし）

汚れ
（変化なし）

9 S2 ○ 割れ全面 割れ
（変化なし）

割れ
（変化なし）

10 R1
膨れφ
1mm以下
数箇所

膨れ
（変化なし）

膨れ
（変化なし）

小さな
膨れ跡

11 U1
膨れφ
1mm全面

膨れ（変化
なし）、汚れ
（植物起因）

膨れ、汚れ
（変化なし）

膨れ跡、
汚れ目立た
ず

12 C1
細かい
割れ
全面

割れ
（変化なし）

割れ
（変化なし）

割れ
（変化なし）

13 C2 ○ ○ ○ 一部傷あり

○：外観変状なし

No. 工法 施工前 施工
10年後

施工
15年後

1 E1 22.3 22.8 23.5

2 E2 15.0 19.1 23.9

3 E3 23.0 19.8 26.5

4 E4 19.0 36.3 18.3

5 E5 22.0 16.1 24.2

6 E6 18.0 23.2 29.5

7 E7 14.0 16.6 21.0

8 S1 22.7 24.4 27.3

9 S2 20.3 17.6 27.2

10 R1 24.0 20.1 18.8

11 U1 22.0 24.4 20.6

12 C1 25.7 25.8 24.0

13 C2 16.7 20.7 23.8

No. 工法
暴露期間

1年 5年 10年 15年
1 E1 0 0 0.1 0

2 E2 0 0 0.1 0

3 E3 0 0 0.6 0.5

4 E4 0 0.3 0.5 0.6

5 E5 0 0.2 1.0 1.2

6 E6 0 0 0.6 0.3

7 E7 0 0 0 0

8 S1 0 0.4 4.2 5.9

9 S2 0 0.4 1.0 0.3

10 R1 0 0 0 0

11 U1 0 0 0 0.3

12 C1 0 0 0.5 0.6

13 C2 0 0 0.6 0.5

14 （無塗装） 3.1 7.1 9.8 9.0
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４工法 (E4, R1, U1, C1)では減少していた。現地試
験では中性化深さを測定する位置がその都度変わり、
同一箇所の時系列を見ることができないことから、コ
ンクリートの品質のばらつきによりこのような結果に
なったと推測される。これより、現地試験の測定結果
のみから中性化抑制効果を判断するには更なる検討を
要すると考える。

　3.3　付着性能試験

　　　付着強さ試験

　　　　暴露試験の付着強さを表 -6に、破壊箇所の模
　　　 式図を図-5に示す。S1工法のみ1.0N/mm2を下回っ

たが、これは暴露試験初期（１年）から同様の結

果であった。一方、それ以外の 12工法はいずれ
も 1.0N/mm2以上であり、かつそれぞれの工法で
暴露試験初期から付着強さにあまり変化は見られ
なかった。以上のことは現地試験でも同様であっ
た。

　　　カッターナイフ剥離試験５）

　　　　の付着強さ試験では、８工法（暴露 10年）で
　　　基板破壊となり、そのいずれも付着強さが 1.0N/

　　　 mm2以上であることから、基板強度以上の付着強
さを有していることとなるが、付着性能としての
工法間の比較が困難であった。そのため、工法間
の性能比較のため、付着性能を剝がれやすさに着
目し、定性的であるが単軸引張とは異なる観点か
ら検討を行った。

　　　　現地試験および暴露試験のそれぞれの 10年お
　　　 よび 15年のカッターナイフ剝離試験結果の剝離

長さより得られた剝離レベルを表 -7に示す。な
お、既発表６）７）における剝離レベルは、Ⅰ，Ⅱ，
Ⅲの３段階であったが、本調査では剝離長さが
３～５mmのものが多く、これらがさほど大きな
剝離と見受けられなかったことから、本稿では
剝離レベルⅡを、Ⅱ a（３～５mm）とⅡ b（６～
10mm）に分けることとした。大半の工法で、現地
試験より暴露試験の方が剝離レベルは劣ってお
り、暴露試験の方が塗膜の付着性能の低下が大き
かったと考えている。特に、現地試験・暴露試験
のいずれでも剝離レベルがⅢであった E2工法は、
暴露試験供試体の外観調査で上塗り材の消耗が見
られ、これも塗膜劣化の要因の一つと考えられる。

表 -7　カッターナイフ剥離試験結果に基づく剥離レベル

表 -6　付着強さ試験結果［暴露試験］
(左：付着強さ (N/mm2)，右：破壊箇所 )

図 -5　破壊箇所（付着強さ試験），剥離箇所
　　　（見かけの剥離抵抗性試験）の模式図

No. 工法
暴露期間

1年 5年 10年 15年
1 E1 4.3/A 4.6/A 4.5/A 3.5/A

2 E2 4.3/A 4.9/A 3.8/A 4.3/A

3 E3 4.8/A 4.2/AB 4.3/A 4.2/A

4 E4 3.9/A 3.7/A 3.3/A 3.3/A

5 E5 4.6/A 4.8/A 4.1/A 5.1/A

6 E6 4.5/A 3.9/A 4.2/A 4.2/A

7 E7 4.2/A 5.7/A 4.2/A 4.4/A

8 S1 0.7/BG － *１/BG 0.6/BG 0.8/BG

9 S2 3.3/A 3.8/A 4.1/A 3.5/BK

10 R1 3.6/BG 3.3/BG 2.9/BG 3.1/BG

11 U1 1.6/BK 1.5/AB 2.3/AB 1.9/BG

12 C1 2.2/BG 2.4/BG 2.5/BG 2.8/BG

13 C2 3.2/BG 3.3/BG 3.6/BG 3.4/BG

*１： 試験機セット中にアタッチメントが外れ測定不能
　　 【破壊箇所→図 -5参照】A：基板破壊，BG：塗布材内の
凝集破壊，BK：塗布材間の界面破断，AB：基板－塗布
材間の界面破断

No. 工法
現地試験 暴露試験

10年 15年 10年 15年
1 E1 Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ a

2 E2 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
3 E3 Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ
4 E4 Ⅱ a Ⅰ Ⅱ b Ⅱ a

5 E5 Ⅱ a Ⅰ Ⅱ a Ⅱ a

6 E6 Ⅱ a Ⅰ Ⅱ a Ⅰ
7 E7 Ⅱ a Ⅱ a Ⅰ Ⅰ
8 S1 Ⅱ b Ⅱ a Ⅱ a Ⅱ a

9 S2 Ⅰ Ⅰ Ⅱ a Ⅱ a

10 R1 Ⅲ Ⅱ a Ⅲ Ⅱ a

11 U1 Ⅱ a Ⅰ Ⅱ a Ⅱ a

12 C1 Ⅰ Ⅰ Ⅱ b Ⅰ
13 C2 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ a

【剝離レベル】Ⅰ：剝離長さ（以下同じ）0～ 2mm，
Ⅱ a：3～ 5mm，Ⅱ b：6～ 10mm，Ⅲ：11～ 50mm　
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であり、塗膜の脆弱化の進行等を含め、今後さら
に考察が必要である。

　　　　主材がエポキシ樹脂であるE1～E7の７工法は、
　　　 付着強さ試験では全て基板破壊であったが、剝離

現象を考慮した本試験では、暴露 15年で、各仕
様の脆弱部である基板と塗布材間の界面破断が７

工法中５工法で確認でき、付着強さ試験のような
単軸引張による試験では確認できない塗装系での
脆弱部の把握が可能になると考えている。

　　　表面被覆材の剥がれやすさの関係

　　　　暴露 10年および 15年における、カッターナイ
　　　 フ剝離試験での剝離レベルを基にした、付着強さ

と見かけの剝離抵抗性の関係を図 -6に示す。な
お、図では見かけの剝離抵抗性試験で塗膜破断し
た工法は除外している。

　　　見かけの剥離抵抗性試験５）

　　　　は単軸引張による付着強さ試験で付着性能と
　　　 しての比較が困難であったことを考慮し、定性的

な剝がれやすさを評価する試験方法である。一方、
塗膜の剝がれる現象を定量的に評価することを目
的に、見かけの剝離抵抗性試験を実施した。なお、
室内での試験であるため、暴露試験供試体のみ実
施した。その結果を表 -8に示す。

　　　　暴露初期（１年）より塗膜破断（試験開始の時

　　　 点で塗膜が破断）している工法は、基板と塗布材
間の付着力が大きく、かつ塗膜が強靭であること
を示すものと考えられる。一方、暴露 10年で界
面破断や凝集破壊が発生したものの、暴露 15年
の試験で塗膜破断となった３つの工法（S1，S2，
C1）は、塗膜の強靭性が低下したことが主な原因
と想定される。また、U1工法は暴露 10年までは
他の工法と比較して大きな値を示していたが、暴
露 15年では暴露 10年の半分以下の値を示した。
塗膜自体の膜厚が大きい仕様であるため、暴露
10年までは塗膜自身の強度で大きな数値を示し
ていたが、経年により塗膜の脆弱化が進んだ可能
性が考えられる。逆に、暴露 15年の値が暴露 10

年の５倍以上を示したものも２工法 (E4，E6)あっ
た。脆弱部である基板と塗布材間の界面で破断し
ているにも関わらず大きな値を示した原因は不明

　　　　付着強さ 1.0N/mm2以上の領域にカッターナイ
　　　 フ剝離試験で良好とは判断し難いレベルⅡ b（２

工法）やⅢ（６工法）が点在しているが、これら
の工法は他に比べて見かけの剝離抵抗性が比較的
低いところにあり、これらは表面被覆材が比較的
剝がれやすい状態にあると考えられる。

　　　　暴露試験では付着強さ試験、カッターナイフ剝
　　　 離試験および見かけの剝離抵抗性試験の 3種類の

付着性能評価指標が適用できるが、実構造物では
主に付着強さ試験を行うことが多い。しかし、付
着強さ試験ではほとんどが基板破壊を示し、表面
被覆材の脆弱部の特定に至らないケースが想定さ
れる。今回の結果より、現地でカッターナイフ剝
離試験を行うことで、定性的ではあるが表面被覆
材の脆弱部を簡易に確認・評価できる可能性を見
出すことができた。

　　　　なお、中性化深さと同様、付着性能と外観変状
　　　 には必ずしも相関が見られないため、今後さらに

データの蓄積を行っていきたい。

図 -6　付着強さと見かけの剥離抵抗性の関係

表 -8　見かけの剥離抵抗性試験結果
(左：見かけの剥離抵抗性 (N/mm)，右：剥離箇所 )

No. 工法
暴露期間

1年 5年 10年 15年
1 E1 － － 1.6/AB 8.2/AB

2 E2 － － 1.0/AB 1.5/AB

3 E3 0.02/AB 0.01/AB 0.3/AB 0.6/AB

4 E4 5.5/BG 6.6/BG 4.6/BG 23.1/AB

5 E5 － － － －

6 E6 0.8/AB 0.3/AB 1.5/AB 17.1/AB

7 E7 2.3/BG － － －

8 S1 1.1/BK 1.4/BK 1.2/BK －

9 S2 － － 19.0/BK －

10 R1 1.0/BK 3.1/BK 4.5/BK 1.8/BK

11 U1 16.2/BG 20.6/BG 20.0/BG 8.6/BG

12 C1 － － 2.9/BG －

13 C2 － － － －

【剝離箇所→図 -5参照】－：塗膜破断，BG：塗布材内の凝
集破壊，BK：塗布材間の界面破断，AB：基板－塗布材間の
界面破断
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4.　結論

　表面被覆工法の実高架橋での現地試験、および供試体
を用いた暴露試験を開始してから 15年経過した時点に
おいて追跡調査を実施した。主な結果は以下のとおりで
ある。
　① 暴露５年の中性化深さが 0mmであった材料は、暴

露 15年の中性化深さが最大 0.6mmとなった。また、
無塗装供試体と比較して、表面被覆を施した供試体
の中性化深さはかなり低い値を示した。これらより、
表面被覆工法を施工することにより、中性化抑制効
果が持続していると考えられる。

　② 現地での付着性能評価手法の一つである、カッター
ナイフ剝離試験は、付着強さ試験では把握できない、
表面被覆材の脆弱部を簡易に確認・評価できる可能
を見出すことができた。

　③ 一方で、外観変状と中性化深さおよび付着性能との
間に相関関係はあまり見出せなかった。

　なお、現地試験および暴露試験は現在も継続中であり、
引き続きデータを蓄積し、表面被覆工法の性能を評価し、
品質の向上に活用するとともに、今後ともラーメン高架
橋の適切な維持管理に努めていきたい。
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1.　はじめに

　東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道
路㈱の３社（以下、NEXCO ３社）が管理する約 20,000

