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日塗検ニュースタイトル 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、一人一人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。



２．JPMS30　鋼構造物用水性さび止めペイント　

　　（2016年 7月 14日制定）

３．JPMS31　鋼構造物用水性耐候性塗料

　　（2016年 7月 14日制定）

　この二つの規格は、水性の重防食塗料の性能に

関する規格です。VOC排出量削減への社会的な要

請や環境・安全問題への関心の高まりに応えるた

め、水性重防食塗料の普及を促す目的で本規格の

制定が行われました。

　この二つの JPMSも、すでに JAS公募制度に応募

しており、平成 30年４月の JIS制定を目指してい

ます。

　日本塗料工業会としましては、日本塗料検査協

会と連携をとりつつ、今後とも新しい塗料の普及

に必要とされる新しい規格づくりを推進してまい

りたいと考えています。

　日本塗料工業会では、今年に入３つの JPMS（日

本塗料工業会規格）を制定しました。いずれも JIS

（日本工業規格）化を目指す過程として制定したも

ので、すでに JIS化の準備を進めています。ここ

に以下に新しい３つの規格をご紹介いたします。

１．JPMS29　塗膜の熱性能 -熱流計測法による日

　　射吸収率の測定（2016年 4月 21日制定）

　この規格は、いわゆる高日射反射率塗料などの

遮熱塗料の熱性能に関する規格です。本誌 No.136

の巻頭言および試験方法シリーズに紹介されてい

るように、日射照射下において塗膜裏面に貫通し

ていく熱量を直接測定する試験方法であり、一般

財団法人　日本塗料検査協会と共同で装置から開

発をしてきたものです。塗膜を対象としたもので

は世界初となる試験方法であり、消費者に分かり

やすい性能表示基準や省エネルギー基準への組み

入れなどを通じ、需要拡大に貢献することが期待

されています。

　すでに JIS原案作成に関する公募（JSA公募制度）

に対する応募が採択され、原案作成委員会での審

議が開始されます。平成 29年９月の JIS制定を目

指しています。
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巻 頭 言

JPMS から JIS へ・・・新しい 3 つの塗料関連規格

　一般社団法人　日本塗料工業会

専務理事　米　原　洋　一



1. はじめに

　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２）。平成 27年度
からは、一般社団法人 日本塗料工業会が、この測定方
法の JPMS化に向けて委員会を立ち上げ、この度、平成
28年４月 21日に 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を制定した。
　本規格は、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」において塗料として要求される
性能が規定されているが、本規格は、塗膜の光学的な測
定方法ではなく、日射吸収により発生する熱量を直接に
測定し、日射吸収率を測定評価するため測定方法である。 

　本規格の制定は、高日射反射率塗料に対してヒート
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、2000年頃から販売がされてきた。しかし、市場に
は、高日射反射率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
になった。（図 -1参照）
　そこで、「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」の測定方法及び装置を開発する
こととなった。測定方法及び装置を開発するにあたり、
下記の２点に重点をおいて行った。
　①すべての遮熱塗料をそれらの標榜する機能に拘わら

　　ず、横並びで比較することが可能な指標を提供する。
　②省エネルギー建材分野において熱負荷計算に使用可
　　能な指標を提供する。
　①及び②の条件を満たす測定方法として、すべての遮
熱機能について定量的に測定が可能な熱エネルギー量
（熱流束 :W/㎡）を測定する方法を提案した。

2. 測定方法の適用範囲

　この規格は、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る、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の熱流計測法について規定
するとされている。

3. 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
出し、日射遮蔽性としての塗膜の日射吸収率（α）を式

(1)によって求め、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（η P）を式 (2)によって求め
るものである。なお、熱収支式は、式 (3)によって求め
られる（図 -2参照）。

　α＝ 　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・式 (1)

　ηP ＝   ・・・・・・・・・・・・・・・・・式 (2)

　α× Q Solar ＝ Q W＋ Q CV＋ Q r　・・・・・・・・・式 (3)

図 -1 遮熱塗料の遮熱機能（市場で標榜されている機能）
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試験方法シリーズ

塗膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の測定

～測定方法及び装置の開発～

一般財団法人　日本塗料検査協会 

比留川　伸　司東支部　検査部
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　ここに、
　　 α　 ：塗膜の日射吸収率
　　Q α ：照射日射吸収熱量（Ｗ）
　　ηP ：塗膜の日射侵入比
　　Q η ：照射日射侵入熱量（Ｗ）
　　Q Solar ：照射日射熱量（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）
　　Q ＣＶ ：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）

注記　
１）照射日射侵入熱量：
　　屋外側空気温度と室内側温度の差によって生じる試
　　験体を通過する熱量（貫流熱）をゼロにした場合の、
　　日射吸収による試験体を通過する熱量。
２）塗膜の日射侵入比 :

　　試験体に垂直に入射する日射について、試験体に吸
　　収されて室内側に熱伝導される熱流束の、入射する
　　日射の放射束に対する比。

　照射日射がある場合の試験体の熱移動の内訳を図 -2

に示す。

4. 熱流計測法による日射吸収率の測定方法及び装置

 4.1 測定方法

　塗膜の日射吸収率及び塗膜の日射侵入比を求めるため
に、JPMS 29 塗膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収
率の測定方法に規定される熱性能測定装置を用いて、遮
熱塗料の熱流束を測定する。環境条件を表 -1に示す。
　熱性能測定装置の概要を図 -3に示す。測定装置は、
日射照射装置、恒温室及び計測ユニットによって構成さ
れている。校正板（黒色塗装したアルミニウム板）を
用いて、屋外側表面熱伝達率の調整を、照射日射がな
い条件で行ったのち、照射日射吸収熱量（Q α）の測定
を、表 -1に示す環境条件で照射日射がある場合につい
て行った。

 4.2 試料

　試験に用いた試料（明度 :黒、N6、白）の日射反射率、
及び放射率を表-2に示す。なお、各試料の日射反射率（全
波長域）、及び放射率は実測値である。

5. 測定結果

 5.1 熱流束と日射反射率の関係

　表 -2に示した試料を用いて、熱流束を測定した。測
定結果を図 -4に示す。熱流量と日射反射率との間には
極めて明確な比例関係があることがわかる。この結果よ
り、塗膜の厚みが一定である場合、熱流束を測定するこ
とで、日射反射率の効果を評価できることが分かった。

図 -2 試験体の熱移動の内訳

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･冷却板の温度）θin  ℃ 23 ± 0.5

屋外側表面熱伝達率 hse　   Ｗ /（㎡ ･K) 14 ± 1

照射日射強度 I Solar　　        　Ｗ /㎡ 1000 ± 50

図 -3 熱性能測定装置の概要

表 -1　環境条件

表 -2　各試料の熱・光学特性値

明度 L* 日射反射率 放射率

2.5 4.0 ％ 0.90

59.4 53.4 ％ 0.89

95.2 85.3 ％ 0.88

標準膜厚 100～ 120 μ m
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 5.2 試料 (明度 L＊：2.5) の塗膜の熱特性

　得られる熱流束から屋外側空気温度と室内側温度の差
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
の、試験体の両表面の温度差によって通過する熱量（Q Ｗ）
を求め、さらに、照射日射吸収熱量（Q α）を求め、塗
膜の日射侵入比（η P）及び塗膜の日射吸収率（Q α）を
算出した。塗膜の熱特性結果を表 -3に示す。

6. まとめ

　塗膜の日射吸収率については、光学測定値と概ね一致
する結果が得られた。日射反射率と塗膜の日射侵入比と
の関係についても、熱収支理論計算と概ね合致しており
良好な結果が得られた。これにより省エネルギー建材の
熱負荷計算に使用可能な指標を提供でき、さらに、すべ
ての遮熱塗料を横並びで比較できる指標としての可能性
が見いだせた。

7. 今後の課題

　測定データの信頼性を向上するために、より多くの
データを蓄積する必要があり、様々な遮熱機能を謳う塗
料の熱特性を横並びで評価を行っていく。

【謝辞】

　測定方法及び装置の検討にあたり、終始ご指導、ご助
言を頂きました鹿児島大学大学院 理工学研究科 教授 

二宮秀興、スガ試験機株式会社及び一般社団法人日本塗
料工業会に心より感謝いたします。
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１）三菱化学テクノリサーチ .平成 24年度エネルギー
　　使用合理化基盤整備事業（塗料の省エネルギー性能
　　評価方法調査）「経済産業省委託事業」報告書 ,

　　2013-03.

２）比留川ほか :遮熱塗料における熱特性評価方法及び
　　装置の開発（その１）,日本建築学会学術講演梗概
　　集 ,pp.139-140,2015

項　目 算出値

試験体の両表面の温度差によって通過する
熱量 Q Ｗ

29.8 Ｗ

照射日射侵入熱量 Q η 29.8 Ｗ

塗膜の日射侵入比 η P 0.92

照射日射吸収熱量 Q α 31.1 Ｗ

塗膜の日射吸収率α 0.96

図 -4 熱流束と日射反射率の関係

表 -3　測定結果
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1. はじめに

　コンクリート構造物の表面にけい酸塩系表面含浸材
を塗布することにより、コンクリート表層組織の緻密
化を図り、水や Cl－，二酸化炭素等の劣化因子の侵入を
抑制する効果が期待できる。近年、表面含浸材の適用
性に関する研究・検討が多く行われており、土木学会で
は 2005年に「表面保護工法設計施工指針（案）」１）が、
2012年に「けい酸塩系表面含浸工法設計施工指針（案）」２）

が発刊され、適用に関する一般化が図られてきた。しか
し、これまでに実施された研究は室内試験が多く、コン
クリート構造物に表面含浸材を施工した場合の経年変化
や長期耐久性などの性能評価については不明な点が多い
のが現状である。
　そこで、けい酸塩系表面含浸材（以下、「表面含浸材」
とする）の改質効果の持続性を評価することを目的に、
表面含浸材を塗布した供試体の屋外暴露試験を行ってき
た。今回、暴露開始後 13年後の性能調査を実施したため、
その結果を報告するとともに、今回の調査結果を踏まえ、
表面含浸材の含浸深さと含浸層の改質性能から中性化抑
制効果、透水抑制効果を評価する手法を検討した。

2. 供試体概要

　供試体に塗布した３種類の表面含浸材を表 -1に示す。
供試体は材齢 28日の試験体基盤を各材料メーカーに提
供し、推奨量を塗布してもらう方法で作製した。表面含
浸材は供試体の打込み面を除いた型枠面の相対する２面
に施工し、その他の４面にはシール材による被覆を行っ
た。供試体の暴露は表 -1に示す３種類以外に、同一配
合で作製した無塗布供試体（以下、「ブランク」とする）
も行った。基盤コンクリートの配合を表 -2に示す。

3. 屋外暴露状況

　供試体は平成 13年から和歌山県東牟婁郡串本町内に
て屋外暴露を行った。暴露試験場は太平洋沿岸から約
150 ｍに位置する。図 -1に屋外暴露試験状況を示す。

図‐1　屋外暴露状況

表 -1　試験に供した表面含浸材の種類
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13 年暴露したけい酸塩系表面含浸材の性能評価



4. 調査項目

　調査項目および方法を表 -3に示す。暴露した供試体
は表中に示す方法で規定された試験用基盤よりも小さ
かったため、各試験に用いる試験体の寸法を変更し、試
験体数も１体ずつとした。各試験の試験体寸法を図 -2

に示す。
　表面硬度測定では表面含浸材の塗布面から深さ方向
10mm程度まで試験を行い、深さ方向の表面硬度の変化
点を把握することにより、併せて含浸深さの評価を行っ
た。なお、表面硬度測定では表面硬度計に付随した光学
顕微鏡を用いて測定点の確認を行い、明らかに骨材と認
められる箇所は避けて測定した。

5. 調査結果

 5.1 中性化深さ測定

　各供試体の中性化深さ測定結果の平均値を図 -3に示
す。コンクリートの中性化の深さは式 (1)によって計算
で求めた。

　　y ＝ γcb・（-3.57+9.0W/C）√　　　　　　　式（1）

ここに、　y ：中性化深さ（mm）
　　　　 γcb ：予測の精度に関する安全係数 (= 1.0)

　　　　W/C ：有効水結合材比（= 0.7）
　　　　　t ：中性化期間（= 13年）

　今回の供試体では 9.8mmと求められ、実測値 10.7mm

とほぼ近い値であった。
　測定の結果、No. １，２はブランクとほぼ同等の値で
あった。また、計算値と比較しても近似した値となって
おり、No. １，２では表面含浸材による中性化抑制効果
は得られなかったと考えられる。一方、No. ３は他の供
試体に比べて中性化深さが小さく、ブランクの 72％程
度であった。
　各供試体の中性化深さ最大値の経時変化を図 -4に示
す。過去の中性化深さの測定結果は最大値しか確認でき
なかったため、中性化深さの経時変化は最大値で評価し
た。

表 -3　調査内容

図 -2　供試体の分割

表 -2　基盤コンクリートの配合

粗骨材最
大寸法
（mm）

W/C
（％）

スランプ
(cm)

空気量
（％）

細骨材比
s/a（％）

単位量（kg/ｍ3）

水
W

セメント
C

細骨材
S

粗骨材
G

混和材
AE減水剤

20 70 12 ± 2.5 4.5 ± 1.5 49.5 171 244 956 914 1.220

t

調査項目 調査方法

中性化深さ測定 JIS A 1152:2011に基づく

表面硬度測定 JIS Z 2244:2009に基づく

透水量試験 JSCE-K 571-2013に準拠

吸水率試験 JSCE-K 571-2013に準拠

EPMAによる面分析 測定元素：Cl－
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　暴露 13年後の中性化深さを比較すると No.1供試体が
最も小さくなっているが、暴露初期においては、いずれ
の年数においても他の３年までの供試体に比べて No.3

が小さい値を示した。
　暴露 1，3，13年後のそれぞれの最大中性化深さから
算出した、１年間での中性化速度を図 -5に示す。なお、
ブランクは他供試体と異なる経年で中性化深さを測定し
ているため、暴露 1，5，13年後の値を用いて算出して
いる。図より、No.3はブランク、No.1，2に比べて１年目、
１～３年にかけての中性化速度が小さい。しかし、３

～ 13年にかけては中性化速度は他供試体と同等となっ
ている。これより、No.3は表面含浸材の塗布後３年程
度までは含浸層が中性化抑制効果を発揮していた可能性
があるが、経年によってその効果が薄れ、13年経過時
ではブランクと同等の中性化が進行していると考えられ
る。

 5.2 表面硬度測定

　表面硬度測定結果を図 -6に示す。図中のビッカース
硬度は各深さで測定した 10点の平均値である。ブラン
クはいずれの深さにおいてもビッカース硬度がおおよそ
40Hv程度であった。No.1，2，3は 0.5mmの位置で 60～
90Hv程度と大きな値を示している。

