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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。



香りの「匂い」、臭い匂いの「臭い」、これら両方の意味

を持つ中立的な「におい」の３種類があるとしている。

においを評価する一般的な方法としては、においの質、

種類を意味する臭質とにおいの強さを意味する臭気強

度、臭気指数、臭気濃度の両方を用いる必要があり、例

えば、『香害』における「におい」は臭いではなく、匂

いに近い臭質であるものの、臭気指数が大きすぎると言

う表現を用いる。また、必要があれば、そのにおいに対

する容認度、快・不快度なども付け加える必要がある。

　嘗ては、新築の住宅室内で漂うにおいを新築の家のか

おりなどと称して肯定的に捉えていたが、シックハウス

症状群が顕在化した以降、今や、新築臭と明記されて否

定的なものに変わりつつある。

　塗料に関しても塗装直後、乾燥までの養生期間におけ

るにおいの問題は無視することは出来ないようで、イン

ターネットで検索すると、「無臭ペンキ」「臭いがしない

塗料」「においがきつくない塗料」「臭いの少ない塗料」「超

低臭型室内用水性塗料」などが表示される。

　柔軟仕上げ剤を他山の石として、塗料に関しても、塗

装直後のにおいの強さを表示することも検討に値すると

考える。その場合には、定量的な表示をするべきであり、

臭気のある気体を、無臭の空気で希釈し、臭いが感じら

れなくなった希釈倍数を意味する臭気濃度、臭気濃度の

対数を 10倍した臭気指数などを用いることが望ましい。

嗅覚測定法と呼ばれる被験者の嗅覚によるにおいの強さ

を測定する方法を用いる必要があり、環境省が管掌する

国家資格である臭気判定士が統括・実施する公定法であ

る三点比較式臭袋法を採用するべきであろう。

　近年、香水や、合成洗剤・柔軟剤・入浴剤・防虫剤・

化粧品・芳香剤などに含まれる合成香料に起因し、さま

ざまな健康被害が誘発される現象を言う「香害」という

語句を、しばしば目にするようになった。

　「香害」は、これらの日常品などに含まれる化学物質

から放散される強いにおいが直接的な原因であるが、強

いにおいに対する嫌悪、忌避等の感覚的な一過性の被害

だけでなく、頭痛や吐き気、全身倦怠感、めまい、発熱、

関節痛、食欲不振等の身体的不調や長期間に亘る暴露に

よる『化学物質過敏症』の発症まで多岐に亘っている。

　最近の家庭用品等に含まれているマイクロカプセル

（接着作用のある化学樹脂に香料や抗菌剤を詰め込んだ

粒子）やその芯材である香料や抗菌剤が原因物質であ

ると想定される。日本消費者連合などの７団体で結成さ

れた「香害をなくす会」が 2019年 12月下旬から 2020

年 3月末に実施したアンケート調査に依れば、香害被害

があると回答した人の 86％が柔軟剤により具合が悪く

なったと回答している。香りを長持ちさせる機能を向上

させたことが、他の面での問題を作り出してしまった訳

である。

　行政側でも対策を検討し始めており、独立行政法人・

国民生活センターの 2020年４月９日付けの報道発表「柔

軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供」では、柔軟仕上

げ剤のにおいに関する相談情報の概要、市販商品に関す

る TVOC濃度上昇量、臭気強度の測定結果などを提示し

ている。

　においに特化した我が国唯一の学協会である公益社団

法人におい・かおり環境協会では、ニオイには、芳しい
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「香害」の観点から塗料を考える



1.　はじめに

　JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）に規定され
るサイクル腐食性試験を用いた規格試験において、最
近、規格値（カット線からの片側最大さび・膨れ幅：30

日後で 4mm 以内）を満たさない塗料が散見されるように
なった。そこで、この原因を解明するために、過去の試
験結果も含めたデータを整理した結果から、ブラスト処
理用研削材の種類と表面粗さの影響に着目して検討を
行った。

2.　実施内容

　実施手順として、①塗料、適用膜厚及びブラスト処理
条件について現状を把握し、②ブラスト処理用研削材の
種類と表面粗さの影響の順で検討を行った。

　2.1　現状把握

　　　塗料と適用膜厚

　　 　JIS K 5551 製品規格試験、抜き取り試験（NEXCO

規格及び SDK）等について、過去２年間の試験結果
を整理した。その結果、反応硬化形エポキシ樹脂塗
料（JIS 製品規格試験）及び厚膜形エポキシ樹脂塗
料下塗（抜き取り試験）の規格において、試験結果
のばらつきが大きく、規格値を満たさない場合があ
ることが確認できた。

　　　ブラスト処理条件

　　 　JIS K 5551 で要求されるブラスト条件は、研削
材としてグリットを、表面粗さとして 25µmRzJIS、
除せい（錆）度は JIS Z 0313:2004 に規定する Sa 

2 ½ 以上となっている（表 -1 参照）。当協会では
テストパネルメーカーから規格の要求基準を満足す
るブラスト処理鋼板を購入しているが、研削材は工
場塗装する部材の処理に使用されているスチールグ
リットを使用しており、ブラスト処理条件も変わっ
ていないことが確認できた。

　　 　なお、表 -1 に記載したように研削材は、グリッ
ト形状のものであれば、どんな材質の研削材でも使

用可能である。参考までに JIS Z 0310 で規定され
ている主な研削材の種類を表 -2、JIS 製品規格に規
定されていたブラスト処理条件の変更の経緯を表

-3 に示す。
　　 　ここで、表面粗さの RzJIS とは、基準長さの粗さ

曲線において平均線から縦方向に、最高の山頂から
高い順に５番目までの山頂の高さ（絶対値）の平均
値と最深の谷底から深い順に５番目までの谷底の深
さ（絶対値）の平均値との和で定義される 1) 。

表 -1　ブラスト処理条件

表 -2　ブラスト処理用研削材の材料及び種類 2)

除せい（錆）度 JIS Z 0313 に規定する Sa 2½ 以上

研削材 グリット

表面粗さ 25µmRzJIS を標準とする。

分類

金属系 

鋳鉄
鋳鉄グリット

（スチールグリットとして使用）

鋳鋼
高炭素鋳鋼ショット／グリット

低炭素鋳鋼ショット 

非金属系

天然鉱物
スタウロライト

アルマンダイトガーネット

人造鉱物

鉄鋼スラグ
高炉スラグ

製鋼スラグ

銅スラグ

ニッケルスラグ
ニッケル精錬スラグ

フェロニッケルスラグ

石炭灰スラグ

溶融アルミナ
褐色アルミナ

ホワイトアルミナ

－ 2 －

試験方法シリーズ

一般財団法人 日本塗料検査協会 

比留川　伸　司

松　本　倫　毅

東支部 検査部

西支部 検査部

ブラスト処理の違いにより表面状態が異なる鋼材表面に
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　2.2　ブラスト処理用研削材の種類と表面粗さの影響

　 　現状把握の結果から、JIS 製品規格試験以外におい
ても規格値を満たさない結果が出ているが、塗装者、
試験場所（器差を含む）等の有意差が確認できなかっ
たことから、ブラスト処理面の状態の影響について検
討を行った。

　　スチールグリット材の表面プロファイル解析

　　 　テストピースメーカーに、表面粗さが 25µmRzJIS

（JIS K 5551 規格）と 75µmRzJIS（現場施工を模擬）
のスチールグリットブラスト処理鋼板を作製しても
らい、それらのブラスト処理鋼板について、表面の
凹凸形状の表面プロファイル解析を行った。

　　 　まず、接触式表面粗さ計を用いて、凹凸高さのプ
ロファイルを測定し、25µmRzJIS と 75µmRzJIS の凹凸
高さを確認した（図 -1、図 -2 参照）。

　 　次に、3D 形状測定機で測定した、それぞれの表面
の凹凸状態を図 -3、図 -4 に示す。75µmRzJIS と比較し
て 25µmRzJIS の方が広い谷の部分が偏在しており、凹
凸形状にむらがあることが詳細に観察された。なお、
図-3、図-4の色は凹凸の高さを示し、青色は谷の部分、
緑色は凹凸の中間部分、赤色は山の部分である。

表 -3　規格に規定されたブラスト処理条件

図 -1　スチールグリットブラスト処理板（25µmRzJIS）の

プロファイル

図 -2　スチールグリットブラスト処理板（75µmRzJIS）の

プロファイル

年 月 規格名 ブラスト処理条件 試験項目

1991 年 8 月

JIS K 5552:1991 ジンクリッチプライマー
JIS K 5553:1992 厚膜形ジンクリッチペイント

除せい度：ISO 8501-1 Sa 2 ½
研削材　：けい砂（グリット）
表面粗さ：25µmRz

耐塩水噴霧性

JIS K 5551:1991 エポキシ樹脂塗料 SPCC-SB の鋼板を P280 番で研磨 耐塩水噴霧性

2002 年 3 月

JIS K 5552:2002 ジンクリッチプライマー
JIS K 5553:2002 厚膜形ジンクリッチペイント

除せい度：ISO 8501-1 Sa 2 ½
研削材　：グリット（スチール）※

表面粗さ：25µmRzJIS

耐塩水噴霧性

JIS K 5551:2002 エポキシ樹脂塗料 SPCC-SB の鋼板を P280 番で研磨 耐塩水噴霧性
2007 年 4 月 「じん肺」の危険性が高いとして、JIS のブラスト処理用非金属系研削材から「けい砂」を除外

