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日塗検ニュースのタイトル “Vague” について
 

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



　このような背景から、JIS K 5603が制定された。

建築用断熱材はある程度の厚みを有しており保護熱

板法等による計測が可能である。市販の測定装置も

存在する。塗膜の場合は、厚みが小さいこと、日射

が必要なこと等があり、新しい装置開発が必要となっ

た。装置開発は（一財）日本塗料検査協会が中心と

なって進められた。開発された装置により、日射吸

収率や日射侵入比といった建築設計者が熱計算に使

用できる数値を得られることとなった。また、遮熱

塗料全体を同一の尺度で評価することができること

となった。そこで、JIS検討の際に市販遮熱塗料につ

いて測定し、比較を行った。その結果、日射吸収率、

日射侵入比等と塗膜の日射反射率との間に高い相関

が認められた。すなわち、いわゆる遮熱塗料の熱性

能は日射反射率が支配しており、本質的に高日射反

射率塗料と同じであると考えられた。

　さて、吉田兼好の徒然草に「家のつくりようは夏

をもって旨とすべし」と書かれているのは有名であ

る。日本を含む東南アジアの蒸暑地域で夏季の暑さ

対策を考える場合、欧州のような密閉型断熱ではな

く、通風を確保した日射反射が適していると筆者は

考える。JIS K 5603の制定を契機として、いわゆる

遮熱塗料（省エネ塗料と言ってもいい）の性能が適

正に評価、表示され、その利用が発展することを期

待する。

　ヒートアイランド現象の緩和や夏季の省エネ対

策等の目的から、高日射反射率塗料の利用が増加

している。高日射反射率塗料に関しては、JIS K 

5602:2008（塗膜の日射反射率の求め方）および JIS 

K 5675:2011（屋根用高日射反射率塗料）が制定され

ている。そして新たに、標題の JIS K 5603:2017（塗

膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の求め方）

が制定された。筆者は JIS K 5603原案作成委員会の

委員長を務めたので、この規格の意義について解説

する。

　既に、日射反射率の測定方法（JIS K 5602）が制

定され、それに基づき高日射反射率塗料製品の標準

化（JIS K 5675）がなされている。これらの規格に

より高日射反射率塗料の利用は拡大していたが、次

のような二つの課題が指摘されていた。

① 高日射反射率塗料の性能は日射反射率に支配され

るが、建築設計者が熱計算を行う場合、日射反射

率は馴染みのない数値であり、熱貫流率等の数値

に変換する必要がある。

② 高日射反射率塗料は、いわゆる遮熱塗料の仲間で

あるが、その中に日射反射効果だけでなく断熱効

果や放射効果を標榜する製品が出現し、市場の混

乱が危惧された。そこで、これらをも含むすべて

の遮熱塗料を横並びに測定、評価できる測定方法

が望まれた。

－ 1 －

巻 頭 言

JIS K 5603:2017（塗膜の熱性能－熱流計測法による

日射吸収率の求め方）の制定

一般社団法人建築研究振興協会 副会長

芝浦工業大学名誉教授　本　橋　健　司



1.　はじめに

　鋼橋等の鋼構造物の長寿命化のために、これまでは海
浜部などの厳しい腐食環境でのみ適用されてきた重防食
塗装系が、山間部や都市部などの一般環境でも適用され
るようになった。さらに、油性さび止めペイントや長油
性フタル酸樹脂塗料で構成される一般塗装系を塗り替え
る場合にも、ライフサイクルコストを見据えて重防食塗
装系への塗替えが推奨されるようになり 1)、塗膜の長寿
命化が図られている。
　重防食塗装系の適用以外にも、溶融亜鉛めっきや金属
溶射などの金属被覆も防食対策の手法として検討されて
いる。金属溶射は実際の橋梁へも適用されており、鋼道
路橋防食便覧の記載 2)によれば、古くは関門橋への亜鉛
溶射の採用、近年では福岡高速５号線に亜鉛・アルミニ
ウム合金及び擬合金溶射が採用されている。
　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（以下 NEXCOと略す）では各
種金属溶射に塗装を施した皮膜の防食性の評価検討を
行い、平成 28年８月発行の構造物施工管理要領 3)にて
金属溶射の防食仕様、軽微な損傷における補修塗装の仕
様が記載されるに至った。平成 29年７月発行の構造物

施工管理要領に記載の仕様を表 -1、表 -2、表 -3に示
す。金属溶射面の塗装系における品質規格の項目は、耐
複合サイクル防食性であり、NEXCO試験方法 第 4編 構
造関係試験方法に記載の試験法 403-2012 塗料の耐複合
サイクル防食性試験方法による。品質規格検査の期間は
6000時間であり、判定基準は一般部については異常が
ないこと、カット部については変状幅 10.0mm以下と記
載されている。仕様のうち、金属溶射面用封孔処理剤は
NEXCO塗装規格として定められたものがないため、金属
溶射面の塗装系を全て施した系において品質を確認する
こととされている。また、溶射方法、溶線の種類、金属
溶射面用封孔処理剤ごとに公的機関またはこれに準じる
機関で行わなければならないとされている。
　前述の公的機関に準じる、我が国唯一の第三者塗料検
査機関である一般財団法人 日本塗料検査協会（以下協
会と略す）では NEXCOの品質規格の数多くの試験・検査
を実施している。平成 28年８月に新たに記載された金
属溶射面における塗装系の品質規格についても試験を行
い、品質規格証明書を発行している。本稿ではその内容
について紹介する。

　表 -1　金属溶射の防食仕様（アーク溶射を用いた場合）

部分 記号 工程 溶線、塗料、素地調整程度
標準使用量
（g/㎡）

塗装間隔
標準膜厚
（μｍ）

金属溶射 Ｓ１

工場
（現場）
溶射

素地調整 G-a（Ⅰ） － －

金属溶射 JIS H 8300 AlMg5 － 100以上

工場
（現場）
塗装

封孔処理 金属溶射面用封孔処理剤
ｽﾌﾟﾚｰ 200

（ﾊｹ ･ ﾛｰﾗｰ 140）
－

中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗
ｽﾌﾟﾚｰ 200

（ﾊｹ ･ ﾛｰﾗｰ 140）
30

上塗 ふっ素樹脂塗料上塗
ｽﾌﾟﾚｰ 150

（ﾊｹ ･ ﾛｰﾗｰ 120）
25

4hr以内

24h以内

1～10日

1～10日

－ 2 －
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NEXCO 構造物施工管理要領の金属溶射面における

塗装系の品質規格

一般財団法人 日本塗料検査協会 

関　島　竜　太東支部 検査部



2.　試験内容

　試験を行った金属溶射面における塗装系を表 -4に示
す。溶射方法としては、アーク溶射を用いた仕様が５仕
様、ガス溶線式フレーム溶射を用いた仕様が４仕様、合
計９仕様である。溶線の種類は９仕様いずれもアルミ
ニウム・マグネシウム合金溶射である。塗装の工程は、
表 -1および表 -2に示した構造物施工管理要領に記載の
金属溶射の防食仕様に準じ、金属溶射面用封孔処理剤、
ふっ素樹脂塗料用中塗、ふっ素樹脂塗料上塗を塗装した。
ふっ素樹脂塗料上塗の色は、塗膜の変状の確認を考慮
し、NEXCO試験方法 第４編 構造関係試験方法に記載の

試験法 405-2009 塗料の暴露耐候性試験方法にて定めら
れている試験に使用する色のうち、淡彩色の一般社団法
人 日本塗料工業会の色見本帳の色番号 22-85Hとした。
作製した試験片について、耐複合サイクル防食性試験を
6000時間実施した。複合サイクルの条件を表-5に示す。
評価は 1000時間ごとに行い、一般部においては異常の
有無、カット部においては変状の有無と変状幅の計測を
行った。一般部の異常としては、さび、膨れ、割れ、剝
がれ等を JIS K 5600-8-1～ 5により評価した。カット
部の変状としては、カット周辺のさび又は膨れ等とした。

　表 -2　金属溶射の防食仕様（ガス溶線式フレーム溶射を用いた場合）

　表 -3　金属溶射皮膜及び塗膜の軽微な損傷における補修塗装

部分 記号 工程 溶線、塗料、素地調整程度
標準使用量
（g/㎡）

塗装間隔
標準膜厚
（μｍ）

金属溶射 Ｓ１

工場
（現場）
溶射

素地調整

G-a（Ⅰ）
（溶射材料が JIS H 8300 

Al99.5,AlMg5の場合）
G-a

（溶射材料が JIS H 8300 

Zn99.99,ZnAl15の場合）

－ －

金属溶射
JIS H 8300に規定の溶射
材料

－ 100以上

工場
（現場）
塗装

封孔処理 金属溶射面用封孔処理剤
ｽﾌﾟﾚｰ 200

（ﾊｹ ･ ﾛｰﾗｰ 140）
－

中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗
ｽﾌﾟﾚｰ 200

（ﾊｹ ･ ﾛｰﾗｰ 140）
30

上塗 ふっ素樹脂塗料上塗
ｽﾌﾟﾚｰ 150

（ﾊｹ ･ ﾛｰﾗｰ 120）
25

　　工程段階 工場塗装または現場塗装完了後（横取・輸送・架設等の荷扱いによる軽微な損傷）

　　損傷程度 損傷が素地まで達している 損傷が塗膜の中間で
とまっている 塗装系

Ｓ１

スィープブラストないしディスクサンダー等動力工具などで表面を目荒らしする
　　　　　　　　　　　↓（1日以内）
有機ジンクリッチペイント（ﾊｹ 240g/㎡（30μｍ）×2回）
　　　　　　　　　　　↓

厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗（120 μｍ）（ﾊｹ 300g/㎡（90μｍ）×1回）
　　　　　　　　　　　↓

ふっ素樹脂塗料用中塗（ﾊｹ ･ ﾛｰﾗｰ 140g/㎡（30μｍ）×1回）
　　　　　　　　　　　↓

ふっ素樹脂塗料上塗（ﾊｹ ･ ﾛｰﾗｰ 120g/㎡（25μｍ）×1回）

傷によって露出して
いる塗膜から、塗装
系にしたがって仕上
げる。なお、その場合、
素地調整は 4種程度
してから行う。

4hr以内

24h以内

1～10日

1～10日

－ 3 －



3.　試験結果

　試験結果を表 -6に、試験片の写真を写真 -1に示す。
いずれの仕様も試験 6000時間後において、一般部に異
常は見られず、カット部の変状幅も 10.0mm以下であり、
規格に適合する品質であることを確認した。溶射方法、
金属溶射用封孔処理剤の種類、二次封孔の有り無し、塗
料製造会社の違いによる性能差の有無ついては本データ
から判断するのは早計であり、今後、蓄積されていくで
あろう複数の試験データから考察するのが適切であると
考える。

4.　まとめ

　NEXCO構造物施工管理要領に記載された金属溶射面に
おける塗装系の品質規格について試験を行った結果、規
格に適合することを確認した。今後、協会では亜鉛とア

ルミニウムを常温で同時に溶射する擬合金溶射システム
の MS工法 4)についても金属溶射面における塗装系の品
質を確認する予定にしている。金属溶射の鋼橋の塗替え
塗装への適用は、今後増えていくことが予想される。協
会では金属溶射面における塗装系の品質の確認を行うこ
とで、金属溶射の展開の一助となれば幸いである。

謝辞

　本稿を執筆するにあたり、試験データをご提供いただ
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　表 -4　金属溶射面における塗装系の仕様

　表 -5　複合サイクルの条件

No. 溶射方法 溶線の種類 金属溶射面用封孔処理剤
ふっ素樹脂
塗料用中塗

ふっ素樹脂
塗料上塗

1 アーク溶射 アルミニウム・マグネシウム合金 A社品封孔処理剤 B社品中塗 1 B社品上塗 1

2 アーク溶射 アルミニウム・マグネシウム合金 B社品封孔処理剤 1 B社品中塗 1 B社品上塗 1

3 アーク溶射 アルミニウム・マグネシウム合金
B社品封孔処理剤1(一次封孔)

B社品封孔処理剤1(二次封孔)
B社品中塗 1 B社品上塗 1

4 アーク溶射 アルミニウム・マグネシウム合金 C社品封孔処理剤 B社品中塗 1 B社品上塗 1

5 アーク溶射 アルミニウム・マグネシウム合金 B社品封孔処理剤 2 B社品中塗 1 B社品上塗 1

6
ガス溶線式
フレーム溶射

アルミニウム・マグネシウム合金 D社品封孔処理剤 D社品中塗 D社品上塗

7
ガス溶線式
フレーム溶射

アルミニウム・マグネシウム合金 E社品封孔処理剤 E社品中塗 E社品上塗

8
ガス溶線式
フレーム溶射

アルミニウム・マグネシウム合金 C社品封孔処理剤 C社品中塗 C社品上塗

9
ガス溶線式
フレーム溶射

アルミニウム・マグネシウム合金 B社品封孔処理剤 3 B社品中塗 2 B社品上塗 2

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 ± 3）％ RH

3 2 50 ± 2 熱風乾燥

4 2 30 ± 2 温風乾燥

5 段階 1に戻る

－ 4 －



　表 -6　試験結果

No. n数 評価部位 1000時間 2000時間 3000時間 4000時間 5000時間 6000時間

1

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

2

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 1.3mm 1.3mm 3.1mm 3.1mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 1.7mm 1.7mm 2.2mm 2.2mm

3

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.7mm 2.3mm 2.3mm 2.3mm 2.3mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.6mm 1.2mm 1.4mm 1.4mm

4

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 1.2mm 1.5mm 4.1mm 4.1mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 2.8mm 2.8mm 2.9mm 2.9mm

5

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 2.5mm 2.5mm 2.5mm 2.5mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.4mm 1.0mm 1.0mm 1.0mm 1.0mm

6

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

7

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

8

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

9

1
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

2
一般部 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

カット部 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm
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写真 -1　試験片の写真
 

No. 
1000時間 2000時間 3000時間 4000時間 5000時間 6000時間 

ｎ1 ｎ2 ｎ1 ｎ2 ｎ1 ｎ2 ｎ1 ｎ2 ｎ1 ｎ2 ｎ1 ｎ2 

1 

            

2 

            

3 

            

4 

            

5 

            

6 

            

7 

            

8 

            

9 
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表 -1　I 塗装系の塗装仕様

塗装系 工程 塗料または素地調整程度 施工方法 標準膜厚 ( μｍ )

I塗装系
（旧仕様）

前処理
素地調整 ISO Sa 2･1/2 － －

プライマー 機能性プライマー スプレー 17

工場塗装

2次素地調整 スィープブラスト － －

下塗 有機ジンクリッチペイント スプレー 75

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 スプレー 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 スプレー 25

1.　はじめに

　橋梁の塗替え塗装において、既存の塗装系が一般塗装
系であってもその後のライフサイクルコスト低減の観点
から重防食塗装系での塗替えが推奨されている 1)。その
一方で橋梁を管理する道路管理者からすれば重防食塗装
系に塗替える際の多額の初期投資は負担であり、少しで
も費用が少ない塗装系が望まれる場合がある。
　薄膜重防食塗装系「I塗装系」は、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（以下 NEXCOと略す）の構造物施工管理要領に設定
された、低コストな塗装系である。I塗装系の塗装仕様
を表 -1に示す。この塗装系は、重防食塗装系の防食下
地である有機ジンクリッチペイントの上にポリウレタン
樹脂塗料用中塗、上塗を塗装する仕様であり、重防食塗
装系の工程数を減らして費用を抑えている。平成９年
に構造物施工管理要領の新設塗装仕様として記載された
が、平成 21年に構造物施工管理要領からは廃止され、
現在の構造物施工管理要領には I塗装系は記載されてい
ない。
　近年の重防食塗装系の定義 2)では、防食下地、遮断
性に優れた下塗、耐候性に優れた上塗、合計膜厚 250～
1000 μｍ程度とされており、I塗装系は防食下地と耐候
性に優れた上塗は有するものの、遮断性に優れた下塗は
有さず、合計膜厚も 130 μｍであるので、この定義から
は外れる。
　薄膜重防食塗装系の補修仕様については、平成 16年

に構造物施工管理要領に塗替え塗装系として素地調整
程度１種及び３種の上での i-1塗装系及び i-2塗装系が
記載された。平成 21年には素地調整程度４種の上での
i-1塗装系が追加された一方で i-2塗装系と素地調整程
度１種の上での i-1塗装系が廃止され、現在に至ってい
る。現在の平成 29年の構造物施工管理要領に記載され
ているのは i-1塗装系（３種及び４種）のみである。廃
止された塗装系も含めて、これまでに記載された i-1塗
装系及び i-2塗装系の塗装仕様を表 -2に示す。廃止さ
れた塗装系については括弧書きで旧仕様と記した。