図 -3　中性化深さ（平均値）測定結果（13 年暴露）

図 -4　中性化深さ（最大値）の経時変化

(a) ブランク

(b) No.1

図 -5　中性化速度の変化
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　これは表面含浸材がコンクリート中の水酸化カルシウ
ムと反応し、コンクリート組織が緻密化したために硬度
が増加したと考えられる４）。すなわち、No.1，2，3は
表面含浸材塗布面から深さ 0.5mmの範囲に含浸材が浸透
したと考えられる。
　大嶋ら５）も同方法により表面含浸材の含浸深さを測
定しているが、含浸深さは４mm程度、表面硬度の増加

量はブランクと比較して 18Hv程度であった。大嶋らの
結果と本調査結果を比較すると、硬度の増加量は同程度
であるが、本供試体の含浸深さは極めて浅いことが分か
る。

 5.3 透水量，吸水率試験

　透水量および吸水率試験結果を図 -7に示す。No.1，2

はブランクとほぼ同等の透水量であり、No.3はブラン
クよりも透水量が多くなる結果となった。以上より、表
面含浸材の塗布後 13年経過した各供試体では透水抑制
効果はない、もしくは維持されていないと考えられる。
次に吸水率の比較を行うと No.1，2，3はほぼ同等で、
若干ではあるがブランクを下回る結果となった。 

　吸水率試験の結果では各表面含浸材の含浸層が吸水抑
制効果を発揮したために、ブランクよりも吸水率が低下
したように見えるが、その程度はブランクに比べてわず
かの差であり、含浸層の透水抑制効果がブランクと同程
度であった傾向と変わりはないと考えられる。

 5.4 EPMA による面分析

　各供試体の EPMAによる分析結果を図 -8に示す。表面
含浸材を施工した No.1，2，3においては、図中上面が
施工面である。Cl－の分析結果によると、いずれの供試
体においても、内部にまで Cl－が浸透していることが分
かる。供試体は海岸に近い箇所で暴露しており、飛来塩
分が供試体に付着し、それが内部にまで浸透したと考
えられる。分析結果から、表面含浸材を施工したいずれ
の供試体についても Cl－の浸透抑制効果がない、もしく
は維持されていないと考えられる。また、いずれもコン
クリート表層よりも内部で Cl－の濃度が高くなっている
が、これは中性化に伴う Cl－の移動濃縮が原因であると
考えられる。図中に測定された中性化深さの平均値およ
び最大値を記載しているが、中性化深さが他供試体より
も小さかった No.3では、Cl－の分布がやや表層側に分
布している。

 5.5 調査結果のまとめ

　今回実施した調査では、No.1，2は中性化抑制効果，
透水抑制効果について、ブランクとの有意な差は見られ
なかった。一方、No.3はブランクに比べて中性化深さ
がやや小さい結果が得られた。しかし、含浸後 13年経
過した現在では No.3に透水抑制効果はなく、中性化も
進行していることから、含浸後３年程度までは中性化抑
制効果があった可能性があるが、現在は機能していない
と考えられる。
　表面硬度測定試験から得られた含浸深さはいずれも塗
布面から 0.5mmであり、改質されたのはごく表層のみ
であった。また、いずれの供試体もブランクと比較して
硬度の増加量はあまり大きくない。以上より、No.1～ 3

(c) No.2

(d) No.3

図 -6　表面硬度測定結果

図 -7　透水量，吸水率試験結果
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の表面含浸材は浸透特性や組織の緻密化特性が低く、表
面含浸材の改質効果は期待される程度でなかったと考え
られる。

6. 中性化、透水抑制効果の評価手法

　表面含浸材の含浸層における緻密度が高いほど、もし
くは含浸層が厚いほど、中性化、透水、Cl－浸透の抑制
効果は高くなると考えられる。また、表面含浸材の含浸
層の緻密度が高いとそれに伴って硬度が高くなると考え
られる。これらの推察により、5.2にて示した深さ方向
の表面硬度分布をもとに、表面含浸材の含浸深さと含浸
による表面硬度の増加量で得られる面積によって表面含
浸材による中性化および透水抑制効果を評価した。
　No.1～ 3の深さ方向の表面硬度の分布とブランクの

表面硬度の平均値の比較を図 -9に示す。図中の塗りつ
ぶした範囲が上述した面積である。また、大嶋らが実
施したビッカース硬度試験結果５）を参考値Ａとして併
せて示している。13年暴露した供試体で面積を算出す
ると 3.5～ 10.3Hv・mmであったが、参考値Ａの面積は
64.9Hv・mmであり、大きな差が見られた。

図 -8　EPMA の分析結果（No.1，2，3 は上面が表面含浸材施工面）

(a) ブランク

(c) No.2

(b) No.1

(d) No.3
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　図 -10に算出した面積と中性化深さ，透水試験，吸水
試験の測定結果をブランクに対する割合で表した値を
示す。参考値Ａはメーカーの自社試験結果を示してい
る。参考値Ａと No.1～ 3を比較すると面積の差が大き
く、中性化深さ比，透水比，吸水比も参考値Ａが最も小
さいことが分かる。一方、No.1～ 3は面積の差は小さく、
中性化深さ比，透水比，吸水比は同程度の値となった。
今回調査した供試体と参考値Ａは同一の水セメント比で
ないため正確な比較はできないが、ビッカース硬度と含
浸深さから求まる面積により中性化の抑制や透水阻止性
の評価ができる可能性が示唆された。今後、他の実験等
においても同様の評価手法を試行し、検討を行いたいと
考えている。

(a) ブランク

(c) No.3

(b) No.2

d）参考値 A

図 -9　表面硬度分布の比較

図 -10　表面硬度より求めた面積との相関
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7. まとめ

　屋外暴露後 13年経過した供試体を用いて含浸材塗布
効果を検証した。また、得られた結果に基づき、表面含
浸材による含浸深さと含浸層の改質性能から、表面含浸
材の効果を評価する方法についても検討を行った。その
結果を下記に示す。
⑴　中性化深さを測定した結果、No.1（二酸化ケイ素と
　ケイ酸ナトリウムからなるイオン水溶液にハロゲン硬
　化触媒を付与したもの）、2（二酸化ケイ素を主成分と
　した無機系の親水性呼吸性塗膜 )は無塗布供試体と比
　べて中性化阻止効果の有意な差は見られなかった。一
　方、No.3（コロダイルシリカ（ケイ酸質系成分）、変
　性ポリシロキサン、フッ素樹脂化合物）は他の供試体
　よりも中性化の進行が浅く、塗布された表面含浸材は
　塗布後３年程度までは中性化抑制効果を発揮していた
　可能性がある。
⑵　表面硬度測定の結果、今回測定した供試体は表面含
　浸材の含浸深さが 0.5mmと極めて浅かった。
⑶　透水量および吸水率試験の結果、いずれも無塗布供
　試体と同等であり、表面含浸材の塗布後 13年経過し
　た各供試体では透水抑制効果はない、もしくは維持さ
　れていないと考えられる。
⑷　EPMAによる面分析を行った結果、各供試体とも内
　部に Cl－が進入しており、いずれの表面含浸材におい
　ても Cl－浸透抑制効果がない、もしくは維持されてい
　ないと考えられる。
⑸　深さ方向の表面硬度分布をもとに、表面含浸材の含
　浸深さと塗布による表面硬度の増加量で得られる面積
　によって表面含浸材の改質効果を評価する方法を検討
　した。本方法により中性化抑制効果、透水抑制効果の
　評価ができる可能性が示唆された。
⑹　現在では、当時より性能の向上したけい酸塩系表面
　含浸材が開発されており、今後、それらの経年変化や
　長期耐久性などの性能評価も検討したいと考える。
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1. はじめに

　現在、高速道路に設置されている道路付属物等には溶
融亜鉛めっき処理された鋼材が多く使用されており、西
日本高速道路㈱関西支社管内における鋼製防護柵の総延
長は約 1,900kmにも及んでいる。また、代表的な構造物
としては、防音シェルター、各種の標識、遮音パネル等
があげられるが、これら多くの部材にめっき層の損耗に
よるさびが見られており早急な補修対策が求められてい
る。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橋梁付属物点検時（１回／５年）に
点検者が比較的容易に施工できる簡易補修塗装仕様に関
する検討を行った。

2. 検討概要

　西日本高速道路エンジニアリング関西㈱の自社実績お
よび市場調査の結果から簡易補修として使用可能と思わ
れる補修材料を 11種類選定した（表 -1）。
　試験板（基材）として赤さびが発生した溶融亜鉛めっ
き板を提供し、各メーカーにて試験片の作製を行った。
（一財）日本塗料検査協会にて促進腐食サイクル試験お
よび屋外暴露試験を行い耐久性を評価した。本報では、
促進腐食サイクル試験と屋外暴露試験３年後の外観調査

結果について報告する。

3. 試験片の作製

 3.1 試験板（基材）

　溶融亜鉛めっき板を２％硫酸銅溶液に浸漬し、電磁微
厚計で膜厚を測定しながら残存する亜鉛層および合金層
を 20～ 35 μ m程度に調整水洗後（写真 -1）、塩水噴霧
試験機に入れ、赤さびを発生させた。

表 -1　供試簡易補修材料

仕様 No. 塗布形式 主な成分
Ａ

スプレー
（エアゾール）

エポキシ系樹脂（亜鉛末）
Ｂ エポキシ樹脂系
Ｃ ポリマーセメント（亜硝酸リチウム）
Ｄ エポキシ樹脂系（錆転換形）
Ｅ

はけ塗り

アルコキシシラン化合物（アルミ粉末）
Ｆ ブチルゴム（亜鉛末）
Ｇ エポキシ樹脂系
Ｈ 水性アクリルシリコーン樹脂（熱制御塗料）
Ｉ

テープ貼り
チタン箔

Ｊ 亜鉛箔
Ｋ はけ塗り 亜鉛処理剤

写真 -1 ２％硫酸銅溶液浸漬前後の状態

浸漬前 浸漬後
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 3.2 試験片

　本検討は構造物の全面補修または部材取り替え工事ま
での延命措置として、付属物点検時に施工できる簡便な
補修を想定している。試験板は各３枚づつ、４種ケレン
（写真‐2）で素地調整した後、表 -1に示す簡易補修材
料を各メーカーにて施工した。

　作製した各社塗装試験片を所定の条件で所定の期間乾
燥させた後、屋外暴露試験片の中央の右側にカッターナ
イフで素地に達するカットを、また、促進腐食試験では
下半分にクロスカットを入れている（図 -1）。
　試験片の評価は、一般部とカット部の両方を調査対象
とする。

4. 試験方法

 4.1 塗膜の外観評価

　JIS K 5600-8-1～ 8-5に準じて塗膜の外観を評価す
る。屋外暴露試験片については、はけでごみ・塵埃を取
り除いた後、塗膜外観を目視にて行う。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（さび・膨れなど）の程度を確認する。
　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る。また、カット部の評価
については、カット線からの片側最大塗膜欠陥幅（mm）
をノギスにより計測し、表 -2に示すカット部の欠陥幅
を評価点に換算する基準を用いて点数化を行う。
　塗膜欠陥がさびとふくれの様に混在する場合の評価点
は、一番大きな欠陥の評価点を基準点とし、その他の欠
陥の評価点を 1/2にして加え基準点に反映させる。
　評価点は 10点満点法で行ない、点数が低くなるにし
たがい塗膜欠陥が顕著になり、０点が最低点になるよう
に表記した。
　外観観察結果の評価は、一般部の評価点に８割、の評
価点に２割の重み付けをし、双方の合計点を総合評価点
法として算出した。

 4.2 付着性試験

　外観評価を終えた屋外暴露試験片について、JIS K 

5600 5-7：2014塗膜の機械的性質・付着性（プルオフ法）
に準じ、付着性試験を行う。

 4.3 促進腐食サイクル試験

　促進腐食サイクル試験に用いた試験サイクル条件は、
「JIS K 5600 7-9:2006　付属書Ｃ（規定）」に示すサイ
クルＤ１）とした。サイクルＤの条件を表 -3に示す。

図 -1　試験片のカットの入れ方

写真 -2 ４種ケレンの状態

促進腐食

屋外暴露試験片

表 -2 カット部の欠陥幅を評価点に換算する基準

　最大塗膜欠陥幅（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
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　塗膜の外観評価は、素地調整が４種ケレンであり、比
較的早い時期から塗膜劣化が予想されるため、試験期間
15日後で１回目の外観評価を行い、その後 30日後、60

日後および 90日後の合計４回の外観評価を実施した。

 4.4 屋外暴露試験（海浜暴露）

　屋外暴露試験は「JHS404-2007塗料の暴露防錆性試験
方法」２）に準じて行う。塗装後所定の養生日数経過後、
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。御前崎暴露試験場を
写真 -3に、暴露状況を写真 -4に示す。

5. 試験結果

 5.1 促進腐食サイクル試験

　各仕様の総合評価点の平均値の経時変化を図 -2、一
般部、カット部の評価点平均値の経時変化を図 -3およ
び図 -4に示す。なお、各試験片の評価点は、各仕様に
ついて３枚の平均値で示した。
　塗膜の外観評価を一般部とカット部に分けて評価を
行ったところ、15日後で評価ができないほどの劣化状
態を示した仕様Ｋや、総合評価点が６を下回る仕様Ａ、
仕様Ｃ、仕様Ｇも一部にあったが、他の７仕様について
は 15日後では特に問題のない状況であった。
　多くの仕様は促進腐食サイクル試験 30日後で評価点
５以下を示しているが、仕様Ｂ、仕様Ｉ、仕様Ｅの３仕
様については、促進腐食サイクル試験 90日経過後も十
分な防食性能を維持している。
　仕様Ｄ、仕様 Jの２仕様については促進腐食サイクル
試験 30日後まではある程度の防食性能を維持していた
が、60日後では評価点５を下回る結果となった。仕様Ａ、
仕様Ｃ、仕様Ｆおよび仕様Ｈについては、促進腐食サイ
クル試験 15日～ 30日後の低下傾向が著しく、防食性能
は期待できない。総合評価点より各試験片の優劣を付け
ると以下の通りである。

＜促進腐食サイクル試験総合評価＞

　Ｉ＞Ｅ≧Ｂ＞＞Ｄ＞Ｊ＞Ｇ、Ｈ≧Ａ、Ｆ≧Ｃ＞Ｋ

表 -3 促進腐食サイクル試 1サイクルの試験条件

写真 -3　御前埼暴露試験場

図 -2 促進腐食サイクル評価点の経時変化（総合評価点）

写真 -4  屋外暴露試験状況

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

＊御前崎暴露試験場の立地
　　　　場所　　静岡県御前崎市白羽 143の 1

　　　　位置　　東経 138度 13分 　北緯 34度 35分
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 5.2 屋外暴露試験（海浜暴露）

