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1.

宮

川

堅

次

参加人数 14 名

まえがき
2018 年の ISO/TC 35（塗料とワニス専門委員会）国

13:30 〜 17:00

際 会 議 は、 チ ェ コ 共 和 国 第 二 の 都 市 ブ ル ノ の Hotel

参加人数 22 名

International Brno において 5 月 14 日〜 18 日の日程

5 月 16 日㈬

9:00 〜 12:30

で開催された。今回は SC 9（塗料一般試験方法分科委

参加人数 7 名

員会）、SC 12( 塗装前の鋼板表面調整分科委員会 )、SC

9:00 〜 17:00

15（コンクリート表面調整と塗装分科委員会 )、TC 35

参加人数 16 名
5 月 17 日㈭

の各 WG（作業グループ）の会議及び TC 35 総会が行わ

SC 9/WG 31

9:00 〜 12:30

SC 9/WG 16
SC 9/WG 32
SC 9 委員会

参加人数 20 名

れた。
5 月 18 日㈮

SC 9 では５つの WG 会議が３日間にわたり開催され、

14:00 〜 7:00

TC 35 総会

参加人数 26 名

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

SC 9 の各 WG の審議事項及び決議内容に関し、以下報

など）が中心で約 40 名であった。アジア地区からは日

告する。

本と中国が参加した。
【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：

日本からは SC 9 各会議に以下の７名が参加した。
小川

作 業 原 案、CD： 委 員 会 原 案、DIS： 国 際 規 格 案、

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

FDIS：最終国際規格案、TR：技術報告書、TS：技術

会 技術アドバイザー

仕様書、SR：定期見直し

須賀茂雄：SC 9/WG 30 委員、WG 31 副主査

スガ試験

機㈱

2.

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㈱

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

小野聡志：（一社）日本建材・住宅設備産業協会 国際

昨年承認された新規提案（NWIP）が委員会原案（CD）

標準部長

ステージとなり、今年３月に実施された CD 投票の結

宮川堅次：SC 9 国内事務局 （一財）日本塗料検査協

果についての審議が行われた。プロジェクトリーダー

会

（以下 PL）の須賀委員が CD 投票での各国のコメント
（敬称略、順不同）

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

TC 35/SC 9 各会議のスケジュールと参加人数は以下の

WG での推奨を受けて SC 9 会議において DIS への移行

通りである。
5 月 14 日㈪

13:30 〜 17:00

が承認された。

SC 9/WG 30

参加人数 22 名
5 月 15 日㈫

れた。用語の定義や用法については追加修正を行い、

9:00 〜 12:30

SC 9/WG 29

－ 35 －

2.2

WG 29（電気化学的測定）： ISO 13129:2012（鋼

thermosetting coating powders at a given

板塗膜保護の電気化学的測定―カレントインタ

temperature（ゲル時間）［対応 JIS K 5600-9-1］

ラプタ（CI）法、緩和ボルタンメトリー（RV）

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

法及び直流過度電流（DCT）測定法）の技術報告

2 と Part 3 は技術的修正も含め文章の推敲を行い、

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

内容はほぼ固まった。Part 6 はドイツ語の DIN 規格

を深めるに有用であるとの説明がなされ、３つの TR

を翻訳し英語規格案を作成中であり、推敲中に会議が

作成をすることが承認された。初めに田邉委員が CI

時間切れとなったが６月４日にウェブ会議を開催し、

技術による測定法のための TR ドラフトを準備するこ

引き続き検討されることになった。

ととなった。それを待って RV 技術及び DCT による測

本 PWI はスコープ（適用範囲）を変えなければ、こ

定法については英国 Douglas Mills 氏とスイス Jörg

の日よりスタートとし、2019 年２月 15 日までに CD、

Vogelsang 氏が担当、準備することとした。

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

3.

9 会議において本 PWI の NP へ移行が承認された。
（PL：

TC 35 ／ SC 9 ／ WG 16（粉体塗料）

英国 Shoaib Qureshi 氏）

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

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

格案について協議が行われた。

め ,CEN/TC 305/ WG 1（燃焼特性を求める試験方法）で
3.1

協議されるとの報告があった。

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

4.

