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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。



質の高いサービスの提供と安定した法人経営のため

には重要な指標である。収益が上がるということは、

数多くのお客様ニーズに応えていることに他ならな

い。加えて、その対応過程において社会ニーズや将

来に向けた研究課題となるヒントを得ることも少な

くない。協会は業務の自由度を確保するため、平成

23年度に一般財団法人を選択したが、新しい事業や

研究を始めるにも「先立つもの」がない限り情熱だ

けでは実現しない。

　一方、増加する業務に対しては適切な機器整備と

人員体制の確保が必須である。幸い協会ではハード

面のインフラ整備として東支部（H24）および西支部

（H27）検査所の新築移転という平成の大事業を成し

遂げた。また、ここ数年の人員計画ではベテラン職

員のスキル継承にも配慮し、正職員比率を上げ人員

構成の若返りを図っていくという改革を進めている。

さらに、最近は展示会への出展やホームページのリ

ニューアル、動画配信サービスなど広報活動の強化

には目を見張るものがある。協会の持つ受け身のイ

メージを払拭する自ら打って出る積極的な PRであり、

人員確保の観点からも有効で高く評価したい。引き

続き、将来強化していくべき分野なども考慮した中

長期的な人員計画に努められたい。

　令和 6年（2025年）に編纂されるであろう創立 70

周年記念誌を楽しみに、貴協会の今後の活躍に期待

したい。

　本年 5月 1日、30年続いた平成が終わり新しい元

号となる令和を迎えた。新しい時代を迎え、貴協会

が歩んできた昭和と平成の 64年間を振り返り、将来

を見つめ直すきっかけにしてみてはどうか。

　日塗検の設立は昭和 30年（1955年）にまで遡る。

戦後の混乱期を脱し、好景気の兆しが見え始めるこ

ろではあったが、設立当初の協会は技術・経営とも

に基盤が弱く、運営には相当厳しいものがあったと

聞く。昭和 37年に塗料試験方法研究会が発足し、そ

の活動を通し協会の基盤を強化していった。昭和 40

年代になり、体制も次第に充実し業務も順調に回り

始めた。JIS K 5400塗料一般試験方法の改正原案作

成委員会を結成し、これに関する試験や審議を開始

した時期である。協会にとって、昭和の 33年間はわ

が国の高度成長とともに駆け抜けた激動と成長の時

代といえるのではないか。

　平成に入ると、塗料試験方法の国際標準化に対応

するための取り組みや扱う試験区分の拡大、認定事

業者としての資格の幅と質を高めるなど、第三者機

関としてのステータスを比類なきものに確立してき

た。協会の基本理念も新たに制定するなど、大きく

飛躍する全盛期を迎えた。バブル崩壊や重なる自然

災害など、先の見えにくい時代の中にありながら、

着実に業績を伸ばしてきた。平成元年は３億円に満

たなかった検査手数料収入は、昨年の平成 30年度は

協会として初めての 8億円超えとなった。

　法人の性格上収益を上げることが目的ではないが、
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巻 頭 言

令和に思う



1.　はじめに

　近年、高架橋におけるコンクリート片の落下防止対策
として様々な種類のコンクリート表面被覆材が用いられ
ている。既存材料の多くは不透明の材料となっており、
塗布後のコンクリート躯体の劣化状況を目視評価するこ
とは難しく、さらにはその後の点検や調査も困難となっ
ている。表面被覆工法を施したコンクリート躯体の劣化
状況を目視することができれば、軽微な損傷の時点で高
架橋の修復や補強が可能となり、LCCの低減に繋がると
考えられる。
　上記を踏まえ、透明な表面被覆材がそれらの対策のた
めに開発・上市されてきたが 1), 2), 3)、その透明性と視
認性を定量的に評価する手法はまだ確立されておらず、
その関係性は明らかではない。コンクリート構造物を管
理する高速道路会社ではコンクリート面の目視確認が可
能な透明色材料を用いた維持管理の検討が行われてお
り 4), 5)、先だって日本塗料検査協会西支部にて物質の透
明度測定を行えるヘーズメーターを新規に導入した。今
回、新規装置であるヘーズメーター用いてヘーズ値測定
の JIS新旧規格での差異の確認及び新規格によるヘーズ
値の違いによる視認性の評価を行った。

2.　試験概要

　2.1　試験装置

　　2.1.1　ヘーズメーター

　　　　ヘーズメーター（HM-15L2N）

　　　 　ヘーズは分野によって異なるが曇価や濁度など

と呼ばれており、透明物質の曇り度合いや光の
拡散度合いを表す指標である。今回ヘーズ値の測
定を株式会社村上色彩研究所製のヘーズメーター
（HM-15L2N）を用いて行った。装置の外観を写真

-1に示す。

　　　　ヘーズ値の計算式

　　　 　ヘーズ値は二つの光線透過率から求めることが
できる。試験体を透過する光線のうち、平行成分

写真 -1　ヘーズメーター（HM-15L2N）

図 -1　全光線透過率 Tt・拡散透過率 Td の概要

Tt:全光線透過率 Td:拡散透過率
試験⽚を透過する光線のうち、平⾏成分と拡散成分すべてを含めた光線の透過率 試験⽚を透過する光線のうち、平⾏成分を除いた拡散光の透過率

受光器 受光器

試験⽚ 参照⽩板 試験⽚ 光トラップ

Td
光 Tt 光

×100＝ヘーズ

Tt Td
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と拡散成分の全てを含めた全光線透過率 Ttと平
行成分を除いた拡散透過率 Tdの比 Td/Tt×100で
表される。ヘーズ値が 0％の場合は完全に透明と
なり、曇り度合いが増えていくにつれヘーズ値が
増加していく。全光線透過率 Tt・拡散透過率 Td

の概要を図 -1に示す。

　　　　測定方法

　　　 　「JIS K 7136：2000 プラスチック－透明材料の
ヘーズの求め方」に従い測定を行った。また一
部試験片に関しては旧規格の「JIS K 7105：1994 

プラスチックの光学的特性試験方法」でも測定を
行った。

　　2.1.2　色差計

　　　　色差計（CM-5）

　　　 　塗料の分野では下地を覆い隠す塗膜の定量的評
価方法として隠ぺい率が用いられており、透明な
表面被覆材を施したコンクリート表面の視認性評
価方法に関する研究にも使用されている 6)。今回、
コニカミノルタジャパン株式会社製の色差計（CM-

5）を用いて隠ぺい率を測定した。装置の外観を写

真 -2に示す。

　　 布し、その上に薬包紙１枚を均一に敷き、さ
らにまた透明エポキシ樹脂を塗布して薬包紙
を固定し、「段階 1透明板」を作製する。

　　　　②　同様にアクリル板 /エポキシ樹脂 /薬包紙
　　　　　 /エポキシ樹脂 /薬包紙 /エポキシ樹脂と重

ねて、「段階 2透明板」を作製する。
　　　　③　同様な方法で「1-10の段階別透明板」を
　　　　　 作製した。図 -2に作製概要、写真 -3に作製

した試験体を示す。

　　　　測定方法

　　　 　「JIS K 5600-4-1：1999 塗料一般試験方 -第 4

部：塗膜の視覚特性 -第 1節：隠ぺい力（淡彩色
塗料用）」の方法 B（隠ぺい率試験紙）に従い測
定を行った。

　2.2　試験体の作製

　　2.2.1　透明材料

　　　　ヘーズ値調整アクリル板試験体 5)

　　　 　①　透明アクリル板上に透明エポキシ樹脂を塗

　　　　すりガラス試験体

　　　 　厚さ 2mmで下記 5つの研磨状態のガラスを用い
た。写真 -4に用いた試験体を示す。

　　　　⒜　未研磨（FL-2）
　　　　⒝　ブラスト研磨（#46番手未満）
　　　　⒞　ブラスト研磨（#46番手）

写真 -2　色差計（CM-5）

図 -2　ヘーズ値調整アクリル板試験体作製概要

写真 -3　ヘーズ値調整アクリル板試験体
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　　　　⒟　ブラスト研磨（#60番手）
　　　　⒠　ブラスト研磨（#150番手）

　　　　エマルション塗料試験体

　　　　 　艶消しエマルション塗料と艶ありエマルショ
ン塗料を下記 5つの割合（重量比）で混合し、
10milアプリケータで厚さ 2mmのガラス板に塗
付したものを作製した。写真 -5に作製した試
験体を示す。

　　　　⒜ 　艶消しエマルション塗料：艶ありエマル
ション塗料＝ 5：5

　　　　⒝ 　艶消しエマルション塗料：艶ありエマル
ション塗料＝ 6：4

　　　　⒞ 　艶消しエマルション塗料：艶ありエマル
ション塗料＝ 7：3

　　　　⒟ 　艶消しエマルション塗料：艶ありエマル
ション塗料＝ 8：2

　　　　⒠ 　艶消しエマルション塗料：艶ありエマル
ション塗料＝ 9：1

　　2.2.2　有彩色透明材料

　　　　カラークリヤ塗料（染料）試験体

　　　 　下記 3色のカラークリヤ塗料を 3，6，10milア
プリケータで厚さ 2mmのガラス板に塗付したもの
を作製した。写真 -6に作製した試験体を示す。

　　　　⒜ 　クリヤレッド
　　　　⒝ 　クリヤブルー
　　　　⒞ 　クリヤイエロー

　　　　エナメル塗料（顔料）試験体

　　　 　下記 3色のエナメル塗料を 3，6，10milアプリ
ケータで厚さ 2mmのガラス板に塗付したものを作
製した。写真 -7に作製した試験体を示す。

　　　　⒜ 　マゼンタ
　　　　⒝ 　シアン
　　　　⒞ 　イエロー

　2.3　試験体の視認性の評価方法

　　 　JIS K 7105と JIS K 7136の試験方法の比較を
行った後、実構造物のひび割れを想定した検討を行
うため、モルタル板の上にクラックスケールを配置
しその上に各透明材料を乗せた状態で、どのスケー
ル幅まで見えるか視認性を確認し、ヘーズ値，全光
線透過率との関係性を考察した。

　　 　カラークリヤ塗料 クリヤレッド及びエナメル塗
料 マゼンタの試験体を例にクラックスケール視認
性の確認状況を写真 -8に示す。

写真 -4　すりガラス試験体

写真 -6　カラークリヤ塗料（染料）試験体

写真 -7　エナメル塗料（顔料）試験体

写真 -8　クラックスケール視認性の確認状況

写真 -5　エマルション塗料試験体
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3.　試験結果

　3.1　JIS K 7105 及び JIS K 7136 による規格の違い

　　 　試験結果のまとめを表-1及び図-3，図-4に示す。
試料は 2.2.1　透明材料 (1) ヘーズ値調整アクリル
板試験体を用いた。図 -3より JIS K 7105の測定方
法では JIS K 7105対応機と HM-15L2Nにおいて一定
の差を保ちながら同様のカーブを描いているのがわ
かる。一方、図 -4より JIS K 7136の測定方法では
JIS K 7136対応機と HM-15L2Nのカーブは重なって
おり、測定値としてもほぼ差がないことが確認でき
る。旧規格の JIS K 7105では、メーカーによりヘー
ズメーターの積分球の大きさなどが異なり光線透過
率の効率が変わるため、相対値での評価をする規格
であった。そこで JIS K 7136では、補償開口とい
う部分を設けることでメーカーによる積分球などの
細かな違いを補正できるようになり絶対値として比

較ができるようになった。今回行った検証でもその
違いを確認することができた。

　3.2　ヘーズ値・全光線透過率と視認性の関係性

　　3.2.1　透明材料

　　 　試験結果のまとめを表 -2及び図 -5～図 -7に示
す。図 -5より、すりガラス試験体のヘーズ値や隠
ぺい率は番手ごとに増加するという傾向は見られ
ず、#46番手の低い番手のものから 90％以上のヘー
ズを示していた。また、表 -2より全光線透過率も
番手によって大きな変化なく、#150番手以下の表
面粗度の影響が大きく関わっているような結果と
なった。全ての試験体において視認性評価のクラッ
クスケール 0.03mm幅の確認ができた。図 -6よりエ
マルション塗料試験体については艶消しエマルショ
ンの割合が増えていくにつれてヘーズ値及び隠ぺい

表 -1　試験結果（JIS K 7105・JIS K 7136）

図 -3　測定結果（JIS K 7105） 図 -4　測定結果（JIS K 7136）

測定方法 JIS K 7105（旧規格） JIS K 7136（現行規格）

装置
JIS K 7105

対応機
HM-15L2N 器差

JIS K 7136

対応機
HM-15L2N 器差

測定値
ヘーズ

（％）

ヘーズ

（％）

絶対値

（point）

ヘーズ

（％）

ヘーズ

（％）

絶対値

（point）

薬
包
紙
（
枚
数
）

1 44.9 37.7 7.2 46.3 45.2 1.1

2 71.3 61.6 9.7 74.1 72.7 1.4

3 80.8 71.3 9.5 85.6 84.7 0.9

4 85.3 75.7 9.6 91.0 89.8 1.2

5 89.7 80.6 9.1 95.9 95.6 0.3

6 90.6 81.9 8.7 97.3 97.1 0.2

8 91.6 83.0 8.6 98.7 98.6 0.1

10 92.1 83.5 8.6 99.2 99.2 0.0
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率に直線的な増加傾向が見られた。ただし、すりガ
ラス試験体よりもヘーズ値は低く、全光線透過率は
高い結果となり、材料の透明性が確保されていたた
め、全ての試験体においてクラックスケール 0.03mm

幅の確認ができた。図 -7よりヘーズ値調整アクリ
ル板試験体に関してはエマルション塗料試験体とは
違い隠ぺい率とヘーズ値は指数関数的な増加傾向が
見られた。また、表 -2よりヘーズ値がすりガラス
試験体より低い 80％台からクラックスケールの視
認性に差が生じ始めており、全光線透過率が低くな
るにつれヘーズ値に大きな差がなくても視認性が変
化していくことが確認できた。

　　3.2.2　有彩色透明材料

　　 　試験結果のまとめを表 -3及び図 -8に示す。表

-3よりカラークリヤ塗料（染料）試験体に関して
はどの試験体も全光線透過率が低い値となっている
が、ヘーズ値は 10％までいかず、また隠ぺい率も
極めて低い値となっているため、材料の透明性が確
保されていることが分かる。クラックスケールに関
しても全ての試験体で 0.03mm幅の確認ができた。
エナメル塗料（顔料）試験体に関してはヘーズ値が
透明材料のヘーズ値調整アクリル板試験体ほど高く

表 -2　透明材料試験体の試験結果

図 -5　すりガラス試験体

図 -6　エマルション塗料試験体

試験体
全光線
透過率
（％）

ヘーズ値
（％）

隠ぺい率
（％）

クラック
スケール
（mm）

す
り
ガ
ラ
ス

FL-2 90.80  0.84  1.98  0.03

#46 番手未満 74.86 70.37 29.77  0.03

#46 番手 74.95 91.15 29.36  0.03

#60 番手 73.53 92.09 31.82  0.03

#150 番手 79.52 90.11 23.67  0.03

エ
マ
ル
シ
ョ
ン
塗
料

glass 91.02  0.35  1.96  0.03

5/5 87.87  5.54  4.14  0.03

6/4 88.52  5.64  3.98  0.03

7/3 88.78  8.24  4.51  0.03

8/2 88.76 18.37  5.22  0.03

9/1 88.42 42.59  9.41  0.03

ア
ク
リ
ル
板

0 92.45  1.02  2.00  0.03

1 80.02 44.40 14.27  0.03

2 69.93 71.92 27.97  0.03

3 63.68 83.60 37.73  0.05

4 59.33 89.45 45.19  0.06

5 49.66 95.40 60.67  0.12

6 46.23 97.03 65.91  0.22

8 40.36 98.55 69.37  0.38

10 37.03 99.14 79.19  0.95
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ないにも関わらず、マゼンタ・シアンではクラック
スケールの視認性に差が生じている。ヘーズ値調整
アクリル板試験体との違いは全光線透過率が極めて
低い値を示している。しかしクリヤレッドとマゼン
タは同程度の全光線透過率ではあるが、クラックス
ケールの視認性に差が生じており、透明色材料とは
逆にヘーズ値により視認性が変化していくことが確
認できた。また、図 -8より有彩色透明材料は着色
の方法が染料もしくは顔料の違いにより隠ぺい率に
大きさ差が生じていることも確認でき、エナメル塗
料に関しては膜厚増加によるヘーズ値及び隠ぺい率
に直線的な増加傾向が見られた。

4.　 実構造物におけるヘーズ値・可視光線透過率を用い

たひび割れ幅の視認性の検証

　実構造物におけるひび割れ幅の視認性の評価を阪神高
速道路株式会社が 2017年に報告している 5)。この時の
試験条件は可視光線透過率（測定方法：JIS R 3212）及
びヘーズ値（測定方法：JIS K 7105）を用いて 2.2.1　

と同様の方法で作製したヘーズ値調整アクリル板試験
体を計測し、それを評価プレートとしてコンクリート躯
体に発生したひび割れ幅 0.1mmの可視性の確認を行って
いる。

表 -3　有彩色透明材料の試験結果

図 -7　ヘーズ値調整アクリル板試験体

図 -8　エナメル塗料試験体
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メ
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料
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　薬包紙 3枚までは 0.1mm幅のひび割れの存在と幅を確
認することができたが、薬包紙 4枚では、ひび割れの存
在は確認可能であったものの幅は不明瞭であったことか
ら可視光線透過率 約 30％、ヘーズ値 約 75％（薬包紙
3枚）であれば、0.1mm幅のひび割れの存在と幅が視認
できる見通しが得られている。参考までに評価プレート
を用いた実構造物（RC橋脚）の確認状況とその確認結
果を写真 -9、表 -4に示す。ただし、点検では、躯体の
表面状態のばらつきや、明るさ等の周辺条件の影響を受
けるようである。このことから、両指標の当面の目安と
して、1段階上の評価プレート（同 2枚）に相応する、
可視光線透過率 50％程度以上、ヘーズ値 60％程度以下
が適当と考察している。
　実構造物から取得された可視性の定量的評価方法の数
少ない検証であり、今回当協会の検討の参考にした。