　屋外暴露試験３年後の塗膜外観評価として総合評価の
経時変化を図 -5、一般部評価の経時変化を図 -6、カッ
ト部評価の経時変化を図 -7に示す。なお各試験片の評
価点は、各仕様について 3枚の平均値で示した。

　総合評価点が７点以上の仕様は３仕様あり、その内２

仕様が塗料タイプであり、スプレータイプの仕様Ｂ、刷
毛塗りの仕様Ｅ、１仕様はテープタイプ仕様Ｉである。
今回試験に供した塗料タイプのうち、ジンク系は３仕様
（仕様Ａ、Ｆ、Ｇ）あり、アルミニウム粉末を含有する
系が１仕様（仕様Ｅ）であった。屋外暴露１年後の総合
評価では、11仕様中４仕様（仕様Ｃ、Ｄ、Ｈ、Ｋ）が
評価できないほどの劣化状況を示したが、屋外暴露３年
後の総合評価では、11仕様中７仕様（仕様Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、
Ｈ、Ｊ、Ｋ）が評価できないほどの劣化状態となった。
　亜硝酸リチウム入りポリマーセメントを用いた仕様Ｃ

は、コンクリート中の鉄筋腐食抑制には実績はあるが、
劣化亜鉛めっき基板ではその効果が見られなかった。
　錆転換形エポキシ樹脂系塗料を用いた仕様Ｄは、一般
部と共に劣化が激しい状態であり、錆層により完全に水
の供給を遮断することが不十分なためか、期待した効果
は得られなかった。
　水性アクリルシリコン樹脂系の熱制御塗料を用いた仕
様Ｈもほぼ同様の傾向である。水系亜鉛処理剤である仕
様Ｋについては成分が不明ではあるが、本検討目的の用
途には適用できないほど暴露１年目より著しい劣化傾向

図 -3 促進腐食サイクル評価点の経時変化（一般部評価点）

図 -4 促進腐食サイクル評価点の経時変化（カット部評価点）

図 -5 屋外暴露評価点の経時変化（総合評価点）

図 -6 屋外暴露評価点の経時変化（一般評価点）

図 -7 屋外暴露評価点の経時変化（カット部評価点）
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を示していた。
　ジンク系仕様では、仕様Ａ、仕様Ｆは著しい劣化傾向
を示しているが、カット部が仕様Ａ、仕様Ｆに比べて良
好な（４点）結果である仕様Ｇの総合評価は 5.6点を示
している。仕様Ｅは３年後においても比較的良好な状態
を維持している。
　テープ系でチタン箔シートを用いた仕様Ｉ、および亜
鉛箔を用いた仕様Ｊについては差が見られ、チタン箔
シート系の仕様Ｉは総合評価で良好な結果（8.3点 )で
あったが、カット部では１年後に比べて著しい劣化傾向
を示した（1.3点）。テープ自身の劣化は認められないが、
カット部では基板界面の接着状況に問題がある状態を示
した部分もある（写真 -5）。5.3項に示す付着性試験結
果も重要な判断材料となると考える。また、仕様 Jにつ
いては、テープを継ぎ合わせて貼り付けているため、そ
の継目部分では若干の反り返りや内部の発錆がうかがえ
る状況であった（写真 -6）。したがって、実用にあたっ
ては継ぎ目からの腐食が起らないよう工夫が必要と思わ
れる。

　局部腐食が発生するような部位は、継手部から凍結防
止剤を高濃度に含む漏水がかかるようなケースが多く、
促進腐食サイクル試験のような腐食環境下に置かれるこ
とも十分に考えられる。従って、暴露試験、促進腐食試
験の双方で性能が良好であった仕様Ｂ、仕様Ｅ、仕様Ｉ

が補修材料の候補として考えられる。これら仕様Ｂ、仕
様Ｅ、仕様Ｉは暴露試験１年終了時で促進腐食試験 90

日の時点での総合評価点とほぼ同様であったが、暴露試
験３年後では暴露試験は促進腐食試験 90日の総合評価
点を若干下回った。促進腐食試験 90日で性能が良好で
あった仕様は暴露試験１年でも良い結果となる可能性が
示唆された。一方、性能のよくなかった仕様は促進試
験 15～ 30日で総合評価点が大きく低下しており、性能
の良好でない仕様は促進試験の早期に判断できる可能性
がある。今回の試験では 11仕様中８仕様が材料提供会
社にて作製された試験片を用いており、実現場での適用
に際しては良好な性能結果を示した材料においても施工
性、作業性などの評価が必要と考える。

 5.3 付着性試験結果

　暴露している各塗装系試験板３枚の内１枚を回収し付
着性試験に供した。なお、回収した試験片で塗膜が残
存していない仕様Ｃ、仕様Ｄ、仕様Ｈ、仕様Ｊ、仕様Ｋ

については付着性試験を実施しなかった。付着性試験は
一般部とカット部の２箇所で実施した。表 -4に屋外暴
露３年後の一般部とカット部付近の付着性試験結果を示
す。表中に用いている破壊箇所に関する記号は以下のと
おりである。

　  破壊箇所　Ａ：基板破壊（さび層での破壊）、
　　　　　　　AB：基板と塗布材間の界面破断、
　　　　　　　BK：塗布材間の界面破断　　　   

　　　　　　　BG：塗布材内の凝集破壊

写真 -5　基板界面の接着状況（仕様 I）

写真 -6　テープ継目のそり返しによる剥がれ（仕様Ｊ）

暴露 1年目

暴露 3年目
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　鋼橋に適用される塗装系での付着性の良否に関する規
定は特にないが、日本鋼構造協会より発行されている「鋼
構造物塗膜調査マニュアル JSS Ⅳ 03-2006」では、評
価点を４段階に分類した事例が記載されている。参考ま
でに「鋼構造物塗膜調査マニュアル　JSS Ⅳ 03-2006」
㈳日本鋼構造協会編　引張付着力の評価点の例３）を以
下に示す。

　　　評価点０：2.0 ≦Ｘ（2.0以上）
　　　評価点１：1.0 ≦Ｘ＜ 2.0

　　　評価点２：0 ＜Ｘ＜ 1.0

　　　評価点３：Ｘ＝ 0

　
　今回得た付着性試験の結果をこの基準に照らし合わせ
ると下記の①から④のように分類される。

　　　①評価点０：仕様Ｂ、仕様Ｅ、仕様Ｇの一般部、
　　　　　　　　　およびカット部
　　　　　　　　　仕様 Iの一般部
　　　②評価点１：仕様 I のカット部
　　　③評価点２：なし
　　　④評価点３：仕様Ａ、仕様Ｆの一般部およびカッ
　　　　　　　　　ト部

　外観評価でカット部付近の基板界面での接着状況を懸
念していた仕様Ｉは、付着性試験では著しい劣化傾向は

認められなかった。暴露３年で外観が良好な仕様Ｂ、仕
様Ｅ、仕様Ｉは付着性試験結果も良好であった。ただ、
外観が良好であった仕様Ｉは一般部の塗布材間（シート
と接着剤）で破断しており、一般部のシートが盛り上がっ
た部分を剥がしてみると写真 -7のような状態であった。
すなわち、付着性試験としては良好な値を示し、外観が
良好であっても使用には注意が必要な仕様もある。

6. まとめ

　本検討における補修材料の用途は局部腐食の比較的に
狭い範囲を補修するもので、基本的に補修箇所に再度ダ

仕様 No. 測定場所 付着強度（N/mm2） 主な破壊場所 (％ )

Ａ
一般部（上部） 0.0※ 1 Ａ

カット部（下部） 0.0※ 1 Ａ

Ｂ
一般部（上部） 3.8 Ａ , ＢＧ

カット部（下部） 2.4 Ａ , ＢＧ

Ｅ
一般部（上部） 2.4 ＢＧ

カット部（下部） 2.1 ＢＧ

Ｆ
一般部（上部） 0.0※ 2  Ａ , ＡＢ

カット部（下部） 0.0※ 2  Ａ , ＡＢ

Ｇ
一般部（上部） 2.0 Ａ , ＢＧ

カット部（下部） 2.4 Ａ , ＢＧ

Ｉ
一般部（上部） 2.3 ＢＫ※3

カット部（下部） 1.9 Ａ , ＡＢ

　　　　　　※ 1 測定セット時にドリー（治具）が離脱
　　　　　　※ 2 測定前にドリー（治具）が離脱
　　　　　　※ 3 塗布材間（シートと接着剤）が破断

表 -4 暴露 3年後の付着性試験結果

写真 -7　仕様 I　シートと基板界面の状況
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メージが加わることはないと思われる。従って、試験片
一般部を比較したところ、塗膜の外観評価として仕様Ｂ、
仕様Ｅ、仕様Ｉは暴露試験３年目までの間で総合評価
が 1.2～ 1.7低下しているものの、付着性試験も評価点
0を示しており、この３仕様は比較的良好であった。す
なわち、劣化した溶融亜鉛めっき鋼板の塗替え補修仕様
について検討した結果、促進腐食サイクル試験と屋外暴
露試験３年の結果から以下の仕様を候補として選定でき
た。
　・エポキシ樹脂系スプレー塗装仕様（仕様Ｂ）
　・アルミ粉末配合アルコシキシラン化合物はけ塗り仕
　　様（仕様Ｅ）
　・チタン箔テープ貼り仕様（仕様Ｉ）
　ただ、仕様Ｉは一般部では接着剤とシートの間で破断、
カット部では基板と補修材料（シート）との界面での破
断を示していることから、今後の変化に目を向ける必要
があるものと考える。今後、大きな変化がなければ暴露
５年後においても総合評価７以上の比較的良好な結果を
示すことが予想される。今回の検討は５年に一度の橋梁
付属物点検時に補修できることを目的としており、５年
間の耐久性を有している必要がある。今後、更に暴露試
験を継続して行う予定である。

[ 参考文献 ]

１）一般財団法人 日本規格協会　塗料一般試験方法－

　　第７部 :塗膜の長期耐久性－第９節 :サイクル腐食
　　試験法－塩水噴霧 /乾燥 /湿潤付属書Ｃ（規定） 　
　　JIS K 5600 7-9:2006　
２）東日本高速道路株式会社 ､中日本高速道路株式会社、
　　西日本高速道路株式会社
　　NEXCO試験方法 第 4編 構造関係試験方法 

３）㈳日本鋼構造協会編「鋼構造物塗膜調査マニュアル
　　JSS Ⅳ 03-2006」
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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㈱（以下、NEXCO）の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る。
　鋼橋の腐食に関する維持管理としては、塗替塗装が広
く実施されている。塗替塗装は鋼材腐食開始前の塗膜劣
化の段階で実施することが望ましいが、塗膜厚や腐食環
境が均一でないため、全ての部位に対して鋼材腐食発生
前の段階で実施することは難しく、鋼材腐食が見受けら
れる橋梁も多数存在する．腐食部分の素地調整が十分で
ないと、腐食表面形状の凹凸の影響で局部的な薄膜や初
期欠陥を生じたり、錆中の塩の影響により塗膜下腐食に
よる塗膜の早期劣化が懸念されるため４）５）、素地調整に
よる除錆が塗膜の耐久性には重要である。
　近年、塗装環境の改善や人体への影響軽減、施工性、
費用軽減など様々な目的に応じて多くの素地調整方法が
提案されているが、それらの塗膜性能や耐久性に与える
影響についての知見は少ない。
　そこで、塗替塗装における各種素地調整の最適化を目
的に、実橋を想定した７種類の鋼材表面状態を試験片上
に作成し、８種類の素地調整方法を施した場合の塗膜性
能や耐久性を比較検討した。加えて、塗装環境、施工性、
費用も考慮した総合評価を実施した。

2. 試験概要

 2.1 実橋鋼材表面状態を想定した試験片の準備

　実橋鋼材表面状態を想定し、表 - １(1)の７種類の素
地調整用試験片を準備した。
　試験片は暴露・促進試験を実施することを考慮して、
平面寸法が 150 × 70mm、300 × 150mmの鋼板を用いた６）。

(A)～ (C)は SS400材に対して、(E)は SS400材に道路
橋示方書７）の最小中心間隔となるよう M20の高力ボル
ト（F10T、S10Tを同数）を設置したものに対して、旧
Ａ、旧Ｂ、Ｃ、F11塗装系 8) 9)を塗装することで作成した。
(D)は SS400材に対して、旧Ａ塗装系を２回塗装した後、
c-3塗装系Ａ８）を総膜厚が 1000 μ mとなるように下塗膜
厚を調整して塗装することで作成した。なお、旧Ａ、旧
Ｂ塗装系の鉛系さび止めペイントは、鉛クロムフリーさ
び止めペイントで代用している。(F)は SS400材に、(G)
は SMA490材に対して JISK5600-7-9付属書 1サイクル D

に準じた促進試験（以下、CCT）を 120サイクル実施し、
その後北陸自動車道の親不知高架橋下（新潟県糸魚川市
外波）で１年暴露してさび鋼板を作成した。
　塗装を施した (A)～ (E)については、厳しい環境を
想定して、塗装表面に塩水浸漬により塩分を人工付着
（1999mgNaCl/㎡以上）させたのち、その塩分を洗浄す
ることなく素地調整を実施している。

 2.2 素地調整方法

　表 -1(1)の試験片に対して、表 -1(2)の８種類の素地
調整方法を実施した。①②は NEXCOにおける標準的な方
法８）、③～⑧は塗替塗装現場での施工実績がある方法よ
り選定した。
　各素地調整の施工条件を表 -2に示す。実橋の施工と
同様な施工条件となるよう、施工者へのヒアリングを元
に条件を決定した。
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 2.3 評価項目

 

　評価は表 -1(3)の９項目に対して実施した。
　「残存表面塩分量」は、素地調整前の清掃や除塩を行
うことなく直接素地調整した直後に電導度法により求め
た。 

　「表面粗さ」は，素地調整した直後に 3Dマイクロスコー
プにより算術平均粗さ (Ra)と十点平均粗さ (Rzjis)を
求めた。 

　「塗膜付着力」は、素地調整した後に c-3塗装系を塗
装した試験片に対して、JIS K 5600-5-7のプルオフ法
で付着力測定と破壊面観察を行った。なお、⑥⑦は塗膜
除去を行う方法であり除錆までは実施できないため、通
常は①②と組み合わせて用いられているが、その場合は
①②と同じ素地面の評価となることが想定されるため、
試行的に錆固定化剤を塗布した後、c-3塗装系を塗装し
た。 

　「残留錆・内在塩分状況」の観察は、素地調整した直
後に表面を養生し、試験片下端 30mm下、EPMA）で Fe、O、
Cl元素分布を観察することで行った。 

　「腐食耐久性」の評価は、「塗膜付着力」と同様に塗

装を実施した後、CCTを 600サイクル実施した。文献 10)