橋のうち約３割が鋼橋であり、それらの約 40％が供用
後 40年を経過している状況である。日本国内の鋼橋に
おいて、鋼材の腐食は主要な劣化原因の一つであり、鋼
橋の上部構造の損傷による架替理由の 1/2を占めると
いった報告１）や、腐食の進行に伴って構造物の耐荷性
能に影響を及ぼした事例２）３）も存在する。以上より、
鋼橋の防食対策は維持管理において重要な課題であると
言える。一方で、維持管理費用及び人員は減少傾向にあ
ることを考慮すると、効率的な維持管理の実施は急務の
課題であり、ライフサイクルコストやメンテナンス工数
の削減を期待できる防食対策の確立が望まれる状況にあ
る。
　近年、鋼橋の長寿命化によるライフサイクルコストや
メンテナンス工数の削減を期待できる防食対策として、
金属溶射が塗替え困難な箇所（跨線、跨道橋など）や腐
食環境の厳しい箇所（海上・河口付近、桁端部など）を
中心に適用されはじめている。しかし、耐久性や施工管
理に関する留意点に関しての知見はまだ十分とは言えな
い。
　そこで、金属溶射により防食を施した鋼板に関して、
施工時に金属溶射面に傷が生じた場合の影響、金属溶射
面上への仕上げ方法の影響、溶射方法の影響を把握する
こと目的に、促進試験を実施した。

2.　試験概要

　2.1　試験片

　　試験片一覧を表 1に示す。施工時に金属溶射面に傷
　 が生じた場合の影響、金属溶射面上への仕上げ方法の
影響、溶射方法の影響を把握するため、溶射金属、仕
上げ、クロスカット、除せい度、溶射方法をパラメー
タとし、31種類の試験片を用意して複合サイクル促
進試験を実施した。

　　溶射金属は、橋梁での使用実績のある①亜鉛（以
　下、Zn）、②亜鉛・アルミニウム合金（以下、ZnAl）、
　 ③アルミニウム（以下、Al）、④アルミニウム・マグ
ネシウム合金（以下、AlMg）の４種類の金属溶射と
した。金属溶射は膜厚 100㎛以上を目標として施工
し、使用した溶線は JIS H 8300：2011の規定に準じた、
Zn99.99、ZnAl15、Al99.5、AlMg5である。仕上げは、
①封孔処理→エポキシ樹脂塗料下塗（120㎛）→ふっ
素樹脂塗料用中塗（30㎛）→ふっ素樹脂塗料上塗（25

㎛）（以下、塗装仕上げ）、②封孔処理→ふっ素樹脂塗
料用中塗（30㎛）→ふっ素樹脂塗料上塗（25㎛）（以
下、着色仕上げ）、③封孔処理のみ（以下、封孔処理）、
④仕上げなしの４種類を実施した。封孔処理と仕上げ
なしは角部からの劣化の影響を避けるため、角部のみ
エポキシ樹脂塗料下塗でシールしている。
　　試験片寸法を図 1（a）に示す。材料は一般構造用
　 鋼材 SS400（板厚 3.2mm）を用いた。試験片には施工
時に入る傷を想定して、①鋼素地まで達する深さ（以
下、深カット）（図 1（b））、②溶射皮膜内に留まる深
さ（以下、浅カット）（図 1（c））の２種類のクロスカッ
トを施した。深カットは小型グラインダーで、浅カッ
トは Pカッターでクロスカットを作成し、マイクロス
コープでカット先端が鋼材素地や溶射皮膜内となって
いることを確認している。
　　試験片は除せい度 ISO Sa2・1/2もしくは ISO Sa3

　 で素地調整をして、ガス溶線式フレーム溶射もしくは
プラズマアーク溶射を実施することで作成した。溶射
方法は NEXCO ３社で使用実績のある溶射方法のうち、
多く採用されているガス溶線式フレーム溶射とプラズ
マアーク溶射４）を選定している。
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　2.2　促進試験

　　促進試験のサイクル条件を図 2に示す。試験は JIS 

　 K 5600-7-9：2006附属書１のサイクルＤに準じた。
この試験方法は、実環境での塗装の暴露試験と高い相
関があることで知られている５）６）。

　2.3　評価方法

　　耐久性の評価は、クロスカット部の変状（さび、ふ
　 くれ、われ、はがれ）幅に対して評価点をつけること
で行った。評価点を表 2に示す。また、クロスカット
部に限らず全体的に変状が生じた試験片番号 18～ 29

は文献７）に従い評価点を付与した。

3.　複合サイクル促進試験結果および考察

　3.1　全体傾向

　　複合サイクル促進試験の結果を表 3に示す。
　　「促進試験結果（評価点）」の欄には試験日数毎の評
　価点の推移を示している。表 3の灰色着色部はクロ

　 スカット部の塗膜のふくれが著しいために、試験を終
了したことを示している。“→”は現在も試験継続中
であることを示し、表 3には途中経過を示している。
なお、本試験での複合サイクル促進試験の促進倍率は、
塗装板に対して、一般的な腐食環境（東京都町田市忠
生）の 39.38倍、厳しい腐食環境（新潟県糸魚川市外波）
の 13.83倍となる５）。また、促進倍率は塗装や金属皮
膜で大きな差がないことが確認されているため８）、上
記の促進倍率を用いる。

　　「予測」は比較のために、試験結果から予測される
　 評価点０となる促進試験日数と、一般的もしくは厳し
い環境として文献５）の促進倍率で整理した年数を示
している。腐食や塗膜劣化に関する予測式はべき乗関
数が多く提案されている９）10）ため、式 -1を用いて回
帰式を求めることで計算した。

　　　y ＝ 10 － a･t 2　　　　　　　　（式 -1）

図 1　試験片寸法とクロスカット深さ

（a）試験片寸法

（c）浅カット

（b）深カット

表 1　試験片一覧

表 2　クロスカット部の評価点

図 2　促進試験のサイクル条件

（c）浅カット

（b）深カット
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　　ここで、y：評価点、t：時間、aは定数である。
　　相関係数はどの式も 0.7以上となり、試験結果に対
　して強い相関を持つ回帰式だと言える。
　　評価点０となる日数について、条件（溶射金属、仕
　 上げ、クロスカット、除せい度、溶射方法）がどの程
度影響を及ぼすかを一対比較することで整理した。そ
の結果を表 4に示す。表中の数字は比較対象となる条
件以外が同一となる一対を比較した値の、対の全数に
対する平均値を示している。ただし、番号 20、21は

∞となるため、比較計算より省いた。
　　比較するデータ数（対の全数）が各々異なるため、
　 数値はあくまで参考値だが、20％以上（1.20以上、0.83 
以下）のものが評価点に影響を大きく与えている要素
（表 4の黄色着色部）とみなすと、以下の項目が評価
点に影響を及ぼしていることが分かる。
　　　ａ） 溶射方法（ガス溶線式フレーム溶射 or プラ
　　　　　ズマアーク溶射）
　　　ｂ） クロスカット（深カット or 浅カット）

表 3　試験結果一覧表

表 4　溶射金属、仕上げ、クロスカット、除せい度、溶射方法の一対比較結果
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　　　ｃ） 仕上げ（封孔処理・仕上げなし or 塗装・着
　　　　　色仕上げ）
　　　ｄ） 溶射金属（Zn or その他）
　　これらの傾向を元に、以下の４つのグループに分け
　て考察していくこととする。
　　●グループ１（ガス溶線式フレーム溶射、深カット、
　　　塗装・着色仕上げ（試験片番号１～９））
　　●グループ２（ガス溶線式フレーム溶射、浅カット、
　　　塗装・着色仕上げ（試験片番号 10～ 17））
　　●グループ３（ガス溶線式フレーム溶射、仕上げな
　　　し（試験片番号 18～ 29））
　　●グループ４（プラズマアーク溶射（試験片番号
　　　30～ 31））

　3.2　グループ 1

　　グループ１の代表的な試験片の状況を図 3に示す。
　 なお、試験片の状況は複合サイクル促進試験終了後に
付着塩分を水洗し、室内で計 1268日保管した後のも
のである。母材表面からのふくれ高さは３Ｄスキャ

ナーによって求めた。塗膜下の状況は、ヘラで塗膜が
除去できる範囲を除去した状況である。なお、試験片
の片側が切断しているのは、断面を観察したためであ
る。
　　グループ１の特徴としては、促進試験の早い段階（10

　 日程度）で仕上げ塗装にふくれが生じ、ふくれはクロ
スカット部を中心に広範囲に拡大している点と、塗膜
下腐食が広範囲に進行している点である。
　　金属溶射と仕上げ塗装の付着力がふくれの原因であ
　 ると思われたため、試験終了後の試験片を用いて付着
力試験を実施した。試験は図 3よりふくれの大きかっ
た ZnAlと Al、及び比較として C5塗装系の試験片で
実施した。C5塗装系とは、除せい度 ISO Sa2・1/2の
上に、無機ジンクリッチペイント（75㎛）→エポキ
シ樹脂塗料下塗（120㎛）→ふっ素樹脂塗料用中塗（30

㎛）→ふっ素樹脂塗料上塗（25㎛）を塗装したもの
である。試験は JIS K 5600-5-7：2014の規定に準じた。
表 5中の数値は３点の付着力試験の平均値である。

　　試験結果を表 5に示す。付着力は C5塗装系と同等

図 3　グループ 1の試験片の状況

表 5　金属溶射と仕上げ塗装の付着力試験結果

図 4　グループ 2の試験片の状況
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　 程度であり、金属溶射と仕上げ塗装の付着界面での破
壊は生じなかった。このことから、仕上げ塗装のふく
れの原因は付着力ではないと考えられる。
　　溶射金属の種類で比較すると、塗膜下の状況は図 3

　 より Zn ＞ AlMg ＞ ZnAl ＞ Alの順で良い結果となっ
ており、評価点とも傾向は似ている。評価点は変状幅
に応じて付与されることから、仕上げ塗装の変状は塗
膜下の腐食と関係していると思われる。腐食に伴う塗
装のふくれは隙間腐食の一種である糸状腐食として知
られ 11)12)、塗膜欠陥がアノード、塗膜下がカソードと
なるマクロセル腐食により、塗膜下に蓄積された OH-

や水分等、又はアルカリ雰囲気による塗膜変質により
塗装のふくれが生じると考えられている 13)。この試
験においても同様の現象が起きたものと思われる。
　　仕上げで比較すると、着色仕上げの評価点が塗装仕
　 上げより若干悪い傾向であり、塗膜の遮断性向上が糸
状腐食の対策と考えられていること 12)と傾向は一致
する。ただし、塗装仕上げと着色仕上げによる差（エ
ポキシ樹脂塗料下塗（120㎛）の遮断効果）は微々た
る差であることも分かった。
　　金属溶射による鋼材の防食効果については、塗装に
　 比べ大きいと考えられる。参考に C5塗装系を施した
鋼板の同条件での試験結果を図 3に並べて示すが、C5

塗装系の場合はクロスカット部の赤さびによる流れさ
びが生じて母材の減肉が進行している様子がうかがえ
るのに対して、溶射金属の場合は小さい。断面を観察
した際も板厚方向への減肉は目視では判断できない程
度だった。

　3.3　グループ 2

　　グループ２の代表的な試験片の状況を図 4に示す。
　 なお、試験片の状況は促進試験終了後に付着塩分を水
洗し、室内で試験片番号 10、16は計 400日、試験片
番号 12、14は計 603日保管した後のものである。
　　グループ２では、グループ１の３～５倍の期間の試
　 験を実施したが、グループ１のような広範囲のふくれ
は発生せず、ふくれはクロスカットに沿った限定的な
ものであった。また、塗膜下の状況もグループ１に比
べて良好である。ふくれの直接の原因は不明だが、グ
ループ１と比較すると、耐久性が平均で 14倍程度異
なり、クロスカットの深さがふくれの程度に大きく影
響していることが分かる。塗装や着色仕上げを実施し
た溶射金属による防食において、鋼素地まで傷が入っ
た場合には早期に腐食することが分かった。
　　溶射金属の種類で比較すると、塗膜下の状況は AlMg

　＞Zn＞Al＞ZnAlの順で良い結果となっており、グルー
　 プ１に比べるとアルミニウムを主体とした金属溶射の
結果がよい。溶射皮膜内に留まる深さの傷の場合は、
鋼素地まで達する深さの傷の場合に比べ、不働態皮膜

がより強固に形成されやすく、環境遮断効果が強かっ
たものと思われる。
　　仕上げで比較すると、着色仕上げと塗装仕上げの評
　価点の差はほとんどない。
　　グループ１、２共にクロスカット部を起点とした変
　 状以外は確認されなかった。傷がなければ金属溶射に
よる鋼材の防食効果は高いと思われる。

　3.4　グループ 3

　　グループ３の試験片の状況を図 5に示す。現在も一
　 部は試験中であるため、図 4の試験片番号 12、14と
比較できるように試験 270日の状況を示した。
　　グループ３は、グループ１、２に見られたように、
　 クロスカット部を起点とした変状が目立って発生して
いない。溶射金属上の重防食塗料の塗り重ねが多いも
のにふくれが生じ、封孔処理のような簡略化塗装には
異常がなかったといった暴露試験結果も報告されてお
り 14)、その報告では溶射金属表面での仕上げ塗装の
電気抵抗が影響しているとの示唆がある。グループ１