5.　 まとめ

　本検討では、ヘーズ値・全光線透過率に着目して視認
性の評価を行った。以下にまとめを示す。
　⑴ 　JIS K 7105ではヘーズ値の装置器差は大きいが、

JIS K 7136では極めて小さな差であった。
　⑵ 　透明材料についてヘーズ値 80％程度まではク
ラックスケールの視認性の差は顕著ではなかった。

　⑶ 　有彩色透明材料についてヘーズ値が低い 25％程
度のものでもクラックスケールの視認性に差が生じ
るものがあった。

　⑷ 　ヘーズ値と全光線透過率を組み合わせることで透
明性と視認性の関係が明確化され、定量的評価の指
針となる可能性が見出された。

【参考文献】

1） 深田 達也，三村 典正，山崎 大輔：1日で施工でき
る繊維接着系透明はく落対策工法の性能評価，土木
学会第 74回年次学術講演概要集，V-141，2019.9

2） 杉山 竜哉，松田 康紀，羽矢 洋，高木 弘敬，赤波
江 卓也：コンクリートの劣化対策に適用する透明塗
料を用いた省力化表面保護工法の開発，土木学会第
74回年次学術講演概要集，VI-748，2019.9

3） 岡田 幸児，橘 肇，鮎川 儀宏，阿知波政史：アクリ
ルゴムを用いたコンクリート表面被覆材のひび割れ
部視認性に関する－考察，土木学会第 70回年次学術
講演概要集，V-607，pp.1213-1214，2015.9

4） 中村 充，牧山 大祐：既設 RC床版ハンチ部の剥落防
止に適用する材料性能，土木学会第 71回年次学術講
演概要集，V-232，pp.463-464，2016.9

5） 新名 勉，谷口 惺，正木 健太，諸角 治：表面保護
工のひび割れ可視性にかかる定量化の試み，土木学
会第 72回年次学術講演概要集，V-534，pp.1067-

1068，2017.9

6） 国立研究開発法人土木研究所　先端材料資源研究セ
ンター材料資源研究グループ：透明な表面被覆材を
施したコンクリート表面の視認性評価方法に関する
研究　－コンクリート表面の視認性に関する表面被
覆材の評価方法（案）－，土木研究所資料　整理番
号第 4387号，平成 31年 3月

写真 -9　実構造物における確認状況

表 -4　実構造物における確認結果

薬包紙
枚数

可視光線
透過率

ヘーズ値
（曇価）

ひび割れ①：幅 0.1mm

0 96.0 1.3 －

1 69.4 34.7 存在・幅は明瞭に確認可能

2 46.1 59.5 存在・幅は確認可能

3 30.2 74.5 存在・幅は確認可能

4 21.1 81.3 存在は確認可能・幅は不明瞭

5 16.2 84.9 存在はかろうじて確認可能
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図 -1　遮熱塗料の遮熱機能（市場で標榜されている機能）

1.　はじめに

　高日射反射率塗料（遮熱塗料）は発売から 20年以上
経過した。その間、都市におけるヒートアイランド対策
や省エネルギー効果への関心が高まり、徐々にではある
が確実に成長し普及してきた経緯がある。しかしながら、
近年においては、その出荷量（14,000トン :2017年度
集計）がやや横ばいになり始めている。なお、建築塗料
出荷量全体に対する遮熱塗料の比率は 3％程度である。
　市場の成長を妨げている要因の 1つとして、経済産業
省の調査 1)によると、一般消費者の遮熱塗料に対する認
知度が低く、特に、原理や効果が分かりにくいとの結果
が報告された（図 -1参照）。

放射などの様々な遮熱機能にかかわらず、日射によって
塗膜に発生する熱量のうち、内側に通過する熱量として、
塗膜の遮熱性能を横並びで比較評価できるようになっ
た。
　また、運用面では、（一社)日本塗料工業会（以下「日
塗工」という。）が、「遮熱塗料（屋根用）自主管理基準」
を策定し、2018年 10月 1日より運用を始めた。なお、
この自主管理基準では、日塗工の会員 /非会員を問わず
申請が可能である。登録されている製品については、日
塗工のホームページ 2)で公開されている。
　今回は、塗膜を通過する熱量を直接測定する、この新
しい測定方法について、安定した正確な測定した結果を
報告できるように日々熟考している当協会の取り組みに
ついて紹介する。

2.　目的

　当協会では、JIS K 5603の策定段階から誤差要因を
可能な限り除去し改良を重ねてきた標準機を所有してお
り、事実上、この試験機による測定値が標準になると考
えている。
　共同開発者である試験機メーカーのスガ試験機㈱が試
験機の製品 1号機を製造した。製品化にあたり、当協会
が所有する標準機と製品 1号機について、同じ試料を用
いて、測定値が同じになるように、製品 1号機の調整作
業を行った。具体的には、安定して供給できる一次標準
板（黒）をスガ試験機㈱と共同で開発し、その標準板を
用いて試験機の器差を標準機と製品 1号機で確認し、測
定値の再現性を向上させるための検討を行った。

3.　塗膜の熱性能測定装置の特徴

　本測定装置は、日射照射装置、恒温室及び計測ユニッ
トから構成されている。日射照射装置で射出された光は、
光導入窓及びバッフル板を通過し、試験体に照射される。
試験体に吸収された熱は、熱流計及び補助板（熱流計と
熱抵抗が同等）を移動し、加熱・冷却熱板に吸収される。
なお、試験体の両表面の温度差によって通過する熱流束、
照射日射熱流束、バッフル板の表面温度，屋外側空気温
度、塗膜の表面温度及び室内側温度の計測は、内蔵され
ている専用の計測プログラムで自動的に行うシステムに
なっている。
　本試験機の試験装置前面、計測ユニット、試験装置側
面及び恒温槽の内部の写真を図 -2～図 -4に示す。

　他方で、市場では日射反射やそれ以外の遮熱機能の広
告が氾濫し、それが行き過ぎたことにより、逆に一般消
費者や建築業界に不信感を抱かせる結果となったとの見
方もある。
　このような状況の中、遮熱塗料の健全な普及を目指し
て、JIS K 5602「塗膜の日射反射率の求め方」が制定さ
れた。この JIS規格に基づき測定することで、反射タイ
プの遮熱塗料を比較・評価することが可能になった。さ
らに、JIS K 5675「屋根用高日射反射率塗料」が制定さ
れた。これにより、品質性能も評価することが可能になっ
た。
　しかしながら、JIS K 5602では「日射反射率」とい
う相対的な比率を測定しているため、熱エネルギー量へ
の換算が容易でなく、反射タイプ以外の塗料には対応で
きなかった。
　そこで、疑似太陽光源から塗膜を通過して室内側に貫
流する熱量を直接測定する方法を開発し、2017年 11月
に 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」が制定された。ここで求められる「塗
膜の日射侵入比」を使うことで日射反射機能以外の断熱、
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図 -2　試験装置前面

図 -3　計測ユニット

図 -4　試験装置側面及び恒温槽の内部

表 -1　屋外側表面熱伝達率の設定時の環境条件

表 -2　日射照射時の環境条件

測定項目 測定値又は設定値

光学特性 日射反射率 ％ 4.1

修正放射率 0.90

塗膜の色

L
*
: 7.9

a
*
: 0.1

b
*
: 0.4

環境条件 照射日射強度 W/m2 0

屋外側空気温度 ℃ 23.0 ± 0.5

室内側温度 ℃ 33.0 ± 0.5

測定項目 設定値

環境条件 照射日射強度 W/m2 1000

屋外側空気温度 ℃ 23.0 ± 0.5

室内側温度 ℃ 23.0 ± 0.5

屋外側表面熱伝達率 W/(m2･K) 14

4.　標準機への製品 1号機の測定性能を合わせ込み

　当協会で所有している標準機に製品 1号機の測定性能
を合わせ込む作業を以下の手順により行った。なお、試
料は一次標準板（黒）とする。
　⑴　JIS K 5603の附属書 A（規定）「屋外側表面熱伝　
　 達率の設定」により、2台の試験機の屋外側表面熱伝
達率を風速及び気流を調整することで 15W/(m2･K)に
設定した。一次標準板（黒）の光学特性及び屋外側表
面熱伝達率の設定時の環境条件を表 -1に示す。

　⑵　屋外側表面熱伝達率を調整したのち、試験体の両
　　表面の温度差によって通過する熱流束を 2台で測定
　　した。日射照射時の環境条件を表 -2に示す。

　　　細部にわたって製品 1号機の内部構造等の機械的
　　 な条件を調整した結果、一次標準板（黒）における
試験体の両表面の温度差によって通過する熱流束の
差は、2台の試験機間で 0.2％まで縮めることがで
きた。

5.�　試験体を貼付するシリコンコンパウンドの塗付け量

の設定

　本測定装置は、試験板を図 -3に示す計測ユニットに
取り付ける際に、両者を確実に熱結合させるため、半導
体放熱用のシリコンコンパウンドを試験板の裏面に塗布
しなければならない。この塗布作業は人によるバラツキ
を起こす可能性があることから、標準的な作業方法及び

計測ユニット

コントロール
パネル　　　

塗膜表面

ランプ室

恒温槽

計測
ユニット
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図 -6　各塗付け量におけるシリコンコンパウンドの状況

図 -7　塗膜の日射侵入比（η p）による遮熱性能基準レベル（☆数区分）

塗付け量の範囲を検討することとした。検討内容を下記
に示す。
　⑴ 　シリコンコンパウンドの適切な塗付け量の範囲を

設定
　⑵ 　シリコンコンパウンドの塗布方法の作業標準（マ
ニュアル）を作成

　シリコンコンパウンドの塗付け量を 0.3～ 14.6gの範
囲内で測定を行った結果（図 -6参照）、JIS K 5603の
附属書 B（規定）「試験体の両表面の温度差によって通
過する熱量の熱収支理論計算」に規定されている方法で
計算した理論値に近い塗付け量は、180 × 180mm の塗付
け面積に対して4±1gが適切な範囲であることが確認で
きた。

　シリコンコンパウンドの塗付け量を約 4gとし、本作
業の未経験者にシリコンコンパウンドの塗布方法の作業
標準にしたがって作業させた場合、測定結果のばらつき
は繰返し 3回に対して、最大 3％程度であった。

6.　日塗工の遮熱塗料（屋根用）自主管理

　日塗工では、JIS K 5603によって求めた「塗膜の日

射侵入比」を用いて、一般消費者でも容易に判断したり、
比較したりすることができるように、遮熱性能の基準レ
ベルを策定し、その表示方法を公表している。
　この性能基準の特徴として、その性能の高い順に星
マーク 3つ「☆☆☆」、2つ「☆☆」、1つ「☆」、及び一
般塗料の範囲に分けられる。この自主管理により、一般
消費者が使用したい製品の星マークの数を見るだけで、
難解な熱計算等を行うことなく、熱性能の把握をするこ
とが可能になった。同時に、それを求めるために用いた
環境条件等の試験条件も合わせて公表されているため、
専門家にも有用な情報が提供される。
　この業界基準により、遮熱塗料の遮熱性能基準レベル
と表示方法が業界内で統一化されることを期待してい
る。なお、2019年 9月 11日現在における遮熱塗料（屋
根用）自主管理 登録商品は、登録数：9社 ,17商品 , 

476件（色）である。

7.　まとめ

　⑴ 　細部にわたって製品 1号機の内部構造等の試験機
に付随する固有の条件をプロトタイプ機（原機）に
と合わせることで、一次標準板（黒）における試験
体の両表面の温度差によって通過する熱流束の差を
小さくすることができた。

　⑵ 　試験体と計測ユニットを結合させるシリコンコン
パウンドの塗付け量について、「塗膜の日射侵入比」
への影響の程度を確認し、適正な範囲の塗付け量を
見出すことができた。また、シリコンコンパウンド
の塗布方法の作業標準を作成し、この通りに作業を
行うことで、例え経験が少ない作業者であっても再
現性の良い測定ができることが確認できた。

　以上の結果におごらず、標準板（黒）の両表面の温度

2g 塗付 4g 塗付 7g 塗付

　☆　：日射侵入比≦0.8～ 0.6

 ☆☆ ：日射侵入比≦0.6～ 0.4

☆☆☆：日射侵入比≦0.4

塗膜色相Ｌ値

塗
膜
の
日
射
侵
入
比
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差によって通過する熱流束測定の再現性をより向上させ
る必要がある。

8.　今後の課題

　「塗膜の熱特性測定装置」の試験機に関する構造的な
設計等といったハードウェア面は概ね整った。そして、
測定結果のばらつき要因とそれを最小限に抑える作業手
順についても種々の知見やノウハウを蓄積し、これらの
技術は、スガ試験機㈱製の製品 1号機についても適用す
ることができた。今後もより再現性を向上させるための
検証を引き続き進めていく。そこで、次のステップとし
て、日塗工及びスガ試験機㈱と共に、JIS K 5603に必
要な試験データの蓄積を行っていく。

あとがき

　一般社団法人 日本塗料工業会並びにスガ試験機株式
会社との協力により、測定の再現性を確保できました。
当協会では各種遮熱塗料の熱性能測定試験のご依頼に対
し、迅速に対応しております。お気軽にお問い合わせく
ださい。

【お問い合わせ先】

 東支部　　TEL：0466-27-1121　FAX：0466-23-1921

【参考文献】

1) 　経済産業省製造産業局素材産業課 , 平成 28年度製
造基盤技術実態等調査（都市部における暑熱対策・技
術と化学産業の貢献可能性に関する調査）報告書 , 

平成 29年 5月 19日
2) 　一般社団法人日本塗料工業会ホームページ , 遮熱
塗料（屋根用）自主管理 , 2019年 11月現在
　 https://www.toryo.or.jp/jp/anzen/reflect/ref-

register/reflect-reg.html
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1.　首都高速道路株式会社における水性塗料の規格化

　首都高速道路株式会社では、鋼橋の塗替え塗装工事に
おける火災事故の防止、作業環境の改善、VOCの削減を
目的として、平成 29年 8月より現場塗装仕様に水性塗
料を採用している。しかしながら防錆下地として鋼面へ
の直接塗布に用いる「水性有機ジンクリッチペイント」
（以下「水性ジンク」という。）だけは、塗装後に塗料中
の水分によって塗膜が乾燥する前に斑点状のさびが現れ
るフラッシュラストが課題となり、採用には至らず、溶
剤形の有機ジンクリッチペイントが用いられていた。そ
の後、フラッシュラストを抑制する水性ジンクの開発が
進み、首都高速道路規格（以下「SDK」という。）におい
て、SDK W-512として規格化された。それゆえに、この
規格には新しい試験項目として「耐フラッシュラスト試
験」が規定されている。

2.　SDK W-512 水性有機ジンクリッチペイント規格

　SDK規格の鋼橋塗装設計施工要領（2019年 7月版）1)

に規定されている水性ジンクの品質規格を表 -1に示す。

水性ジンクの定義としては、鋼面に直接塗装して防錆す
ることを目的とし、亜鉛末、エポキシ樹脂、硬化剤、顔
料、溶剤及び水を主な原料とした 2液形又は 2液と１粉
末からなる塗料、あるいは亜鉛末、ウレタン樹脂、顔料、
溶剤及び水を主な原料とした 1液と１粉末からなる塗料
である ｡水性ジンクの主剤及び硬化剤は、主たる揮発成
分が水で、非危険物の水性塗料であり、揮発性有機溶剤
（VOC）が 10％（重量％）以下のものとし、塗膜中に鉛
やクロムを含まず、より安全な塗料とされている。本規
格の内容は、JIS K 5553:2010 2種 厚膜形有機ジンク
リッチペイントの規格を基本としており、エポキシ樹脂
の定性及び耐塩水噴霧性を削除し、耐複合サイクル防食
性及び耐フラッシュラスト試験を追加したものである。

3.　耐フラッシュラスト試験方法

　3.1　試験の目的

　 　耐フラッシュラスト試験は、SDK独自のもので塗料
の耐フラッシュラスト試験及び判定基準について規定
したものであり、鋼橋用塗料の実際の環境下における

表 -1　SDK W-512 水性有機ジンクリッチペイント品質規格

試験項目 品質規格

容器の中での状態
粉は微小で一様な粉末とする。液はかき混ぜたとき堅い塊

がなくて一様になるものとする。

乾燥時間　ｈ 6以下

塗膜の外観 塗膜の外観が正常であるものとする。

ポットライフ 3時間で使用できるものとする。

耐おもり落下性（デュポン式） 衝撃によって割れ及びはがれが生じてはならない。

厚塗り性 厚塗り性に支障があってはならない。

耐複合サイクル防食性 規定のサイクル試験に耐えること。

耐水性 水に浸したとき異状がないものとする。

混合塗料中の加熱残分 ％ 75 以上

加熱残分中の金属亜鉛 ％ 70 以上

暴露防錆性 2年間の暴露試験に耐えること。

耐フラッシュラスト試験 耐フラッシュラスト試験に耐えること。
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耐フラッシュラスト性を評価することを目的とした試
験である。

　3.2　試験の実施手順

　　耐フラッシュラスト試験の流れを図 -1に示す。

　3.3　試験片の作製

　　　試験片

　　 　試験片は、JIS K 5600-1-4:2004に規定された
処理鋼板（150 × 70 × 3.2mm）を用い、図 -2に示す
ように凹凸部と平滑部を設け、凹凸部として直径
10mmの円錐状のくぼみ 24個を付加する。くぼみ加
工後に除錆度 ISO 8501-1 Sa2½以上のブラスト処
理を施す。