2.　目的

　平成 14年に開始された本評価の目的は、一般塗装系
のA塗装系（旧仕様）及び薄膜重防食塗装系のI塗装系（旧
仕様）を薄膜重防食塗装系で塗替える際の仕様を確立す
ることである。評価開始から２年後の平成 16年には構
造物施工管理要領に薄膜重防食塗装系の補修仕様が記載
され、つまり仕様は既に確立されているが、本評価は平
成 14年から平成 29年まで 15年間暴露試験を行った貴
重なデータである。さび部のタッチアップには有機ジン
クリッチペイントを用い、さび部及び旧塗膜部の仕上げ
にはポリウレタン樹脂塗料上塗を用いることを共通と
し、変性エポキシ樹脂塗料下塗の有無、もしくは塗り回
数の違いについて評価が可能である。既存の薄膜重防食
塗装系は適切な仕様であるかという観点から評価を行っ
た。
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表 -2　i-1 塗装系及び i-2 塗装系の塗装仕様

塗装系
素地調整
程度

工程 塗料または素地調整程度 施工方法
標準膜厚
( μｍ )

i-1塗装系

1種
(旧仕様 )

素地調整 １種 － －

下塗 有機ジンクリッチペイント スプレー 75

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 スプレー 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 スプレー 25

3種

素地調整 ３種 － －

タッチアップ 1回目 有機ジンクリッチペイント ハケ 30

タッチアップ 2回目 有機ジンクリッチペイント ハケ 30

下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 ハケ 60

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハケ 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 ハケ 25

4種

素地調整 ４種 － －

下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 ハケ 60

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハケ 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 ハケ 25

i-2塗装系
(旧仕様 )

1種
(旧仕様 )

素地調整 １種 － －

下塗 有機ジンクリッチペイント スプレー 75

中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗 スプレー 30

上塗 ふっ素樹脂塗料上塗 スプレー 25

3種
(旧仕様 )

素地調整 ３種 － －

タッチアップ 1回目 有機ジンクリッチペイント ハケ 30

タッチアップ 2回目 有機ジンクリッチペイント ハケ 30

下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 ハケ 60

中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗 ハケ 30

上塗 ふっ素樹脂塗料上塗 ハケ 25

3.　評価内容

　3.1　試験片の作製

　　⑴　基板
　　 　SS400の寸法 300mm× 150mm×6mmの普通鋼板をブ
ラスト処理した鋼板を基板として用いた。

　　⑵　旧塗膜の作製
　　 　旧塗膜とする塗装系は A塗装系（旧仕様）及び I

塗装系（旧仕様）とした。旧塗膜用試験片を作製す
る際に適用した A塗装系（旧仕様）及び I塗装系（旧

仕様）の塗装仕様を表 -3に示す。なお、上側３分の
２を塗装部、下側３分の１を未塗装部とし、両面を
塗装した。試験片の塗り分け区分を図 -1に示す。塗
装した試験片は NEXCO試験方法 404-2012「塗料の暴
露防錆性試験方法」に記載の NEXCOが指定する東京、
沖縄、北陸、及び試験方法指定外の三鷹（中央自動
車道三鷹料金所横駐車場内）の合計４暴露場にて 1.5

年間暴露し、上側３分の２を旧塗膜部、下側３分の
１をさび部とした。
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表 -3　A 塗装系（旧仕様）及び I塗装系（旧仕様）の塗装仕様

表 -4　素地調整方法

図 -1　試験片の塗りわけ区分

塗装系 工程 塗料または素地調整程度 施工方法 標準膜厚 ( μｍ )

A塗装系（旧仕様）

プライマー エッチングプライマー（長ばく形） スプレー 15

下塗第 1層 鉛系さび止めペイント 1種下塗 スプレー 35

下塗第 2層 鉛系さび止めペイント 1種下塗 スプレー 35

中塗 長油性フタル酸樹脂塗料中塗 ハケ 30

上塗 長油性フタル酸樹脂塗料上塗 ハケ 25

I塗装系（旧仕様）

下塗 有機ジンクリッチペイント スプレー 75

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 スプレー 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 スプレー 25

区分 範囲
素地調整方法

No.1

素地調整方法
No.2

素地調整方法
No.3

旧塗膜部
  0～ 100mm

不織布研磨材清掃
動力工具面粗し

スィープブラスト
100～ 200mm 動力工具塗膜除去

さび部 200～ 300mm St 3 St 3 Sa 2

　　⑶　素地調整
　　 　素地調整は３通りの方法で処理を行った。素地調
整方法を表 -4に示す。素地調整方法 No.1と No.2

は動力工具を用いた作業を想定し、No.1は簡素な
作業、No.2は念入りな作業を意図している。素地
調整方法 No.3はブラストを用いた作業を想定した
ものである。

　　⑷　塗装仕様
　　 　素地調整後の塗替え塗装仕様は防食下地と中塗、

上塗から構成される I塗装系（旧仕様）を基準に
考え、さび部にはハケを用いて有機ジンクリッチペ
イントでタッチアップ塗装を行い、旧塗膜部と合わ
せた全面をポリウレタン樹脂塗料用中塗、ポリウレ
タン樹脂塗料上塗を塗装する仕様を基本の塗装仕様
（塗装仕様 No.1）とした。更に基本の塗装仕様のタッ
チアップ塗装に変性エポキシ樹脂塗料下塗を増し塗
りする塗装仕様（塗装仕様 No.2）、全面塗装に変性
エポキシ樹脂塗料下塗を増し塗りする塗装仕様（塗
装仕様 No.3）も加えた。素地調整方法 No.1、No.2

に対して塗装仕様 No.1～ 3を適用した。また、塗
装仕様 No.1～ 3と同じ塗膜構成をスプレーにて塗
装する塗装仕様を設け、塗装仕様 No.4～ 6とした。
塗装仕様 No.4～ 6は素地調整方法 No.3に対して適
用し、ブラスト処理やスプレー塗装が可能な比較的
整った設備環境での塗替え塗装を想定したものであ
る。塗替え塗装仕様を表 -5、表 -6に示す。

　　⑸　カットの付与
　　 　塗膜を乾燥させた後に図 -2に示す位置にプラス

チック用カッター（Ｐカッター）を用いて鋼素地に
達するカットを入れた。

　　⑹　試験片の水準
　　 　試験片の水準及び試験片記号を表 -7、表 -8に示

す。18種類の水準に対して暴露場４箇所の合計 72

枚作成した。
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表 -5　塗替え塗装仕様（No.1 ～ 3）

表 -6　塗替え塗装仕様（No.4 ～ 6）

区分 工程 塗装仕様
No.1

塗装仕様
No.2

塗装仕様
No.3

さび部

タッチアップ 1回目 有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

タッチアップ 2回目 有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

タッチアップ 3回目 －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

下塗 － －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

旧塗膜部

下塗 － －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

区分 工程 塗装仕様
No.4

塗装仕様
No.5

塗装仕様
No.6

さび部

タッチアップ 1回目 有機ジンクリッチペイント
（スプレー　75 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（スプレー　75 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（スプレー　75 μｍ）

タッチアップ 2回目 －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（スプレー　60 μｍ）

変性エポキシ樹脂塗料下塗
（スプレー　60 μｍ）

下塗 － －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（スプレー　60 μｍ）

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

旧塗膜部

下塗 － －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（スプレー　60 μｍ）

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）
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表 -7　試験片の水準（試験片記号：ML-1 ～ 9）

図 -2　カットの位置

旧塗膜 素地調整方法 塗装仕様 試験片記号

A塗装系
（旧仕様）

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.1

－ / － /U(N)/U(U)
ML-1

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.2

－ / － / － /U(N)/U(U)
ML-2

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.3

－ / － / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-3

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.1

－ / － /U(N)/U(U)
ML-4動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.2

－ / － / － /U(N)/U(U)
ML-5動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.3

－ / － / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-6動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.4

－ /U(N)/U(U)
ML-7

さび部 Sa 2 H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.5

－ / － /U(N)/U(U)
ML-8

さび部 Sa 2 H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.6

－ / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-9

さび部 Sa 2 H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

注 )表中の塗装仕様の欄は下記に示す塗料の略号で表記した。
　　H-OZ：有機ジンクリッチペイント、MD-E：変性エポキシ樹脂塗料下塗
　　U(N)：ポリウレタン樹脂塗料用中塗、U(U)：ポリウレタン樹脂塗料上塗

　3.2　暴露試験

　 　NEXCO試験方法 404-2012「塗料の暴露防錆性試験方
法」に記載の NEXCOが指定する東京、沖縄、北陸、及
び試験方法指定外の三鷹（中央自動車道三鷹料金所横

駐車場内）の合計４暴露場にて暴露試験を行った。

　3.3　評価方法

　 　評価は一般部とカット部に区分して行った。一般部
の評価は㈶日本塗料検査協会より昭和 45年発行の「塗
膜の評価基準　Ａ」に準じ、「標準判定写真」や「標
準判定図」を基にさび、膨れ、割れ、はがれの評価を
行った。評価の点数化はさび、膨れ等が全く発生して
いないものを 10点とし、標準判定写真や図の点数を
評価点とした。複数の欠陥が混在する場合は一番大き
な欠陥、つまり欠陥のうち一番低い点数を基準点とし
て、その他の欠陥を 10点から差し引いた後、1/2倍
して基準点から引き算した点数とした。
　 　カット部の評価は、カット線からのさび・膨れ等の
片側最大侵入幅 (mm)をノギスを用いて計測し、㈱高
速道路総合技術研究所と（一財）日本塗料検査協会と
で定めた評価点数換算表を用いて点数化した。侵入が
ない場合を 10点とした。
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表 -8　試験片の水準（試験片記号：ML-10 ～ 18）

旧塗膜 素地調整方法 塗装仕様 試験片記号

Ｉ塗装系
（旧仕様）

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.1

－ / － /U(N)/U(U)
ML-10

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.2

－ / － / － /U(N)/U(U)
ML-11

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.3

－ / － / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-12

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.1

－ / － /U(N)/U(U)
ML-13動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.2

－ / － / － /U(N)/U(U)
ML-14動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.3

－ / － / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-15動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.4

－ /U(N)/U(U)
ML-16

さび部 Sa 2 H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.5

－ / － /U(N)/U(U)
ML-17

さび部 Sa 2 H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.6

－ / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-18

さび部 Sa 2 H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

4.　評価結果

　試験片記号 ML-1から ML-9までの各暴露場の試験片の
表面の写真を写真 -1に、試験片記号 ML-10から ML-18

までの各暴露場の試験片の表面の写真を写真 -2に示す。
なお、頁数の都合により、裏面の写真や各試験片の各部
位における評価結果、評価点については本稿では省略す
る。
　塗装仕様の違いによる防食性の差について以下に記述
する。差を確認し易くするために、評価点を棒グラフ
で示した。まず、旧塗膜部の上でのポリウレタン樹脂塗
料用中塗とポリウレタン樹脂塗料上塗の２回塗り仕様と
変性エポキシ樹脂塗料下塗とポリウレタン樹脂塗料用中
塗、ポリウレタン樹脂塗料上塗の３回塗り仕様を比較し
た。前者は塗装仕様 No.1、No.2、No.4、No.5のそれぞ
れに対する各素地調整方法の評価点の平均値、後者は
塗装仕様 No.3、No.6のそれぞれに対する各素地調整方
法の評価点の平均値とし、グラフ上では前者を「U(N)/

U(U)」、後者を「MD-E/U(N)/U(U)」と示した。一般部、カッ
ト部の評価点を図 -3、図 -4に示す。
　旧塗膜部の上でのポリウレタン樹脂塗料用中塗とポリ
ウレタン樹脂塗料上塗の２回塗り仕様と変性エポキシ樹
脂塗料下塗とポリウレタン樹脂塗料用中塗、ポリウレタ
ン樹脂塗料上塗の３回塗り仕様を比較した結果、一般部

の評価、カット部の評価、共に仕様の違いによる明確な
差はなかった。変性エポキシ樹脂塗料下塗 60 μｍのあ
りなしが旧 A塗装系 125 μｍまたは旧 I塗装系 130μ ｍ

の旧塗膜を含めた全体の塗膜の防食性に大きく影響しな
かったためと推測する。旧塗膜の上の薄膜重防食塗装系
の現行の仕様は i-1塗装系（4種）であり、上記の「MD-

E/U(N)/U(U)」と同じである。本評価結果からは「U(N)/

U(U)」でも十分という解釈に至るかもしれないが、旧塗
膜の上には付着性を確保するために変性エポキシ樹脂塗
料下塗を入れるのが安全であり、i-1塗装系（4種）は
薄膜重防食塗装系の塗替え仕様として妥当な仕様である
と考える。
　次に、さび部の上での塗装仕様の違いによる防食性の
差について以下に記述する。さび部の上では有機ジン
クリッチペイント～ポリウレタン樹脂塗料用中塗～上塗
（グラフ上では「U(N)/U(U)」と略す）、有機ジンクリッ
チペイント～変性エポキシ樹脂塗料下塗～ポリウレタン
樹脂塗料用中塗～上塗（同「MD-E/U(N)/U(U)」）、有機ジ
ンクリッチペイント～変性エポキシ樹脂塗料下塗～変性
エポキシ樹脂塗料下塗～ポリウレタン樹脂塗料用中塗～
上塗（同「MD-E/MD-E/U(N)/U(U)」）の３仕様にて塗装し
ている。各素地調整方法の評価点を平均した一般部、カッ
ト部の評価点を図 -5、図 -6に示す。
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試験片
記号

ML-1 ML-2 ML-3 ML-4 ML-5 ML-6 ML-7 ML-8 ML-9

東京

沖縄

北陸

三鷹

写真 -1　試験片の写真（試験片記号 ML-1 から ML-9 まで）

図 -3　旧塗膜部の上での塗装仕様の違いによる防食性の差

（一般部）

　さび部の上での塗装仕様の違いについては、一般部の
評価にて下塗の回数による傾向が見られた。特に、沖
縄の評価については、変性エポキシ樹脂塗料下塗なし
（U(N)/U(U)）は変性エポキシ樹脂塗料下塗あり（MD-E/

U(N)/U(U)、MD-E/MD-E/U(N)/U(U)）よりも低い評価点と
なり、変性エポキシ樹脂塗料下塗の効果が確認された。
一方、カット部の評価については、明確ではないが逆に
変性エポキシ樹脂塗料下塗ありの方が評価点が低くなる
傾向があり、膜厚が厚くなることにより発生する応力が
大きくなり 3)、カット部からの膨れ幅が大きく計測され
たことによると推測する。
　素地調整方法による違いについても確認した。旧塗膜
部の上では不織布研磨材を用いた清掃（4種）、動力工
具を用いた面粗し（3種）、スィープブラストにて素地
調整を行い、さび部の上では ISO St 3（3種）、ISO Sa 

2（1種）にて素地調整を行っている。旧塗膜部の上で
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試験片
記号

ML-10 ML-11 ML-12 ML-13 ML-14 ML-15 ML-16 ML-17 ML-18

東京

沖縄

北陸

三鷹

写真 -2　試験片の写真（試験片記号 ML-10 から ML-18 まで）

図 -4　旧塗膜部の上での塗装仕様の違いによる防食性の差

（カット部）

図 -5　さび部の上での塗装仕様の違いによる防食性の差

（一般部）
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図 -7　旧塗膜部の上での素地調整方法の違いによる

防食性の差（一般部）

図 -6　さび部の上での塗装仕様の違いによる防食性の差

（カット部）

図 -8　旧塗膜部の上での素地調整方法の違いによる

防食性の差（カット部）

図 -9　さび部の上での素地調整方法の違いによる

防食性の差（一般部）

図 -10　さび部の上での素地調整方法の違いによる

防食性の差（カット部）

の一般部、カット部評価点を図 -7、8に、さび部の上で
の一般部、カット部評価点を図 -9、図 -10に示す。
　旧塗膜部の上では素地調整方法による明確な違いは見
られないが、さび部の上では素地調整方法による大きな
違いがあり、ISO St 3より ISO Sa 2が優れている傾向
が見られた。素地調整は塗膜の防食性に大きく寄与する
4)と言われており、本結果はそれを示唆している。
　続いて、薄膜重防食塗装系の耐久性を標準的な重防食
塗装系塗替え仕様と比較した。薄膜重防食塗装系につい
ては、さび部を St 3で素地調整し、有機ジンクリッチ
ペイント～変性エポキシ樹脂塗料下塗～ポリウレタン樹
脂塗料用中塗～上塗（MD-E/U(N)/U(U)」）の経時変化デー
タを用いた。重防食塗装系塗替え仕様については、これ
まで NEXCO総研にて蓄積してきたデータを用い、沖縄暴
露でのデータで比較した。重防食塗装系塗替え仕様を表

-9に示す。
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図 -11　一般部における薄膜重防食塗装系と重防食塗装系

塗替え仕様の比較

図 -12　カット部における薄膜重防食塗装系と重防食塗装

系塗替え仕様の比較

表 -9　重防食塗装系塗替え仕様

工程 重防食塗装系塗替え仕様

素地調整 ISO Sa 2･1/2

下塗 1回目
有機ジンクリッチペイント
（ハケ　50 μｍ）

下塗 2回目
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

下塗 3回目
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

中塗
ポリウレタン樹脂塗料用中塗

（ハケ　30 μｍ）

上塗
ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　30 μｍ）

　暴露 15年までの一般部、カット部の評価点の経時変
化を図 -11、図 -12に示す。重防食塗装系塗替え仕様の
一般部は 15年経過後も健全な状態を維持していたのに
対し、薄膜重防食塗装系は早期に評価点の低下が見られ
た。また、カット部についても重防食塗装系塗替え仕様
は５年を越えたあたりから緩やかに評価点が下がってい
るのに対し、薄膜重防食塗装系は初期から評価点が下が
り、年々低下していた。薄膜重防食塗装系は標準的な重
防食塗装系塗替え仕様と比較すると耐久性に劣ることは