～３の結果より、エポキシ樹脂塗料やふっ素樹脂塗料
などの電気抵抗の高い塗膜で溶射金属を覆うことで、
逆に腐食が進行しやすくなる場合があることが分かっ
た。その傾向は、Znを除く ZnAl、Al、AlMgに見られた。

図 5　グループ 3の試験片の状況
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　　また、文献 14)の暴露試験結果と本試験の結果が類
　 似の傾向を示していることから、複合サイクル促進試
験でも実環境と同じように腐食を再現出来ているもの
と思われる。
　　溶射金属の種類で比較すると、Zn、ZnAl、およびア
　 ルミニウム系（Al、AlMg）で外観の状況に違いが見ら
れた。
　　Znは仕上げなしよりも封孔処理の方が良好であっ
　 た。仕上げなしの場合は、試験片番号 22では 120日、
番号 18では 150日で溶射金属の消失に伴う赤錆さび
が観察された。封孔処理の場合でも、210日で同等の
赤さびが観察された。グループ１、２の結果も含める
と、Znに関しては塗装・着色仕上げ＞封孔処理＞仕
上げなしの順の耐久性を示し、塗膜で溶射金属を覆う
ことが有効な長寿命化対策だと言える。
　　一方、ZnAlは Znと逆の傾向を示し、仕上げなし＞

　封孔処理の順の耐久性となった。
　　アルミニウム系（Al、AlMg）は仕上げのない場合に
　 茶色く変色し、Alではクロスカット部に若干の発錆
が見られるが、亜鉛系（Zn、ZnAl）のような溶射金
属の消失に伴う赤錆とは違い、溶射金属自体の変色で
あった。変色の程度は封孔処理より、仕上げなしの方
が大きく、浅カットより深カットの方が大きい傾向に
ある。アルミニウムは不働態被膜を形成することで環
境遮断効果が高いと言われており 15)、AlMgは加えて
マグネシウムの析出膜による自己修復作用があると言
われる４）。そういった効果により仕上げなしでも高い
耐久性を有していると思われる。

　3.5　グループ 4

　　グループ４の試験片の状況を図 6に示す。比較のた
　 め、ガス溶線式フレーム溶射とプラズマアーク溶射
の試験をした結果を並べた。なお、試験片番号６、７

の状況は促進試験終了後に付着塩分を水洗し、室内で
1268日保管した後のもので、試験片番号 30、31は試

験直後のものある。
　　ガス溶線式フレーム溶射の場合は全面に塗膜のふく
　 れが確認できたが、プラズマアーク溶射はほとんどふ
くれが確認されなかった。プラズマアーク溶射はガス
溶線式フレーム溶射に比べ、緻密で酸化の少ない皮膜
を形成すると言われている。また、AlMgは不働態皮
膜による環境遮断性により高い防食性を示すと考えら
れている。そのため、緻密な膜を形成しやすい工法を
使用したことで耐久性が向上しているものと考えられ
る。
　　現在のところ、プラズマアーク溶射は広く汎用した
　 工法ではなく、使える溶線も AlMgに限られているた
め、この点も考慮して溶射方法を選定するのが良いと
思われる。

4.　傷の補修方法の検討

　4.1　検討概要

　　試験結果より、塗装又は着色仕上げをした試験片に
　 ついては、クロスカット部を起点とした仕上げ塗装の
ふくれにより、逆に腐食が進行しやすくなる場合があ
ることが分かった。
　　一方で、クロスカット部以外は塗装又は着色仕上げ
　 をした試験片の方が高い耐久性を有していたこと、景
観性を重視する架橋環境では仕上げによる美観も重要
な要求性能であり、塗装や着色仕上げを実施せざるを
得ない場合も考えられることから、仕上げをしない仕
様は考え難い。
　　クロスカット部からの腐食は、糸状腐食と考えられ、
　 糸状腐食は塗膜欠陥部がアノードとなることで発生す
る。そこで、塗膜欠陥部のアノード反応を補修塗装に
より抑制することで、耐久性の向上が図れると思われ
る。クロスカット部を現場での施工性を考えて、簡便
な塗装で補修し、その効果を確認した。
　　グループ１で最も仕上げ塗装のふくれが大きかった、
　 除せい度 ISO Sa2・1/2、着色仕上げ、深カットの条
件で試験片を作成し、①有機ジンクリッチペイント（60

μ m）（以下、補修塗装１）、②有機ジンクリッチペイ
ント（60 μ m）→厚膜型変性エポキシ樹脂塗料下塗（90

μ m）（以下、補修塗装２）の２種類の塗装補修を実施
し、複合サイクル促進試験を実施した。

　4.2　促進試験結果

　　試験後の試験片の状況を図 7に示す。補修塗装１の
　 場合は、どの試験片においてもクロスカット部より白
さびが生じて、270日後には AlMgを除く試験片で赤
さびが確認されたため試験を終了した。補修塗装２は
現在も試験中であるため、最新の情報で試験 720日の
状況を示した。

図 6　グループ 4の試験片の状況
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　　図 3と比較すると、塗膜のふくれ等は発生しておら
　 ず、補修塗装の効果が大きいことが分かる。なお、補
修塗装１のクロスカット部の白さびは有機ジンクリッ
チペイントに含有されている亜鉛に起因して生じてい
ると思われる。
　　補修塗装２の場合は、補修塗装１の場合の 2.44倍
　 の日数の試験を実施しているが、補修部分に変状が見
られなかった。なお、試験片番号「補６」や「補８」
の上部に塗膜のふくれが確認できるが、試験の都合上
削孔した部分に起因したふくれであり、グループ１、
２で見られた腐食と同様の原因で生じたものと考えら
れる。文献５）の促進倍率で試算すると、本試験の
720日は腐食が厳しくない環境で約 79年、腐食が厳
しい環境で約 28年に相当する。
　　傷が生じた場合に早期に補修塗装を実施すれば、グ

　 ループ１、２で見られた腐食は生じないことが確認で
きた。ただし、本試験では複合サイクル試験を実施し
たのみであり、補修塗装の仕様についてはエポキシ樹
脂塗料の紫外線劣化の影響も考慮するため、暴露試験
等で検討した結果を踏まえ、慎重に決定する必要があ
ると思われる。

5.　防食仕様の提案

　いままでの検討を元に、金属溶射を用いた防食仕様を
提案する。提案する防食仕様を表 6に示す。
　溶射方法はプラズマアーク溶射が良好な結果だった
が、現在広く汎用した工法ではないため、ガス溶線式フ
レーム溶射も選択できることとした。
　素地調整は、プラズマアーク溶射においては本試験で
確認した除せい度 ISO Sa3、ガス溶線式フレーム溶射に
おいては除せい度 ISO Sa2・1/2と ISO Sa3で差がない
ことから、ISO Sa2・1/2とした。
　溶射金属は、プラズマアーク溶射においては実績と本
試験から AlMgのみとした。ガス溶線式フレーム溶射に
おいては塗装・着色仕上げの場合に良好な結果を示した
AlMg と Znとした。２種類選定したのは、傷の深さによっ
て傾向が異なり、どちらがいいか判断できなかったため
である。
　仕上げは、塗装仕上げと着色仕上げで差が小さいこと
から着色仕上げとした。封孔処理のみや仕上げなしにつ
いては、Znで溶射金属の消失が見られることから、使
用を避けた方が良いと考えた。ただし、着色仕上げは傷
に敏感であることから、傷は補修塗装することを前提と
し、補修塗装は耐久性に優れた補修塗装２とした。なお、
補修塗装については紫外線の影響を検討していないため
別途検討が必要である。
　標準膜厚は、本試験で確認した膜厚とした。
　想定耐用期間は、防食法選定の際のライフサイクルコ
ストの比較に使用することを目的に設定した。表 6には
傷は補修塗装することを前提とし、4.で耐久性を確認

表 6　提案する防食仕様

一般環境 厳しい環境

前処理 素地調整 ISO Sa3 -

工場溶射 金属溶射 ＡｌＭｇ 100以上
封孔処理 封孔処理剤 -

中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗 30
上塗 ふっ素樹脂塗料上塗 25

前処理 素地調整 Sa2・1/2 -
工場溶射 金属溶射 ＡｌＭｇ　or Zn 100以上

封孔処理 封孔処理剤 -
中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗 30
上塗 ふっ素樹脂塗料上塗 25

溶射方法

プラズマアーク溶射

ガス溶線式フレーム溶射
工場塗装

最低
75年

想定耐用期間
工程 素地調整程度、溶射金属、塗料

標準膜厚
（μｍ）

工場塗装

※　塗装面に傷が生じた場合はすぐに補修塗装を実施するものとする
※　補修塗装は有機ジンクリッチペイント（60μm）→厚膜型変性エポキシ樹脂塗料下塗（90μm）とし、補修塗装への紫外線の影響を別途検討する

最低
25年

図 7　補修塗装の試験片の状況
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できた期間を記載した。促進試験は現在も継続で行って
おり、試験結果を元に想定耐用期間を設定する予定であ
る。

6.　まとめ

　金属溶射により防食を施した鋼板に関して、施工時に
金属溶射面に傷が生じた場合の影響、金属溶射面上への
仕上げ方法の影響、溶射方法の影響を把握すること目的
に、促進試験を実施し、以下の結果が得られた。
 ①　溶射金属、仕上げ、クロスカット、除せい度、溶  

　　射方法がどの程度影響を及ぼすかを一対比較すると、
　　ａ）溶射方法、ｂ）クロスカット、ｃ）仕上げ、ｄ）
　　溶射金属という順だった。
　②　塗装又は着色仕上げをした場合、傷が塗膜下腐食
　　を誘発することが分かった。
　③　塗装又は着色仕上げをした場合、塗膜下腐食の程
　　度は傷の深さに影響することが分かった。
　④　塗装又は着色仕上げをした場合、溶射金属の耐久
　　性は、深カットで Zn ＞ AlMg ＞ ZnAl ＞ Al、浅カッ
　　トで AlMg ＞ Zn ＞ Al ＞ ZnAlの順だった。
　⑤　封孔処理又は仕上げなしの場合、塗装又は着色仕
　　上げの場合のような傷付近の変状はみられなかっ
　　たが、Zn、ZnAlは溶射金属が早期に消失すること
　　で赤錆が発生し、Al、AlMgは溶射金属自体が茶色
　　く変色した。傷をつけていない部分は塗装・着色仕
　　上げの方が良好だった。
　⑥　ガス溶線式フレーム溶射に比べ、プラズマアーク
　　溶射の方の耐久性が良かった。
　⑦　傷が生じた場合に早期に有機ジンクリッチペイン
　　ト（60 μ m）→厚膜型変性エポキシ樹脂塗料下塗（90

　　μ m）の補修塗装を実施すれば、促進試験で 720日
　　間（厳しい環境で約 28年相当）は問題ないことを
　　確認した。
　⑧　得られた結果から金属溶射を用いた防食仕様を提
　　案した。

【参考文献】

１）玉越隆史 ,大久保雅憲 ,市川明広 ,武田達也：橋梁
　　の架替に関する調査結果（Ⅳ）,国土技術政策総合
　　研究所資料 ,No.444,2008.4

２）山田健太郎：木曽川大橋の斜材の破断から見えるも
　　の ,土木学会誌 ,Vol.93,No.1,pp.29-30,2008.1

３）下里哲弘 ,村越潤 ,玉城喜章 ,高橋実：腐食により
　　崩落に至った鋼橋の変状モニタリングの概要と崩落
　　過程 ,橋梁と基礎 ,Vol.43,pp.55-60,2009.11

４）武藤和好 ,入江政信 ,井上靖：アルミニウム・マグ
　　ネシウム合金溶射による既設鋼橋桁端部の長寿命化
　　技術の開発と現地施工 ,高速道路と自動車 ,第 58

　　巻 ,第 11号 ,pp.27-32,2015.11

５）藤原博 ,田原芳雄：鋼橋塗装の長期防食性能の評価
　　に関する研究 ,土木学会論文集 ,No.570／ I-40,

　　pp.129-140,1997.7

６）高橋定明 ,守屋進：塗膜の複合環境促進試験条件の
　　検討 ,防錆管理 ,pp.343-349,2003

７）日本塗料検査協会：塗膜の評価基準 ,2003

８）金仁泰 ,伊藤義人：円形素地露出部を持つ防食鋼板
　　の腐食劣化評価に関する実験的研究 ,構造工学論文
　　集 ,Vol.51A,pp.1069-1079,2005.3

９）藤原博 ,三宅将：鋼橋塗装の劣化度評価と寿命予測
　　に関する研究 ,土木学会論文集 ,No.696 ／ I-58,

　　pp.111-123,2002.1

10）紀平寛 ,田辺康児 ,楠隆 ,竹澤博 ,安波博道 ,田中
　　睦人 ,松岡和巳 ,原田佳幸：耐候性鋼の腐食減耗 

　　予測モデルに関する研究 ,土木学会論文集 ,No.780

　　／ I-70,pp.71-86,2005.1

11）H.H.ユーリック ,R.W.レヴィー：腐食反応とその
　　制御（第３版）,1989

12）長野博夫 ,松村昌信：図解入門よくわかる最新さび
　　の基本と仕組み ,2010

13）西田孝弘 ,大即信明 ,安中俊貴 ,和田賢治：塗装鋼
　　材に生じた傷部周辺で生じる腐食の評価 ,材料 ,

　　Vol.62,No.8,pp.510-517,2013.8

14）塗谷紘宣 ,島貢 ,石川量大 ,鈴木紹夫 ,北村義治：
　　溶射皮膜上に塗装した重防食皮膜の耐食性 ,材料と
　　環境 ,Vol.58,No.2,pp.64-70,2009.9