2008 年 1 月
JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント 除せい度：ISO 8501-1 Sa 2 ½

研削材　：グリット（スチール）※

表面粗さ：25µmRzJIS

サイクル腐食性

2018 年 9 月
JIS K 5551:2018 構造物用さび止めペイント 除せい度：ISO 8501-1 Sa 2 ½

研削材　：グリット（スチール）※

表面粗さ：25µmRzJIS

サイクル腐食性

※実際にはスチールグリットを使用している。　　

図 -3　スチールグリットブラスト処理板（25µmRzJIS）
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　　　スチールグリット処理鋼板を用いたサイクル腐

　　　　食性試験

　　　①　試験板
　　　 　試験板は、JIS G 3101 に規定する SS400 の鋼

板 150 mm × 70 mm × 3.2 mm とし、表 -4 のブラス
ト処理条件によってブラスト処理する。なお、試
験板の数は各 3 枚とする。現在テストピースメー
カーから購入して使用しているスチールグリット
処理鋼板で二通りの表面粗さに調製したものを使
用した。

（図 -6 参照）を用い、JIS K 5600-7-9 の附属書
１（サイクル D）(図-7参照 )の条件で試験を行う。
ただし、試験サイクルは 120 サイクル（30 日間）
とする。試験途中及び試験終了後、試験片を取り
出して流水で洗い、２時間置いた後、塗膜を評価
する。

　　　④　評価方法
　　　 　塗膜に付けたきずの片側の最大さび・膨れ幅を

ノギスで測定する。
　　　⑤　サイクル腐食性試験結果
　　　 　サイクル腐食性試験を 30 日間行った結果（図

-8、図 -9 参照）、75µmRzJIS についてはサイクル
腐食試験 20 日以降で最大さび・膨れ幅の増加傾
向が緩やかになり、25µmRzJIS については最大さ
び・膨れ幅は、直線的に増加していた。スチール
グリットによる表面粗さの違いについては、いず
れも規格内に収まったが 75µmRzJIS の方が最大さ
び・膨れ幅が小さい結果となった。

　　　②　試験板の作製
　　　　a) 試験板に JIS K 5600-1-1 の 3.3.7（吹付け

塗り）のエアスプレー塗りによって、乾燥膜
厚 55 ～ 65µm となるように１回塗る。24 時
間後、塗装した試験板の裏面及び周辺に、試
験に影響がないように同じ塗料で塗り包み、
６日間乾燥後、JIS K 5600-7-7 に規定する
促進耐候性試験装置を用いて、JIS K 5600-

7-7 の 6.2 に規定する条件（方法 1）、及び
JIS K 5600-7-7 の表 -3（試験片ぬれサイク
ル）のサイクル A で 60 時間照射したものを
試験片とする。

　　　　b) 切り込みきずの付け方は、JIS K 5600-7-9

の 7.5（切り込みきずの付け方）の a) によ
る（図 -5 参照）。

　　　③　試験方法
　　　 　JIS K 5600-7-9 の５（装置）に規定する装置

図 -4　スチールグリットブラスト処理板（75µmRzJIS）

図 -5　交差線のきずの付け方

図 -6　複合サイクル試験機

表 -4　ブラスト処理条件

除せい（錆）度 JIS Z 0313 に規定する Sa 2½ 以上

研削材 スチールグリット

表面粗さ 25µmRzJIS 及び 75µmRzJIS
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　　　�スチールグリット以外の研削材を用いたブラス

ト鋼板の表面プロファイル解析

　　 　再生して利用することができる褐色アルミナ、
塗替え塗装時に多く使用されているフェロニッケ
ルスラグの２種類の研削材によって表面粗さが
25µmRzJIS になるようテストピースメーカーにてブ
ラスト処理した鋼板について、表面の凹凸形状の詳
細な表面プロファイル解析を行った。3D 形状測定
機で測定した表面の凹凸状態を図 -10、図 -11 に示
す。図 -3 のスチールグリット処理板と比較して褐
色アルミナブラスト処理及びフェロニッケルブラス
ト処理の方が見た目で凹凸形状にむらがないことが
分かった。

　　　 他の研削材を用いたブラスト処理鋼板のサイク

ル腐食性試験

　　　①　試験板
　　　 　試験板は、JIS G 3101 に規定する SS400 の鋼

板 150 mm × 70 mm × 3.2 mm とし、表 -5 のブラス
ト処理条件によりブラスト処理したものとする。
なお、試験板の数は各３枚とする。

図 -8　25µmRzJIS のサイクル腐食性試験結果 図 -10　褐色アルミナブラスト処理板（25µmRzJIS）

図 -9　75µmRzJIS のサイクル腐食性試験結果 図 -11　フェロニッケルブラスト処理板（25µmRzJIS）

塩水噴霧
30 ± 1℃

0.5 時間

湿潤 (95 ± 3％ RH)

30 ± 2℃

1.5 時間

熱風乾燥
50 ± 2℃

2 時間

温風乾燥
30 ± 2℃

2 時間

１サイクル（６時間）　（４サイクル / 日）

図 -7　複合サイクル試験条件（サイクル D）

表 -5　ブラスト処理条件

除せい（錆）度 JIS Z 0313 に規定する Sa 2½ 以上

研削材 褐色アルミナ及びフェロニッケルスラグ

表面粗さ 25µmRzJIS

－ 5 －



　　　②　試験板の作製、試験方法及び評価
　　　　上記、2.2 �の②から④に準じた。
　　　③　サイクル腐食性試験結果
　　　 　サイクル腐食性試験を 30 日間行った結果（図

-12、図 -13 参照）、褐色アルミナブラスト処理板
及びフェロニッケルブラスト処理板は、スチール
グリット処理板（図 -8 参照）と比較して最大さび・
膨れ幅が小さく、ばらつきも少ないことが分かっ
た。また、褐色アルミナブラスト処理板及びフェ
ロニッケルブラスト処理板ともに表面の凹凸形状
が均一であることから、投錨効果が表面全体に有
効に機能したことにより塗膜のブラスト面への付
着力が上がり、スチールグリット処理板よりもさ
び・膨れが進行しにくかったと推測される。

3.　まとめ

 　JIS K 5551 ほかのサイクル腐食性試験による最大さ
び・膨れ幅にばらつきを生じる要因としては、鋼材表面
の凹凸形状均一性の差による違いに起因することが考え
られる。その試験結果のばらつきを小さくするためには、
均一な凹凸形状を得られるブラスト処理条件を選定する
必要があり、以下の対策が有効である。
　１ ）スチールグリットを用いる場合は、現場施工で許

容されている表面粗さと同等の約 75µmRzJIS に変更
する。

　２ ）表面粗さ 25µmRzJIS を満たしながらの場合は、研
削材に褐色アルミナを使用する。なお、フェロニッ
ケルスラグは再利用して研削することができないの
で、試験板作製時に多量の研削材が必要になり、試
験板のブラスト処理用研削材としては不向きであ
る。

4.　�今後の課題

　今後、さらに検証していき確証を得たうえで、試験
結果のばらつきの機構解明とその対策について JIS K 

5551 のブラスト処理条件の見直し（案）として、原案
作成団体に提案していきたい。
　１ ）スチールグリットを用いる場合：表面粗さを約

75µmRzJIS に変更する。
　２ ）現行の表面粗さ（25µmRzJIS）を変更しない場合：

研削材を褐色アルミナに限定する。

【参考文献】

　１ ）一般財団法人 日本規格協会，JIS B 0601:2013 

製品の幾何特性仕様 (GPS)- 表面性状 : 輪郭曲線方
式 - 用語，定義及び表面性状パラメータ

　２ ）一般財団法人 日本規格協会，JIS Z 0310:2016 

素地調整用ブラスト処理方法通則

図 -12　褐色アルミナのサイクル腐食性試験結果

図 -13　フェロニッケルのサイクル腐食性　試験結果
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1.　はじめに

