
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 －
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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

－ 25 －15



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
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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 －
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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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