15）公益社団法人日本道路協会：鋼道路橋防食便覧 ,

　　2014.3

（鋼構造年次論文報告集 , 第 24 巻（2016 年 11 月）より

転載）

－ 35 －



表 -1　遮熱塗料の取組み経過

遮熱塗料の取組み経過 年　月

高日射反射率塗料（遮熱塗料）が発売される。 1990年代から

環境省環境技術実証事業「ヒートアイランド対策技術分野」の実証対象技術
となる。

2008年（Ｈ 20年）

JIS K 5602「塗膜の日射反射率の求め方」を制定する。 2008年（Ｈ 20年）  9月

グリーン購入法適合商品の特定調達品目に選定される。 2010年（Ｈ 22年）  2月

JIS K 5675「屋根用高日射反射率塗料」を制定する。 2011年（Ｈ 23年）  7月

大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアムの「ヒートアイランド対策技
術認証制度」に登録される。

2011年（Ｈ 23年）11月

平成 24年度経産省委託事業 貿易投資円滑化支援事業
「タイにおける省エネルギー技術としての有効な屋根用省エネ塗料の技術協力
事業」と「塗料の省エネルギー性能の評価方法調査」が実施される。

2012年（Ｈ 24年）

官民連携スマートカンファレンス事業に遮熱塗料を出展する。 2014年（Ｈ 26年）12月

平成 26年度補正予算「地域工場 ･中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」
の支援事業対象に遮熱塗料が選定される。

2015年（Ｈ 27年）  3月

JPMS 29「塗膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の測定」を制定する。 2016年（Ｈ 28年）  4月

JIS原案作成委員会にて JIS原案審議を終了する。 2016年（Ｈ 28年）12月

成果物として完成させた JIS原案を日本規格協会へ提出した。 2017年（Ｈ 29年）  5月
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技術解説

一般社団法人　日本塗料工業会 

技術部　鈴　木　　　譲

遮熱塗料における塗膜の熱性能測定 JIS 制定と

今後の普及活動について

1.　JIS 制定の経過

　遮熱塗料の熱性能測定試験機の試作は、平成 26年度
から一般財団法人 日本塗料検査協会（以下、日塗検）
と一般社団法人 日本塗料工業会（以下、日塗工）と共
同で実施されてきた。平成 28年度には、スガ試験機株
式会社（以下、スガ試験機）との共同開発により、実用
機第１号が完成した。併行して、その測定原理と測定方
法を定めた JPMS 29（日塗工規格）を平成 28年４月に
制定した。その後、JIS制定を目標に、JIS原案作成委
員会（委員長：芝浦工業大学建築工学科 本橋健司教授）
を立上げ、平成 28年 12月の第３回委員会をもって、「塗
膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の求め方」の
JIS原案を纏め上げた。現在、一般財団法人 日本規格
協会との原案修正検討も終了しており、今後、JISC審

査会審査を経て、パブコメ締切（平成 29年 10月 19日）
後に制定予定である。
　その間、測定試験機の設計に関して、鹿児島大学 二
宮秀與教授、高知工科大学 田島昌樹准教授、一般財団
法人 建材試験センター 黒木勝一元所長、国土技術政策
総合研究所 赤嶺嘉彦主任研究官から多くのご助言をい
ただき、スガ試験機と日塗検において、より精度の高い
測定試験機を完成させることができた。また、新 JISが
制定されて以降、その測定試験機の測定データを使って、
一般消費者に理解され易い業界基準とその表示ラベルを
作り上げ、高日射反射率塗料を中心とする遮熱塗料の普
及に繋げていく予定である。表 -1に日塗工の高日射反
射率塗料（遮熱塗料）の取組み経過を示す。



図 -1　遮熱塗料の出荷量推計（日塗工調査）
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2.　JIS 制定の目的

　JIS制定の目的は様々な遮熱機能を同じ条件で横並び
に評価できる測定方法を作ることである。
　遮熱塗料が世の中に販売されるようになって、すで
に 20年が経過し、また、遮熱塗料という範疇の中心と
なる高日射反射率塗料の塗料品質規格 JIS K 5675が平
成 23年に制定されて今年で６年となる。その出荷量は、
毎年、徐々に増えており、図 -1に示すように近年では
年１万３千トンで推移している。ただし、日塗工が毎年
実施している各分野の出荷量統計調査において、建築
塗料出荷量全体に対する遮熱塗料の比率は３％程度であ
る。しかし、そのような状況の中で、塗料製造販売各社
において販売促進の努力が続けられた。その間、日射反
射やそれ以外の遮熱機能の広告が氾濫し、それが行き過
ぎたことにより、一般消費者や建築業界に不信感を抱か

せる結果となってしまった。
　そのことは、例えば、各塗料会社が屋根裏温度差やエ
ネルギー換算による独自の省エネ評価方法を使ったり、
一部では、薄膜でありながら断熱機能をあたかも建築用
断熱材料と同等であるかのように宣伝したり、現実以上
の高遮熱性能を持ち出すなど、様々な販売手法を使うこ
とによって、遮熱塗料が魔法のようなものであるかのよ
うに一般消費者に伝わったことである。したがって、当
然のことではあるが、その大きな期待を裏切る結果とな
り、一般消費者にとって疑わしいものと受け取られるよ
うになってしまった。もちろん、大部分の塗料製造会社
は、遮熱効果をありのままに伝えることによって、その
効果に対して多くの一般消費者・施工主から高い評価を
得ているのも事実である。

　このような背景の中、日塗工として、様々な遮熱機能
を建物を想定した一定の日射照射条件下で内側に伝わる
熱量を測定することで、横並びに比較評価することので
きる測定方法の確立を推進してきた。これが塗膜の熱性
能評価 JIS制定の本来の目的である。また、遮熱塗料が
塗られる対象が建築分野の戸建て住宅や公共建築物、工
場などであるため、塗膜の熱性能測定 JISで求められた
測定数値が建築の設計時の省エネ建材の熱シミュレー
ション計算にも適用されるようにすることをもうひとつ

の目的とした。これにより、建築分野での遮熱塗料の認
知度が上がり、さらには、国、地方自治体の補助金事業
に取り上げられることにも繋がっていくことが期待され
る。結果的に、遮熱塗料の普及拡大に繋がっていくと考
える。現時点で、その追い風となるのが、夏場に開催さ
れる 2020年東京オリンピック・パラリンピックである。
そこでは、多くの既存施設の利用も予定されており、改
修工事においては、施工が簡単で、比較的コストも低い
遮熱塗料の出番が多くなることが期待できる。



図 -2　測定装置の全体構成

図 -3　試験体における熱移動
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3.　新 JIS 規格 ｢ 塗膜の熱性能－熱流計測法による日　

　 射吸収率の求め方 ｣（仮称）について

　3.1　評価測定装置

　　図 -2に評価測定装置の構造を示す。擬似太陽光源
　 によって、試験板上面に塗装された塗膜に熱を発生さ
せ、内側の熱流計によって、通過してくる熱量を測定
するという仕組みである。その際、屋外側は一定条件
の気流が、二重層でより安定して循環する。また、熱

流計の内側は加熱・冷却板によって、一定温度条件に
できるため、内側温度を規定値に設定することができ
る。この評価測定装置で求められる測定数値は、熱収
支理論式とほぼ合致することが確認されており、極め
て精度の高い評価測定機となっている。
　　実際には、屋外側の空気温度と加熱・冷却板の温度
　 を同じにすることで、擬似光源によって塗膜に発生し
た熱量そのものを連続的に測定できることになる。

　3.2　日射吸収率の測定とその原理

　　図 -3に試験体の熱移動の内訳を示す。日射吸収率
　（α）は日射照射装置からの日射照射熱量（Ｑ Solar）
　に対して発生する日射吸収熱量（Ｑα）の比率であり、

　 式 -1で求められる。また、日射吸収熱量（Ｑ α）は、
温度差によって通過する熱量（Ｑｗ）と対流熱伝達熱
量（Ｑ cv）と放射熱伝達熱量（Ｑ r）との和であり、
式 -2で求められる。

　　　    Ｑα

α＝  
Ｑ Solar　　　　　　　　 

……（式 -1）

Ｑα＝Ｑｗ＋Ｑ cv ＋Ｑ r　　　　　……（式 -2）

　　また、屋内外温度差で生じる通過熱量をゼロにする
　 場合、日射照射によって、内側に通過する熱量（Ｑ η）
は、温度差によって通過する熱量（Ｑｗ）と等しく、
式 -3となる。これにより、日射照射熱量（Ｑ Solar）
に対して塗膜に発生する熱量のうち、内側に通過す
る熱量（Ｑη）の比率は日射侵入比（ηｐ）であり、
式 -4で求められる。これが、様々な遮熱機能を横並

びに評価できる熱量数値である。

　　Ｑη＝Ｑｗ　　　　　　　　 ……（式 -3）

　　　　　　  Ｑη

　　
ηｐ＝　  Ｑ Solar　　　　　……（式 -4）



図 -4　塗膜の熱性能測定 JIS 制定と今後の取組み図 -4　塗膜の熱性能測定 JIS 制定と今後の取組み
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4.　今、必要なのは業界基準

　塗膜の熱性能測定 JISができても、この測定数値に自
社で、都合の良い理屈をつけて販売することになれば、
元に戻ってしまう。そのためにも、JISに基づく測定方
法で求められた数値を一般消費者などすべての顧客がそ
の遮熱性能を正当に、しかも簡単に判断できるという塗
料業界共有の指標が必要である。
　現時点では、明度に対して、新 JISで求められる日射
侵入比（日射照射条件で塗膜に発生した熱量のうち、塗
膜の内側に伝わる熱量比率）で遮熱性能レベルを段階的
に☆などの数で区分して表示することを考えている。ま
た、表示ラベルについては、日塗工による認定が塗料品
質性能を含めて必要であり、JIS K 5675（屋根用高日射
反射率塗料）などの長期試験を除く品質規格項目によっ
て、品質担保をする方向としている。

5.　一般消費者に分かりやすい省エネルギー量表示

　現在の省エネルギー基準の外皮性能計算においては、
熱貫流率という、屋外からの熱の伝わりにくさ（断熱
性能）が重視されており、戸建て住宅における外皮性能
の計算の基本は窓も含む部位ごとの熱貫流率である。し
たがって、断熱材が施されている屋根や外壁における日
射の影響は極めて小さく、日射吸収率が低い遮熱塗料を
使っても、計算上では、さほど、エネルギー消費量（外
皮性能における一次消費エネルギー量）の削減には繋が

らない。
　ただ、遮熱塗料のありなしでは、断熱材があっても、
戸建て住宅の屋根裏温度で 10℃以上の差があり、また、
折板屋根の工場では、明らかに年間使用電力が削減され
ているのである。これは明らかな優位性であり、実際の
体感温度でも明確である。したがって、この優位性をど
のように熱エネルギー量の削減として、一般消費者が理
解し易い数値で提供していくのかが、遮熱性能の業界基
準と表示方法に対してのもうひとつの課題である。しか
も、その熱計算シミュレーションは、納得性があり、現
実的でなければならない。それが確立できれば、日塗工
の共通のモデル式とすることができ、熱量計算において
も横並び評価として、一般消費者や施工主などに提示が
できるようになると考える。
　例えば、戸建て 2階建ての南向き子供部屋は、家の中
で夏は最も暑く、冷房エネルギーを多く使う場所であろ
う。この電力消費量に優位性を見出せれば、少なくとも
遮熱塗料のありなしでの差が明確になるであろう。また、
断熱性が行き届かない折板屋根の工場建屋についても、
年間冷暖房エネルギー使用量の優位差が明確に説明でき
ることにもなるであろう。

6.　おわりに

　以下に、塗膜の熱性能測定 JIS制定の目的と今後の取
組みのまとめについて示す。（図 -4参照）
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　JIS制定によって、様々な遮熱機能の横並び評価と建
材の省エネ基準外皮性能計算への適用が可能になるが、
その具体的な普及拡大手法として、業界基準など４つの
項目を挙げている。それは、平成 28年度製造基盤技術
実態等調査「都市部における遮熱対策 ･技術と化学産業
の貢献可能性に関する調査」（経済産業省）の結果に基
づく遮熱塗料の普及促進策提案にも合致している。
　具体的には日塗工としては、遮熱性能の業界基準とラ
ベル表示、省エネ性能における優位性を示す熱計算プロ
グラムの策定、いわゆる「見える化」としての施工前後
の省エネ検証データの蓄積、更には、関係業界との連携
などの高日射反射率塗料を中心とした遮熱塗料の普及拡
大に取り組んでいく。同時に、将来的な視野の中で、規
格化も含めて海外への普及にも取り組んでいく。