の促進倍率を用いると、厳しい環境（親不知高架下）で
約６年暴露した状態に相当する。なお、腐食耐久性の評
価は実環境に近い暴露試験での結果をもって行うのが望
ましいが、暴露試験は開始から間もなく各試験片での差
が見られなかったため、今回の評価からは除いている。
　その他、試験片製作の状況から「粉塵量」と「作業時間」
を評価した。加えて、「施工費用」と「廃棄物量」を積
算資料、Webの情報、ヒアリングにより整理した。
　各評価については、総合判断を実施するため 10点満
点で評価点をつけた。評価点の配点方法については、３．

の各々の結果の部分で説明する。

3. 試験結果

 3.1 素地調整後の状況

　各素地調整後の状況を図 -1に示す。一例として、試
験片 (F)に対して⑥⑦を除く素地調整を実施した写真
と、試験片 (C)に対して⑥⑦を実施した写真を示した。
目標の除せい度として、①③⑤は ISO Sa2・1/2，②④

A 旧Ａ塗装系
B 旧Ｂ塗装系
C Ｃ５塗装系
D 1000μm厚膜塗装
E Ｆ 11塗装系
F 普通鋼さび板
G 耐候性鋼さび板

① 非金属系乾式ブラスト
② ディスクサンダー
③ 金属系乾式ブラスト
④ ブラスト面形成動力工具
⑤ 湿式ブラスト
⑥ 塗膜はく離剤
⑦ 電磁誘導加熱法
⑧ レーザー

⒜ 残存表面塩分量
塗膜性能⒝ 粗面粗さ

⒞ 塗膜付着力
⒟ 残留錆・内在塩分状況

耐久性
⒠ 腐食耐久性
⒡ 粉塵量 塗装環境
⒢ 作業時間 施工性
⒣ 施工費用

費用
⒤ 廃棄物量

表 -1　試験概要

表 -2　各素地調整の施工条件

(1) 試験片 (2) 素地調整方法 (3) 評価項目

方法 ①非金属系乾式ブラスト ②ディスクサンダー ③金属系乾式ブラスト ④ブラスト面形成動力工具

施工
条件

フェロニッケルスラグ (JISZ0312)

粒度：0.25～ 2.80mm

空気圧：690kPa

研削材量：50kg/㎡

砥石♯ 24

最高周速度：72m/s

スチールグリッド (JISZ0311)

粒度：1.00mm以下
空気圧：690kPa

研削材量：35kg/㎡

ブラシ材質：スチール
回転数：3200回 /min

方法 ⑤湿式ブラスト ⑥塗膜はく離剤 ⑦電磁誘導加熱法 ⑧レーザー

施工
条件

銅スラグ (JISZ0312)

粒度：2.36mm以下
空気圧：640kPa

研削材量：50kg/㎡
水使用量：13ℓ /㎡

水性塗膜はく離剤
塗付回数：２～６回
養生時間：24h/回
養生温度：22.7℃

養生湿度：33％

出力設定
板：45kW × 2秒
ボルト：22kW × 2秒

波長：1070nm

出力：2kW

照射円径 板：約 20mm

　　 ボルト：約 10mm
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は ISO St3とした。⑥⑦は、はく離可能塗膜が全面はが
れた状態を、⑧は目視で塗膜や錆が見えなくなることを
目標に実施した。なお、⑥は塗膜はく離剤の塗布のみで
は剥がせなかったため碁盤目状に傷をつけた後に再塗布
して剥がしたため、写真には碁盤目状の模様が見える。
　結果として、①③⑤および⑧は、どの試験片において
も塗膜や錆の残存を目視で確認できない程度まで除去
可能であった。②④は、孔食の錆やボルト間で工具の入
らない部分の塗膜の除去は実施できなかった。孔食の錆
に関しては④の方が②よりも除去できるが、①③⑤と比
較するとその程度は劣っている。⑥⑦は錆や無機ジンク
リッチペイントの除去は出来ず、エポキシ樹脂塗料も完
全には取りきれなかった。

 3.2 残存表面塩分量

　残存表面塩分量の結果を表 -3に示す。対象とした試
験片は (A)(D)(F)(G)の４試験片である。試験片１枚に
対し、１種類の素地調整を実施した。評価点は平均値の
一番低いものを 10点、一番高いものを０点として、線
形で配点した。
　残存表面塩分量の平均値は②④⑦で 50mg/㎡以上と
なった。50mg/㎡以上の塩分が付着していると塗装後早

期に塗膜欠陥を生じやすいとされている 11)。動力工具
や電磁誘導加熱法では、素地調整前に表面の塩分を水洗
いなどで除去する必要があると考えられる。 逆に、そ
の他の方法については、事前に塩分除去作業をしなくて
も素地調整作業により 50mg/㎡以下となることが確認で
きた。

 3.3 表面粗さ

　表面粗さの結果を表 -4に示す。対象とした試験片は
(D)(F)(G)の３試験片である．試験片１枚に対し、１種
類の素地調整を実施した。評価点は塗装および金属溶射

に対して求められる表面粗さの 50～ 80 μ mRzjis、８μ

mRa以上 11)を目安として、２点刻みで配点した。なお、
⑦⑧はアンカーパターンを形成できない塗膜はく離工法
であるため０点としている。
　算術平均粗さ (Ra)と十点平均粗さ (Rzjis)の結果は
ブラスト工法（①③⑤）が良好な結果となった。ブラス
ト工法の評点の差は、研削材の材質、吹付圧、研削時間
に影響すると思われるため、本結果はあくまで一例だが、
その他の方法よりもブラスト工法の方が良好な表面粗さ
を得られることは確認できた。

図 -1　素地調整後の状況

表 -3　残存表面塩分量

素地調整方法

試験片 単位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

A mgNaCl/㎡  0.7  66.4 0.0 64.7 0.0 24.5  15.6 11.2

D mgNaCl/㎡  0.0 371.0 0.0 17.7 0.0 -   9.5 17.9

F mgNaCl/㎡ 14.5 212.0 1.8 76.8 0.0 21.2 388.0 13.5

G mgNaCl/㎡ 13.2  47.8 0.0 52.4 0.0 33.1 234.0  9.8

平均 mgNaCl/㎡  7.1 174.3 0.5 52.9 0.0 26.3 161.8 13.1

評価点 点 10 0 10 7 10 8 1 9
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 3.4 塗膜付着力

　塗膜付着力の結果を表 -5に示す。対象とした試験片
は (D)(F)(G)の３試験片である。測定は試験片１枚つき
３箇所とし、表 -5の (D)(F)(G)にはその平均値を記載
している。評価点は (D)(F)(G)の平均値の一番高いもの
を 10点、一番低いものを０点として、線形で配点した後、
鋼材との界面破壊が見られたものは１点減点として配点
した。
　動力工具や塗膜はく離工法（②④⑥⑦）は塗膜付着力
も低く、破壊形状も鋼材との界面破壊の面積割合が高
かった。ブラスト工法やレーザー（①③⑤⑧）は付着力
も高く、破壊形状も鋼材との界面破壊も生じにくい傾向
だった。

 3.5 残留錆・内在塩分状況

　残留錆・内在塩分状況として、断面の EPMAマッピン
グ画像を表 -6に示す。対象とした試験片は (F)(G)の２

試験片である。画像は切断面を反射電子画像（SEM）で
一通り観察し、鋼素地と色合いが異なる部分（灰色部分）
の面積が多い位置を抽出して撮影した。写真は横幅が
600 μ m程度である。Fe、O、Cl元素のマッピング画像の

着色は寒色→暖色になるほど高濃度に存在することを示
し、色彩のレンジは比較できるよう各マッピング画像で
統一してある。評価点は Cl、０元素の分布面積より２

点刻みで配点した。
　０元素の分布をみると、どの素地調整方法でも着色部
分が見え、酸化物が鋼材表面に残留していることが分
かる。また、乾式ブラスト工法（①③）では、０元素を
塞ぐように Fe元素が存在する。これは、研削材により
鋼材表面が叩かれ塑性変形することで錆を閉じ込めてし
まったものと思われる。０元素の残存範囲は従来方法で
ある非金属系乾式ブラストの①よりも、③⑤⑧が少な
かった。
　Cl元素の分布をみると、着色は鋼材と錆との境界に
局所的に存在している。これは塩化物イオンネストと考
えられ、錆層内に存在する場合は酸化剤として腐食を助
長する要因となりうる。本試験では０元素の残存の多い
ものには Cl元素も多く観察された。動力工具や塗膜は
く離工法（②④⑥⑦）は錆表面にも Cl元素が見られる。
素地調整前の錆板には表面にも Cl元素の分布を確認し
ているため、表面の Cl元素も十分取りきれていない結
果と考えられる。

表 -4　表面粗さ

表 -5　塗膜付着力

素地調整方法

試験片 単位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

D
μ mRa  9.3  1.4 12.2  3.0 13.9  2.6   3.9  6.0

μ mRzjis 40.3  5.9 49.0 10.4 58.7 11.7  14.7 30.9

F
μ mRa 29.7 19.7 26.0 27.9 29.1 25.0  28.6 29.3

μ mRzjis 77.7 58.6 72.4 76.0 78.7 66.7  70.8 79.7

G
μ mRa 20.8  7.3 24.2 11.7 25.6 41.2  44.8 23.3

μ mRzjis 66.9 28.7 68.6 38.4 70.4 75.3 117.2 66.3

評価点 点 6 2 8 2 10 0 0 4

素地調整方法

試験片 単位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

D MPa  7.6  6.4  6.8 6.5  7.4 6.6 7.2  7.3

F MPa 11.9  9.3 10.7 4.9 10.3 6.6 8.7 12.7

G MPa 13.0 11.9 14.6 8.5 13.6 6.5 9.5 14.3

平均 MPa 10.9  9.2 10.7 6.6 10.5 6.6 8.4 11.4

鋼材との界面破壊　 有 有 有 有 有 有

評価点 点 9 5 9 0 7 0 3 9
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 3.6 腐食耐久性

　腐食耐久性として、CCTを 600サイクル実施した後の
クロスカット部からの塗膜のふくれ幅の最大値を表 -7

に示す。クロスカットは文献６）に従い付与した。対象
とした試験片は (D)(F)(G)の３試験片である。試験片１

枚に対し、１種類の素地調整を実施し、CCTを実施した。
評価点は平均値の一番低いものを 10点、一番高いもの
を０点として、線形配点した。
　動力工具（②④）や錆固定化剤を塗布した塗膜はく離
工法（⑥⑦）は塗装のふくれ幅も大きく、クロスカット
部からの錆汁の流れ出しも確認できた。ブラスト工法や
レーザー（①③⑤⑧）はほとんど変状がなく今のところ
良好な結果となっている。引き続き CCTを実施すると共
に、暴露試験も実施していく予定である。

 3.7 粉塵量

　粉塵量の結果を表 -8に示す。粉塵量を測定したので
はなく、作業状況から塗膜はく離工法（⑥⑦）を 10点、
非金属系乾式ブラストの①を０点として２点刻みで配点
した。

 3.8 作業時間

　作業時間の結果を表 -9に示す。対象とした試験片は
全試験片である。試験片 (E)の作業時間はボルト１本
当たりに対して時間を測定し、標準的なＩ形断面桁の
ウェブのボルト本数として文献 12)を参考に 130本 /㎡
として㎡に換算している。評価点は平均値の一番低いも
のを 10点、一番高いものを０点として、線形で配点した。
　小さな試験片に対して時間を測定しているため、実際
の作業とは時間が異なると考えられるが、塗膜はく離剤

表 -6　断面の EPMA マッピング画像

表 -7　クロスカット部からの塗膜のふくれ幅

素地調整方法

試験片 単位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

D mm 0.8 5.8 1.6 7.1 1.0 8.4 10.9 2.0

F mm 1.1 4.6 1.3 4.6 0.8 7.4 21.0 1.3

G mm 0.8 3.5 1.8 4.6 0.0 2.6  1.6 1.5

平均 mm 0.9 4.6 1.6 5.4 0.6 6.1 11.2 1.6

評価点 点 10 6 9 5 10 5 0 9
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（⑥）は養生期間が必要な上、数回の塗布が必要な場合
があり、時間がかかった。従来方法である非金属系乾式
ブラストの①よりも作業時間が短いものは電磁誘導加熱
法（⑦）のみだった。

 3.9 施工費用

　施工費用の試算結果を表 -10に示す。費用の算出は、
積算資料、Webの情報、ヒアリングにより行った。評価
点は費用の一番低いものを 10点、一番高いものを０点
として、線形で配点した。

表 -9　作業時間

表 -8　粉塵量

表 -10　施工費用

表 -11　廃棄物量

素地調整方法

試験片 単位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

A 分／㎡ 15.9  95.2 15.9 381.0 168.3 3,070 15.9 287.3

B 分／㎡ 12.7  95.2 12.7 476.2 174.6 3,070 12.7 300.0

C 分／㎡ 19.0  95.2 20.6 666.7 177.8 3,070 12.7 379.4

D 分／㎡ 17.4 115.4 18.0 269.2 117.1 8,152 15.0 644.4

E 分／㎡ 55.7 300.0 42.5 540.0 169.0 3,790 11.9 714.2

F 分／㎡ 22.2  70.5 27.0 102.6  94.0 - - 152.6

G 分／㎡  7.8  70.5 25.4 102.6  98.5 - - 216.8

平均 分／㎡ 21.5 120.3 23.2 362.6 142.7 4,231 13.6 384.9

評価点 点 10 10 10 9 10 0 10 9

素地調整方法

単位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

評価点 点 0 6 2 6 4 10 10 8

素地調整方法

直工費 単位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

素地調整 円／㎡ 4,760 1,510 6,501 6,812 9,000 12,414 5,607 40,000

錆固定化剤 円／㎡ - - - - - 1,348 1,348 -

計 円／㎡ 4,760 1,510 6,501 6,812 9,000 13,762 6,955 40,000

評価点 点 9 10 9 9 8 7 9 0

素地調整方法

単位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

廃棄物量 kg/㎡ 40 0 2 0 70 1 0 0

評価点 点 4 10 10 10 0 10 10 10
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　従来方法である非金属系乾式ブラストの①やディスク
サンダーの②よりも施工費用が大きくなるものがほとん
どだった。

 3.10 廃棄物量

　施工費用の試算結果を表 -11に示す。廃棄物量は除去
する塗膜の重量を除き、ブラスト材、水、塗膜はく離
剤の重量で比較している。廃棄物量の算出は積算資料、
Webの情報、ヒアリングにより行った。なお、金属系乾
式ブラスト（③）は研削材を再利用することを前提に廃
棄物量を求めている。評価点は廃棄物量の一番低いもの
を 10点、一番高いものを０点として、線形で配点した。
　湿式ブラストは水を使用する分、廃棄物量が最も多く
なるが、それを除くと従来方法である非金属系乾式ブ
ラストの①よりも廃棄物量が少なくなるものがほとんど
だった。