明白である。
　なお、図 -11において、前年の評価点よりも次年の評
価点が高い箇所があるが、これらは膨れの評価結果の違
いによるものである。塗膜に生じる膨れのほとんどが浸
透膨れと言われており 5)6)、図 -11の試験片も暴露環境
中の水分が塗膜を浸透し、塗膜層間または塗膜と鋼素地
との界面に蓄積し、膨れを生じたと考えられる。浸透し
た水分は塗膜外に放出されることもあり得るため、前年
よりも膨れの大きさが小さく、もしくは密度が少なく評
価されたと推測する。

5.　まとめ

　本評価では薄膜重防食塗装系の補修仕様を確立するこ
とを目的に塗り回数や素地調整方法等について検討を
行った。当初は素地調整程度 1種及び３種の上での i-1

塗装系及び i-2塗装系が設定されたが、現在残っている
仕様は i-1塗装系（３種及び４種）のみである。検討の
結果から、薄膜重防食塗装系が工程削減を目的とした簡
易仕様であることを考えるとこれらの塗装仕様は妥当な
内容であると評価する。
　ただし、当然のことながら薄膜重防食塗装系は標準
の重防食塗装系塗替え仕様と比較すると耐久性に劣る。
i-1塗装系（３種及び４種）を適用するに当っては、耐
久性を十分に考慮する必要があるが、基本的には塗替え
塗装には c-3塗装系を適用するのが良いと考える。
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1.　はじめに

　既設コンクリート構造物における劣化の進行にともな
い、コンクリート片の剝落による第三者への被害が懸念
されている。これを抑止するために、阪神高速道路にお
いては、要領１）を整備し、剝落が懸念される箇所に剝
落防止性を有する表面被覆工法を施工している。
　表面被覆工法の剝落防止性は、コンクリート躯体と塗
布材との一体性（付着性）と、表面被覆材が剝落片の荷
重を保持する性能によって発揮される。ただし、その評
価は、押抜き試験による初期の標準状態での耐荷重およ
び押抜き変位量の評価に留まっているのが実状であり、
表面被覆材が剝落防止性を発揮する段階の振る舞いをふ
まえた、より適切な性能評価の体系の構築が望まれる。
また、押抜き試験の試験体の寸法は、促進劣化試験機内
に設置できない大きさのため、耐久性を考慮した促進劣
化後の評価も行い難い状況にある。この点においても、
長期耐久性を考慮した剝落防止性の性能評価の体系を構
築し、長期的な性能を適切に把握することが望まれる。
　以上の動機から、本稿では、経年劣化を想定した促進
劣化試験後の状態を評価対象として、付着性に着目した
性能確認試験を実施することにより、表面被覆工法での
剝落防止性の長期耐久性について考察した。なお、本内
容については、日本材料学会コンクリート構造物の補修・
補強、アップグレードシンポジウム（2018年 10月）に
おいて報告している。

2.　試験概要

　今回、主に付着性に着目し、表面被覆工法の劣化後の
性能低下を把握できる評価方法の検討と、剝落防止性の
長期耐久性について考察した。
　2.1　試験対象

　 　試験では、PT：塗膜系，PE：ポリエチレン系，V：
ビニロン系，G：ガラスクロス系，N：ナイロン系，
PP：ポリプロピレン系の６種類の仕様を対象とした。

　2.2　試験体作製

　 　試験体は、初期性能に対応した標準状態の試験体と、
長期耐久性の評価を目的とした劣化試験後の試験体を
設定した。後者については、以下の２種類の促進劣化
試験を採用した。
　⑴　促進耐候性試験
　　 　従来から日本工業規格や土木学会規準等、多くの
機関で塗膜の促進劣化試験方法として採用している
キセノンランプによる促進耐候性試験とした。なお、
試験方法は、JIS K 5600-7-7：2008塗料一般試験
方法 第７部：塗膜の長期耐久性 -第７節：促進耐
候性（キセノンランプ法）に従い、1500時間の照
射を行った。

　⑵　耐久性サイクル試験２）

　　 　キセノン照射による促進耐候性は、主に塗膜の外
観、色、光沢および白亜化等の低下傾向を把握する
のに用いられているが、コンクリート構造物に用い
られている厚膜形の表面被覆材では、付着性の低下
傾向を掴み難いものと考えられる。そこで、JIS A 

6909建築用仕上塗材および JIS A 6916建築用下地
調整塗材の耐久性を評価する項目として採用されて
いる湿潤状態，低温状態，高温状態を一定サイクル
繰り返す耐久性試験（湿潤冷熱繰り返し）に、⑴の
キセノンランプ法を組み合わせ、複合的な劣化を想
定した試験として実施した。試験条件は、

　　　① キセノンランプによる促進耐候性試験 72時間
　　　②  水中に 18時間浸せき（浸せき槽を設置した室 

内環境：23 ±２℃，50 ±５％）
　　　③  -20℃で３時間静置（恒温槽設置の室内環境設

定なし）
　　　④ 50℃で３時間静置（同上）
　　 　とし、①を実施した後、②～④を４回繰り返した
ものを１サイクルとし、合計 10サイクル実施した。

　2.3　試験項目および試験方法

　 　標準状態および２種類の促進劣化試験後の付着性の
評価に適用した試験方法を以下に示す。各試験は、ば
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らつきを考慮し３体実施し、平均値で評価した。併せ
て、各試験では、試験体の破壊箇所も確認し、図 -1

のとおり、A：基板破壊（レイタンス層を含む），AB：
基板と塗布材の界面破断，BG：塗布材内の凝集破壊，
BK：塗布材間の界面破断，により分類した。

離させる。図 -3のとおり、剝離塗膜（10mm）の下
面に幅 50mm，長さ 210mmの布粘着テープ（JIS Z 

1524相当品）を貼り、上面から長さ 260mmの布粘
着テープ（同上）を貼り合わせ、この２枚のテープ
で塗膜を挟み込むように接着する。

　⒝　試験および評価方法
　　 　試験体を図 -4のとおり台に固定し、塗膜を 135

度方向へ引張速度 100mm/minで引っ張り、剝離抵抗
力を試験機で測定した。見かけの剝離抵抗性は、剝
離に要した仕事量（N･mm）を剝離面積（mm2）で除
した値として算出した。

　⑷　押抜き試験（JSCE-K 533-2010）
　　 　本試験は、コンクリート片に対する剝落抵抗性
を定量的に評価する試験である。試験体（U形ふ
た）を半浸せき状態で施工した表面被覆材（400×

400mm）に対し、試験体中央のコア部（φ 100mm）に
面外方向の強制変位を与え、変位 10mm以上におけ
る最大荷重として評価した。

3.　試験結果

　3.1　付着性試験

　 　図 -5に付着性試験の結果を示す。単軸引張による
付着性は、劣化試験後においてもどの仕様も要領 1)で
規定する品質基準2.0N/mm2以上を満足する結果となっ
た。付着強さは、標準状態と劣化試験後で仕様ごとに
大小関係の違いはあるものの、概ね同程度の値となっ

　⑴　付着性試験（JSCE-K 531-2013）
　　 　本試験は、単軸引張により付着強さを直接的に確
認する試験である。コンクリート板（150mm×70mm

× 35mm）に、40mm × 40mmの素地に達する切り込み
を入れ、その試験面に治具を接着し、単軸引張によ
り最大引張荷重を求めた。付着強さは、最大引張荷
重を治具接着面積で除して算出した。

　⑵　カッターナイフ剝離試験 2)，4)

　　 　本試験は、剝離現象を考慮し、かつ、現場で実施
可能な簡易的な付着性の評価方法として採用した。
図 -2のとおり試験面にダイヤモンドカッターにて
50mm× 5mmのコンクリート素地に達する切り込みを
入れ、カット部の短辺をカッタ－の刃先で弾き上げ
ることで塗膜の剝離を促し、剝離長さを測定した。
剝離長さは、３段階に設定したレベル（Ⅰ～Ⅲ）と
して評価した。

　⑶　見かけの剝離抵抗性試験 2)，3)，4)

　　 　本試験は、定性的なカッターナイフ剝離試験に対
し、塗膜の剝離現象を考慮し、付着性を仕事量で示
し、定量的な評価を与える試験として実施した。併
せて、本試験は、付着性試験で A：基板破壊となっ
た仕様について、塗布材の性能を評価する方法とし
ても位置付けた。

　⒜　試験体準備
　　 　試験体（150mm × 70mm × 35mm）に幅 50mm，長さ

60mmの素地に達する切れ込みを入れ、試験面は端
から 10mmを素地からカッターナイフで強制的に剝

図 -1　破壊箇所の模式図

図 -2　試験状況（カッターナイフ剝離試験）

図 -3　布粘着テープの貼付け方

図 -4　試験状況（見かけの剝離抵抗性試験）
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た。破壊箇所は、大半の仕様で A：基板破壊となった。
PT仕様では、標準状態から AB：基板と塗布材の界面
破断となり、十分な付着強さは有するものの、塗布材
内あるいは塗布材間の界面と比較して、基板と塗布材
の界面の付着が低いことを確認した。V仕様では、破
壊箇所が、耐久性サイクル試験後に A：基板破壊から
AB：基板と塗布材の界面破断に変化し、塗布材の付着
性が長期的に低下したことが認められる結果となっ
た。

　3.2　カッターナイフ剝離試験

　 　図 -6にカッターナイフ剝離試験結果を示す。本試
験は、剝がれ易さを定性的に捉える試験である。破
壊箇所は、いずれも AB：基板と塗布材の界面破断と
なった。付着性試験で十分な付着強さを有した PT，G

仕様において、標準状態からレベルⅢの結果となり、
剝がれる状態を考慮することで、単軸引張による付
着性試験では把握できない塗布材の性能が把握でき
ることを窺わせる結果となった。その他の仕様は、
全体的に標準状態と比較して劣化試験後にレベルが
低下する傾向となった。

　3.3　見かけの剝離抵抗性試験

　 　図 -7に見かけの剝離抵抗性試験の結果を示す。付
着性試験では６仕様とも良好かつ有意な差が認められ
なかったのに対し、本試験では、仕様間で差が認めら
れた。PT，G，PP仕様は相対的に見かけの剝離抵抗性
が小さく、鉛直方向以外の力が働く剝離に対し、破壊
に介在する脆弱層の発現を窺わせる結果となった。標
準状態と劣化試験後の比較では、６仕様とも性能値は
「標準状態＞促進耐候性試験後＞耐久性サイクル試験
後」で一様に低下することが確認でき、上述のカッター

ナイフ剝離試験結果と概ね合致する傾向となった。破
壊箇所は、大半は AB：基板と塗布材の界面破断となっ
たが、G，N仕様の標準状態では BG：塗布材内の凝集
破壊，PP仕様の標準状態および促進耐候性試験後は
BK：塗布材間の界面破断となった。このことから、単
軸引張による付着性試験では、大半の仕様が A：基板
破壊となり、塗布材としては基板の強度以上の付着強
さという良好な結果を示したことに対し、剝がれる状
態を考慮した本試験では、破壊に介在する塗布材の剝
がれ易い箇所の特定が可能となり、仕様間の破壊モー
ドの違いが窺える結果となった。

図 -5　付着性試験結果

図 -6　カッターナイフ剝離試験結果

図 -7　見かけの剝離抵抗性試験結果
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4.　押抜き試験と付着性試験との関係

　図 -8に６仕様の押抜き試験結果を示す。最大荷重は
一般的に適用されている品質基準 1.5kN5)を上回ってお
り、いずれの仕様も問題はない。ここでは、前項の３種
類の付着性試験のうち、定性的な方法であるカッターナ
イフ剝離試験を除く２種類について、押抜き最大荷重と
の相関性を確認した。
　押抜き最大荷重と付着強さの相関係数は r=0.7520と
なり、比較的良好な相関傾向を示した。ただし、単軸引
張による付着性試験では、破壊箇所は大半の仕様で A：
基板破壊を示したことから、この時の付着強さは、基板
の強度に基づくものであり、塗布材自体の躯体に対する
密着強さ、あるいは、押抜き試験時の押抜き抵抗性に相
当するとは考え難い。即ち、押抜き試験は、単軸引張に
よる付着性試験のように、仕様間の差異が確認できる評
価方法とは言い難いことが推察される。
　一方、押抜き最大荷重と見かけの剝離抵抗性との相関
係数は r=-0.3144となり、相関傾向は比較的低く、両者
は互いに異なる性能を評価しているものと考えられる。
前項で述べたように、剝がれる現象を考慮した見かけの
剝離抵抗性試験では、破壊に介在する塗布材の脆弱箇所
が確認でき、劣化試験後の物性として、仕様間の性能の
差異も確認できるものと推察された。これらのことから、
剝落防止性の評価にあたっては、押抜き試験や単軸引張
による付着性試験だけでなく、剝がれる現象を考慮した
見かけの剝離抵抗性試験等を併用することで、多角的な
評価ができるものと考えられる。
　また、押抜き試験では、標準状態での押抜き性能は把
握できるが、劣化後の物性としての評価を行う際、試験
体の寸法上、促進劣化状況を再現しにくいのが実状であ
る。本稿で採用したカッターナイフ剝離試験や見かけの
剝離抵抗性試験の試験体寸法であれば、劣化状況を模擬
した促進耐候性試験や耐久性サイクル試験を行うことが
可能であり、劣化後の物性評価が可能になると思われる。

5.　まとめ

　本稿では、表面被覆工法の剝落防止性について、主に
付着性に着目した性能確認試験を通して、その長期耐久
性の考察を行った。以下にまとめを示す。
　⑴ 　単軸引張による付着性試験では、標準状態と比較
して、劣化試験後の付着強さの低下傾向はあまり
認められなかった。一方、剝がれる現象を考慮した
カッターナイフ剝離試験や見かけの剝離抵抗性試験
では、長期的な性能値の低下傾向が確認できた。

　⑵ 　単軸引張による付着性試験だけでなく、剝がれる
現象を考慮したカッターナイフ剝離試験や見かけの
剝離抵抗性試験を併用することで、塗布材の脆弱箇
所の特定など、剝落防止性について多角的な評価が
できる可能性が認められた。

　⑶ 　押抜き試験では試験体の寸法上、劣化状況を再現
することは困難であるが、カッターナイフ剝離試験
や見かけの剝離抵抗性試験であれば、試験体の寸法
は比較的小さく、劣化状況を模擬した促進耐候性試
験や耐久性サイクル試験を行うことが可能であり、
ある程度、劣化後の物性評価が可能になると思われ
る。
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図 -8　押抜き試験結果（最大荷重）
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1.　はじめに

　コンクリート構造物の供用期間の長期化に伴い、補
修・補強を含む維持管理の合理化が求められている。ま
た、コンクリート構造物の延命化も重要な課題の１つで
あり、その手法の確立は急務とされる。島国である我が
国の地理的な要因を受けて、塩害の影響を受けるコンク
リート構造物は膨大な数となっている。塩害地域におけ
る対策工法の一つとして、新設構造物の耐久性向上、あ
るいは、既設構造物の延命化を目的としたシラン系表面
含浸工法が挙げられる。
　シラン系表面含浸工法は、遮水系表面被覆よりも遮塩
性は劣るものの、内部水分の逸散によるコンクリート表
面近傍の乾燥が可能である。そのため、塩害地域におい
ては、表面近傍の乾燥および遮塩性による腐食抑制効果
として、耐久性向上あるいは延命化が期待されている 1)。
　一方、シラン系表面含浸工法を適用した場合には、表
面近傍の乾燥による中性化助長の可能性が懸念されてい
る 2)。中性化への影響に関しては、乾燥のみが進行する
ような促進環境においては、無処理のものより中性化が
抑制される、あるいは同程度となる可能性が高いと報告
されている 2)、 3)。しかし、実環境下においては、乾湿が
繰り返されるため、シラン系表面含浸工法を適用された
ものの方が無処理のものより乾燥しやすく、中性化の進
行が高まる可能性が示唆されている 4)。近年では、中性
化抑制効果の付与を目的としたけい酸塩系含浸材との併
用 5)、あるいは中性化抑制効果を付与したアルコキシシ
ラン系含浸材 6)などの検討もされている。
　そこで、塩害環境下におけるシラン系表面含浸材によ
る腐食抑制効果を把握するために実施中の長期暴露供試
体を対象とし、中性化に関する追跡調査を行った。追跡
調査およびこれまでのモニタリング結果に基づき、シラ
ン系表面含浸材が中性化に与える影響およびその鉄筋腐
食抑制効果についての検討結果を報告する。なお、本内
容については、日本材料学会コンクリート構造物の補修・
補強、アップグレードシンポジウム（2018年 10月）に
おいて報告している。