図 -1　ラグビーワールドカップ特別仕様
ナンバープレート（出典：国土交通省）

シート特別仕様ナンバープレート (図柄あり )

ペイント式ナンバープレート (図柄なし )

図 -2　シート式特別仕様ナンバープレート及び
ペイント式ナンバープレートの構造概略図

1.　はじめに

　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向
け、五輪マーク等そのモチーフがデザインされた図柄入
りの特別仕様ナンバープレート（シート式）の作製が始
まっており、その前年に開催予定である 2019年ラグビー
ワールドカップに向けたラグビーワールドカップ特別仕
様ナンバープレートが販売されている（図 -1参照）。図
柄が入っていないペイント式ナンバープレート（従来品）
には品質基準及び評価基準があるが、特別仕様ナンバー
プレートにはこれらの基準がなかった。なぜなら、特別
仕様ナンバープレートは、ペイント式と材質・構造が異
なるため従来の品質基準及び評価基準を適用できなかっ
たことによる。そのため、一般社団法人 全国自動車標
板協議会が「非反射シート式自動車番号標の品質基準の
点検方法　平成 27年７月 30日版」として特別仕様ナン
バープレートの品質基準及び評価基準を確立した。当協
会では標板メーカーから特別仕様ナンバープレートの試
験依頼を受けており、この品質基準及び評価基準により
試験を実施している第三者機関である。本稿では特別仕
様ナンバープレートの試験方法等について紹介する。

2.　シート式特別仕様ナンバープレート及びペイント式

　 ナンバープレートの構造

　シート式特別仕様ナンバープレート及びペイント式ナ
ンバープレートの構造概略図を図 -2に示す。

　シート式特別仕様ナンバープレートがペイント式ナン
バープレートと大きく異なる点として、下地部が塗装か
らシートとなっている点、クリヤー塗装される場合があ
る点の２つが挙げられる。現在、国内のシートメーカー
３社により図柄シートが作製され、標板メーカーへ出荷
される。その後、標板メーカーによりエンボス加工及び
緑塗装等の工程を経て、特別仕様ナンバープレートが作
製される。
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図 -3　90°引っ張り試験装置

3.　シート式とペイント式の試験方法及び評価基準の違い

　シート式ナンバープレートの試験項目は 15項目があ
り、大半の試験項目はペイント式を引用しているが、次
の５項目については、試験項目の追加若しくは評価基準
を変更したものである。
　①亀裂及び硬度試験，②耐汚染性，③耐揮発油性，④
促進耐候性試験（サンシャインウェザーメータ），⑤接
着性試験

　3.1　試験内容及び実施例

　　①　亀裂及び硬度試験
　　　　試験内容：
　　　　　シート貼付け済みプレートのプレス加工によ
　　　　 るエンボスに生じるシート部の亀裂と、イソプ

ロピルアルコール（以下、IPA）による軟化の
有無を確認する試験となっている。ナンバープ
レートを着色した IPAに浸せきすることで、エ
ンボス加工時にシート部に亀裂した場合、着色
した IPAが亀裂に染み込むことで、亀裂の有無
を判別することができる。

　　　　　また、シート部及び文字・数字部に 500gf程
　　　　 度の荷重で指を押し当て、指紋が残るか否かに

よって塗膜の軟化の有無を判別する。
　　　　実施例：
　　　　　浸せきした試料を、IPAを染み込ませたネル
　　　　 ウエスで拭き取る際に、文字・数字部の塗膜（緑

色）が溶解し、ネルウエスに塗膜（緑色）が付
着することがある。IPAに浸漬したことで文字・
数字部の塗膜が軟化した。

　　②　耐汚染性
　　　　試験内容：
　　　　　主に重交通における排ガスによるばい煙汚染
　　　　 を想定している試験となっている。グラファイ

ト粉末と潤滑油を 1/1に配合した混合物を汚染
物質とし、ナンバープレート全面に塗布し、24

時間放置後に n-ヘプタンにより洗浄し、異常
の有無を調べる。

　　　　実施例：
　　　　　エンボス加工した箇所に亀裂等があり、グラ
　　　　ファイト粉末が亀裂に入り込み、落ちなくなっ
　　　　た。
　　③　耐揮発油性
　　　　試験内容：
　　　　　ペイント式ナンバープレートの品質基準にも
　　　　 同様の試験項目があるが、試験時間が４時間

浸せきとなっている。一方、シート式ナンバー
プレートでは、国の基準である「自動車登録番
号標等の品質基準について」で規定するレギュ
ラーガソリンに 30分間浸せきという試験条件
となっている。

　　　　実施例：
　　　　　ガソリンがシートに浸透することにより、黄
　　　　変や軟化を生じた。
　　④　促進耐候性試験
　　　　試験内容：
　　　　　サンシャインウェザーメータ又はキセノンラ
　　　　 ンプで試験を実施することになっているが、試

験板の形状が大きいので、セッティング可能な
試験板の形状に自由度の大きいサンシャイン
ウェザーメータで試験を 500時間行う。試験後
に、白亜化の程度を調べ、試験未実施の番号標
と変色及び光沢低下を観察する。

　　　　実施例：
　　　　　現在までに不具合を生じた例はない。
　　⑤　接着性試験
　　　　試験内容：
　　　　　シートの接着剤の接着力を測定するため 90°

　　　　での引張試験が規定されている。90°引張り試
　　　　験装置を図 -3に示す。
　　　　実施例：
　　　　　現在までに不具合を生じた例はない。
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表 -1　シート式及びペイント式ナンバープレートの試験方法及び評価基準の対照表

試験項目 シート式ナンバープレート ペイント式ナンバープレート

①亀裂及び硬度試験 番号標を、IPAに顔料系インク朱（シャチハタ）
で着色した 0.5wt％着色液に 10分間浸せき
後、取り出して、イソプロピルアルコールを
染み込ませたウェス等で着色液を拭き取った
後、直ちに外観を点検する。また、500gf程
度の荷重の親指で表面を擦り、軟化の有無を
点検する。

JIS K 5400 8.4.1試験機又は 8.4.2手か
き法により番号票の塗装面の下地部及び
文字部の塗膜の硬度を点検する。

②耐汚染性 潤滑油（モービル Mobil Special 10W-30）
とグラファイト粉末を重量比で 1/1で混合し
汚染物質を調合する。番号標の非エンボス部
分及び支局名一連番号部分を汚染物質で汚染
し、24時間放置後、汚染物質を拭き取った
後 n-ヘプタンで洗浄し、乾燥後、表面状態
を目視により点検する。

JIS K 5400 8.10耐汚染性試験により、番
号票の下地部及び文字部を黒または赤の
マーキングペンで塗りつぶす（約４cm2)。
24時間放置後にラッカーシンナーを浸し
た布で拭き取り、塗膜の状態を点検する。

③耐揮発油性 JIS K 2202に規定する自動車ガソリン２号
（レギュラー）に番号標を浸せきし、30分間
放置した後、これを取り出し、室内に立て掛
けた直後、表面の状態を目視により点検する。

JIS K 5400 8.24耐揮発油性により、自動
車ガソリン２号に浸せきし、４時間以上
放置した後、室内に立てかけ１時間放置
後塗膜の状態を点検する。

④促進耐候性 番号標テストピースをサンシャインカーボ
ン促進耐候性試験機で 500時間照射後取り
出し、表面がぬれているときは水分を振り切
り、直後に目視で外観を点検する。また、下
地部分、文字部分、図柄部分及び一連番号部
分について、JIS K 5600-8-6:2014 塗料一般
試験方法－第８部：塗膜劣化の評価－欠陥の
量，大きさ及び外観の変化に関する表示－第
６節 :白亜化の等級（テープ法）により、白
亜化の程度を調べる。

JIS H 4001 6.8促進耐候性試験により、
サンシャインカーボン促進耐候性試験機
で 500時間照射後取り出し、約１時間放
置した後、JIS K 5400 9.6の規定によっ
て、白亜化の程度を調べる。

⑤接着性 シートをアルミニウム板に対して 90°、引
張速度 300mm/minで引きはがす。測定開始後、
最初の 20mmの長さの測定値は無視し、その
後試験板から引きはがされた 50mmの長さの
粘着力の平均値を使用する。

該当試験項目なし

　3.2　シート式及びペイント式ナンバープレートの試

　　　 験方法及び評価基準

　　５項目の試験方法及び評価基準の対照表を表 -1に
　示す。

4.　今後の予定

　現在、特別仕様ナンバープレートの試験依頼はラグ
ビーワールドカップのみであるが、今後はオリンピック・
パラリンピック特別仕様ナンバープレートの試験依頼も
予想されるため、対応できる体制を整える予定である。

また、2018年 10月以降に、地域振興や観光振興にナン
バープレートを活用するための各都道府県が図柄を考案
し交付する「ご当地ナンバープレート」の作製が予定さ
れており、一般社団法人 全国自動車標板協議会と情報
を共有しながら、試験を進めていく。

【謝辞】

　終始ご指導、ご助言を頂きました一般社団法人 全国
自動車標板協議会に心より感謝いたします。
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1.　まえがき

　2017年の ISO/TC35（塗料とワニス専門委員会）国際
会議は、オランダの古都デルフトにあるオランダ規格協
会（NEN）において５月８日から 12日の日程で SC9（塗
料一般試験方法分科委員会）、SC10（塗料用ビヒクルの
試験方法分科委員会）、SC12（塗装前の鋼板表面調整分
科委員会）、および TC35の WG（作業グループ）の各委
員会が開催された。会議には欧米諸国（米国、英国、ド
イツ、オランダ、スイス、フランス、フィンランド、ノ
ルウェーなど）、アジア地区からは日本 10名、中国７

名、インド１名、またケニヤからも１名など、合わせて
約 50名の参加者があった。
　SC9では５つの WG委員会において３日間に渡って協
議が行われ、４日目に SC9会議において各討議結果に対
しての審議と決議が行われた。日本からは以下の７名が
参加した。

小川　修 :TC35事務局　(一社 )日本塗料工業会
板垣昌幸 :SC9/WG29主査　東京理科大
田邉弘往 :SC9/WG29副主査、SC14委員 大日本塗料㈱
須賀茂雄 :SC9/WG30委員、WG31副主査 スガ試験機㈱
喜多英雄 :SC9/WG31委員　スガ試験機㈱
田辺知浩 :SC9/WG32副主査　大日本塗料㈱
宮川堅次 :SC9国内事務局　(一財 )日本塗料検査協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同、敬称略）

TC35/SC9各委員会のスケジュールと参加人数は以下の
通りである。
　5/8　  9：30～ 12：30　SC9/WG29　 （参加者 19名）
　　　　13：30～ 17：00　SC9/WG30　 （参加者 22名）
　5/9　  9：00～ 17：00　SC9/WG31　 （参加者 22名）
　5/10   9：00～ 12：30　SC9/WG16　 （参加者 7 名）
　　　   9：00～ 17：00　SC9/WG32　 （参加者 30名）
　5/11   9：00～ 12：30　SC9　　　　（参加者 34名）

以下にその報告をおこなう。

【参考】基本プロセスステージ
NP又は NWIP：新規提案，WD：作業原案，CD：委員会原案，
TR：技術報告書，DIS：国際規格案，FDIS：最終国際規格案，
SR：定期見直し

2.　TC35/SC9/WG16（粉体塗料）委員会

　粉体塗料に関する包括的規格である ISO 8130, Part 

１～ 14について協議がなされた。

　2.1　ISO 8130, Coating powders　優先 Part

　　Part 1:Determination of particle size by sievin

　　　　　　（篩による粒度分布の求め方）
　　　 試験量は粉体種に依存し関係者間で同意されるも

のとの文章を追加するなど見直しを行った。
　　Part 7:Determination of loss of mass on stoving

　　　　　　（加熱減量の求め方 )

　　　 サンプリング項などでより適切な文言への見直を
行った。

　　Part 11:Inclined-plane flow test

　　　　　　（傾斜溶融フロー性試験）
　　　全体としてより適切な表現への見直しを行った。
　　Part 12:Determination of compatibility

　　　　　　（相溶性評価）
　　　相溶性評価に関する表現の見直しを行った。
　　Part 13:Particle size analysis by laser diffraction

　　　　　　（レーザーによる粒度分布の解析）
　　　 粒子径測定値がレーザー測定時の空気圧依存があ

り、安定領域設定を要すことを確認した。
　　※上記 Partは技術的修正および文言修正を完了さ
　　　せた上で、DISへ移行する。

　2.2　ISO 8130, Coating powders　優先 Part 以外

　　Part 2（Gas pycnometer）及び Part 3（Liquid 　
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　　　pycnometer)は技術的修正を要する。
　　Part 4 (Lower explosion limit)及び Part 9 　　
　　　(Sampling)は廃止する。
　　Part 5 (Air flow properties)、Part 6 (Gel time)

