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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。
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　新型コロナウイルスは経済活動を停滞させただけ

でなく、その感染防止対策によって私たちの生活様

式を強制的に変更しております。「三密を避ける」，「マ

スク着用」が当たり前になり、また、「Tele-work」，「リ

モート会議」などの IT技術を活用した仕組みづくり

が求められております。我々の事業活動でもこれら

を常に意識して進めなければなりません。「リモート

会議」は、これまでなかなか定着しませんでしたが、

実施してみれば、遠隔地からの参加が簡単に得られ、

予め議題を明確にして短時間で進めることができる

便利なツールと気づきます。私たちは、今後はウィ

ズコロナで行動していかなければなりません。当分

後戻りすることはないであろう新生活様式を積極的

に取り入れることが、業務改革，効率化，経費節約

のための絶好の機会を得ていると考えますと、今回

の厳しい試練を乗り切っていくモチベーションを高

めることができるのではないでしょうか。

　日本塗料検査協会は令和 2年で創立 65周年を迎え

られました。私どもの JWTCも創立 50周年を迎え、

半世紀の節目となっております。両機関にとって創

立以来のウィズコロナの新時代に対応し、知恵を絞っ

て乗り切っていきたいと思います。

　私が所属している日本ウエザリングテストセン

ター (JWTC)は、耐候性試験が専門の第三者試験機関

です。試験場は日本の環境を代表する 3か所（銚子，

宮古島，旭川）に設置されており、日本塗料検査協

会が実施する JIS K 5600-7-6（屋外暴露耐候性）に

基づく塗膜の耐久性試験における屋外暴露試験を長

年実施しております。

　新元号「令和」の 2年目は我々試験機関にとって

もこれまで経験しない試練の年になっております。

令和 2年 1月頃から中国武漢由来の新型コロナウイ

ルスの感染が国内で広がりはじめ、クルーズ船ダイ

ヤモンドプリンセス号では乗客・乗員に大きなクラ

スターが発生し死者も出ました。この頃はまだ一部

の他人事の感がありましたが、3月下旬に志村けん

さんが犠牲になった頃から新型コロナウイルスの感

染拡大は身近な存在として認識されるようになりま

した。政府対策委員会も 4月上旬には緊急事態宣言

を発令しましたが、新型コロナウイルスは瞬く間に

日本国内全域，全世界に広がり、日本経済のみなら

ず世界経済を圧迫して停滞させるかつてのペストを

彷彿させる大事件に発展してしまいました。期待さ

れていた 2度目の東京オリンピックも 1年延期の憂

き目となりました。現在の科学技術では 10数時間あ

れば地球上のどこにでも楽に移動できる便利な世の

中ですが、原始的なウイルスにとっても人間を媒体

として容易に世界中に拡散できる大変便利な世界に

なっているようです。
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1.　はじめに

　2019年 3月 20日付で JIS K 5621 一般用さび止めペ
イント の製品規格が改正された。1，2）この改正では被
塗物を短期間におけるさびの発生から保護する塗料であ
ること及び鉛・クロムフリーさび止めペイント（JIS K 

5674）と性能の違いを明確化するために、屋外暴露後に
塗膜を剝がしてさびを評価する項目を廃止し、屋外暴露
後の塗膜外観を評価する「屋外暴露耐候性」に変更され
た。また、鉛含有塗料の廃絶の観点から、屋外暴露耐候
性の比較用見本品で使用していた「鉛丹特号＋煮あまに
油」を廃止し、JIS K 5621で規定する管理見本（社内
見本）に変更された。また、1種，2種及び 4種につい
ては、規格改正前の吹付け塗り 1回（乾燥膜厚 30～ 40

μ m、以下「規定膜厚」と称す。）から、はけ塗り 2回
（乾燥膜厚 30～ 40 μ m）に変更された。ただし、製造業
者が指定する場合には、改正規格においても吹付け塗り
1回（乾燥膜厚 30～ 40 μ m）で塗装することを可能とす
ることになった。
　規格が改正され、塗装方法がはけ塗りとなったが、
屋外暴露耐候性試験に供する試験片のサイズは 300×

150mmと大きいため、はけ塗りでは規定膜厚内で均一な
膜厚に塗装することは難しいと考える。規定膜厚を満た
さない試験片では屋外暴露耐候性試験に供することはで
きないが、仮に規定膜厚に満たない箇所がある試験片で
屋外暴露試験耐候性試験を行った場合には塗料の規格適
合性の判定に影響を与える可能性がある。このため、塗
装方法の違いによる膜厚分布の比較、屋外暴露耐候性試
験における塗装方法の違い及び膜厚のちがいによるさび
の程度の比較を行った。
　なお、JIS K 5674においても JIS K 5621と同日付け
で改正が行われ、防せい（錆）性の試験片の塗装方法では、
これまでの吹付け塗り 1回（乾燥膜厚 30～ 40μm)のみ
から、はけ塗り 2回（乾燥膜厚 30～ 40 μ m)での塗装も
可能となった。

2.　試験概要

　JIS K 5621 7.14 屋外暴露耐候性に準じて試験片を作

製し、一般財団法人 日本ウエザリングテストセンター 

銚子暴露試験場 にて屋外暴露を合計 12か月間行い、3

か月，6か月及び 12か月で塗膜の外観を観察した。なお、
塗装方法の違いが屋外暴露試験結果に与える影響を確認
するため、試験片の作製は規格の規定膜厚である乾燥膜
厚 30～ 40 μ mにてはけ塗り 2回及び吹付け塗り 1回の
2種類を作製した。また、乾燥膜厚が屋外暴露耐候性の
試験結果に与える影響を確認するため、薄めの膜厚（乾
燥膜厚 20 μ m)及び厚めの膜厚（乾燥膜厚 60μm)の試験
片を併せて作製し暴露に供した。

3.　試験片の作製及び試験方法

　3.1　試験板

　　 　JIS K 5621 7.14 屋外暴露耐候性に基づき、JIS 

G 3141に規定する SPCC-SB鋼板とし、寸法は 300 

mm × 150 mm × 1mmとした。

　3.2　検証に供した試料

　　 　検証に供した試料は、有機溶剤を揮発成分とす
る JIS K 5621 2種 を 3種類（塗料 A,塗料 C,塗料
D)、水を揮発成分とする 4種相当 を 1種類（塗料
B)の合計 4種類とした。なお、2種については材料
間の違いを確認するために 3種類の試料を用いた。

　3.3　試験片の塗装

　　 　試験片は、下記の 4種類の方法で塗装を行った。
また、膜厚の測定は 1枚の試験片につき 90か所（図

-1参照）とし、電磁式膜厚計を用いた。また、表

-1に検証に供した試料と試験片の塗装方法及び乾
燥膜厚の測定結果を示す。これら試験片は検証を目
的に塗装されたものであり、規格試験のために塗装
されたものではない。

　　　① 　薄め：目標乾燥膜厚を 20 μ mとし、はけにて
1回塗り

　　　② 　標準：目標乾燥膜厚を 30～ 40 μ mとし、は
けにて 24時間間隔で 15～ 20 μ m × 2回塗り

　　　③ 　標準：目標乾燥膜厚を 30～ 40 μ mとし、吹

－ 2 －
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一般財団法人 日本塗料検査協会 
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東支部 検査部
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付けにて 1回塗り
　　　④ 　 厚め：目標乾燥膜厚を 60 μ mとし、はけに

て 24時間間隔で 30 μ m × 2回塗り
　　 　なお、塗料A及び塗料Bは① 薄め，② 標準（はけ），

③ 標準（吹付け）及び④ 厚めの 4種類、塗料 C及
び塗料 Dは③標準（はけ）の 1種類の方法で試験片
の作製を行った。

　3.4　塗装方法の違いによる膜厚分布試験片の塗装

　　 　JIS K 5621 4種相当（塗料 B）を用いてはけ 2回
塗り及び吹付け 1回塗りで塗装を行い、乾燥膜厚を
90か所測定することにより膜厚の分布を確認した。

　3.5　屋外暴露の開始・期間

　　 　試験片の作製を 2019年 1月に実施し、同年 2月
から暴露を開始した。暴露 3か月後 ,6か月後 ,12

か月後に調査を行った。

　3.6　試験方法

　　 　試験方法は、JIS K 56000-7-6 に従い、試験片の
暴露の角度は水平に対して 30度の角度を保つよう
に行った。

　3.7　評価

　　 　屋外暴露後、JIS K 5600-8-1（一般原則及び等級）, 
K 5600-8-2（膨れの等級）, K 5600-8-3（割れの等級）
及び K 5600-8-5（はがれの等級）によって、膨れ、

さび及び剝がれの有無を目視にて観察し評価した。
ただし、試験片の周辺から 10mm以内は評価の対象
外とした。

4.　�塗装方法の違いによる膜厚分布の確認

　膜厚の測定結果を図 -2（はけ塗り），図 -3（吹付け塗
り）に示す。
　図 -2，図 -3より、はけ塗りでは 27.8%(90点中 12点 )

の規定膜厚から外れる点がみられたが、吹付け塗りでは
わずか 2.2％ (90点中 2点 )となった。これよりはけ 2

回塗りで均一に規定膜厚を満足する試験片を作製するこ
とは難しいことがわかる。また、はけ塗りでは塗膜の表
面にはけ目による山部と谷部ができることがあり、山部
に比べて谷部の膜厚が薄くなることが考えられる。屋外

図 -1　膜厚の測定位置（線の交差部）

表 -1　屋外暴露耐候性試験片の詳細

図 -2　膜厚の測定結果の一例（はけ塗り）

種類
目標

乾燥膜厚
塗装方法

試験片

№

膜厚（μ m）

最小 最大 平均 標準偏差

塗料 A（赤さび色）

2種

薄め

(20μm)
はけ

A ① -1 10 31 19.5 3.9

A ① -2 14 26 19.9 2.3

規定膜厚

(30～40μm)

はけ
A ② -1 26 57 35.7 4.9

A ② -2 26 62 38.8 8.1

吹付
A ③ -1 35 53 43.9 3.9

A ③ -2 35 56 43.9 4.4

厚め

(60μm)
はけ

A ④ -1 35 91 57.1 10.6

A ④ -2 37 82 56.4 9.5

塗料 B（グレー）

4種相当

薄め

(20μm)
はけ

B ① -1 15 24 19.4 1.8

B ① -2 16 29 20.9 2.7

規定膜厚

(30～40μm)

はけ
B ② -1 22 74 39.7 13.1

B ② -2 20 72 37.8 9.7

吹付
B ③ -1 32 56 42.6 4.7

B ③ -2 33 53 43.4 4.2

厚め

(60μm)
はけ

B ④ -1 42 84 60.5 8.7

B ④ -2 34 80 59.6 10.7

塗料 C（赤さび色）

2種

規定膜厚

(30～40μm)
はけ

C ① -1 27 51 37.7 4.4

C ① -2 31 64 41.5 5.6

塗料 D（赤さび色）

2種

規定膜厚 

(30～40μm)
はけ

D ① -1 26 61 38.8 6.1

D ① -2 21 61 39.2 7.9

試験片 No. 記入位置
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暴露試験では膜厚が試験結果に影響を及ぼすことが考え
られるため、本検証試験では試験片を作製し、実際に屋
外暴露を行うことで膜厚による影響を確認することとし
た。

5.　�屋外暴露試験結果

　表 -2の屋外暴露試験の結果一覧に塗料ごとの試験結
果を示し、以下に膜厚ごとの各塗料の試験結果について

説明する。なお、JIS K 5621 2種では屋外暴露 6か月で、
JIS K 5621 4種では屋外暴露 3か月で試験片と見本品
試験片とを比べて、3枚のうち 2枚の試験片が見本品試
験片より、さび，膨れ及び剝がれの程度が大きくないと
き、“6か月の屋外暴露耐候性試験に耐える”及び“3か
月の屋外暴露耐候性試験に耐える”とされている。

　5.1　規定膜厚試験片

　　 　塗料 A（JIS K 5621 2種）のはけ塗り試験片につ
いては、2枚のうち 1枚にて屋外暴露 12か月では
け目に沿った点状のさびが認められた。塗料 B（JIS 

K 5621 4種相当）のはけ塗り試験片については、2

枚のうち 1枚にて屋外暴露 6か月ではけ目に沿った
点状のさびが認められた。塗料 C（JIS K 5621 2種）
のはけ塗り試験片については、2枚ともに屋外暴露
12か月でさび，膨れ及び剝がれは認められなかっ
た。塗料 D（JIS K 5621 2種）のはけ塗り試験片に
ついては、2枚ともに屋外暴露 6か月ではけ目に沿っ
たさびが認められた。はけ塗りで試験片を作製した
場合、JIS K 5621 2種であっても塗料の種類によっ
てさびの発生具合に違いがあることがわかった。点

表 -2　屋外暴露試験結果一覧

図 -3　膜厚の測定結果の一例（吹付け塗り）

※ (　)内記号は、JIS K 5600-8-1:2014による「一般原則及び
　 等級」， JIS K 5600-8-3:2008 による「さびの等級」を示す。

種類 目標乾燥膜厚 塗装方法 試験片№
平均膜厚

（μm)
屋外暴露 3か月 屋外暴露 6か月 屋外暴露 12 か月

塗料 A（赤さび色）

2種

薄め

(20μm)
はけ

A ① -1 19.5 さび (Ri3(S5))※を認める。 さび (Ri4(S5))※を認める。 さび (Ri5(S5))※を認める。

A① -2 19.9 さび (Ri3(S5))※を認める。 さび (Ri4(S5))※を認める。 さび (Ri5(S5))※を認める。

規定膜厚

(30～40μm)

はけ
A ② -1 35.7 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび (Ri1(S4))※を認める。

A② -2 38.8 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

吹付
A ③ -1 43.9 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

A③ -2 43.9 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

厚め

(60μm)
はけ

A ④ -1 57.1 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

A④ -2 56.4 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

塗料 B（グレー）

4種相当

薄め

(20μm)
はけ

B ① -1 19.4 さび (Ri2(S4))※を認める。 さび (Ri3(S5))※を認める。 さび (Ri4(S5))※を認める。

B① -2 20.9 さび (Ri2(S4))※を認める。 さび (Ri2(S5))※を認める。 さび (Ri3(S5))※を認める。

規定膜厚

(30～40μm)

はけ
B ② -1 39.7 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび (Ri1(S3))※を認める。 さび (Ri1(S4))※を認める。