　隠ぺい力とは塗料が下地の色の差を覆い隠す度合いの
ことであり、隠ぺい力が低いと下地の色が透けてしまう
ため設計した色彩が得られず、増塗りが必要になるなど
塗装作業で不都合が生じる。また、製品としての塗膜も
要求された色と異なったり色むらが出たりして美装性に
不都合が生じる。隠ぺい率は隠ぺい力の度合いを示すも
ので、一部の JIS製品規格の試験項目に適用されている。
JIS K 5600-4-1:1999 隠ぺい力（淡彩色塗料用）1）の序
文に『同じフィルムアプリケータを用いても，操作者
が異なる場合は，著しく異なった膜厚の塗膜が得られる
ので，隠ぺい力の測定は，絶対的な方法が要求される。』 
との記載があることからも、隠ぺい率試験は結果にばら
つきが生じやすい。そこで、JIS製品規格での隠ぺい率
の測定について精度の高い試験が行えるように蓄積され
た隠ぺい率試験結果の解析を行い、更なる精度向上のた
めの最適な試験方法を検討した。

2.　検討の概要

　　ばらつきと繰返し精度の確認

　 　隠ぺい率試験のばらつきを確認することを目的とし
て６人の試験者の違いによるばらつきと繰返し精度
を求めた。試験者の違いによるばらつきとは試験結果
の平均値からのばらつきで、標準偏差を示す。繰返し
精度とは「同一試験室内の同一試験者によって短時間
間隔で得られた同一試料についての２個の試験結果
の差の絶対値」を示す。なお試験片の塗装は、JIS K 

5600-4-1の 6.1.2 方法 B（隠ぺい率試験紙）a)に基
づき、隠ぺい率試験紙の一端を粘着テープでガラス板
に固定する方法で行った。

　　試験紙のたわみの影響によるばらつきの確認

　 　JIS K 5600-4-1の 6.1.2 方法 B（隠ぺい率試験紙）

b)では、真空吸引盤を使用して隠ぺい率試験紙を固
定し塗装する方法が規定されている。試験紙のたわみ
の影響によるばらつきを確認することを目的として、
真空吸引盤の使用の有無で隠ぺい率試験を実施し、試
験結果から試験者の違いによるばらつきと繰返し精度
を求めた。

　　吹付け塗装による塗装方法の違いの確認

　 　JIS製品規格では隠ぺい率試験の試験片の作製方法
としてアプリケータによる塗装が規定されている。試
験片の作製方法の違いによる隠ぺい率試験のばらつき
を比較することを目的として、吹付け塗装により作製
した試験片の乾燥膜厚と隠ぺい率を測定し、その関係
性を確認した。

　　�アプリケータの移動速度の違いによるばらつきの

確認

　 　JIS製品規格では 150mmを約１秒間の移動速度でア
プリケータを引くことが規定されている。アプリケー
タの移動速度の影響によるばらつきを確認することを
目的として、アプリケータの移動速度を意図的に変え
て作製した試験片の乾燥膜厚と隠ぺい率を測定し、そ
の関係性を確認した。

3.　試験方法

　3.1　試験板

　 　JIS K 5600-4-1の 4.1.2[方法 B（隠ぺい率試験紙）]
に規定する隠ぺい率試験紙とした。

　3.2　試験に供した試料

　 　４種類の塗料（溶剤型及び水性各２種類）で実施
した。供試塗料は表 -1に示す。

表 -1　供試塗料

タイプ 品名 塗色 製品規格

溶剤型
塗料 A 白・赤 JIS K 5516 1種 合成樹脂調合ペイント
塗料 B 白・黄 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料

水性
塗料 C 白・黄 JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント
塗料 D 白・赤 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー 
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　3.3　塗装方法

　 　試験片の塗装は、下記に示す３種類の方法で行った。
　　　ガラス板を使用したアプリケータ塗装 

　　 　隠ぺい率試験紙の一端を粘着テープ等でガラス板
に固定したのち規定のアプリケータを用いて塗装
を行った（JIS K 5600-4-1の 6.1.2 方法 B（隠ぺ
い率試験紙） a法）。この塗装方法の問題点として、
隠ぺい率試験紙が反ったり浮いたりするなどしてガ
ラス板への固定が不十分であると隠ぺい率試験紙と
ガラス板との間に空気が入り、塗装時に均一な膜厚
が得られない可能性が考えられる。

（JIS K 5600-4-1の 6.1.2 方法 B(隠ぺい率試験紙 ) 

b法）。

　　　吹付けによる塗装

　　 　隠ぺい率試験紙を粘着テープ等でガラス板に固定
したのち、エアスプレーで塗装を行った。この塗装
方法の問題点は、希釈された粘度の低い塗料を吹き
付けることから塗料が隠ぺい率試験紙上で、はじい
たり塗膜に割れ等が生じたりする可能性が考えられ
る。

　3.4　塗装条件及び養生条件

　 　塗装条件及び養生条件を表 -2に示す。塗装に使用す
るアプリケータ、養生条件は各塗料の製品規格の規定
に従った。吹付け塗装に関しては、アプリケータの乾
燥膜厚に合わせた塗付け量と希釈率に設定した。吹付
け塗装時の塗付け量は塗装直後に天秤を用いて確認し、
同時に塗装したダミー鋼板から乾燥膜厚を測定した。

　　　真空吸引盤を使用したアプリケータ塗装

　　 　隠ぺい率試験紙を真空吸引盤に吸引させて固定し
たのち規定のアプリケータを用いて塗装を行った

図 -1　アプリケータによる塗装
（ガラス板に隠ぺい率試験紙を固定）

図 -3　吹付けによる塗装

表 -2　塗装条件及び養生条件

図 -2　アプリケータによる塗装
（真空吸引盤に隠ぺい率試験紙を固定）

供試塗料
塗装条件

養生条件
アプリケータ 吹付け

塗料 A  白・赤
（溶剤型） 100µm

塗付け量
0.15kg/m2

希釈率 20％

23 ± 2℃，
50 ± 5％ RH

48時間

塗料 B　白・黄
（溶剤型） 150µm

塗付け量 

0.14kg/m2

希釈率 20％

23 ± 2℃，
50 ± 5％ RH

72時間

塗料 C　白・黄
（水性） 150µm

塗付け量
0.11kg/m2

希釈率 20％

23 ± 2℃，
50 ± 5％ RH

48時間

塗料 D　白・赤
（水性） 150µm

塗付け量
0.10kg/m2

希釈率 20％

23 ± 2℃，
50 ± 5％ RH

24時間
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　3.5　隠ぺい率の計算（三刺激値 Yの測定方法）

　 　「JIS Z 8722:2009 色の測定方法 -反射及び透過物体
色５分光測色方法」に従い、図 -4に示す白部上及び

　4.2　真空吸引盤の使用の有無によるばらつきの比較

　 　試験結果を表 -5に、真空吸引盤の使用の有無によ
るばらつきの比較を表 -6に示す。全ての試料で真空
吸引盤を使用した方が、試験者の違いによるばらつき
及び繰返し精度は小さくなった。このことから隠ぺい
率のアプリケータによる塗装においては真空吸引盤を
使用して隠ぺい率試験紙を固定することにより、より
精度が良く安定した試験片を作製することが可能であ
るということが確認できた。

黒部上の塗膜の各４か所について三刺激値 Yを測定し、
白部、黒部それぞれの平均値 YW （白部）及び YB（黒部）
を求め、試験片の隠ぺい率 YB/YWを計算した。

4.　試験結果

　4.1　隠ぺい率試験のばらつきの確認

　 　試験結果を表 -3に、ばらつき及び繰返し精度を表

-4に示す。試験者の違いによるばらつきは各塗料の
隠ぺい率の標準偏差とし、繰返し精度は各試験者の２

個の試験結果の差の絶対値の平均とした。試験者の違
いによるばらつきは白色と比較すると有彩色の方がば
らつきは大きかった。同一試験者による２回の繰返し
の試験結果の差も白色と比較すると有彩色の方が大き
かった。

表 -4　隠ぺい率試験のばらつきの確認

表 -3　試験結果

図 -4　 隠ぺい率試験紙の測定箇所

供試塗料 試験者の違いに
よるばらつき 繰返し精度 ％

塗料 A　白（溶剤型） 0.71 0.42

塗料 B　白（溶剤型） 0.33 0.40

塗料 C　白（水性） 0.52 0.39

塗料 D　白（水性） 0.16 0.14

塗料 A　赤（溶剤型） 2.47 1.19

塗料 B　黄（溶剤型） 2.13 0.87

塗料 C　黄（水性） 1.76 1.29

塗料 D　赤（水性） 0.79 0.64

供試塗料
隠ぺい率　％

繰返し 試験者 a 試験者 b 試験者 c 試験者 d 試験者 e 試験者 f 平均値
塗料 A　白
（溶剤型）

1回目 95.6 95.6 96.1 94.9 95.6 96.8
95.8

2回目 96.1 95.8 95.6 95.2 95.3 97.5

塗料 B　白
（溶剤型）

1回目 97.4 97.6 97.8 97.3 97.9 97.4
97.5

2回目 96.8 97.7 97.1 97.5 97.4 97.2

塗料 C　白
（水性）

1回目 98.0 97.3 97.8 97.1 97.4 96.9
97.4

2回目 97.1 97.1 98.6 97.2 97.2 97.0

塗料 D　白
（水性）

1回目 98.0 98.1 97.8 97.9 98.0 98.0
97.9

2回目 97.7 98.1 97.7 97.9 98.0 97.7

塗料 A　赤
（溶剤型）

1回目 61.9 57.0 56.1 56.8 58.8 55.5
57.1

2回目 61.5 57.1 54.2 54.9 56.7 54.9

塗料 B　黄
（溶剤型）

1回目 80.1 80.7 80.0 84.8 80.0 79.6
81.2

2回目 80.0 80.5 80.4 86.0 82.8 80.0

塗料 C　黄
（水性）

1回目 46.4 48.1 49.5 46.4 45.5 45.8
46.9

2回目 47.0 46.5 50.3 44.0 45.8 47.9

塗料 D　赤
（水性）

1回目 81.9 83.7 84.3 83.3 83.9 82.4
83.3

2回目 82.4 83.0 84.2 83.0 83.4 84.2
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　4.3　�吹付け塗装による乾燥膜厚と隠ぺい率の関係性