　　　 試験片の腐食促進（さび板作製）

　　 　試験片の腐食促進は、複合サイクル試験によって
実施する。サイクル試験の期間は、15日間とする。
腐食させた試験片の状態を図 -3に示す。

　　　試験片の素地調整

　　 　素地調整は、ブラスト面形成動力工具（商品名 :

ブリストルブラスター）を用いて 1種相当にて実施
する。工具の例を図 -4に、素地調整 1種相当実施
後の試験片の状態を図 -5に示す。

　　　供試塗料の塗装及び乾燥

　　 　塗装は試験片（n数＝ 2枚）に吹付け塗り（エア
スプレー塗り）とし、乾燥膜厚 75 ± 10 μ mとなるよ
うに常温で塗装する。塗装後、直ちに試験片の塗面
を上向きにして、温度 10 ± 1℃かつ湿度 85 ± 5％の
恒温恒湿器に水平に静置し、7日間乾燥する。なお、
恒温恒湿器内で試験片に直接風があたらないよう、
試験片をアクリル板等で覆う。乾燥後、恒温恒湿器
から取り出し、常温で 1時間静置したものを一次評
価用の試験片とする。

　　　一次評価

　　 　以下の条件をすべて満たすときは、「フラッシュ
ラスト発生抑制性がある」とする。

試
験
片
の
作
製

試
験
片
の
腐
食
促
進

試
験
片
の
素
地
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整

供
試
塗
料
の
塗
装

供
試
塗
料
の
養
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一
次
評
価
・
判
定

複
合
サ
イ
ク
ル
試
験

最
終
評
価
・
判
定

⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨

図 -1　耐フラッシュラスト試験の流れ

図 -3　腐食促進した試験片の状態 1)

図 -4　ブラスト面形成動力工具

図 -5　素地調整実施後の試験片の状態 1)

図 -2　試験片のくぼみ加工 1)
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　　　① 　目視によって観察し、流れ・むら・割れ・は
がれがない。

　　　② 　試験片全面を対象として、大きさがφ5.0㎜
を超えるフラッシュラストがない。なお、大き
さとはフラッシュラストの最大長を指す。（図

-6参照）。
　　　　 　大きさがφ 5.0㎜を超えるフラッシュラスト

が 1つでもあれば不合格である。不合格判定の
事例を図 -7に示す。

　　　複合サイクル試験

　　 　複合サイクル試験は、「フラッシュラスト発生抑
制性がある」と評価された塗料に対して実施し、耐
フラッシュラスト試験の一次評価を行った後の試験
片を用いる。サイクル日数は 30日間とする。

　　　最終評価

　　 　以下の条件をすべて満たすとき、「フラッシュラ
スト進行抑制性がある」とする。ただし、4辺の端

部から 10mmの範囲は評価から除外する。
　　　① 　目視によって観察し、流れ・むら・割れ・は

がれがない。
　　　② 　大きさがφ 5.0㎜を超えるフラッシュラスト

がない。なお、大きさとはフラッシュラストの
最大長を指す（図 -6参照）。

　　　判定

　　 　最終評価を行い、試験片 2枚とも「フラッシュラ
スト進行抑制性がある」ときは『耐フラッシュラス
ト試験に耐える』とする。

4.　耐フラッシュラスト試験についての検討

　素地調整によるさびの残存程度がフラッシュラストの
発生に関連していると考えられることから、試験片にお
けるさびの残存程度の違いが試験結果に影響を与えると
考えられる。前述した通り、本試験には「試験片の腐食
促進」と、それにより生じさせたさびをブラスト面形成
動力工具による「素地調整」で除去する工程を含む。こ
の工程で作成したさび板の状態は毎回、全ての試験片で
完全に一様であるとは限らない。また、次の素地調整の
工程は、手作業であり、さびの状態を見ながら工具によ
る除錆作業を行うことになる。このような試験操作では、
作業者による僅かな力の加減や判断の相違から試験結果
にばらつきが生じる可能性も否定できない。そこで、以
下に示した 3つの要因が試験結果に与える影響について
検討を行った。
　①　一次素地調整方法
　②　作業者
　③　除錆度
　なお、検討試験に供する塗料は、耐フラッシュラスト
試験は未受験であるが、それ以外の品質が SDK W-512に
適合している 1製品とした。

　4.1　一次素地調整の影響確認

　 　SDKではブラスト面形成動力工具を用いる前に、一
次素地調整としてディスクグラインダーによる前処理
を施している。しかし、ディスクグラインダーは角度
をつけて試験片に押し当てるため、深く削りすぎてし
まう懸念がある。そこで、他の一次素地調整方法につ
いて検討を行った。

　　　一次素地調整方法の試験内容

　　 　ブラスト面形成動力工具を用いる前の素地調整程
度は以下の 5条件（図 -8参照）で試験を実施した。

　　　① 　ペーパー式電動工具を用い、面一で一次素地
調整（20往復）

　　　② 　ペーパー式電動工具を用い、面一で一次素地
調整（10往復）

　　　③ 　ペーパー式電動工具を用い、面一＋ 0.3㎜で
一次素地調整（10往復）

図 -7　不合格判定の事例 1)

図 -6　フラッシュラストの大きさ（最大長）1)
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　　　④ 　ペーパー式電動工具を用い、面一＋ 0.3㎜で
一次素地調整（3往復）

　　　⑤ 　ディスクグラインダー処理 

　　※ ペーパー式電動工具の例を図 -9に示す。また「面
一」とは、試験片の表面と同じ高さの治具を用い
て、さび表面のみの素地調整を施すことである（図

-10参照）。
　　　 　なお、一次素地調整後のブラスト面形成動力工

具による仕上げ作業は、すべて同じ者が行い、標
準図版を元にして目視でさびが確認できなくなる
まで同一工具にて作業を実施した。

　　　一次素地調整方法の違いによる試験結果

　　 　一次素地調整方法の違いによる試験結果を表 -2

に示す。上記、5条件のフラッシュラストの大きさ
はどの条件であっても許容されるフラッシュラスト
の大きさであるφ 5.0mmに対し、十分に小さい 1.1

㎜以下となった。したがって、ブラスト面形成動力
工具を用いる前の一次素地調整方法の違いによる試
験結果への影響はほとんどないと考えられる。その
ため、試験における一次素地調整の方法は、素地調
整高さが均一で、その後のブラスト面形成動力工具
作業が容易となる①の方法を採用することとした。

　4.2　ブラスト面形成動力工具の作業者による違い

　　　作業者の違いによる試験内容

　　 　ブラスト面形成動力工具は、鋼板に押し付ける際
の圧力の強弱等の扱い方によって素地調整の仕上が
りに違いが生じる（図 -11参照）。そこで、作業者
4名で人の違いによる仕上げ作業後の素地のばらつ
きによる試験結果への影響の程度を確認する。なお、
一次素地調整は上記、4.1のブラスト面形成動力工
具を用いる前の一次素地調整方法の条件①の面一で
一次素地調整（20往復）を行った試験板を基本と
した。

　　　試験結果

　　 　試験結果を表 -3に示す。作業者 4名の違いによ

表 -2　一次素地調整方法の違いによる試験結果

図 -11　ブラスト面形成動力工具による素地調整の
仕上がりの違い

図 -9　ペーパー式電動工具

図 -8　一次素地調整後の試験片

図 -10　一次素地調整の様子

一次素地調整方法
フラッシュラスト

の大きさ

① 面一で一次素地調整（20 往復） 0.0 ㎜

② 面一で一次素地調整（10 往復） 0.9 ㎜

③
面一＋ 0.3 ㎜で一次素地調整

（10 往復）
1.1 ㎜

④
面一＋ 0.3 ㎜で一次素地調整

（3往復）
0.0 ㎜

⑤ ディスクグラインダー処理 0.0 ㎜
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るフラッシュラストの大きさは 0.5～ 1.1㎜であっ
た。したがって、同じブラスト面形成動力工具を使
用し、標準図版を元にして目視でさびが確認できな
くなるまで仕上げ作業を行えば、作業者の違いによ
る試験結果への影響はほとんどないと考えられる。
なお、同じ者による 4回の繰返し試験の結果は、4

回ともに同一の試験結果となり、同一作業者による
繰返しのばらつきは見られなかった（表 -4参照）。

ラッシュラストは大きくなる傾向があることから、
ブラスト面形成動力工具による仕上げ作業後の除錆
度は試験結果に影響を及ぼすと考えられる。

　4.3　除錆度の影響

　　　除錆度が不十分な場合

　　 　ブラスト面形成動力工具による仕上げ作業におい
て、除錆度が不十分な場合、試験結果にどのような
影響があるかについて検討を行う。

　　　検討方法

　　 　ブラスト面形成動力工具による仕上げ作業後、試
験片をデシケータ内で 1週間静置し、戻りさびが発
生した状態の試験片（図 -12参照）をそのまま塗装
し、試験を実施した。なお、試験片は 4.2の作業者
4名がブラスト面形成動力工具による仕上げ作業を
行った試験片を用いた。

　　　除錆度が不十分な場合の試験結果

　　 　除錆度が不十分な場合の試験結果を表 -5に示す。
最もフラッシュラストの発生条件として厳しいと想
定した除錆度不足（戻りさびあり）の試験片でも一
次評価におけるフラッシュラストの大きさは規格の
5.0mmを超えるフラッシュラストはないものの、最
小値 1.3mmから最大値 2.5㎜で値のばらつきが見ら
れた。当初の想定どおり、戻りさびがある場合、フ

5.　まとめ

　検討の結果、試験結果のばらつきに最も大きな影響を
与える要因はブラスト面形成動力工具による素地調整の
程度（除錆度）であることが分かった。そのため、塗料
を塗布する直前にブラスト面形成動力工具による仕上げ
作業を行い、戻りさびを除去する必要があるが、素地調
整の仕上がり程度を標準図版に合わせることで、素地調
整を実施する作業者が異なっても再現性の高い試験の実
施が可能である。なお、今回評価を行った塗料では、ど
の条件であってもフラッシュラストの大きさは規格値
5.0㎜以内であり、特に異常値や不安定な結果を与える
ことはなかった。本検討で得られた知見を活かし、この
新しい試験方法「水性有機ジンクリッチペイント」の「耐
フラッシュラスト試験」が確実かつ正確に試験できるよ
う、引き続き、標準図版に合致した仕上げ作業の実施を
徹底したい。
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年月 7月版），V-19～ V-28，2019年 7月 31日

表 -5　除錆度が不十分な場合の検討結果

表 -4　同一作業者による繰返しの試験結果

図 -12　戻りさびが発生した状態の試験片

表 -3　ブラスト面形成動力工具作業の人の違いによる
試験結果

ブラスト面形成

動力工具作業者

フラッシュラスト

の大きさ

人員 A 1.1 ㎜

人員 B 1.0 ㎜

人員 C 1.0 ㎜

人員 D 0.5 ㎜以下

ブラスト面形成

動力工具作業者

フラッシュラスト

の大きさ

人員 A＋戻りさび 2.5 ㎜

人員 B＋戻りさび 1.4 ㎜

人員 C＋戻りさび 1.3 ㎜

人員 D＋戻りさび 1.5 ㎜
同一作業者による

繰返し仕上げ作業

フラッシュラスト

の大きさ

1回目 0.5 ㎜以下

2回目 0.5 ㎜以下

3回目 0.5 ㎜以下

4回目 0.5 ㎜以下
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1.　はじめに

　現在、JIS K 5601-4-1:2012 1)に規格化されている塗
膜からのホルムアルデヒド放散量の測定方法と定量方法
の組み合わせには 3種類の試験方法（デシケータ法 [①
吸光光度法、② HPLC法 ]及び③小形チャンバー法 [HPLC

法 ]）が規定されている。
　これまでも測定値が F ☆☆☆☆～ F ☆☆☆の境界にな
る場合、試験結果に影響を与える要因について検証して
きた 2),3),4),5)が、今回は 3種類の試験方法で検出された
結果に対して相関性を確認し、今後の試験依頼に対して
どのように生かすべきかに関して検証を行なったので報
告する。

2.　各種測定方法の検証

　2.1　デシケータ法 [HPLC 法 ] の条件設定

　 　JIS K 5601-4-1:2012の「5.8.6 定量法 b) HPLC法」
で使用する溶離液の種類及びその混合比率などの検討
を行い、HPLC法による最適な定量条件を見い出す。

　　2.1.1　試薬

　　 　JIS K 5601-4-1:2012の「5.4 試薬の調製」に記
載されている試薬を使用した。特に HPLC法で使用
する主な試薬は、以下のとおりである（試薬特級又
は HPLC用試薬）。

　　　① DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン )

　　　②塩酸
　　　③クロロホルム
　　　④アセトニトリル
　　　⑤メタノール

　　2.1.2　測定方法

　　 　JIS K 5601-4-1:2012の「5.8.6 定量法 b) HPLC

法」に従い、測定を行った。試験溶液中のホルムア
ルデヒドは DNPH溶液を加えることで DNPH誘導体を
形成し、クロロホルムで抽出した後、定量試験に供
した。抽出状況を写真 -1に示す。なお、HPLCの溶
離液は、混合溶液 (アセトニトリル /水 又はメタ
ノール /水 )の使用を基本とし、混合比率は JIS K 

5601-4-1:2012の「6 小形チャンバー法」で以前よ
り採用している 45/55を基準として条件の絞り込み

を行った。

　　2.1.3　測定結果

　　 　2.1.2の測定条件のうち、HPLC溶離液をアセトニ
トリル /水で作製し測定したところ、ホルムアルデ
ヒドと他成分の分離が不十分となり、定量困難な状
態となった（図 -1）。

　　 　JIS K 5601-4-1:2012の「6 小形チャンバー法」
では、このようなブロードなピークが検出されない
ため、抽出溶媒であるクロロホルム（※小形チャ
ンバー法では使用しない）の影響が考えられる 4）。

写真 -1　クロロホルム抽出状況

図 -1　クロロホルム抽出 [HPLC 溶離液
（アセトニトリル /水＝ 45/55)] による

ホルムアルデヒドの測定（保持時間：7.847 分）
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ホルムアルデヒドのピーク



次に HPLC溶離液をメタノール /水に変更し測定し
たところ、クロロホルムの影響はなくホルムアル
デヒドのピークのみを検出することができた（図

-2）。以降の検討についても、同様の測定方法で行
うことにした。

　2.2　検量線の作成とホルムアルデヒド放散量の測定

　 　JIS K 5601-4-1:2012に基づき、デシケータ法 [吸
光光度法、HPLC法 ]及びチャンバー法 [HPLC法 ]の
検量線を作成し、塗膜からのホルムアルデヒド放散量
をそれぞれの測定方法で定量する。

　　2.2.1　試薬

　　 　JIS K 5601-4-1: 2012の「5.4 試薬の調製」に
記載されている試薬を使用した。

　　2.2.2　測定方法

　　 　JIS K 5601-4-1:2012の「5.8.6 定量方法 a) 吸
光光度法、b) HPLC法 及び 6 小形チャンバー法」
に基づいて行った。検量線については、同「5.8.7 

検量線の作成及び 6 小形チャンバー法」に従い、
それぞれ作成した。

　　2.2.3　検量線の作成例

　　 　各測定方法の検量線の作成例を図 -3、図 -4及び
図 -5に示す。

　　2.2.4　ホルムアルデヒド放散量の測定例

　　 　各 JIS規格の塗料について 3種類の測定方法 (デ
シケータ法［吸光光度法、HPLC法 ]及び小形チャ
ンバー法 [HPLC法］）を用いて、塗膜からのホルム
アルデヒド放散量測定を行った。測定結果を表 -1

に示す。
　　 　測定結果は、3種類の測定方法でどの塗料につい
ても同じ放散等級となった。

図 -2　クロロホルム抽出 [HPLC 溶離液
（メタノール /水＝ 45/55)] による

ホルムアルデヒドの測定（保持時間：15.487 分）

図 -3　デシケータ法 [吸光光度法 ]

図 -4　デシケータ法 [HPLC 法 ]

HCHO
［mg/L］

吸光度

1 0.00 0.0017

2 0.02 0.0045

3 0.04 0.0069

4 0.08 0.0127

5 0.20 0.0271

HCHO
［mg/L］

ピーク面積

1 0.00 63178

2 0.02 204910

3 0.04 414777

4 0.08 706174

5 0.20 1700980
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１次回帰分析における検量線の式　　　　 Ｙ＝ＦＸ＋ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｆ＝ 7.8787

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ａ＝ -0.0154

　　　　　　　　　　　　　　相関係数　 γ＝ 0.9994

１次回帰分析における検量線の式　　　　 Ｙ＝ＦＸ＋ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｆ＝ 1.129E-07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ａ＝ -0.007327

　　　　　　　　　　　　　　相関係数　 γ＝ 0.9997



　2.3　共存物質の影響

　 　共存物質が測定結果に及ぼす影響について、これま
でにアセトアルデヒドによる影響を検証している 3),4)

が、今回は硬化初期の塗膜中に成膜助剤として残留し
ている可能性のある溶剤成分として測定結果への影
響が示唆されている 6)「ブチルセロソルブ（エチレン
グリコールモノブチルエーテル）」が吸光光度法及び
HPLC法に及ぼす影響について検証を行った。
　 　ホルムアルデヒド標準液 (1000mg/L)を希釈して

0.1mg/Lに調製した溶液に、7種類の濃度で調製した
ブチルセロソルブを添加した各混合溶液の測定結果を
図 -6に示す。

　 　吸光光度法では、ブチルセロソルブの含有濃度が
1000ppmを超えると、ホルムアルデヒド放散量の測定
値に正の誤差を与え始めた。また、HPLC法ではブチ
ルセロソルブを添加しても測定値に影響をほとんど及
ぼさないことが認められた。