B② -2 37.8 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

吹付
B ③ -1 42.6 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

B③ -2 43.4 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

厚め

(60μm)
はけ

B ④ -1 60.5 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

B④ -2 59.6 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

塗料 C（赤さび色）

2種

規定膜厚

（30～40μm）
はけ

C ① -1 37.7 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

C① -2 41.5 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび,膨れ及び剝がれを認めない。

塗料 D（赤さび色）

2種

規定膜厚

（30～40μm)
はけ

D ① -1 38.8 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび (Ri2(S5))※を認める。 さび (Ri4(S5))※を認める。

D① -2 39.2 さび,膨れ及び剝がれを認めない。さび (Ri2(S5))※を認める。 さび (Ri3(S5))※を認める。
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状さびの状態の一例として、塗料 B（JIS K 5621 4

種相当）のはけ塗り試験片 B② -1の屋外暴露 12か
月後の状態を写真 -1に示す。

　　 　一方、塗料 A（JIS K 5621 2種）及び塗料 B（JIS 

K 5621 4種相当）の吹付け塗り試験片については、
それぞれ 2枚ともに屋外暴露 12か月でさび，膨れ
及び剝がれは認められなかった。

　5.2　薄め膜厚 (20 μ m) 試験片

　　 　塗料 A（JIS K 5621 2種）のはけ塗り試験片につ
いては、2枚ともに屋外暴露 3か月でさびが認めら
れ、暴露期間に伴ってさびの量が多くなる結果と
なった。塗料 B（JIS K 5621 4種相当）のはけ塗り
試験片についても同様に、2枚ともに屋外暴露 3か
月でさびが認められ、暴露期間に伴ってさびの量が
多くなる結果となった。塗料 A（JIS K 5621 2種）
のはけ塗り試験片 A① -1，塗料 B(JIS K 5621 4種
相当 )のはけ塗り試験片 B① -1の状態を写真 -2，
写真 -3に示す。 

　5.3　厚め膜厚 (60 μｍ )試験片

　　 　塗料 A（JIS K 5621 2種）のはけ塗り試験片、塗
料 B（JIS K 5621 4種相当）のはけ塗り試験片、と
もに屋外暴露 12か月で塗膜に異常は認められな
かった。

　5.4　塗膜表面の形状観察

　　 　はけ目に沿ったさびが確認された試験片につい
て、非接触の三次元形状測定機（写真 -4）を用い
て塗膜表面の形状観察を行った。三次元形状測定機
は、非接触式で塗面全体を測定することが可能であ
り、塗面の凹凸を測定して膜厚の高低差を確認し
た。塗料 D（JIS K 5621 2種）のはけ塗り試験片 D

① -1の観察結果を図 -4に、該当部分の塗膜状況を
写真 -5に示す。

写真 -1　試験片 B② -1 の屋外暴露 12 か月後の状態

（赤線内に点状のさび）

写真 -2　A ① -1 各暴露期間の試験片の状態

　　　（左側から暴露期間 3か月 ,6 か月 ,12 か月）

写真 -3　B ① -1 各暴露期間の試験片の状態

　　　　　（左側から暴露期間 3か月 ,6 か月 ,12 か月）

写真 -4　三次元形状測定機

使用機器：ワンショット 3D形状測定機
　　　　　（㈱キーエンス製 VR-3200）
倍率：広視野モード 12倍
繰返し精度：高さ測定 0.5 μ m

　　　　　　幅測定 1 μ m
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　　 　図 -4より、塗膜の表面にははけ目による凹凸が
あることが確認できる。また、写真 -5と照らし合
わせると、はけ目の方向にすじ状にさびが生じてお
り、膜厚が薄い部分（図 -4の赤◯内の青色部分）
に多い傾向がある。写真 -6の塗膜表面の拡大写真
からは、はけ目による凹凸の谷の部分にさびが生じ
てることが確認できる。薄め膜厚の試験片の屋外暴
露試験結果から、さびの発生に対する膜厚の影響は
明らかであり、はけ塗りでは膜厚が規定膜厚に満た
ない箇所が生じることで、早期のさびの発生に至る
ことが懸念される。また、電磁式膜厚計を用いた膜
厚測定では、測定端子の先端がはけ目の凹凸間隔よ
り大きいため、凹凸の山の部分でしか接触すること
ができず、凹凸の山の部分を測定しており谷の部分
の膜厚を測定できていない可能性がある。

6.　�まとめ

　はけ塗りでは暴露板サイズの試験片全面の乾燥膜厚を
規定膜厚の範囲(30～40μm)に入れることはできなかっ
た。この状況を踏まえての屋外暴露耐候性の追跡調査は
以下のような結果であった。
　① 　はけ塗りで試験片を作製し、屋外暴露試験を行っ
た結果、目標乾燥膜厚が薄め（20 μ m）の場合、暴
露期間 12か月で試験片の全面にさびが認められ、
規定膜厚を下回るとさびの発生する可能性が高くな
ることがわかった。

　② 　目標乾燥膜厚が厚め（60 μ m）の場合は、12か月
の屋外暴露を行っても塗膜に異常は認められず、規
定膜厚を上回るとさびの発生する可能性は低くなる
こともわかった。

　③ 　規定膜厚を目標にはけ塗りで作製した試験片は、
2枚のうち 1枚でさびが認められたのに対し、吹付
け塗りで作製した試験片はさびが認められなかっ
た。

　以上のことから、吹付け塗りでは均一に塗装できるの
に対し、はけ塗りでははけ目による凹凸が生じ、谷の部
分で規定膜厚を下回るような場合にはさびが発生するこ
とが推測され、塗料の規格適合性の判定に誤りをもたら
す懸念がある。規定膜厚を満たした試験片を作製し、正
しい評価を行うことが求められるため、JIS K 5621だ
けでなくはけ塗りでの塗装が可能となった JIS K 5674

の塗装方法についても吹付け塗りを推奨することとし、
今後、規格改正の提案に向けて準備をしていきたいと考
える。

【参考文献】

1） 　（一財） 日本規格協会　JIS K 5621:2019  一般用さ
び止めペイント

2） 　（一財） 日本規格協会　JIS K 5621:2008  一般用さ
び止めペイント

図 -4　3D 三次元形状測定機による観察結果 写真 -6　塗膜表面のさび発生状況

写真 -5　該当部分の塗膜状況
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1.　はじめに

　地下鉄構内の壁に塗装される塗料は駅構内汚れに対し
て高い耐汚染性が求められる。また、塗膜のメンテナン
スサイクルを考慮し、汚染物質を簡単に除去でき、元の
塗膜の状態に回復できる能力も必要とされる。そこで西
日本旅客鉄道株式会社、株式会社ジェイアール西日本ビ
ルトと共同で大阪市内地下鉄駅構内対向壁に各種塗膜の
試験片を設置し、暴露後の塗膜の耐汚染性を検証した。
各種塗膜の耐汚染性に加え、外観等の変化についても報
告する。

2.　検証概要

　2.1　耐汚染性について

　 　耐汚染性は汚染物質の付着防止、定着防止、除去性
の 3つに大別される。「付着防止」は表面粗さ、帯電
特性、「除去性」は表面の親水化、自浄作用、「定着防
止」は表面硬度の向上によってそれぞれの性能を発揮
する。今回の検証では外観観察、光沢保持率、明度差（⊿
L＊）、汚染物質の成分分析に加えて、更に「付着防止」
性能に着目し帯電性の測定も行った。
　　耐汚染性の特性要因 1)を図 -1に示す。

　2.2　試験期間・試験場所

　　試験期間：2019年 9月 20日～ 2020年 3月 17日
　　試験片暴露場所：西日本旅客鉄道株式会社 大阪市
　　　　　　　　　　内地下鉄駅構内対向壁
　　　　　　　　　　（太陽光、雨水が当たらない部位）

　2.3　試験片の種類・試験片数

　 　試験片の種類は「低汚染型ふっ素樹脂塗料」2種類、
「超低汚染型ふっ素樹脂塗料（低帯電性）」1種類、「光
触媒ふっ素樹脂塗料」1種類、「超親水性無機塗料」1

種類の計 5種類とした。「低汚染型ふっ素樹脂塗料」
は「仕様 A」及び「仕様 B」、「低汚染型ふっ素樹脂塗
料（低帯電性）」は「仕様 C」、「光触媒ふっ素樹脂塗料」
は「仕様 D」、「超親水性無機塗料」は「仕様 E」とし
た。暴露期間は最長 6か月間とし、試験片数はそれぞ
れ控え 1枚、暴露 3か月回収分 3枚、暴露終了 6か月
時回収分 4枚とした。なお、暴露終了 6か月時回収分
4枚のうち 3枚は外観評価に使用し、1枚は帯電性測
定に用いた。試験片の大きさは、帯電性以外は 150×

300×1mm、帯電性は300×300×1mmのアルミニウム板
とした。
　　試験片の種類、試験片数を表 -1に示す。

　2.4　試験片の評価に用いた準拠規格

　 　外観は「JIS K 5600 8-1 塗膜劣化の評価－一般原
則及び等級」とし、膨れ、さび、割れ及びはがれに
ついても JIS K 5600の一般則に基づき評価を行った。
光沢保持率、明度差については JIS K 5600の規格に
準拠して行った。帯電性は「JIS A 1455:2002 床材及
び床の帯電防止性能－測定・評価方法」に準拠し、汚
染物質の分析は蛍光 X線分析装置により成分の特定を
行った。
　　評価項目の準拠規格を表 -2に示す。

図 -1　耐汚染性の特性要因 1)

耐汚染性

付着防止

除去性 定着防止

表面形状・粗さ
表面粘着性・帯電特性

表面の親水化・
自浄作用の向上

表面硬度の向上
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3.　帯電防止性能について

　3.1　帯電性

　 　帯電性とは「歩行や作業動作を行った時に床面と履
物とが擦れ合うこと等で静電気が発生し、低湿度環
境で静電気を帯びる性質」のことであり、「塗装面が
帯電性（静電気を帯びること）によって、チリや埃が
吸い寄せられて汚れが付着する。」ということになる。
一般的な測定対象物は「塗り床、高分子床材、カーペッ
ト」で JIS A 1455 9.3 参考表 1「床帯電性防止性能

の評価の目安」2)によって評価する。
　　試験装置を写真 -1、装置内部を写真 -2に示す。

　3.2　測定

　 　床研式帯電試験機を試料の上に設置して、導電ゴ
ムローラーが回転することで発生した電位を求める
（写真 -1）。また、矢印の方向に測定装置が回転し（写

真 -2）、摩擦で帯電させたときの最大帯電電位 (Vmi)

と試験片に 50Vの電圧を印加した後に電荷が半分の
25Vに減衰する半減時間（Thi）を測定する。その 2

つの測定値から JIS A 1455 9.3に準拠した計算式に
より、「Vm：最大帯電電位の常用対数の平均値」（式

-1）及び「Th：半減時間の常用対数の平均値」（式

-2）をそれぞれ求め、それらの関数として示される
帯電防止性能の評価式の値として「U：帯電防止性能
評価値」（式 -3）を求める。

　　Vm ＝      log10|Vmi| （式 -1）

　　Th ＝      log10 Thi （式 -2）

　　U ＝ 8.17 － 1.38Vm － 0.77Th （式 -3）

写真 -1　試験装置

写真 -2　装置内部

表 -1　試験に供した試料

表 -2　評価項目の準拠規格

仕様 暴露期間 試験片の数

A

低汚染型ふっ素樹脂塗料

原状試験片 1

3か月 3

6か月 3

6か月
（帯電性評価用） 1

B

原状試験片 1

3か月 3

6か月 3

6か月
（帯電性評価用） 1

C
超低汚染型ふっ素樹脂塗料

（低帯電性）

原状試験片 1

3か月 3

6か月 3

6か月
（帯電性評価用） 1

D 光触媒ふっ素樹脂塗料

原状試験片 1

3か月 3

6か月 3

6か月
（帯電性評価用） 1

E 超親水性無機塗料

原状試験片 1

3か月 3

6か月 3

6か月
（帯電性評価用） 1

評価項目 評価方法

外観

JIS K 5600-8-1:2014 一般原則及び等級
JIS K 5600-8-2:2008 膨れ
JIS K 5600-8-3:2008 さび
JIS K 5600-8-4:1999 割れ
JIS K 5600-8-5:1999 はがれ

光沢保持率 JIS K 5600-4-7:1999 鏡面光沢度
明度差（⊿ L＊） JIS K 5600-4-6:1999 測色（色差の計算）

帯電性 JIS A 1455:2002 床材及び床の帯電防止性能 -
　　　　　　　　測定・評価方法

汚染物質 蛍光 X線分析装置
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　3.3　評価基準

　 　求めた「帯電防止性能評価値（U値）」を JIS A 

1455 9.3の参考表 1「床帯電性防止性能の評価の目
安」2)に従い、得られた値に相当するグレードを求め
る。グレードは最も帯電性防止性能の高い「グレード
Ⅰ：極めて高い帯電防止性能をもつ床材及び床」から
最も帯電性防止性能の低い「グレードⅣ：帯電防止性
能があるとはいえない床材及び床」まで 4段階に分類
される。
　 　JIS A 1455 9.3の参考表 1「床帯電性防止性能の評
価の目安」2)を表 -3に示す。

4.　試験結果

　4.1　外観評価

　 　洗浄前後の外観状態は暴露 3か月後、6か月後の目
視による外観評価の結果を示す。暴露 3か月後、6か
月後いずれの試験片においても膨れ、さび、割れ、は
がれを認めず異常はなかった。
　　外観評価の結果を表 -4に示す。

ことにより塗膜上の汚れが除去され、いずれの試験片
も洗浄前に比べて光沢保持率が上昇し、ほぼ試験前と
同程度の状態に戻った。暴露 6か月後の光沢保持率 (%)

は洗浄前の試験片では超低汚染型ふっ素樹脂塗料（低
帯電性）である仕様 Cの 42%を除き、いずれの仕様も
光沢保持率 (%)80%以上の良好な結果となった。3か
月後と同様にいずれの仕様も 90%以上の光沢保持率に
回復した。なお、本検討の暴露環境下では太陽光は当
たらないので太陽光による塗膜劣化で鏡面光沢度が低
下した可能性はなく、汚染物質の付着により鏡面光沢
度が低下したと考えられる。
　 　暴露 3か月後、6か月後の光沢保持率 (%)の結果を
表 -5に示す。

　4.2　光沢保持率 (%)