　　Part 8 (Storage stability) 及び Part 10 (Deposit 

　　　efficiency) は期限内までに可能であれば改訂を
　　　実施する。
　　Part 14 (Terminology) は廃止とするとしたが、
　　　SC9会議で粉体塗料固有の用語があることから残
　　　すことを提案された。

　2.3　次回の WG16 委員会

　　11月ドイツにて開催予定。

3.　TC35/SC9/WG29（電気化学的試験方法）委員会

　3.1　予備段階

　　⑴　１Sources of error when using electrochemical

　　　Impedance spectroscopy (EIS) for the evaluation 

　　　of coatings and coating material　（電気化学イ
　　　ンピーダンス分光法（EIS)法を用いた塗膜、塗
　　　料評価における誤差原因）
　　　　J.Vogelsang氏（コンビーナ＝WGの統括責任者）
　　　 よりドイツの作成したドラフトが説明された。日

本からはドラフトの改善などの協力を表明した。
ISO/TRとしての正式ドラフトが次回の会議まで
に提案される予定である。

　　⑵　International round robin tests for EIS 　
　　　measurement with coated samples instead of 

　　　dummy cells（模擬セルの代わりに実塗膜での
　　　EIS法を用いた国際ラウンドロビンテスト）
　　　　J.Vogelsang氏の主導で Round Robin（RR）テ
　　　 スト実施内容が決定された。異なる４市場の塗

料塗膜を用いて各国研究室（日本も参加）でイン
ピーダンス測定を実施し、繰り返し性と再現性を
検証する。2017年末までに各研究室からの報告
がまとめられ、2018年３月に公開される。次回
の WG29会議で議論を行う。

　　⑶　Electrochemical noise measurement（電気化
　　　学ノイズ測定法）
　　　　塗装した電極では一般的に電気化学ノイズが観
　　　 察されないことから、数か国から否定的な見解

が出されている。スクラッチを入れた電極でのテ
ストを加えるなど改善が必要であり、継続審議と
なった。

　　⑷　ISO/TC156/WG11（電気化学測定法）との協業
　　　　J.Vogelsang氏より、次回の TC156/WG11会議
　　　 は 2017年６月に韓国・済州島において開催され

ることが報告された。

　3.2　新規提案（予備段階）

　　ドイツグループから以下の２件の提案があった。
　　 ⑴　Determination of rest potential analysis 

　　　 combined with electrochemical noise analysis 

in order to measure protective properties 

of e.g. anticorrosive pigments against 

different levels of chlorides（異なる塩素濃
度に対する防食顔料の防食特性測定のための電気
化学ノイズと組み合わせた静止ポテンシャル解
析）

　　　　日本はドラフト作成に協力することを表明した。
　　 ⑵　Determination of electrical conductivity 

　　　 of liquid paints and varnishes（塗料とワニス
の電気伝導性）

　　　　基板上に作製した櫛形電極を液体状ペイントに
　　　 浸せきし、インピーダンススペクトルを測定する。
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本件は継続審議となった。

　3.3　発行規格の校正ミスについて

　　ISO 16773-4, Electrochemical impedance spectroscopy 

　　(EIS) on coated and uncoated metallic specimens 

　　̶ Part 4: Examples of spectra of polymer-coated 

　　and uncoated specimens（塗装および未塗装金属試
　　験片の EIS測定 -Part 4:ポリマーでの例）
　　　2017年３月に発行されたが、いくつか校正ミス
　　があることがわかった。中央事務局（ISO/CS）では
　　誤った使用法にはならないとの判断から、規定によ
　　り修正版の発行はしないとなった。

4.　TC35/SC9/WG30（硬化前塗料の性能）委員会

　4.1　新規格の開発

　　⑴　国際規格案 (DIS)投票へ移行の規格
　　　ISO/WD 21545, Paints and varnishes̶ 　　　
　　　Determination of settling

　　　　塗料の輸送時、電着浴など短期の沈降性に関す
　　　る規格である。NP投票でのコメントが審議され、
　　　修正されたドラフトにて DISへ進むことになった。
　　⑵　新規提案 (NWIP)

　　　１）ISO/NWIP xxx, Solvents for paints and varnishes 

　　　　̶ Demineralized water ̶ Specification and 　
　　　　test methods

　　　　水溶性塗料に用いる脱イオン水の仕様について
　　　　の新規提案で、ドイツから説明があった。 

　　　２）ISO/NWIP xxx, Gas-chromatographic test 

　　　　method for determining the water content of 

　　　　paint and varnishes

　　　　　中国による水性塗料中の水分量測定法に関す
　　　　 る新規提案である。従来よりも早く正確に測定

ができるとの説明があった。分析規格のため分
析 WGが設置されるまで WG30が担当する。

　　　３）下記５規格 10件が投票期間中にあり、５か
　　　　国の Expert参加を司会が呼び掛けた。
　　　　①　ISO/NWIP 19396-3, Determination of pH 

　　　　　value ̶ Part 3:Reference buffer solutions 

　　　　　for the calibration of pH measuring 　　
　　　　　equipment（pH測定法－校正用緩衝液）
　　　　②　ISO/NWIP 19396-4, Determination of pH 

　　　　　value ̶ Part 4: Technical buffer solutions, 

　　　　　preferably for the calibration of technical 

　　　　　measuring installations（pH測定法－テクニ
　　　　　カル緩衝液）

　　　　③　ISO/NWIP 22516, Practical determination 

　　　　　of non-volatile  and volatile matter content 

　　　　　during application（塗装時の不揮発分及び
　　　　　揮発分の求め方）
　　　　④　ISO/NWIP 22518, Determination of solvents 

　　　　　in water thinnable coating materials ̶ Gas-

　　　　　chromatographic method（ガスクロ法による
　　　　　水性塗料中の溶剤分の求め方）
　　　　⑤　ISO/NWIP 22553, Electro-deposition coatings

　　　　　（電着塗料）
　　　　　Part 1: Terminology and general principle

　　　　　Part 2: Throwing power

　　　　　Part 3: Compatibility of electro-deposition 

　　　　　　coating materials with a reference Oil

　　　　　Part 4: Compatibility of electro-deposition 

　　　　　　coating materials with liquid, Paste like 

　　　　　　and solid foreign materials

　　　　　Part 5: Determination of sieve residue

　　　　　Part 6: Entry marks

　　４）ISO/NWIP 22553, Electro-deposition coatings

　　　（電着塗料）
　　　Part 7: Wet-film resistance

　　　Part 8: Electric charge density

　　　Part 9: Loss on stoving

　　　　電着塗料に関する ISO/NWIP 22553シリーズの
　　　後続規格としてドイツから追加提案があった。
　　　NP投票へ進む。

　4.2　改訂提案

　　⑴　ISO 3219, Rheology（レオロジー）
　　　Part 1: Terms and definitions

　　　Part 2: General principles of rotational and 

　　　　oscillatory rheometry

　　　Part 3: Test procedure and examples for the 

　　　　evaluation of results

　　　Part 4: Measurement errors caused by sample 

　　　　and application

　　　Part 5: Calibration, adjustment, verification

　　　　 本規格はレオロジーに関する包括的規格で
ある。TC61/SC5（プラスチックの物理・化
学的性質の試験方法）から TC35/SC9/WG30

へ移管されることになっており、ドイツ C. 

Küchenmeister-Lehrheuer氏より Project Leader

（以下略号、PL）として７つの Partを５つへ再
編した提案の説明が行われた。TC61/SC5と共
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同で改訂ドラフトが作成される。
　　　⑵　ISO 3233-2, Determination of the percentage

　　　　　volume of non-volatile matter - Part 2: 

　　　　 Method using the determination of non-

volatile-matter content in accordance 

with ISO 3251 and determination of dry 

film density on coated test panels by the 

Archimedes principle

　　　　　乾燥膜密度を測定することによって塗料中の
　　　　 不揮発性物質の体積％を決定する規格である。

PLのドイツ P. Herrmann氏から最低限の量
（25mg）を規定する提案が出された。回付投票
が実施される。

　4.3　定期見直し（SR）

　　4.3.1　定期見直し（SR）で改訂となった規格

　　　⑴　ISO 2431:2011, Determination of flow 　
　　　　time by use of flow cup

　　　　　フローカップによる粘度の求め方の規格であ
　　　　 る。インドからのコメントである熱帯・亜熱帯

地域の標準状態の温度条件 27℃での試験は ISO 

3248同様、テストレポートに記載すれば認め
られることが確認された。PLは P. Herrmann

氏が担当する。
　　　⑵　ISO 3251:2008, Paints, varnishes and plastics

　　　　̶ Determination of non-volatile- matter 

　　　　content

　　　　　塗料、ワニスなどの質量による不揮発成分含
　　　　 有量の測定方法の規格である。SR投票の結

果から Precision箇条の修正等を行う。ISO/

TC35/ST10の解散に伴い SC9/WG30に移管され
る。

5.　WG31（硬化後塗料の性能）委員会

　5.1　新規格の開発

　　5.1.1　最終国際規格案（FDIS) 投票へ移行の規格

　　　⑴　ISO/DIS 6270-1, Determination of resistance 

　　　　to humidity̶ Part 1 Condensation (single-s

　　　　ided exposure)

　　　　　塗装試験板の片面を結露環境に置く耐湿性試
　　　　 験方法に関する規格である。DIS投票での日本

からのコメントである Figure 1の修正などに
ついて審議が行われた。修正されたドラフトを
FDISへ進める。

　　　⑵　ISO/DIS 6270-2, Determination of resistance 

　　　　to humidity̶ Part 2 Condensation (in-cabinet 

　　　　exposure)

　　　　　試験板をキャビネット内に置くことによる耐
　　　　湿性試験に関する規格案である。DIS投票での
　　　　未解決のコメントについて審議された。修正さ
　　　　れたドラフトを FDISへ進める。

　　5.1.2　日本からの新規提案（NWIP）

　　　⑴　ISO/NWIP xxx, Determination of solar 　　
　　　　reflectance（日射反射率の求め方）
　　　　　JIS 5602（日射反射率の求め方）に基づく規
　　　　 格案で、昨年、東京会議で新規提案し、今回、

須賀 PLがプレゼンを行った。ドイツから全日
射反射と計算方法が異なる、また波長域が違う
ため違う結果になるので混乱が生じると意見
あった。計算式が主で波長間隔・波長域はユー
ザーの報告事項としたと説明した。アメリカか
ら ASTMとの違いを問われた。提案については
主要国各参加者からの賛同を得た。

　　　⑵　ISO/NWIP xxx, Determination of formaldehyde 

　　　　emission from coatings（ホルムアルデヒドの
　　　　測定 -デシケーター法）
　　　　　世界的にはチャンバー法が主流となる動きか
　　　　 ら、日本からは取り下げを提案したが事務局よ

り類似の ISO 15234に含めたらどうかと強く提
案された。２年間の猶予で再考するようにと事
務局から提案あり、継続となった。

　　5.1.3　他の日本提案関連

　　　⑴　ISO 3231/ISO 6988, Resistance to humid 　
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　　　　atmospheres containing sulfur dioxide（亜硫
　　　　酸ガス導入耐湿試験）
　　　　　須賀 PLより ISO/TC156にて新規提案が成立
　　　　の見込みで ISO 22479となる事の報告があった。
　　　⑵　ISO/DIS 6270-3,　Determination of resistance 

　　　　to humidity̶ (in-cabinet exposure with heated, 

　　　　bubbling water reservoir) heated, bubbling 

　　　　water reservoir)（耐湿性 -ロータリー法）
　　　　　JIS K 5600-7-2に基づく日本提案規格案で、
　　　　 PLは須賀委員である。DIS投票でのコメントに

ついて審議され、２種類あった試験板サイズを
１種類にするなどの修正が行われた。修正され
たドラフトを FDISへ移行する。

　　　⑶　ISO/DIS 20266, Determination of image clarity

　　　　（degree of sharpness of reflected or transmitted 

　　　　image)（像鮮明度の求め方）
　　　　　本ドラフトが ISO 17221（プラスチックでの
　　　　 同等規格）と重複するとの理由で DIS投票が中

央事務局（ISO/CS）により一旦中止となってい
た。工業界からの要望もあり、須賀 PLが試験
片の作製方法を追加する方針を説明し、文書を
提出することで進めることになった。

　　5.1.4　日本提案以外の新規提案

　　　⑴　ISO/WD 21546, Scratch test using a linear 

　　　　tester（crockmeter）（クロックメータによる引っ
　　　　掻き試験）
　　　　　塗膜の耐引っ掻き性を評価するための規格案
　　　　 である。PLの P. Herrmann氏が、再現性に関

する RRテスト状況を報告した。修正ドラフト
は DISへ進む。

　　　⑵　ISO/NWIP 22557, Paints and varnishes ̶　
　　　　Scratch test using a spring-loaded pen