2.　調査方法

　2.1　暴露供試体

　　⑴　コンクリート配合
　　 　セメントは普通ポルトランドセメント、細骨材と
して手取川産骨材（吸水率：1.33％）を、粗骨材と
して手取川産骨材（吸水率：1.91％、Gmax：20mm）
をそれぞれ用いた。コンクリート表層部の緻密性が
低下した供用後の既設構造物を想定し、水セメント
比（W/C）を 65％とした。コンクリートの配合を表

-1に示す。

　　⑵　混入塩化物イオン濃度
　　 　新設構造物を想定した塩化物イオン無混入のも

のと、鉄筋腐食発生限界塩化物イオン濃度近傍の
2.2kg/m3の塩化物イオンを混入したコンクリート供
試体を用意した。

　　⑶　シラン系表面含浸処理
　　 　揮発性の低いシロキサンと浸透性に優れるシラン

を混合したシラン系表面含浸材（市販）を選定し、
標準適用量である 200g/m2とした。また、比較用と
して無処理も用意した。なお、以下、シラン系表面
含浸処理を含浸処理と略す。

　　⑷　供試体の作製
　　 　大型供試体（322 × 322 × 302mm）および、小型供
試体（100 × 100 × 200mm）の２種類を用意した。大
型供試体は鉄筋腐食抑制効果の検討用とし、小型供
試体は質量変化に基づく水分制御効果の検討用とし
た。打設・脱枠後、湿封養生を５日間行った。その
後、十分な含浸が得られるよう、養生後１ヵ月程度
乾燥させた。含浸処理を行う供試体については、含
浸材を塗布した後、含浸材の養生として降雨の影響
を受けない高架下に２週間静置した。

　　 　大型供試体については、暴露面以外の５面からの
塩分浸透および吸水逸散などの環境作用を遮蔽す

表 -1　配合表

W/C

（％）
s/a

（％）
Cl-

（kg/m3）
単位量（kg/m3) AE減水剤

(cc/m3)

AE助剤
（cc/m3）W C S G NaCl

65 46
0

175 272
828

968
0 1020

1088
2.2 822 4.8 839
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るため、防水処理（ポリマー含浸コンクリート型枠
使用）を行った。大型供試体内部には、かぶり３cm

位置に直径９mmの丸鋼（SR235）を埋設した。小型
供試体については、暴露面以外の５面をエポキシ系
表面被覆材により防水処理を行った。また、内部温
度測定用の小型供試体については、かぶり３cmの
位置に温度センサを埋設した。

　2.2　暴露試験

　　⑴　暴露環境
　　 　波浪の影響を直接受けない、飛来塩分の影響のみ
を受ける沿岸地区を対象とした。気象条件の異なる
御前崎地区（静岡県御前崎市：太平洋岸気候）およ
び水島地区（岡山県倉敷市：瀬戸内式気候）の２地
区を選定した。両者とも年間を通して比較的温暖な
地域に属するが、水島地区は御前崎地区よりも降水
量が少ない。

　　⑵　暴露方法
　　 　供試体完成後、所定の暴露地区に、暴露面を海洋
に向けて設置した。大型供試体の暴露は 2006年１

月に、小型供試体は約半年遅れた時期（御前崎地区：
2006年７月、水島地区：2006年８月）に暴露した。
大型供試体、小型供試体ともに、初期塩化物イオン
を含まない０kg/m3（無混入）と、腐食発生限界塩
化物イオン濃度近傍の 2.2kg/m3（塩化物イオン混入）
の２種類を用意した。追跡調査時点において、暴露
期間は両地区ともに約 12年である。

　　⑶　モニタリング
　　　⒜　小型供試体質量
　　　 　電子秤を用いて、小型供試体の質量を測定した。

暴露開始後の質量変化を、暴露開始時点の質量
で除し、質量増加を正として質量変化率を求めた。
質量変化率より含浸処理による水分逸散効果を検
討した。

　　　⒝　コンクリート温度
　　　 　内部温度測定用小型供試体の温度を１時間間隔

で温度測定用ロガーを用いて測定した。ロガー
の故障等により、測定データが得られないことも
あったため、各月の測定が充足しているものを対
象として、月別の平均温度の平年値を算出した。

　　　⒞　電気化学的手法による腐食モニタリング
　　　 　携帯型腐食診断器（Ag/AgCl電極）を用いて、

埋設した鉄筋の自然電位および分極抵抗を測定し
た。腐食判定基準には、ASTM C 876およびヨー
ロッパ国際コンクリート委員会（CEB）の基準を
用いた。腐食判定基準を表 -2に示す。測定は１

年に２～３回程度実施した。

　2.3　追跡調査

　　⑴　コンクリートの含水率
　　 　大型供試体暴露面に電動ドリルにより２箇所削孔

し、電気抵抗式のコンクリート・モルタル水分計
（Kett社製 HI-800）を用い、センサ間の含水率を
測定した。所定の深さ 2cm、4cm、6cm、8cmおよび
10cmで含水率を測定した。測定は、最大暴露期間
（約 12年）において実施し、中性化深さ測定も同時
に実施した。なお、ばらつきを考慮し、塩化物イオ
ンの有無を区別せず、同一処理の計２箇所の深さの
平均を算出した。

　　⑵　中性化深さ
　　 　大型供試体暴露面に電動式ドリルによって削孔

し、削孔粉が落ちる位置に、フェノールフタレイン
溶液を染み込ませたろ紙を設置し、削孔粉が変色し
た時点の削孔深さを中性化深さとした。中性化深さ
は同一供試体に２箇所実施した。ばらつきを考慮し、
塩化物イオンの有無を区別せず、同一処理の計 4箇
所の深さの平均を算出した。なお、測定した中性化
深さから、√t則により中性化速度係数を算出した。
算出された中性化速度係数に基づき、中性化進行の
予測を行うこととした。 

3.　追跡調査結果（中性化への影響）

　3.1　含水率分布

　　 　実環境下において含浸処理された場合には、コン
クリート表面近傍の乾燥が促進され、中性化が促進
されることが懸念される。今回、10cm程度の深さ
までの含水率分布を測定し、含浸処理による乾燥の
進行程度を把握した。大型供試体の含水率分布を図

-1に示す。以下、図中の供試体略称の記号はそれ
ぞれ、暴露地区名（御前崎、水島）、表面処理（無

表 -2　鉄筋腐食判定・腐食速度

電位 E

（mV vs SSE）
鉄筋腐食判定

-80 ＜ E 90％以上腐食無し

-230 ＜ E ＜ -80 不確定領域

E -230 90％以上腐食有り

分極抵抗 Rp

（k ･cm2）
腐食速度

Rp ＞ 130 非腐食領域

130 Rp 52 低～中程度の腐食

52 Rp ＞ 26 中～高程度の腐食

26 Rp 高～激しい腐食

－ 22 －



処理：N、含浸処理：S）を示す。
　　 　両地区とも、含浸処理の供試体は、無処理の供試
体よりも含水率は低くなっており、表面近傍ととも
に内部への乾燥の進行による含水率の低下が認めら
れた。また、無処理のものを比較すると、水島地区
のものの方がいずれの深さにおいても含水率が小さ
い傾向にあった。水島地区の供試体の方が乾燥しや
すい環境にあり、乾燥の進行が早いことが確認され
た。したがって、両地区を比較すると、水島地区の
方が中性化の進行は早いものと考えられる。また、
含水率分布の測定によって環境条件、含浸処理効果、
およびその相違を把握することが可能であった。

　 　含浸処理された供試体では、塩分混入のある場合で
は、水島地区では暴露約７年、御前崎地区では約 11

年で鉄筋腐食発生に影響すると推定された。また、塩
分混入がなく、含浸処理によって塩化物イオンの浸透
がないとしても、水島地区では暴露約 12年でその影
響を受けるものと推定された。

　3.2　中性化深さとその進行予測

　 　暴露約 12年後の大型供試体の中性化深さは、水島
地区の無処理と含浸処理の供試体ではそれぞれ 7.0mm

および 20.0mmとなり、御前崎地区では、無処理お
よび含浸処理の供試体は、それぞれ 6.0mmおよび
15.6mmであった。
　 　含浸処理の有無にかかわらず、水島地区の供試体の
中性化深さは大きく、含浸処理の供試体の方がその差
は顕著となった。水島地区は御前崎地区より乾燥しや
すい環境にあり、加えて含浸処理によって乾燥が促進
され、中性化の進行がより早くなったものと考えられ
る。なお、これらの結果は、上記の含水率分布と概ね
一致していた。
　 　中性化予測結果を図 -2に示す。コンクリート標準
示方書 7)を参考に、塩化物イオン無混入のものでは
中性化残りが 10mm未満、塩化物イオン混入のものは
15mm未満で腐食発生可能性有りと評価することとし
た。
　 　無処理の供試体では、両地区とも中性化深さは小さ
く、暴露期間において飛来塩分による塩分混入の影響
があった場合でも、中性化による腐食発生への影響は
なしと推定された。

4.　モニタリング結果（鉄筋腐食への影響）

　4.1　小型供試体の質量変化

　 　小型供試体の質量変化率の経時変化を図 -3に示す。
両地区とも含浸処理の供試体では、暴露期間の経過と
ともに質量減少を生じた。無処理の供試体では、降雨
等による乾湿の影響による質量増減を生じるものの、
徐々に環境と平衡する質量変化率に推移した。
　 　10年時点での質量減少は、同一地区においては、
含浸処理のものが大きかった。含浸処理による水分逸
散効果が発揮されたものと考えられる。同一処理のも
のを比較すると、水島地区の質量減少が大きく、御前
崎地区よりも乾燥しやすい環境にあることが確認され
た。これらの結果は、含水率分布の結果と一致してい
た。
　 　また、質量変化の推移は、暴露５年目程度まで減少
傾向が継続するものの、それ以降は概ね収束しており、
暴露５年程度で暴露環境と平衡した含水状態に達した
ものと考えられる。 大型供試体においては、コンク
リートの深さ方向の長さが異なるものの、表面近傍に
おいては、小型供試体と近い含水状態にあるものと推
察される。

　4.2　コンクリート温度

　 　月別平均コンクリート温度の平年値を図 -4に示す。
４月から９月の期間は、水島地区は御前崎地区よりも
コンクリート温度が高く、夏季を含む５月から８月で

図 -1　含水率分布

図 -2　中性化予測結果

－ 23 －



は、５℃程度高かった。他方、冬季の温度はほぼ同程
度であった。その他の条件が同一の場合、コンクリー
ト温度が高いほど、鉄筋腐食速度は大きくなる。気象
条件を起因とするコンクリート温度が鉄筋腐食に与え
る影響は、水島地区の方が大きいものと考えられる。

　4.3　鉄筋腐食モニタリング

　 　分極抵抗 (Rp)の経時変化を図 -5および図 -6に示
す。
　　　⑴　塩化物イオン無混入供試体
　　　 　両地区とも無処理および含浸処理のいずれの供

試体も非腐食領域を推移した。含浸処理の供試
体では、暴露８年以降、分極抵抗が減少傾向を示
した。同時期に実施した両地区のかぶり位置にお
ける塩化物イオン濃度分析結果は、無処理では、
0.6kg/m3未満、含浸処理では、0.1kg/m3であり、
いずれも鉄筋腐食発生限界塩化物濃度以下である
と報告 8)されている。そのため、飛来塩分の浸透
のみが鉄筋腐食に与える影響は現状小さいものと

考えられる。
　　　 　無処理よりも中性化進行の早い含浸処理の供試

体については、飛来塩分の影響がないとすると、
3.2の結果から、御前崎地区では中性化による腐
食の可能性はなく、水島地区では暴露最大期間
12年で影響を受けると推定された。両地区とも
８年以降、分極抵抗が小さくなる傾向は認められ
る。しかし、中性化による腐食発生が生じたとす
るような低下ではなく、現状では中性化の影響は
顕著でないものと考えられる。中性化が進行して
いるにもかかわらず、非腐食領域に留まった原因
としては、含浸処理による吸水抑制と水分逸散効
果によって、表面近傍の含水状態が低く保たれた
ためと考えられる。

　　　⑵　塩化物イオン混入供試体
　　　 　無処理のものでは、分極抵抗は低から高の腐食

速度の領域を推移した。御前崎地区の分極抵抗は
水島地区よりも小さい傾向にあった。水島地区に
おいては、夏季前後のコンクリート温度は御前崎
地区よりも高い。また、降雨が少なく乾燥しやす
いため、表面近傍の含水状態は御前崎地区よりも
低い。両地区における結果から、気象条件に起因
する鉄筋腐食への影響としては、コンクリート温

図 -3　質量変化率

図 -5　分極抵抗の継時変化（御前崎地区）

図 -6　分極抵抗の継時変化（水島地区）

図 -4　月別コンクリート温度の平年値
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度よりも含水状態が鉄筋腐食に与える影響の方が
卓越したものと考えられる。なお、図中の供試体
略称の記号のうち、Cは塩化物イオン混入の有無
を示す。

　　　 　含浸処理の供試体では、初期に塩化物イオンが
混入されているため、中性化による腐食の可能
性は水島地区では暴露約７年、御前崎地区では約
12年と推定された。しかし、分極抵抗は、暴露
５年以降、概ね同程度の値を維持していた。した
がって、中性化が鉄筋腐食に与える顕著な影響は
なかったものと考えられる。乾湿繰返しの暴露環
境において、含浸処理によって中性化が進行した
場合にも、表面近傍の乾燥による腐食抑制効果の
方が大きいものと考えられる。したがって、現段
階の腐食発生限界程度の塩化物イオン濃度におい
ては、鉄筋の腐食は含浸処理によって抑制されて
いるものと考えられる。

5.　まとめ

　本研究で得られた主な結果を以下に示す。
　　⑴ 　乾湿繰返しの影響を受ける実環境下において、

含浸処理を行った場合、中性化の進行は無処理の
ものよりも早い。

　　⑵ 　暴露 12年後の大型供試体の含水率分布の結果
から、含浸処理を行った場合、乾燥が促進され、
その内部へ乾燥が進行していることが確認され
た。また、同一処理のものを比較すると、水島地
区では御前崎地区よりも乾燥が進行していた。

　　⑶ 　シラン系含浸処理による水分制御に関して、含
水率分布の結果と小型供試体の質量変化による結
果は一致していた。

　　⑷ 　含水率分布の結果から、環境条件、含浸処理効
果、およびその相違を把握することが可能であっ
た。

　　⑸ 　水島地区は、気象条件の影響によるコンクリー
ト温度は高く、乾燥しやすい環境にあった。現段
階においては、御前崎地区よりも含浸処理による
腐食抑制効果は大きい。

　　⑹ 　含浸処理は中性化を促進するものの、腐食発生
限界塩化物イオン濃度程度であれば、中性化が鉄
筋腐食に与える影響よりも、含浸処理の吸水抑制
および水分逸散による鉄筋腐食抑制効果の方が大
きい。
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表 -1　塗布型ライニング工法の品質規格

要求性能 評価項目 A種 B種 C種 D種

基
本
的
な
性
能

耐硫酸性
硫酸水溶液浸
せき後の被覆
の外観

pH3の硫酸水溶液に
30日間浸せきして
も被覆に ふくれ、
割れ、軟化、溶出が
ないこと。

pH1の硫酸水溶液に
30日間浸せきして
も被覆に ふくれ、
割れ、軟化、溶出が
ないこと。

10%の硫酸水溶液に
45日間浸せきして
も被覆にふくれ、割
れ、軟化、溶出がな
いこと。

10%の硫酸水溶液に
60日間浸せきして
も被覆にふくれ、割
れ、軟化、溶出がな
いこと。

遮断性
硫黄侵入深さ ─ ─

10%の硫酸水溶液に
120日間浸せきした
時の硫黄侵入深さが
設計厚さに対し 10%

以下であること。か
つ、200㎛以下であ
ること。

10%の硫酸水溶液に
120日間浸せきした
時の硫黄侵入深さが
設計厚さに対し 5%

以下であること。か
つ、100㎛以下であ
ること。

透水性 透水量が 0.30g以下 透水量が 0.25g以下 透水量が 0.20g以下 透水量が 0.15g以下

接着安定性 コンクリート
との一体性

標準状態　1.5N/mm2以上
吸水状態　1.2N/mm2以上

塗
布
型
ラ
イ
ニ
ン
グ

工
法
に
必
要
な
性
能

外観性 被覆層の外観 被覆に しわ、むら、剝がれ、割れのないこと。

耐アルカリ性
アルカリ水溶
液浸せき後の
被覆層の外観

水酸化カルシウム飽
和水溶液に 30日間
浸せきしても被覆に 

ふくれ、割れ、軟化、
溶出がないこと。

同左

水酸化カルシウム飽
和水溶液に 45日間
浸せきしても被覆に 

ふくれ、割れ、軟化、
溶出がないこと。

水酸化カルシウム飽
和水溶液に 60日間
浸せきしても被覆に 

ふくれ、割れ、軟化、
溶出がないこと。

注）硫黄侵入深さにおける設計厚さは各工法の防食被覆材料製造業者が規定する設計厚とする。

1.　はじめに

　「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食
技術マニュアル」は、下水道コンクリート構造物の機能
を維持し、その耐用年数を可能な限り長く保持すること
を目的に、処理場・ポンプ場におけるコンクリート腐食
対策について、設計・施工及び維持管理に関する具体的
な手法を示したものである。
　日本下水道事業団では、わが国において、硫化水素に
起因する下水道コンクリート構造物の腐食の事例が顕在
化した 1980年代より、施設の実態調査やコンクリート
腐食メカニズム、コンクリート防食技術等の調査研究を
継続的に実施するとともに、その試験研究の成果等に基
づいて、コンクリート腐食対策に関する技術基準を整備
してきた。