　 　暴露 3か月後、6か月後の光沢保持率 (%)の試験片
洗浄前後の測定を行った。暴露 3か月後では洗浄前の
試験片においても、いずれの仕様も光沢保持率 80%以
上の良好な結果となり、なかでも低汚染型ふっ素樹脂
塗料である仕様 Aと超親水性無機塗料である仕様 Eは
90%以上の光沢保持率 (%)を維持していた。洗浄した

　 　光沢保持率 80%以上の試験片については、汚れは
ほとんど認められないが、光沢保持率が大きく低下
(42%)していた仕様 Cの暴露 6か月の洗浄前について
は汚れが著しく目立った。

　4.3　明度差（⊿ L*)

　 　低汚染型ふっ素樹脂塗料である仕様 Aは暴露 3か月
後、6か月後ともに洗浄前の⊿ L*が 1以下でほとんど
変化は認められず、他の 4仕様は明度差（⊿ L*）が 2.34

～ 3.32の比較的大きな明度差（⊿ L*）を示した。た
だ、光沢保持率と同様に洗浄によってほぼ現状に回復
した。暴露 6か月後の洗浄前では低帯電性を有する仕
様 Cの変化量 7.35を除き、変化量が暴露 3か月時よ
りも大きいものの、1.50～ 2.82の変化量におさまっ
ていた。暴露 3か月時と同様に洗浄することによって
ほぼ現状試験片と同様な状態に回復した。
　 　暴露 3か月後、6か月後の明度差（⊿ L*）の結果を

表 -6、図 -2に示す。

表 -3　床帯電性防止性能の評価の目安 2)

表 -5　暴露 3か月及び 6か月後の光沢保持率 (%)

表 -4　外観評価の結果

U値 グレード 評価の意味

5.2以上 Ⅰ 極めて高い帯電性防止性能をも
つ床材及び床

3.2以上 5.2未満 Ⅱ 比較的高い帯電性防止性能をも
つ床材及び床

1.2以上 3.2未満 Ⅲ 帯電性防止性能をもつ床材及び
床

1.2未満 Ⅳ 帯電性防止性能があるとはいえ
ない床材及び床

仕様
暴露 3か月後の光沢保持率

(%)
暴露 6か月後の光沢保持率

(%)

洗浄前 洗浄後 洗浄前 洗浄後
A 105 109 95 104

B 84 99 89 100

C 85 99 42 91

D 84 92 85 98

E 93 108 87 102

仕様
外観

暴露 3か月後 暴露 6か月後
膨れ さび 割れ はがれ 膨れ さび 割れ はがれ

A 異常を認めない。 異常を認めない。
B 異常を認めない。 異常を認めない。
C 異常を認めない。 異常を認めない。
D 異常を認めない。 異常を認めない。
E 異常を認めない。 異常を認めない。
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　4.4　暴露 6か月後の汚れ程度

　 　暴露前の状況写真を写真 -3、暴露 6か月後の状況
写真を写真 -4に示す。また、内壁をブラシ等で洗浄
することを模擬して擦り洗いした後の状況写真を写

真 -5に示す。暴露 6か月後の状況写真によると、い
ずれの試験片も黒いすす状の付着物が認められた。中
でも仕様 Cが最も汚れた状態にあった。これらの付着
物は軽く水洗いすることで大部分を洗い流すことがで
き、擦り洗いすることで全ての試験片がほぼ暴露前の
状態に回復した。一例として仕様 Cを軽く水洗いした
後の状況写真を写真 -6に示す。

　4.5　帯電性

　 　暴露 3か月後と 6か月後の各試験片について帯電性
の測定を行った。帯電性は試験片を写真 -1、写真 -2

に示す装置によって測定した最大帯電電位（Vmi）と
電荷の半減時間（Thi）の常用対数の平均値から計算
式（式 -3）により求められる帯電防止性能評価値（U

値）によって評価する。JIS A 1455 9.3 参考表 12)（表

-3)によってグレード I～Ⅳの 4段階で分類した。
　 　6か月暴露後試験片 洗浄前後の帯電防止性能評価 U

値を図 -3に示す。

表 -6　暴露 3か月及び 6か月後の明度差（⊿ L*)

図 -2　3 か月，6か月暴露後試験片 洗浄前後の⊿ L*

写真 -3　暴露前の状況写真

仕様
暴露 3か月後の明度差

（⊿ L*）
暴露 6か月後の明度差

（⊿ L*）
洗浄前 洗浄後 洗浄前 洗浄後

A -0.42  0.11 -1.50  0.10

B -2.34 -0.14 -2.11  0.11

C -2.83 -0.93 -7.35 -0.29

D -3.32  0.00 -2.82  0.14

E -2.57  0.27 -2.50  0.18

写真 -4　暴露 6か月後の状況写真

－ 16 －
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　 　洗浄前の状態では低汚染型ふっ素樹脂塗料である仕
様 BがグレードⅢ「帯電防止性能をもつ床材及び床」、
その他仕様 A、C、D、EがグレードⅡ「比較的高い帯
電防止性能をもつ床材及び床」であった。一方、洗浄
後の状態ではすべての仕様がグレードⅢとなり、U値
の低下が認められた。これは洗浄前の状態では付着し
ている汚染物質が導電性を有しているために見かけの
U値が高くなり、洗浄後はその汚染物質が流れ落ちた
ため、U値が低下したものと考えられる。しかしなが

ら、いずれの試験片も洗浄後でもグレードⅢ「帯電防
止性能をもつ床材及び床」であることから、暴露 6か
月終了時でも帯電防止性能を保持しているものと考え
られる。

　4.6　汚染物質の分析

　 　汚染物質の蛍光 X線分析を行ったところ、いずれも
Fe（鉄）が最も高い割合で検出された。Feはレール、
車輪等から削れた鉄粉に由来するものと考えられ、電
車通過時にレール等から飛んだ鉄粉が塗膜に多く付着
していることを示唆している。

　 　汚染物質の蛍光 X線分析結果を表 -7に示す。

5.　まとめ

　暴露 3か月後、6か月後の洗浄後試験片について外観、
光沢保持率（%）及び明度差（⊿ L*）は、いずれの試験
片も異常は認められなかった。低汚染型ふっ素樹脂塗料

写真 -6　仕様 Cを軽く水洗いした後の状況写真

表 -7　汚染物質の蛍光 X線分析結果

品名 No. 検出された主な元素（5wt%以上）

仕様 A

1 Fe(64),Cl(11),Si(8),S(6)

2 Fe(69),Cl(8),Si(6)

3 Fe(64),Cl(10),Si(8),S(6)

仕様 B

1 Fe(54),Cl(23),S(7)

2 Fe(59),Cl(19),S(7)

3 Fe(60),Cl(18),S(6),Si(6)

仕様 C

1 Fe(44),Cl(32),K(10),S(7)

2 Fe(34),Cl(42),K(10),S(7)

3 Fe(38),Cl(38),K(9),S(7)

仕様 D

1 Fe(79),Cl(10)

2 Fe(76),Cl(8),Si(6)

3 Fe(70),Cl(7),S(7),Si(5)

仕様 E

1 Fe(57),Cl(17),S(8),K(6)

2 Fe(60),Cl(16),S(8),K(6)

3 Fe(65),Cl(11),S(8),Si(5)

※ (  )内の数字は wt%　

写真 -5　暴露 6か月後試験片の擦り洗い後の状況写真

図 -3　6 か月暴露後試験片　　　　　　　　　
洗浄前後の帯電防止性能評価値 U

－ 17 －
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（低帯電性）である仕様 Cの光沢保持率 (%)が暴露 3か
月後 85%から暴露 6か月後に 42%に半減したが、洗浄す
ることで 91%まで回復した。明度差（⊿ L*）と汚れ程度
においても暴露 3か月後、6か月後ともに洗浄すること
で塗膜の状態が回復した。5仕様中 4仕様は汚れの付着
防止性能を示し、全ての仕様に汚れの除去性能を有する
ことを確認した。
　暴露試験片の洗浄前後での帯電防止性能評価値 (U値 )

を求めた結果、洗浄前ではレール由来の鉄粉を含み、導
電性を有する汚染物質が付着しているために見かけの U

値が高く、洗浄後ではその汚染物質が除去されるため U

値が下がり、全ての仕様において床帯電性防止性能の評
価グレードⅢ「帯電性防止性能をもつ」との評価となっ
た。
　今後の課題として、洗浄を繰り返すことで帯電防止性
能が維持されるか検証する必要があると考えられる。帯
電性と塗膜の耐汚染性の関係、汚れ成分の鏡面光沢度
や明度 (L*)への影響などについて知見が得られたので、
今後は耐汚染性を評価する際、目視だけでなく帯電性や
汚染物質の分析も考慮して評価を行うことが有効と考え
らえる。

【参考文献】

1) 　嘉瀬井 一彦，浜村 寿弘，廣瀬 哲也：次世代溶剤
型低汚染性ポリウレタン樹脂塗料「アレスセラレタ
ン」，塗料の研究，No.135　pp.80-84,　Oct. 2000 

2) 　一般財団法人 日本規格協会，JIS A 1455:2002 9.3 

参考表 1「床帯電性防止性能の評価の目安」 
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表 -1　はく離抑制型変性エポキシ樹脂塗料下塗 (P-28) の品質規格

項  目
品質規格

検査の種類

品質規格
検査

抜 取
検査 A

抜 取
検査 BA（常温用） B（低温用）

JIS K 5551 (C種 )に示す
項目注 1)

JIS K 5551（C種 1号）
に示す品質

JIS K 5551（C種 2号）
に示す品質 ○ － ○

耐熱性 160℃で 30 分間加熱しても、塗膜に異常がなく
付着性が分類 1以下のこと ○ － ○

耐湿性 120時間の試験に耐えること ○ － ○

耐冷熱繰返し性 － 20℃ 15時間、70℃ 9時間の冷熱繰り返しを 10

回行っても塗膜に異常がなく付着性が分類 1以下 ○ － ○

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
単　膜 30日 7日 14日

塗装系 90日 － －

樹脂の定性 エポキシ樹脂が存在すること ○ － ○

混合塗料中の溶剤不溶物 25％以上 ○ － ○

暴露防錆性 1年間の暴露試験に耐えること ○ － －

耐はく離性 規定のサイクル試験に耐えること
単　膜 30 ｻｲｸﾙ 30 ｻｲｸﾙ 30 ｻｲｸﾙ

塗装系 30 ｻｲｸﾙ － －

赤外吸収スペクトル 抜取検査 A の赤外吸収スペクトルが品質規格証
明書のそれと同一と認められること ○ ○ －

注１）JIS K 5551(C種 )に示す品質項目のうち、ポットライフ、耐アルカリ性、耐揮発油性、サイクル腐食性及び屋外暴露
　　　耐候性を除く。

1.　東・中・西日本高速道路㈱における補修塗装の現状

　近年、鋼構造物は補修塗装の繰り返しにより延命化が
図られている。これら、鋼構造物の既存塗膜は度重な
る補修塗装によって膜厚が著しく過大な状態にあり、塗
膜内部の応力増大に起因する自然はく離現象が散見され
ている。東・中・西日本高速道路㈱は鋼橋用塗料の実際
の環境下における長期の耐はく離性を求め、NEXCO構造
物施工管理要領（令和 2年 7月制定）１）に「はく離抑
制型変性エポキシ樹脂塗料下塗 (NEXCO塗料規格 P-28)」
を制定した。この塗料規格には新たに、試験法 443「塗
料の耐はく離性能試験」が制定２）され、ヒートサイク
ル試験により、塗膜の熱膨張／収縮に起因する塗膜剥離
を促進させ、そのはく離幅の閾値により、はく離抑制性

能を規定した。

2.　はく離抑制型変性エポキシ樹脂塗料下塗 (P-28) の

　　品質規格

　NEXCO構造物施工管理要領に規定されている、NEXCO

塗料規格 P-28の品質規格を表-1に示す。 本規格は、「変
性エポキシ樹脂塗料下塗（NEXCO塗料規格 P-08）」の品
質規格に耐はく離性の項目を加えたものであり、NEXCO

塗料規格 P-08に合格している製品であれば、表 -1の品
質規格項目に示す耐はく離性を実施し、表 -2に示す基
準に適合したとき、赤外吸収スペクトルによる塗料の同
一性の判定により同一と認められれば、NEXCO塗料規格
P-28に合格したものとして良いとされている。

－ 23 －

技術解説

NEXCO はく離抑制型変性エポキシ樹脂塗料下塗 (P-28)

～試験法 443 － 2020 塗料の耐はく離性試験方法～

一般財団法人 日本塗料検査協会 

関　島　竜　太東支部 検査部
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表 -2　はく離抑制型変性エポキシ樹脂塗料下塗の耐はく離性試験の判定基準

図 -1　耐はく離性試験の流れ

3.3 (1)

3.3 (7) 3.3 (8) ～（10）

3.3 (6)3.3 (4) 3.3 (5)3.3 (2) 及び (3)

塗料名 種類 品質規格検査 抜取検査 A 抜取検査 B 

はく離抑制型
変性エポキシ樹脂
塗料下塗 

単　膜 

カット部からの
片側最大はく離幅の平均値注 2）

3.0㎜以下

カット部からの
片側最大はく離幅の平均値注 2）

3.0㎜以下 

カット部からの
片側最大はく離幅の平均値注 2） 

3.0㎜以下 

塗装系 

カット部からの
片側最大はく離幅の平均値注 2）

3.0㎜以下 

─ ─

 注 2）1つの試験片から 8か所のはく離幅を測定し、それらの最大値と最小値を除いて平均した値で評価する。

3.　試験法 443 － 2020 塗料の耐はく離性試験方法

　3.1　試験の目的

　 　耐はく離性試験は鋼橋用塗料の実際の環境下におけ
る長期の耐はく離性を推定するために行う試験であ
る。

　3.2　 試験の流れ

　　 　耐はく離性試験の流れの例（単膜）を図 -1に示す。

　3.3　試験の手順

　　　試験片

　　 　基材は JIS R 3202附属書 A（規定）に規定され
ている品質の片面すり板ガラスとし、その寸法は
150mm×100mm×2㎜とする。試料はすりガラス面に
塗付する。すり板ガラスはすりガラス面の表面粗度
を JIS Z 8741 に規定する鏡面光沢度測定にて管理
することとし、測定角度 60度での光沢度が 3.6以