の確認

　 　試験結果を表 -7に示す。また、吹付け塗装による
乾燥膜厚と隠ぺい率の関係を図 -5に示す。白色、有
彩色のいずれの試料においても隠ぺい率と乾燥膜厚は
線形関係にあることが確認できた。このことから隠ぺ
い率のばらつきは膜厚の違いに起因し、有彩色の塗料
であっても膜厚が均一になるように塗装すれば、隠ぺ
い率のばらつきは小さくなると考えられる。

　4.4　�アプリケータの移動速度の違いによるばらつき

の検証

　 　アプリケータでの隠ぺい率試験結果のばらつきは試
験者の塗装技術により均一な膜厚が得られないこと
によると予想され、膜厚の均一性や塗りむらはアプリ
ケータの移動速度が影響すると考えられる。そこでア

表 -5　真空吸引盤使用時の試験結果

表 -6　真空吸引盤の使用の有無によるばらつきの比較 表 -7　�吹付け塗装による乾燥膜厚と
隠ぺい率の試験結果

供試塗料
隠ぺい率　％

繰返し 試験者 a 試験者 b 試験者 c 試験者 d 試験者 e 試験者 f 平均値
塗料 A　白
（溶剤型）

1回目 95.5 95.5 97.2 95.9 96.6 95.4
96.0

2回目 95.5 95.3 96.3 95.8 97.0 95.9

塗料 B　白
（溶剤型）

1回目 97.3 97.9 97.9 97.7 98.2 97.7
97.9

2回目 97.8 98.0 98.1 97.9 98.1 97.7

塗料 C　白
（水性）

1回目 98.1 97.1 97.4 97.2 97.3 97.4
97.4

2回目 97.2 97.5 97.9 97.2 97.2 97.5

塗料 D　白
（水性）

1回目 98.3 98.2 98.1 98.2 98.3 98.0
98.2

2回目 98.4 98.3 98.2 98.1 98.2 98.1

塗料 A　赤
（溶剤型）

1回目 60.8 61.6 58.1 60.7 59.4 60.5
60.0

2回目 62.2 58.8 57.6 60.6 60.0 60.0

塗料 B　黄
（溶剤型）

1回目 82.0 82.2 81.5 81.7 81.5 81.7
81.8

2回目 82.6 81.5 81.8 81.7 82.0 81.1

塗料 C　黄
（水性）

1回目 50.2 50.1 53.0 48.5 49.2 48.8
50.4

2回目 49.6 50.3 52.9 49.3 51.6 50.9

塗料 D　赤
（水性）

1回目 84.1 84.7 84.4 83.8 84.7 83.0
84.3

2回目 84.2 84.1 85.5 83.9 84.4 84.5

供試塗料

真空吸引盤の有無
によるばらつき 繰返し精度　％

真空吸引盤
あり

真空吸引盤
なし

真空吸引盤
あり

真空吸引盤
なし

塗料 A　白（溶剤型） 0.65 0.71 0.35 0.42

塗料 B　白（溶剤型） 0.23 0.33 0.19 0.40

塗料 C　白（水性） 0.29 0.52 0.32 0.39

塗料 D　白（水性） 0.12 0.16 0.06 0.14

塗料 A　赤（溶剤型） 1.36 2.47 0.99 1.19

塗料 B　黄（溶剤型） 0.38 2.13 0.46 0.87

塗料 C　黄（水性） 1.49 1.76 1.03 1.29

塗料 D　赤（水性） 0.59 0.79 0.60 0.64

供試塗料 乾燥膜厚µm 隠ぺい率 ％

塗料 A　白
（溶剤型）

17.5 92.2

26.8 97.6

36.0 98.8

塗料 B　白
（溶剤型）

15.8 88.8

26.0 95.0

37.6 97.3

塗料 C　白
（水性）

17.6 91.3

25.8 93.4

34.0 96.5

塗料 D　白
（水性）

17.9 91.9

26.4 94.3

36.6 96.9

塗料 A　赤
（溶剤型）

17.3 40.9

26.6 60.4

35.6 69.2

塗料 B　黄
（溶剤型）

17.0 66.6

24.6 72.0

38.6 83.8

塗料 C　黄
（水性）

16.0 28.8

26.0 49.5

36.6 57.8

塗料 D　赤
（水性）

15.3 66.5

20.3 71.2

30.0 81.7
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プリケータの移動速度を意図的に変えて試験片を作製
し、各試験片の乾燥膜厚と隠ぺい率を測定しその関係
性を確認した。

　　　検証試験方法

　　 　検証試験は隠ぺい率試験結果でばらつきが大き
かった４種類の有彩色の塗料で実施した。真空吸引
盤を使用して隠ぺい率試験紙を固定した上で、以下
に示す３水準のアプリケータの移動速度で塗装を
行った。試験片の数は各２枚とし、塗装条件及び養
生条件は表 -2に従った。図 -4に示す測定箇所（白・
黒各４点）で三刺激値 Yを測定し隠ぺい率を計算し
た後、同じ測定箇所で乾燥膜厚を測定した。

　　　① 　標準： 150mmを約１秒間で塗装
　　　　　（JIS製品規格規定の速度）
　　　②　やや遅い： 150mmを約５秒間で塗装
　　　③　かなり遅い： 150mmを約 10秒間で塗装

　　　検証試験結果

　　 　①　塗料 A　赤（溶剤型）の試験結果

　　　 　試験結果を表 -8及び図 -6に、試験片の写真
を写真 -1に示す。塗装速度が「やや遅い」及び
「かなり遅い」は「標準」と比較し乾燥膜厚と隠
ぺい率の値が大きくなった。塗装速度が「かな
り遅い」では試験片中央に塗りむらができており、
これはアプリケータの移動速度が遅すぎることに
より力のかかり方が一定ではなくなり不均一な膜
厚の塗膜が形成されたと考えられる。

図 -5　�吹付け塗装による乾燥膜厚と隠ぺい率の関係

塗料 A

赤

塗料 A

白

塗料 C

黄

塗料 C

白

塗料 D

赤

塗料 D

白

塗料 B

黄

塗料 B

白

表 -8　塗料 A　赤（溶剤型）�試験結果

塗装速度 乾燥膜厚 µm 隠ぺい率 ％

標準 24.1 58.9

やや遅い 25.2 60.7

かなり遅い 27.5 61.8
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　　 　②　塗料 B　黄（溶剤型）の試験結果

　　　 　試験結果を表 -9及び図 -7に、試験片の写真を
写真 -2に示す。塗装速度が「やや遅い」及び「か
なり遅い」は「標準」と比較し乾燥膜厚と隠ぺい
率の値が大きくなった。しかしながら、塗装速度
が「やや遅い」及び「かなり遅い」試験片には塗
りむらが見られた。

　　 　③　塗料 C　黄（水性）の試験結果

　　　 　試験結果を表 -10及び図 -8に、試験片の写真
を写真 -3に示す。塗装速度が「やや遅い」及び「か
なり遅い」は「標準」と比較し乾燥膜厚と隠ぺい

写真 -1　塗料 A　赤（溶剤型）�試験片

写真 -2　塗料 B　黄（溶剤型）�試験片

写真 -3　塗料 C　黄（水性）�試験片

表 -9　塗料 B　黄（溶剤型）�試験結果

表 -10　塗料 C　黄（水性）�試験結果

塗装速度 乾燥膜厚 µm 隠ぺい率 ％

標準 33.2 80.8

やや遅い 34.8 81.4

かなり遅い 36.1 81.5

塗装速度 乾燥膜厚 µm 隠ぺい率 ％

標準 35.3 49.3

やや遅い 43.1 52.9

かなり遅い 42.4 53.1

図 -7　塗料 B　黄（溶剤型）�試験結果

図 -8　塗料 C　黄（水性）�試験結果

図 -6　塗料 A　赤（溶剤型）�試験結果
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率の値が大きくなった。しかしながら、塗装速度
が「かなり遅い」試験片に塗りむらが見られた。