　2.4　各種測定方法の相関性

　 　3種類の測定方法（デシケータ法［吸光光度法、
HPLC法 ]及び小形チャンバー法 [HPLC法］）より得ら
れた F ☆☆☆☆及び F ☆☆☆放散量データから、各種
測定方法に相関性が認められるか検証した。
　 　JIS K 5601-4-1:2012 1）の「解説」内に記載されて
いる小形チャンバー法 [HPLC法］とデシケータ法 [吸
光光度法 ]の相関性を図 -7に示す。
　 　今回新たに測定したデータより得られたそれぞれの
相関性について以下に述べる。
　 　まず、小形チャンバー法 [HPLC法］とデシケータ法
[吸光光度法 ]については共存物質（ブチルセロソル
ブ）の影響を考慮した相関性を図 -8（共存物質の影
響なし）及び図 -9（共存物質の影響あり）に示す。
　 　次にデータ数は少ないが、HPLC法同士で小形チャ
ンバー法 [HPLC法 ]とデシケータ法 [HPLC法 ]の相関
性を図 -10に示す。
　 　さらにデシケータ法同士で吸光光度法と HPLC法と
の相関性を図 -11に示す。

HCHO
［mg/L］

ピーク面積

1 0.002 12608

2 0.005 27604

3 0.010 60982

4 0.050 298376

5 0.100 580288

6 0.500 2996962

7 1.000 6002788

図 -5　小形チャンバー法 [HPLC 法 ]

表 -1　各種測定方法による塗膜からの
 ホルムアルデヒド放散量

試料名
デシケータ法［mg/L］ チャンバー法

［μg/m2･h］
塗料の種類 放散等級

吸光光度法 HPLC 法

試料 1 0.14 0.13 5.5 フタル酸樹脂塗料 F☆☆☆

試料 2 0.09 0.11 4.3
一般用さび止めペイント

（JIS K 5621:2019 2 種）
F☆☆☆☆

試料 3 0.13 0.13 5.6
合成樹脂調合ペイント

（JIS K 5516:2019 1種）
F☆☆☆

試料 4 0.14 0.13 5.4
フタル酸樹脂エナメル

（JIS K 5572:2010 1種）
F☆☆☆

　　　　図 -6　共存物質（ブチルセロソルブ）が
　　　　　　　測定方法の違い [吸光光度法及び
　　　　　　　HPLC 法]により測定結果に及ぼす
　　　　　　　影響
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１次回帰分析における検量線の式　　　　 Ｙ＝ＦＸ＋ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｆ＝ 6000000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ａ＝ -4450.1

　　　　　　　　　　　　　　相関係数　 γ＝ 1.0000
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　2.5　まとめ

　 　デシケータ法の吸光光度法、HPLC法及び小形チャ
ンバー法 [HPLC法 ]によるホルムアルデヒド放散量に
は、いずれの試験方法に対しても相関が認められる。
　 　なお吸光光度法について、試料中の共存物質によっ
ては他の試験方法との相関性に影響を及ぼすので、試
験前に（ホルムアルデヒド放散等級、安全データシー
ト等から）試料の情報を得ることが望ましい。

3.　おわりに

　F ☆☆☆☆表示あるいは F ☆☆☆☆と予想される塗料
に対してデシケータ法 [吸光光度法 ]での試験結果に共
存物質の影響が想定され、更に確認の必要がある場合、
現状では小形チャンバー法を併用することになる。
　今後、共存物質の影響確認のための試験としてデシ
ケータ法 [HPLC法 ]を行うためには以下に示す課題が挙
げられる。
　⑴　デシケータ法 [HPLC法 ]と小形チャンバー法の相
　　 関性については、放散等級が F ☆☆☆☆の範囲の

データ収集を今後も進め、試験精度を高める。

　　　　図 -7　小形チャンバー法とデシケータ法
　　　　　　　 [ 吸光光度法 ]の相関性

 　　　図 -8　小形チャンバー法とデシケータ法
 　　　　　　 [ 吸光光度法 ]の相関性（共存物
 　　　　　　質の影響なし）

 　　　図 -10　小形チャンバー法とデシケータ法
　　　　　　　[HPLC 法 ] の相関性

　　図 -11　デシケータ法の吸光光度法と HPLC 法
　　　　　 との相関性

 　　　図 -9　小形チャンバー法とデシケータ法
 　　　　　　[吸光光度法 ]の相関性（共存物質
 　　　　　　の影響あり）
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　⑵　将来的に HPLC法での試験受付を行えるようにす
　　 るためには、クロロホルムによる抽出工程など規格
に記載されていない部分の手順を確立し、HPLC法
の作業標準を作成する必要がある。
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表 -1　各暴露場と促進腐食試験間の促進倍率 2)

促進腐食試験
基準の暴露場

東京 沖縄内陸 沖縄海岸 北陸 藤沢

SS 45.40 51.45 16.55 15.94 12.22

S6 39.38 44.62 14.36 13.83 10.60

DS 27.33 30.97 9.97 9.60 7.36

NS 70.41 79.80 25.67 24.72 18.95

JASO 67.17 76.12 24.49 23.58 18.08

海水 NS 42.15 47.77 15.37 14.80 11.34

ASTM 37.52 42.52 16.68 13.17 10.10

1.　はじめに

　鋼橋の塗装系を選定する場合、設置場所が田園山間部
等の飛来塩分量が少ないマイルドな環境であれば一般
塗装系、海浜部等の飛来塩分量が多い厳しい腐食環境で
あれば重防食塗装系を選定するのが従来の考え方であっ
た。それに対し、近年ではライフサイクルコスト低減の
観点から田園山間部等であっても重防食塗装系が推奨さ
れており 1)、現在の NEXCOの設計要領及び構造物施工管
理要領には新設塗装仕様として重防食塗装系（C5塗装
系）のみが採用され、一般塗装系（A塗装系）は廃止さ
れている。
　一般塗装系と重防食塗装系では塗膜劣化の形態が異な
り、一般塗装系では一般部、添接部、端部及び狭隘部等
の全体において膨れ、割れ、はがれ、さびが生じるが、
重防食塗装系では通常一般部でさび、膨れ等は生じない。
重防食塗装系で塗膜劣化が生じやすいのは、添接部のボ
ルト、ナットの頭や角、フランジの端部等の塗装膜厚が
十分に確保できない箇所及び構造的に滞水し易い箇所等
である。塗装仕様の耐久性を評価するために行われる試
験片の暴露試験や耐複合サイクル試験においても、一般
塗装系では一般部においてさびが生じるが、重防食塗装
系では一般部でさびが生じることはほとんどない。試験
を行う際には試験片の一部にカッターで切り傷を入れ、
カット部からのさび・膨れ幅の大小で耐久性を評価して
いるのが実情である。

　耐複合サイクル試験や塩水噴霧試験等は促進劣化試験
と称される場合が多く、塩水を噴霧したり、高温環境下、
湿潤環境下に保持したり、それらを繰り返したりして、
自然環境で生じる劣化よりも早い速度で劣化を生じさせ
る試験である。よって、自然環境に暴露するよりも塗膜
の耐久性を早く把握することを目的として試験が行われ
ることが多い。NEXCO総研においても 30年ほど前から
塗膜の耐久性を把握するための暴露試験や促進試験を実
施してきている。平成 9年には、得られた暴露試験と促
進試験のデータを解析し、日本国内 5箇所の屋外暴露試
験場に対する促進腐食試験 7種類の促進倍率を表 -1の
ように算出している 2)。
　表 -1の SSから ASTMまでの記号は促進腐食試験の試
験名を示し、その詳細な条件については文献 2)に示さ
れているためここでは省略するが、そのうちの S6が
JIS K 5600-7-9のサイクル D及び NEXCO試験方法 403-

2012「塗料の耐複合サイクル防食性試験方法」の海浜及
び一般環境用（A法）の条件に相当する。促進倍率の算
出の手順を以下説明する。試験片の塗装仕様としてはジ
ンクリッチプライマーやジンクリッチペイント、エポキ
シ樹脂塗料下塗、鉛系さび止めペイント等を用いた 10

種類の単膜仕様と一般塗装系や重防食塗装系等の 5種類
の複合膜仕様の合計 15種類である。試験片の評価とし
ては 1970年に㈶日本塗料検査協会より発行された塗膜
の評価基準に基づき、劣化が全く見られない状態を 10
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表 -2　新設塗装に用いる塗装系の試験片の仕様　（括弧内の数字は標準乾燥膜厚（μｍ）を示す。）

試験片記号 6JB1U 6JB1F 6JB2U 6JB2S 6JB2F

仕様概要 旧 C2塗装系 旧 C4塗装系 旧 I塗装系

旧 I塗装系の
中塗・上塗を
シリコンアクリル
樹脂系に置き換え

旧 I塗装系の
中塗・上塗を
ふっ素

樹脂系に置き換え

基板 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400

素地調整 ISO Sa 2･1/2 ISO Sa 2･1/2 ISO Sa 2･1/2 ISO Sa 2･1/2 ISO Sa 2･1/2

1層目 無機ジンクリッチ
ペイント (75)

無機ジンクリッチ
ペイント (75)

有機ジンクリッチ
ペイント (75)

有機ジンクリッチ
ペイント (75)

有機ジンクリッチ
ペイント (75)

2層目
エポキシ樹脂塗料
下塗／ミストコート

( － )

エポキシ樹脂塗料
下塗／ミストコート

( － )

ポリウレタン樹脂
塗料用中塗 (30)

シリコンアクリル
樹脂塗料用中塗

(30)

ふっ素樹脂塗料用
中塗 (30)

3層目 エポキシ樹脂塗料
下塗 (60)

エポキシ樹脂塗料
下塗 (60)

ポリウレタン樹脂
塗料上塗 (25)

シリコンアクリル
樹脂塗料上塗 (25)

ふっ素樹脂塗料
上塗 (25)

4層目 エポキシ樹脂塗料
下塗 (60)

エポキシ樹脂塗料
下塗 (60)

─ ─ ─

5層目 ポリウレタン樹脂
塗料用中塗 (30)

ふっ素樹脂塗料用
中塗 (30)

─ ─ ─

6層目 ポリウレタン樹脂
塗料上塗 (25)

ふっ素樹脂塗料
上塗 (25)

─ ─ ─

点とする 10点満点で評価点を付けた。暴露試験は 36か
月、促進腐食試験は 2か月実施し、実施後の 15種類の
試験片の評価点を平均し、それを平均評価点とした。36

か月の暴露試験の平均評価点を 10点から差し引いたも
のを平均劣化点 ravとし、2か月の促進腐食試験の平均
評価点を 10点から差し引いたものを平均劣化点 xavと
し、次の式 -1で求めた mを促進倍率とした。

　m ＝ xav ／ rav × （36／ 2）　　式 -1

　表 -1より、例えば、耐複合サイクル試験 S6の沖縄内
陸暴露に対する促進倍率は 44.62倍、耐複合サイクル試
験 S6の北陸暴露に対する促進倍率は 13.83倍であると
示されており、これらの値が促進倍率の報告例として用
いられてきた。
　しかしながら、前述したように、これら促進倍率は
異なる 15種類の塗装仕様で作製した試験片での評価点
の平均値から算出されたものであり、個々の塗装仕様
の試験片に当てはまるものではない。試験期間について
も暴露試験が 36か月、促進腐食試験が 2か月であり、
塗膜の耐久性を評価するにはいずれも短い期間である。
NEXCO総研では、その後も長期間の暴露試験及び耐複合
サイクル防食性試験を行い、それらの試験結果を基に新
たな促進倍率について検討してきた。

2.　目的

　現在、鋼橋に採用される塗装仕様としては重防食塗装
系が主であるが、今後、より耐久性の高い塗装系が求め
られる。塗装系に用いられる塗料の種類や塗装される膜
厚、塗装回数及び塗料の組み合わせについて評価検討を
行っていくにあたっては、現行塗装系と耐久性を比較し
検証することとなるが、暴露試験にはより長い期間を要
し、評価期間を短縮するためには耐複合サイクル防食性
試験に頼らざるを得ない。その耐久性評価の際に、耐複
合サイクル防食性試験が暴露何年相当となるかを適切に
評価することが重要である。NEXC0総研では、重防食塗
装系及び薄膜重防食塗装系 3)4)を用いた複数の試験片に
ついて、NEXCOが管理する東京（町田市）、沖縄（名護市）、
北陸（糸魚川市）の 3暴露場にて 10年間の暴露試験と、
耐複合サイクル防食性試験の最長 29か月を実施してい
る。本稿では各暴露場での暴露試験に対する耐複合サイ
クル防食性試験の促進倍率の算出を行ったのでその結果
について述べる。

3.　評価内容

　3.1　 試験片の仕様

　 　新設塗装に用いる塗装系に関する調査の中から今回
評価した試験片の仕様を表 -2に、塗替え塗装に用い
る塗装系に関する調査の中から今回評価した試験片の
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表 -3　塗替え塗装に用いる塗装系の試験片の仕様　（括弧内の数字は標準乾燥膜厚（μｍ）を示す。）

試験片記号 6JB3U 6JB3F 6JC2U 6JD2U

仕様概要 旧 c-2塗装系（1種） c-3塗装系（1種） 旧 i-1塗装系（1種） 旧 i-1塗装系（1種）

基板 SS400 SS400 SS400 SS400

素地調整 ISO Sa 2･1/2 ISO Sa 2･1/2 ISO Sa 2･1/2 ISO Sa 2･1/2

1層目 有機ジンクリッチ
ペイント (75)

有機ジンクリッチ
ペイント (75)

有機ジンクリッチ
ペイント (75)

有機ジンクリッチ
ペイント (75)

2層目 変性エポキシ樹脂
塗料下塗 (60)

変性エポキシ樹脂
塗料下塗 (60)

ポリウレタン樹脂
塗料用中塗 (30)

ポリウレタン樹脂
塗料用中塗 (30)

3層目 変性エポキシ樹脂
塗料下塗 (60)

変性エポキシ樹脂
塗料下塗 (60)

ポリウレタン樹脂
塗料上塗 (25)

ポリウレタン樹脂
塗料上塗 (25)

4層目 ポリウレタン樹脂
塗料用中塗 (30)

ふっ素樹脂塗料用
中塗 (30)

─ ─

5層目 ポリウレタン樹脂
塗料上塗 (25)

ふっ素樹脂塗料
上塗 (25)

─ ─

図 -1　暴露試験片の形状、寸法、カットの位置

図 -2　耐複合サイクル防食性試験片の形状、
寸法、カットの位置

仕様を表 -3に示す。
　 　表 -2の試験片の仕様は、いずれも NEXCOの要領か
ら現在は廃止されている旧塗装系か、それに類似した
塗装系である。表 -3の試験片の仕様のうち、現行要
領に記載されている仕様は試験片 6JB3Fの c-3塗装系
（1種）のみである。他は廃止されている旧塗装系で
あり、試験片 6JC2Uと試験片 6JD2Uは異なるメーカー
の塗料を用いた試験片である。

　3.2　 試験方法

　　 　試験片の作製

　　 　暴露試験片については、NEXCO試験方法 404「塗
料の暴露防錆性試験方法」に準じ、寸法 300mm×

150mm × 6mmの SS400を ISO Sa2･1/2にグリットブ
ラスト処理した鋼板を用いた。表 -2、表 -3の仕様
で塗装したのちに NEXCO試験方法 404記載の位置に
プラスチックカッターを用いてカットを入れた。試
験片の形状、寸法、カットの位置を図 -1に示す。

　　 　耐複合サイクル防食性試験片については、NEXCO

試験方法 403「塗料の耐複合サイクル防食性試験方
法」に準じ、寸法 150mm × 70mm × 3.2mmの SS400を
ISO Sa2･1/2にグリットブラスト処理した鋼板を用
いた。表 -2、表 -3の仕様で塗装したのちに NEXCO

試験方法 403記載の位置にプラスチックカッターを
用いてカットを入れた。試験片の形状、寸法、カッ
トの位置を図 -2に示す。

　　 　暴露試験

　　 　NEXCO試験方法 404「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、北陸の 3暴
露場にて暴露試験を行った。試験片は水平に暴露し

－ 25 －

カット

120

150

30

60

60

（単位：mm）

（単位：mm）

180 300

150

70

10

10

80

カット



図 -3　暴露試験片の一般部とカット部の区分

表 -4　東京暴露の試験片のさび・膨れ幅

図 -4　耐複合サイクル防食性試験片の一般部と
カット部の区分

試験片
記号　 初期 1年後

（12か月）
2年後

（24か月）
3年後

（36か月）
5年後

（60か月）
7年後

（84か月）
10年後

（120か月）

6JB1U 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

6JB1F 0.0mm 0.6mm 0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.0mm 1.0mm

6JB2U 0.0mm 0.5mm 0.7mm 0.6mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm

6JB2S 0.0mm 1.0mm 1.7mm 1.3mm 3.1mm 3.1mm 3.2mm

6JB2F 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.9mm 0.9mm 0.9mm

6JB3U 0.0mm 0.7mm 0.7mm 1.9mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm

6JB3F 0.0mm 0.9mm 1.3mm 1.0mm 2.7mm 3.2mm 3.2mm

6JC2U 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm

6JD2U 0.0mm 0.0mm 0.6mm 0.5mm 1.2mm 1.2mm 1.2mm

た。平成 18年に暴露を開始し、1年、2年、3年、5年、
7年、10年後に一般部とカット部の評価を行った。
なお、これら試験は現在も継続している。

　　 　耐複合サイクル防食性試験

　　 　NEXCO試験方法 403「塗料の耐複合サイクル防食
性試験方法」に海浜及び一般環境用（A法）の操作
条件として記載されている JIS K 5600-7-9：2006

　サイクル腐食試験方法の附属書 1（規定）サイク
ル Dに準じて最長 29か月の試験を行った。

　　 　評価項目

　　 　試験片の評価は一般部とカット部に区分して行っ
た。一般部は無傷の塗膜面、カット部はカッター
で塗膜に素地に達する切り込み傷を付けた部分を指
す。暴露試験片の一般部とカット部の区分を図 -3