－ 24 －14



図 -2　はく離層の除去

10mm 10mm20mm

150mm

30mm

100mm

30mm

はく離層を素地

から剥がし取る

はく離層が残存

試験片の種類 塗料名 塗装方法 乾燥膜厚注 3）

（μ m／回）
塗装回数
（回）

単膜 はく離抑制型変性エポキシ樹脂塗料下塗
はけ
又は
スプレー

55～ 65 3

塗装系
はく離抑制型変性エポキシ樹脂塗料下塗
ふっ素樹脂塗料用中塗
ふっ素樹脂塗料上塗

はけ
又は
スプレー

55～ 65

25～ 35

20～ 30

2

1

1

注 3）それぞれの乾燥膜厚になるように理論塗布量で塗布する。

表 -3　試験片の作製条件

上 5.6以下の範囲にあるものを用いる。試験片は塗
装仕様 2種類（単膜試験片及び塗装系試験片）×

各 3枚 =合計 6枚作製する。
　　　試験片の作製

　　 　試験片の作製はJIS K 5600-1-5（試験板の塗装（は
け塗り））及び JIS K 5600-1-6（養生並びに試験の
温度及び湿度） によるほか、以下のとおり行う。

　　　はく離層塗装（以下、塩化ビニル塗料とする。）

　　 　はく離層として、下記配合（塩化ビニル塗料の混
合方法詳細）で作製した塩化ビニル塗料を塗付け
量 95 ± 20g/㎡ で 1回目のはけ塗りを行い、3時間
養生する。次いで塗付け量 143 ± 20g/㎡ で 2回目
のはけ塗りを行い、標準状態で 16時間以上養生す
る。養生後、図 -2白色部分に示す範囲のはく離層

塗膜をカット用治具を用いて、JIS K 5600-5-6に
規定されている単一刃で切り込みを挿入した後に素
地から剥がして取り除き、図 -2灰色部分のみには
く離層塗膜が残った状態とする。なお、塩化ビニル
塗料はメチルイソブチルケトン（MIBK）77質量部
に対して、塩化ビニルと酢酸ビニルの共重合樹脂粉
末 23質量部を混合したものを用いる。この樹脂粉
末は、塩化ビニル／酢酸ビニル＝ 87／ 13（質量比）、
平均重合度 420のものを用いることとする。混合の
際は、あらかじめ容器に MIBKを入れ、攪拌仕込み
で樹脂粉末を添加する。

　　（塩化ビニル塗料の混合方法詳細）
　　　①　蓋ができる塗料用容器に MIBKを入れ、撹拌
　　　　 機等で流動させながら樹脂粉末を徐々に添加す

る。 

　　　②　ある程度一様になるのを確認し、その後約 10

　　　　分間攪拌する。
　　　③　攪拌により揮発した分の MIBKを補充する。 

　　　④ 　蓋を閉め、ガムテープで固定し、40℃で 2日
間保管する。 

　　　⑤ 　室温にて放冷後、混合物中に未溶解の粉末や
ゲル状の塊が無いことを確認し、塗装に供する。

　　 　なお、MIBKは特定化学物質障害予防規則（特化測）
の対象物質であるため、取り扱いには十分に注意し、
特化測に準じて作業すること。

　　　はく離層保護膜塗装

　　 　はく離層保護用エポキシ樹脂塗料（弱溶剤形変性
エポキシ樹脂塗料）（無希釈）を、試験片の片面（上
記塩化ビニル塗膜が形成された面）全体に塗付け量 

130 g/㎡を１回はけ塗りし、標準状態で 16時間以
上養生した後、50℃で 16時間加温養生する。

　　　試験塗料塗装

　　 　表 -3に示す塗装方法、乾燥膜厚及び塗装回数で
単膜試験片及び塗装系試験片をそれぞれ 3枚ずつ作
製する。単膜試験片、塗装系試験片ともに、各層の
塗装間隔は 24～ 72時間とし，試験片の片面（はく
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図 -3　切り込みきず（カット）の挿入

表 -4　耐はく離性試験の操作条件

段階 時間（h） 温度（℃） 条件 備考

1 0.5 50 ± 3 高温維持

2 1.5 ─ 定速降温

3 0.5 － 30 ± 2 低温維持

4 1.5 ─ 定速昇温

5 段階 1に戻る 段階 1～ 4のサイクルで、4時間を要する。

30mm

30mm

30mm

30mm

30mm

はく離層保護膜及び

試験塗料塗膜

カット

（4本）

はく離層（塩ビ塗膜）、

はく離層保護膜及び

試験塗料塗膜

図 -4　塗装完了時の断面図

離層及びはく離層保護膜が形成された面）全面に塗
装する。塗装完了後、標準状態で 16時間以上養生
した後、50℃で 16時間加温養生し、試験片を常温
に戻した後、JIS K 5600-5-6に規定されている単
一刃で切り込みきず（カット）を入れる。

　　　切り込みきずの挿入

　　　 　カット用治具を用いて、図 -3に示すとおり
JIS K 5600-5-6に規定されている単一刃を用い、
試験片素地（ガラス面）まで達する 4本の切り込
みきず（カット）を入れる（塗装完了時の断面図は、
図 -4参照）。単一刃は、常に刃先が良好な状態に
あることが重要であるので、カット一箇所ごとに
刃を交換する。なお、単一刃を約 85～ 90°の範
囲で、同一箇所をゆっくりと 5回カットし、最後
に素地（ガラス）までカットすることで、初期の
塗膜への衝撃による、はく離を少なくする。

　　　初期はく離の確認

　　　 　切り込みきず（カット）を入れた後、すみやか
に各カット部（試験片 1枚あたり 8か所）周辺
のはく離幅（カットからの片側最大幅：mm単位）

を測定する。はく離箇所は試験片裏面からノギス
等ではく離幅を測定する。片側最大はく離幅が
2.0mmを超えるカット箇所については、本試験に
おける評価の対象外とする。評価対象外となった
カット箇所が、試験片 1枚につき 4か所以上ある
場合、その試験片の使用は不可とし、再度、試験
片を作製する。

　　　試験方法

　　　 　作製した試験片を表 -4に示す耐はく離性試験
の操作条件により、30サイクルの試験を行う。
試験後、試験片を取り出し、標準温度に戻した後、
塗膜の状態を調べる。 

　　　評価

　　　 　耐はく離性の評価は、JIS K 5600-7-9の 11（試
験片の評価）によるほか、以下のとおりとする。 

　　　①　評価の部位 

　　　　　評価を行う部位はカット部とする。 

　　　②　カット部の評価 

　　　　 　評価は初期はく離の確認で評価対象外と
なったカット箇所を除いて、試験片ごとに、こ
れら片側最大はく離幅の最大値及び最小値を除
いた平均値で評価する。平均値は、小数点以下
第 1位まで求める。

　　　判定

　　　 　耐はく離性試験の操作条件で 30サイクルの試

－ 26 －

はく離抑制塗膜（３層）
※試験対象塗料

はく離層保護膜

すり板ガラス

塩ビ塗膜 塩ビ塗膜

すりガ
ラス面

↑
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写真 -1　試験終了後の試験片（適合の例）

写真 -2　試験終了後の試験片（適合の例 2）

写真 -3　試験終了後の試験片（不適合の例）

表 -5　写真 -1 の測定結果（適合の例 1）

表 -6　写真 -2 の測定結果（適合の例 2）

表 -7　写真 -3 の測定結果（不適合の例）

測定箇所
片側最大はく離幅（㎜）

左側 右側

一段目 2.1 1.7

二段目 2.2 2.1

三段目 2.7 2.2

四段目 2.5 2.1

最大値 2.7

最小値 1.7

最大最小を除く平均 2.2

測定箇所
片側最大はく離幅（㎜）

左側 右側

一段目 2.7 1.9

二段目 2.1 0.9

三段目 3.1 2.1

四段目 3.0 2.1

最大値 3.1

最小値 0.9

最大最小を除く平均 2.3

測定箇所
片側最大はく離幅（㎜）

左側 右側

一段目 3.2 3.7

二段目 3.2 4.5

三段目 2.8 3.9

四段目 4.5 2.9

最大値 4.5

最小値 2.8

最大最小を除く平均 3.6

験を行ったとき、試験片 6枚とも表 -2の判定基
準に適合するときは“耐はく離性試験に耐える”
とする。

4.　試験結果の例

　試験終了後の試験片の一例を写真 -1 ～ 3に示し、そ
の評価の例を表 -5 ～ 7に示す。

－ 27 －
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図 -5　すり板ガラスの 60 度鏡面光沢度（管理幅：3.6 以上 5.6 以下）

図 -6　すり板ガラスの 20 度鏡面光沢度（参考値）

図 -7　すり板ガラスの 85 度鏡面光沢度（参考値）

5.　再現性をよく試験するための確認事項

　5.1　すり板ガラスの表面粗度の確認

　 　すり板ガラスは、すりガラス面の表面粗度を 60度
鏡面光沢度測定にて管理することとなっているので、
3ロット (各 50枚 )について鏡面光沢度測定を行った。

さらに、今後の受け入れ管理方法の検討資料として、
20度と 85度鏡面光沢度及び表面粗さも測定した。鏡
面光沢度測定結果を図 -5 ～ 7、表面粗さ測定結果を
表 -8に示す。

－ 28 －18



図 -8　塩化ビニル塗料の乾燥膜厚の違いによる 30 サイクル後の片側最大はく離幅

表 -8　すり板ガラスの表面粗さ

項目
Lot No.1 Lot No.2 Lot No.3

Ra Rz Sm Ra Rz Sm Ra Rz Sm

平均値　 1.6 12.1 190.8 2.0 14.5 246.3 1.7 12.2 200.3

最小値　 1.2 9.2 131.1 1.7 11.7 181.1 1.3 8.4 152.4

最大値　 2.1 16.4 301.7 2.6 17.2 363.5 2.0 15.7 282.5

標準偏差 0.2 1.3 26.8 0.2 1.2 34.8 0.1 1.1 29.0

　（※記号：Ra ＝算術平均粗さ，Rz ＝最大高さ，Sm ＝凹凸の平均間隔）

　 　すり板ガラスの 60度鏡面光沢度を 3ロット（各 50

枚）測定した結果、すべてのロットで 3.6以上 5.6以
下の管理幅を満たしていることが確認できた。

　5.2　はく離層塗装の乾燥膜厚の影響

　 　はく離層塗装に使用する塩化ビニル塗料の塗付け量
は、130 g/㎡（乾燥膜厚：約 50 μ m)を１回はけ塗り
と規定されているが、過小及び過剰に塗付けた場合（乾
燥膜厚：約 25 μ m，約 75 μ m及び約 100 μ m)のはく離
幅への影響を調べた。但し、影響の度合いを確認する
ために、あえて「はく離抑制型変性エポキシ樹脂塗料
下塗」に相当する塗料を使用せず、汎用の弱溶剤型エ
ポキシ樹脂塗料を使用した。耐はく離性試験の操作条
件で 30サイクル行った後の片側最大はく離幅（平均
値）の結果を図 -8に示す。
　 　塩化ビニル塗料を規定された塗付け量を逸脱して塗
装すると、耐はく離性試験によるはく離幅は、乾燥膜
厚が薄い場合は増加し、厚い場合は減少する傾向があ
ることが確認された。但し、はく離抑制型変性エポキ
シ樹脂塗料下塗に相当する塗料でも同様の傾向が見ら

れるかは別途、確認が必要である。

　5.3　初期はく離の確認時のカット角度の影響

　 　耐はく離性試験の操作に移る前に、JIS K 5600-5-6

に規定されている単一刃を用い、試験片素地（ガラス
面）まで達する 4本の切り込みきず（カット）を入れ
る作業がある。単一刃は、常に刃先が良好な状態にあ
ることが重要であるので、カット一箇所ごとに刃を交
換するが、その際に、手動でカットを行うので、単一
刃の角度を 90°に維持できない場合を想定して、カッ
ト時の単一刃の角度（45° ,85° ,90°）を変えるこ
とで影響を確認した。なお、5.2と同様の塗装仕様で
試験を行った。耐はく離性試験の操作条件で 30サイ
クル行った後の片側最大はく離幅（平均値）の結果を
図 -11に示す。
　 　耐はく離性試験の操作に移る前のカット角度を変え
たことによるの 30サイクル後の片側最大はく離幅の
差は、それほど大きくないことが確認できた。あくま
でも確認作業で実施した内容なので、試験時にはほぼ
垂直にカットを入れるようにする。

－ 29 －

[単位 : μ m]
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図 -11　カット時の単一刃の角度の違いによる 30 サイクル後の片側最大はく離幅

カット用治具 カット用治具
　塗膜

　すり板ガラス

図 9　良い例（85 ～ 90°）

カット用治具 カット用治具
　塗膜

　すり板ガラス

図 10　悪い例（45°）

45°

6.　まとめ

 　本年度、新たに NEXCO構造物施工管理要領（令和 2年
7月制定）に試験法 443「塗料の耐はく離性能試験」が
制定されたので、当協会で試験を行う上での確認できた
注意事項を以下に示す。
　①　本試験の基材であるすり板ガラスについては、60

　　 度鏡面光沢度測定以外に、20度及び 85度の鏡面光
沢度及び表面粗さを測定することで、すり板ガラス
の表面粗度を厳しく管理できる。

　② 　塩化ビニル塗料の塗付け量については、30サイ
クル後の片側最大はく離幅に影響を与えるので、塗
付け量以外に図 -2で除去したはく離層の乾燥膜厚
を記録する。

　　 　塩化ビニル塗料は特化測に指定されている MIBK

を使用しているので、規則に従って塗装する。
　③ 　カットによる初期の塗膜への衝撃を軽減し、はく
離を少なくするために、単一刃の刃は、常に刃先が
良好な状態にあることが重要であるので、カット一
箇所ごとに刃を交換する。さらに、単一刃を約 85

～ 90°の範囲で、同一箇所をゆっくりと 5回カッ
トし、最後に基材（すり板ガラス）までカットを入
れる。

　今回の報告内容にはないが、試験実施者の違い等も確
認しており、繰返し精度並びに再現性の高い試験が可能
となった。
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　本稿を執筆するにあたり、検討試験にご協力を頂きま
した株式会社 高速道路総合技術研究所に、本紙面をお
借りして厚くお礼申し上げます。

【引用文献】

1)　株式会社 高速道路総合研究所，構造物施工管理要
　領（令和 2年 7月）
2) 　株式会社 高速道路総合研究所，NEXCO試験方法 第
4編 構造関係試験方法（令和 2年 7月）

