
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。

－ 45 －

写真 -1　ISO/SC9/WG16 委員会　参加者

写真 -2　ISO/TC35/SC9/WG29 委員会　会議風景



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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