に、耐複合サイクル防食性試験片の一般部とカット
部の区分を図 -4に示す。

　　 　一般部については前述の塗膜の評価基準に準じ、
膨れ、割れ、はがれ、さびの評価を行った。カット
部についてはカット部からのさび・膨れ等の片側最
大幅を計測した。

　3.3　試験結果

　 　前述したように、重防食塗装系の塗膜では一般部に
おいてさびや膨れは通常生じない。さびが生じるのは
添接部のボルト、ナットの頭や角、フランジの端部等
の塗装膜厚が十分に確保できない箇所からがほとんど
である。本稿では、一般部の評価結果は省略し、カッ
ト部からのさび・膨れ等の片側最大幅の経時変化に着
目した。東京暴露の試験片、沖縄暴露の試験片、北陸
暴露の試験片の試験片のさび・膨れ幅を表 -4、表 -5、
表 -6に、耐複合サイクル防食性の試験片のさび・膨
れ幅を表 -7、表 -8、表 -9に示す。また、それぞれ
の数値を折れ線グラフで表した図を図 -5、図 -6、図

-7、図 -8に示す。なお、沖縄暴露の試験片 6JB2Sは
暴露 10か月後にて全面膨れとなったため、カット部
のさび・膨れ幅の計測は省略した。また、耐複合サ
イクル防食性の試験片 6JB2U、6JB2S、6JB2F、6JC2U、
6JD2Uはいずれもブラスト処理面の上の薄膜重防食塗
装系 3)4)もしくは類似塗装系であり、且つ廃止されて
いる旧塗装系であるため、試験は 17か月実施した時
点で中止とした。
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表 -7　耐複合サイクル防食性の試験片のさび・膨れ幅（初期から 9か月後まで）

試験片
記号　 初期 1か月後 2か月後 3か月後 4か月後 5か月後 6か月後 7か月後 8か月後 9か月後

6JB1U 0.0mm 0.0mm 0.0mm 2.1mm 2.5mm 2.8mm 3.5mm 3.5mm 3.8mm 5.8mm

6JB1F 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.5mm 1.4mm 2.5mm 2.7mm 2.7mm 2.7mm 3.0mm

6JB2U 0.0mm 0.9mm 2.1mm 2.1mm 2.6mm 4.1mm 6.0mm 6.3mm 6.3mm 6.3mm

6JB2S 0.0mm 0.9mm 2.0mm 2.0mm 2.5mm 3.7mm 4.1mm 4.6mm 5.7mm 6.4mm

6JB2F 0.0mm 0.7mm 2.0mm 2.0mm 2.2mm 3.7mm 4.3mm 4.4mm 5.4mm 6.9mm

6JB3U 0.0mm 1.2mm 2.6mm 2.6mm 3.1mm 3.9mm 5.1mm 5.1mm 5.9mm 7.2mm

6JB3F 0.0mm 0.8mm 2.1mm 2.4mm 3.0mm 3.7mm 4.7mm 5.3mm 5.3mm 5.7mm

6JC2U 0.0mm 0.8mm 1.7mm 1.7mm 2.7mm 2.8mm 3.6mm 4.3mm 4.8mm 6.5mm

6JD2U 0.0mm 0.9mm 2.1mm 2.2mm 2.8mm 3.3mm 4.8mm 5.6mm 6.6mm 6.6mm

表 -5　沖縄暴露の試験片のさび・膨れ幅

表 -6　北陸暴露の試験片のさび・膨れ幅

試験片
記号　 初期 1年後

（12か月）
2年後

（24か月）
3年後

（36か月）
5年後

（60か月）
7年後

（84か月）
10年後

（120か月）

6JB1U 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 1.0mm 1.6mm 1.6mm

6JB1F 0.0mm 0.0mm 0.0mm 1.2mm 1.7mm 2.1mm 2.3mm

6JB2U 0.0mm 1.0mm 1.3mm 2.3mm 2.3mm 2.7mm 2.7mm

6JB2S 0.0mm 1.6mm 1.8mm 1.8mm 2.0mm 2.8mm 全面膨れ

6JB2F 0.0mm 1.6mm 1.7mm 2.4mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm

6JB3U 0.0mm 1.0mm 1.2mm 2.1mm 1.9mm 1.6mm 1.6mm

6JB3F 0.0mm 1.2mm 1.8mm 2.6mm 3.1mm 2.5mm 2.5mm

6JC2U 0.0mm 0.7mm 1.0mm 1.5mm 1.9mm 2.2mm 2.2mm

6JD2U 0.0mm 1.1mm 1.5mm 2.1mm 2.3mm 2.1mm 2.1mm

試験片
記号　 初期 1年後

（12か月）
2年後

（24か月）
3年後

（36か月）
5年後

（60か月）
7年後

（84か月）
10年後

（120か月）

6JB1U 0.0mm 0.0mm 0.8mm 1.0mm 1.4mm 2.0mm 2.1mm

6JB1F 0.0mm 0.0mm 0.9mm 1.4mm 1.9mm 2.4mm 2.4mm

6JB2U 0.0mm 0.8mm 4.0mm 3.7mm 4.2mm 4.4mm 4.4mm

6JB2S 0.0mm 1.0mm 2.6mm 2.2mm 2.1mm 3.3mm 5.9mm

6JB2F 0.0mm 0.8mm 2.5mm 1.9mm 2.1mm 2.8mm 2.8mm

6JB3U 0.0mm 2.1mm 2.9mm 3.1mm 5.7mm 5.7mm 5.7mm

6JB3F 0.0mm 2.9mm 5.0mm 5.0mm 5.4mm 6.7mm 6.7mm

6JC2U 0.0mm 0.9mm 0.9mm 1.1mm 1.6mm 3.3mm 3.3mm

6JD2U 0.0mm 0.8mm 0.9mm 1.9mm 2.4mm 2.6mm 2.6mm
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表 -8　耐複合サイクル防食性の試験片のさび・膨れ幅（10 か月後から 19 か月後まで）

表 -9　耐複合サイクル防食性の試験片のさび・膨れ幅（20 か月後から 29 か月後まで）

図 -5　東京暴露の試験片のさび・膨れ幅 図 -6　沖縄暴露の試験片のさび・膨れ幅

試験片
記号　 10か月後 11か月後 12か月後 13か月後 14か月後 15か月後 16か月後 17か月後 18か月後 19か月後

6JB1U 6.1mm 6.7mm 6.7mm 7.3mm 7.7mm 7.7mm 9.4mm 11.1mm 11.9mm 12.0mm

6JB1F 3.6mm 3.7mm 4.2mm 6.0mm 7.9mm 8.0mm 8.0mm 8.4mm 8.7mm 9.6mm

6JB2U 7.3mm 7.5mm 8.4mm 10.7mm 11.4mm 11.5mm 12.6mm 12.7mm 中止 中止

6JB2S 7.3mm 7.4mm 8.4mm 8.4mm 9.9mm 9.9mm 9.9mm 11.2mm 中止 中止

6JB2F 7.5mm 8.5mm 9.5mm 9.5mm 10.4mm 10.5mm 10.8mm 11.6mm 中止 中止

6JB3U 7.4mm 8.0mm 8.8mm 9.1mm 11.3mm 11.3mm 11.3mm 12.2mm 12.6mm 12.8mm

6JB3F 5.7mm 6.0mm 7.0mm 7.5mm 10.0mm 10.0mm 10.0mm 10.0mm 10.4mm 10.8mm

6JC2U 7.3mm 8.2mm 8.2mm 8.2mm 9.3mm 9.5mm 9.8mmm 10.3mm 中止 中止

6JD2U 7.0mm 7.4mm 9.5mm 9.6mm 10.5mm 11.1mm 11.7mm 11.8mm 中止 中止

試験片
記号　 20か月後 21か月後 22か月後 23か月後 24か月後 25か月後 26か月後 27か月後 28か月後 29か月後

6JB1U 12.2mm 12.5mm 12.5mm 12.8mm 13.2mm 13.4mm 13.4mm 14.4mm 15.5mm 16.1mm

6JB1F 10.0mm 10.0mm 10.2mm 10.4mm 10.4mm 10.7mm 10.7mm 11.4mm 12.2mm 12.2mm

6JB2U 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止

6JB2S 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止

6JB2F 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止

6JB3U 12.9mm 12.9mm 12.9mm 14.1mm 14.6mm 15.3mm 15.8mm 16.5mm 16.8mm 17.1mm

6JB3F 10.8mm 10.8mm 11.9mm 12.2mm 13.7mm 14.7mm 14.7mm 14.7mm 14.9mm 15.8mm

6JC2U 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止

6JD2U 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止
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図 -7　北陸暴露の試験片のさび・膨れ幅

図 -8　耐複合サイクル防食性の試験片のさび・膨れ幅

図 -9　北陸暴露の試験片 6JB3U のさび・膨れ幅

図 -10　耐複合サイクル防食性試験の試験片 6JB3U の
さび・膨れ幅

　 　暴露試験片の結果において、さび・膨れ幅の数値が
前回調査時よりも小さくなっている箇所が幾つかあ
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)、暴露環境中の水分がカット部から浸透し、
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。前回調査時よりもさび・膨れ
幅が小さくなっている箇所については、浸透した水分
が塗膜外に放出されたため、小さく計測されたと推測
する。

　3.4　促進倍率の算出

　 　促進倍率の算出方法については前述の文献 2)の方
法も含めて色々な方法が考えられるが、本稿では 2種
類の方法にて行った。第 1の方法は暴露試験と耐複合
サイクル防食性試験において、さび・膨れ幅の同じ数
値に達するまでのそれぞれ要した期間を比較して倍率
を求める方法、第 2の方法はさび・膨れ幅の時間に対
する傾きを求め、暴露試験と耐複合サイクル防食性試
験のその傾きの大きさを比較して倍率を求める方法に
て行った。以下、各方法について (1)、(2)にて説明
する。

　　　要した期間の比較による促進倍率の算出

　　 　さび・膨れ幅の同じ数値に達するまでの、暴露試
験と耐複合サイクル防食性試験のそれぞれ要した期
間を比較して促進倍率を求めた。暴露試験でさび・
膨れ幅に達するまでに要した期間を te、耐複合サイ
クル防食性試験で暴露試験と同じさび・膨れ幅に達
するまでに要した期間を tcとし、式 -2で表される
m1を促進倍率とした。

　　　　m1 ＝ te ／ tc　　式 -2

　　 　一例として、試験片 6JB3Uの北陸暴露に対する
耐複合サイクル防食性試験の促進倍率 m1の算出を
以下に示す。北陸暴露のさび・膨れ幅のグラフを図

-9に、耐複合サイクル防食性試験のさび・膨れ幅
のグラフを図 -10に示す。

　　 　図 -9より、北陸暴露ではさび・膨れ幅が 5.7mm

に達するまでに 60か月を要したとグラフから読み
取れる。一方、図 -10より、耐複合サイクル防食性
試験で 5.7mmに達するのは何か月かグラフから読み
取ると、7.7か月となる。さび・膨れ幅が 5.7mmに
達するまでに北陸暴露では 60か月を要し、耐複合
サイクル防食性試験では 7.7か月を要する。teは
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表 -10　要した期間の比較により算出した促進倍率 m1

試験片

東京暴露 沖縄暴露 北陸暴露

暴露試験片
比較の

耐複合サイクル
防食性試験片

暴露試験片
比較の

耐複合サイクル
防食性試験片

暴露試験片
比較の

耐複合サイクル
防食性試験片

さび・
膨れ幅

要した
期間 te

さび・
膨れ幅

要した
期間 tc

さび・
膨れ幅

要した
期間 te

さび・
膨れ幅

要した
期間 tc

さび・
膨れ幅

要した
期間 te

さび・
膨れ幅

要した
期間 tc

6JB1U
0.0mm ─ ─ ─ 1.6mm 84か月 1.6mm 2.8か月 2.0mm 84か月 2.0mm 3.5か月

促進倍率 m1 ＝算出不可 促進倍率 m1 ＝ 30.0 促進倍率 m1 ＝ 24.0

6JB1F
1.0mm 60か月 1.0mm 2.2か月 2.3mm 120か月 2.3mm 5.2か月 2.4mm 84か月 2.4mm 5.4か月

促進倍率 m1 ＝ 27.3 促進倍率 m1 ＝ 23.1 促進倍率 m1 ＝ 15.6

6JB2U
1.5mm 60か月 1.5mm 2.0か月 2.7mm 84か月 2.7mm 3.5か月 4.2mm 60か月 4.2mm 5.5か月

促進倍率 m1 ＝ 30.0 促進倍率 m1 ＝ 24.0 促進倍率 m1 ＝ 10.9

6JB2S
3.1mm 60か月 3.1mm 4.6か月 2.8mm 84か月 2.8mm 4.2か月 5.9mm 120か月 5.9mm 8.8か月

促進倍率 m1 ＝ 13.0 促進倍率 m1 ＝ 20.0 促進倍率 m1 ＝ 13.6

6JB2F
0.9mm 60か月 0.9mm 1.3か月 2.8mm 60か月 2.8mm 3.9か月 2.8mm 84か月 2.8mm 3.9か月

促進倍率 m1 ＝ 46.2 促進倍率 m1 ＝ 15.4 促進倍率 m1 ＝ 21.5

6JB3U
3.0mm 60か月 3.0mm 3.9か月 2.1mm 36か月 2.1mm 1.6か月 5.7mm 60か月 5.7mm 7.7か月

促進倍率 m1 ＝ 15.4 促進倍率 m1 ＝ 22.5 促進倍率 m1 ＝ 7.8

6JB3F
3.2mm 84か月 3.2mm 4.3か月 3.1mm 60か月 3.1mm 4.1か月 6.7mm 84か月 6.7mm 11.5か月

促進倍率 m1 ＝ 19.5 促進倍率 m1 ＝ 14.6 促進倍率 m1 ＝ 7.3

6JC2U
0.0mm ─ ─ ─ 2.2mm 84か月 2.2mm 3.4か月 3.3mm 84か月 3.3mm 5.1か月

促進倍率 m1 ＝算出不可 促進倍率 m1 ＝ 24.7 促進倍率 m1 ＝ 16.5

6JD2U
1.2mm 60か月 1.2mm 1.6か月 2.3mm 60か月 2.3mm 3.1か月 2.4mm 60か月 2.4mm 3.3か月

促進倍率 m1 ＝ 37.5 促進倍率 m1 ＝ 19.4 促進倍率 m1 ＝ 18.2

m1平均 25.2 21.5 15.0

m1最大 46.2 30.0 24.0

m1最小 13.0 14.6 7.3

60か月、tcは 7.7か月であり、式 -2を用いて試験
片 6JB3Uの北陸暴露に対する耐複合サイクル防食性
試験の促進倍率 m1を 7.8と算出した。

　　 　同様の方法で、全ての試験片についてさび・膨
れ幅に達するまでに要する期間を比較し促進倍率
m1を算出した。その結果を表 -10に示す。なお、
6JB1Uの東京暴露試験片と 6JC2Uの東京暴露試験片
は暴露10年後のさび・膨れ幅が0.0mmであったため、
促進倍率 m1の算出は不可とした。

　　 　算出した促進倍率 m1については、試験片による
ばらつきが見られる。例えば、東京暴露について
は、最大 46.2、最小 13.0と値に幅がある。平均値
で暴露場を比較すると、「東京 25.2 ＞沖縄 21.5 ＞

北陸 15.0」となる。文献 2)の「東京 39.38、沖縄

44.62、北陸 13.83」と比較すると、北陸はほぼ近
い値となるが、東京と沖縄については本算出のほう
が小さい値となる。

　　　傾きの比較による促進倍率の算出

　　 　暴露試験と耐複合サイクル防食性試験、いずれも
さび・膨れ幅は経時で大きくなる傾向がある。そこ
で、時間に対するさび・膨れ幅の変化の傾きを求め
た。暴露試験の傾きの値と耐複合サイクル防食性試
験の傾きの値を比較し、促進倍率を算出した。暴露
試験の傾きを ae、耐複合サイクル防食性試験の傾き
を acとし、式 -3で表される m2を促進倍率とした。

　　　　m2 ＝ ac ／ ae　　式 -3
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図 -11　北陸暴露の試験片 6JB3U のさび・膨れ幅の
線形近似

図 -12　耐複合サイクル防食性試験の試験片 6JB3U の
さび・膨れ幅の線形近似

表 -11　傾きの比較により算出した促進倍率 m2

試験片

耐複合
サイクル
防食性

試験片の傾き
ac（mm/月）

東京暴露 沖縄暴露 北陸暴露

試験片の傾き
ae（mm/月）

暴露に対する
耐複合
サイクル
防食性試験
の促進倍率 m2

試験片の傾き
ae（mm/月）

暴露に対する
耐複合
サイクル
防食性試験
の促進倍率 m2

試験片の傾き
ae（mm/月）

暴露に対する
耐複合
サイクル
防食性試験
の促進倍率 m2

6JB1U 0.5656 0.0000 算出不可 0.0143 39.6 0.0270 27.3

6JB1F 0.4466 0.0115 38.8 0.0221 20.2 0.0250 17.9

6JB2U 0.7700 0.0163 47.2 0.0301 25.6 0.0513 15.0

6JB2S 0.6721 0.0344 19.5 0.0381 17.6 0.0467 14.4

6JB2F 0.7165 0.0088 81.4 0.0327 21.9 0.0309 23.2

6JB3U 0.6416 0.0327 19.6 0.0206 31.1 0.0632 10.2

6JB3F 0.5675 0.0330 17.2 0.0313 18.1 0.0748 7.6

6JC2U 0.6473 0.0000 算出不可 0.0240 27.0 0.0311 20.8

6JD2U 0.7345 0.0129 56.9 0.0255 28.8 0.0286 25.7

m2平均 ─ ─ 40.1 ─ 25.5 ─ 18.0

m2最大 ─ ─ 81.4 ─ 39.6 ─ 27.3

m2最小 ─ ─ 17.2 ─ 17.6 ─ 7.6

　　 　傾きの具体的な求め方としては、試験月数を x、
さび・膨れ幅を yとしてマイクロソフトのエクセル
ソフトを用いてプロットし、エクセルの近似曲線
機能を用いて切片 0の y=axの式で線形近似を行い、
傾き aを求めた。傾きの aの値は mm/月の単位で表
される。