－ 30 －20



表 -1　コンクリート表面被覆工法の仕様

仕様 主材の種類（乾燥膜厚） 仕上げ材の種類（乾燥膜厚）

E1(O) エポキシ樹脂（160 μ m） 柔軟形ウレタン樹脂（30 μ m）

E4(K) エポキシ樹脂（320 μ m） 柔軟形ふっ素樹脂（30 μ m）

1.　はじめに

　コンクリート構造物の劣化や損傷事例が多く報告され
ている昨今、中でも笹子トンネルで天井板のコンクリー
ト板がおよそ 130mにわたり落下した事故は記憶に新し
いところである。構造物の劣化が進行していく原因は、
塩害、中性化、アルカリ骨材反応や凍害など様々なもの
が取り上げられている。その劣化が進行していく中で、
コンクリート構造物の耐久性向上が必要不可欠であるこ
とは言うまでもなく、対象構造物の補修・補強について
多方面からの対策手法が提案されている。
　大型構造物である道路橋に適用されている表面被覆工
法は、昭和 50年代後半から検討され始め、耐久性向上
を図るため、コンクリート構造物に用いられてきた。た
だ適用される表面被覆工法自身の初期性能は把握できて
も、長期にわたる耐久性を評価する手法は確立されてお
らず、実構造物の追跡調査及び供試体での長期暴露試験
で得られたデータの蓄積により検討が進められているの
が現状である。
　本来、長期性能を把握するには屋外での暴露試験が重
要であるが、性能結果を得るのに長時間を要すること、
さらに暴露試験を行う場所により結果が異なる場合があ
ることから、劣化現象を早期に把握するため、様々な促
進試験が試みられている。ただ、屋外での暴露試験と促
進試験との関係は材料によって一定ではなく、相関性は
掴めておらず、試験条件を整えたうえで長期にわたる屋
外暴露試験の調査結果を重視せざるをえないことも事実
である。
　公益社団法人日本材料学会に設置されている部門委員
会の一つであるコンクリート工事用樹脂部門委員会（元
委員長：宮川豊章・京都大学大学院教授（当時））内に
設けられた補修用樹脂小委員会では、表面被覆材の遮断
性や耐候性等の高性能化とこれを用いた補修工法による
コンクリート構造物の高耐久化を実証し、かつ、その性
能を統一した条件下で包括的に評価する試験方法の提案
を目的として、表面被覆材に関する共通試験を 2006年

（平成 18年）より実施している 1)，2)。共通の条件及び項
目のもとで試験し、最長 15年を目指して実環境暴露試
験と暴露後の物性試験を定期的に実施し、各種表面被覆
材の耐久性能を評価している。
　本報では、特に表面被覆工法の耐久性に重要な関わり
を持つ付着性能に着目し、従来から実施されている評価
方法に加え、共通試験にて採用した新規な評価手法の検
討結果及び粘弾特性により表面被覆材の劣化度を評価す
る手法について述べる。

2.　表面被覆材共通試験の性能評価内容

　コンクリート構造物の補修に用いられる表面被覆材
は、その性能を複数の角度から評価できるように試験項
目が設定されているが、その評価方法については試験条
件を含め、実構造物の追跡調査の結果等を参考に検討が
続けられている。今回、補修用樹脂小委員会にて実施し
ている共通試験は、屋外暴露試験で塗膜が劣化した状態
での物性（二次物性）を評価することで、表面被覆材の
耐久性能を把握することとしている。同委員会で検討対
象とした評価項目は、塗膜の外観評価、表面被覆材の基
本性能ともいわれる付着性能、ひび割れ追従性能、見か
けの剝離抵抗性などである。

3.　試験概要

　耐久性試験に供した供試体は、一般財団法人日本ウエ
ザリングテストセンターの所有する暴露場にて屋外暴露
試験を行った。また、同時に初期物性確認用の供試体に
て、初期物性評価を実施している。今回、経年劣化した
暴露供試体を用い、表面被覆工法の性能を確認するとと
もに、その耐久性評価手法の検討を行った。

　3.1　�試験実施工法 1)，2)

　 　耐久性評価の検討にあたり、共通試験として実施し
た 15工法のうち共通仕様として適用した 2工法を対
象とした。仕様を表 -1に示す。

－ 31 －

表面被覆工法の耐久性評価方法に関する研究

一般財団法人 日本塗料検査協会 
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写真 -1　付着強度試験実施状況 図 -1　ひび割れ追従性試験に用いる試験板及び塗装範囲

写真 -2　カッターナイフ剝離試験実施状況

　3.2　�屋外暴露試験 1)，2)

　 　屋外暴露試験は、塗装仕様に従い作製した供試体を、
JIS Z 2381:2017「大気暴露試験方法通則」に規定さ
れる直接暴露試験が実施可能である一般財団法人日本
ウエザリングテストセンター 銚子暴露試験場（北緯：
35° 43′，東経：140° 45′）にて実施した。

　3.3　試験方法

　 　基板に所定の表面被覆工法を施したものを供試体と
して屋外暴露し、暴露 1，3，5，10年経過ごとに供試
体を回収し、以下に示す性能を評価した。

　　　塗膜の外観評価

　　 　JSCE-K 511-2013「表面被覆材の耐候性試験方法
（案）」に準じ、塗膜片について表面の劣化状況を確
認するため白亜化及び光沢の測定を行った。

　　　表面観察及び元素分析

　　 　供試体より採取した塗膜片について表面（仕上げ
材）を電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）に
て観察及び元素分析を行った。

　　　赤外分光分析

　　 　供試体より採取した塗膜片について表面（仕上げ
材）及び断面（主材）についてフーリエ変換赤外
分光分析装置（FT-IR）を用いて樹脂成分の変化を
ATR法で測定した。

　　　付着強度試験

　　 　JSCE-K 531-2013「表面被覆材の付着強さ試験方
法（案）」に準じ、コンクリート供試体（300mm×

150mm × 60mm）に、40mm × 40mmの素地に達する切り
込みを小型ダイヤモンドカッターで入れ、上部引張
用治具をエポキシ樹脂系接着剤（無溶剤型）で接着
した。24時間後に建研式引張試験機を用いて荷重
速度 約 1500～ 2000N/minで面に鉛直方向に引張力
を加え（写真 -1）、最大引張荷重を求めた。この求
めた最大引張荷重を、治具接着面積で除して付着強
度を算出した。また、同時に各破壊箇所も評価した。
なお、試験は 3か所で実施し、測定値を平均した。

　　　カッターナイフ剝離試験 3)

　　 　⒜　試験方法
　　　 　試験面に50mm×5mmのコンクリート素地に達す

る切り込みをダイヤモンドカッターで入れ、カッ
ト部の短辺をカッタ－の刃先で弾き上げることで
塗膜の剝離を促し（写真 -2）、剝離した長さを測
定した。

　　 　⒝　評価方法
　　　 　カッターナイフ剝離試験は 3か所で実施し、3

個の剝離長さの平均値に基づき
　　　　レベルⅠ：剝離なし、あるいは極めて僅かな剝
　　　　　　　　　離（0～ 2mm）
　　　　レベルⅡ：剝離するが比較的短い長さ（3～10mm）
　　　　　　　　　で停止するもの
　　　　レベルⅢ：比較的容易な剝離及び全面剝離（11

　　　　　　　　　 ～ 50mm）
　　　 　とし、この 3段階に設定したレベルで評価を

行った。
　　　ひび割れ追従性試験

　　 　JSCE-K 532-2013「表面被覆材のひび割れ追従性
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写真 -3　ひび割れ追従性試験実施状況

写真 -4　見かけの剝離抵抗性試験状況

写真 -5�インデンテーション試験機

図 -2　供試体のカット方法

図 -3　布粘着テープの貼りつけ方

試験方法（案）」により試験を行った。図 -1にひび
割れ追従性試験に用いる試験板及び塗装範囲を、写

真 -3にひび割れ追従性試験の実施状況を示す。
　　　見かけの剝離抵抗性試験 3)，4)，5)，6)

　　 　⒜　供試体の準備
　　　 　供試体（300mm × 150mm × 60mm）にダイヤモンド

カッターにて幅 50mm，長さ 60mmの素地に達する
切り込みを入れ、試験面は端から 10mmの部分を
素地からカッターナイフで強制的に剝離させる
（図 -2）。

　　　 　剝離塗膜（10mm）の下面に幅 50mm，長さ 210mm

の布粘着テープ（JIS Z 1524 相当品）を貼り、
別にカットした長さ 260mmの布粘着テープ（JIS 

Z 1524 相当品）を上面に貼る。この 2枚のテー
プで塗膜を挟み込むように接着する（図 -3）。

　　 　⒝　試験方法
　　　 　供試体を台に固定し、塗膜を 135度方向へ引張

速度 100mm/minで引張り、剝離力を材料試験機で
測定した（写真 -4）。

　　 　⒞　評価方法
　　　 　見かけの剝離抵抗性は、剝離に要した仕事量（N・

mm）を剝離面積（㎟）で除した値として算出した。
また、同時に各破壊箇所も評価した。なお、試験
は 3か所で実施し、測定値を平均した。

　　　粘弾特性 3)

　　 　インデンテーション法により、圧子（四角錐の
先端の対面角が 136°のダイヤモンド製）に最大
1000mNまでの荷重を段階的に変えながら塗膜の仕
上げ材側より押し込み、得られた荷重 /圧子の押し
込み深さの曲線から、弾性変形及び塑性変形の仕事
量を含めた粘弾特性値を求めた（写真 -5）。この得
られた測定値の変化から、塗膜の表面状態を推定し
た。

4.　試験結果

　4.1　塗膜の外観評価

　 　図 -4に白亜化、図 -5に光沢の結果を示す。E1(O)

では暴露 3年以降 10年まで白亜化等級 4となり、光
沢保持率も暴露年数とともに低下する傾向であった。
E4(K)では暴露 3年より段階的に白亜化が顕著になり
10年で白亜化等級 4となった。光沢保持率は 10年で
も 50%程度をキープした。
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図 -4　白亜化の結果

図 -7　仕上げ材の EPMA による元素マッピング像

図 -8　FT-IR チャート（E1(O) 仕上げ材）

図 -5　光沢保持率の結果

図 -6　仕上げ材の SEM 画像

　4.2　表面観察及び元素分析

　 　走査電子顕微鏡（SEM）による仕上げ材の表面観察
写真を図 -6に示す。E1(O)では仕上げ材表面の樹脂
が経年劣化により初期の平滑さが損なわれ、さらに 1

μ m以下の粒状の物質が多数認められる。また、図 -7

に示すように初期と暴露 10年では仕上げ材表面の炭
素濃度が減少し、チタン濃度が増加するという変化が
認められる。初期は樹脂により顔料の酸化チタンが
コーティングされた状態であるが暴露による樹脂の

劣化により表面に顔料が露出したものと考えられる。
E4(K)では E1(O)と比べ、表面は平滑さが若干失われ
ているものの、1 μ m以下の粒状の物質の露出はほと
んどなく、また元素分布に大きな変化は認められない。
仕上げ材表面の樹脂の暴露による劣化が少なかったも
のと推察される。

　4.3　赤外分光分析

　 　E1(O)の仕上げ材はアクリルポリオールをベースと
したイソシアネート硬化型のウレタン樹脂系である。
暴露期間ごとの赤外分光分析結果を図 -8に示す。ま
た 2950cm-1付近の C-Hを基準としてウレタン樹脂塗膜
に含まれるウレタン結合を示す 1540cm-1付近の N-Hの
ピークの強度比を算出し、各強度比の初期に対する減
少率を図 -9に示す。N-H/C-Hの強度比は暴露期間と
ともに減少することが判明したことから N-H部分が劣
化に関与していると考えられる。また、図 -10に示す
ように主材はピークの形状に大きな変化は認められな
かった。
　 　E4(K)の仕上げ材はイソシアネート硬化型のウレタ
ン樹脂系は共通するが、ふっ素系ポリオールをベー
スにしたものである。暴露期間ごとの赤外分光分析
結果を図 -11に示す。1140cm-1付近の C-Fを基準とし
て、ふっ素樹脂塗膜に含まれるウレタン結合を示す
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図 -10　�FT-IR チャート（E1(O) 主材）

図 -13　FT-IR チャート（E4(K) 仕上げ材）

図 -11　FT-IR チャート（E4(K) 仕上げ材）

図 -9　ピーク強度比：N-H/C-H（E1(O) 仕上げ材）

図 -12　ピーク強度比：N-H/C-F（E4(K) 仕上げ材）

表 -2　付着強度試験の結果

＊ A：基板破壊（レイタンス層を含む）

1540cm-1付近の N-Hのピークの強度比の減少率を図

-12に示す。E1(O)と同様に暴露後では暴露前と比較
し徐々にピークが減少することが判明した。また、図

-13に示すように主材は暴露によるピーク形状の変化
及び強度の低下は認められなかった。E4(K)では仕上
げ材がある程度、主材を保護しているものと考えられ
る。

　4.4　付着強度試験

　 　表 -2に付着強度試験の結果を示す。単軸引張によ
る付着強度は、屋外暴露 10年後においては 2仕様と
も 1.0N/㎟以上であり、屋外暴露による経時的な低下
傾向はあまり認められなかった。破壊箇所は、全て基
板破壊であり基板強度以上を維持していることは明ら
かであるが、その付着強度は基板の強度に左右される
状況で付着性能の直接比較は困難と考えられる。した
がって、付着強度試験で基板破壊した場合、性能差の
比較が困難であり、他の手法による検討が必要と考え
られる。

　4.5　ひび割れ追従性試験

　 　図 -14にひび割れ追従性試験の結果を示す。E1(O)

についてはばらつきがあるものの、2仕様とも暴露期
間とともに低下する傾向が認められた。
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図 -14　ひび割れ追従性試験の結果

図 -15　付着強度と見かけの剝離抵抗性との相関

表 -3　カッターナイフ剝離試験の結果

表 -4　見かけの剝離抵抗性試験の結果

＊ A：基板破壊（レイタンス層を含む）
 AB：基板と塗布材の界面破断

＊ AB：基板と塗布材の界面破断
　 B(K)：塗布材間の界面破断

　4.6　カッターナイフ剝離試験 3)

　 　表 -3にカッターナイフ剝離試験の結果を示す。表
に示すように付着強度試験では全ての結果が基板破
壊となり、工法間の差や経時の劣化傾向は検出されな
かったが、カッターナイフ剝離試験では、基板破壊 (A)

及び基板と塗布材の界面破断 (AB)が観察され、付着
強度試験との破壊モードに差異がある可能性を示唆す
る結果が得られた。

　4.8　試験方法間の相関性

　 　付着強度と見かけの剝離抵抗性の相関関係を検討し
たところ、図 -15に示すように試験方法間での相関性
は低く、互いに異なる付着性能を評価しているものと
考えられる。また、付着強度 1.0N/㎟以上の場合でも
カッターナイフ剝離試験で比較的剝がれ易いレベルⅡ
や容易に剥がれる傾向を示すレベルⅢを示すものが存
在することを確認できる。