 4. 総合評価

  4.1 階層化意思決定法

　９項目の評価項目について、表 -3 ～ 11で 10点満点
での評価点をつけた。これらの評価点を用いて総合評価

を実施する。総合評価の方法として、階層化意思決定法
（以下、AHP）を用いた。AHPとは、不確定な状況や多様
な評価基準における意思決定手法として、主観的判断を
元にした手法の１つである 13)。
　本検討の階層モデルを図-2に示す。AHPは「評価項目」
と「代替案」の関係と、「評価項目」同士の関係を整理
することで「総合目的」を数学的に判断することができ
る。「評価項目」と「代替案」の関係については表 -3 ～

11で評価点を通して整理したため、「評価項目」同士の
関係を一対比較により整理する。
　評価項目の一対比較結果を表 -12に示す。表 -12のよ
うに行（縦の項目欄）と列（横の項目欄）の関係を比較
していくことで、全ての項目についての一対比較（９項
目×９項目＝ 81対）を行った。比較は以下の判断基準
に基づき主観的判断を元に点数化した。
　１：両方の項目が同じくらい重要
　３：行の項目が列よりやや重要
　５：行の項目が列より重要
　７：行の項目が列よりかなり重要
　９：行の項目が列より絶対的に重要
　　　（なお、2、4、6、8の値は補間的に利用）
　※上の数の逆数：後の項目から前の項目をみた場合に
　　用いる。

　表 -12は一対比較により主観で点数化していることか
ら、その点数の整合性が取れていない可能性がありうる。
例えば、「xより yが重要」で、「yより zが重要」な場
合に、「xより zが重要」とならないと整合性が取れな
いが、そうならない組合せが存在しうる。そういった評
価の整合性の確認として、一対比較行列Ａ（表 -12の緑
色部分）の最大固有値の大きさから整合性を判断する式

図 -2　本検討の階層モデル

表 -12　評価項目の一対比較表

⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ 幾何平均
Ai

重要度 Wi
(Ai/ƩAi)

⒜ 1 1 1/3 1/3 1/5 3 7 5 5 1.314 0.097

⒝ 1 1 1/3 1/3 1/5 3 7 5 5 1.314 0.097

⒞ 3 3 1 1 1/3 5 7 5 5 2.398 0.177

⒟ 3 3 1 1 1/3 5 7 5 5 2.398 0.177

⒠ 5 5 3 3 1 7 9 7 7 4.457 0.329

⒡ 1/3 1/3 1/5 1/5 1/7 1 5 3 3 0.674 0.050

⒢ 1/7 1/7 1/7 1/7 1/9 1/5 1 1/3 1/3 0.216 0.016

⒣ 1/5 1/5 1/5 1/5 1/7 1/3 3 1 1 0.394 0.029

⒤ 1/5 1/5 1/5 1/5 1/7 1/3 3 1 1 0.394 0.029

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ƩAi＝ 13.559
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-1が提案されている 14)。

　　　 ｛（1/w1  1/w2 … 1/wn）・A・w｝/n － n
　CI ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1　
　　　　　　　　　　　n －１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……式－１

　ここで、CIは評価の整合度、wiは各項目の重要度、 w
は重要度のベクトル（表 -12の黄色部分）、nは評価項
目数である。
　式 -1を満たす場合に評価の整合性が取れていると判
断できるが、表 -12を計算すると、CI=0.087 ≦ 0.1と
なり整合性が取れていることが確認できた。

 4.2 総合評価結果

　「評価項目」と「代替案」の関係を表 -3 ～ 11で、「評
価項目」同士の関係を表 -12で整理した。その結果を元
に「総合目的」である最適な素地調整について求める。
表 -12の重要度と、表 -3 ～ 11の評価点から総合評価を
実施した。その結果を表 -13および図 -3に示す。
　従来方法である非金属系乾式ブラストの①と比較する
と、湿式ブラスト、レーザー、金属系乾式ブラストの評
価点が高い結果となり、10点満点の評価で８点以上の
結果となった。動力工具や塗膜はく離工法（②④⑥⑦）
は評価点が４点程度以下となっており、ブラスト工法に
比べて評価点は良くない結果となった。

表 -13　総合評価結果

図 -3　総合評価結果

素地調整方法　Si

評価項目 重要度
Wi

①
非金属系
乾式
ブラスト

②
ディスク
サンダー

③
金属系
乾式
ブラスト

④
ブラスト面
形成
動力工具

⑤
湿式
ブラスト

⑥
塗膜
はく離剤

⑦
電磁誘導
加熱法

⑧
レーザー

⒜残存表面塩分量 0.097 10 0 10 7 10 8 1 9

⒝表面粗さ 0.097 6 2 8 2 10 0 0 4

⒞塗膜付着力 0.177 9 5 9 0 7 0 3 9

⒟残留錆・内在塩分状況 0.177 4 0 6 0 8 2 0 10

⒠腐食耐久性 0.329 10 6 9 5 10 5 0 9

⒡粉塵量 0.050 0 6 2 6 4 10 10 8

⒢作業時間 0.016 10 10 10 9 10 0 10 9

⒣施工費用 0.029 9 10 9 9 8 7 9 0

⒤廃棄物量 0.029 4 10 10 10 0 10 10 10

総合評価　Ʃsi・wi 7.7 4.1 8.2 3.5 8.5 3.8 1.8 8.4
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 5. まとめ

　塗替塗装における各種素地調整の最適化を目的に、実
橋を想定した７種類の鋼材表面状態を試験片上に作成
し、８種類の素地調整方法を施した場合の塗膜性能や耐
久性を比較検討した。加えて、塗装環境、施工性、費用
も考慮した総合評価を実施した。
　本検討において得られた主な結果を以下にまとめる。
　(1) 塗膜性能として、「残存表面塩分量」「表面粗さ」「塗
　　　膜付着力」を評価すると、ブラスト工法やレーザー
　　　が良好な結果となった。
　(2) 耐久性として、「残留錆・内在塩分状況」「腐食耐
　　　久性」を評価すると、塗膜性能と同様にブラスト
　　　工法やレーザーが良好な結果となった。
　(3) 施工性として、「作業時間」を評価すると、電磁
　　　誘導加熱法が従来方法である非金属系乾式ブラス
　　　トよりも良好な結果となった。
　(4) 階層化意思決定法を用いて最適な素地調整方法を
　　　総合評価したところ、従来方法である非金属系乾
　　　式ブラストより湿式ブラスト、レーザー、金属系
　　　乾式ブラストがよい結果となった。

　今回の検討は小さな試験片に対して限られた素地調整
方法を比較したのみであることから、今後試験施工デー
タの分析、利用実態の収集を進めていくことで信頼性の
高い最適な素地調整方法の選定ができると考える。また、
最も高い重要度となった腐食耐久性の評価として、CCT

の期間が短く、暴露試験の結果を反映できていない状況
であった。耐久性の評価を引き続きの実施が必要である。
加えて、単独の素地調整方法のみではなく、複数の方法
を適材適所で使い分けることや、複数の方法を組み合わ
せて実施することの検討する必要がある。
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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

JPMS 30「鋼構造物用水性さび止めペイント」　

JPMS 31 ｢ 鋼構造物用水性耐候性塗料 ｣ の概要

塗装工程 Rc-Ⅰ塗装仕様

素地調整 １種

防錆下地 有機ジンクリッチペイント

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

1. JPMS 制定の背景

　塗料の塗装による VOC排出量は平成 26年度で 27.4万
ｔ／年であり、VOCインベントリ検討会（環境省）にお
ける集計結果では、平成 26年度の全発生源品目別排出
量 69.2万ｔ／年の 39.6％と、発生源品目別では最も多
い。しかも、その VOC排出量の低下率は平成 22年度以
降、鈍化している。特に重防食塗料分野の水性塗料化率
は、日塗工が毎年実施している ｢平成 26年度塗料から
の VOC排出実態推計のまとめ ｣のデータにおいて、同じ
屋外塗装が中心の建築塗料分野が 61.3％であるのに対
して、僅か 5.0％である。
　この分野においては、塗膜保証の観点から、長年の実
績が重んじられることや塗装作業が気象条件の影響を受
け易いことなどにより、塗装工事発注者や塗装施工業者
は、工期、塗装コストが優先される中で、使い慣れた、
比較的タフさのある溶剤形塗料を使ってきた。それが、
水性塗料の普及及びその規格化が遅れてるのが原因とさ
れている。
　そのことは、重防食分野における採用の指針とされる
平成 26年３月改定「鋼道路橋防食便覧」においても、
標準仕様には組み込まれておらず、付帯資料に、新技術
の塗装系として紹介されていることからも理解できる。
　しかし、最近の環境配慮の高まりの中、大気中への排
出率がほぼ 100％の重防食塗料分野においても、独立行
政法人土木研究所において、塗料各社と水性塗装仕様の
共同研究が行なわれている。また、東京都の歩道橋や首
都高速道路㈱の道路架橋への水性塗料の採用物件が多く
なってきている。
　一方で、今後の水性塗料普及のためには、「鋼道路橋
防食便覧」や ｢公共建築工事標準仕様書 ｣などに、標準
塗装仕様として掲載されることが最善の近道とされてお
り、それに掲載される条件として、規格化が必須条件と
されている。そのため、環境庁、国交省、経産省、東京
都などからの水性塗料規格の早期制定の要望が強くなっ
てきている。
　以上より、（一社）日本塗料工業会（以下、日塗工）
技術委員会の重防食塗料部会は重防食水性塗料規格化プ

ロジェクトを発足して平成 26年度から規格制定の検討
を行なってきている。

2. 検討経緯

⑴　平成 26年 10月 7日、日塗工　重防食塗料部会に重
　防食塗料水性規格化プロジェクトを発足して、規格作
　成方針とスケジュールを決定した。なお、メンバーは
　重防食塗料部会の６社より選定した。
　　平成 26年度　２回開催：
　　　各社からの品質試験結果の集約
　　平成 27年度　４回開催：
　　　品質規格の決定と原案作成
　　平成 28年度　２回開催：
　　　適用範囲、評価項目など JIS化を想定した修正
⑵　平成 27年 5月 28日、重防食塗料部会のメンバーか
　らなる JPMS原案作成委員会を発足させ、重防食塗料
　水性規格化プロジェクトの原案を審議した。
  　平成 27年度　2回開催：JPMS原案審議
　　平成 28年度　1回開催：JPMS原案最終審議（5/30）
⑶　平成 28年 7月 8日　日塗工　標準化委員会で承認
　される。
⑷　平成 28年 7月 14日　日塗工　理事会で承認、JPMS

　　として制定された。

3. JPMS 30、31 の概要

　重防食塗料の塗装仕様については、｢鋼道路橋防食便
覧 ｣では、代表的な塗替え塗装仕様、Rc-Ⅰ塗装系は以
下の内容である。
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　今回、制定した JPMS 30は、下塗工程の水性変性エポ
キシ樹脂塗料などの下塗水性塗料を規定し、JPMS 31は、
中塗、上塗工程の水性ふっ素樹脂塗料などの水性耐候性
塗料を規定している。
　また、防錆下地工程の有機ジンクリッチペイントや新
設塗装仕様（C-5、D-5）に使われる無機ジンクリッチプ
ライマーの水性化については、採用実績も少なく、各塗
料会社とも課題も多いため、今回は規格化を見送ること
としている。
　さらに、今回の JPMSは、約２年後の JIS制定時のス
ムーズな立上げの環境づくりを意識している。例えば、
塗料製造会社側では、JPMSで規定した塗料の実績を積
むことや２年暴露の経過の確認などである。また、塗料
使用者側では、塗装実績やその塗装における課題の整理
と対策などを検討していただきたいと思っている。一
方、JPMSの内容は、各々現行溶剤規格 JIS K 5551、JIS 

K 5659と合体することを想定した形となっている。例
えば、現行規格の試験方法などは、そのまま踏襲し、水
性特有の品質規格を加えた内容となっている。また、今
後、見直しが必要な箇所についても、他の規格を参考に
して JPMS原案作成段階で議論し、修正を行なっている。

　規格名称：

　　JPMS 30 ｢ 鋼構造物用水性さび止めペイント ｣

　　現行溶剤形品質規格 JIS K 5551 ｢ 構造物用さび止
　めペイント ｣の水性塗料規格
　・JPMSは水性塗料の単独規格とし、JISでは現行溶剤
　　形規格 JIS K 5551と合体させることとした。
　・被塗物は鋼構造物（鉄部）に限定した。また、現行
　　の品質規格、試験方法を踏襲した。JISでは、建築
　　分野も適用範囲に入るため、従来どおりの規格名称
　　の「構造物用さびペイント」とすることとした。
　・適用範囲に‘鉛、クロムなどの有害な重金属を使用
　　しない’を記載し、その分析を品質項目から削除し
　　た。この件に関しては、長時間の議論を要したが、
　　現実的に有害金属を含む防錆顔料は使用されておら
　　ず、各標準仕様書もその使用を禁止しており、有害
　　な重金属を含む顔料は使用されない環境はすでに出
　　来上がっていると判断した。したがって、塗料工業
　　会の自主管理規定である JPMSにおいては、分析項
　　目を削除することとした。今後は、JIS原案作成委
　　員会で、再度、議論していくこととした。
　・水性塗料の特性から、低温安定性試験を追加した。
　　また、半硬化乾燥性についても５℃の低温乾燥条件
　　を追加した。

　規格名称：JPMS 31 ｢ 鋼構造物用水性耐候性塗料 ｣

　　現行溶剤形品質規格 JIS K 5659 ｢ 鋼構造物用耐候
　性塗料 ｣の水性塗料規格
　・JPMSは水性塗料の単独規格とし、JISでは現行溶剤
　　形規格 JIS K 5659と合体させることとした。
　・被塗物は鋼構造物とし、現行の品質規格、試験方法
　　を踏襲した。
　・適用範囲に‘鉛、クロムなどの有害な重金属を使用
　　しない’を記載した。
　・水性塗料の特性から、低温安定性試験を追加し、ま
　　た、加熱残分品質項目では塗料の安定性を維持する
　　ため、加熱残分を下げることとした。(10％ )

　・現行溶剤規格では、２液形のみであったが、水性塗
　　料の技術的な進歩もあり、採用実績もあるため、１

　　液形にも適用することとした。
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項目 品質 試験項目番号
容器の中の状態 かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。 6.4