　　 　以下、一例として、前述の (1)と同様に試験片
6JB3Uの北陸暴露に対する耐複合サイクル防食性試
験の促進倍率 m2の算出を示す。北陸暴露のさび・
膨れ幅の線形近似の結果を図 -11に、耐複合サイク
ル防食性試験のさび・膨れ幅の線形近似の結果を図

-12に示す。

　　 　図 -11より北陸暴露の傾き aeは 0.0632mm/月、
図 -12より耐複合サイクル防食性試験の傾き acは
0.6416mm/月である。式 -3を用いて試験片 6JB3U

の北陸暴露に対する耐複合サイクル防食性試験の促
進倍率 m2を 10.2と算出した。

　　 　同様の方法で、全ての試験片についてさび・膨れ
幅の時間に対する傾きを求め、暴露試験と耐複合
サイクル防食性試験を比較し促進倍率 m2を算出し
た。その結果を表 -11に示す。なお、(1)と同様に
6JB1Uの東京暴露試験片と 6JC2Uの東京暴露試験片
は暴露 10年後のさび・膨れ幅が 0.0mmであり、傾
き aeは 0のため、促進倍率 m2の算出は不可とした。
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表 -12　算出した促進倍率の平均値と平成 9年の研究報告との比較

算出方法
暴露に対する耐複合サイクル防食性試験

東京暴露 沖縄暴露 北陸暴露

(1)要した期間の比較による算出 25.2 21.5 15.0

(2)傾きの比較による算出 40.1 25.5 18.0

文献 2) 39.38 44.62 13.83

　　 　算出した促進倍率 m2については、(1)と同様に、
試験片によるばらつきが見られる。例えば、東京暴
露については、最大 81.4、最小 17.2と値に幅があ
る。平均値で暴露場を比較すると、「東京 40.1 ＞

沖縄 25.5 ＞北陸 18.0」となる。文献 2)の「東京
39.38、沖縄 44.62、北陸 13.83」と比較すると、東
京と北陸についてはほぼ近い値となり、沖縄につい
ては本算出の方が小さい値となる。

　　 　以上にて算出した (1)、(2)の促進倍率の平均値
と文献 2)の値を表 -12にまとめた。

　　 　算出方法 (1)、(2)のいずれも北陸＜沖縄＜東京
の順に促進倍率の数値が大きくなる結果となった。
異なる方法で算出したにもかかわらず、沖縄と北陸
についてはほぼ近い値となり、耐複合サイクル防食
性試験の促進倍率の数値の目安として扱っても良い
と考えたいが、一方で個々の試験片の値はばらつい
ており、平均を求めたらこのような値となっただけ
と考えることもできる。本稿において評価対象とし
た試験片の仕様は全て素材が SS400の鋼板であり、
素地調整は ISO Sa2･1/2でグリットブラスト処理さ
れ、無機又は有機のジンクリッチペイントがあり、
3層から 6層の工程塗りされたものであり、塗装仕
様の共通点が多い試験片のみである。それにもかか
わらず個々の試験片の値にばらつきがあることか
ら、促進倍率は一律にはならず、ばらついた値とし
て捉えなければならないとも考えられる。本稿で促
進倍率の指標としたカット部からのさび・膨れの現
象は計算で予測できるものではなく、多くの暴露試
験片を観察してきた経験上、常に決まった挙動とな
るわけではない。本稿で用いた方法では個々の試験
片に対して促進倍率を適切に算出することは容易で
はないと考えられ、またその一方で、本稿では塗膜
劣化現象のうちのカット部からのさび・膨れという
限定した現象のみを扱っただけであり、別の劣化現
象に着目すれば異なる結果となった可能性がある。

5.　まとめ

　東京、沖縄、北陸の 3暴露場にて 10年間の暴露試験
と耐複合サイクル防食性試験の最長 29か月の評価結果
を用いて、2種類の方法にて促進倍率の算出を行った。
評価結果のうち、カット部のさび・膨れ幅の数値を用い、
算出方法としては、(1)要した期間の比較による算出、
(2)傾きの比較による算出とした。いずれの方法におい
ても試験片によるばらつきが大きく、平均値で比較する
と北陸＜沖縄＜東京の順に促進倍率の数値が大きくなる
結果となった。得られた平均値を塗膜の耐久性を検討す
る際に参考として用いて良いかについては十分な検証が
必要であると考えられ、今後も促進倍率の算出について
様々な方法や目線での評価や検討、考察が必要であると
考える。

【参考文献】

1) 　(一社)日本鋼構造協会：一般塗装系塗膜の重防食
塗装系への塗替え塗装マニュアル ,pp.4-6,2014

2) 　藤原博 ,田原芳雄：鋼橋塗装の長期防食性能の評価
に関する研究 ,土木学会論文集 ,Vol.1997,No.570,Ⅰ
-40,pp.129-140,1997

3) 　後藤俊吾 ,原田拓也：薄膜重防食塗装系の長期暴
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集 ,pp.13-22,2018

4) 　後藤俊吾 ,後藤宏明：薄膜重防食塗装系補修仕様の
性能評価 ,日塗検ニュース ,No.140,pp.7-16,2018

5) 　吉田豊彦：塗膜のおけるふくれの発生と成長（その
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6) 　吉田豊彦：塗膜のおけるふくれの発生と成長（その
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－ 32 －



1.　まえがき

　2019年の ISO/TC 35（塗料とワニス専門委員会）国際
会議は、中国常州塗料化工研究院が主催し上海にある中
海油上海ビルにおいて 5月 20日から 24日の日程で開催
された。
　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（コンクリート用保
護塗料）、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の各会議には欧米諸国（米国、英国、ドイツ、
オランダ、スイス、スウェーデンなど）、またケニヤか
らも１名参加、主催国の中国からは多数の参加があった。
なおアジアからは、日本と中国のみであった。
　SC 9では 4つの WG 委員会において３日間に渡って会
議が行われ、4日目に SC 9委員会において各 WG推奨事
項に対しての決議が行われた。日本からは以下の 8名が
参加した。
　小川　修：TC 35国内事務局　(一社)日本塗料工業会
　道井　誠： TC 35/WG 4委員　日本ペイントホールディ

ングス㈱
　田邊康孝：TC 35/SC 15委員　大日本塗料㈱
　加藤伸佳：TC 35/SC 9委員長　大日本塗料㈱
　田邉弘往： TC 35/SC 9/WG 29副主査・WG 32委員　
　　　　　　(一社)日本塗料工業会
　喜多英雄：TC 35/SC 9/WG 31委員　スガ試験機㈱
　野村英治：TC 35/SC 9/WG 31主査　関西ペイント㈱
　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）

　日本から出席した 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 20日㈪  9：00 ～ 10：00

 オープニングセレモニー
 （参加者約 110名）

 10：00 ～ 17：00　 SC 9/WG 32

 （参加者 20名）
　5月 21日㈫  9：00 ～ 12：30　 SC 9/WG 29

 （参加者 18 名）
　5月 22日㈬  9：00 ～ 12：30　 SC 9/WG 30

 （参加者 28 名）
 13：30 ～ 17：00　 SC 9/WG 31

 （参加者 23 名）
　5月 23日㈭  9：00 ～ 12：30　 SC 9委員会
 （参加者 22 名）
　5月 24日㈮  14：00 ～ 17：00　 TC 35総会
 （参加者 23 名）

　SC 9の各 WG会議での審議事項及び決議内容に関し、
以下に報告する。

　【参考】略語（開発段階、用語）
　　 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，SR：定期見直し，TR：技術
報告書，TS：技術仕様書，PL：プロジェクトリーダー，
RRT：ラウンドロビンテスト

2.　トピックス（日本提案関係）

　・ WG 31（硬化後の性能）：ISO/DIS 22969, Paints 

and varnishes ̶ Determination of solar 

reflectance（日射反射率の求め方）の国際標準化
　　 　2017年 5月 TC 35デルフト国際会議にて承認さ
れた、JIS K 5602をベースとした新規提案（NWIP）
（プロジェクトリーダー：スガ試験機㈱ 須賀委員）
について、国際事務局より国際規格案（DIS）投票
終了後段階にあるとの報告があった。各国からコメ
ント無しで承認されたため最終国際規格案（FDIS）
を経ずして発行の準備段階となり、7月 20日に ISO 

22969として発行されるに至った。
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3.　TC 35/SC 9/WG 29（電気化学的試験方法）

　・準備業務項目（PWI）
　　⑴ 　Proposal for ISO/TR, Sources of error when 

using electrochemical impedance spectroscopy 

(EIS) for the evaluation of coatings and 

coating materials（電気化学的インピーダンス
分光法 (EIS)におけるエラー要因）に関する TR

の提案
　　　 　Jörg Vogelsang氏（スイス）より作業原案（WD）

が説明され、その内容について討議が行われた。
タイトルの一部修正などを加えて SC9への正式な
提案とすることで合意された。日本にもサポート
を求められ参画することに同意した。

　　⑵ 　International round robin tests for EIS 

measurement with coated samples instead of 

dummy cells（塗装サンプルによる EIS測定にお
ける国際ラウンドロビンテスト）の結果報告

　　　 　2017年デルフト会議で進めることになったラ
ウンドロビンテスト（RRT）の結果がまとまり、
PLの Vogelsang氏よりその報告が行われた。RRT

では 13機関の参加により 4種類の塗膜の試験が
行われ、例外を除けば良好な結果が得られた。次
のステップとして、サンプル種を 1つに絞って
より厳密な測定条件で RRTを行うことが決定され
た。日本からの参加については国内委員会で協議
し決定する予定である。

　　⑶ 　Electrochemical noise measurement（電気化

学的ノイズ測定法）の提案
　　　 　提案者の Douglas Mills氏（英国）は欠席した

が、そのメッセージの中で NWIP案を英国国内委
員会へ提案する予定である、とのことであった。
この点に関しては異議なく了承された。

4.　TC 35/SC 9/WG 30（硬化前塗料の性能）

　4.1　改訂事案

　　⑴ 　ISO/CD 1524 (Ed 5), Paints, varnishes and 

printing inks ̶ Determination of fineness 

of grind（ワニス及び印刷インキ－分散度の測定）
（対応 JIS：K 5600-2-5）

　　　 　2018年 SRで改訂となった事案で、主な改訂点
としてゲージ材質に焼き入れ鋼材以外の材料も使
用できるようにしている。CD投票においてコメ
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ントはなく、また会議でもなかったことから DIS

へ進めることが合意された。
　　⑵ 　ISO 3219:1993, Rheology（レオロジー）の全

面改訂による 5つの Partの開発（対応 JIS：K 

7117-2）
　　　-  Part 1: General terms and definitions for 

rotational and oscillatory rheometry（第 1

部 一般用語と回転及び振動によるレオロジー
測定の定義）

　　　-  Part 2: General principles of rotational 

and oscillatory rheometry（第 2部 回転及び
振動によるレオロジー測定の一般原理）

　　　-  Part 3: Test procedure and examples for 

the evaluation of results（第 3部 試験方法
と結果評価の例）

　　　-  Part 4: Measurement “errors” caused by 
sample and application（第 4部 サンプルの
測定誤差と応用）

　　　-  Part 5: Calibration, Adjustment,　　 

Verification（第 5部 校正、調整、検定）
　　　 　本規格は TC 61/SC 5から昨年移管され共同で

開発している。PLの Cornelia Küchenmeister-
Lehrheuer氏（ドイツ）より第 1部，第 2部の WD

が示され、審議の結果、2つとも NWIPとして進
めることで合意された。CDドラフトは 2020年 2

月 1日までに配信される。第 3部は RRTが終わり
WDがまもなく完成の予定で、第 4部、第 5部に
ついても作業を開始したとの説明があった。これ
らは PWIとして登録されることになった。

　　⑶ 　ISO/DIS 3233-1(Ed 2), 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
性物質の容量分率の測定－第１部 不揮発分及び
アルキメデスの原理による乾燥膜密度を測定する
ため塗装試験パネルを用いる方法）（対応 JIS：
無し）

　　　 　2018年 SRで改訂となった事案で、主な変更点
として、試験板の最小塗膜を 25mgとすることが
追加された。DIS投票では実質的に編集上の訂正
コメントのみで、それらを修正した文書で FDIS

へ進めることが合意された。
　　⑷ 　ISO/CD 15528 (Ed 3), Paints, varnishes and 

raw materials for paints and varnishes ̶ 

Sampling（サンプリング）（対応 JIS：K 5600-1-

2）
　　　 　2018年 SRで改訂となった事案で、今回 ISO 

8130-9（粉体塗料サンプリング）廃止に伴い、粉
体塗料のサンプリングが加えられた。CD投票で
コメントなかったため、DISへ進めることが合意
された。

　　⑸ 　ISO 15091, Paints and varnishes ̶ 

Determination of electrical conductivity and 

resistance（導電性と抵抗の求め方）（対応 JIS：
無し）

　　　 　2018年 SRで継続が決議されたが Table A.1 内
の数字に間違いのあることが分かり、「軽微な改
訂」を実施することが合意された。

　4.2　新規格作業事案

　　⑴ 　ISO/DIS 22553-1～ -6, Paints and varnishes 

̶ Electro-deposition coatings（電着塗装）（対
応 JIS：無し）

　　　-  Part 1: Terminology and general principle

（第 1部 用語及び一般原理）
　　　- Part 2: Throwing power（第2部 つきまわり性）
　　　-  Part 3: Compatibility of electro-deposition 

coating materials with a reference oil（第
3部 標準オイルとの混和性） 

　　　-  Part 4: Compatibility of electro-deposition 

coating materials with liquid, paste-like 

and solid foreign materials（第 4部 液体、
ペースト状、及び固体異物との混和性）

　　　-  Part 5: Determination of sieve residue（第
5部 ろ過残渣）

　　　-  Part 6: Entry marks（第 6部 エントリーマー
ク）

　　　 　自動車用電着塗装に関するシリーズ化された新
規規格である。中央事務局から第 1部は純粋な
Vocabulary（用語と定義）規格とすべきとのコメ
ントがあり、対象となる第 1部第 5箇条 「ラボ電
着装置」の技術説明を必要とする他の Partに移
す変更がなされた。さらにその他のコメントに従
い修正されたドラフトを FDISへ進めることが合
意された。

　　⑵ 　ISO/WD 22553-7～ -9, -11, -12, Paints and 

varnishes ̶ Electro-deposition coatings（電
着塗装） （対応 JIS：無し）
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　　　-  Part 7: Electrical wet-film resistance（第
7部 ウエット膜電気抵抗）

　　　-  Part 8: Electric charge density（第 8部 電
荷密度）

　　　-  Part 9: Stoving loss（第 9部 加熱減量）
　　　-  Part 11: Bath stability（第 11部 浴安定性）
　　　-  Part 12: Sedimentation on horizontal areas

（第 12部 水平上面への沈降性）
　　　 　自動車用電着塗装シリーズの後続規格である。

NP投票では重要な技術的変更に関するコメント
が無かったとの事務局の説明があり、また各パー
ト個々の議論は無かったことから CD段階をス
キップし DISへ進めることが合意された。

　　⑶ 　ISO/DIS 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形塗料中の溶剤分析）
（対応 JIS：無し）

　　　 　DIS投票のコメントで提案された最新技術の方
法を加える必要性について議論された。TC 35/

WG 1（VOC）に属する類似規格として現在改訂中
の ISO 11890-2（VOCの測定 -GC法 , 対応 JIS：K  

5601-5-1）にも同様な課題がある。協議の結果、
現在本規格案を TC 35/WG 1へのプロジェクトに
移管し ISO 11890-2と統合する提案が合意された。

着塗装）
　　　-  Part 10: Edge protection（第 10部 端面防錆

性）
　　　-  Part 13: Determination of resolving behavior

（第 13部 析出膜の溶解挙動）
　　　-  Part 14: Deposition behaviour（第 14部 析

出挙動）
　　　 　PLの Petra Herrmann氏（ドイツ）より、生産

ラインでの課題から必要性が説明された。第 13

部及び第 14部は NWIPとして進めることが合意さ
れた。第 10部は現在データ取得中で提案は次回
になる予定とのことである。

　　⑵ 　ISO/NWIP XXXXX-1 ～ -3, Determination of 

preservatives in water dilutable coating 

materials（水性塗料中の保存料の測定）
　　　 　ドイツ、フィンランド、イタリア、中国、オラ

ンダから共同開発として 3つの Partからなる規
格が提案され、検討が進められることになった。

　　　-  Part 1: Determination of in-can fee 

formaldehyde（第 1部 塗料中の遊離ホルムア
ルデヒドの測定）

　　　-  Part 2: Determination of in-can total 

formaldehyde（第 2部 塗料中の全ホルムアル
デヒドの測定）

　　　-  Part 3: Determination of isothiazolinones 

with HPLC-UV and HPLC-MS/MS（第 3部 : HPLC-

UVと HPLC-MS/MSによるイソチアゾリノン類の
測定）

　　　 　中国国内規格 GB/T Green products assessment 

̶ coating materialsやヨーロッパでも規制が
行われていることから、測定方法の規格化が求め
られている。国際規格がないため各国の規格と整
合させながら開発を進めていくとの説明があっ
た。なお、分科委員会 SC16（分析）が設立されれば、
そちらに移動される見込みである。