　4.7　見かけの剝離抵抗性試験 3)，4)，5)，6)

　 　表 -4に見かけの剝離抵抗性試験の結果を示す。2

仕様ともばらつきが大きいものの、初期と比較すると
おおむね暴露期間が長くなるにつれて見かけの剝離抵
抗性が低下する傾向が認められた。主な破壊箇所は全
て基板と表面被覆材との界面破断となった。単軸引張
による付着強度試験では、全て基板破壊であり表面被
覆材としては基板の強度以上の付着強度という良好な
結果を示したことに対し、剝がれる状態を考慮した本
試験では、破壊に介在する表面被覆材の剝がれ易い箇
所の特定が可能であった。

　4.9　粘弾特性 2)

　 　図 -16及び図 -17に粘弾特性の結果を示す。凡例記
号は、全仕事量のうち We（押し込みに要した弾性領
域での仕事量）と Wr（押し込みに要した塑性領域で
の仕事量）の割合を示す。仕上げ材側より基板方向
に押し込みを行っているため、塗膜のどの層が硬く
なっているとは特定できないものの、E1(O)，E4(K)

とも弾性領域での仕事量の割合が暴露期間とともに低
下する傾向が認められた。暴露 10年で初期と比べて
E1(O)は 6.0%，E4(K)は 8.7%程度の減少で、測定や
測定箇所などのばらつきを含めた誤差を考慮しても有
意な差が認められた。また、硬くなった原因としては
4.3�赤外分光分析の結果より、樹脂成分が変化したこ
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図 -16　仕事量の割合（E1(O)）

図 -17　仕事量の割合（E4(K)）

とが推定される。弾性領域での仕事量の変化の追跡に
より塗膜の劣化度を評価できる可能性を示唆する結果
が得られた。

れた。粘弾特性により表面被覆材の一部の物性につ
いて劣化度を評価できる可能性を見出した。

　補修用樹脂小委員会にて実施している 15工法の暴露
試験は現在も継続中であり、今後もデータを蓄積し、新
たな評価方法の検討を行う予定である。
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5.　まとめ

　補修用樹脂小委員会にて実施した表面被覆材に関する
共通試験のうち、屋外暴露 10年目までの付着性能及び
その他の評価手法について、得られた結果を以下にまと
めを示す。
　⑴　屋外暴露により E1(O)では表面の樹脂の劣化によ
　　 り顔料の露出が認められた。また両仕様とも赤外分
光分析でも暴露期間とともに仕上げ材の特定のピー
ク強度が低下する傾向が認められた。

　⑵　単軸引張による付着強度試験では、屋外暴露後の
　　 付着強度の経時的な低下傾向はあまり認められず、

また、破壊箇所は 2工法とも全て基板破壊であった
ため性能差の比較は困難であった。

　⑶　剝がれる状態を考慮した見かけの剝離抵抗性試験
　　 では、単軸引張による付着強度試験とは異なる破壊
形態を示した。双方の相関係数を検討したところ試
験方法間での相関は低く、互いに異なる付着性能を
評価しているものと考えられる。

　⑷　粘弾特性については 2工法とも弾性領域での仕事
　　 量の割合が暴露期間とともに低下する傾向が認めら
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1.　まえがき

　2020年の ISO/TC 35（塗料とワニス専門委員会）国際
会議週間は、6月中旬に米国ピッツバーグでの開催が予
定されていたが、2019年末、中国武漢に端を発した新
型コロナウイルスの感染拡大の影響により会議をリモー
トで行うことになった。これは 3月 12日に WHOがパン
デミックに至ったとの認識を示したことを受け、ISO中
央事務局が 2020年 6月 30日まで全ての会議を遠隔で行
うよう通達したことによる。

　日本から出席した TC 35及び TC 35/SC 9のリモート
会議のスケジュール及び参加状況は以下のとおりであ
る。

TC 35/SC 9委員会　6月 18日㈭　20:00～ 22:00（日本
時間）　
　参加人数　36名（ドイツ 8名，中国 8名，オランダ 

　　 5名，日本 4名，英国 4名，米国 2名，スイス /フィ
ンランド/スウェーデン/フランス/ケニヤ 各1名）

　この対応で、TC 35/SC 9（塗料一般試験方法分科委員
会）もリモートで行うことになり、例年同時に開催され
るワーキンググループ（WG）の WG 29（電気化学的試験
方法）、WG 30（硬化前の塗料の性能）、WG 31（硬化後塗
料の性能）、WG 32（風力発電ローターブレード用塗料）
の各会議は中止又は延期となった。

　日本からの参加者（敬称略・順不同、以下同様）
　　須賀茂雄： TC 35/SC 9委員 /WG 31副主査 /WG 30　 

 委員（派遣代表）スガ試験機㈱
　　井賀充香： SC 9委員 /WG 30委員 / WG 31委員　
 日本ペイントホールディングス㈱
　　小川　修： TC 35国内事務局
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 (一社 )日本塗料工業会
　　宮川堅次： TC 35/SC 9国内事務局
 (一財 )日本塗料検査協会

TC 35総会　6月 19日㈭　20:00～ 22:00（日本時間）
　参加国：ドイツ，フランス，アメリカ，オランダ，　
　　　　　スイス，イギリス，ノルウェー，中国，日本
　日本からの参加者
　　小川　修： TC 35国内事務局
 (一社 )日本塗料工業会
　　宮川堅次： TC 35/SC 9国内事務局
 (一財 )日本塗料検査協会

　各 WGの会議については、新型コロナウイルス感染が
収束しないことから ISO中央事務局が 2020年 11月時点
で来年 2月までリモートで実施するよう通達している。
なお、2020年 10月以降の活動報告については次の機会
に譲ることにする。
　TC 35/SC 9各 WG会議の審議事項及び SC 9決議内容
及び TC 35総会について以下に報告する。

　【参考】略号（開発段階、用語）
 　 PWI：予備業務項目，AWI：承認済業務項目，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，IS：国際
規格，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.　TC 35 ／ SC 9 塗料の一般試験方法

　2.1　TC 35 ／ SC 9 ／ WG 16 粉体塗料

　　2.1.1　改訂事案

　　 　WG 16では粉体塗料の包括的な規格である ISO 

8130シリーズの改訂を 2015年から開始し、Part 1，
7，11，12，14の改訂を優先的に進めて 2019年に
ISの発行を完了している。残る Partについて以下
のように改訂を進めている。

　　　⑴　ISO/CD 8130-2 (Ed 2), Coating powders ̶ 

　　　　 Part 2: Determination of density by gas 

comparison pyknometer (referee method)（ガ
ス比較ピクノメーター（レフリー法）による密
度の測定）

　　　　 　使用ガスを空気又はヘリウムからヘリウム又
は窒素への変更が提案されている。

　　　⑵　ISO/CD 8130-3 (Ed 2), Coating powders 　

　　　 　 ̶ Part 3: Determination of density by 

liquid displacement pyknometer（液体置換ピク
ノメーターによる密度の測定）

　　　　 　ピクノメーターの洗浄にアセトンを使用しな
いよう削除し、操作においてピクノメーターへ
の充填順序（半分量の溶剤を先）の変更が提案
されている。

　　　⑶　ISO/CD 8130-5 (Ed 2), Coating powders ̶ 

　　　　 Part 5: Determination of flow properties 

of a powder/air mixture（粉体／空気混合物
の流動性の測定）

　　　　 　試験温度及び湿度に関する要求条件の導入な
どの改訂が提案されている。

　　　⑷　ISO/CD 8130-6 (Ed 2), Coating powders ̶ 

　　　　 Part 6: Determination of gel time of 

thermosetting coating powders at a given 

temperature（所定温度における熱硬化粉体塗
料のゲル化時間の測定）（対応 JIS：K 5600-9-

1）
　　　　 　装置において窪みのない加熱ブロックの使用

も可とし、操作において離型剤の処理を削除、
また測定は 2回から 1回のみにするなどの改訂
が提案されている。

　　　⑸　ISO/CD 8130-8 (Ed 2), Coating powders ̶ 

　　　　 Part 8: Assessment of the storage 

stability of thermosetting powders（熱硬化
型粉体塗料の貯蔵安定性）

　　　　　試験パネルとして前処理アルミニウムパネル
　　　　 を追加、及び粉体塗料の凝集の程度に関する 4

つの異なる順位付けを記述した表を削除して判
断基準を「広範な凝固」の有無のみとするなど
の改訂が提案されている。

　　　⑹　ISO/CD 8130-10 (Ed 2), Coating powders 

　　　　 ̶  Part 10: Determination of deposition 

efficiency（塗着効率の測定）
　　　　 　試験報告書において、スプレー条件の詳細に

ついての記録を含めるなどの改訂が提案されて
いる。

　　　　 　上記 6つのドラフトは 2月に PWIとして CIB

投票が行われた後、5月末にそれぞれ CD投票
が行われた。コメントは Part 6に 1件（編集上、
日本）があったのみで、いずれも DIS段階へ進
むことになった。
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　　2.1.2　共同改訂事案

　　　・ ISO 8130-4 (Ed 2), Coating powders ̶ Part 

4: Calculation of lower explosion limit（粉
体爆発下限濃度）

　　　 　本規格は性能試験規格ではなく安全規格である
ため、今回の改訂においては、WG 16では編集上
の改訂のみを行い、CEN/TC 305/ WG 1への移管
を推奨した。SC 9決議においては、今回の改訂
では編集上の改訂のみとし、次の SRの段階にお
いて、関連する CEN/TC305/WG 文書と調整し、更
新することとなった。

　　2.1.3　新規格作業事案

　　　⑴ 　ISO/NP 8130-15, Coating powders ̶ Part 

15: Rheology（レオロジー）
　　　　 　Anton Peer社の測定器をベースとした粉体

塗装プロセスに影響する流動化パラメーターを
評価する規格である。4月に NP投票が行われ、
日本はコメント無し賛成で投票した。二次募集
でエキスパート参加が 5か国となり登録が承認
されることになった。

　　　⑵ 　ISO/NP 8130-16, Coating powders ̶ Part 

16: Density via liquid displacement in a 

measuring cylinder（粉体塗料－第 16部：メス
シリンダーを用いた液体置換による密度測定）

　　　　 　メスシリンダーにより一定体積量の試料を計
り、試料を変質させない液体を加えて空気を置
換することにより粉体塗料の密度を求める方法
を規定している。Part 3を補完する規格とな
る。6月に NP投票が行われ、賛成多数、反対 0

で承認された。

　2.2　TC 35 ／ SC 9 ／ WG 29 電気化学的試験方法

　　2.2.1　改訂事案

　　　・ ISO 17463:2014, Guidelines for the 

determination of anticorrosive properties 

of organic coatings by accelerated cyclic 

electrochemical technique（促進サイクリッ
ク電気化学技法による有機被膜の防食特性の求
め方）

　　　　 　2019年の SR投票においてコメントがいくつ
か寄せられたことを受け、WG内投票を経て SC 

9会議において改訂することが決議・合意され
た。スコープは変更しない。9月には CD投票
が行われた。

　　2.2.2　新規格作業事案

　　　⑴ 　ISO/AIW TR 5602, Sources of error in 

the use of electrochemical impedance 

spectroscopy for the investigation of 

coatings and other materials（塗装材料等の
研究のための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）

　　　　 　2019年上海会議において提案され、今年の
SC 9会議にて TRとしての登録が合意された。
6月にドイツ・スイスから提案の TRドラフト
にて WG内投票が行われ、次の段階へ進むこと
になった。

　　　⑵ 　ISO/AIW TR 5604, Test method for 

assessment of protection of metal by 

organic coatings using Electrochemical 

Noise Measurements

　　　　 （電気化学ノイズ測定を用いた有機被膜による
金属保護性評価のための試験方法）

　　　　 　今年の SC 9会議において正式に提案され、
TRとしての登録が合意された。6月にドイツ・
スイスから提案の TRドラフトにて WG内投票が
行われ、次の段階へ進むことになった。

　2.3　TC 35 ／ SC 9 ／ WG 30 硬化前塗料の性能

　　2.3.1　改訂事案

　　　⑴ 　ISO/FDIS 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年ブルノ会議での SR改訂決議により改

訂が進められた。ゲージ材料に他の素材も使用
できるとし、また 3本溝のゲージが追加された。
5月に FDIS投票が行われ、賛成多数、反対 0

で承認されて 6月に ISが発行された。
　　　⑵ 　ISO/DIS 3219, Rheology（レオロジー）（対

応 JIS：K 7117-2）
　　　　 ̶  Part 1: General terms and definitions 

for rotational and oscillatory rheometry

（回転及び振動によるレオロジー測定に関する
一般用語と定義）

　　　　 ̶  Part 2: General principles of 

rotational and oscillatory rheometry（回転
及び振動によるレオロジー測定の一般原理）

　　　　 　4月に DIS投票が行われ、いずれも承認され
た。SC 9/WG 30委員からのコメントは無かっ
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たが共同開発の ISO/TC 61/SC 5から多数のコ
メントがあり、両者で協議の上 FDISドラフト
が修正され、SC 9会議において FDISへ進める
ことが合意された。

　　　　 　Part 1については 9月に FDIS投票が行われ、
賛成多数、反対 0で承認された。

　　　⑶ 　ISO 19403-1:2017, Wettability ̶ Part 1: 

Terminology and general principles（濡れ性
－第 1部：用語と一般原理）

　　　　 　国際中央事務局より本文の図の軸ラベルにミ
スがあるとの指摘があったため、SC 9会議に
おいて DIS段階から改訂を行う決議が提案され
合意された。

　　2.3.2　新規格作業事案

　　　⑴ 　ISO/PWI 3219, Rheology（レオロジー）
　　　　 ̶  Part 3: Test procedure and examples 

for the evaluation of results when using 

rotational and oscillatory rheometry（回転
及び振動での流動特性を利用した試験方法と結
果評価の例）

　　　　 ̶  Part 4: Measurement errors caused 

by sample and application when using 

rotational and oscillatory rheometry（回転
および振動での流動特性を利用したサンプルに
よって生ずる測定誤差と応用）

　　　　 ̶  Part 5: Calibration, adjustment, 

verification when using rotational and 

oscillatory rheometry（回転および振動での
流動特性を利用した校正、調整、検定）

　　　　 　昨年の段階では、Part 3は最初の WDがまも
なく配信されるとの予定であったが、Part 4

及び Part 5も含め 2021年～ 2022年初めに提
出される予定であるとの報告があった。

　　　⑵ 　ISO/FDIS 22553-8, Electro-deposition 

coatings ̶ Part 8: Electric charge 

density（電着塗料－第 8部：電荷 (クーロン )