　　 　④　塗料 D　赤（水性）の試験結果

　　　 　試験結果を表 -11及び図 -9に、試験片の写真
を写真 -4に示す。塗装速度が「かなり遅い」は「標
準」と比較し、乾燥膜厚と隠ぺい率の値が大きく
なった。しかしながら、塗装速度が「やや遅い」
及び「かなり遅い」試験片に塗りむらが見られた。

5.　まとめ及び今後の方向

　試験者の違いによるばらつきは、白色と比較して有彩
色の方がばらつきは大きくなった。また、繰返し精度は、
白色と比較すると有彩色の方が大きくなった。また、今
回の検証試験に供した試料では溶剤型、水性の違いによ
るばらつき及び繰返し精度に一定の傾向は見られなかっ
た。
　試験に供した全ての試料で真空吸引盤ありの方が試験
者の違いによるばらつき及び繰返し精度が小さくなっ
た。このことから、アプリケータ塗装時には真空吸引盤
の使用が望ましい。
　吹付け塗装により均一に塗装された試験片では、隠ぺ
い率は乾燥膜厚に対して線形関係にあることが確認でき
た。このことから、隠ぺい率のばらつきの大きい傾向に
ある有彩色の塗料であっても、均一な膜厚（塗付け量、
膜厚均一性）が得られれば隠ぺい率のばらつきは小さく
なると予想される。
　JIS製品規格の規定速度より遅い速度でアプリケータ
を移動させると、乾燥膜厚及び隠ぺい率は大きくなる傾
向が認められたが、色むらが見られたことから隠ぺい率
試験結果のばらつきは試験者の熟練度による影響を受け
ると考えられる。ちなみに、JIS K 5600 4-1では自動
アプリケータの使用が推奨されているが、現時点では製
品規格には規定がないため適用はしていない。
　以上のことから、隠ぺい率の測定結果の精度を向上さ
せるためには、真空吸引盤を使用して隠ぺい率試験紙を
固定し、JIS製品規格の規定通りに 150mmを約１秒間の
移動速度でアプリケータを引くことが良いと結論付けら
れる。
　今後は隠ぺい率試験の塗装時には真空吸引盤を使用し
て隠ぺい率試験紙を固定することを、隠ぺい率試験の項
目のある JIS製品規格の試験方法に組み入れることを念
頭に提案できるように更なるデータ取りを進めていく。

【参考文献】

1) 　一般財団法人 日本規格協会，JIS K 5600-4-1:1999 

塗料一般試験方法－第 4部 :塗膜の視覚特性－第 1節 :

隠ぺい力（淡彩色塗料用）

写真 -4　塗料 D��赤（水性）�試験片

表 -11　塗料 D　赤（水性）�試験結果

塗装速度 乾燥膜厚 µm 隠ぺい率 ％

標準 33.2 82.0

やや遅い 39.5 81.9

かなり遅い 40.1 83.0

図 -9　塗料 D　赤（水性）�試験結果
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図 -1　平滑な鋼板とブラスト処理鋼板の概念図

図 -2　ブラスト処理鋼板に塗装した塗膜層断面写真（例）

1.　はじめに

　塗装の目的である被塗物の美粧、保護及び機能付与の
うち、保護（防食）を目的として塗装される防せい（錆）
塗料は、その塗膜によって鋼板表面から腐食反応に関与
する酸素や水分、塩分などの侵入を阻止するとともに塗
膜の高い電気抵抗によって腐食電流を遮断する。防せい
塗料によって鋼材を防食塗装する場合、一般に防せい性
は膜厚に依存するとされ、適切な膜厚で塗装することが
重要となる。したがって、塗料の品質規格試験は規格に
定められた適切な膜厚で試験しなければならない。
　そこで考慮すべきは、平滑な鋼板の上に塗装する場合
は塗装された塗膜の膜厚をそのまま有効膜厚とすること
ができるが、規格試験で使用されるブラスト処理を施し
た試験板（以下、ブラスト処理鋼板）の場合は、ブラス
ト処理による表面の凹凸の山頂部が最も膜厚の薄くなる
箇所であるため、防食効果の観点からすると山頂より上
に存在する塗膜の膜厚が有効膜厚と考えられるという点
である。ブラスト処理面上の塗膜の膜厚測定については
古くから考察が行われており 1），2）、品質規格試験におけ
る試験検査業務の精度向上に寄与すべく、凹凸を有する
ブラスト処理鋼板上の塗膜の膜厚測定方法について検討
を行った。

2.　検証の概要

　2.1　�ブラスト処理鋼板への塗装について

　 　ブラスト処理は塗料の防食効果を高めるために、鋼
板のさび（錆）や油脂などの付着阻害物質を除去し、
さらに付着性を向上させるために、表面に凹凸形状（ア
ンカーパターン）を形成し投錨効果を付与することを
目的としている。ブラスト処理に用いられる研削材は、
鋼材などの表面を細かく切削及び打撃する効果を持つ
金属系又は非金属系の固体粒子である。金属系には鋳
鉄グリット（スチールグリット）、非金属系には溶融
アルミナや各種のスラグなどの研削材がある。
　 　平滑な鋼板とブラスト処理された鋼板に塗装したと
きの断面を模した概念図を図 -1に示す。
　 　一例として、ブラスト処理鋼板に塗装した塗膜層の

断面写真を図 -2に示す。ブラスト処理による表面の
凹凸の山頂部と谷部に塗装された塗膜の膜厚が異なる
ことが分かる。

　2.2　�ブラスト処理用研削材の種類

　 　主なブラスト処理用研削材の製法及び形状 3）を表

-1に示す。これらの研削材の中でもスチールグリッ
トは鋭角に作られた研削材で研削能力が高く、褐色溶
融アルミナ（以下、褐色アルミナ）はグリット状で他
の研削材に比べて硬度が高いため複数回の使用が可能
という特徴がある。品質規格試験用の鋼板の場合、主
にスチールグリットが、又は一部の規格試験には褐色
アルミナが使用される。
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表 -1　主なブラスト処理用研削材の製法及び形状 3）

図 -3　十点平均粗さ (RzJIS) の算出方法 4）

図 -4　スチールグリット処理鋼板と

　　　　　�褐色アルミナ処理鋼板の表面状態

　　　　　　（上段：拡大画像�/�下段：3D 画像）

種類 製法（形状）

スチール
グリット

溶融鋳鉄を噴霧して得た球状物を破砕
（グリット状）

褐色溶融
アルミナ

二酸化チタン及びボーキサイトを溶融した
後に粉砕（グリット状）

フェロニッケル
スラグ

けい酸 -マグネシア -酸化鉄系であるフェ
ロニッケル精錬時のスラグを水中又は空気
中で粉砕（グリット状又はショット状）

アルマンダイト
ガーネット

天然の鉄ばんざくろ石 [Fe3Al(SiO4)3]を破
砕（グリット状）

銅スラグ
酸化鉄 -けい酸系である銅精錬時のスラグ
を水中で粉砕（グリット状）

十点平均粗さ (RzJIS)

＝ (|Yp1|+|Yp2|+|Yp3|+|Yp4|+|Yp5|)/5

＋ (|Yv1|+|Yv2|+|Yv3|+|Yv4|+|Yv5|)/5

スチールグリット処理鋼板 褐色アルミナ処理鋼板

から５番目の谷部の標高 (Yv5)までの絶対値の平均値
との和（µm）で表される。
　 　主に JIS規格で規定される表面粗さ 25µmRzJIS を目
標に、研削材としてスチールグリット又は褐色アルミ
ナを用いてブラスト処理した鋼板の表面状態を図 -4

に示す。スチールグリットは、従来から品質規格試験
用のブラスト処理鋼板の研削材として使用されてき
た。一方、褐色アルミナは、施工現場で一般的な研削
材であるフェロニッケルスラグを用いた場合と同程度
の表面凹凸や比表面積が得られる研削材である。 

　2.3　�ブラスト処理鋼板の表面状態

　 　ブラスト処理鋼板は研削材によってアンカーパター
ンを形成しているが、その凹凸面の形状は塗膜の付着
性や防せい性に大きな影響を及ぼす。そこで品質規格
試験用の鋼板として使用されるスチールグリット及び
褐色アルミナによるブラスト処理鋼板の表面粗さと表
面状態の観察を行った。
　 　なお、JIS K 5551 構造物用さび止めペイント（以
下、JIS K 5551）などのブラスト処理鋼板を試験板と
して使用する JIS製品規格では、ブラスト処理鋼板の
表面粗さを十点平均粗さ (RzJIS)で指定しているため、
今回の検証で用いたブラスト処理鋼板の表面粗さも
RzJIS で表記している。
　 　上記の十点平均粗さとは、旧規格 JIS B 0601:1994

の“Rz”に 2001年版の規格から短波長成分を遮断す
るカットオフ値λ sが定義され、“RzJIS”として存続
している粗さの表記法である。十点平均粗さ (RzJIS)

