
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
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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
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　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
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【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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