5.　ISO/TC 35/SC 9/WG 31（硬化後塗料の性能）

　5.1　改訂事案

　　⑴ 　ISO/WD 2409, Paints and varnishes ̶ Cross-

cut test（付着性試験）（対応 JIS：K 5600-5-6）
　　　 　2018年 SRにて改訂となり今回提出された WD

について議論を行った。提案された現状に即した
シングル及びマルチカッティングツールの必要要
件の更新、塗装工程箇条の削除について協議が行
われ、いずれも同意された。改訂された文書は

　4.3　 2019 年定期見直し（SR）

　 　見直し規格のないことを確認した。

　4.4　新規提案（NWIP）

　　⑴ 　ISO/NP 22553-10, -13, -14, Paints and 

varnishes ̶ Electro-deposition coatings（電
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CDをスキップして DISに進めることが合意され
た。

　　⑵ 　ISO 2813:2014, Paints and varnishes ̶ 

Determination of gloss value at 20°, 60° 

and 85°（20°, 60°及び 85°での光沢度測定）（対
応 JIS：Z 8741）

　　　 　2016年に CIEと改訂作業を開始したが、CIEで
の光沢度測定に関する改訂が進んでいないことか
ら期限切れとなった。何も進展がないので一旦中
止するとし、CIEでの作業進行による提案がまと
まってから対応することが合意された。

　　⑶ 　ISO/DIS 2810, Paints and varnishes ̶ 

Natural weathering of coatings ̶ Exposure 

and assessment（塗膜の屋外暴露耐候性－暴露方
法・条件及び評価（対応 JIS：K5600-7-6）

　　　 　2018年の SRにより軽微な改訂と決議され WD

が提案されたが、後日、技術的改訂の必要から再
決議が行われ、DIS投票から回付・審議されるこ
とが合意された。

　　⑷ 　ISO/DIS 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－第 3部 石壁
及びコンクリート向け塗料の隠ぺい力の求め方）
（対応 JIS：K5600-4-1）

　　　 　PLの Nicole Borho氏（ドイツ）より、水性塗
料に適用される Method Cの RRTがヨーロッパ基
準に十分対応していないことがわかり追加の試験
をする必要があるとの説明があった。期限が迫っ
ているため、予備データで FDIS投票を行い規格
の発行を進めることになった。

　　　 　一方、Method A及び Method Bはデータ精度が
悪いため必要なければ削除したいとの提案があっ
た。日本としては、Method A、Bが国内必要の有
無を確認し、必要であれば来年の国際会議にデー
タを提示することとした。

　　⑸ 　ISO/WD 15184:2012, Paints and varnishes 

̶ Determination of film hardness by pencil 

test（鉛筆による塗膜硬度の求め方）（対応 JIS：
K 5600-7-6）

　　　 　2018年 SRにて改訂が決議され、今回 WDが提
示された。協議の結果、提案の 1)塗面への力を 7.5 

(=765g) ± 0.1Nから 7,35 (=750g) ±0.1Nへ誤
りの訂正、2)「凝集破壊を生じない最小の鉛筆硬
度を決定する試験をしても良い」を類似規格との

混同を避けるため削除、に加え 3)手順に装置を
押し動かす距離と速度について記述がないことか
ら「ゆっくり低速度で動かし、評価できるのに十
分な長さの距離」の一文を追加する改訂を行うこ
とで DISに進めることが合意された。

　　⑹ 　ISO/WD 16474-3, Paints and varnishes ̶ 

Methods of exposure to laboratory light 

sources ̶ Part 3: Fluorescent UV lamps（促
進耐候性試験方法－紫外線蛍光ランプ）（関連
JIS：K 7350-3）

　　　 　2018年ブルノ会議で改訂が提案され、今回 WD

が提示された。協議の結果、1) 7.2のブラック
パネルとブラック標準センサー間での温度差に関
する訂正、2) Table 4の水噴霧時の温度は制御
しない、とした WDの通りの内容で直接 DISに進
めることが合意された。

　　⑺ 　ISO/WD 20566, Paints and varnishes ̶ 

Determination of the scratch resistance of a 

coating system using a laboratory-scale car-

wash（実験室自動車洗車機による引っかき抵抗性
の測定）（対応 JIS：無し）

　　　 　2018年 SRにて改訂が決議され、今回 WDが提
示された。SRでのコメントに基づき、水温の規
定を削除するなどの改訂が行われていることを確
認した。会議ではコメントはなく、そのまま CD

をスキップし DISに進めることが合意された。
　　⑻ 　ISO/WD 28199-1～ -3，Paints and varnishes 

̶ Evaluation of properties of coating 

systems related to the application process（塗
装プロセスにおける塗装システムの特性評価）（対
応 JIS：無し）

　　　-  Part 1: Relevant vocabulary and preparation 

of test panels（第 1部 関連用語及び試験板
の準備）

　　　-  Part 2: Colour stability, process hiding 

p o w e r ,  r e - d i s s o l v i n g ,  o v e r s p r a y 

absorption, wetting, surface texture and 

mottling（第 2部 色安定性、複層膜隠ぺい力、
再溶解、オーバースプレー吸収性、濡れ性、表
面肌及びまだら）

　　　-  Part 3: Visual assessment of sagging, 

formation of bubbles, pinholing and hiding 

power（第 3部 たれ、泡形成、ピンホール及び
隠ぺい力の目視評価）

　　　 　何れも 2018年 SRにて改訂が決議された事案で
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ある。PLの Herrmann氏より、現在ドイツグルー
プが WDを作成中で間もなく回付の予定である、
との報告があった。

　5.2　2019 年定期見直し（SR）の結果

　 　対象規格の全てが継続と決議された。規格を下記に
列記する。
　　⑴ 　ISO 16474-1:2013, Paints and varnishes 

̶ Methods of exposure to laboratory light 

sources ̶ Part 1: General guidance（促進
耐候性試験－第 1部 一般指針）（関連 JIS：K 

7350-1）
　　⑵ 　ISO 16474-2:2013, Paints and varnishes 

̶ Methods of exposure to laboratory light 

sources ̶ Part 2: Xenon-arc lamps（促進耐候
性試験－第 2部 キセノンアーク灯）（関連 JIS：
K 5600-7-7，K 7350-2）

　　⑶ 　ISO 16474-4:2013, Paints and varnishes 

̶ Methods of exposure to laboratory light 

sources ̶ Part 4: Open-flame carbon-arc 

lamps（促進耐候性試験－オープンフレームカー
ボンアーク灯）（関連 JIS：K 7350-4）

　　⑷ 　ISO/TS 19397:2015, Determination of 

the film thickness of coatings using an 

ultrasonic gage（促進耐候性試験－超音波測定
による膜厚の求め方）（対応 JIS：無し）

　5.3　その他の新規提案

　　⑴ 　Revision of ISO 11997-1, Paints and 

varnishes ̶ Cyclic corrosion testing of 

coating systems on materials and components 

in automotive construction（自動車を構成する
材料と部品の塗装系へのサイクル腐食試験）の改
訂

　　　 　Herrmann氏より、3つの大きく異なる条件の
チャンバーを用い（-15℃を含む）の塗板を入れ
替えて行うサイクル試験法で、鋼板と亜鉛めっき
鋼板の比較、アルミニウム板の糸錆再現性につい
て評価を行う、との説明があった。ISO 11997-1

に新たに Cycle Eとして追加することで検討を進
める。

　　⑵ 　ISO/CD 16926:2012, Paints and varnishes 

̶ Natural weathering of coatings ̶ 

Determination of corrosion protection 

performance（塗膜の屋外暴露耐候性－防食性能

の求め方）
　　　 　2012年に期限切れで中止となっていたが再開

の提案があった。自動車塗料の防食試験にも引用
される。CIB投票にて再開の決議を行うことで合
意された。

　　⑶ 　ISO/NWIP 20567-4, Paints and varnishes 

̶ Determination of stone-chip resistance 

of coatings ̶ Part 4: Mobile multi-impact 

testing, small testing area（塗装の耐チッピ
ング性－自動車向け小面積多重打撃試験）

　　　 　Herrmann氏より、ハンディー型の装置を用い
2cm × 2cmの範囲で行う新たな試験方法の説明が
あった。基材に鋼材とプラスチックを用いた RRT

が予定されている。

6.　 ISO/TC 35/SC 9/WG 32（風力発電ローターブレード

用塗料）

　6.1　 リエゾン報告　IEC/TC 88/PT 61400-5（風力発

電ローターブレード）

　　 　Florian Feil氏（ドイツ ,IEC/TC 88リエゾン担
当者）が 2018年 グラスゴー（英国）での会議に参
加し、その報告が行われた。関係トピックスとし
てはローターブレードの a) 表面仕上げ及び b) エ
ロージョンに関する項目があるが、本委員会で開発
された ISO/TS 19392シリーズとは重複していない
ことが確認された。

　6.2　ASTM との協業

　　 　Oscar Cordo氏（米国）より、ASG G02.10（Sub-

committee on Erosion by Solids and Liquids）WG 

1における開発に関し、関連する 2つの規格につい
て報告があった。

　　⑴ 　G73 - Standard Test Method for Liquid 

Impingement Erosion Using Rotating Apparatus

　　⑵ 　G76 - Standard Test Method for Conducting 

Erosion Tests by Solid Particle Impingement 

Using Gas Jets　
　　　資料は後日、WG 32委員へ配信される。

　6.3　準備業務事案（PWI）

　　⑴ 　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（風力発電ローターブレード
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の塗装システム－第 4部 降雨エロージョンと組
合わせた氷付着性の測定と評価）

　　　 　昨年のブルノ会議で PWIに登録された規格で、
今回ドラフトが提示され議論が行われた。本案で
は評価として重量減少を見ており、タイトル中の 

”Ice adhesion” は適切でないとの議論が交わさ
れ、”Influence of rain erosion damage on the 

ice formation on rotor blade“ と変える提案
がなされた。

　　⑵ 　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（風
力発電ローターブレードの塗装システム－第 5部 

ローターブレード塗材・塗装システムの耐 UV性
能）

　　　 　PLの Feil 氏により今回ドラフトが提案され
た。これは現在の欧州規格案 prEN 927-12（木材
塗料向け）に基づいている。この文書の目的は
UV透過特性に特化し、経時劣化を顧慮していな
いとの説明があった。今秋の会議で公式に開発業
務に移す協議に入る。

　6.4　新規 PWI 提案

　　⑴ 　Revision of ISO/TS 19392-1, Paints and 

varnishes ̶ Coating systems for wind-

turbine rotor blades ̶ Part 1: Minimum 

requirements and weathering（風力発電ローター
ブレードの塗装システム－第 1部 必要要件と耐
候性）の改訂

　　　 　PLの Feil氏からドイツ国内委員会にて表１に
あるローターブレード前縁部の光沢値の改訂提案
が出されたことの紹介があった。前縁部は他の部
分と比較して、より高い光沢値が一般に受け入れ
られるとのことである。改訂準備のため PWI登録
することが合意された。

　　⑵ 　ISO/PWI TS 19392-6, Paints and varnishes 

̶ Coating systems for wind-turbine rotor 

blades Part 6: Determination and evaluation 

of ice adhesion（風力発電ローターブレードの
塗装システム－第 6部 氷付着性の求め方と評価）

　　　 　Feil氏よりローターブレードへの氷付着に関
する国際的な研究プロジェクトについて報告が
行われた。RRTが 2019年夏に開始される予定で、
テスト中に再現性のあるテスト結果を得るために

パラメータを指定することが提案された。協議の
結果、PWIとして開始することが合意された。

　6.5　開発提案事案（アイデア段階も含む）

　　⑴ 　Revision of ISO/TS 19392-2, Paints 

and varnishes ̶ Coating systems for 

wind turbine rotor blades ̶ Part 2: 

Determination and evaluation of resistance 

to rain erosion using rotating arm（風力発電
ローターブレードの塗装システム－第 2部 回転
アームを用いる降雨エロージョン耐性）の改訂

　　　 　Feil氏により、現在試験について市場を主導
しているデンマークの仕様書から特定の試験装置
について報告があり、現在の市場をよりよく反映
するために ISO/TS 19392-2の要件を狭める必要
があるとの改訂提案がなされた。

　　⑵ 　Review of ISO/TS 19392-3, Paints 

and varnishes ̶ Coating systems for 

wind-turbine rotor blades ̶ Part 3: 

Determination and evaluation of resistance 

to rain erosion using water jet（風力発電ロー
ターブレードの塗装システム－第 3部 ウォー
タージェットを用いる降雨エロージョン耐性の見
直し）

　　　 　Feil氏から現在、本用途について情報を集め
ているとの報告が行われた。中国 Tao氏より将来
の改訂のために精査データを集めるとの提案があ
り、了承された。今のところ改訂の必要はないと
の認識が共有された。

　　⑶ 　その他の開発提案事案
　　　 　昨年の会議でリストアップされた事案で、次回

以降の会議で取り上げ継続して議論していくこと
が確認された。

　　　⒜ 　ISO/PWI TS 19392-X, Paints and varnishes 

̶ Coating systems for wind-turbine rotor 

blades ̶ Part X: Determination and 

evaluation of resistance to hail（耐ひょう・
あられ性の求め方と評価）

　　　⒝ 　ISO/PWI TS 19392-X, Paints and varnishes 

̶ Coating systems for wind-turbine rotor 

blades ̶ Part X: Determination and 

evaluation of resistance to soiling（耐汚
染性の求め方と評価）

　　　⒞ 　ISO/PWI TS 19392-X, Paints and varnishes 

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

evaluation of mold, algea and biofilm 

growth（かび、藻類、バイオフィルム成長の求
め方と評価）

　　　⒟ 　 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（弾性 (動的 )及び粘弾性）

　6.6　次回の会議

　　以下の 2つの会議が合意された。
　　⑴ 　2019年 10月 22日、英国ロンドン（オンライ

ンでの参加も可能）、または、物理的な会議が不
可能な場合は、同じ日にオンライン会議が開催さ
れる。

　　⑵ 　2020年、米国ピッツバーグ（ペンシルベニア州）
　　 　将来の会議では、年次の技術 WG会議、及び ISO/

TC 35国際会議での WG会議委員会に合わせて組織
会議を開催することが検討されている。

7.　TC 35/SC 9（塗料の一般試験方法）

　7.1　 各 WG からの会議報告と SC 9 への決議推奨

　 　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、SC 9への決議推奨事案が説明された。

　7.2　ASTM と ISO 間の協業における情報交換

　 　情報ファイルの更新とアクセス方法の説明があっ
た。

　7.3　決議事項の承認

　 　各 WGからの推奨事案の決議が行われ、全ての事案
が承認された。内容については上記各 WGの報告項を
参照されたい。

8.　TC 35（塗料とワニス）総会

　8.1　 新 SC の提案

　 　TC 35/WG 1 (VOC)を昇格させ分析関連規格をひと
まとめにした TC 35/SC 16　(Chemical analysis)の
設立提案が提案され、全会一致で承認された。

　8.2　 各 SC、WG、リエゾンからの報告

　 　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。
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写真 -5　TC 35/SC 9 委員会（会議後の集合写真）



　8.3　今後の開催候補地

　 　2020年は米国ピッツバーグに決定しており、米国
代表の Lydia M. Frenzel氏よりビデオを用いてピッ
ツバーグ及び会場（PPG本社）の紹介が行われた。
2021年はベルリンに決まっている。2022年について
は、フランスでの開催の可能性を検討することになっ
た。

　8.4　 決議の承認

　 　全ての決議事項が承認され、閉幕した。

9.　あとがき

　 　今回で 3回目の TC 35国際会議への参加となった。
今回は中国での初めての開催であったが、事前のホテ
ル手配、空港からの送り迎え、開催地での食事に関す
る便宜、立派な開催会場、その他のイベント全てにお
いて素晴らしい「おもてなし」を受けた。また、会議
においては、中国の技術者は各会議に 3人から 11人
が参加しており、流ちょうな英語でトコトン議論をす
る姿勢など非常に積極的で勢いを感じた。日本として
は、意思をしっかり伝える上で会議での発言力や存在
感を高めていく必要がある。一方、ヨーロッパ主導の
現状に対しアジアの存在感を高めるためにも中国や韓
国との連携を強めていくことが重要であると改めて考
えさせられた。
　 　最後に、様々な規格案の審議が行われる中、国内委
員会の皆様には多大なるご協力をいただいたことに感
謝を申し上げるとともに、引き続きご支援ご協力をお
願いする次第である。
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　欧米等で第四次産業革命（IoTや AIによるデジタル
革新）への対応が進められる中、日本の産業が目指す姿
として、データを介してヒト、機械、技術、システム
等、様々なものがつながることで新たな付加価値の創出
を目指す「Connected Industries」というコンセプトを
2017年に世界へ向け発信しました。＊ 1)

　また、欧米等で国際市場獲得の手段としての標準の活
用、さらにサービス、マネジメント分野への標準化対象
の拡大等を進めるなか、日本における標準化活動の基盤
となる JIS規格の制定及び JISマーク表示制度を定めた
工業標準化法（JIS法）を 2018年 5月 30日に改正し、
改正 JIS法となる産業標準化法が 2019年 7月 1日に施
行されました。
　また、同法の施行に併せ、「JISマーク表示制度」及
び「JNLA制度関連」の命令・省令等関連法令の改正・
制定が行われました。
　なかでも、認証事業者に対する品質管理体制の審査の
基準等を定めた「鉱工業品及びその加工技術に係る日本
産業規格への適合性の認証に関する省令（以下「JIS省

令」という。）」の交付により、今回の法改正の全容が明
らかになりました。
　そこで、JISマーク表示認証事業者に対し改めて改正
JIS法である「産業標準化法」の概要、法改正により新
たに追加された認証事業者に対する要求事項等について
ご確認いただくとともに、法施行に伴い当協会が発行し
た認証書類等の書換えについてお知らせします。