の算出方法 4）を図 -3に示す。粗さ曲線からその平均
線 (m)の方向に基準長さ（ℓ）だけを抜き取り、この
抜取り部分の平均線から縦方向に測定した、最も高い
山頂部の標高 (Yp1)から５番目の山頂部の標高 (Yp5)

までの絶対値の平均値と、最も低い谷部の標高 (Yv1)

　 　図 -4上段のマイクロスコープで観察した外観上は、
スチールグリット処理鋼板の表面は凹凸が粗いのに
比べて、褐色アルミナ処理鋼板の表面は緻密な状態に
なっている。また、図 -4下段の 3Dデジタルマイクロ
スコープによる 3D画像では、スチールグリット処理
鋼板は凹凸の山頂部を示す赤色の部分に比べて谷部を
示す青色の部分が比較的広範囲にまとまった部分とし
て見られる。一方、褐色アルミナ処理鋼板は凹凸の山
頂部（赤色）と谷部（青色）の部分が万遍なく交互に
観察でき、スチールグリット処理鋼板のような大きな
谷部の偏在は見られないことが分かる。
　 　以上ではスチールグリット処理鋼板と褐色アルミナ
処理鋼板の違いについて述べてきた。次項から２種類
の試験板上で有効な膜厚が得られる方法を検討した内
容について述べる。
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図 -5　ブラスト処理鋼板の粗面の読取値の分布

3.　�ブラスト処理鋼板上で有効な膜厚が得られる方法の

検討

　 　塗料の品質規格試験（耐腐食性）では試験板（ブラ
スト処理鋼板）の種類による試験結果への影響（ば
らつき）を少なくすることが求められる。そのため、
JIS K 5600-1-7（粗面上の膜厚の測定）には、ブラス
ト処理鋼板上での直接的なゼロ点調整及び読取値補正
は、次に示す問題を引き起こすと戒めている。
　　－ 測定膜厚のばらつき、見掛けの増分
　　－ 繰り返し精度の低さ
　　－ 表面粗さが未知の鋼板による測定結果の不確かさ
　 　同規格では、#400研磨紙で研磨した滑らかな鋼板
を使用する手順を規定している。しかしながら、平滑
な鋼板のゼロ点に相当するブラスト処理鋼板のゼロ点
（以下、仮想ゼロ点）の平面は、素地の凸凹の山頂と
谷底の間に位置し、表面粗さのおおよそ半分の厚さに
当たると言われているので、粗面の頂点より上の塗膜
の膜厚を有効膜厚とする場合には、その厚さ分だけか
さ（嵩）上げしてやる必要がある。
　 　そこで、表面粗さ計によらず、そのかさ上げ分の厚
さを知る方法について検討した。検討に用いる試料と
して、下塗り塗料である JIS K 5551に適合した反応
硬化形エポキシ樹脂系塗料を使用した。検討手順を以
下に示す。
　　① 　ブラスト処理鋼板上の読取値のばらつきを把

握するため、電磁式膜厚計（以下、膜厚計）を
用いてスチールグリット処理鋼板及び褐色アル
ミナ処理鋼板でRzJIS が JIS K 5551に規定される
25µmRzJIS になるように調整した凹凸面の測定を
行う。なお、ゼロ点調整及び読取値補正には、平
滑な鋼板として、みがき鋼板を用いた。

　　② 　ブラスト処理鋼板の仮想ゼロ点から素地の凸凹
の山頂までの厚さを把握するため、上記①で凹凸
の厚みを測定したのと同じ箇所の上に、膜厚検定
用標準板（以下、標準板）を置いて膜厚計で測定
後、膜厚計の読取値から標準板の厚さを差し引い
た値を算出した。これは、ブラスト処理鋼板のゼ
ロ点は粗面の表面粗さの平均線付近になり、「膜
厚計の読取値」≒「ブラスト処理鋼板の表面粗さ
の平均値」＋「標準板の厚さ」になると考えられ
るためである。

　　③ 　ブラスト処理鋼板上の膜厚とみがき鋼板上の膜
厚を比較し、上記の『ブラスト処理鋼板の仮想ゼ
ロ点は表面粗さの約半分の厚さに相当する』を検
証するため、ブラスト処理鋼板とみがき鋼板に標
準板（51µm、99µm及び 200µm）と同程度の膜厚
になるように同じ塗付け量を塗装し、標準条件で
養生後、膜厚計で膜厚を測定した。

　　　 　ブラスト処理鋼板上に置いた標準板の膜厚計に

表示される読取値から標準板の厚さを差し引い
た値の分布並びにみがき鋼板上及びブラスト処理
鋼板上の膜厚を比較することで両者の関係を見出
し、ブラスト処理鋼板上の膜厚の管理方法を提案
する。

　　　 　なお、電磁式膜厚計とは、鉄芯入りコイル（電
磁誘導式プローブ）の先端に鉄を近づけると、そ
の距離の僅かな変化に対応してコイルのインダク
タンスが変化するので、この原理を利用して鋼板
上の膜厚を読取値として測定する方式の膜厚計で
ある。

4.　試験結果

　4.1　�ブラスト処理鋼板上の読取値の測定

　 　みがき鋼板を用いてゼロ点調整及び読取値補正を
行った上で、スチールグリット及び褐色アルミナの２

種類の研削材で 25µmRzJIS を目標にブラスト処理した
試験板の凹凸面を膜厚計で測定した。ブラスト処理鋼
板（150mm × 70mm × 3.2mm）の試験板１枚当たり 15か
所（３列×５行の交点）× 24枚＝計 360か所の粗面
の読取値を求めた。両者の粗面の読取値の分布を図

-5に示す。

　 　膜厚計による粗面の読取値は、ブラスト処理鋼板の
仮想ゼロ点から膜厚計のプローブの先端までの厚さを
表していると考えられ、スチールグリット処理鋼板で
は 12µmを、褐色アルミナでは 11µmをピークに広く
分布している（平均値は両者とも 12µm）。これらの測
定値によると中心値は 25µmRzJIS の半分よりもやや低
い程度であるが、それぞれの標準偏差はスチールグ
リット：5.3、褐色アルミナ：5.5と、データのばら
つきが大きいことが分かる。したがって、ブラスト処
理鋼板を用いてゼロ点調整等を行うことは不適切なこ
とが示唆される。
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図 -6　ブラスト処理鋼板上で標準板の測定

図 -7　ブラスト処理鋼板上への塗装膜厚の測定

表 -2　スチールグリット処理鋼板上の読取値
及び塗装膜厚の測定結果

表 -3　褐色アルミナ処理鋼板上の読取値
及び塗装膜厚の測定結果

Ⓐ標準板 51µm（8枚の平均値）
65µm 63µm 63µm
64µm 63µm 64µm
62µm 64µm 64µm
65µm 63µm 63µm
61µm 64µm 66µm
平均値 64µm
最小値 61µm
最大値 66µm
標準偏差 1.2

Ⓐ標準板 51µm（8枚の平均値）
62µm 63µm 63µm
62µm 62µm 62µm
63µm 63µm 63µm
64µm 62µm 62µm
63µm 63µm 63µm
平均値 63µm
最小値 62µm
最大値 64µm
標準偏差 0.6

Ⓒ塗装膜厚（８枚の平均値）
64µm 66µm 65µm
64µm 65µm 64µm
63µm 64µm 66µm
65µm 66µm 65µm
65µm 64µm 65µm
平均値 65µm
最小値 63µm
最大値 66µm
標準偏差 0.9

Ⓒ塗装膜厚（８枚の平均値）
51µm 52µm 50µm
52µm 54µm 53µm
53µm 55µm 53µm
52µm 53µm 54µm
50µm 52µm 54µm
平均値 53µm
最小値 50µm
最大値 55µm
標準偏差 1.4

Ⓑ読取値－標準板の厚さ 51µm
14µm 12µm 12µm
13µm 12µm 13µm
11µm 13µm 13µm
14µm 12µm 12µm
10µm 13µm 15µm
平均値 13µm
最小値 10µm
最大値 15µm
標準偏差 1.2

Ⓑ読取値－標準板の厚さ 51µm
11µm 12µm 12µm
11µm 11µm 11µm
12µm 12µm 12µm
13µm 11µm 11µm
12µm 12µm 12µm
平均値 12µm
最小値 11µm
最大値 13µm
標準偏差 0.6

Ⓒの平均値－Ⓑの平均値
50µm 53µm 53µm
52µm 54µm 52µm
52µm 51µm 53µm
50µm 54µm 54µm
55µm 52µm 50µm
平均値 52µm
最小値 50µm
最大値 55µm
標準偏差 1.5

Ⓒの平均値－Ⓑの平均値
39µm 40µm 38µm
41µm 42µm 42µm
41µm 43µm 41µm
38µm 42µm 43µm
38µm 39µm 42µm
平均値 41µm
最小値 38µm
最大値 43µm
標準偏差 1.7

