
１．まえがき

　2015年の ISO/TC35（塗料とワニス）国際会議は、ア
メリカのヒューストンにおいて 6月 8日～ 12日の日程
で開催され、SC9（塗料一般試験方法）、SC14（鋼構造物
の塗装仕様）の分科委員会にて審議が進められ、日本か
らは以下の７名が参加した。
　　TC35国内事務局：高橋俊哉（日本塗料工業会）
　　SC14：田邉弘往委員（大日本塗料）
　　SC9 ：田中丈之（エー・アンド・ディ）
　　　　　須賀茂雄（スガ試験機）
　　　　　板垣昌幸（東京理科大）
　　　　　高見誠司（関西ペイント）
　　S9国内事務局：杉島正見（日本塗料検査協会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同、敬称略）
　SC9の分科委員会では５つの WG（作業グループ）の委
員会にて討議が行われ、6/11の SC9分科委員会にて各
WGの討議結果が承認された。会議にはドイツ、スイス、
オランダ、デンマーク、イギリス、ノルウェー、スペイン、
アメリカ、サウジアラビア、日本から 35名（Web参加
者４名）が出席した。
 SC9の各 WG委員会の審議事項および決議内容に関し、
以下報告する。

２．WG16（粉体塗料規格）委員会

　TMB（技術管理評議会）から ISO 8130 (01～ 14)の規
格見直し勧告を受け、昨年度復活した WG委員会。
　本会議においては ISO 8130 (01～ 14)改正に関する
アンケート実施結果を基に審議、ISO 8130の使用実績
調査を実施し、優先度を決めて進めることで合意した。
また、下記規格についても審議対象とすることになった。
　　ISO 21809-2: Epoxy powder

    ISO 15528: Sampling

    ISO 4618: Terms & definition

　次回 WG委員会は、12/1～ 2オランダにて開催予定。

３．WG29（電気化学的測定方法）委員会

１）ISO/DIS 16773：Electrochemical impedance 　　
　　spectroscopy (EIS) on coated and uncoated　　
　　metallic specimens

　　　Part 1: Terms and definitions

　　　Part 2: Collection of data

　　　Part 3: Processing and analysis of data from 

　　　　　　　dummy cells

　　　Part 4: Examples of spectra of polymer-coated 

　　　　　　　specimens

　これらの規格はインピーダンス測定に関する。
　定義の中で「Salt bridge」を追加、O-ringの影響と
非導電性物質のガスケットを使用する方法等を加筆する
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表　SC9 会議スケジュールと参加人数

午前（参加数） 午後（参加数）

6/ 8 WG30（15名） WG30（15名）

6/ 9
WG31（17名）
WG32（11名）

WG31（17名）

6/10 WG29（16名）

6/11 SC9  （18名） WG16（8名）

注）WG16, 32には Webでの参加（各２名）も含む
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ことで、Part1～ 3の 3項目は FDIS（最終規格案）に移
行することが決まったが、Part4については 2nd DISに
て詳細を詰めることとなった。
２）NWIP（新規提案）
　下記試験規格は次回の会議で NWIとして審議する。
　・電気化学ノイズ測定
　・カソード分極による塗膜の評価
　・浸漬電位測定による塩化物イオン濃度の測定

４．WG30（硬化前の性能試験方法）

　WG30の会議は６月８日（午前および午後）に審議を
行い、以下の事項の報告や決議が行われた。
１）DIS 2811-1：Determination of density -- Part 1: 
　　Pycnometer method

　　ピクノメーター密度測定規格で FDISに移行する。
２）ISO2884-1:1999：Determination of viscosity using 

　　rotary viscometers Part 1: Cone-and-plate 　　
　　viscometer operated at a high rate of shear

　　コーンプレート粘度計による粘度測定規格。
　　ISO 3219に組み込み、TC61/SC5（物理化学的性質）
　　で定義したせん断速度にて改正を進める。
３）ISO3219: Rotational and Oszillatory Rheometry

  　Part 1 Terminology and general principles

  　Part 2 Rotational tests

  　Part 3 Oszillatory tests

  　Part 4 3-Step structure recovery tests

  　Part 5 Determination of yield value

  　Part 6 Influence of temperature - crosslinking

　　レオロジー測定に関する規格の改正提案。TC61/SC5

　　（物理化学的性質）にて改正を進める
４）ISO 19396 part 1+2-Determination of pH-value 

　　Proposal for two additional parts on buffer 

　　solutions 

　　pH値測定方法に関する規格。DISで投票（期限 2015-

　　08-25）。この規格に関して下記の NWIPがあった。
　　・pH測定装置の校正緩衝液（DIN19266）
　　・pH測定法の技術的調整（DIN19267）
５）WD19403: Wettability

　　Part 1: Terminology and general principles

　　Part 2: Free energy of solid surfaces (contact 

　　　　　　　angle)

　　Part 3: Surface tension (pendant drop method)

　　Part 4: Polar & dispersive fractions (from 　
　　　　　　　　interfacial tension)

　　Part 5: Polar and dispersive fractions (from 

　　　　　　　　contact angles)

　　Part 6: Dynamic contact angle

　　Part 7: Measurement of the contact angle

　　静的および動的接触角測定などによる濡れ性に関する
　　試験規格。討議の結果、Part1 から Part7は DISに移
　　行する。
６）その他の NWIP

　　下記２案件についてドイツから提案説明があった。
　・Demineralized water, Specifications and test 

　　methods（脱塩水―特性と試験法）
　・Practical determination of nonvolatile and 　
　　volatile matter content during application