密度） 
　　　　 　5月に FDIS投票が行われ、賛成多数、反対 0

で承認され、6月に ISが発行された。
　　　⑶ 　ISO/PWI 22553-10, Electrodeposition 

coatings ̶ Part 10: Edge  protection (電
着塗料－第 10部：エッジ保護性 )

　　　　 　パンチングとレーザーにより形成したエッジ
やホールのエッジ部の保護性を評価する方法

で、開発中の規格として紹介があった。SC 9

会議においてアクティブ化が合意された。現在、
ドイツにおいて研究所間試験を行っている。

　　　⑷ 　ISO/DIS 22553, Electrodeposition 

coatings（電着塗料）
　　　　 ̶  Part 13: Determination of re-solving 

behaviour（再溶解性）
　　　　 ̶  Part 14: Deposition behaviour（析出挙動）
　　　　 　2019年上海会議で提案されたもので、昨年

9月に NP投票で承認され、2020年 2月に CD

をスキップするための WG内投票が行われた。
Part 14は 4月に CIB投票により、また Part 

13は SC 9会議において CDをスキップして DIS

段階へ進めることが合意された。その後、Part 

14は 9月に DIS投票が行われ、承認された。

　　2.3.3　将来事案

　　　⑴ 　ISO/PWI 22553, Electrodeposition 

coatings（電着塗料）
　　　　̶ Part 15: Permeate residue（浸透残渣）
　　　　 ̶  Part 16: Pigment-binder ratio（顔料－バ

インダー比）
　　　　 　ドイツ規格（現在国内で投票中）をベースに

2021年に上記 2件の NWIP提案を予定している
との紹介があった。SC 9会議において、PWIへ
の登録が合意された。

　　　⑵ 　 I S O / N P  X X X X X ,  D e t e r m i n a t i o n  o f 

preservatives in water-dilutable coating 

materials（水性塗料保存剤の測定）
　　　　 ̶  Part 1: Determination of in-can free 

formaldehyde（遊離ホルムアルデヒド）
　　　　 ̶  Part 2: Determination of in-can total 

formaldehyde（全ホルムアルデヒド）
　　　　 ̶  Part 3: Determination of in-can 

isothiazolinones with HPLC/UV and HPLC-MS-

MS（イソチアゾリノン類）
　　　　 　2019年上海会議で提案され、中国，フィン

ランド，ドイツ，イタリア，オランダで共同開
発中である。新 SC（SC 16：化学分析）での規
格開発が予定されている。

　　2.3.4　2020 年定期見直し事案

　　 　以下の 4件の SR投票が 9月に行われ、ISO 1513、
ISO 3233-3及び ISO 9117-3において改訂を求める
コメントがなされた。改訂の要否については今後議
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論される。
　　　① 　ISO 1513:2010 (Ed 4), Examination and 

preparation of test samples（試験用試料の
検分及び調整）（対応 JIS：K 5600-1-3）

　　　② 　ISO 3233-3:2015, Determination of the 

percentage volume of non-volatile matter 

̶ Part 3: Determination by calculation 

from the non-volatile-matter content 

determined in accordance with ISO 3251, 

the density of the coating material and 

the density of the solvent in the coating 

material（不揮発分容積 %の測定－第 3部：
ISO 3251に従って求めた不揮発分含有量から
の計算による測定，被覆材料の密度及び被覆材
料中の溶剤の密度）

　　　③ 　ISO 9117-2:2010, Drying tests ̶ Part 2: 

Pressure test for stackability（乾燥試験－

第 2部：耐圧着性）（対応 JIS：K 5600-3-5）
　　　④ 　ISO 9117-3:2010, Drying tests ̶ Part 3: 

Surface-drying test using ballotini（乾燥
試験－第 3部：バロチニによる表面乾燥性）（対
応 JIS：K 5600-3-2）

　2.4　ISO ／ TC 35 ／ SC 9 ／ WG 31 硬化後塗料の性能

　　2.4.1　改訂事案

　　　⑴ 　ISO/FDIS 2409 (Ed 6), Cross-cut test（付
着性－クロスカット法）（対応 JIS：K 5600-5-

6）
　　　　 　2018年ブルノ会議での改訂決議に従い、

2019年 11月に DIS投票、2020年 7月に FDIS

投票が行われ、賛成多数、反対 0で承認されて
8月に ISが発行された。カッター刃の厚みが
(0.43 ± 0.03) mmから (0.4 ± 0.1) mmへ変
更されたため、例えば JIS K 5600-5-6を引用
する JIS K 5659などにおいて規格外となる小
型 A刃カッター刃も ISOでは使用可能範囲にな
る。

　　　⑵ 　ISO/DIS 2810 (Ed 4), Natural weathering 

of coatings ̶ Exposure and assessment（屋
外暴露耐候性）（対応 JIS：K 5600-7-6）

　　　　 　2018年 SR及びブルノ会議での改訂決議に従
い、結露時間及び降雨時間の報告項目を湿潤時
間として一纏めにするなどの改訂がなされた。
今年 2月に DIS投票、7月に FDIS投票が行わ
れ賛成多数、反対 0で承認されて 9月に ISが

発行された。
　　　⑶ 　ISO/DIS 16474-3 (Ed 2), Methods of 

exposure to laboratory light sources ̶ 

Part 3: Fluorescent UV lamps（促進耐候性
試験方法－第 3部：紫外線蛍光ランプ）（関連
JIS：K5600-7-8）

　　　　 　2018年 SR及びブルノ会議での改訂決議に従
い、水噴霧時にブラックパネルの温度を制御し
ないように変更するなどの改訂が提案され、昨
年 12月に DIS投票が行われた。日本は編集上
のコメントを 10件行い、賛成で投票した。全
体として 43件のコメントがあり、SC 9会議で
の合意により FDIS投票が 9月に行われ、賛成
多数、反対 0で承認された。

　　　⑷ 　ISO/CD 28199, Evaluation of properties 

of coating systems related to the 

application process（塗料一般試験方法－塗
装工程に関連する塗装系の特性評価 )

　　　　 ̶  Part 1: Relevant vocabulary and 

preparation of test panels（関連用語と試験
板の調製）

　　　　 ̶  Part 2: Colour stability, process 

hiding power, re-dissolving, overspray 

absorption, wetting, surface texture and 

mottling （色の安定性、各層の隠ぺい性、再溶
解性、オーバースプレーの吸着、濡れ性、表面
の模様及びまだら性）

　　　　 ̶  Part 3: Visual assessment of sagging, 

formation of bubbles, pinholing and hiding 

power（目視によるたれ性、発泡性、ピンホー
ル及び隠ぺい性 ) 

　　　　 　2018年の SR及びブルノ会議で合意された
改訂決議に従い、Part 1では用語を見直し、
Part 2では色むらの評価を測定技術と視覚的
評価に分け、Part 3では測定手法を使用した
評価を追加した改訂がそれぞれ提案された。4

月に CD投票、9月に DIS投票が行われ、いず
れも賛成多数、反対 0で承認された。

　　2.4.2　新規規格作業事案

　　　・ ISO/NP 11997-3, Determination of 

resistance to cyclic corrosion conditions 

̶ Part 3: Testing of coating systems on 

materials and components in automotive 

construction（サイクル腐食試験－第 3部：自
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動車構造材料及び部品の塗装の試験）
　　　　 　2019年上海国際会議で提案された、自動車

用塗装部品を NaCl水噴霧／湿度／冷熱の各条
件が異なる 3つの組合せによりサイクル腐食さ
せる試験方法の NP投票が行われ、日本は 31件
のコメント付き賛成とし、須賀副主査がエキス
パートにノミネートされた。全体では賛成多数、
反対 0で承認された。7月には CD投票が行わ
れ、賛成 11、反対 1で承認された。CD投票では、
NP投票での日本、米国、ポルトガルのコメン
トが反映されていない CDドラフトが出される
という事務局のミスが判明したため、NP投票
でのコメントを DISドラフトに反映するよう進
めることとなった。

　　2.4.3　2019 年定期見直し事案

　　　2.4.3.1　改訂規格

　　　　⑴ 　ISO 16925:2014, Determination of the 

resistance of coatings to pressure  

water-jetting（高圧水噴射に対する塗膜耐
久性試験）

　　　　　 　2019年に SRが行われ、SC 9会議で改訂決
議がなされ承認された。

　　　　　 　試験水温が 20℃～ 80℃であることから水
流量を容量管理から重量管理とすること、不
適切なスプレーノズルの角度の修正などの改
訂が提案されている。

　　　　⑵ 　ISO 11998:2006, Determination of wet 

scrub-resistance and cleanability of 

coatings（耐洗浄性の測定及び被膜の清浄性）
（対応 JIS：K 5600-5-11）

　　　　　 　2019年に SRが行われ、SC 9会議で改訂決
議がなされ承認された。

　　　　　 　フロートガラス支持板の上に試験片を挟み
込む方法には今日いろいろな方法が出てきて
いることから、そのことを踏まえた改訂など
が提案されている。

　　　　⑶ 　16474-2:2013, Methods of exposure to 

laboratory light sources ̶ Part 2: 

Xenon-arc lamps（促進耐候性－第 2部：キ
セノンランプ法）（関連 JIS：K 5600-7-7）

　　　　　 　2019年上海会議において継続との決議が
なされたが、今回の SC 9会議においてドイ
ツから昼光フィルタの分類を追加する提案が
あり、参考附属書を追加する形で追補を行う

ために PWIへの登録が合意された。

　　　2.4.3.2　継続規格

　　　　・ ISO 13803:2014, Determination of haze on 

paint films at 20°（20度角における塗膜
上のヘーズの測定方法）

　　2.4.4　2020 年定期見直し事案

　　 　以下の 4件の SR投票が 9月に行われ、いずれの
規格においても1～2か国から改訂投票がなされた。
改訂の要否については今後議論される。

　　　① 　ISO 1520:2006 (Ed 3), Cupping test （耐
カッピング性）（対応 JIS：K 5600-5-2）

　　　② 　ISO 1522:2006(Ed 3), Pendulum damping 

test （剛体振子試験）
　　　③ 　ISO 6860:2006 (Ed 2), Bend test (conical 

mandrel)（曲げ試験（コニカルマンドレル））
　　　④ 　ISO 21227-2:2006, Evaluation of defects 

on coated surfaces using optical imaging 

̶ Part 2: Evaluation procedure for multi-

impact stone-chipping test（光学的画像を用
いた塗装面欠陥の評価－第 2部：多重衝撃ス
トーンチッピング試験による評価方法）

　　2.4.5　準備業務事案

　　　・ ISO/PWI 20567-4, Determination of stone-

chip resistance of coatings ̶ Part 4: 

Mobile multi-impact testing, small testing 

area（塗膜の耐チッピング性－第 4部：自動車
用小面積多重衝撃試験）

　　　　 　2019年上海会議で提案された、ハンディー
型の装置を用い 2cm角の塗板で試験を行う規格
で、SC 9会議において PWIとして登録するこ
とが合意された。詳細内容を明確化する必要が
あり、その上で WDが SC 9へ送られる。

　2.5　 ISO/TC 35/SC 9/WG 32 風力発電ローターブレー

ド用塗料

　　2.5.1　技術仕様書（TS）の改訂

　　　① 　ISO/TS 19392-1, 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
　　　② 　ISO/TS 19392-2, Coating systems for 
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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）

　　　③ 　ISO/TS 19392-3, 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）

　　　　 　上記 3つの TSについては、現在、2021年の
SRに向けた準備のために意見を募集中の段階
にある。WGとして、SRの期限 2021年 4月 15

日までに、改訂、廃止又は IS化のいずれかの
判断が求められている。

　　2.5.2　準備業務事案

　　　⑴ 　ISO/PWI TS 19392-4, Coating systems 

for wind-turbine rotor blades ̶ Part 4: 

Influence of rain erosion damage on the 

ice formation on rotor blade coatings （風
力発電ローターブレードの塗装システム－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）

　　　　 　PLの Buchholz 氏が WG会議に欠席し、ドラ
フトの修正も進んでいない。2018年ブルノ会
議で PWIの登録が承認されたので、2021年 5

月までに NPステージに進める必要がある。
　　　⑵ 　ISO/PWI TS 19392-5, Coating systems 

for wind-turbine rotor blades ̶ Part 5: 

Measurement of transmittance properties of 

UV protective coatings（風力発電ローターブ
レードの塗装システム－第 5部：UV保護塗装
の透過率特性の測定）

　　　　 　UV透過性の測定方法に関する規格であり、
木材保護塗料の欧州規格案をベースとしてい
る。2018年ブルノ会議で PWIの登録が承認さ
れているので、2021年 5月までに NWIPステー
ジに進める必要がある。

　　　⑶ 　ISO/PWI TS 19392-6, 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）
　　　　 　WGの最優先事案として取り組んでいる。課

題は再現性のあるデータを得るためのパラメー
ターの設定にある。現在各研究機関・企業で
試験方法のラウンドロビンテストが行われてお
り、2021年春に結果がまとまる予定となって
いる。

　　2.5.3　その他の開発事案

　　　・ ISO/PWI TS 19392-X, Coating systems for 

wind-turbine rotor blades ̶ Part X: 

Determination and evaluation of resistance 

to soiling（風力発電ローターブレードの塗装
システム－第 X部：耐汚染性の求め方と評価）

　　　　 　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。

3.　TC 35 総会（関係分）

　3.1　議事内容

　　⑴　ISO行動規範について
　　　 　今回、ISO行動規範が改訂され、技術会議にお

いて常設の議題項目として加えられることになっ
た。本会議においてもこの行動規範の内容説明が
行われた。行動規範は ISOの技術作業に関わるす
べての関係者に適用される。

　　⑵　新 SCについて
　　　 　Vogelsong氏を委員長とした TC 35/SC 16（化

学分析）が 5月に設立し、第 1回の委員会が
2020年 9月 1日に行われるとの説明があった。

　　　 　SC 9/WG 30の管理規格 ISO 22518:2019及び
ISO 23168:2019の移管が提案されている。

　　⑶　SC 9委員会からの報告
　　　 　SC 9事務局の Attra氏より SC 9の活動状況お

よび 6月 18日の SC 9会議内容について（決議
17件）の報告が行われた。

　3.2　次回以降の TC 35 会議週間開催予定

　 　2021年は 6月 14日～ 18日の日程でベルリン、
2022年はアメリカのピッツバーグで開催が予定され
ている。2023年は英国での開催が検討されることに
なり、バックアップとしてアジア（日本を含む）が候
補に挙がった。