　1987年に制定された「コンクリート防食塗装指針
（案）」及び 1991年に制定された「コンクリート防食指
針（案）」をベースに 2002年に制定された技術書で、
2007年に改訂された後、2012年に「平成 24年 4月版」、
2017年に「平成 29年 12月版」としてリニューアルさ
れた。
　今回、本マニュアルに制定された改訂内容を解説する。
また、各工法の品質規格に基づく試験に関して、方法概
要及び実際の試験実施状況等について、一部を紹介する。

2.　コンクリート被覆工法とは

　従来、コンクリート構造物をコンクリート腐食環境か
ら遮断する目的で、処理場（ポンプ施設、水処理施設、
汚泥処理施設等）に適用するために作成された「コンク
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表 -2　防食被覆層に用いる耐硫酸モルタルの品質規格

要求性能 評価項目 B種 C種

基
本
的
な
性
能

耐硫酸性 質量変化率

5%硫酸水溶液に 112日
間浸せきした時の重量変
化率が± 10%以内である
こと。

遮断性 硫黄侵入深さ

5% の 硫 酸
水 溶 液 に
112日間浸
せきした時
のフェノー
ルフタレイ
ンの 非 呈
色 深 さが
10.5mm 以
下であるこ
と。

5% の 硫 酸
水 溶 液 に
112日間浸
せきした時
のフェノー
ルフタレイ
ンの 非 呈
色 深 さが
6 .0 m m 以
下であるこ
と。

接着安定
性

コンクリート
との一体性

材齢 28日で 1.5N/mm2

以上

モ
ル
タ
ル
ラ
イ

ニ
ン
グ
工
法
に

必
要
な
性
能

モルタル
強度 圧縮強さ 材齢 28 日で 30N/mm2 以

上

寸法安定
性 長さ変化率 材齢 28日で－ 0.1%以上

表 -3　用語の定義の変更（例）

用語 平成 24年版 平成 29年版

コンクリート
腐食

下水道施設内で硫
酸塩還元細菌と硫
黄酸化細菌の働き
により生成される
硫酸との接触によ
り、コンクリート
が劣化する現象
（化学的侵食）を
いう。

硫化水素に起因す
る硫酸との接触に
よる、コンクリー
トの劣化現象。

防食被覆工法

硫酸によるコンク
リート腐食・劣化
を防止するため、
コンクリート表面
に耐硫酸性の高い
被覆層を形成させ
る方法。

コンクリート表面
に防食被覆層を形
成させる工法。

防食被覆層

防食被覆工法によ
り形成された防食
機能を有する層を
いう。

コンクリート腐食
を防止するため、
硫酸に対して高い
抵抗性を有する
層。

リート防食指針（案）」に基づき、主に有機防食被覆材
料により防食被覆層を形成させる防食工法（コンクリー
ト被覆工法）が有効なコンクリート腐食対策として採用
されてきた。現在では、セメントモルタル及びポリマー
セメントモルタル等の無機系材料の研究開発が進み、モ
ルタル単独使用で防食被覆層を形成できる十分な耐硫酸
性と耐久性を有する耐硫酸防食工法が前回の改訂でコン
クリート被覆工法として組み込まれた。また、被覆層の
耐用年数を高めるために、材料自体の耐硫酸性の向上や、
コンクリート躯体のクラックに対する追従性を高めるた
めの開発が進められてきている。コンクリート被覆工法
は、一般に、定期的な点検と補修・更新が必要で、工事
の施工上の安全管理や被覆層廃棄時の対応に配慮が必要
である。コンクリート被覆工法には、以下の工法がある。
　① 　コンクリート表面に防食被覆材料を塗布し、被覆
層を形成する塗布型ライニング工法（表 -1）

　② 　工場で作製した耐硫酸性成形シートで被覆する
シートライニング工法

　③ 　コンクリート表面に耐硫酸性に優れるモルタル材
料を塗布し、被覆層を形成するモルタルライニング
工法（表 -2）

　なお、塗布型ライニング工法、及び防食被覆層に用い
る耐硫酸モルタルの品質規格（平成 29年 12月版）を以
下に示す。

3.　2012 年版からの主な改訂のポイント

　今回の改訂は、2012年の改訂から 5年が経過し、新
たな防食被覆工法の開発、下水道構造物のコンクリート
腐食対策技術についての JIS規格の制定、運用で明らか
になった課題への対応を目的として、次に挙げる方針に
基づいての記載内容や構成の見直しが行われた。

　3.1　日本工業規格（JIS）への対応

　 　平成 27年（2015年）に制定された JIS A 7502-1

～ 3 「下水道構造物のコンクリート腐食対策技術」に
対応し、用語の定義や設計手順等を整理した（表 -3、
図 -1参照）。また、試験方法も JIS A 7502-2をベー
スに実施することに変更となった。

　3.2　�プリプレグ後貼り型シートライニング工法の

追加

　 　マニュアルの対象とする防食被覆工法に「プリプレ
グ後貼り型シートライニング工法」を追加した。
　 　プリプレグ後貼り型シートライニング工法とは、強
化繊維等の基材に光硬化性樹脂を含浸させた半硬化状
態のプリプレグシートをパテでコンクリートの表面に
貼付けた後、光を照射することにより硬化させて防食
被覆層を形成する工法である（図 -2参照）。プリプレ
グシートが半硬化状態であることから、比較的小さな
搬入口しかない箇所でも施工が可能という長所をもつ
一方で、貼付け等の現場作業を伴うため、狭すぎる箇
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図 -1　JIS�A�7502 に対応した設計手順

図 -2　プリプレグ後貼り型シートライニング工法の
標準的な模式図　　　　　　　　　　

図 -3　防食被覆工法の分類の変更

所では施工が困難という短所がある。また、シートが
工場で製造されるため品質が安定していること、天井
面施工時などにおいては樹脂抜け不良・不均一といっ
た心配がないことなど、防食被覆材としての信頼性に
加えて、現場施工性の面からも今後有望な防食被覆工
法の一つとして期待されている。
　 　また、工法の追加と併せ、シートライニング工法の
「後貼り工法」を「成型品後貼り型」と「プリプレグ
後貼り型」の二つに分類し、「型枠工法」及び「埋設
型枠工法」を「型枠型シートライニング工法」として
集約し、防食被覆工法の分類を変更した（図 -3参照）。
　 　また、プリプレグ後貼り型シートライニング工法の
品質規格を表 -4に示す。

　3.3　耐有機酸性の品質規格の追加

　 　JIS A 7502 では硫化水素に起因する硫酸によるコ
ンクリート腐食への対策について示されており、防食

被覆層の基本的な性能として硫酸に対する化学的安定
性が示されている。
　 　しかし、防食被覆層は下水処理、汚泥処理の過程で
下水中の様々な成分に曝されており、これらも防食被
覆層に影響を与えることが懸念される。
　 　そこで、マニュアルでは、通常使用環境下において、
防食被覆層が下水中の成分のうち有機酸によって劣化
する可能性のある部位については、有機酸に対する化
学的安定性（耐有機酸性）を要求性能とし、酢酸水溶
液に浸せきした後の外観を評価項目とした品質規格を
規定した。
　 　これは、施工直後に大規模な剝離等が生じ、その手
直しのために下水の導線を切りまわして工事を行うな
ど施設運営上多大な支障が生じるような事態にならな
いよう、最低限の品質規格として規定したものである。
　 　塗布型ライニング工法およびシートライニング工法
で規定された耐有機酸性の品質規格を表 -5に示す。
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要求性能 評価項目 D種

基
本
的
な
性
能

耐硫酸性
硫酸水溶液浸せ
き後の被覆の外
観

10%の硫酸水溶液
に 60日間浸せき
しても被覆に ふ
くれ、割れ、軟化、
溶出がないこと。

遮断性

硫黄侵
入深さ

シート
部

10%の硫酸水溶液
に 120日間浸せき
した時の硫黄侵入
深さが設計厚さに
対し 1%以下であ
ること。

パテ
露出部 同上

透水性

シート
部

透水量が 0.15g以
下

パテ
露出部 同上

接着
安定性

コンクリートと
の一体性

標準状態
1.5N/mm2以上
吸水状態
1.2N/mm2以上

プ
リ
プ
レ
グ
シ
ー
ト
工
法
に

必
要
な
性
能

外観性 被覆層の外観
被覆に しわ、む
ら、剝がれ、割れ
などのないこと。

耐アルカ
リ性

アルカリ水溶液
浸せき後の被覆
層の外観

水酸化カルシウム
飽和水溶液に 60

日間浸せきしても
被覆に ふくれ、
割れ、軟化、溶出
がないこと。

表 -4　プリプレグ後貼り型シートライニング工法の
品質規格

表 -5　耐有機酸性の品質規格

評価項目 品質規格
浸せき後の外観 5%の酢酸水溶液（23℃± 2℃）に、60

日間浸せきしても被覆に、ふくれ、割
れ、軟化、溶出がないこと。ただし、
酢酸水溶液の濃度は 5%以上としても
よい。

表 -6　腐食環境分類

表 -8　修繕・改築の難易性の判断基準項目

表 -9　設計腐食環境、点検・修繕・改築と工法規格

表 -7　点検（日常点検・定期点検）の難易性の
判断基準項目　　　　　　　　　

分類 腐食環境

Ⅰ類 年間平均硫化水素ガス濃度が 50ppm以上で、コンク
リート腐食が極度に見られる腐食環境

Ⅱ類 年間平均硫化水素ガス濃度が 10ppm以上 50ppm未満
で、コンクリート腐食が顕著に見られる腐食環境

Ⅲ類 年間平均硫化水素ガス濃度が 10ppm未満ではある
が、コンクリート腐食が明らかに見られる腐食環境

Ⅳ類 硫酸による腐食はほとんど生じないが、コンクリー
トに接する液相が酸性状態になりえる腐食環境

分類 判断基準項目

容易 ・代替施設があり、更新時に休止できる。
・仮施設が建設でき、総合的に経済的である。

困難

・代替施設がないため休止期間を長期間とれない。
・ 代替施設を建設することが、総合的に不経済であ
る。
・腐食環境の改善が困難である。

　 防食被
　 覆工法

設計
腐食環境

工法規格

塗布型ラ
イニング
工法

シートライニング工法 モルタル
ライニン
グ工法

成形品
後貼り型

プリプレ
グ後貼り
型

型枠型

腐食
環境

Ⅰ類 D種 ─ D種 D種 D種 ─
Ⅱ類 C種 D種 ─ D種 ─ D種 ─ D種 C種 ─
Ⅲ類 B種 C種 ─ ─ ─ B種 C種
Ⅳ類 A種 ─ ─ ─ ─

点検･修繕
･改築の難
易性

容易 困難 容易 困難 容易 困難 容易 困難 容易 困難

分類 判断基準項目

容易 ・日常点検・定期点検が可能である。

困難

・ 狭小な構造物のため、人が入り点検することが困
難である。
・ 覆蓋の開閉に吊り上げ装置等を要し、日常的な点
検で覆蓋の開閉が困難である。
・ 代替施設等がなく、点検の間、処理機能を停止し
て対象施設の水位を低下させることが困難であ
る。
・上記のほか日常点検・定期点検が困難である。

　3.4　設計腐食環境と工法規格関係の改訂

　 　今回の改訂で追加した工法を含めた防食工法選定に
使用する「腐食環境分類」を表 -6、「点検（日常点検・
定期点検）の難易性の判断基準項目」を表 -7、「修繕・
改築の難易性の判断基準項目」を表 -8、「設計腐食環
境、点検・修繕・改築と工法規格」を表 -9にそれぞ
れ示す。
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図 -4　電子線マイクロアナライザーを用いた
硫黄侵入深さ試験の測定状況

図 -5　マッピング画像（測定対象：硫黄�Ｓ）

図 -6　塗膜の断面画像（反射電子像）

4.　各試験の紹介

　日本塗料検査協会では、「下水道コンクリート構造物
の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（平成 29年 12

月版）」に制定されている品質規格＜塗布型ライニング
工法（Ａ～Ｄ種）、シートライニング工法（Ｄ種）、防食
被覆層に用いる耐硫酸モルタル、端部などの処理に用い
るシーリング材、断面修復用モルタル＞についての試験
が可能である。以下に試験の一例を紹介する。

　4.1　�塗布型ライニング工法・シートライニング工法

についての試験例

　 　＜試験項目：硫黄侵入深さ試験＞

　　　 　下水道施設内で生成する硫化水素に起因し、硫
酸が発生する。その硫酸が躯体に侵入することで、
コンクリート腐食が進行し、必要となる補修に伴
うコストも多大なものとなる。そのため、防食被
覆層は、発生した硫酸を浸透させないための遮断
性が要求される。本マニュアルでは硫酸 (H2SO4)

に由来する硫黄（Ｓ）の侵入深さにより、被覆層
の遮断性に対する品質が規定されている。

　　[試験方法概要 ]

　　　 　10％の硫酸水溶液 (23 ± 2℃ )に、120日間浸漬
した試験体を用い、ライニング材表面から、どの
程度の深さまで硫黄（Ｓ）が侵入したかについて、
電子線マイクロアナライザー（図 -4）での規定
された測定条件で測定を行う。マッピング画像
（図 -5）において、表面からの硫黄侵入深さを計
測する（試料のバックグラウンドから 15カウン
ト以上の領域）。

　　　 　参考として、図 -6に塗膜の断面の反射電子画
像を示す。

　　＊硫黄侵入深さ分析条件
　　　　加 速 電 圧：15 kV

　　　　照 射 電 流：100 ± 10 nA

　　　　電子ビーム径：2㎛
　　　　サンプリング時間：50 ms

　　　　データポイント：512 × 512

　　＜試験項目：透水性試験＞

　　　 　防食被覆層の有すべき機能の一つとして防水性
がある。本マニュアルでは、防食被覆層の品質と
して、一定圧力下における透水性により、防食被
覆層の防水性に対する品質が規定されている。

　　[試験方法概要 ]

　　　 　養生終了の試験体に 0.29MPaの水圧を 1時間か
け（図 -7）、前後の質量差を測定し、防食被覆層
の水に対する遮断性能を評価する。
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図 -7　透水性試験状況� 図 -8　試験体の形状

図 -9　コンクリートとの付着性試験状況

　4.2　�端部などの処理に用いるシーリング材について

の試験例

　 　＜試験項目：コンクリートとの接着性試験＞

　　　 　防食被覆層の端部は、防食被覆層が本来有する
機能を発揮させ、仕様要求性能を確保するために
重要であり、塗布型ライニング工法、成形品後貼
り型シートライニング工法、プリプレグ後貼り型
シートライニング工法、型枠型シートライニング
工法（型枠型、埋設型枠型工法）の施工に規定す
る各工法の端部処理に使用するシーリング材の有
すべき機能の一つとして、コンクリートとの接着
性に対する品質が規定されている。

　　 ［試験方法概要］
　　　 　コンクリートとの接着性（最大引張応力、最大

荷重時の伸び）は JIS A 1439により行う。図 -8

の寸法の試験体を作製し、規定の養生後に引張試
験機により試験（図 -9）を行う。

5.　おわりに

　今回、５年振りに改訂のあった「下水道コンクリート
構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」につい
て、改訂内容及び試験の一部を紹介した。当初のマニュ
アルから見ると、仕様規定から性能規定へと移行してい
る。性能規定とはプロセスは求められずに結果を求める
方法であり、材料や工法等のプロセスを規定しない性能
規定の導入によって、新技術を採用しやすくなると考え
られる。今後も新たな工法が開発されることが期待され
る。また、それに対応する新たな品質規格・試験方法も
制定されて行くものと思われる。日本塗料検査協会でも、
品質規格・試験方法等の新規制定・改訂があれば、すぐ
に対応できる体制の整備・拡充を行う所存である。

【参考文献】

１） 地方共同法人 日本下水道事業団 .「下水道コンク
リート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュア
ル（平成 24年 4月）」

２） 一般財団法人 日本規格協会 下水道構造物のコンク
リート腐食対策技術　第 1部：基本概念

　　JIS A 7502-1:2015 

３） 一般財団法人 日本規格協会 下水道構造物のコンク
リート腐食対策技術　第 2部：防食設計標準

　　JIS A 7502-2:2015

４） 一般財団法人 日本規格協会 下水道構造物のコンク
リート腐食対策技術　第 3部：防食施工標準

　　JIS A 7502-3:2015
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図 -1　塗料の鉛リスクリダクション対応と製品 JIS 改廃の経緯