➡

➡

➡

➡

➡

➡

　4.2　�ブラスト処理鋼板上の標準板測定及び塗装

　 　みがき鋼板を用いてゼロ点調整及び読取値補正を
行った後に、前項でスチールグリット処理鋼板及び褐
色アルミナ処理鋼板の凹凸面を測定した箇所と同じ箇
所の上に、標準板を置いて膜厚を測定後、膜厚計の読
取値から標準板の厚さを差し引いた値を算出した。こ
れらの断面を模した概念図を図 -6に示す。

　 　膜厚計を用いて、ブラスト処理鋼板（150mm×70mm

× 3.2mm）の試験板１枚当たり 15か所×８枚＝計
120か所に厚さ51±0.5µmの標準板を置いて測定した。
表 -2の上段にスチールグリット処理鋼板の上に置い
た標準板の読取値の測定結果（Ⓐ標準板 51µm）と、
その読取値から標準板の厚さ（51µm）を差し引いた
結果（Ⓑの平均値）を算出した。さらに、標準板と同
程度の膜厚になるように塗装し、表 -2の下段に塗装
後の膜厚（青枠内）から「Ⓑ読取値－標準板の厚さ
51µm」を差し引いた結果を「Ⓒの平均値－Ⓑの平均値」
として赤枠内に示す。
　 　これらの手順について断面を模した概念図を図 -7

に示す。

　 　スチールグリット処理鋼板では、青枠内の塗装後
の膜厚の平均値 65µmに対して、これからⒷの平均値
13µmを差し引いた赤枠内の膜厚は 52µmとなり、この
平均値が粗面の頂点から上の塗膜の正味の有効膜厚で
あるという結果が得られた。

　 　また、褐色アルミナ処理鋼板でも標準板（51µm）を
用い、同様の測定を行った結果を表 -3に示す。

　 　褐色アルミナ処理鋼板では、青枠内の塗装後の平均
膜厚は 53µmであっても、Ⓑの平均値 12µmを差し引
いた赤枠内の平均値は 41µmであり、これが正味の有
効膜厚の平均値であることが分かった。
　 　これまでの測定結果から、スチールグリット処理鋼
板に塗装した後の膜厚に対して、有効膜厚は 13µm薄
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図 -8　ブラスト処理鋼板及び
みがき鋼板上の塗付け量と膜厚の関係

図 -9　みがき鋼板とブラスト処理鋼板上への
同一塗付け量での膜厚

くなり、同様に褐色アルミナ処理鋼板では 12µm薄く
なることが分かった。

　4.3　�ブラスト処理鋼板上へ仮想ゼロ点の位置検証

　 　最後にブラスト処理鋼板上へ仮想ゼロ点の位置につ
いて従来の仮説を検証しておく必要がある。
　 　スチールグリット処理鋼板及び褐色アルミナ処理鋼
板の２種類のブラスト処理鋼板上の膜厚と比較検証
するため、２種類のブラスト処理鋼板上に標準板（３

種類）と同程度の膜厚となるように 51µm、99µm及び
200µmを目標膜厚として塗装を行った（このとき、塗
付け量を記録しておく。なお、51µm目標は前項のデー
タを利用）。
　 　次に、検証用のみがき鋼板（150mm×70mm×3.2mm）に、
先に２種類のブラスト処理鋼板に塗装した塗付け量と
同じ量（６通り）を塗装した。スチールグリット処理
鋼板、褐色アルミナ処理鋼板及びみがき鋼板の各 15

か所を前項と同様の手順で測定して膜厚の平均値を出
した。それぞれの塗付け量 (g/㎡)と膜厚 (µm)の関
係をグラフに示す（図 -8参照）。

5.　まとめ

　本稿では、ブラスト処理鋼板上の有効膜厚とされる山
頂部から上の膜厚を把握することで膜厚測定に活かす方
法について検討した。ブラスト処理鋼板上の膜厚計によ
る読取値、及びブラスト処理鋼板上の膜厚とみがき鋼板
上の膜厚の比較により、表面粗さ 25µmRzJIS にブラスト
処理した鋼板面に塗装された塗膜の有効膜厚は、膜厚計
で測定した読取値から 12～ 13µmを差し引いた値とす
るのが妥当であることが分かった。そして、ブラスト処
理鋼板全般で考えれば、塗装した塗膜の有効膜厚はブラ
スト処理鋼板上の測定膜厚から粗面の表面粗さの半分程
度を差し引いて見積もることが可能であると考える。
　これらの結果からブラスト処理鋼板の粗面上の有効膜
厚を把握し試験片の作製時に考慮することで、品質規格
試験における特に耐防食性試験の試験結果のばらつき抑
制への寄与が期待できる。

【参考文献】

1) 　桐村勝也；表面アラサと塗膜厚，実務表面技術，
Vol.18，No.7，pp.334-340，1971

2) 　小林義和，吉田豊彦；塗膜の厚さの測定 その 2.厚
さ測定法，日塗検ニュース，No.103，pp.3-9，1998

3) 　一般財団法人 日本規格協会，JIS Z 0311:2004 ブ
ラスト処理用金属系，JIS Z 0312:2016 ブラスト処理
用非金属系研削材

4) 　一般財団法人 日本規格協会，JIS B 0601:2013 製
品の幾何特性仕様（GPS）- 表面性状 : 輪郭曲線方式 

- 用語，定義及び表面性状パラメータ　 　スチールグリット処理鋼板、褐色アルミナ処理鋼板
及びみがき鋼板上へ塗装した塗料の塗付け量 (g/㎡)

と実測した膜厚 (µm)との関係を調べたところ、それ
ぞれの試験板で塗付け量と膜厚の関係（近似曲線）は、
ほぼ重なっていることが分かった。このことから、ブ
ラスト処理鋼板のゼロ点に相当する平面は表面粗さの
平均線の付近に存在するものと考えられる。このこと
の概念図を図 -9に示す。

－ 18 －



表 -1　塗装システムの期待耐用年数の区分

表 -2　腐食環境（大気腐食）の分類

区分 レベル 期待耐用年数

Ｌ low（低い） ～ 7 年未満

Ｍ medium（中程度） 7 ～ 15 年

Ｈ high（高い） 15 ～ 20 年

ＶＨ very high（極めて高い） 25 年以上

分類 レベル

C1 very low corrosivity （極めて低い腐食性）

C2 low corrosivity （低い腐食性）

C3 medium corrosivity （中程度の腐食性）

C4 high corrosivity （高い腐食性）

C5 very high corrosivity （非常に高い腐食性）

CX
extreme corrosivity

（offshore）
（極めて高い腐食性 （沖合））

1.　はじめに

　海外において、鋼構造物に対する防食塗装システムの
標準規格として、国際標準化機構が定める ISO 12944「防
食塗装システムによる鋼構造物の腐食防食」が広く活
用されている。ISO 12944シリーズは、鋼構造物の防食
塗装システムの基準として、1998年に初版 (Part 1～
Part 8)が制定された。その後、2017年 11月から 2019

年 9にかけてシリーズ全般の改定と、2018年 1月に ISO 

12944-9「海洋構造物及び関連構造物向け防食塗装シス
テムの実験室における性能試験方法」の追記が行われた
1）。これに伴い、昨年度から海洋構造物向けの海外塗料
との性能比較を目的として、ISO 12944-9で規定されて
いるサイクル劣化試験の当協会への依頼及び問合わせが
増加している。そこで本稿では、ISO 12944-9 サイクル
劣化試験と JIS K 5600-7-9 サイクル腐食試験（サイク
ル D）との比較検証について述べる。

2.　�ISO� 12944「海洋構造物及び関連構造物向け防食塗

装システムの実験室における性能試験方法」

　2.1　概要

　 　ISO 12944は、塗装システムを適用する分野が明確
に区別されており、その中でも特徴的なのは、補修塗
装までの期間を示す「塗装システムの期待耐用年数の
区分」（表 -1参照）と鋼構造物が置かれている環境の
分類を示す「腐食環境（大気腐食）の分類」（表 -2参照）
が定義されていることである。そして今回の改定によ
り、その期待耐用年数の区分に「Very High：25年以上」、
腐食環境の分類に「CX：極めて高い」が新たに制定さ
れた。ISO 12944-9は、この腐食環境の分類「CX」を

対象としており、海上に建設された発電所などの防食
システムの試験方法を定めている。

　2.2　試験条件

　 　初版の ISO 12944では耐久性試験として耐薬品性、
耐湿性、耐中性塩水噴霧試験が定義されていた。2018

年の改定により、耐薬品性は試験から除外され、新た
にサイクル劣化試験が追加された。さらに、期待耐用
年数の区分に新たに追加された「Very High」を対象
とした試験時間も追加された。ISO 12944-9の耐久性
試験条件、腐食環境の分類が「CX」、期待耐用年数の
区分は「VH（very high）：25年以上」、耐久性試験は「サ
イクル劣化試験（4200時間）」のみとなっている。腐
食環境の分類（C4～ CX）の耐久性試験条件を表 -3に
示す。

