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1. まえがき

島

正

見

dummy cells

2016 年の ISO/TC35（塗料とワニス 専門委員会）国際

Part 4: Examples of spectra of polymer-coated

会議は、東京の塗料会館において５月 23 日〜 26 日の日

specimens
これらの規格はインピーダンス測定に関する。Part

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

１ 〜 ３ は FDIS 終 了。Part4 に つ い て は 2nd DIS か ら

の結果を持って 5/26 の SC9 分科委員会で各 WG の討議結

FDIS に移行することが決まった。

果が承認された。会議には米国、ドイツ、イギリス、オ

⑵

Electrochemical noise measurement

ランダ、スイス、ノルウェー、フランス、中国、日本か

本測定法は塗膜抵抗が小さい場合およびダメージの

ら 36 名が出席した。

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

【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

審議する。
⑶

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

13:00 〜 15:00

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

SC14/Delegates Meeting
参加者 29 名

5/26：10:00 〜 12:00

Electrical conductivity measurement

る。また、塗装パネルを用いた EIS 測定について

SC9

参加者 32 名

Round Robin Test（持ち回り試験）を実施する（日

TC35

参加者 30 名

本も協力する）。

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。

3. WG30（硬化前の性能試験方法）
⑴

DIS 19396：Determination of pH value (Parts 1,

【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

写真 -1

－ 32 －

TC35/SC9/W29 委員会

審議風景

イツ）する。

2) pH 値測定方法に関する規格。FDIS をスキップし

・ISO3219: Rotational and Oszillatory Rheometry

て ISO 登録する。
⑵

レオロジー測定に関する規格。改定提案する。

DIS 19403：Wettability (Parts 1-7)

・Electro deposition paints

Part 1: Terminology and general principles

電着塗料に関する品質規格の紹介があった。

Part 2: Free energy of solid surfaces (contact
angle)
Part 3: Surface tension (pendant drop method)

4. WG31（硬化後の性能試験方法）委員会

Part 4: Polar & dispersive fractions (from

⑴

下記３件のプレゼンを行った。

interfacial tension)

・JIS K 5601-4-1：塗膜からのホルムアルデヒド放散

Part 5: Polar and dispersive fractions (from

量の求め方

contact angles)

（一財）日本塗料検査協会の加藤礼士氏がプレゼン

Part 6: Dynamic contact angle

した。TC9 国際事務局が TC146/SC6（室内空気）に

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

確認後、NP 提案することになった。PL（プロジェ

る試験規格。FDIS をスキップして ISO 登録する。
⑶

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

SR ISO 14680-1, -2 & -3:2000：

（一財）日本塗料検査協会の清水亮作氏がプレゼン

Determination of pigment content
⑷

新規日本提案プレゼン

顔料濃度を求める試験規格。継続が承認された。

した。ドイツ アトラス社の委員と協業で進めるこ

NP：Determination of settling

ととなった。PL は須賀委員が担当する。

顔料沈降性評価試験。投票承認後、
CD 21545 に移行。

・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 (incabinet exposure with heated, bubbling water

写真 2

TC35/SC9/W30 委員会

reservoir) に変更し

審議風景

DIS に移行する。

・ISO 3231:1993：Determination of resistance to
humid atmospheres containing sulfur dioxide

⑸

耐亜硫酸ガス試験規格で改定作業中。PL は須賀委

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

員。ISO 3231 と ISO 6988(TC156) を改訂し、TC156
に移行する。

of paints and varnishes
̶ Specification and test methods.

・WD 20266, Determination of image clarity

水性塗料、試験液の調整水規格の提案があった。

(degree of sharpness of reflected or transmitted

・pH measurement -Technical buffer solutions

image)