低温安定性（-5℃）　 変質しない。 6.5

半硬化乾燥性 半硬化乾燥している。 6.6

塗装作業性 支障がない。 6.7

塗膜の外観 正常である。 6.8

ポットライフ a) 規定時間後，使用できる。 6.9

たるみ性 たるみがない。 6.10

上塗り適合性 支障がない。 6.11

耐おもり落下性（デュポン式） 割れ及び剥がれがない。 6.12

付着性 分類１又は分類 0ｂ）。　 6.13

耐熱性 外観が正常である。試験後の付着性試験で分類２，分類１ 

又は分類 0ｂ）。 6.14

サイクル腐食性 さび，膨れ，割れ及び剥がれがない。 6.15

屋外暴露耐候性 さび，膨れ，割れ及び剥がれがない。 6.16

注 a) １液形は適用除外とする。
　ｂ）JIS K 5600-5-6の表１試験結果の分類による。　

項目
上塗り塗料

中塗り塗料 試験項目番号
１級 ２級 ３級

容器の中の状態 かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。 7.4

低温安定性（－ 5℃） 変質しない。 7.5

表面乾燥性 表面乾燥する。 7.6

塗膜の外観 正常である。 7.7

ポットライフ a) 規定時間後，使用できる。 7.8

隠ぺい率 ％ 白・淡彩 b) は 90以上，鮮明な赤及び黄は 50以上，その他の色は 80

以上
7.9

鏡面光沢度（60度） 70以上 － c) 7.10

上塗り適合性 － c) 支障がない。 7.11

耐屈曲性 折曲げに耐える。 7.12

耐おもり落下性
（デュポン式）

塗膜に割れ及び剝がれが生じない。 7.13

層間付着性 Ⅰ － c) 異常がない。 7.14

Ⅱ 異常がない。 7.15

耐アルカリ性 異常がない。 7.16

耐酸性 異常がない。 7.17

耐湿潤冷熱繰返し性 湿潤冷熱繰返しに耐える。 7.18

4. JPMS 30、31 の品質項目

　4.1 JPMS 30 品質項目（抜粋）

　4.2 JPMS 30 品質項目（抜粋）
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加熱残分　％ 白・淡彩 b) は 40以上，その他の色は 30以上 白・淡彩 b) は
50以上，その他
の色は 40以上

7.19

促進耐候性 照射時間 2000

時間の促進耐
候性試験に耐
える。

照射時間 1000

時間の促進耐
候性試験に耐
える。

照射時間 500

時間の促進耐
候性試験に耐
える。

－ c) 7.20

屋外暴露耐候性 光沢保持率が
60％以上で白
亜化の等級が
1又は 0

光沢保持率が
40％以上で白
亜化の等級が
2，1又は 0

光沢保持率が
30％以上で白
亜化の等級が
3，2，1又は 0

－ c) 7.21

注 a) １液形は適用除外とする。
　 b) 淡彩とは，白エナメルを主成分として作った塗料の塗膜に現れる，灰色，桃色，クリーム色，うすい緑色，水色など
　　 のようなうすい色で，JIS Z 8721による明度 Vが６以上９未満のものとする。
　 c) 表２のダッシュ（－）は，規定項目の試験をしないことを示す。

5. 今後の展開

　JIS 制定

　　日本規格協会と共同で作成する JIS原案作成に関す
　る応募テーマ申込み（JSA公募制度）平成 28年度区
　分Ｃに応募を完了している。平成 30年５月ごろの
　JIS制定を目指していきます。
　JPMS 制定による拡販

　　本規格内容を東京都等の公共機関や関係者等に周 

　知・開示することによって、水性塗料の採用を促進さ
　せていきます。
　グリーン調達

　　2020年東京オリンピックパラリンピックの関連工
　事に関して、環境配慮型塗料の採用が促進されるため、
　その判定基準であるグリーン購入法特定調達品目に本
　規格の水性塗料を申請し、来年４月以降の特定調達品
　目の認定を目指します。

6. 現行 JIS 改正案について

　前述のように、今回制定の JPMSは水性塗料の単独規
格であるが、JISの場合は、他の規格と同様に溶剤形と
水性が１つの規格となる。そのことは、使用用途がひ
とつの規格で規定されること。また、既存標準仕様書も
規格名の改定が必要なくなることなどが理由となってい
る。したがって、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」は各々、
規格改正されることになる。ここで、現行規格に JPMS

水性規格をどう入れ込むかが議論となる。

　JIS K 5551「構造物用さび止めペイント」

　　現行溶剤形規格は、樹脂、用途で、Ａ、Ｂ、Ｃ

　種に分類しているが、JIS改定では、Ａ種とＢ種が用
　途向けの膜厚基準で分けられているように、Ｄ種とし
　て、建築物向け 30 μ薄膜形の水性さび止めペイント、
　Ｅ種として、鋼構造物向け 60 μ厚膜形の水性さび止
　めペイントに分類し、また、Ｄ種、Ｅ種の塗料品質規
　格は、現行規格のＣ種の品質項目をそのまま適用する
　案で検討中である。
　JIS K 5659「鋼構造物用耐候性塗料」

　　現行溶剤形規格は上塗り塗料の規格であり、耐候性
　の品質項目で、１級、２級、３級に分類している。改
　正として、従来規格の溶剤形は、Ａ種とし、水性塗料を、
　Ｂ種とし、また、その品質規格はそれぞれ、１級、２

　級、３級に分類し、現行 JIS K 5659の品質項目をそ
　のまま適用する案で検討中である。
　　以上は、JPMS審議委員会の議論結果であり、今後、
　JIS原案作成員会の議論に付することになる。

7. あとがき

　今回の JPMS 30、及び、31の制定により、現行 JISの
水性塗料の追加による改正までに、各方面で、重防食水
性塗料が積極的に使われ、その市場の地ならしができれ
ば、JIS改正後に、重防食水性塗料が、各標準仕様書な
どに取り入れられ、橋梁や構造物などの重防食塗装分野
に広がっていくことを期待する。



1. まえがき

　2016年の ISO/TC35（塗料とワニス 専門委員会）国際
会議は、東京の塗料会館において５月 23日～ 26日の日
程で開催された。SC9（塗料一般試験方法 分科委員会）
では４つの WG（作業グループ）にて討議が行われ、そ
の結果を持って 5/26の SC9分科委員会で各 WGの討議結
果が承認された。会議には米国、ドイツ、イギリス、オ
ランダ、スイス、ノルウェー、フランス、中国、日本か
ら 36名が出席した。

【会議スケジュールと参加人数】
　5/23：  9:00～ 14:00 WG32 参加者 26名 

 13:00～ 16:00 WG29 参加者 11名
　5/24：  9:00～ 12:00 WG30 参加者 24名
 13:00～ 18:00 WG31 参加者 36名
 13:00～ 17:00 SC12/WG6 参加者 10名
　5/25：  9:00～ 11:00  SC14/Delegates Meeting

　　　　　　　　　　　　　　 参加者 29名
　5/26： 10:00～ 12:00  SC9　 参加者 32名
 13:00～ 15:00  TC35 参加者 30名

　SC9の各 WGの審議事項および決議内容に関し、以下
報告する。

【参考】基本プロセスステージ
　NP：新規提案、WD：作業原案、CD：委員会原案、
　DIS：国際規格案、FDIS：最終国際規格案、SR：定期
　見直し

2. WG29（電気化学的測定方法）

⑴　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。Part

１～３は FDIS終了。Part4については 2nd DISから
FDISに移行することが決まった。
⑵　Electrochemical noise measurement

　　 本測定法は塗膜抵抗が小さい場合およびダメージの
ある塗膜の評価に対してのみ有効。それ以外のケー
スでは EISが有効であることが判った。TR（技術報
告書）として作業を進めるかどうかは来年の会議で
審議する。

⑶　Electrical conductivity measurement

　　 金櫛形電極を用いた交流法による抵抗測定が紹介さ
れた。WG 30と連携して来年の会議に提案する。

⑷　EIS測定に関して
　　 機器の制約、誤作動などについて TRとしてまとめ
る。また、塗装パネルを用いた EIS測定について
Round Robin Test（持ち回り試験）を実施する（日
本も協力する）。

3. WG30（硬化前の性能試験方法）

⑴　DIS 19396：Determination of pH value (Parts 1, 
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　　2) pH値測定方法に関する規格。FDISをスキップし
　　て ISO登録する。
⑵　DIS 19403：Wettability (Parts 1-7) 

　　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。FDISをスキップして ISO登録する。
⑶　SR ISO 14680-1, -2 & -3:2000：
　　Determination of pigment content

　　顔料濃度を求める試験規格。継続が承認された。
⑷　NP：Determination of settling

　　顔料沈降性評価試験。投票承認後、CD 21545 に移行。

⑸　NWIP（新規提案プレゼン）
　・Demineralized water as solvent for the production

    of paints and varnishes

　　̶ Specification and test methods.

　　水性塗料、試験液の調整水規格の提案があった。
　・pH measurement -Technical buffer solutions

　　校正用 pH測定緩衝液に関する標準規格。他の TC状
　　況を確認後 NP提案（ドイツ）する。
　・Practical determination of non-volatile matter 

　　content during application

　　乾燥過程の固形分の測定に関する提案。NP提案（ド

　　イツ）する。
　・ISO3219: Rotational and Oszillatory Rheometry

　　レオロジー測定に関する規格。改定提案する。
　・Electro deposition paints

　　電着塗料に関する品質規格の紹介があった。

4. WG31（硬化後の性能試験方法）委員会

⑴　新規日本提案プレゼン
　　下記３件のプレゼンを行った。
　・JIS K 5601-4-1：塗膜からのホルムアルデヒド放散
　　量の求め方
　　 （一財）日本塗料検査協会の加藤礼士氏がプレゼン
した。TC9国際事務局が TC146/SC6（室内空気）に
確認後、NP提案することになった。PL（プロジェ
クトトリーダー）は田中委員が担当する。

　・JIS K 5602：塗膜の日射反射率の求め方
　　 （一財）日本塗料検査協会の清水亮作氏がプレゼン

した。ドイツ アトラス社の委員と協業で進めるこ
ととなった。PLは須賀委員が担当する。

　・JPMS 29：熱流計測法による熱特性測定方法
　　 （一社）日本塗料工業会の米原洋一専務理事がプレ

ゼンした。今回は内容の紹介が目的で、ISO化推進
は来年以降を予定。

　　 ホルムと日射反射のプレゼン内容は、本報告の追加
資料として記載。

⑵　日本関連案件の進捗
　・CD 6270-3：Determination of resistance to

　　 humidity ̶Part 3: Rotatory method耐湿性（ロー
タリー法）試験規格で日本提案案件（PL: 須賀
委員）。タイトルを Part 3: Condensation (in-

cabinet exposure with heated, bubbling water 

reservoir)に変更し　DISに移行する。
　・ISO 3231:1993：Determination of resistance to 

　　humid atmospheres containing sulfur dioxide

　　 耐亜硫酸ガス試験規格で改定作業中。PLは須賀委
員。ISO 3231と ISO 6988(TC156)を改訂し、TC156

に移行する。
　・WD 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で、日本提案案件
（PL:須賀委員）。近々 CD投票予定。

⑶　DTR 19402, Adhesion of coatings

　　コメントを解析。TR（技術報告）として登録する。
⑷　WD6504, Determination of hiding power
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　・Part 1: Kubelka-Munk method for white and 　　
　　 light-coloured paints Kubelka-Munk 法の隠ぺい

性試験。DISに移行する。
　・Part 3: Determination of contrast ratio of 　　
　 light-coloured paints at a fixed spreading rate 

Round Robin Testを実施し、その結果を踏まえてド
ラフトを修正して DISに移行する。
⑸　SR（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 17132:2007：T-bend test

　・ISO 21227-3:2007：Evaluation of defects on 　
　　coated surfaces using optical imaging 

　　̶ Part 3:Evaluation of delamination

　・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

⑹　SRで廃止となった規格
　　下記規格が廃止。代替規格は ISO 11997-1 cycle B。
　・ISO 11503:1995：Determination of resistance to 

　　humidity (intermittent condensation)

　　 廃止投票はドイツだけなので、改めて WDRL（廃止
投票）を行う。

⑺　SRで改定を進める規格
　　WDとして進める規格を下記に列記。
　・ISO 2808:2007：Determination of film thickness 

　・ISO 4623-1:2000：Determination of resistance 

　　to filiform corrosion ̶ Part 1: Steel substrate

　・ISO 17872:2007：Guidelines for the introduction 

　　of scribe marks through coatings on metallic 

　　panels for corrosion testing

　・ISO 2812-5:2007：Determination of resistance 

　　to liquids（浸漬試験）
　　̶ Part 5: Temperature-gradient oven method

　　浸漬試験の下記 Part 1、4については一部修正し登
　　録録。Part 2は DISから改定作業を進める。
　・ISO 2812-1:2007：̶ Part 1: Immersion in liquids 

　　other than water

　・ISO 2812-2:2007：̶ Part 2: Water immersion 　
　　method

　・ISO 2812-4:2007：̶ Part 4: Spotting methods

⑻　日本提案以外の NP

　・Scratch test using a linear abrasion tester 

　　リニアタイプの研磨試験機 (crockmeter)を用いた
　　引っ掻き試験方法で、WD 21546として進める。
　・DTR Hardness and wear resistance of coatings

　　ISO/TR 21555としての登録に向け WDで進める。
　・Gloss measurement（ISO 2813の改正提案）オラン
　　ダから提案プレゼンがあった。NPとして提案予定。

5. WG32（風力発電・潮流発電塗料材料）

⑴　Round Robin Testの結果について
　　Rain erosion の試験を Water Jet法と Rotating 　
　 　Arm法にて実施した。昨年 11月のベルリン会議で
　報告されたが、必ずしも試験方法とフィールドテス
　トとの相関が得られていない。ラウンドロビン参加
　者による議論を要し、次の会議での報告となる。
⑵　PDTS 19392：Coating systems for wind-turbine 

　　rotor blades

　　 NPとしてドラフトの修正に着手する。主な討議内
容は以下となる。

　・PDTS 19392-1：Part 1: Minimum requirements and 

　　weathering

　　 促進耐候性試験の試験時間はラウンドロビンの結果
で決まる。

　　 サイクル試験に関して、横垣氏が FRC基材での試験
としては不適切とのコメントをしたものの実験結果
などの提示がなく今回の WDには反映されないこと
となった。

　・PDTS 19392-2：Part 2: Determination and evaluation 

　　 of resistance to rain erosion using rotating 

arm

　　 Rain erosionにおいて受ける衝撃は "damage"とし
て統一する。

　　 雨滴の数、大きさ、頻度は装置に依存することから
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試験パラメータとして別途規定する。
　　 水量の幅（1～ 60L/min.）は広すぎるとの意見もあ
るが、現時点では推奨は困難なため変更しない。

　・PDTS 19392-3：Part 3: Determination and evaluation 

　　 of resistance to rain erosion using water jet

　　 試験板形状は平板に統一。圧力の単位は MPaに統一。
レポ－ト項目は Part 1と整合する。

⑶　その他
　　Convenor の Pausch氏が欠席、Fell氏が代理を務
　　めた。
　　次回の会議は６ケ月以内に実施する。

６．SC9（塗料とワニス 専門委員会）

⑴　決議事項など
　　上記各 WGからの報告に基づいて審議、決議を採択
　　 した。また、SC9は投票に供する WGドラフト提出
を受けてから、２ケ月以内に ISO中央事務局にドラ
フトを提出することに同意した。