　　（乾燥過程の固形分の測定）

５．WG31（硬化後の性能試験方法）委員会

１）日本提案案件
　・ISO/NWI 20266: Determination of image clarity 

　　(degree of sharpness of reflected or transmitted 

　　image)

　　塗膜の写像鮮映性に関する規格案。CD（委員会原案
　　作成）に移行。
　・DIS 7784-3: Method with abrasive-paper covered 

　　wheel and linearly reciprocating test panel

　　磨耗紙カバー輪と往復運動法による摩耗抵抗測定規
　　格。FDISに移行。
　・JIS K 5600 7-2: Determination of resistance to 

　　humidity.  Part 3: Rotatory method

　　耐湿性（ロータリー法）試験規格（JIS K 5600 7-2

　　の ISO化）。WD（作業原案作成）に移行。
２）日本が PL（プロジェクトリーダ）に指名された案
　　件
　　下記２件については、須賀委員が PLに指名された。
　・ISO 3231:1993 Determination of resistance to 
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　　humid atmospheres containing sulfur dioxide

　　耐亜硫酸ガス性試験の規格。定期見直し案件で改正
　　を進める。
　・CD 15110: Artificial weathering including 　　
　　acidic deposition

　　酸性雨の耐候性に関する規格。DISに移行。
３）DISから FDISに移行する規格
　　該当規格を下記に列記。
　・DIS 1514：Standard panels for testing

　・DIS 3248：Determination of the effect of heat

　・DIS 3668：Visual comparison of the colour of 

　　paints

　・DIS 4623-2：Determination of resistance to 　
　　filiform corrosion

　・DIS 4624：Pull-off test for adhesion

　・DIS 7784-1, -2 & -3：Determination of resistance 

　　to abrasion

　・DIS 20567-1 & -2：Determination of stone-chip 

　　resistance of coatings

４）定期見直しで継続承認された規格
　　該当規格を下記に列記。
　・ISO 1513:2010：Examination and preparation of 

　　test samples

　・ISO 1520:2006：Cupping test

　・ISO 1522:2006：Pendulum damping test

　・ISO 6860:2006：Bend test (conical mandrel)

　・ISO 9117-2:2010：Drying tests ̶ Part 2: 　　
　　Pressure test for stackability

　・ISO 9117-3:2010：Drying tests ̶ Part 3: 　　
　　Surface-drying test using ballotini

　・ISO 21227-2:2006：Evaluation of defects on 　
　　coated surfaces using optical imaging 

　　̶ Part 2: Evaluation procedure for multi-　　
　　impact stone-chipping test

５）定期見直しで改正を進める規格
　　該当規格を下記に列記。
　・ISO 3231:1993：Determination of resistance to 

　　humid

　・ISO 6504-1:1983：Determination of hiding power 

　　Part 1:Kubelka-Munk method for white and 　　
　　light-coloured paints

　・ISO 6504-3:2006,：Determination of hiding 　　
　　power

　　Part 3:Determination of contrast ratio of 　　
　　light-colored paints at a fixed spreading rate

　・ISO 16053:2010：Coating materials and coating 

　　systems for exterior wood 

　　Natural weathering test

　・ISO 7783:2012：Determination of water-vapor 　
　　transmission properties　（式の修正のみ）

６）その他
　　試験環境（温度・湿度）に関して、インドから熱帯・
　　亜熱帯地区の試験条件 (27 ± 2)° C/(65 ± 5)%RH

　　の追加要望があった。討議の結果以下の内容で合意
　　した。
　・現行の条件 (23 ± 2) ° (50 ± 5) % を変更する
　　ことはできない。
　・別記「制限事項」として、以下の文を追加する。
　　「温度と湿度は試験結果に影響することから、予期
　　しない結果につながる。しかし、利害関係者間の合
　　意で進めることは可能。その場合、結果報告にその
　　旨の記述が必要である。」

６．WG32（風力発電・潮流発電塗料材料）委員会

　２年前に設立された WG。専門技術グループを中心に
審議が行われてきている。将来の IS（国際規格）化に
向けた下記 TS（技術仕様書）事案に関し審議された。
１）TS 19394 : Coating materials for wind-turbine 

　　rotor blades - Minimum requirements

　・プルオフテスト：高弾性塗膜の妥当性を討議。
　・密着性：凝集破壊ではなく、強度規定を提案。
　・ストレステスト：EUからたわみ試験方法の紹介。
　・Tensile Property：継続審議。
　・Abrasion test ：今後 Sand Erosion Test で審議。
２）TS 19392：Coating materials for wind-turbine 

　　rotor blades-Part 2: Determination of resistance 

　　to rain erosion using water jet
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　　Rotating Armによるヘリコプター法と、平板での
　　Water Jet 法の２種類について審議。現在進行中の
　　Round Robin Test の結果を待って判断する。
３）その他
　　アメリカからは最近の研究状況の概要説明があり、
　　今後とも ASTMとの連携を深めることで合意された。
　　次回の WG委員会は、9/14に Web会議を行い、11/18

　　ベルリンにて開催を予定している。

７．あとがき

　今年の国際会議は地元開催ということもあり、アメリ
カからオブザーバー参加を含む７名の参加があった。ま
た、ドイツからは 10名の参加があり、DIN規格からの
ISO化に向けた新規提案など活動の熱心さが伝わる。他
方、アジアからの参加は日本とサウジアラビア２ケ国と
少なく今後に課題を残す。2016年は 5/23～ 27の日程
で東京の塗料会館にて開催されることから、中国、韓国
などアジア各国からの参加が期待される。
　今後も多くの規格案の審議が進められる中、SC9国内
委員の方々には引き続きご協力をお願いして本報告を終
了させて頂く。
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