SC 9 ／ WG 29（電気化学的試験方法）
4.1

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

定期見直し（SR）で改訂となった規格

ISO 13129:2012, Paints and varnishes ̶

stoving（熱減量）

Electrochemical measurement of the protection

- Part 11: Inclined-plane flow test（傾斜式溶

provided to steel by paint coatings - Current

融フロー性）［対応 JIS K 5600-9-1］

interrupter (CI) technique, relaxation

- Part 12: Determination of compatibility（相

voltammetry (RV) technique and DC transient (DCT)

溶性）

measurements

- Part 13: Particle size analysis by laser

日本提案の bibliography の修正などで改訂される

diffraction（レーザ回折による粒度分析）［対応

ことになり、SC 9 会議で承認された。CD が 2019 年２

JIS K 5600-9-3］

月 15 日まで、DIS が 2019 年５月 31 日までの提出期

- 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

－ 36 －

写真 -1

TC 35/SC 9/WG 29 委員会

会議風景

限となる。（2. トピックス 2.2 を参照）

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 。

4.2

準備業務項目 (PWI)

① ISO/TR, Sources of error when using

5.

以下 WG 30 での審議結果はすべて SC 9 会議で承認さ

electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
for the evaluation of coatings and coating

TC 35 ／ SC 9 ／ WG 30（硬化前塗料の性能）

れた。

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

写真 -2

TC 35/SC 9/WG 30 委員会

会議風景

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

5.1

新規提案（NWIP）

① ISO/NP 22553, Electro-deposition coatings
（電着塗料）

を行う予定である。
（PL：スイス Jörg Vogelsang 氏）

- Part 7: Wet-film resistance（ウエット膜抵抗）

③ Electrochemical noise measurement on coated

- Part 8: Electric charge density（電荷密度）

metal（塗装金属の電気化学的ノイズ測定）

- Part 9: Loss on stoving（加熱減量）

技 術 報 告 書（ISO/TR） の 提 案 が 英 国 Douglas

- Part 11: Bath stability（浴安定性）

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

- Part 12: Sedimentation on horizontal areas
（水
平上面の沈降）

対から TR の提案に対する反対コメントが事前の配

こ れ ま で の Part １ 〜 ６ に 続 く 新 規 提 案 で WD

布資料にあったが、当事者で話し合う機会を作ると

が ６ 月 に 配 信 さ れ る 予 定 で あ る。Part10：Edge

した。正式な NWIP の WD が事務局から送られる予定

protection（エッジ保護）は遅れて提案の予定であ

である。MWIP とすることで議論を深めていく。

る。（PL：ドイツ Petra Hermmann 氏）
② ISO/NP 23168, Paints and varnishes ̶

4.3

ISO/TC 156（金属と合金の腐食）WG 11（電気化

Determination of water content ̶ Gas-

学的試験方法）との協業

chromatographic method（ガスクロ法による水

ISO 17474:2012, Corrosion of metals and alloys

分量の求め方）

̶ Conventions applicable to electrochemical

中国からの提案である。NP 投票での日本からの

measurements in corrosion testing は 2017 年の SR

コメントが採用され、カールフィッシャー法との精

で継続となったが、Jörg Vogelsang 氏はより良い規

度比較のデータ（３つの試験機関で各３サンプル）

格（ISO 16773 及び ISO/TR 16208）への置き換えが可

を Annex に追加える修正をした文書を DIS へ進める。

能であるとして、この規格の廃止を提案すると報告し

③ ISO/NP 23169, Paints and varnishes ̶ On-

た。

site test methods on quality assessment for
flat wall coatings（平壁塗装のための現場で

4.4

の性能試験方法）

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

－ 37 －

中国から現場での確認方法の規格化が必要なた

め提案された。欧州規格 EN 13300 と調和させると

of non-volatile matter ̶ Part 1: Method

いう審議の結果に基づき修正した文書を DIS へ進め