校正用 pH 測定緩衝液に関する標準規格。他の TC 状

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。

況を確認後 NP 提案（ドイツ）する。
・Practical determination of non-volatile matter

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。

content during application
乾燥過程の固形分の測定に関する提案。NP 提案（ド

⑷

－ 33 －

WD6504, Determination of hiding power

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
写真 3

TC35/SC9/W31 委員会

⑻

プレゼン風景

日本提案以外の NP
・Scratch test using a linear abrasion tester

・Part 1: Kubelka-Munk method for white and

リニアタイプの研磨試験機 (crockmeter) を用いた

light-coloured paints Kubelka-Munk 法の隠ぺい

引っ掻き試験方法で、WD 21546 として進める。

性試験。DIS に移行する。

・DTR Hardness and wear resistance of coatings

・Part 3: Determination of contrast ratio of

ISO/TR 21555 としての登録に向け WD で進める。

light-coloured paints at a fixed spreading rate

・Gloss measurement（ISO 2813 の改正提案）オラン

Round Robin Test を実施し、その結果を踏まえてド

ダから提案プレゼンがあった。NP として提案予定。

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

5. WG32（風力発電・潮流発電塗料材料）

下記に列記。

⑴

Rain erosion の試験を Water Jet 法と Rotating

・ISO 21227-3:2007：Evaluation of defects on

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

coated surfaces using optical imaging
̶ Part 3:Evaluation of delamination

トとの相関が得られていない。ラウンドロビン参加

・ISO 9117-3:2010：Drying tests

者による議論を要し、次の会議での報告となる。

̶ Part 3: Surface-drying test using ballotini

⑵

・ISO 21227-2:2006：Evaluation of defects on

⑹

PDTS 19392：Coating systems for wind-turbine
rotor blades

coated surfaces using optical imaging

NP としてドラフトの修正に着手する。主な討議内

̶ Part 2: Evaluation procedure for multi-impact

容は以下となる。
・PDTS 19392-1：Part 1: Minimum requirements and

stone-chipping test
SR で廃止となった規格

weathering

下記規格が廃止。代替規格は ISO 11997-1 cycle B。

促進耐候性試験の試験時間はラウンドロビンの結果

・ISO 11503:1995：Determination of resistance to

⑺

Round Robin Test の結果について

・ISO 17132:2007：T-bend test

で決まる。

humidity (intermittent condensation)

サイクル試験に関して、横垣氏が FRC 基材での試験

廃止投票はドイツだけなので、改めて WDRL（廃止

としては不適切とのコメントをしたものの実験結果

投票）を行う。

などの提示がなく今回の WD には反映されないこと

SR で改定を進める規格

となった。

WD として進める規格を下記に列記。

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

・ISO 2808:2007：Determination of film thickness

of resistance to rain erosion using rotating

・ISO 4623-1:2000：Determination of resistance

arm

to filiform corrosion ̶ Part 1: Steel substrate
・ISO 17872:2007：Guidelines for the introduction
of scribe marks through coatings on metallic

－ 34 －

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

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

写真 -5

Convenor の Pausch 氏が欠席、Fell 氏が代理を務
めた。

中国からの参加者

8. あとがき

次回の会議は６ケ月以内に実施する。

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。

写真 -4

TC35/SC9/W32 委員会

審議風景

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。

写真 -6

TC35 レセプション風景

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

期間中に開催されたレセプションにおいて、経済産業
省

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。

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

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

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。

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。

－ 35 －

写真 -7

参加者の方々

*********

追加資料

塗料会館前

【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。

Ⅰ．塗膜からのホルムアルデヒド放散量の求め方

【ホルムアルデヒドの規制】

【提案の目的】

日本の建築基準法における規制は、４つに区分される。

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

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。

験方法を確立することは重要である。

－ 36 －

【デシケータ法と小型チャンバー法との関係】

【塗料における規制の必要性】

塗膜をデシケータ法と小型チャンバー法で試験した結

市販のアルキド系塗料のホルムアルデヒド放散量を試

果、両者には高い相関が得られ小型チャンバー法の５μ

験すると乾燥７日経過後も５μ g/ ㎡ h を越えた値を示

g/ ㎡ h は、デシケータ法では 0.12 mg/L に相当する。

す。

【基準の根拠】

【本提案と ISO 12460-4（建築ボード）の違い】

建築材料、換気量、ホルムアルデヒド室内濃度との関

大きな違いは試験体の表面積、建築ボードは 1800 ㎠

係式を用いて、室内濃度を 0.1mg/ ㎥（指針値）、換気回

で塗料の場合は 450 ㎠（150 × 150mm ガラス板２枚）。塗

数を 0.2 回 / ｈ、部屋の高さを 2.3 ｍとした場合の材料

料で 1800 ㎠にする場合、８枚の試験が必要となり現実

の表面積を求めた。Ｆ☆☆☆☆の材料では床面積の９倍

的ではない。ただし、精度の点から低濃度の測定は捕集

以上となるが、Ｆ☆☆☆の材料では約２倍程度となり、

用の水量を 300ml から 100ml に変えて行う必要がある。

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。

－ 37 －

【日本の品質規格 JIS K 5675】
【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。

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。

【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。

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

Ⅱ．塗膜の日射反射率の求め方

【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。
【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。

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。

－ 38 －

【試験体の作成：下地隠ぺいの影響】

【入射角に関する考察】

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

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。

の、赤外線域では下地の影響を受け反射率が白地と黒地

このグラフは入射角と日射反射率との関係を示し、赤

では大きく異なり、正確な日射反射率を求めることはで

い曲線は硫酸バリウムのｐ偏光の反射率で、青い曲線は、

きない。

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。

【試験装置】
300 〜 2500nm の波長範囲で測定できる受光器に積分

【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

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、

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、

ASTM E-903d では６〜 12 度となっている。

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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【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。

【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。

【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。

－ 40 －