廃止 （鉛系さび止めペイント） 

塗料の鉛リスクリ
ダクションに関わ
る日本塗料工業

会宣言 

塗料中鉛廃絶に
関する日塗工宣
言の改定につい

て 

JIS K5622 
JIS K5624 
JIS K5627 
JIS K5628 

JIS K5623 
JIS K5625 

JIS K5629 

2018年度末までに鉛含有塗料
の生産及び販売を終了 

2018.8.20 2016.03 1996.07 2015.12 2010.05 2014.04 2016.12 2019.3.31 

JIS K5674 

制定 （鉛・クロムフリー
さび止めペイント） 

改正 （路面標示用塗料） 

JIS K 5665 追補 
一部黄色塗料 
鉛・クロムフリー 

JIS K 5665 
全黄色塗料 
鉛・クロムフリー 

2003.11 
経過的措置期間 

廃止（鉛系さび止めペイント）制定 （鉛・クロムフリー
さび止めペイント）

改正 （路面標示用塗料）JIS 
規格 

1.　JIS K 5665「路面標示用塗料」

　国際的な塗料中鉛廃絶の動きが高まるなか、一般社団
法人日本塗料工業会は、自主的な取組として、『遅くと
も 2018（平成 30）年度末までに鉛（及びクロム）含有
塗料の生産及び販売を終了する』ことを宣言し、図 -1

に示すとおり代替 JISの規格制定、該当製品規格の廃止
を行ってきました。
　このような経緯のなかで、唯一国の安全確保の面で対
応が遅れていた JIS K 5665「路面標示用塗料」が平成
30年８月 20日付けで改正され、前回改正（2016年３

月）では一部製品に限られていた黄色塗料の鉛・クロム
フリー品質が JISマーク表示を行う全黄色製品に適用さ
れることになりました。
　また、今回の規格改正では、前記の日本塗料工業会宣
言に合わせ、経過的措置期間が平成 31（2019）年３月
31日までと設定されています。
　したがって、認証取得事業者は措置期間内に改正規格
への移行が完了するよう以下の対応をとる必要がありま
す。
　①　規格改正による社内規格の見直し・改定
　②　JISマーク表示を行う全黄色製品の品質確認
　　 （新規の鉛・クロムフリー顔料使用製品の登録には

屋外暴露耐候性試験結果が必須）
　③ 　登録認証機関に変更届（上記①、②への対応内容
を添付）の提出

　上記を受けて、登録認証機関は臨時の維持審査（書類
審査及び／又は工場審査）を実施し、改正規格への移行
確認を行ったうえで認証事項変更通知書を発行します。
認証取得事業者は、以上の手続を終了後、改正規格製品
の製造及び販売が可能となります。これら対応の流れ及
びタイムスケジュールを図 -2に示します。

2.　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」

　環境配慮の意識が高まるなか、公共工事においても
VOC排出量の削減が期待できる水性塗料の要求が高まっ
てきましたが、長期耐久性能が要求される重防食塗装で
は、長年の実績がある溶剤形塗料が優先的に用いられて
います。
　日本塗料工業会では、平成 28年に下記水性重防食塗
料の工業会規格を作成し、これらの分野への水性塗料の
普及を図ってきました。
　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
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JIS マーク表示認証に係る製品 JIS の改正情報



種
類 

Ａ種 ３０μ 標準形 

溶
剤
形 

Ｂ種 ６０μ 厚膜形 

Ｃ種 
１号 60μ 常温環境 

２号 60μ 低温環境 

Ｄ種 30μ 標準形 水
性 Ｅ種 60μ 厚膜形 

JPMS ３０  
 水性 ６０μ 

 厚膜形   
追加 

現 
ＪＩＳ Ｋ ５５５１ 

Ａ種 

１級 促進耐候性 ２０００時間 

溶剤形 
２級    〃    １０００時間 

３級    〃     ５００時間 

－    中塗り塗料  

Ｂ種 

１級 促進耐候性 ２０００時間 

水性 
２級    〃    １０００時間 

３級    〃     ５００時間 

－    中塗り塗料 

追加 
ＪＰＭＳ ３１ 

 
水性 

現 
ＪＩＳ Ｋ ５６５９ 

図 -3　改正 JIS K 5551 構造物用さび止めペイント 図 -4　改正 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料

図 -2　JIS K 5665 改正に伴う認証取得事業者の対応及び認証製品の管理

黄色塗料 

既存 
製品 

  2018.8.20 
規格改正 
 

変更届 
添付資料 

認証取得事業者 

経過的措置期間 （平成31年3月31日まで） 

2019.3.31 

登録認証機関 

臨時審査 
書類又は
工場審査 

変更通知書 判
定
委
員
会 

改正JIS製品の製造販売 
（鉛・クロムフリー） 

製造 
販売 

鉛・クロム 
 を含む 

鉛・クロム 
 フリー 

製造
販売 

所用期間（１～２ヶ月） 
添付資料 

●過去データとして引用
可能な「屋外暴露耐
候性試験結果」 

 
●一般項目 
  「試験結果報告書」 

　今回、「鋼道路橋防食便覧」及び「公共建築工事標準
仕様書（建築工事編）」へ標準塗装仕様としての掲載を
目指し、JIS K 5551、JIS K 5659にそれぞれ上記水性
塗料を取り込む形で規格の改正（平成 30年９月 20公
示）が行われました。なお、これらの規格改正では、製
品試験に時間を要することから１年間の経過的措置期間
（2019年９月 19日まで）が設定されています。
　JIS K 5551及び JIS K 5659それぞれの改正内容を図

-3及び図 -4に、これに伴う認証取得事業者の対応の流
れ及びタイムスケジュールを図 -5に示します。
　また、今回の改正で両製品規格に追加された種類（水
性塗料）を追加申請する場合、要求される全ての品質を
確認するために、両製品規格の「8 検査」規定により現
在の製品の品質として引用可能な「屋外暴露耐候性試験
結果報告書」の添付が必要となります。 

　　JIS K 5551 改正内容

　 　先に制定した JPMS 30（水性 膜厚：60μm）は JIS 

K 5551の E種（主に鋼構造物の長期防錆に用いる厚
膜形塗料）、同じく膜厚 30 μ mタイプが D種（主に建
築金属部の防錆に用いる標準形）として追加された。
　 　同時に、追加された水性塗料 D種、E種には、品質
項目に低温安定性（-5℃）が追加された。

　　JIS K 5659 改正内容

　 　既存の溶剤形塗料を JIS K 5659の A種とし、先に
制定した JPMS 31　鋼構造物用水性耐候性塗料が B種
として追加された。
　 　また、JIS K 5551と同様、追加された B種には、
水性塗料に必要な品質項目として低温安定性（-5℃）
が追加された。
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図 -5　JIS K 5551 及び K 5659 改正に伴う認証取得事業者の対応及び認証製品の管理

  2018.9 .20 
規格改正 
 

登録認証機関 

変更届 
添付資料 

認証取得事業者 

経過的措置期間 （１年） 

2019.9 .19 

工場審査 

変更通知書 

判
定
委
員
会 

製
品
サ
ン
プ

リ
ン
グ 

表示
変更 

所用期間（３～６ヶ月） 

試験期間（2～6ヶ月） 

既存 
製品 

JIS K 5551 

JIS K 5659 

改正JIS製品の製造販売 
（種類の追加：水性塗料） 

添付資料 

●過去データとして引用
可能な「屋外暴露耐
候性試験結果」 

 
●一般項目 
「試験結果報告書」 
 

●製造実績 
 （原則6ヶ月） 

【参考情報】

　昭和 24（1949）年に制定された「工業標準化法」を
大改正する「不正競争防止法等の一部を改正する法律」
が平成 30年 5月 30日に交付されました。
　本改正は、標準をめぐる国際環境の変化を踏まえ、グ
ローバル市場における我が国産業の競争力強化を図るた
めのものであり、「工業標準化法」に係わる部分の改正
ポイントは以下のとおりです。

　　JIS の対象拡大・名称変更

　　 　法律名を「産業標準化法」に変え、標準化の対
象にデータ・サービス等を追加し、「日本工業規格
（JIS）」を「日本産業規格（JIS）」に改める。

　　JIS 制定手続きの迅速化

　　 　専門知識等を有する民間機関（認定産業標準作成
機関）を認定し、その機関が作成した JIS原案は、
審議会（JISC）への付議を不要とする。

　　罰則の強化（信頼性確保）

　　 　JISマークを用いた企業間取引の信頼性を確保す
るため、認証を受けずに JISマーク表示を行った法
人等に対する罰金刑の上限を１億円に引き上げる
（行為者に対する罰金刑は、従来通りの上限 100万
円）。

　また、９月 12日付けで「不正競争防止法等の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令」が発令され、改
正工業標準化法（産業標準化法）の施行期日は、平成
31（2019）年７月１日に決定しました。
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1.　まえがき

　2018年の ISO/TC 35（塗料とワニス専門委員会）国
際会議は、チェコ共和国第二の都市ブルノの Hotel 

International Brnoにおいて 5月 14日～ 18日の日程
で開催された。今回は SC 9（塗料一般試験方法分科委
員会）、SC 12(塗装前の鋼板表面調整分科委員会 )、SC 

15（コンクリート表面調整と塗装分科委員会 )、TC 35

の各 WG（作業グループ）の会議及び TC 35総会が行わ
れた。
　SC 9では５つの WG会議が３日間にわたり開催され、
４日目に SC 9会議において各 WGでの審議結果に対して
の決議が行われた。SC 9への参加者数は欧米諸国（米国、
英国、ドイツ、オランダ、スイス、フランス、ノルウェー
など）が中心で約 40名であった。アジア地区からは日
本と中国が参加した。

日本からは SC 9各会議に以下の７名が参加した。
　小川　修：TC 35事務局　（一社）日本塗料工業会
　 田邉弘往：SC 9/WG 29副主査　（一社）日本塗料工業
会 技術アドバイザー
　 須賀茂雄：SC 9/WG 30委員、WG 31副主査　スガ試験
機㈱
　野村英治：SC 9/WG 29主査　関西ペイント㈱
　喜多英雄：SC 9/WG 31委員　スガ試験機㈱
　 小野聡志：（一社）日本建材・住宅設備産業協会 国際
標準部長
　 宮川堅次：SC 9国内事務局　（一財）日本塗料検査協
会

（敬称略、順不同）

TC 35/SC 9各会議のスケジュールと参加人数は以下の
通りである。
　 5月 14日㈪ 13:30～ 17:00　SC 9/WG 30

 参加人数 22名
　 5月 15日㈫　 9:00～ 12:30　SC 9/WG 29

 参加人数 14名
 13:30～ 17:00  SC 9/WG 31

 参加人数 22名
　5月 16日㈬  9:00～ 12:30  SC 9/WG 16

 参加人数 7 名
  9:00～ 17:00  SC 9/WG 32

 参加人数 16名
　5月 17日㈭  9:00～ 12:30  SC 9委員会
 参加人数 20名
　5月 18日㈮ 14:00 ～ 7:00  TC 35総会
 参加人数 26名

SC 9 の各 WG の審議事項及び決議内容に関し、以下報
告する。

　【参考】基本プロセスステージ
　　 PWI：予備業務項目、NP又は NWIP：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、TR：技術報告書、TS：技術
仕様書、SR：定期見直し

2.　トピックス (日本提案関係 )

　2.1　�WG� 31（硬化後の性能）：ISO/CD� 22969（日射反

射率の求め方）の DIS 移行承認

　 　昨年承認された新規提案（NWIP）が委員会原案（CD）
ステージとなり、今年３月に実施された CD投票の結
果についての審議が行われた。プロジェクトリーダー
（以下 PL）の須賀委員が CD投票での各国のコメント
に対する所見と訂正ポイントについて丁寧に１つ１つ
説明することで、そのほぼすべてにおいて同意が得ら
れた。用語の定義や用法については追加修正を行い、
WGでの推奨を受けて SC 9会議において DISへの移行
が承認された。
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　2.2　�WG�29（電気化学的測定）：�ISO�13129:2012（鋼

板塗膜保護の電気化学的測定―カレントインタ

ラプタ（CI）法、緩和ボルタンメトリー（RV）

法及び直流過度電流（DCT）測定法）の技術報告

書作成へ

　 　田邉委員より技術報告書（TR）作成が本技術の理解
を深めるに有用であるとの説明がなされ、３つの TR

作成をすることが承認された。初めに田邉委員が CI

技術による測定法のための TRドラフトを準備するこ
ととなった。それを待って RV技術及び DCTによる測
定法については英国 Douglas Mills氏とスイス Jörg 

Vogelsang氏が担当、準備することとした。

3.　TC�35 ／ SC�9 ／ WG�16（粉体塗料）

　WG 16では粉体塗料の規格である ISO 8130シリーズ
の改訂を進めているが、期限が迫っている状況にある。
参加者 7名（うち２名が Web参加）によって、以下の規
格案について協議が行われた。

　3.1　�ISO/DIS�8130,�Coating�powders（粉体塗料）

　　　�Part�1,�7,�11,�12,�13,�14 の進捗確認

　　 - Part 1: Determination of particle size 

distribution by sieving（粒度ふるい分析）
　　 - Part 7: Determination of loss of mass on 

stoving（熱減量）
　　 - Part 11: Inclined-plane flow test（傾斜式溶

融フロー性）［対応 JIS K 5600-9-1］
　　 - Part 12: Determination of compatibility（相

溶性）
　　 - Part 13: Particle size analysis by laser 

diffraction（レーザ回折による粒度分析）［対応
JIS K 5600-9-3］

　　 - Part 14: Terminology（用語）
　 　６月下旬期限の DIS投票中にあり、投票結果に対応
し９月末までに WG 16の会議、10月 25日までに FDIS

を準備する必要があるなど、今後のスケジュールにつ
いて確認が行われた。

　3.2　�ISO�8130,�Coating�powders（粉体塗料）Part�2,�

3,�6 の改訂案（PWI）の作成

　　 - Part 2: Determination of density by gas 

comparison pycnometer（密度測定気相法）
　　 - Part 3: Determination of density by liquid 

displacement pycnometer（密度測定液相法）
　　 - Part 6: Determination of gel time of 

thermosetting coating powders at a given 

temperature（ゲル時間）［対応 JIS K 5600-9-1］
　 　ISO 8130- 2, -3 及び -6の改訂に向け PWI（予備
業務項目）として、その内容を詳細に確認した。Part 

2と Part 3は技術的修正も含め文章の推敲を行い、
内容はほぼ固まった。Part 6はドイツ語の DIN規格
を翻訳し英語規格案を作成中であり、推敲中に会議が
時間切れとなったが６月４日にウェブ会議を開催し、
引き続き検討されることになった。
　 　本 PWIはスコープ（適用範囲）を変えなければ、こ
の日よりスタートとし、2019年２月 15日までに CD、
2019年５月 31日までに DISの配信を行い、2019年９

月 30日までに WG 16会議を行うことを確認した。SC 

9会議において本 PWIの NPへ移行が承認された。（PL：
英国 Shoaib Qureshi氏）

　3.3　その他の事案

　　 Part 4 （粉体爆発下限濃度）は安全に関した規格のた
め ,CEN/TC 305/ WG 1（燃焼特性を求める試験方法）で
協議されるとの報告があった。

4.　SC�9 ／ WG�29（電気化学的試験方法）

　4.1　定期見直し（SR）で改訂となった規格

　 　ISO 13129:2012, Paints and varnishes ̶ 

Electrochemical measurement of the protection 

provided to steel by paint coatings - Current 

interrupter (CI) technique, relaxation 

voltammetry (RV) technique and DC transient (DCT) 

measurements

　 　日本提案の bibliographyの修正などで改訂される
ことになり、SC 9会議で承認された。CDが 2019年２

月 15日まで、DISが 2019年５月 31日までの提出期
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限となる。（2. トピックス�2.2を参照）

　4.2　準備業務項目 (PWI)

　　①  ISO/TR, Sources of error when using 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS) 

for the evaluation of coatings and coating 

materials（塗料材料評価として EIS測定におけ
るエラー要因）

　　 　ドイツにおいて TRの最初の WDを作成中で今秋に
は配布できるとの報告があった。次回 2019年の WG

会議前に TRとしての正式な提案がなされる予定で
ある。

　　②  International round robin tests for EIS 

measurement with coated samples instead of 

dummy cells（ダミーセルに代え塗装サンプルを
用いた EIS測定法でのラウンドロビンテスト）

　　 　昨年のデルフト会議でラウンドロビンテスト（以
下 RRテスト）を行うことが決まり３つの塗装サン
プルのうち１つが昨年９月に配布された。残りの２

つは遅れていたが準備できており、間もなく配布さ
れる予定とのことである。RRテストの結果は年末
までに得られる見込みで、2019年の WG会議で協議
を行う予定である。（PL：スイス Jörg Vogelsang氏）

　　③  Electrochemical noise measurement on coated 

metal （塗装金属の電気化学的ノイズ測定）
　　 　技術報告書（ISO/TR）の提案が英国 Douglas 

Mills氏によって説明され、WD草稿が WG 29委員へ
配布された。ドイツの国内委員会ではこの方法の反
対から TRの提案に対する反対コメントが事前の配
布資料にあったが、当事者で話し合う機会を作ると
した。正式な NWIPの WDが事務局から送られる予定
である。MWIPとすることで議論を深めていく。