　　　　（スプリング付きペンによる引掻き試験）
　　　　　投票中であり、５か国の Expert参加をコン
　　　　ビーナが呼び掛けた。
　　　⑶　ISO/NWIP xxx, On-site test method on quality 

　　　　assessment for flat wall coating（壁用塗料
　　　　現場試験法）
　　　　　中国からの新規提案で、X. Nan氏より説明
　　　　 があった。屋内建築塗料の現場施工品質につい

て、チョーキング性と耐汚れ性を評価する方法
が提案された。

　　　⑷　ISO/NWIP xxx, Paints and varnishes ̶ Test   

　　　　method for evaluation of elastic adhesives on

　　　　coatings by peel test, peel strength test and 

　　　　tensile lap-shear strength test with additional 

　　　　stress by condensation test or cataplasm storage

　　　　（塗膜への弾性接着剤の付着性評価方法）
　　　　　ドイツからの新規提案である。タイトルを短
　　　　くし、NWIPとして回付される。

　5.2　定期見直し（SR）

　　5.2.1　国際規格案（DIS) 投票へ移行の規格

　　　⑴　ISO/WD 2812-5, Determination of resistance 

　　　　to liquids ̶ Part 5: Temperature-gradient 

　　　　oven method（グラディエントオーブンを用い
　　　　る耐液体性試験法）
　　　　　審議の結果に基づき Precision dataを追加
　　　　 するなど、修正したドラフトを DISへ移行する。

PLはオランダ N. Frankhuizen氏。
　　　⑵　ISO/WD 4623-1, Determination of resistance to 

　　　　filiform corrosion ̶ Part 1: Steel substrates

　　　　（スチール基板での耐糸状腐食性）
　　　　　中性塩霧試験の時間を 24時間から４時間に
　　　　縮めるなど、修正したドラフトを DISへ移行す
　　　　る。

　　5.2.2　作業原案（WD）投票へ移行の規格

　　　⑴　ISO/WD 17872, Guidelines for the introduction 

　　　　of scribe marks through coatings on metallic 

　　　　panels for corrosion testing

　　　　　PLの P. Herrmann氏が、スクラッチ形状の
　　　　 詳しい記述や自動化を追加する提案について説

明し、ドラフトを次の会議までに準備すること
になった。

　　　⑵　ISO/WD 2808, Determination of film thickness

　　　　 塗膜の膜厚測定法に関する改訂規格案。ドイツ
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が新しい測定方法を追加した WD案を次回会議
までに回付することになった。

　　　⑶　ISO 2813, Determination of gloss value at 

　　　　20°, 60° and 85°（光沢の求め方）
　　　　　光沢計の校正が主な改訂内容であり、PLの N. 

　　　　Frankhuizen氏よりドラフトが回付される。
　　　⑷　ISO/WD 6504-3, Determination of hiding 　
　　　　power ̶ Part 3: Determination of contrast ratio 

　　　　of light-coloured paints at a fixed spreading 

　　　　rate

　　　　　明度の高い塗料の隠ぺい力を決定する規格案
　　　　 である。P. Herrmann氏より、試験方法の再現

性を決定する RRテストが進んでいないとの報
告があった。新計算方法を含め修正されたドラ
フトが回付される。

　　5.2.3　定期見直し（SR）で改訂となった規格

　　　⑴　ISO 1518-1:2011, Determination of scratch 

　　　　resistance ̶ Part 1: Constant-loading method

　　　　（耐引っ掻き試験－一定荷重法）
　　　　PLは P. Herrmann氏。
　　　⑵　ISO 1518-2:2011, Determination of scratch 

　　　　resistance ̶ Part 2: Variable-loading method 

　　　　（耐引っ掻き試験－可変荷重法）
　　　　PLは P. Herrmann氏。

　　5.2.4　定期見直し（SR）で継続となった規格
　　　⑴　ISO 6272-1:2011, Rapid-deformation (impact 

　　　　resistance) tests（耐衝撃試験法）
　　　　Part 1: Falling-weight test, large-area indenter

　　　　Part 2: Falling-weight test, small-area indenter

　　　⑵　ISO 4628-6:2011, Evaluation of degradation 

　　　　of coatings ̶ Designation of quantity and 

　　　　size of defects, and of intensity of uniform 

　　　　changes in appearance ̶ Part 6: Assessment 

　　　　of degree of chalking by tape method

　　　　（塗膜の欠陥評価－テープによる白亜化等級）
　　　⑶　ISO 11503:1995, Determination of resistance 

　　　　to humidity (intermittent condensation)

　　　　（塗膜の耐湿性―断続的試験法）
　　　　　当初 ISO 11503は ISO 11997-1と同一な試験
　　　　方法との理由から SRの後廃止投票となったが、
　　　　 その後の TMB投票で維持となっている。日本よ

り ISO 11503と ISO 11997-1の比較表を提出し
違いを説明した。審議の結果、ISO 11503は維

持とし、次回改訂時に試験条件が似ている ISO 

6270-2に含める。
　　　⑷　ISO 12137:2011, Determination of mar resistance

　　　　（耐擦り傷性の求め方）
　　　⑸　ISO 15234:1999, Testing of formaldehyde-　
　　　　emitting coatings and melamine foams ̶ 

　　　　Determination of the steady-state concentration 

　　　　of formaldehyde in a small test chamber（ホ
　　　　ルムアルデヒド放散量の求め方－チャンバー法）
　　　　　TC35/SC10から移管された。

　5.3　その他の規格について

　　⑴　ISO 3668, Visual comparison of the colour 

　　　of paints（塗膜の目視評価）
　　　Normative references を変更し、ISO規格を発
　　　行することになった。
　　⑵　ISO 16474-3:2013, Methods of exposure to 

　　　laboratory light sources ̶ Part 3 Fluorescent 

　　　UV lamps（ラボ暴露試験用光源－蛍光 UVランプ）
　　　　米国代表 Gary Cornell氏 より Table 4の修正
　　　が提案されたが、次回の SRの時に行う。
　　⑶　ISO/TR 19397:2016, Determination of the film 

　　　thickness of coatings using an ultrasonic gage

　　　（超音波式膜厚計）
　　　　EN-ISO適用が CEN/TC139（欧州標準化委員会／
　　　塗料とワニス）により承認された。
　　⑷　ISO 19399:2016, Wedge-cut method for 　　　
　　　determination of film thickness (scribe and drill 

　　　method)（膜厚測定のためのくさび形カット方法－

　　　引っ掻き法およびドリル法）
　　　　EN-ISO適用が CEN/TC139により承認された。
　　⑸　ISO 19403-1 to -7, Wettability and contact angle

　　　　（湿潤性と接触角）
　　　事務局より発行手続き中との報告があった。
　　⑹　ISO/PDTR 21555, Hardness and wear resistance 

　　　of coatings（塗膜の硬度と擦り傷）
　　　　日本からのスクラッチテストが“wear”でなく
　　　 “hardness”では、とのコメントに対し議論がな

されたが現状の文書通りとし、TRとして発行す
ることになった。

6.　WG32（風力・潮流発電用ブレード塗材）委員会

　6.1　風力発電ブレード塗料材料の性能に関する新規

　　　技術規格（TS）案

　　　　各規格案は NP投票でのコメントについて審議
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　　　を行い、ほぼ解決に至った。
　　⑴　決議事項など
　　　　上記 ISO/NP TS 19392-1, Coating materials 

　　　for wind-turbine rotor blades ̶Part 1: Minimum 

　　　requirements and weathering（最低要求事項と
　　　耐候性）
　　　　ドイツから温湿度サイクルの試験結果が示さ
　　　 れ、試験後の ISO 4623によるプルオフ試験によ

る接着性を測定することは有用であることが示
された。その結果を踏まえ、Table 4 ̶ Test 

methods after cyclic exposure、及び Annex 

A が追加されることになった。PLはドイツの P. 

Costa氏。
　　⑵　ISO/NP TS 19392-2, Coating materials for

　　　wind-turbine rotor blades ̶Part 2: Determination 

　　　and evaluation of resistance to rain erosion 

　　　using rotating arm（ロータリーアーム法による
　　　耐雨摩耗性）
　　　　エアー温度を測定すべき理由が不明確であった
　　　ので、ガラス転移温度（Tg）以上の分解挙動は、
　　　試験結果に影響を及ぼす可能性があるとの NOTE

　　　を加えた。試験条件を示す Table 2 のタイトル
　　　 を Typical parameters rangeとし、降雨率の範

囲を追加した。設定値は次の会議で議論すること
となった。PLはドイツの B. Buchholz氏。

　　⑶　ISO/NP TS 19392-3, Coating materials for

　　　wind-turbine rotor blades ̶ Part 3: Determination 

　　　and evaluation of resistance to rain erosion 

　　　using water jet（ウォータージェット法による
　　　耐雨摩耗性）
　　　　PJET法での試験条件（Table 2）において、流速、
　　　 圧力等の値を下げることで、より広く使えるよう

一般性を持たせた。Figure4 に示されているパラ
メーターの説明を入れるべきとのコメントに対し
ては今後解決をはかる。PLは O. Rohr氏。

　6.2　ISO/TC 35/SC 9/WG 32 タイトルの変更

　　　　本 WGメンバーは潮力発電ローターブレードへ
　　　関心が低いため、本 WG名を風力発電に特化した
　　　"Coating materials for wind-turbine rotor 

　　　blades"に変更することを SC9へ提案し、承認さ
　　　れた。

7.　SC9（塗料一般試験方法分科委員会）会議

　7.1　決議内容

　　⑴　初めに各 WGのコンビーナから報告があり、そ 

　　　の後、各 WGの規格案に対しての審議、および決
　　　議が行われ、各 WGからの審議事項はすべて承認
　　　がなされた。詳細は各 WGの報告を参照のこと。
　　⑵　各 WGコンビーナの３年任期延長が審議され承
　　　認された。
　　　WG16 - Shoaib Qureshi

　　　WG29 - Joerg Vogelsang

　　　WG31 - Petra Herrmann

　　　WG32 - Florian Feil

　　　WG30コンビーナは候補者募集中。
　　⑶　WG27（船舶防汚剤の溶出試験）は役割を終え、
　　　解散の決議がなされた。
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　7.2　次回以降の開催予定地

　　　　2018年 イギリス又はチェコ、 2019年 中国（上
　　　海）、2020年 米国（ピッツバーグ）

8.　あとがき

　今回の国際会議は、ISOの主要拠点の１つであるオラ
ンダで行われたこともあり、例年以上に多くの参加者が
集った。その中で特筆すべきことは、例年参加人数の少
ない中国から SC9では３名、TC35全体では７名の参加
となり、さらに SC9の WG委員会において２つの新規提
案が行われたことである。今後も積極的な活動が期待さ
れる。
　新規提案については例年以上にドイツから多くの件数
が出され、積極的な活動が続いている。日本としても各
提案に対しては丁寧な国内審議が必要であると考えてい
る。
　このように多くの規格案件の審議、投票が進められる
中、SC9国内委員の皆様には日ごろから多大なるご支援
およびご協力を頂き感謝を申し上げる。引き続きご協力
をお願いして本報告とさせて頂く。
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試験設備の紹介

熱流計測法による「塗膜の熱性能測定装置」

一般財団法人  日本塗料検査協会

比 留 川 伸 司　　　検査部

1.　はじめに

　高日射反射率塗料は、ヒートアイランド現象の緩和（パ
ブリック ･ベネフィット）と冷房負荷削減（プライベー
ト ･ベネフィット）が期待され、1990年代から販売が
されています。しかし、市場には、日射反射以外の遮熱
原理を標榜しながら、そのメカニズムや効果が不明確な
塗料も販売されています。このことは、消費者の混乱を
招き、結果として、一般消費者が市場で遮熱塗料の選択
を客観的に判断できる指標がないことが明らかになりま
した。
　そこで、「塗膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収
率の求め方」の測定方法及びその測定装置を開発するこ
ととなり、平成 24年度から検討を開始して平成 28年度
に完成させることができました。
　平成 29年度は、測定データの信頼性を向上するため
に、さらなる改良を重ね、試験依頼者の要望に対応でき
るようになりました。これによって、試験の受付を開始
した際には、試験日程の調整、試験実施内容、試験後の
報告書作成等がより計画的にかつ効率的に進むように配
慮しました。

2.　塗膜の熱性能測定装置の特徴

　本測定装置は、日射照射装置，恒温室及び計測ユニッ
トから構成されています。日射照射装置で射出された光
は、光導入窓及びバッフル板を通過し、試験体に照射さ
れます。試験体に吸収された熱は、熱流計及び熱流計と
熱抵抗が同等な補助板を移動し、加熱・冷却熱板に吸収
されます。なお、試験体の両表面の温度差によって通過
する熱流束、照射日射熱流束、バッフル板の表面温度、
屋外側空気温度、塗膜の表面温度及び室内側温度の計測
は、内蔵されている専用の計測プログラムで自動的に行
うシステムになっています。
　本試験機の装置前面、計測ユニット、試験装置側面及
び恒温槽の内部の写真を図 -1 ～ 4に、仕様を表 -1にそ
れぞれ示します。
　試験機の主な特徴として、次のような点が挙げられま
す。