1.　産業標準化法の概要

　 　敗戦後の日本工業復興を目指し、1949年に制定さ
れた工業標準化法は、製品規格（JIS）の作成により、
製品の種類、材料、形状、品質、寸法などを標準化す
ることで品質の安定と生産効率の向上を図り、国際的
に日本製品＝高品質という評価を得てきました。
　 　世界的な標準化が進む中、70年ぶりに工業標準化
法を改正し、JIS対象範囲の拡大、法律名を産業標準
化法に改める等の大幅改正が行われました。

　　改正のポイントは以下のとおりです（表 -1参照）。
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一般財団法人 日本塗料検査協会
認証業務品質管理者　河　村　マ　リ

産業標準化法（改正 JIS 法）に基づく JIS マーク認証

表 -1　産業標準化法の改正ポイント

内　　容 概　　要

⑴ JISの対象拡大・名称変更 ・ 法律名を「産業標準化法」に変え、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格（JIS）」
に改められた。
・ 産業標準化の対象（同法第２条）に電磁的記録（データ）、役務（サービス）が
追加された。＊ 2)

・ 経過措置（同法附則）として、旧 JIS法に基づく JISは次の改正までの間、JIS

マーク認証等は新法に基づくとみなすとされた。

⑵  JIS制定手続きの迅速化　
（新スキームの追加）

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）への付議を不要にした。

⑶ 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が１億円に引き上げられた（行為者
（個人）に対する罰金刑は、従来どおり上限 100万円）。

⑷ 国際標準化の促進 法目的（同法第１条）に国際標準化の促進を追加するとともに、産業標準化及び
国際標準化に関する国、国研・大学、事業者等の努力義務規定注）を設けた。
〔注）「努力をすること」の義務付け：義務規定ではないが、法律の趣旨からすれ
ばぜひ守ってもらいたい事項〕



2.　法改正に伴う認証事業者の対応

　 　法施行に伴い、産業標準化法に設けた委任規定への
対応等で「JISマーク表示制度」及び「JNLA制度関連」
の 6本の命令・省令の改正・制定、9本の告示の改正・
制定が行われました。＊ 3)

　 　なかでも、JIS省令は、認証機関、認証事業者に関
する具体的要求内容が規定されており、認証事業者に
関わる改正点の概要は以下のとおりです。

　　認証に関する提出書類等の様式

　　 　2015年 6月の閣議決定で、行政機関が法人に係
る情報を公開する際に法人番号を併記することにな
り、JIS省令に反映されました。これにより、事業
者が認証取得時に提出する「認証申請書」の記載事
項に申請者の法人番号を追加しました。

　　一時停止の公表

　　 　2009年 7月の JIS Q 1001「一般認証指針」改定
により、認証機関は、一時停止を行った場合、公表
事項のうち、該当部分を修正することで対応してき
たが、JIS省令（第 14条第 1項表中第 2号）にそ
の事実を公表する旨が規定されたため、取消し時の
対応と同様、当協会のホームページ上に「一時停止
の一覧」として公表します。

　　違反事業者に対する措置

　　 　違法な表示等により認証機関から一時停止又は取
消しを受けた認証事業者に対し、以下の措置が追加
されました。

　　①　一時停止を受けた認証取得者
　　　 　一時停止の解除後、1年以内に臨時の維持審査

を行う（第 9条表中第 7号）。
　　②　取消しを受けた認証取得者
　　　 　再取得後、最初の 3年間は毎年臨時の維持審査

を行う（第 10条第 2項）。

3.　産業標準化法施行に伴う認証書類等の書換え

　 　当協会が法施行日以降に発行する認証書類は、全て
改正 JIS法による表記になります。
　 　したがって、認証事業者からの「認証の変更届」及
び「維持審査申請書」により、2019年 7月 1日以降
に発行する認証書類（表 -2参照）は、法改正版に順
次書換えを行います。
　 　また、認証取得時に締結した「認証契約書」は、今
回の法改正により表記及び契約内容等の一部修正（又
は追記）を行いましたので、内容等をご確認の上で再
度契約を締結させていただきます。
　 　また、法施行日前に発行した認証書類（認証書、表
示に関する管理要綱、認証契約書）は、書換えまでの
間、登録認証機関協議会（JISCBA）ホームページのト
ピックに掲載された「産業標準化法施行に伴う用語及
び法・省令箇条等の改正一覧」（事業者向け抜粋版）＊ 4)

による読替えをお願いします。
　 　なお、表 -1の (1)に記載した経過措置のとおり、
これら認証書類の書換えが終了するまでの間、旧法に
よる表記は有効となります。

4.　まとめ

　 　今回の法改正により、法律名が「産業標準化法」に
変更され、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格
（JIS）」に改められられるとともに、規格作成のスピー
ドアップ、標準化の対象にサービス・データ等の追加、
他法令に合わせた罰則の強化が行われました。
　 　当協会は、旧法表記で発行済みの認証書類の書換え
を第 3項に記載したとおり実施し、遅くとも次回の維
持審査までに全ての認証書類の書換えを終了させる予
定ですので、書換え終了までの間は改正法への読替え
をお願いいたします。
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表 -2　法改正による認証書類等の書換え対応表

認証契約書類等
変更届（変更の対象）

維持審査
認証製品 種類又は等級 製造工場 調色工場

日本産業規格表示認証書 － 〇 〇 － 〇

　　　　　　　附属書 － 〇 〇 － 〇

　　　　　認証書別紙 〇 〇 〇 〇 〇

表示に関する管理要綱 〇 〇 〇 〇 〇

認証契約書（再契約） － － － － 〇



　 　また、国際的に標準化の対象がモノからサービスへ
と移行が進む中、産業標準化法の標準化の対象に役務
（サービス）が追加されました。総務省統計局データ
によると、2018年の就業者割合は、製造業（二次産業）
の 23％に対しサービス業（三次産業）が 73％となっ
ており、日本においても今後、サービス業に対する標
準化の流れが進むことで認証の対象分野の拡大が望め
ます。
　 　塗料業界におけるサービスとしては、塗装・施工等
が考えられますが、そのためには塗装・施工の品質、
品質の達成度（満足度）、品質の評価方法等を明確にし、
規格化する必要があります。
　 　また、品質の等級化、顧客満足度に大きく影響する
コストパフォーマンスやアフターサービス等に対する
扱いについても検討する必要があります。ただ、標準
化の対象に追加されたサービス（役務）、データ等に
ついては当然のことながら JIS認証の事例がなく、今
後の進展を注視ししながら対応を考えて行きたいと思
います。

【参考資料】下記 URLをご参照ください。
　＊ 1)  Connected Industriesの概要
　　　　 https://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170

320001/20170320001-1.pdf

　　　　 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_

service/connected_industries/index.html

　＊ 2) JIS法改正の概要
　　　　 https://www.meti.go.jp/policy/economy/

hyojun-kijun/jisho/jis.html

　＊ 3) JIS法改正により整備した関係法令
　　　　 https://www.meti.go.jp/policy/economy/

hyojun-kijun/jisho/jisho-kanren/index.html

　＊ 4)  「産業標準化法施行に伴う用語及び法・省令箇
条等の改正一覧」（事業者向け抜粋版）

　　　　 https://www.jsa.or.jp/datas/media/10000/

md_4608.pdf
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1.　はじめに

　一般財団法人 日本塗料検査協会（以下「当協会」と
いう。）では、東支部及び西支部で合計 3台のオートグ
ラフ（精密万能試験機）を所有しております。
　精密万能試験機はプラスチック、ゴム、金属、コンク
リートなどの試験体に対して、力を加えることにより変
形させ、力と変形量の関係を測定する強度試験機です。
　当協会では、この精密万能試験機を使用して、塗膜の
付着力、引張強度、伸び率などの塗料試験に限らず、モ
ルタルの曲げ圧縮強度、はく落防止工法の押抜き試験な
ど幅広い材料について試験を行っております。表 -1に
精密万能試験機の能力を示します。

2.　付着力試験

　試料（塗膜など）と試験基板（モルタル、鋼板など）
との間の付着力を測定する試験で、コンクリート表面被
覆材料や建築用仕上塗材など多くの塗膜の付着力試験に
使用しています。
　代表的な試験方法として、「JIS A 6909 建築用仕上塗
材 7.10 付着強さ試験」、「JSCE-K 531 表面被覆材の付
着強さ試験方法」などがあります。これらの規格では試
験速度が 1,500～ 2,000N/minと規定されており、制御
の難しい荷重での引張速度の制御も、精密万能試験機で
は自動で調整し精度良く試験することが可能です。
　付着力試験の様子を図 -1に、付着力試験後の試験体
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試験設備の紹介

オートグラフ（精密万能試験機）

一般財団法人 日本塗料検査協会

櫻　井　　　剛東支部 検査部

表 -1　精密万能試験機の能力

型式

（所有試験所）

AG-X 250kNplus

（西支部）

AG-I 250kN/XR

（東支部）

AG-X 50kNplus

（東支部）

メーカー 株式会社 島津製作所

ロードセル 1kN、20kN、250kN 1kN、50kN、250kN 50kN

試験力範囲 1N～ 250KN 50N～ 50kN

試験力精度 表示試験力の± 1％

クロスヘッド速度範囲 0.0005～ 500mm/min 0.0005～ 1000mm/min

クロスヘッド速度精度 ± 0.1％

超高速サンプリング機能 最高 0.2msec



を図 -2に示します。なお、通常は標準温度（23±2℃）
で試験を行いますが、精密万能試験機に併設された恒温
槽を併用することで、-30℃～ 60℃の範囲において任意
の温度で付着力試験を実施することが可能です。

3.　引張試験

　試料（ゴム、プラスチック、塗膜など）の引張強度及
び伸び率を測定する試験で、代表的な試験方法として
「JIS A 6021 建築用塗膜防水材 6.6 引張性能」、「JIS K 

6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方」
などがあります。これらの規格では、引張試験による強
度、試験片つかみ間の伸び率だけでなく、標線間の伸び
率についても規定されており、当協会では標線間の伸び
率は非接触伸び計 TRViewX800D（㈱島津製作所製）を併
用して測定しています。
　TRViewX800Dは JIS 0.5級の高精度の伸び計であり、

試験体に付したマーカー間の距離をビデオ撮影し、画像
解析により算出するため、非接触で測定することができ
測定時の試験片への影響を最小限に抑えることができま
す。引張試験の様子を図 -3に、引張試験後の試験片を
図 -4に示します。
　また、付着試験と同様に、精密万能試験機に併設され
た恒温槽を併用することで、-30℃～ 60℃の範囲におい
て任意の温度で引張試験を実施することが可能です。

4.　曲げ・圧縮試験

　モルタル及びコンクリートなどの曲げ・圧縮強度を測
定する試験で、代表的な試験方法として、「JIS R 5201 

セメントの物理試験方法 11 強さ試験」、「JIS A 1106 

コンクリートの曲げ強度試験方法」などがあります。ま
た、モルタル、コンクリートの試験に限らず、道路標示、
区画線などに使用される路面標示用塗料、コンクリート
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図 -1　付着力試験の様子

図 -3　引張試験の様子

図 -2　付着力試験後の試験体

図 -4　引張試験後の試験片

試験体

引張方向

引張治具の付着面

引張方向引張方向

試験片試験片

非接触伸び計非接触伸び計

試験体

引張方向

引張治具の付着面



のひび割れ補修に使用される建築補修用エポキシ樹脂の
圧縮試験などにも使用しています。曲げ試験の様子を図

-5に示します。

5.　押抜き試験

　鉄筋コンクリート構造物において、コンクリートの中
性化などにより内部の鉄筋が腐食し、その腐食膨張圧に
よってコンクリート片がはく落してしまうことを防止す
るために、コンクリート表面にはく落防止材が施工され
ています。
　代表的な試験方法である「JSCE-K 533 コンクリート
片のはく落防止に適用する表面被覆材の押抜き試験方
法」は、コンクリート片が押し出されることを再現した
試験であり、表面被覆材が有するコンクリート片のはく
落防止抵抗性を定量的に評価することが可能です。押抜
き試験の様子を図 -6に、押抜き試験後の試験体を図 -7

に示します。

6.　おわりに

　当協会の東支部及び西支部は、JNLA制度（産業標準
化法に基づく試験事業者登録制度）に定める試験事業者
として登録し、試験業務の品質向上と継続的な改善を行
うとともに、公平で透明性の高い試験をご提供させてい
ただいております。
　本稿でご紹介させていただいた試験以外にも、当協会
では精密万能試験機を使用した試験を多数行っておりま
す。試験に関するお問い合わせは、東支部又は西支部の
検査部までお願いいたします。
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図 -5　曲げ試験の様子

図 -6　押抜き試験の様子

図 -7　押抜き試験後の試験体

試験体試験体 曲げ方向

押抜き方向押抜き方向

試験体試験体

曲げ方向



表 -1　2018 年 9 月 1 日から 2019 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 認証終了日

該当製品なし

表 -3　2018 年 9 月 1 日から 2019 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 -4　2018 年 9 月 1 日から 2019 年 8 月 31 日までに JIS マーク表示の一時停止を請求した鉱工業製品

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　2018 年 9 月 1 日から 2019 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

JP0308011 アトミクス株式会社 JIS K 5663
合成樹脂エマルション
ペイント及びシーラー

2018年 11月 19日

JP0509008 大信ペイント株式会社 JIS K 5572 フタル酸樹脂エナメル 2018年 11月 19日
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ニ ュ ー ス

JIS マーク表示認証業務

　・ 当協会が 2018年 9月 1日から 2019年 8月 31日までの間に JIS認証した鉱工業製品は表 -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、並びに JISマーク表示の一時停止を請求した
鉱工業製品は表 -4のとおりです。

　・ 産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 2018年 9月 1日から 2019年 8月
31日までの間に発行した性能評価書はありませんでした。



表 -5　外部発表一覧（2018 年 9 月 1 日～ 2019 年 8 月 31 日）

発表題目 発表者 発表先（誌名） 出版／主催者

投稿

シラン系含浸コンクリートの中性化と鉄筋
腐食に関する研究

山田 卓司
〔共同執筆者〕

2018年 10月 25日
第 18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
〔旭化成アドバンス株式会社、前田
建設工業株式会社、金沢大学との共
同執筆〕

公益社団法人
日本材料学会

長期耐久性を考慮した表面被覆工法の剥落
防止性に対する一考察

山田 卓司
佃　洋一

〔共同執筆者〕

2018年 10月 25日
第 18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
〔阪神高速道路株式会社、阪神高速
技研株式会社との共同執筆〕

公益社団法人
日本材料学会

表 -6　塗料試験方法研究会　勉強会（2018 年 9 月 1 日～ 2019 年 8 月 31 日）

年月日／部会 勉強会の内容 開催場所 参加者

2018年 10月 3 日
（西部会）

2018年度 西部会 工場見学会：
東海道支線地下化・新駅設置工事

大阪駅北地区
うえきたエリア

16名 /10社

2018年 12月 14日
（西部会）

2018年度 西部会 第 2回講演会：
① 劣化旧塗膜の剝離を抑制する新型変性エポキシ樹脂塗料の開発
（講師：㈱四国総合研究所 化学バイオ技術部 塗料グループ長
西森 修次 氏）
② 構造物の点検に資する機能材料－ひび割れ検出塗料（講師：（国
研）土木研究所 先端材料資源研究センター　百武 荘 氏）
③  JISマーク認証業務からのお知らせ（講師：（一財）日本塗料
検査協会 西支部　加藤 礼士）

大阪ツイン 21

MIDタワー
貸会議室

50名 /30社

2019年 1 月 31日
（東部会）

2018年度 東部会 第 2回講演会：
① 劣化旧塗膜の剝離を抑制する新型変性エポキシ樹脂塗料の開発
（講師：㈱四国総合研究所 化学バイオ技術部 塗料グループ長
　西森 修次 氏）

② 構造物の点検に資する機能材料－ひび割れ検出塗料（講師：（国
研）土木研究所 先端材料資源研究センター　百武 荘 氏）
③  JISマーク認証業務に係るお知らせ〈規格改定・指摘事例関係〉
（講師：（一財）日本塗料検査協会 東支部　櫻井 剛）

恵比寿ガーデンプレイス
SPACE6

貸会議室
40名 /17社
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外部発表

　・当協会が 2018年 9月 1日から 2019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。

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 2018年 9月 1日から 2019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。
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業 務 案 内

最新の設備と豊富な実績で、多様なニーズに対応します。

 試 験・検 査　　　　　品質性能に関する試験・検査

　・JIS 規格、団体規格および外国規格に基づく試験・検査
　・各種基準、法令および条約などに基づく試験・検査

 調 査・研 究　　　　　品質性能、試験方法および評価技術の調査・研究

　・官公庁、各種団体からの委託による調査・研究
　・新規試験方法、評価方法の開発・研究・提案
　・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」の国内審議団体委員および ISO/TC 35/SC 9「塗料の一般試験方法」
　　の国内審議団体並びに国内事務局
　・塗料・塗膜・塗料用原材料の試験方法、製品などの JIS 原案作成に係る協力

 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（塗料および建築用塗膜防水材・仕上塗材・下地調整材）
　・建築材料からのホルムアルデヒド放散に係る性能評価
　・環境保全に関する測定・分析および計量証明

 その他の業務　　　　　試験材料の提供

　・各種塗料・塗膜試験を行う際に必要な標準の材料・器具などの提供

　以下の試験材料を①および③は東・西両支部、②は東支部のみにて販売しています。
　ホームページ（試験材料の案内）の注文用紙に記入し FAX にてご注文ください。

〔試験材料〕
　①「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。
　②「表面乾燥性」試験用バロチニ ￥10,000（１セット）
　③「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

2019年11月発行

小塚地下道前
バス停

イチネン
ケミカルズ

湘南
アイパーク

GLP枚方Ⅲ
薬師谷公園
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