　4.3　�ISO/TC�156（金属と合金の腐食）WG�11（電気化

学的試験方法）との協業

　 　ISO 17474:2012, Corrosion of metals and alloys 

̶ Conventions applicable to electrochemical 

measurements in corrosion testingは 2017年の SR

で継続となったが、Jörg Vogelsang氏はより良い規
格（ISO 16773及び ISO/TR 16208）への置き換えが可
能であるとして、この規格の廃止を提案すると報告し
た。

　4.4　次回の WG�29 会議

　 　来年５月の TC 35上海会議で開催の予定である。4.2 

③のノイズ測定に関する NWIPについては、必要に応
じ、実会議か Web会議を設定するとした 。

5.　TC�35 ／ SC�9 ／ WG�30（硬化前塗料の性能）

　以下 WG 30での審議結果はすべて SC 9会議で承認さ
れた。

　5.1　新規提案（NWIP）

　　①  ISO/NP 22553, Electro-deposition coatings

　　　（電着塗料）
　　- Part 7: Wet-film resistance（ウエット膜抵抗）
　　- Part 8: Electric charge density（電荷密度）
　　- Part 9: Loss on stoving（加熱減量）
　　- Part 11: Bath stability（浴安定性）
　　-  Part 12: Sedimentation on horizontal areas（水

平上面の沈降）
　　 　これまでの Part １～６に続く新規提案で WD

が６月に配信される予定である。Part10：Edge 

protection（エッジ保護）は遅れて提案の予定であ
る。（PL：ドイツ Petra Hermmann氏）

　　②  ISO/NP 23168, Paints and varnishes ̶ 

Determination of water content ̶ Gas-

chromatographic method（ガスクロ法による水
分量の求め方）

　　 　中国からの提案である。NP投票での日本からの
コメントが採用され、カールフィッシャー法との精
度比較のデータ（３つの試験機関で各３サンプル）
をAnnexに追加える修正をした文書をDISへ進める。

　　③  ISO/NP 23169, Paints and varnishes ̶ On-

site test methods on quality assessment for 

flat wall coatings（平壁塗装のための現場で
の性能試験方法）

　　 　中国から現場での確認方法の規格化が必要なた
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め提案された。欧州規格 EN 13300と調和させると
いう審議の結果に基づき修正した文書を DISへ進め
る。なお、硬化膜の評価のため，WG 31へ移管される。

　　④  ISO/NP 23321, Solvents for paints and 

varnishes̶ Demineralized water for 

industrial applications ̶ Specification 

and test methods（工業用脱塩水－基準と試験
方法）

　　 　NP投票コメント通り語句の修正のみで文書を DIS

へ進める。
　　⑤  ISO/NP 23322, Paints and varnishes ̶ 

Determination of solvents in coating 

materials containing organic solvents only 

̶ Gas-chromatographic method（ガスクロ法に
よる溶剤系塗料中の溶剤分析）

　　 　審議に基づき、ISO/DIS 22518と同様に VOCと
SVOCの合計を求めることを意図としていないとい
う文章を追加修正した文書を DISへ進める。

　5.2　規格改訂の提案（PWI）

　　5.2.1　�ISO�3219:1993,Rheology（レオロジー）［対

応�JIS�K�7117-2］の全面改訂による５つの

Part の提案

　　　 - Part 1: General terms and definitions for 

rotational and oscillatory rheometry

　　　 - 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

　　　 　TC 61/SC 5（プラスチック／物理化学性質）か
ら移管された規格。Part 1及び Part 2の WDが
完成、Part 3は RRテストを実施中で 2019年に
は完了の予定、Part 4、Part 5はそれらの後に
取り掛かるとの報告があった。これらの規格は
TC 61/SC 5と協力し、NWIPとして進める。（PL：
ドイツ Cornelia Küchenmeister氏）

　5.3　2018 年定期見直し（SR）

　　5.3.1　�改訂となった規格

　　　①  ISO 3233-1:2013, Paints and varnishes 

̶ Determination of percentage volume 

of non-volatile matter ̶ Part 1: Method 

using a coated test panel to determine 

non-volatile matter and to determine dry-

film density by the Archimedes principle

（不揮発分容量％の測定－第１部：不揮発分の
測定及びアルキメデスの原理による乾燥塗膜
密度の測定に塗装試験板を用いる方法）

　　　 　SR投票でのコメントに基づき Part 2及び Part 

3に合わせ塗板上の最低塗布量を 25mgに修正し
た文書を直接 DISに進める。（PL：ドイツ Petra 

Hermann氏）
　　　②  ISO 9514:2005, Paints and varnishes 

̶ Determination of the pot life of 

multicomponent coating systems ̶ 

Preparation and conditioning of samples 

and guidelines for testing（多成分系塗料
のポットライフ－サンプルの調製と養生及び
テストの指針）［対応 JIS K 5600-2-6］

　　　 　日本からの JISに基づく SR投票での提案であ
るポットライフを「２回の結果の『両方』が要求
事項を満足する最も長い時間」と明記する修正が
採用され改訂されることになった。（PL：ドイツ 

Petra Hermann氏）
　　　③  ISO 15528:2013, Paints, varnishes and 

raw materials for paints and varnishes ̶ 

Sampling（試料採取法）
　　　 　粉体塗料の規格でも引用されることになるの

で、粉体塗料の試料採取法を追加する。（PL：ド
イツ Petra Hermann氏）

　　5.3.2　継続となった規格

　　 　ISO 15091:2012, Paints and varnishes ̶ 

Determination of electrical conductivity and 

resistance（導電率及び抵抗の求め方）

　5.4　その他の事案

　 　議長から低濃度ホルムアルデヒドの測定に便利な
photometric法を IS化する提案あり。中国が水性塗
料保剤濃度測定法として HPLC法で国内規格化してお
り、中国とドイツとで情報を共有し、新しい SCか WG

を立ち上げることになった。

　5.5　次回の WG�30 国際会議

　 　来年５月の TC 35上海会議で開催の予定である。
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6.　TC�35 ／ SC�9 ／ WG�31（硬化後塗料の性能）

　以下 WG 31での審議結果はすべて SC 9会議で承認さ
れた。

　6.1　新規提案（NWIP）

　　①  ISO/WD 17872, Paints and varnishes ̶ 

Guidelines for the introduction of scribe 

marks through coatings on metallic panels 

for corrosion（腐食試験のための金属塗板への
傷の入れ方の指針）

　　 　L字形と斜め形切り込み傷の種類と図及び U字切
り込み断面図を追加し、Annexに新たに切り込みの
ための４つのツールを追加する改訂提案がなされ
た。日本が提案で採用されているダイヤモンド刃
「S22B®」については入手状況について調査を行うこ
ととなった。

　　②  ISO/CD 22969, Paints and varnishes ̶ 

Determination of solar reflectance（日射反
射率の求め方）［対応 JIS K 5602］

　　 　審議の結果に基づき修正した文書を DISへ進め
る。PL：須賀 WG 31副主査。（ 2. トピックス 2.1を
参照）

　6.2　規格改訂

　　①  ISO/DIS 2812-2, Paints and varnishes ̶ 

Determination of resistance to liquids ̶ 

Part 2: Water immersion method（耐液体性－

第 2部：水浸せき法）［対応 JIS K 5600-6-2］
　　 　浸せき終了・乾燥後１分以内に表面ブリスター及
び他の損傷評価において「実施する」から「必要に
応じて実施する」へ変更するなど投票のコメントに
対して子細に審議され、その結果に基づき修正した
文書を FDISへ進める。

　　②  ISO 2813:2014, Paints and varnishes ̶ 

Determination of gloss value at 20°, 60°

and 85°（鏡面光沢度）［対応 JIS K 5600-4-7］
　　 　PLの Nico Frankhuizen氏が馬場氏の協力の下、

２か月以内に WDを作成し提出の予定で、CIE（国際
照明委員会）とリエゾンを立ち上げる。

　　③  ISO/DIS 6504-1, Paints and varnishes ̶ 

Determination of hiding power ̶ Part 1: 

Kubelka-Munck method for white and light-

coloured paints（隠ぺい力の測定－第１部：白
及び淡彩色塗料のためのクベルカムンク法）

　　 　ほとんど使われていない規格との判断から廃止に
ついての投票を行うこととした ｡

　　④  ISO/CD 6504-3, Paints and varnishes ̶ 

Determination of hiding power ̶ Part 3: 

Determination of hiding power of paints for 

masonry and concrete（隠ぺい力の測定－第 3

部：石壁とコンクリート向け塗料）［対応 JIS K 

5600-4-1］
　　 　１次 RRテストの結果、塗り面積と隠ぺい率に直
線性のずれが生じる事があるので、２次 RRテスト
を行いその結果を Annexに追加するなど、審議の結
果に基づき修正した文書を DISへ進める ｡

　6.3　2018 年定期見直し

　　6.3.1　�改訂となった規格

　　　①  ISO 1524:2013, Paints, varnishes and 

printing inks ̶ Determination of fineness 

of grind（分散度の測定）［対応 JIS K 5600-

2-5］
　　　 　つぶゲージを硬質スチール以外の材質も適用可

能とした。WG 30事案だが WG 31で改訂を進める
ことを確認した。（PL：ドイツ Petra Hermann氏）

　　　②  ISO 2409:2013, Paints and varnishes ̶ 

Cross-cut test（クロスカット付着性試験）［対
応 JIS K 5600-5-6］

　　　 　最新のカッティングツールへ更新する。（PL：
スイス Peter Zehnter氏）

　　　③  ISO 2810:2004, Paints and varnishes ̶ 

Natural weathering of coatings ̶ Exposure 

and assessment（屋外曝露耐候性）［対応 JIS 

K 5600-7-6］
　　　 　参照文書（normative references）の変更のみ

で小改訂を行う。（PL：米国 Oscar Cordo氏）
　　　④  ISO 2812-3:2012, Paints and varnishes ̶ 
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Determination of resistance to liquids ̶ 

Part 3: Method using an absorbent medium

（耐液体性 -吸収媒体法）［対応 JIS K　5600-

6-1］
　　　 　物質名に CAS No.を添えるなど、ISO 2812

シリーズ間で内容を一致させる。（PL：ドイツ 

Petra Hermann氏）
　　　⑤  ISO 13076:2012, Paints and varnishes 

̶ Lighting and procedure for visual 

assessment of coatings（目視評価の光源と
手順）

　　　 　新しい光源として LEDを追加する。（PL：ドイ
ツ Petra Hermann氏）

　　　⑥  ISO 15184:2012, Paints and varnishes ̶ 

Determination of film hardness by pencil 

test（塗膜の鉛筆硬度）［対応 JIS K 5600-5-

4］ 
　　　 　旧版（1998）からの改訂時に生じた CGS単位系

から SI単位系への変換値の誤り (7,5±0,1) Nを
修正する。（PL：オランダ Nico Frankhuizen氏）

　　　⑦  ISO 20566:2013, Paints and varnishes ̶ 

Determination of the scratch resistance 

of a coating system using a laboratory-

scale car-wash（ラボの洗車装置を用いた塗
膜の引っかき抵抗性の測定）

　　　 　コメントに基づき試験水温度範囲を無くす
などの５つの改訂を行う。（PL：ドイツ Petra 

Hermann氏）
　　　⑧  ISO 28199-1, -2, -3: 2009, Paints and 

varnishes ̶ Evaluation of properties of 

coating systems related to the application 

process（塗装工程における塗装システムの特
性評価）

　　　　 - P a r t  1 : R e l e v a n t  v o c a b u l a r y  a n d 

preparation of test panels（用語及び試験版
処理）

　　　　 -Part 2:Colour stability, process 

hiding power, re-dissolving, overspray 

absorption, wetting, surface texture and 

mottling（色安定性、工程隠ぺい力、再溶解、
オーバースプレー吸着、濡れ性、表面模様及び
まだら）

　　　　 -Part 3: Visual assessment of sagging, 

formation of bubbles, pinholing and hiding 

power（たれ性、発泡、ピンホール及び隠ぺい

力の目視評価）
　　　 　ドイツからの多数のコメントに基づき改訂を行

う。（PL：ドイツ Petra Hermann氏）

　　6.3.2　�継続となった規格

　　　①  ISO 3270:1984, Paints and varnishes and 

their raw materials ̶ Temperatures and 

humidities for conditioning and testing　
［対応 JIS K 5600-1-6］

　　　②  ISO 4628-8:2012, Paints and varnishes ̶ 

Evaluation of degradation of coatings 

̶ Designation of quantity and size of 

defects, and of intensity of uniform 

changes in appearance ̶ Part 8: 

Assessment of degree of delamination 

and corrosion around a scribe or other 

artificial defect

　　　③  ISO 9117-1:2009, Paints and varnishes ̶ 

Drying tests ̶ Part 1: Determination of 

through-dry state and through-dry time　
［対応 JIS K 5600-3-3］

　　　④  ISO 9117-4:2012, Paints and varnishes 

̶ Drying tests ̶ Part 4: Test using a 

mechanical recorder

　　　⑤  ISO 9117-5:2012, Paints and varnishes ̶ 

Drying tests ̶ Part 5: Modified Bandow-

Wolff test

　　　⑥  ISO 9117-6:2012, Paints and varnishes ̶ 

Drying tests ̶ Part 6: Print-free test 

Systematic Review voting result［対応 JIS 

K 5600-3-6］
　　　⑦  ISO 11997-2:2013, Paints and varnishes 

̶ Determination of resistance to cyclic 

corrosion conditions ̶ Part 2: Part 2: 

Wet (salt fog)/dry/humidity/UV light

　　　⑧  ISO 12013-1:2012, Paints and varnishes ̶ 

Determination of curing characteristics 

using a free damped oscillation method ̶ 

Part 1: Start temperature of the curing 

reaction

　　　⑨  ISO 12013-2:2012, Paints and varnishes ̶ 

Determination of curing characteristics 

using a free damped oscillation method ̶ 

Part 2: Glass transition temperature

　　　⑩  ISO 15710:2002, Paints and varnishes ̶ 
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Corrosion testing by alternate immersion 

and removal from a buffered sodium 

chloride solution

　　　⑪  ISO 15711:2003, Paints and varnishes ̶ 

Determination of resistance to cathodic 

disbonding of coatings exposed to sea 

water

　　　⑫  ISO 20567-3:2012, Paints and varnishes ̶ 

Determination of stone-chip resistance 

of coatings ̶ Part 3: Single-impact test 

with a free-flying impact body

　6.4　その他の事案

　 　ISO16474-3, Paints and varnishes ̶ Methods of 

exposure to laboratory light sources ̶ Part 3: 

Fluorescent UV lamps （促進耐候性試験方法－蛍光
UV）の改訂
　 　人工耐候性試験サイクル Table 4の修正案が提出さ
れる。（PL：米国 Gary Cornell氏）

　6.5　次回の国際会議

　 　来年５月の TC 35上海会議で開催の予定である。

7.　TC�35 ／ SC�9 ／ WG�32（風力発電用ブレード塗材）

　7.1　�立体試験体の QUV における温度コントロールに

ついての実験的試みの報告

　 　ドイツ Q-Labの Andreas Giehl氏から、プラスチッ
ク試験体は金属より温度が上がりやすいことがわか
り、槽内の温度コントロールについてさらに検討が必
要であるとの説明があった。

　7.2　準備業務項目 (PWI)

　 　技術仕様書（TS）として８つの新たな提案があり協
議の結果、次の２つの PWIの登録を SC 9へ提案する
ことになり、SC 9会議において承認された。
　　①  ISO/PWI TS 19392-4, Paints and varnishes 

– Coating systems for wind-turbine rotor 

blades - Part 4: Determination and 

evaluation of ice adhesion in combination 

with rain erosion（降雨耐侵食試験と組み合わ
せた氷付着の評価）

　　 　耐降雨侵食試験規格である ISO/ TS 19392-2及び 

-3のとの比較で氷付着の影響を評価することがで
きるようになる。（PL：ドイツ Benjamin Buchholz氏）

　　②  ISO/PWI TS 19392-5, Paints and varnishes 

– Coating systems for wind-turbine rotor 

blades - Part 5: UV protective properties 

of rotor blade coatings/coating systems 

（ロータブレードコーティング及びコーティング
システムの UV防御特性）

　　 　ガラスファイバー FRP基材は UVに敏感であるた
め、ISO/TS 19392-1でカバーできない試験方法が
必要。開発中の欧州規格である外装木材保護用ウッ
ドコート（prEN 927-12）をベースにドラフトを作
成する。（PL：ドイツ Florian Feil氏）

　7.3　プロジェクト提案

　　7.3.1　ISO/TS�19392-2 の改訂

　　 　Paints and varnishes ̶ Coating systems 

for wind turbine rotor blades ̶ Part 2: 

Determination and evaluation of resistance to 

rain erosion using rotating arm

　　 　英国 Kristen Dyer氏からの改訂提案で、現規格
はテストが中断される時間間隔及び液滴の濃縮と均
一性が現在十分にカバーされていないためとの説明
があった。タスクグループを立ち上げ７月～９月に
ISO/TC 19392-2の進め方を提案する第 1回会合が
開かれる予定である。