　　 会議の中で、WG16（粉体塗料）の Webによる会議開
催が多く、日本からの参加が難しいことから、来年
の TC35の会議で開催をするように要望した。

⑵　今後の TC35会議開催予定
　　 2017年は 5/8～ 5/12の日程でオランダにて開催さ

れることが決まった。尚 2018年はスイス、2019年
は中国での開催が予定されている。

7. 日中間協議

　今回、中国から３名の方々が参加され、５月 23日の
午後４時から日本と中国の幹事間協議が行われた。
　目的は、試験方法に関する情報の共有と ISO活動にお
ける協業の推進で、今後定期的に協議会を開催すること
で合意した。
　次回は、今年９～12月頃に中国で開催することになった。

8. あとがき

　ISO/TC35 の 60 年の歴史の中で 1994 年、2002 年、
2010年に続いて今年が４回目の日本開催となる。東京
での開催ということもありアジア各国からの参加が期待
されたが、中国からの参加にとどまり今後に課題を残す。
他方、ドイツからは６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。そ
の中にあって、今回、日本から３件の新規提案に関する
プレゼンができたことについては特筆に値する。

　期間中に開催されたレセプションにおいて、経済産業
省　国際標準課の福田課長が挨拶をされ、会議に参加さ
れた方々への感謝の意を述べられた後、グローバル社会
における ISOおよび JISの役割が重要で、今後とも貢献
続けられるようにとの決意を述べられた。また、レセプ
ションの中で、ISO活動に貢献された方々に感謝状が送
られ、日本からは今年（一社）日本塗料工業会を離職さ
れた高橋俊哉氏に送られた。
　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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写真 -4　TC35/SC9/W32 委員会　審議風景

写真 -5　中国からの参加者

写真 -6  TC35 レセプション風景



*********　追加資料　*********

Ⅰ．塗膜からのホルムアルデヒド放散量の求め方

【提案の目的】

　この提案は塗膜から放散されるホルムアルデヒド量を
評価するための試験規格に関する。この規格は室内環境
への影響評価の点でも重要である。
　建築の木材ボードに関しては、既に ISO 12460-4に登
録されているものの塗料の規格としては ISO化されてい
ない。塗料にはウレア樹脂、メラミン樹脂、フェノール
樹脂、脂肪酸、アルキド樹脂などホルムアルデヒドを発
散するような原材料が含まれる可能性があり、塗膜の試
験方法を確立することは重要である。

【日本の室内環境の VOC 指針】

　労働厚生省の VOC指針においては、ホルムアルデヒド
の指針値は 0.08ppmである。

【ホルムアルデヒドの規制】

　日本の建築基準法における規制は、４つに区分される。
Ｆ☆☆とＦ☆☆☆クラスの材料は施工面積の制限を受け
るが、Ｆ☆☆☆☆では面積制限なしで使用できる。評価
は原則小型チャンバー法であり、５μ g/㎡ h以下であ
ればＦ☆☆☆☆に該当する。建築用ボード類、壁紙、塗
料の場合は、デシケータ法による簡便法での評価も認
めており、Ｆ☆☆☆☆該当規制値はそれぞれ 0.3、0.2、
0.12mg/Lとなる。
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写真 -7  参加者の方々　塗料会館前



【デシケータ法と小型チャンバー法との関係】

　塗膜をデシケータ法と小型チャンバー法で試験した結
果、両者には高い相関が得られ小型チャンバー法の５μ

g/㎡ hは、デシケータ法では 0.12 mg/Lに相当する。

【基準の根拠】

　建築材料、換気量、ホルムアルデヒド室内濃度との関
係式を用いて、室内濃度を 0.1mg/㎥（指針値）、換気回
数を 0.2回 / ｈ、部屋の高さを 2.3 ｍとした場合の材料
の表面積を求めた。Ｆ☆☆☆☆の材料では床面積の９倍
以上となるが、Ｆ☆☆☆の材料では約２倍程度となり、
指針値を充たすには面積の制限が必要であることが判
る。
　尚、建築基準法では換気回数 0.5回 /hの設備設置が
義務付けられており、0.2回 /hの換気量を前提とした
試算結果は、安全側の評価である。

【塗料における規制の必要性】

　市販のアルキド系塗料のホルムアルデヒド放散量を試
験すると乾燥７日経過後も５μ g/㎡ hを越えた値を示
す。

【本提案と ISO 12460-4（建築ボード）の違い】

　大きな違いは試験体の表面積、建築ボードは 1800㎠
で塗料の場合は 450㎠（150× 150mmガラス板２枚）。塗
料で 1800㎠にする場合、８枚の試験が必要となり現実
的ではない。ただし、精度の点から低濃度の測定は捕集
用の水量を 300mlから 100mlに変えて行う必要がある。
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【試験装置と試験方法】

　デシケータ法に基づく塗膜の測定は、上記図のように
なる。その他の試験方法については ISO 12460-4と同様。

【信頼の実績】

　日本では 2003年から、この試験方法で実績を積み、
塗料ユーザーから安全性の信頼を得てきた。安価で簡便
な試験方法として推奨する。

Ⅱ．塗膜の日射反射率の求め方

【適用範囲】

　この規格は、受光器に積分球をもつ分光光度計を用い
た、塗膜の日射反射率の求め方について提案する。

【日本の品質規格 JIS K 5675】

　日射反射率試験を適用した塗料の品質規格として、
JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料がある。一般には
明度と日射反射率とは相関することから、規格は下記と
なる。
① L*値：40以下    日射反射率 40以上
② L*値：40 ～ 80   日射反射率 L* 値以上
③ L*値：80以上    日射反射率 80以上

【試験方法：試験体の作成】

　試験用パネルは予め日射反射率 10％以下の黒の塗装
を施した 50 × 50mmの大きさのものを使用する。
　塗装は塗料製造者が指定する仕様で塗装する（下塗、
中塗、上塗、膜厚等）。または、受渡当事者間で合意し
た仕様による。
　乾燥も製造者による指定がある場合は、それに従う。
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【試験体の作成：下地隠ぺいの影響】

　白黒隠ぺい率試験紙の上に黒の塗料を塗装して日射反
射率を測定すると、目視（可視光）では隠ぺいするもの
の、赤外線域では下地の影響を受け反射率が白地と黒地
では大きく異なり、正確な日射反射率を求めることはで
きない。

【試験装置】

　300～ 2500nmの波長範囲で測定できる受光器に積分
球が付属した分光光度計を使用する。
　積分球受光器のサンプルへのビーム入射角は 15度以
内であることが必要。ISO 9050では、入射角は５～ 10度、
ASTM E-903dでは６～ 12度となっている。

【入射角に関する考察】

　入射光線は入射角によって２偏光に分離されるので、
測定精度は入射角に依存する。
　このグラフは入射角と日射反射率との関係を示し、赤
い曲線は硫酸バリウムのｐ偏光の反射率で、青い曲線は、
硫酸バリウムのｓ偏光反射率を示す。また、各点は塗膜
の偏光反射率を示すが、いずれも入射角度が 15°未満
であれば偏光の影響が小さいことが判る。

【基準太陽光スペクトル】

　JIS K 5602の太陽スペクトルは、ISO 9845-1を引用
しており、その起源は SPCTRAL2いわゆる BIRDモデルで
ある。
　JIS K 5602及び ISO 9050の太陽光スペクトルは、
ISO9845-1の表１、カラム５の重価係数を引用している。
尚、JIS K 5602の試験方法は、ASTM E903を参考にして
いる。
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【JIS K 5602 と SMARTS2 で計算した結果の比較】

　最近、米国では SMARTS2モデルを推奨している。
　このスペクトルモデルを使用した、ISO/TR 17801:2014
が登録されている。
　ISO 9845-1のスペクトルモデルの重価係数と SMARTS2

の重価係数を用いて、塗膜の日射反射率を算出するとほ
とんど有意差がないことが確認できている。
　本規格では ISO 9845-1のスペクトルを提案する。

【基準太陽光スペクトルの測定波長間隔】

　JIS K 5602の波長間隔は、ISO 9845-1と同じである
が不規則で、特に 710 ～ 2500nmの間の 67ステップは
顕著で、自動演算する場合障害になり、現状は手計算を
余儀なくされている。
　他方 ISO 9050では、5nm間隔の 20ステップ、10nm

間隔の 40ステップ、50nm間隔の 35のステップで、容
易に自動演算が可能となることから、本規格では ISO 

9050の重価係数を採用することを提案する。

【日射反射率の求め方】

　日射反射率は波長毎の反射率に重価係数を乗じて、図
の式に基づいて計算する。
　グラフ中、青い曲線は、サンプルの分光反射率、赤い
曲線は重価係数、緑の曲線は、分光日射反射率を示す。
分光反射率の総和を重価係数の総和で割ると日射反射率
が得られる。
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試験設備紹介
ホルムアルデヒド・ＶＯＣ放散速度測定用

小形チャンバーシステム

一般財団法人　日本塗料検査協会 

加　藤　礼　士西支部　検査部

写真 -1　チャンバーシステム

写真 -2　20L 小形チャンバー

試験項目 試験方法
ホルムアルデヒド

JIS A 1901:2015

JIS A 1902-1～ 4:2015

アセトアルデヒド
トルエン
キシレン
エチルベンゼン
スチレン
パラジクロロベンゼン
テトラデカン
ノナナール
TVOC＊

＊ JIS A 1965:2015「室内及び試験チャンバー内空気中
　揮発性有機化合物の Tenax TA®吸着剤を用いたポン
　プサンプリング ,加熱脱離及び MS又は MS-FIDを用い
　たガスクロマトゲラフィーによる定量」11.3 TVOCに
　より求めます。

表 -1　小形チャンバー法試験項目

1. はじめに

　建築材料に含まれる化学物質のうち揮発性有機化合物
（VOC）は、吸い込むことで目や鼻への刺激、頭痛、吐き
気など様々な症状を起こすが、症状や原因物質には個人
差があり、一般的には「シックハウス症候群」と称され
ています。
　シックハウス対策を入れた改正建築基準法が平成 15

年７月より施行され、同年に建築材料から放散される揮
発性有機化合物（VOC）を測定する方法として、JIS A 

1901「建築材料の揮発性有機化合物（VOC）、ホルムアル
デヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法－小形
チャンバー法」が制定されました。
　当協会では、JIS A 1901に規定されている 20Lチャ
ンバーシステムを使用して試験を実施しております（写

真 -1および写真 -2）。

2. 小形チャンバー法について

　温度、湿度及び換気量が一定条件の小形チャンバー内
に規定時間養生した試験片を入れ、清浄空気を流通さ
せ、一定時間後にチャンバー出口側よりチャンバー内空
気中の揮発性有機化合物（VOC）を捕集し、試験片の表
面から単位時間当たりに放散される各揮発性有機化合物
（VOC）量を算出する方法です。

3. 試験項目

　測定対象となる揮発性有機化合物（VOC）は表 -1の通
りです。

4. 試験方法

　20Lチャンバーシステムは、図 -1に示すように SUS

製 20L小形チャンバー、空気清浄装置、乾燥空気と加湿
空気の混合器、捕集用ポンプ、温湿度計、恒温機等から
構成されます。
　まず空気清浄装置より清浄空気を供給して、温湿度が
安定した状態（温度 (28 ± 1)℃、相対湿度 (50±5)％）
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写真 -3　捕集管（左；DNPH ｶｰﾄﾘｯｼﾞ、

　　　　　　　　　　 右；Tenax TA®吸着管）

写真 -4　高速液体クロマトグラフ

写真 -5　加熱脱着装置 - ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ - 質量分析計

表 -2　小形チャンバー法測定条件（塗料）

図 -1　20L チャンバーシステム概略図

項　　目 内　　　　　容
試験板 アルミニウム板またはガラス板
試験板の寸
法と枚数

160㎜× 160㎜× 2枚

塗布量、希釈
率塗装回数、
塗り重ねイ
ンターバル

製造者の指定する方法 (塗布量は塗布
範囲の最大値 )または JIS規格 (JIS A 
1901,1902)の通りとする。

試験片養生
温湿度、養生
期間

温度 23～ 28℃、相対湿度（50 ± 5）％、
（24 ± 1）時間

測定温湿度 温度(28±1)℃、相対湿度(50±5)％（チャ
ンバー内）

換気回数 （0.5 ± 0.05）回／ｈ

試料負荷率 2.2㎡／㎥（塗装面積 148㎜× 148㎜）
捕集方法 DNPHカートリッジ、Tenax TA®吸着管
捕集条件例 捕集速度 0.134 Ｌ／ min

捕集量 10 Ｌ（DNPHカートリッジ）
捕集量 2 Ｌ（Tenax TA®吸着管）

測定装置 高速液体クロマトグラフ
加熱脱着装置 - ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ -質量分析計

であることを確認します。試料が塗料の場合では、塗装
面積148㎜×148㎜の片面塗装した試験片を２枚作製し、
温度 23～ 28℃、相対湿度（50 ± 5）％で（24±1）時間
養生後にチャンバー内へ設置し試験を開始します。
　通常養生開始から数えて３日および７日経過後に、既
定の捕集管（写真 -3）を接続し、チャンバー内の空気
捕集を行います。同時にバックグラウンド濃度及びトラ
ベルブランク濃度の測定も行います。

　DNPH捕集管に捕集されたホルムアルデヒド及びアセ
トアルデヒドは、アセトニトリルで溶媒脱着し、このア
セトニトリルを分析試料とします。定量は高速液体クロ
マトグラフで行ないます（写真 -4）。
　Tenax TA®吸着管に捕集されたホルムアルデヒド及
びアセトアルデヒドを除く揮発性有機化合物（VOC）は、
加熱脱着装置 - ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ -質量分析計の加熱脱着装
置に取り付け、定量分析を行います（写真 -5）。
　測定条件は表 -2の通りですが、測定温度 28℃の根拠
は、平成 14年３月 19日に地球温暖化推進本部で決めら
れた「室内温度が最も高くなる夏季の条件として、地球

温暖化対策推進大綱で冷房温度 28℃を想定する」に依
ります。

捕集管
捕集用ポンプ

試験片

恒温槽

温湿度計 温湿度制御

システム

混合器

加湿空気

乾燥空気 空気清浄装置
チャンバー（20L）
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5. おわりに

　当協会では、塗料以外の建材についても試験を受け付
けております。試験のお問い合わせは、西支部検査部ま
でお願い致します。

6. 参考文献

１）JIS A 1901:2015「建築材料の揮発性有機化合物
　　（VOC）、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合
　　物放散測定方法－小形チャンバー法」
２）JIS A 1902-3:2015「サンプル採取 ,試験片作製及
　　び試験条件－第３部：塗料及び建築用仕上塗材」