4.　あとがき

　今年、2020年 3月からの新型コロナウイルスの世界
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的感染拡大から、残念なことに予定されていた米国ピッ
ツバーグでの TC 35会議週間は全てキャンセルとなっ
た。しかし SC 9会議がリモートで行われたことは幸い
で、科学技術の発展と規格開発による恩恵の証左ともい
える。決議事項は17件と昨年より6件少ない状況となり、
コロナ禍で規格開発のペースは落ちたが、それでも一歩
一歩着実に進んでいることを伺い知ることができた。リ
モート会議ではチャットでのやり取りが公式発言以外
の唯一の委員間の交流方法で、オランダ Nico氏、中国
Duan氏、米国 Oscar氏と文字で挨拶を交わすことがで
きたのは小さな喜びであった。
　来年（2021年）については、現時点で 6月にベルリ
ンでの会議週間開催が発表され、個人的にはベルリンで
各国の委員との笑顔での再会が出来ることを期待してい
る次第である。来年は、東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催が期待され、またイギリスを皮切りに新型コロ
ナ向けワクチン接種が始まった状況となり、ほのかな希
望の光も見えてきた。
　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賜りたい。
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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、複合サイクル試験機を所有しています。
複合サイクル試験機は、塗膜、めっき、金属材料などの
試験体に対して、塩水噴霧，乾燥，湿潤のサイクルを繰
り返すことで腐食を促進させ、試験体の腐食性を短時間
で評価する試験機です。塩水噴霧試験に比べ、各試験を
組み合せたサイクルにより実環境下に近い腐食性の評価
が可能とされています。当協会では、この試験機を用い、
塗膜、鋼材など様々な材料について防食試験を行ってい
ます。表 -1に当協会が所有する複合サイクル試験機の
一例を示します。

2.　複合サイクル試験機の仕組み

　複合サイクル試験機は、試験槽の中に噴霧器、噴霧液
採取装置及び試験片保持器、試験槽横に塩溶液用補給タ
ンク、圧縮空気供給装置、そのほかに試験槽加熱装置、
乾燥空気供給装置、サイクル制御装置などが装備された
構造をしています。なお、噴霧器は均一な分布、ミスト
粒子で規定の噴霧液採取量に調整できる機構を有してい
ます。「塩水噴霧」の場合は塩水を、「湿潤」の工程の場
合は脱イオン水を霧状にして試験槽内に供給します。「乾
燥」の工程では、吸気弁を開けて外気を導入し、温度を
温度調整装置で調節します。

3.　腐食が生じる機構

　複合サイクル試験は、試験サンプルを試験槽内に斜め
に立てかけ、前述した各工程の組合わせで所定の温度及
び時間にて、塩水噴霧した後、乾燥及び湿潤の工程に順
次移行し、この試験サイクルを所定の回数繰り返します。
試験終了後、付着物を浄水で洗い流し、サンプル表面の
膨れ・さび・割れ・はがれを評価します。
　「塩水噴霧」では塗膜のカット部から侵入した塩水の
化学的作用によって、金属面の腐食反応が進行します。
「乾燥」の工程では高温により腐食反応を速め、腐食生
成物を成長させます。このとき、塗膜と被塗物の鋼材と
の線膨張係数の違いから生じる物性疲労により塗膜と素
地との層間で付着性が低下します。「湿潤」の工程では
浸透圧により塗膜中に侵入した水分で腐食が促進されま
す。さらに、塗膜は「湿潤」と「乾燥」の工程で膨潤と
収縮を繰り返すため、ストレスを受け劣化が進みます。
これらのサイクルを繰り返すことで塗膜にさび，膨れ，
はがれを実暴露に近似の状態で生じさせます。複合サイ
クル試験による塗膜劣化の一例を図 -1に示します。
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試験設備の紹介

複合サイクル試験機

一般財団法人 日本塗料検査協会

松　本　倫　毅西支部 検査部

表 -1　複合サイクル試験機〔例〕

外観

メーカー（型式） スガ試験機株式会社（CYP-90）

試験片枚数 58枚（150 × 70 × 1mm）

試験片の角度 15°又は 20°

耐荷重 6kg（試験片保持器）

試験槽寸法 幅 900 ×奥行 600 ×深さ 500mm

外形寸法 幅 1830 ×奥行 1010 ×高さ 1475mm

その他
試験片上に水滴が落ちない屋根型構造
開閉方式：ガスダンパー
シール方式：ウォーターシール
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4.　主なサイクル腐食条件

　複合サイクル試験は、JIS K 5600-7-9:2006 塗料一般
試験方法－第 7部：塗膜の長期耐久性－第 9節：サイク
ル腐食試験方法－塩水噴霧 /乾燥 /湿潤 にて、4つの
異なる腐食条件（サイクル A～ D）が規定されています。
なかでもサイクル Aとサイクル Dは日本から ISO（国際
標準化機構）へ提案された試験方法で、一般防食、建材、
自動車などの防食試験として幅広く使用されています。
ここではサイクルAとサイクルDについてご紹介します。
　⑴　サイクル A

　　　サイクル Aの操作条件を表 -2に示します。

　サイクル Aは、JIS規格のほか、公益社団法人 自動車
技術会の自動車規格 (Japanese Automobile Standard)

である、JASO M609及び M610に定められたサイクルで、
自動車関連や建材などにも幅広く使用されている試験サ
イクルです。
　⑵　サイクル D

　　　サイクル Dの操作条件を表 -3に示します。

　〔各段階の移行時間〕
　　⑴　①塩水噴霧から②湿潤：10分間以内
　　⑵　②湿潤から③熱風乾燥：15分間以内
　　⑶ 　③熱風乾燥から④温風乾燥：30分間以内
　　⑷ 　④温風乾燥から①塩水噴霧：瞬時に
　〔試験期間〕
　 　ほかに指定がなければ、試験サイクルは 28サイク
ル (168h)を繰り返す。

　 　サイクル Dは、JIS K 5551 構造物用さび止めペイ
ント、JIS K 5621 一般用さび止めペイント及び JIS 

K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイントのサイク
ル腐食性試験のサイクルとして使用され、塗膜の促進
劣化試験として広く用いられています。 

　⑶　使用される塩水噴霧試験溶液
　　 　各サイクルで使用される塩水噴霧溶液の濃度は、

塩化ナトリウム (50 ± 10)g/Lとされ、塩化ナトリウ
ムを水に溶かして調整します。溶液の pHは 6.0～
7.0の範囲とします。また、塩水噴霧の採取量は塩
水噴霧を 24時間以上運転した後、噴霧液を採取し、
80㎠の水平の採取面積当たり 1～ 2mL/hに調整し
ます。

　〔各段階の移行時間〕
　　⑴　①塩水噴霧から②乾燥：30分間以内
　　⑵　②乾燥から③湿潤：15分間以内
　　⑶ 　③湿潤から①塩水噴霧：30分間以内（塩水噴

霧の開始は瞬時）
　〔試験期間〕
　 　ほかに指定がなければ、30サイクル (240h)，60サ
イクル (480h)，90サイクル (720h)及び 180サイクル
(1440h)の試験サイクルを繰り返す。
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図 -1　塗膜劣化の一例（カット部のさび・膨れ）

表 -2 サイクル Aの操作条件

表 -3 サイクル Dの操作条件

①塩水噴霧：35 ± 1℃× 2h（5w/v%NaCl水溶液）

①塩水噴霧：30 ± 2℃× 0.5h（5w/v%NaCl水溶液）

②乾燥：　　60 ± 1℃× 4h（20～ 30%RH）

②湿潤：　　30 ± 2℃× 1.5h（95 ± 3%RH）

③湿潤：　　50 ± 1℃× 2h（95%RH以上）

③熱風乾燥：50 ± 2℃× 2h

④温風乾燥：30 ± 2℃× 2h

①塩水噴霧へ戻る

①塩水噴霧へ戻る
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　⑷　試験パターンの例
　　 　サイクル A及び Dの操作条件を例に試験層内の温
度変化の試験パターン例を図 -2に示します。試験
開始時のみ 外気温湿度からスタートし、各工程へ
は定められた移行時間内で条件に達します。

5.　おわりに

　当協会の東支部及び西支部は、産業標準化法試験事業
者登録制度（JNLA）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。
　試験に関するお問い合わせ並びにご用命は、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 -2　試験パターンの例（サイクル A及び D）
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表 -1　2019 年 9 月 1 日から 2020 年 9 月 30 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

JP0320001 アイル株式会社 JIS A 6916 建築用下地調整塗材 2020年 6 月 19日

表 -3　2019 年 9 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日までに認証を取り消した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証終了日

該当製品なし

表 -2　2019 年 9 月 1 日から 2020 年 9 月 30 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

JP0316001 株式会社ミラクール JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2019年 10月 2 日

JP0507014 大信ペイント株式会社 JIS K 5492 アルミニウムペイント 2019年 10月 31日

JP0516001 株式会社ニチカ JIS K 5551 構造物用さび止めペイント 2019年 11月 30日

JP0508034 関西ペイント株式会社 JIS K 5572 フタル酸樹脂エナメル 2020年 2 月 28日

JP0314001 アトミクス株式会社 JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2020年 2 月 29日

JP0308003 東日本塗料株式会社 JIS A 6909 建築用仕上塗材 2020年 4 月 13日

JP0408007
第一工業製薬株式会社
四日市事業所

JIS A 6021 建築用塗膜防水材 2020年 6 月 20日

JP0307002 亜細亜工業株式会社 JIS A 6021 建築用塗膜防水材 2020年 7 月 31日

JP0308015 亜細亜工業株式会社 JIS A 6909 建築用仕上塗材 2020年 7 月 31日

JP0312002 AGCコーテック株式会社 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 2020年 8 月 31日

JP0314003 AGCコーテック株式会社 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2020年 8 月 31日
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ニ ュ ー ス

JIS マーク表示認証業務

　・ 当協会が 2019年 9月 1日から 2020年 9月 30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：https://www.jpia.or.jp
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表 -4　2019 年 9 月 1 日から 2020 年 9 月 30 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 停止請求を行った期日

該当製品なし

表 -5　外部発表一覧（2019 年 9 月 1 日～ 2020 年 9 月 30 日）

発表題目 発表者 発表先（誌名） 出版／主催者

投
稿

高日射反射率塗料の性能に関する研究
その 10 耐候性試験後の日射反射率につい
て

清水 亮作
〔共同執筆者〕

2019年 10月 23日
2019年大会学術講演会
〔建築研究所、芝浦工業大学との共
同執筆〕

日本建築仕上学会

ラマン分光法を用いたアクリル系上塗り材
の劣化指標

山田 卓司
佃　 洋一

〔共同執筆者〕

材料 2019年 68巻 10号 779-784

〔京都大学、積水化学工業株式会社、
株式会社島津テクノリサーチとの共
同執筆〕

公益社団法人
日本材料学会

ヘーズメーターを用いた視認性の定量的評
価方法の検討

野村 潤貴
佃　 洋一

第 40回 防錆防食技術発表大会 講
演予稿集
59-64

一般社団法人
日本防錆技術協会

STUDY ON THE QUANTITATIVE EVALUATION 

METHOD OF VISIBILITY BY USING THE 

HAZEMETER

野村 潤貴
佃　 洋一
澤田 治彦
為 信一郎
山田 卓司

Sixth International Conference 

on Construction Materials 

(ConMat'20)

公益社団法人
日本コンクリート
工学会

講
演

長期耐久性を考慮した表面被覆工法の剝落
防止性に対する一考察

佃　 洋一

2020年 1月 29日
Polymers-in-Concrete委員会
第 185回 定例会「ポリマーコンク
リートの多様性と先端技術」

国際コンクリート・
ポリマー複合体会議 

日本支部

－ 50 －

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 2019年 9月 1日から 2020年 9月
30日までの間に発行した性能評価書はありませんでした。

外部発表

　・当協会が 2019年 9月 1日から 2020年 9月 30日までの間に外部発表したものは表 -5のとおりです。
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表 -6　塗料試験方法研究会　勉強会（2019 年 9 月 1 日～ 2020 年 9 月 30 日）

年月日／部会 勉強会の内容 開催場所 参加者

2019年度
西部会 講演会
11月 29日

2019年度 西部会 第 1回講演会：
①関西国際空港連絡橋の復旧工事について
　（講師：西日本旅客鉄道㈱ 構造技術室鋼構造グループ　坂田 

　 鷹起 氏）
②ラマン分光法を用いた上塗り材の劣化評価方法（講師：京都
　大学大学院工学研究科　助教 高谷 哲 氏）
③産業標準化法に基づく JISマーク認証と指摘事項について　
　（講師：(一財 )日本塗料検査協会 JIS認証業務品質管理者 

　 河村 マリ・JIS認証業務総括審査員代理 加藤 礼士）

大阪ツイン 21

MIDタワー
貸会議室

47名 /27社

2019年度
東部会 講演会
【中止】

2019年度 東部会 第 1回講演会：
2020年 2月 28日に予定（恵比寿ガーデンプレイスタワー会議室）
していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮して
中止とした。
東部会 工場見学会についても同様に中止とした。

－ －

2019年度
西部会 工場見学会

【中止】

2020年 3月 19日に計画（積水ハウス㈱ 総合住宅研究所）して
いたが、新型コロナウイルス感染症拡大により中止とした。

－ －

2020年度
東部会及び西部会 

イベント
【中止】

コロナ禍中であり工場見学会は開催を見送ることとし、講演会
についても通常開催が困難なため、会員への JIS認証業務説明
資料の配付（年度内）に代えることとした。

－ －

－ 51 －

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 2019年 9月 1日から 2020年 9月 30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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－ 52 －

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、団体規格及び外国規格に基づく試験・検査
　・各種基準、法令及び条約などに基づく試験・検査

 調 査・研 究　　　　　品質性能、試験方法及び評価技術の調査・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、試験方法及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及び 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（塗料及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・分析及び計量証明

 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及び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）
　　ご注文は６本以上（異なる硬度の混合も可）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。
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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
　　東日本（静岡以東）　　　　　　　　　東 支 部（E-mail：east@jpia.or.jp）
　　西日本（愛知以西）　　　　　　　　　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

2021年2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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