using a coated test panel to determine

る。なお、硬化膜の評価のため，WG 31 へ移管される。

non-volatile matter and to determine dry-

④ ISO/NP 23321, Solvents for paints and

film density by the Archimedes principle

varnishes̶ Demineralized water for

（不揮発分容量％の測定－第１部：不揮発分の

̶ Specification

測定及びアルキメデスの原理による乾燥塗膜

industrial applications

and test methods（工業用脱塩水－基準と試験

密度の測定に塗装試験板を用いる方法）

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

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。

た文書を直接 DIS に進める。（PL：ドイツ Petra

⑤ ISO/NP 23322, Paints and varnishes ̶

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

Determination of solvents in coating
materials containing organic solvents only

̶ Determination of the pot life of

̶ Gas-chromatographic method（ガスクロ法に

multicomponent coating systems ̶

よる溶剤系塗料中の溶剤分析）

Preparation and conditioning of samples

審 議 に 基 づ き、ISO/DIS 22518 と 同 様 に VOC と

and guidelines for testing（多成分系塗料

SVOC の合計を求めることを意図としていないとい

のポットライフ－サンプルの調製と養生及び

う文章を追加修正した文書を DIS へ進める。

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

5.2

るポットライフを「２回の結果の『両方』が要求

規格改訂の提案（PWI）

5.2.1

ISO 3219:1993,Rheology（レオロジー）［対

事項を満足する最も長い時間」と明記する修正が

応 JIS K 7117-2］の全面改訂による５つの

採用され改訂されることになった。（PL：ドイツ

Part の提案

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

- Part 1: General terms and definitions for
rotational and oscillatory rheometry

raw materials for paints and varnishes ̶

- Part 2: General principles of rotational

Sampling（試料採取法）

and oscillatory rheometry

粉体塗料の規格でも引用されることになるの

- Part 3: Test procedure and examples for

で、粉体塗料の試料採取法を追加する。（PL：ド

the evaluation of results

イツ Petra Hermann 氏）

- Part 4: Measurement

errors

caused by
5.3.2

sample and application

継続となった規格

ISO 15091:2012, Paints and varnishes ̶

- Part 5: Calibration, adjustment,

Determination of electrical conductivity and

verification
TC 61/SC 5（プラスチック／物理化学性質）か

resistance（導電率及び抵抗の求め方）

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

5.4

その他の事案

は完了の予定、Part 4、Part 5 はそれらの後に

議長から低濃度ホルムアルデヒドの測定に便利な

取り掛かるとの報告があった。これらの規格は

photometric 法を IS 化する提案あり。中国が水性塗

TC 61/SC 5 と協力し、NWIP として進める。（PL：

料保剤濃度測定法として HPLC 法で国内規格化してお

ドイツ Cornelia Küchenmeister 氏）

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。

5.3

2018 年定期見直し（SR）

5.3.1

5.5

改訂となった規格

① ISO 3233-1:2013, Paints and varnishes
̶ Determination of percentage volume

－ 38 －

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。

6.

② ISO 2813:2014, Paints and varnishes ̶

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

Determination of gloss value at 20°, 60°
and 85°（鏡面光沢度）［対応 JIS K 5600-4-7］

れた。

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 lightcoloured 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 ̶
写真 -3

TC 35/SC 9/WG 31 委員会

Determination of hiding power ̶ Part 3:

会議風景

Determination of hiding power of paints for
6.1

新規提案（NWIP）

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

① ISO/WD 17872, Paints and varnishes ̶
Guidelines for the introduction of scribe

5600-4-1］

marks through coatings on metallic panels

１次 RR テストの結果、塗り面積と隠ぺい率に直

for corrosion（腐食試験のための金属塗板への

線性のずれが生じる事があるので、２次 RR テスト

傷の入れ方の指針）

を行いその結果を Annex に追加するなど、審議の結

L 字形と斜め形切り込み傷の種類と図及び U 字切

果に基づき修正した文書を DIS へ進める ｡

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

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

ととなった。
② ISO/CD 22969, Paints and varnishes ̶

of grind（分散度の測定）［対応 JIS K 5600-

Determination of solar reflectance（ 日 射 反

2-5］

射率の求め方）［対応 JIS K 5602］

つぶゲージを硬質スチール以外の材質も適用可

審議の結果に基づき修正した文書を DIS へ進め

能とした。WG 30 事案だが WG 31 で改訂を進める

る。PL：須賀 WG 31 副主査。（ 2. トピックス 2.1 を

ことを確認した。（PL：ドイツ Petra Hermann 氏）

参照）

② ISO 2409:2013, Paints and varnishes ̶
Cross-cut test（クロスカット付着性試験）
［対

6.2

応 JIS K 5600-5-6］

規格改訂

① ISO/DIS 2812-2, Paints and varnishes ̶

最新のカッティングツールへ更新する。（PL：

Determination of resistance to liquids ̶

スイス Peter Zehnter 氏）

Part 2: Water immersion method（耐液体性－

③ ISO 2810:2004, Paints and varnishes ̶

第 2 部：水浸せき法）［対応 JIS K 5600-6-2］

Natural weathering of coatings ̶ Exposure

浸せき終了・乾燥後１分以内に表面ブリスター及

and assessment（屋外曝露耐候性）［対応 JIS

び他の損傷評価において「実施する」から「必要に

K 5600-7-6］

応じて実施する」へ変更するなど投票のコメントに

参照文書（normative references）の変更のみ

対して子細に審議され、その結果に基づき修正した

で小改訂を行う。（PL：米国 Oscar Cordo 氏）

文書を FDIS へ進める。

④ ISO 2812-3:2012, Paints and varnishes ̶

－ 39 －

Determination of resistance to liquids ̶

力の目視評価）

Part 3: Method using an absorbent medium

ドイツからの多数のコメントに基づき改訂を行

（耐液体性 - 吸収媒体法）［対応 JIS K

5600-

う。（PL：ドイツ Petra Hermann 氏）

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

6.3.2

継続となった規格

① ISO 3270:1984, Paints and varnishes and
̶ Temperatures and

Petra Hermann 氏）

their raw materials

⑤ ISO 13076:2012, Paints and varnishes

humidities for conditioning and testing

̶ Lighting and procedure for visual
assessment of coatings（目視評価の光源と

［対応 JIS K 5600-1-6］
② ISO 4628-8:2012, Paints and varnishes ̶

手順）

Evaluation of degradation of coatings

新しい光源として LED を追加する。（PL：ドイ

̶ Designation of quantity and size of

ツ Petra Hermann 氏）

defects, and of intensity of uniform

⑥ ISO 15184:2012, Paints and varnishes ̶

changes in appearance

̶ Pa r t 8 :

Determination of film hardness by pencil

Assessment of degree of delamination

test（塗膜の鉛筆硬度）［対応 JIS K 5600-5-

and corrosion around a scribe or other

4］

artificial defect

旧版（1998）からの改訂時に生じた CGS 単位系

③ ISO 9117-1:2009, Paints and varnishes ̶

から SI 単位系への変換値の誤り (7,5 ± 0,1) N を

Drying tests ̶ Part 1: Determination of

修正する。（PL：オランダ Nico Frankhuizen 氏）

through-dry state and through-dry time

⑦ ISO 20566:2013, Paints and varnishes ̶

［対応 JIS K 5600-3-3］

Determination of the scratch resistance

④ ISO 9117-4:2012, Paints and varnishes

of a coating system using a laboratory-

̶ Drying tests ̶ Part 4: Test using a

scale car-wash（ラボの洗車装置を用いた塗

mechanical recorder
⑤ ISO 9117-5:2012, Paints and varnishes ̶

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

Drying tests ̶ Part 5: Modified BandowWolff test
⑥ ISO 9117-6:2012, Paints and varnishes ̶

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

Drying tests ̶ Part 6: Print-free test

varnishes ̶ Evaluation of properties of

Systematic Review voting result［対応 JIS

coating systems related to the application

K 5600-3-6］

process（塗装工程における塗装システムの特
性評価）
-Part

1:Relevant

⑦ ISO 11997-2:2013, Paints and varnishes
̶ Determination of resistance to cyclic

vocabulary

and

preparation of test panels（用語及び試験版

corrosion conditions ̶ Part 2: Part 2:
Wet (salt fog)/dry/humidity/UV light
⑧ ISO 12013-1:2012, Paints and varnishes ̶

