
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 -4　TC 35/SC 9/WG 32 委員会　会議風景

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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