　⑴　日射照射装置に用いる光源は、JIS C 8904-9：
　　2017（太陽電池デバイス－第９部：ソーラシミュレー
　　タの性能要求事項）に規定する等級Ｂ以上のキセノ
　　ンランプを使用しています。
　⑵　気流発生装置は、バッフル板と試験体との間の屋
　　 外側表面熱伝達率を維持するために、バッフル板と
試験体との間に平行流となる気流を与えることがで
き、温度制御のためのファン・ヒーターを附属して
います。

図 -1　試験装置の前面

図 -2　計測ユニット

計測ユニット

塗膜表面

コントロール
パネル
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　⑶　バッフル板は、JIS R 3106：1998（板ガラス類の
　　透過率･反射率･放射率･日射熱取得率の試験方法）
　　による日射透過率が 88.0％以上の高透過ガラスを
　　使用します。
　⑷　加熱・冷却熱板の作用面の温度分布は、0.5℃以
　　内とし、熱伝導率の大きな金属で、真の平面に対し
　　て 0.025％以内の平面度のものとしています。

3.　本試験装置により得られる測定値

　本試験機で対象となる試験の一例を、図 -5に示しま
す。
　建築物の屋根及び外壁、構造物、機器並びに設備に用
いられ、屋外で日射照射を受ける場所で使用される塗膜
の日射吸収率及び塗膜の日射侵入比が対象です。
　その他に、塗膜の見掛けの熱抵抗も対象です。

4.　おわりに

　「塗膜の熱性能測定装置」は、鹿児島大学 二宮秀與教
授、高知工科大学 田島昌樹准教授、一般財団法人 建材
試験センター 黒木勝一元所長、国土技術政策総合研究
所 赤嶺嘉彦主任研究官をはじめとする多くの方々から
貴重なご教示を賜り、一般社団法人 日本塗料工業会並
びにスガ試験機株式会社との共同開発により、測定試験
機を完成させることができました。今後の JIS制定に伴
い、日塗検では各種遮熱塗料の熱性能測定試験のご依頼
に対し、迅速にお応えできるようになりました。

表 -1　塗膜の熱特性測定装置の仕様

図 -3　試験装置の左側面 図 -4　恒温槽の内部

図 -5　塗膜の熱性能測定装置による試験の一例

項　目 仕　様
光源 2.5kW空冷キセノンランプ
日射照射強度 800～ 1000W/ ｍ2

zz 180 × 180 ×１mm

加熱・冷却板 15～ 40℃

風速 0.4～ 0.9m/s

測温抵抗体 Pt100 Ω

熱電対 K熱電対
フィルター 2.5kW用 石英（インナー）

2.5kW用 #275（アウター）
Q solar ：照射日射熱量
Q w ：試験体の両表面の温度差によって通過する熱量
Q CV ：試験体の対流熱伝達による熱量
Q r ：試験体の放射熱伝達による熱量
Q α ：照射日射吸収熱量

ランプ室
計測ユニット

計測ユニット

恒温槽

屋外側仕切板 加熱・冷却熱板補助板

塗膜
熱流計

バッフル板QSolar

QCV

Qα

Q r

Qw



表 -2　平成 28 年 9 月 1 日から平成 29 年 8 月 31 日までに契約を終了した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証終了日

JP0507010 石川ペイント株式会社 JIS K 5492 アルミニウムペイント 平成 28年 11月 24日

JP0506001 関西ペイント株式会社 JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイント 平成 28年 11月 30日

JP0408005 株式会社トウペ JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイント 平成 28年 11月 30日

JP0508025 神東塗料株式会社 JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイント 平成 28年 11月 30日

JP0508054 日本ﾍﾟｲﾝﾄ ･ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞｽ株式会社 JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイント 平成 28年 11月 30日

JP0508029 株式会社サンクス JIS A 6909 建築用仕上塗材 平成 28年 12月 28日

JP0508020 丸尾カルシウム株式会社 JIS K 5665 路面標示用塗料 平成 29年 4 月 1 日

JP0308002 東日本塗料株式会社 JIS K 5582 塩化ビニル樹脂エナメル 平成 29年 4 月 21日

JP0508026 大日本塗料株式会社 JIS K 5572 フタル酸樹脂エナメル 平成 29年 5 月 27日

JP0508049 カナヱ塗料株式会社 JIS K 5621 一般用さび止めペイント 平成 29年 5 月 31日

表 -1　平成 28 年 9 月 1 日から平成 29 年 8 月 31 日までに認証した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証年月日

JP0316001 株式会社ミラクール JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 平成 28年 10月 3 日

JP0516001 株式会社ニチカ JIS K 5551 構造物用さび止めペイント 平成 29年 2 月 1 日

JP0517001 ロックペイント株式会社 JIS A 6909 建築用仕上塗材 平成 29年 5 月 12日

表 -3　平成 28 年 9 月 1 日から平成 29 年 8 月 31 日までに認証を取り消した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証終了日

該当品なし

表 -4　性能評価書発行一覧（平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日）

認可番号 発行日 建築材料名 申請会社

MFN-3389 平成 29年 4 月 7 日 集成材 北材商事株式会社

MFN-3396 平成 29年 6 月 26日 塗料塗装／木質系三層単板集成フローリング ノガワケミカル株式会社

　　対象条文 ： 令第 20条の 7第 4項
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ニ ュ ー ス

JIS マーク表示認証業務

　・ 当協会が平成 28年９月１日から平成 29年８月 31日までの間に JIS認証した鉱工業品は表 -1、JIS認証契約を終
了した鉱工業製品は表 -2、JIS認証を取り消した鉱工業製品は表 -3のとおりです。

　・ 改正工業標準化法に基づいて当協会が行っている JISマーク表示認証業務の内容及び塗料関連 JISに関する最近
の改正情報については、当協会のホームページに掲載していますので、下記の URL にてご確認ください。

　　URL：http://www.jpia.or.jp

建築基準法に基づく性能評価書の発行

　・建築基準法施行令第 20条の７に基づく建築材料の性能評価を終え、当協会が平成 28年９月１日から平成 29年８

　　月 31日までの間に発行した性能評価書は表 -4のとおりです。



表 -5　外部発表一覧（平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日）

発表題目 発表者 発表先（誌名） 出版主催者

投稿

13年暴露したけい酸塩系表面含浸材の性能
評価

佃 洋一
〔共同執筆者〕

防錆管理 Vol.61,No.3,2017

〔西日本旅客鉄道株式会社、高知工
業高等専門学校、金沢工業大学との
共同執筆〕

一般社団法人
日本防錆技術協会

劣化した溶融亜鉛めっき鋼板の塗替え補修
仕様の選定

松本 倫毅
〔共同執筆者〕

防錆管理 Vol.61,No.5,2017

〔西日本高速道路エンジニアリング
関西株式会社との共同執筆〕

一般社団法人
日本防錆技術協会

講演
塗膜の熱性能－熱流計測法による熱特性測
定及び測定装置の開発－

比留川 伸司
平成 28年 10月 19日
第 39回 鉄鋼塗装技術討論会

一般社団法人
日本鋼構造協会

表 -6　塗料試験方法研究会　勉強会（平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日）

部会／年月日 勉強会の内容 場所 参加者

平成 28年 9月 23日
　　　　　／東部会

①講演「駿河湾における暴露試験 30年の成果報告－海上大気部に
　おける長期防錆形塗装技術」（講師：日本ペイント株式会社　
　技術部 鉄鋼塗料技術部技術グループ　大澤 隆英）
②講演「鋼道路橋の長寿命化と防食塗装」（講師：元独立行政法人 

　土木研究所　総括主任研究員 守屋 進）

恵比寿ガーデン
プレイスタワー

SPACE6

32名 /12社

平成 28年 12月 2日
　　　　　／西部会

①講演「駿河湾における暴露試験 30年の成果報告－海上大気部に
　おける長期防錆形塗装技術」（講師：日本ペイント株式会社　
　技術部 鉄鋼塗料技術部技術グループ　大澤 隆英）
②講演「鋼道路橋の長寿命化と防食塗装」（講師：元独立行政法人 

　土木研究所　総括主任研究員 守屋 進）
③講演「JISマーク表示制度－最近の JIS認証制度の動向」
　（講師：一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部　奥野 博昭）

松下 IMPビル
（Ｃ会議室）

48名 /17社

平成 29年 3月 2日
　　　　　／東部会

①講演「無機－有機ハイブリッド型コーテイング材料」（講師：地
　方独立行政法人 東京都立産業技術センター　研究員 佐熊範和）
②講演「熱処理木材向け高耐候性塗料の開発」（講師：地方独立行
　政法人 東京都立産業技術センター　副主任研究員 村井まどか）
③施設見学：地方独立行政法人 東京都立産業技術センター
　（本部 　研究室）

地方独立行政法人
東京都立産業技術
センター

13名 / 6社

－ 55 －

外部発表

　・当協会が平成 28年 9月 1日から平成 29年 8月 31日までの間に外部発表したものは表 -5のとおりです。

塗料試験方法研究会

　・当協会が主宰している当研究会にて平成 28年９月１日から平成 29年８月 31日までの間に実施した勉強会は表 -6

　　のとおりです。
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業 務 案 内

最新の設備と豊富な実績で、多様なニーズに対応します。

 試 験・検 査　　　　　品質性能に関する試験・検査

　・JIS 規格、団体規格および外国規格に基づく試験・検査
　・各種基準、法令および条約などに基づく試験・検査

 調 査・研 究　　　　　品質性能、試験方法および評価技術の調査・研究

　・官公庁、各種団体からの委託による調査・研究・コンサルティング
　・新規試験方法、評価方法の開発・研究・提案・コンサルティング
　・塗料試験方法研究会の主宰

 標　 準　 化　　　　　品質性能、試験方法および評価技術の標準化

　・ISO/TC35「ペイント及びワニス」の国内審議団体および ISO/TC35/SC9「塗料の一般試験方法」の国内事務局
　・塗料・塗膜・塗料用原材料の試験方法、製品などの JIS 原案作成・提案
　・その他団体規格の調査研究、原案作成・提案

 認 証・評 価　　　　　法令に基づく認証・認定・評価・証明

　・JIS マーク表示制度による製品認証
　・建築材料からのホルムアルデヒド放散に係る性能評価および証明
　・環境保全に関する測定・分析および計量証明

 情報収集・提供　　　　情報収集・提供業務

　・各種塗料・塗膜試験に必要な基準・資料・試験材料などの作成と提供

　なお、塗料の各種試験を行う際に必要な、以下の試験材料を東・西両支部にて販売しています。

〔試験材料〕
　■「引っかき硬度」試験用検定鉛筆（６Ｈ～６Ｂ）	 ￥			200（１本）
　　注文は６本以上（異種硬さの混合６本可）でお願いします。
　■「表面乾燥性」試験用バロチニ	 ￥10,000（１セット）
　■「白亜化」測定用テープ	 ￥		1,500（１箱 50 枚入り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（価格表示は消費税を含まない本体価格表示です）

　※なお、「隠ぺい力」に使用する日本塗料検査協会検定の隠ぺい率試験紙は下記で販売しています。
　　日本テストパネル㈱　　（０６）６９５３－１６６１　／　太佑機材㈱　　（０６）６７２７－１１２１

本誌の内容や記事の転載に関するお問い合わせは次ページの東支部（日塗検ニュース事務局）までお願いします。



本　　　　部 〒150-0013 東 京 都渋谷区恵比寿 3 丁目 1 2 番８号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京塗料会館205
  電話 （03）3443-3011 ＦＡＸ （03）3443-3199
東 　 支　部 〒251-0014 神 奈 川 県 藤 沢 市 宮 前 6 3 6 番 地 3
  電話 （0466）27-1121 ＦＡＸ （0466）23-1921
西 　 支　部 〒573-0164 大 阪 府枚方市長尾谷町１丁目2 0 番 3
  電話 （072）866-0600 ＦＡＸ （072）866-0611

一般財団法人 日　本　塗　料　検　査　協　会
ホームページアドレス　https://www.jpia.or.jp/

お問い合わせ先
　　東海以北　　　　　　　　　　　東 支 部（E-mail：east@jpia.or.jp）
　　近畿以西　　　　　　　　　　　西 支 部（E-mail：west@jpia.or.jp）

　業務案内の詳細及びニュース欄の公開情報に関しては下記の日本塗料検査
協会のホームページにてご覧になれます。また、塗料の試験・検査のご依頼、
塗料の試験方法に関する調査研究或いは販売している試験材料などに関する
お問い合わせは、電話、ＦＡＸ又はメールにて下記宛にお願い致します。

□ 交　通
JR東海道本線・小田急線
藤沢駅下車
江ノ電バス８番のりば
（小田急百貨店前）
渡内中央行、教養センター行などにて５分
小塚地下道前下車　徒歩３分

□ 交　通
JR学研都市線　長尾駅下車
京阪バス 2番乗場から発車の全てのバス
枚方市駅北口、樟葉駅行などにて 5分
既製服団地下車　徒歩 3分

東支部 西支部

平成29年10月発行
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