処理）
-Part 2:Colour stability, process

Determination of curing characteristics

hiding power, re-dissolving, overspray

using a free damped oscillation method ̶

absorption, wetting, surface texture and

Part 1: Start temperature of the curing

mottling（色安定性、工程隠ぺい力、再溶解、

reaction

オーバースプレー吸着、濡れ性、表面模様及び

⑨ ISO 12013-2:2012, Paints and varnishes ̶

まだら）

Determination of curing characteristics

-Part 3: Visual assessment of sagging,

using a free damped oscillation method ̶

formation of bubbles, pinholing and hiding

Part 2: Glass transition temperature

power（たれ性、発泡、ピンホール及び隠ぺい

⑩ ISO 15710:2002, Paints and varnishes

－ 40 －

̶

Corrosion testing by alternate immersion

– Coating systems for wind-turbine rotor

and removal from a buffered sodium

blades - Part 5: UV protective properties

chloride solution

of rotor bl ade coatings/coating systems

⑪ ISO 15711:2003, Paints and varnishes

（ロータブレードコーティング及びコーティング

̶

Determination of resistance to cathodic

システムの UV 防御特性）

disbonding of coatings exposed to sea

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

water
⑫ ISO 20567-3:2012, Paints and varnishes ̶

必要。開発中の欧州規格である外装木材保護用ウッ

Determination of stone-chip resistance

ドコート（prEN 927-12）をベースにドラフトを作

of coatings ̶ Part 3: Single-impact test

成する。（PL：ドイツ Florian Feil 氏）

with a free-flying impact body
7.3
6.4

プロジェクト提案

7.3.1

その他の事案

ISO/TS 19392-2 の改訂

ISO16474-3, Paints and varnishes ̶ Methods of

Paints and varnishes ̶ Coating systems

exposure to laboratory light sources ̶ Part 3:

for wind turbine rotor blades ̶ Part 2:

Fluorescent UV lamps （促進耐候性試験方法－蛍光

Determination and evaluation of resistance to

UV）の改訂

rain erosion using rotating arm

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）

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

6.5

があった。タスクグループを立ち上げ７月〜９月に

次回の国際会議

ISO/TC 19392-2 の進め方を提案する第 1 回会合が

来年５月の TC 35 上海会議で開催の予定である。

開かれる予定である。
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

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

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

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。

り、槽内の温度コントロールについてさらに検討が必

① Ice adhesion（耐着氷に係る氷付着性評価）

要であるとの説明があった。

② Resistance to hail（耐ひょう・あられ性）
③Elasticity

7.2

準備業務項目 (PWI)

test

(dynamic)

and

viscoelasticity（圧縮・衝撃に対する粘弾性
評価）

技術仕様書（TS）として８つの新たな提案があり協

④ Mold, algae and biofilm growth（かび、藻類、

議の結果、次の２つの PWI の登録を SC 9 へ提案する

バイオフィルムの成長）

ことになり、SC 9 会議において承認された。

⑤ Climatic cycling (topic of ISO/TS 19392-

① ISO/PWI TS 19392-4, Paints and varnishes

1)（耐候性サイクル試験）

– Coating systems for wind-turbine rotor
blades - Part 4: Determination and

⑥ Resistance to soiling（防汚性）

evaluation of ice adhesion in combination

⑦ Sand erosion（砂摩耗性）

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

7.4

その他の事案

耐降雨侵食試験規格である ISO/ TS 19392-2 及び

ISO/TS 19392-1, -2, -3 が発行されたことから、

-3 のとの比較で氷付着の影響を評価することがで

この ISO 活動をエネルギー、コーティング関連雑誌、

きるようになる。
（PL：ドイツ Benjamin Buchholz 氏）

各工業会の会報、オンラインマガジン等へ載せて広報

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

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

8.3

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

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

② IEC/TC 88 との

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

共同会議（欧州予定） ③ WG 32 単独でロンドン

訂 14 件、SR 継 続 14 件（ISO 15181-6:2012 を 含 む ）

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

もすべて承認された。内容については上記各 WG の報

多いとの考えから欧州が候補地に加えられた。

告項を参照されたい。

8.

9.

TC 35 ／ SC 9（塗料の一般試験方法）
8.1

TC 35（塗料とワニス）総会
9.1

各 WG からの会議報告と SC 9 への決議推奨

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

今回開催された各 WG 会議の審議内容が事務局ま

の挨拶と上海の紹介がビデオで行われた。

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。

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
ASTM と ISO 間の協業における情報交換

回開催された各委員会からの報告があり、当 SC 9 か

今回は更新事項がないとの報告があった。

らの決議内容も SC 9 事務局から報告された。SC 12

8.2

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。
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
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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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