　　7.3.2　他のプロジェクト（アイデア案含む）

　　 　以下の提案がなされ、必要性について議論され
た。アイデアはすべてリストアップし、必要に応じ
て Web会議を開催して継続的に議論していく。

　　　①  Ice adhesion（耐着氷に係る氷付着性評価）
　　　② Resistance to hail（耐ひょう・あられ性） 
　　　③  E l a s t i c i t y  t e s t  ( d y n a m i c )  a n d 

viscoelasticity（圧縮・衝撃に対する粘弾性
評価）

　　　④  Mold, algae and biofilm growth（かび、藻類、
バイオフィルムの成長）

　　　⑤  Climatic cycling (topic of ISO/TS 19392-

1) （耐候性サイクル試験）
　　　⑥ Resistance to soiling（防汚性）
　　　⑦ Sand erosion（砂摩耗性）

　7.4　その他の事案

　 　ISO/TS 19392-1, -2, -3が発行されたことから、
この ISO活動をエネルギー、コーティング関連雑誌、
各工業会の会報、オンラインマガジン等へ載せて広報
していく提案が出され、公開先の議論が行われた。
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　7.5　次回の国際会議開催地

　 　WG 32国際会議の開催地候補は以下の３案があり投
票により決定するとの方針が示された。
　 　① 2019年 TC 35上海国際会議　② IEC/TC 88との
共同会議（欧州予定）　③ WG 32単独でロンドン
　 　田邉委員の上海での開催を強く求める意見に賛同の
声もあがったが、上海では参加が困難な欧州の委員が
多いとの考えから欧州が候補地に加えられた。

8.　TC�35 ／ SC�9（塗料の一般試験方法）

　8.1　�各 WG からの会議報告と SC�9 への決議推奨

　 　今回開催された各 WG会議の審議内容が事務局ま
たは WG議長から報告された。WG 31の事務局からは
ISO/CD 22969（日射反射率の求め方）の DISへの移行
推奨もなされた。

　8.2　�ASTM と ISO 間の協業における情報交換

　 　今回は更新事項がないとの報告があった。

　8.3　�決議事項の承認

　 　決議が行われ、ISO/CD 22969は DISへ進むことが
全会一致で承認された。他の NWIPが７案件（内 SRか
らの改訂案件２件）、改訂案件５件、廃止提案（WDRL）
１件、準備業務項目（PWI）２件、2018年 SRでの改
訂 14件、SR継続 14件（ISO 15181-6:2012を含む）
もすべて承認された。内容については上記各 WGの報
告項を参照されたい。

9.　�TC�35（塗料とワニス）総会

　9.1　来年の会議のホスト国より開催挨拶

　 　来年の会議のホスト国である中国より開催に関して
の挨拶と上海の紹介がビデオで行われた。

　9.2　各 SC、WG からの報告

　 　来年の会議のホスト国である中国より開催に関し今
回開催された各委員会からの報告があり、当 SC 9か
らの決議内容も SC 9事務局から報告された。SC 12

は来年も上海で会議を開催するとの報告があった。SC 

15からは現在 SCのスコープを議論中との報告があっ
た。

　9.3　今後の開催候補地

　 　2019年の上海は決定しており、2020年はアメリカ
のピッツバーグが予定されている。2021年はドイツ
からベルリン開催の立候補があった。

　9.4　決議の承認

　 　すべての決議事項が承認され、閉幕した。
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写真 -4　TC�35/SC�9 委員会　会議風景

写真 -5　TC�35 総会　参加者集合写真



10.　あとがき

　今回は国際会議への参加が 2回目ということもあり、
多くの参加者が顔見知りとなった。WG 31会議での日本
提案の ISO/CD 22969投票結果への審議においては、コ
メントに対する日本の所見のほとんどに同意が得られる
など須賀委員の優れたリーダーシップに接することがで
きた。また、田邉委員の発言が会議を動かす場面に立ち
会うこともできた。さらに、投票で日本から出していた
コメントがいずれも採用されることになるなど、ISO活
動がより身近になったと感じられ、今後の活動に向け大
いに勇気づけられた。今後も多くの規格案の審議が進め
られる中、SC 9国内委員の方々には引き続きご協力を
お願いし申し上げ、報告を終えさせていただく。
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1.　はじめに

　電子プローブマイクロアナライザ（Electron Probe 

Micro-Analyzer：以下、EPMAという）は試料表面に電
子線を照射し、その際に発生する反射電子線や特性 X線
を測定することによって試料を構成する元素の定性や
定量分析が可能です。EPMAの歴史は古く 1951年に R. 

Castaingにより開発されました。以来、金属材料の分
析から地質鉱物、セラミックス、電子材料、半導体さら
には高分子材料や生体材料などへの分析にも利用されて
います。図 -1に EPMAの外観写真を示します。

2.　X 線の発生とその検出原理

　図 -2に特性 X線発生の様子を示します。試料表面に
照射された電子線が原子核の周りにある電子を弾き飛
ばします（弾き飛ばされた電子を二次電子とよびます）。
生じた空孔に、より高いエネルギー順位にある外殻の電
子が落ち込みます。そのとき、エネルギー差に相当する
余剰エネルギーを X線として放出します。このとき発生
した X線を特性 X線といいます。特性 X線は各種元素に
おいて固有のエネルギーを持っているため放出された特

性 X線の波長を調べることにより、『どのような元素か
ら構成されているか』がわかります。

3.　EPMA のしくみ

　EPMAは電子線を発生させる電子銃、電子線を絞るた
めのレンズ、発生する特性 X線を分析する分光器からな
ります。図 -3に EPMAの構造図を示します。
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試験設備の紹介

電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）

一般財団法人 日本塗料検査協会　西支部

青　木　一　浩 ・ 乗　岡　智　沙検査部

図 -1　EPMA 外観写真（日本電子製 JXA-8230）

図 -2　特性 X線発生の様子

図 -3　EPMA 構造図
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電子銃から放出された電子は、一定の加速電圧で加速さ
れたあと、電子レンズによって絞られます。この電子が
試料にあたると試料から特性 X線が発生し、この特性 X

線を分光素子（分光器）で分光することにより試料の組
成を調べることができます。加速電子が試料にあたると、
特性 X線の他にも様々な情報をもった粒子や電磁波が発
生（二次電子，反射電子 等）し、その信号をそれぞれ
の検出器で検出して試料の分析に利用します。反射電子
像では試料のおおまかな組成分布を知ることができるた
め、分析場所を選択するのに非常に役に立ちます。
　EPMAでは主に波長分散形 X線分光器 (WDS)が用いら
れます。特性 X線が分光素子（分光器）によって反射（回
析）されると、「ブラッグの法則：n λ =2dsinθ」（図 -4

参照）を満足する波長を持つ特性 X線のみが反射されま
す。WDSではブラッグ (Bragg)の法則を満たすように試
料、分光結晶、X線検出器を配置することで分析を行い
ます。WDSでは高精度での分析が可能ですが、１種類の
分光結晶では全元素の分析はできません。そのため装置
一体に対し複数種類の分光素子（分光結晶）を取り付け
ることにより全元素の分析が可能となります。

4.　EPMA の分析機能

　EPMAの分析機能としては、定性分析，定量分析，線
分析，面分析等が行えます。また、これらの分析と同時
に形状観察（SEM像の観察）として、二次電子像や反射
電子像の観察が行えます。

　⑴　定性分析
　 　定性分析は、分析対象試料に「どのような元素が存
在するのか」を調べるための分析手法です。各元素か
ら放出される特性 X線は特定の波長にピークを持ちま
す。そのため検出した特性 X線のピーク位置と標準試
料から分析した既知のピーク位置とを照合することで
どのような元素が含まれているかを解析することがで
きます（図 -5参照）。

　⑵　定量分析
　 　定量分析は、分析対象試料に含まれている元素が「ど
の程度の割合で含まれているのか」を調べるための分
析手法です。検出した特性 X線強度と標準試料の特性
X線強度を比較することで濃度を求めることができま
す。

　⑶　マッピング分析
　 　マッピング分析（面分析）は、分析対象試料に元素
がどのように分布しているのかを視覚的に確認するこ
とができる分析手法です。図 -6にマッピング分析結
果の例を示します。色調の違いで各元素の強度（濃度）
の分布状態を画像で表示し保存することができます。
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図 -4　ブラッグの法則

図 -5　定性分析の結果例

図 -6　マッピング分析の結果例



5.　おわりに

　「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食
技術マニュアル（日本下水道事業団）」の改訂（2017年
12月）に伴い、試験依頼に迅速に対応することを目的
として導入することとなりました。また、前述の規格試
験のほか、硬化コンクリートの塩化物イオンマッピング
分析や各種定性分析等も実施いたしますので、ご相談・
ご依頼等をお待ちしております。
　本紹介記事の作成にあたって、今回導入しました「電
子プローブマイクロアナライザ（EPMA）」製造元の日本
電子株式会社様には、快く協力していただき、貴重なデー
タや資料の提供を賜りましたことを心から感謝いたしま
す。
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表 -1　平成 29 年 9 月 1 日から平成 30 年 8 月 31 日までに認証した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証年月日

JP0318001 日塗化学株式会社 JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 平成 30年 4 月 20日 

JP0518001 ロックペイント株式会社 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 平成 30年 6 月 1 日

表 -3　平成 29 年 9 月 1 日から平成 30 年 8 月 31 日までに認証を取り消した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証終了日

該当製品なし

表 -2　平成 29 年 9 月 1 日から平成 30 年 8 月 31 日までに契約を終了した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証終了日

該当製品なし

表 -4　性能評価書発行一覧（平成 29 年 9 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日）

認可番号 認定書発行日 建築材料名 申請会社

MFN-3417 平成 29年 9 月 29日 無機質系壁紙 サンゴバン株式会社

MFN-3427 平成 29年 12月 1 日 集成材 株式会社オーシャンズ

MFN-3428 平成 29年 12月 1 日 全面天然木突板張／全面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション接着剤塗／ MDF

株式会社アドヴァン

MFN-3436 平成 29年 12月 22日 全面ポリエステル樹脂系塗料塗装／ MDF 株式会社アドヴァン

　　対象条文 ： 令第 20条の 7第 4項
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ニ ュ ー ス

JIS マーク表示認証業務

　・ 当協会が平成 29年 9月 1日から平成 30年 8月 31日までの間に JIS認証した鉱工業品は表 -1、JIS認証契約を終
了した鉱工業製品は表 -2、JIS認証を取り消した鉱工業製品は表 -3のとおりです。

　・ 改正工業標準化法に基づいて当協会が行っている JISマーク表示認証業務の内容及び塗料 JISに係る認証登録な
どの最新情報については、当協会のホームページに掲載していますので、下記の URL にてご確認ください。

　　URL：http://www.jpia.or.jp

建築基準法に基づく性能評価書の発行

　・建築基準法施行令第 20条の７に基づく建築材料の性能評価を終え、当協会が平成 29年９月１日から平成 30年８

　　月 31日までの間に発行した性能評価書は表 -4のとおりです。



表 -5　外部発表一覧（平成 29 年 9 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日）

発表題目 発表者 発表先（誌名） 出版／主催者

投稿

けい酸塩系表面含浸材の屋外一年暴露試験
体による各種試験結果について

佃 洋一
〔共同執筆者〕

平成 29年度全国大会第 72回年次学
術講演会〔西日本旅客鉄道株式会社
との共同執筆〕

公益社団法人
土木学会

劣化した溶融亜鉛めっき鋼板の簡易塗替え
補修仕様の検討

松本 倫毅
〔共同執筆者〕

平成 29年度全国大会第 72回年次学
術講演会〔西日本高速道路エンジ
ニアリング関西株式会社との共同執
筆〕

公益社団法人
土木学会

各種表面被覆工法を施した高架橋およ
び暴露供試体の 15年目追跡調査

山田 卓司
佃 洋一

〔共同執筆者〕

第 17回コンクリート構造物の補修・
補強アップグレードシンポジウム
〔西日本旅客鉄道株式会社との共同
執筆〕

公益社団法人
日本材料学会

再アルカリ化直後に施工した表面被覆
工法の 13年目追跡調査

山田 卓司
〔共同執筆者〕

コンクリート工学年次大会 2018

（神戸）
〔西日本旅客鉄道株式会社との共同
執筆〕

公益社団法人
日本コンクリート
工学会

長期暴露試験による気象条件が鉄筋腐
食に与える影響

山田 卓司
〔共同執筆者〕

コンクリート工学年次大会 2018

（神戸）
〔金沢大学、旭化成アドバンス株式
会社との共同執筆〕

公益社団法人
日本コンクリート
工学会

橋りょう狭隘部における素地調整手法
の評価

櫻井 剛
峰尾 良之

〔共同執筆者〕

第 22回鉄道工学シンポジウム
（論文集）
〔ＪＲ東日本研究開発センターとの
共同執筆〕

土木学会構造工学
委員会　鉄道工学
連絡小委員会

講演

塗膜の熱性能－熱流計測法による熱特性測
定方法及び測定装置の開発

比留川 伸司
平成 29年 11月 28日
平成 29年度ウエザリング技術研究
成果発表会

一般財団法人
日本ウエザリング
テストセンター

表面被覆材共通試験の屋外暴露 10年
目結果報告

佃 洋一
平成 30年 3月 19日
第 191回 コンクリート工事用樹脂
部門委員会

公益社団法人
日本材料学会

促進劣化試験の現状と課題 山田 卓司
平成 30年 8月 1日
第 2回 iMaRRCセミナー「土木構造
物用塗料の寿命評価の現状と今後」

国立研究開発法
人  土木研究所 

先端材料資源研
究センター
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外部発表

　・当協会が平成 29年 9月 1日から平成 30年 8月 31日までの間に外部発表したものは表 -5のとおりです。



表 -6　塗料試験方法研究会　勉強会（平成 29 年 9 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日）

年月日／部会 勉強会の内容 開催場所 参加者

平成 29年 9月 12日
　　　　　／西部会

工場見学会（西部会）：
ジェイ・バス株式会社 小松工場
（石川県小松市串町工業団地 30番地）

ジェイ・バス株式会社 

小松工場
20名 /10社

平成 29年 12月 1日
　　　　　／西部会

平成 29年度 第 1回講演会（西部会）：
①  JIS K 5551構造物用さび止めペイント及び 5659鋼構造物用耐
候性塗料の改正について（講師：一般社団法人 日本塗料工業
会 技術部長 鈴木 譲）

② 塗膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の求め方～「一般
塗料及び遮熱塗料」と塗膜の日射侵入比との関係～（講師：一
般財団法人 日本塗料検査協会 東支部　比留川 伸司）
③  JISマーク認証業務からのお知らせ（講師：一般財団法人 日本
塗料検査協会 西支部　奥野 博昭）

松下 IMPビル
（Ｃ会議室）

58名 /26社

平成 30年 7月 3日
　　　　　／東部会

平成 30年度 第 1回講演会（東部会）：
①  JIS K 5551構造物用さび止めペイントと JIS K 5659鋼構造物
用耐候性塗料への水性グレードの追加内容について（講師：一
般社団法人 日本塗料工業会 技術部長 鈴木 譲）

②  JIS K 5603塗膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の求
め方（講師：一般財団法人 日本塗料検査協会 東支部　比留川 

伸司）

東京塗料会館 22名 /12社

平成 30年 7月 4日
　　　　　／西部会

平成 30年度 第 1回講演会（西部会）：
①工業標準化法の改正について
② JIS規格の改正について
③認証審査における指摘事項例の紹介
（講師：一般財団法人 日本塗料検査協会 東支部　田原 芳雄）

大阪御堂筋ビル
（M1会議室）

38名 /21社

－ 49 －

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 29年９月１日から平成 30年８月 31日までの間に実施した勉強会は表 -6

　　のとおりです。



－ 50 －

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/TC 35「ペイント及びワニス」の国内審議団体および ISO/TC 35/SC 9「塗料の一般試験方法」の国内事務局
　・塗料・塗膜・塗料用原材料の試験方法、製品などの JIS 原案作成・提案
　・その他団体規格の調査研究、原案作成・提案

 認 証・評 価　　　　　法令に基づく認証・認定・評価・証明

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

 情報収集・提供　　　　情報収集・提供業務

　・各種塗料・塗膜試験に必要な基準・資料・試験材料などの作成と提供

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

〔試験材料〕
　■「引っかき硬度」試験用検定鉛筆（６Ｂ～６Ｈ／ 14 硬度ｽｹｰﾙ） ￥   200（１本）
　　注文は６本以上（異なる硬度ｽｹｰﾙの混合可）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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表示価格は消費税・諸費用を含まない本体価格です）

　※なお、「隠ぺい力」に使用する JIS 適合品の隠ぺい率試験紙は下記にて販売されています。
　　日本テストパネル㈱　　（０６）６９５３－１６６１　／　太佑機材㈱　　（０６）６７２７－１１２１　／　
　　ＴＰ技研㈱　　　　　　（０６）６９６５－６７８０

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



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

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

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

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

□ 交　通
JR東海道本線・小田急線
藤沢駅下車
江ノ電バス８番のりば
（小田急百貨店前）から発車の全てのバス
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番のりばから発車の全てのバス
枚方市駅北口行、樟葉駅行などにて 5分
既製服団地下車　徒歩 3分

東支部 西支部

平成30年10月発行

小塚地下道前
バス停

イチネン
ケミカルズ

GLP枚方Ⅲ



Japan Paint Inspection and testing Association
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