　写真 -1 バラストタンク環境模擬試験機

試験期間 180日間

サイクル時間 ２週間 １週間

揺動条件 有り 無し

海水水位 高水位 200㎜ 低水位 :25㎜

海水温度 35℃

上部温度 20℃ 12時間⇔ 50℃ 12時間

揺動速度 20往復 /分

試験板寸法 400 × 200 × 3.2mm

最大仕様数 8仕様

表 -１ バラストタンク環境模擬試験機の仕様

図 -1 バラストタンク環境模擬試験機の模式図
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試験設備紹介

P S P C 関連試験機器

一般財団法人　日本塗料検査協会 

関　島　竜　太東支部　検査部

1. はじめに

　2006 年に国際海事機関 (International Maritime 

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

Safety Committee)において、「PERFORMANCE STANDARD 

FOR PROTECTIVE COATINGS FOR DEDICATED SEAWATER 

BALLAST TANKS ON ALL NEW SHIPS AND DOUBLE-SIDE 

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

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

COATINGS FOR CARGO OIL TANKS OF CRUDE OIL TANKERS

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

2. PSPC 関連試験機器の紹介（評価装置を除く）

 2.1　バラストタンク用塗料関連試験機器

  2.1.1 バラストタンク環境模擬試験機

　　　　（スガ試験機㈱製 :写真 1)

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



写真 -2 バラストタンク環境模擬試験用試験板

　表 -2 バラストタンク環境模擬試験用試験板概要

図 -2 試験槽揺動時の槽内の模式図

写真 -3 湿潤試験機

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

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

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

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

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

　　　　（スガ試験機㈱製 :写真 -3）

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

-3に示します。試験板表面を湿潤状態で 40℃ ,100％ RH

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

  2.1.3 クロスオーバー試験機

　　　　（スガ試験機㈱製 :写真 -4)

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

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



図 -3 湿潤試験機の模式図

写真 -4 クロスオーバー試験機

写真 -5 COT 浸漬試験装置

写真 -6 浸漬容器図 -4 クロスオーバー試験の概要

表 -4 クロスオーバー試験機の仕様

試験期間 180日
試料枚数 1枚 (最大 28仕様 )

水位サイクル 高水位（２週間）⇔低水位（１週間）
海水温度 35 ± 2℃

試験板寸法 400 × 200 × 3.2mm

表 -3 湿潤試験機の仕様

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

水温 40 ± 2℃

試験板寸法 150 × 150 × 3.2mm

最大仕様数 8仕様
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 2.2　油タンカー貨物油タンク用塗料関連試験機器

  2.2.1 COT 浸漬試験装置

　　　　（特殊恒温水槽:㈱橋本製作所製:写真 -5～ 8)

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



写真 -7 テフロン製試験板立て

写真 -8 浸漬容器を設置した様子

図 -5 浸漬容器内の概要

表 -5 COT 浸漬試験機の仕様

試験期間 180日

試験枚数 2枚（最大 64枚）

仕様数 32仕様

試 

験 

液

重油 (LSA) －

ナフテン酸 重 油 の 酸 価 が 2.5 ±

0.1mgとなる量を添加

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

人工海水 上記混合液に対し 5.0 ±

0.2％ w/w

H2S 5 ± 1ppm w/w

試験液温度 60 ± 2℃

試験板寸法 150 × 100 × 3.2mm
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の高さが 400mmとなるように満たします。試験板は写真

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

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

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

3. おわりに

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

＜参考文献＞

一般財団法人 日本海事協会、IMO塗装性能基準に関す
るガイドライン（2010年４月）
一般財団法人 日本海事協会、COT用耐食鋼に関するガ
イドライン（2010年 12月）
日塗検ニュース 油タンカー貨物油タンクの塗装性能基
準 櫻井剛 Vol.130（2012年１月発行）
出典 :スガ試験機株式会社 ホームページ 特殊仕様製作
例 （平成 26年 12月７日検索）
< http://www.sugatest.co.jp/contents/products1/

viewcat.php?cid=42 >
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ニュース

一般財団法人　日本塗料検査協会 

管理部　田　原　芳　雄

認証取得者に求められる信頼性確保への取組

国

・ 登録認証機関に対し、定期的な更新手続きに加え、立入検査等の維持管理を行い、必要に応じ
　て、適合命令等の措置を行う。
・ 認証取得者に対し、必要に応じて立入検査等を行い、製品の品質等に問題があると認めた時は、
　適切な措置を行う。
・ 消費者やユーザーからの情報提供等に基づき、市場からの抜き取り検査（試買検査）を実施す
　る。

登録
認証機関 

・ 認証取得者に対し、定期的な認証維持審査、臨時の維持審査を行う。
・ 必要に応じ立入検査等を行い、製品の品質又はその品質管理体制に問題が有ると認められた場
　合、適切な措置を行う。

認証
取得者

工業標準化法で求められる品質管理体制、登録認証機関との間で交わされた認証契約での要求事
項を遵守し、認証を受けた製品について、該当 JISへの適合性を維持する。

表 -1 認証制度における信頼性確保の仕組みにおいて各組織が果たす役割

　昨年は、旭化成建材の「傾きマンション」、東洋ゴム
工業の免震ゴム偽装問題、食品への異物混入問題等、多
くの不祥事が話題になり、本年になって自動車の燃費偽
装が報じられる等、企業のコンプライアンス違反が世間
をにぎわしています。このような企業の不祥事は世間の
関心が高いことから、テレビ、新聞等で大きく扱われ、
違反等の不祥事を公表された企業のイメージは、大きく
損なわれ、保障対応等で多くの労力及び費用が発生しま
す。
　また、JIS製品においても相変わらず、JISマーク表
示の一時停止や認証の取消等の違反が発生しています。
当協会からの認証取得者におかれましては、品質管理体
制の見直し等により、コンプライアンスの徹底、品質管
理の強化により、リスク管理をすすめるようお願い致し
ます。
　その際の参考となるよう、JIS認証制度における信頼
性確保の仕組み、さらに JISマーク表示製品を製造・出
荷するうえで、認証取得者の遵守事項等をまとめました
のでご確認のうえご利用下さるようお願いいたします。

1. JIS 認証制度における信頼性確保の仕組み

　現在の JIS認証制度は、工業標準化法第 19条（加工

技術は第 20条）に基づき、国に登録された登録認証機
関から製品試験と品質管理体制を審査することによって
認証を受けた製造事業者が、認証製品又はその包装等に
JISマークを表示することで製品の品質を保証する第三
者認証制度です。
　この制度において、国、登録認証機関及び認証取得者
が果たす役割を表 -1に、市場（ユーザー）も含めた信
頼性の確保の仕組みを図 -1に示します。

2. 認証取得者に求められる品質管理体制

　前項図 -1で位置づけられる認証取得者に要求された
品質管理体制の基準は、日本工業規格への適合性の認証
に関する省令（通称 JIS省令）の第２条第１項で規定さ
れており、その内容を表 -2に示します。
　また、登録認証機関との間で交わされた認証契約にお
いて、
　①初回製品試験 JIS適合性を確認した製品等と同じ条
　　件で製造すること。
　② JISマーク使用の数量及び時期を記録し、１年毎に
　　報告すること。
が追加されておりますのでご確認下さい。
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図 -1　JIS 製品に対する信頼性確保の仕組み

表 -2　JIS 省令 第 2条（品質管理体制の審査の基準）

3. 認証取得者が受ける違法な表示等に係る措置

 3.1 登録認証機関が行う措置

　JIS認証制度における信頼性確保の仕組みの中で登録
認証機関は、認証取得者に対して定期（３年毎）又は臨
時の維持審査を実施しますが、この審査で製品の品質又

は品質管理体制に問題が有った場合、是正・予防措置の
請求、認証の一時停止・取消し等を行います。
　その場合の違反内容と請求される措置の関係を表 -3

に示します。
　また、登録認証機関が認証取得者に JISマーク表示の
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表 -3　違法な表示等に係る措置の基準（JIS 省令 第 15 条）

図 -2  JIS マーク表示の一時停止措置に対する処理手順

措　置 内　容 該当条項

是正及び予防措置の請求

品質管理体制が第 2条の基準に不適合 １項一号

認証製品以外の鉱工業品に JISマーク又は紛らわしい表示を実施 １項二号

認証製品以外の鉱工業品の公告に紛らわしい表示を実施 １項三号

広告に、第三者を誤解させるおそれのある内容が有る １項四号

認証の取り消し又は JIS

マーク表示の一時停止、及
び出荷の停止請求

認証製品が JIS規格に適合しないとき ２項一号
品質管理体制が省令第 2条の基準に適合しておらず、その内容に
よって認証に係る鉱工業品が JISに適合しなくなるおそれがある
ときその他重大なものであるとき

２項二号

是正及び予防措置の請求に適確又は速やかに応じないとき ２項三号

図 -3　工業標準化法による国の措置

一時停止措置を行った場合の一般的な処理手順を図 -2

に示します。

 3.2 国が行う措置

　同様に、国も認証取得者に対し、試買検査の結果、市
場からの JIS製品に対する苦情・情報提供により、報告
徴収、立入検査を行います。
　なお、この立入検査で違反行為が明らかになった場合、
国が認証取得者に対し行う行政処分は、工業標準化法の
第 21条又は第 22条が適用となり、図 -3に示すように
罰則（罰金）を伴う内容になっています。

4. 違法な表示等に係る措置の公表

　認証取得者が、違法な表示等に係る措置として「認証
の取消」又は「表示の一時停止」を受けた場合、昨年の
JIS Q 1001一般認証指針の改定により、両者とも登録
認証機関及び工業標準調査会（JISC）のホームページで
公表されます。
　工業標準調査会による公表内容は、下記 URLで閲覧が
可能です。
　　URL　 http://www.jisc.go.jp/app/pager

（データベース検索：全ての検索項目／ JISマーク制度
関連：最新認証取得者一時停止・失効一覧）必要時応じ
て、ご確認下さい。
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ニ ュ ー ス

JIS マーク表示認証業務

　・当協会が平成 27年９月１日から平成 28年９月 30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にてご確認下さい。
　　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 27年９月１日から９月 30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 -2　平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 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

JP0507004 神東塗料株式会社 JIS K 5633 エッチングプライマー 平成 28年 6月 22日

表 -1　平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 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

JP0315002 東日本塗料株式会社 JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 平成 27年 10月 19日

JP0515003 中国塗料株式会社 JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 平成 27年 12月 18日

表 -3　平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 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　平成 27 年 9 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの間に発行した性能評価書

認可番号 発行日 建築材料名 申請会社

MFN-3302 H27.12.22 塗料塗装／木質系三層単板集成フローリング 株式会社アドヴァン

MFN-3303 H27.12.22 塗料塗装／木質系三層単板集成フローリング 株式会社アドヴァン

MFN-3564 H28. 2.17 ゴム系溶剤形接着剤 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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外部発表

　・当協会が平成 27年 10月 1日から平成 28年 9月 30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 27年９月１日から平成 28年９月 30日までの間に実施した勉強会は表 -6

　　のとおりです。

表 -5　外部発表一覧（平成 27 年 10 月１日～平成 28 年９月 30 日）

発表題目 発表者 発表先　雑誌名 出版社
主催者

投稿

「塗膜の日射反射率の求め方」における不
確かさ 清水　亮作 計測標準と計量管理 2016 Vol.65　

NO.4

（一社）　　　　　
日本計量振興会

コンクリート表面被覆工法の耐久性評価手
法の考え方 山田　卓司 塗装工学．2016/VOL.51　NO.6 日本塗装技術協会

講演

1液タイプ変性エポキシ樹脂プライマーの
性能に関する調査研究　その２

関島　竜太
（共同発表者）

平成 27年 10月 23日
日本建築仕上学会 2015年大会学術
講演会（第 26回研究発表会）（ロッ
クペイント㈱、本橋芝浦工大教授、
菊水化学㈱、日本塗料工業会との共
同発表）

日本建築仕上学会

コンクリート構造物に用いられる表面被覆
工法の耐久性評価手法について 山田　卓司 （一社）日本防錆技術協会、

西支部見学会
（一社）　　　　　
日本防錆技術協会

塗装材料の規格と試験方法 山田　卓司
平成 28年 5月 12・18日、7月 20日
コンクリート構造物の補修・補強に
関するフォーラム 2016

（一社）　　　　
コンクリートメン
テナンス協会

遮熱塗料における熱特性評価方法及び装置
の開発（その２） 比留川伸司

平成 28年 8月 26日 

2016年度日本建築学会大会（九州）
学術講演会。41065（日本塗料工業
会、日本塗装工業会との共同発表）

（一社）
日本建築学会

表 -6　 塗料試験方法研究会　勉強会（平成 27 年 9 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日）

部会／年月日 勉強会の内容 場所 参加者

東部会
平成 28年 2月 15日

講演「塗布形素地調整軽減剤；サビシャット」
　講師　大日本塗料㈱　防食塗料部　田邉　康孝

講演「塗料にかかわる新しいＪＩＳ化の動き」
　講師　（一社）日本塗料工業会　　米原　洋一

講演「JIS Q 1001　一般認証指針：2015　
　　　　　　　　　　　改正のポイント及び認証審査への影響」
　講師　（一財）日本塗料検査協会　河村　マリ

東京塗料会館 10社 14名

東部会
平成 28年 9月 23日

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㈱　　大澤　隆英

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

12社 32名
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西部会
平成 28年 12月 17日

講演「水性塗料の拡大の現状と課題：
　　　　　　　　　　　　防食分野への水性化進展によせて」
　講師　（一社）日本塗料工業会　　　鈴木　譲

講演「JISマーク表示制度：最近の JIS認証制度の動向」
　講師　（一財）日本塗料検査協会　　加来　伸一

（一財）日塗検
西支部 29社 52名

西部会
平成 28年 7月 22日

講演「テラヘルツ波を用いた塗膜モニタリング技術」
　講師　徳島大学　教授 /大阪大学　招聘教授　　安井 武史

講演「テラヘルツ分光システム」
　講師　地方独立行政法人　大阪府立産業技術総合研究所
　　　　主任　日置　亜他子

施設見学：地方独立行政法人　大阪府立産業技術総合研究所

地方独立行政法人
大阪府立産業技術
総合研究所

20社 28名
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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、以下の試験材料及び書籍を東・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）
　※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
〔書　　籍〕
　■塗料試験設備の管理・取扱基準（2002 年版）	 ￥25,000
　　（塗料試験方法研究会会員は￥20,000）
　■塗膜の評価基準（2003 年版）	 ￥10,000
　■塗膜の評価基準（2003 年英語版）	 ￥12,000
　■視覚による塗膜表面の欠陥（2002 年版）	 ￥		8,000
　■塗料試験方法No.3（防食性試験方法）	 ￥10,000
　　（試験方法についての参考資料を総合的にまとめたもの）

（価格表示は消費税を含まない本体価格表示です）



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
http://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書籍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

日塗検ニュースタイトル 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、一人一人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。
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