3.　試験

　3.1　�試験の目的

　 　重防食塗装系にて試験板を作製し、ISO 12944-9 サ
イクル劣化試験と国内で塗膜の促進防食性を評価する
方法として幅広く用いられている JIS K 5600-7-9 サ
イクル腐食試験（サイクル D）を同じ試験期間実施
した場合、試験結果（カット線からの片側の最大さ
び・膨れ幅）に差があるかを確認する。さらに、ISO 

12944-9の試験方法にて、ISO 12944-9に規定されて
いるスクライブと JIS K 5600-7-9に規定されている
Xカットとのカット方法による試験結果（カット線か
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図 -1　ISO�12944-9 のサイクル条件

図 -2　JIS�K�5600-7-9（サイクル D）のサイクル条件

表 -3　腐食環境の分類 (C4 ～ CX) の耐久性試験条件

腐食環境分類 期待耐用年数区分 耐湿性試験 耐中性塩水噴霧試験 サイクル劣化試験

C4

Ｌ 120 時間 240 時間 ─

Ｍ 240 時間 480 時間 ─

Ｈ 480 時間 720 時間 ─

ＶＨ 720 時間 1440 時間 1680 時間

C5

Ｌ 240 時間 480 時間 ─

Ｍ 480 時間 720 時間 ─

Ｈ 720 時間 1440 時間 1680 時間

ＶＨ ─ ─ 2688 時間

CX ＶＨ ─ ─ 4200 時間

2018 年改訂版の追加部分

らの片側の最大さび・膨れ幅）に差があるかについて
も確認する。なお、ISO 12944-9 サイクル劣化試験の
サイクル数は 25サイクルとなっており約半年間を要
するが、今回は中間報告として約半分の 12サイクル
（90日目）までの結果を報告する。

　3.2　�試験の流れ

　 　ISO 12944-9のサイクル条件を図 -1、JIS K 5600-

7-9（サイクル D）のサイクル条件を図 -2に示す。
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図 -3　ISO�12944-9 のスクライブでのカット方法 図 -4　�JIS�K�5600-7-9 のカット方法

表 -4　塗装工程

工程 ① C-5 塗装系 ② Rc －Ⅰ塗装系 ③ 防食下地なし塗装系

1）防食下地 無機ジンクリッチペイント 有機ジンクリッチペイント ―

2）ミストコート エポキシ樹脂塗料下塗 ― ―

3）下塗り エポキシ樹脂塗料下塗
弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗

（2 回塗り）
エポキシ樹脂塗料下塗

4）中塗り ふっ素樹脂塗料用中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗

5）上塗り ふっ素樹脂塗料上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 ふっ素樹脂塗料上塗

　3.3　試験の手順

　 　⑴　試験片
　　 　基材は SS400のグリットブラスト鋼板（150×70

× 3.2mm）を使用し、除錆度は Sa 2 ¹/₂以上、表面粗
さ 25µmRzJIS とした。

　 　⑵　試験片の作製
　　 　鋼道路橋防食便覧 2）で規定されている重防食塗
料等の C-5塗装系、Rc-Ⅰ塗装系及び C-5塗装系か
ら無機ジンクリッチペイントとミストコートを除い
た塗装系（以下、防食下地なし塗装系）の３つの塗
装系で塗装した（表 -4参照）。

　 　⑶　試験板へのカット
　　 　a)　ISO 12944-9のスクライブカット方法
　　　 　ISO法のスクライブでのカット方法の詳細を

図 -3に示す。スクライブラインは、JIS K 5600-

7-9の切り込みきずと比較してカット幅が広く、
カッターでカットすることができないので機械的
に作製する必要がある。そのため、エンドミルに
て幅 2 ± 0.2mmにカットした。なお、使用したエ
ンドミルは１µm単位で切削深さを調整可能な機

器であり、事前に塗膜のみを切削できることを確
認している。

　　　b)　JIS K 5600-7-9のカット方法 (Xカット )

　　　 　JIS K 5600-7-9のカット方法の詳細を図 -4に
示す。

　　　① 　塗膜を貫いて素地に達する真っすぐな切り込
みきずを付ける。

　　　② 　切り込みきずを付けるときは、単刃の切り込
み具を用い、かつ、新しい刃先を使う。

　　　③ 　切り込みきずは、素地上で 0.5～ 1.0mm幅を
もち、塗膜表面に向かって扇形に広がった断面
をしたものでなければならない。

　　　④ 　切り込みきずの周辺に生じる破片は，取り除
く。

　　　⑤ 　切り込みきずは、長方形の試験片の半分の面
に、試験片端部から約 10mm内側に対角状に交
差する切り込みきずを付ける。
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図 -6　ISO�12944-9 と JIS�K�5600-7-9 との比較

図 -7　スクライブと Xカットとの比較

図 -5　スクライブラインの評価箇所

　 　⑷　評価方法
　　 　a)　ISO 12944-9の評価方法
　　　 　ISO 12944-9の評価方法を下記の①～⑤に示

す。
　　　① 　スクライブラインの中点と中点の両側から５ 

mmずつ離れた４点の計９点を測定箇所とする。
（図 -5参照）

　　　② 　各９点のさび・膨れ幅をスクライブラインの
上下を合わせて測定する。

　　　③　各９点の平均値を求める。
　　　④ 　平均値からスクライブラインの幅（２mm）を

引く。
　　　⑤　求めた数値を 1/2（片側）にして結果とする。

　　　　　　　
(C-W)

　　　　　M =　 
2

　　　　　M：さび・膨れ幅
　　　　　C：各９点の測定値の平均値
　　　　　W：スクライブラインの幅
　　　　　　 スクライブでの平均腐食の計算は、0.1mm 

の精度で行う

　　 　⒝　JIS K 5600-7-9の評価方法
　　　 　カット線からの片側の最大さび・膨れ幅を測定

する。

　　　 　なお、今回の評価方法は JIS K 5600-7-9のカッ
ト方法の試験結果と比較するため、スクライブ及
び Xカットともに、b) JIS K 5600-7-9の評価方
法にて測定した結果を報告する。

4.　試験結果

 　90日後の試験結果を図 -6に示す。試験期間 90日に
おいて、ISO 12944-9の方が JIS K 5600-7-9より最大
さび・膨れ幅が大きく、促進性が大きいことが分かっ
た。また、ISO、JIS共に防食下地なし塗装系、Rc-I塗
装系、C-5塗装系の順に最大さび・膨れ幅が大きい結果

となった。C-5塗装系相当と Rc-I塗装系の試験板の北
陸エリアで 10年間暴露した結果 3）も同様に C-5塗装系
より Rc-I塗装系の方が最大さび・膨れ幅が大きい結果
であった。

 　試験方法を ISO 12944-9（90日間）とし、カット方法（ス
クライブと Xカット）を比較した結果、防食下地なし塗
装系ではスクライブの方がより腐食が進行していた（図

-7参照）。

5.　まとめ

　a) 　ISO 12944-9で規定されている試験板へのスクラ
イブカットの条件設定ができ、規格通りの試験が行
えることが確認できた。

　b) 　ISO 12944-9サイクル劣化試験と JIS K 5600-7-9

サイクル腐食では、試験期間 90日間において、ISO 

12944-9の方が促進性は大きいことが確認できた。
　c) 　試験方法を ISO 12944-9とし、カット方法（スク
ライブと Xカット）を比較した結果、防食下地なし
塗装系ではスクライブの方がより腐食が進行してい
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た。
　d) 　当協会が過去に北陸エリアで屋外暴露試験を行っ

た試料と同じ塗装系（C-5塗装系，Rc-Ⅰ塗装系）
で作製した試験板のサイクル促進防食性試験と屋外
暴露試験を比較すると、ISO 12944-9に規定される
サイクル劣化試験法と北陸エリアでの屋外暴露試験
法ではほぼ同じ腐食傾向がみられた。

【参考文献】

　1) 　ISO 12944-9:2018 Paints and varnishes —  

Corrosion protection of steel structures by 

protective paint systems — Part 9: Protective 

paint systems and laboratory performance test 

methods for offshore and related structures

　2 )　公益社団法人 日本道路協会，鋼道路橋防食便覧
（平成 26年 3月），Ⅱ -33，Ⅱ -118，2014-3

　3) 　後藤俊吾，後藤宏明：重防食塗装系の暴露試験に
対する耐複合サイクル防食性試験の促進倍率に関す
る検討，日塗検ニュース No.141，PP.23-32，2019-

10
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1.　まえがき

　2021年の ISO/TC 35（ペイント及びワニス専門委員会）
の国際会議週間は、６月 14日からドイツ、ベルリンで
の開催が予定されていたが、一昨年末に発生した新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）が昨年から今年にかけ
て未曽有のパンデミックを引き起こし、一向に収束しな
い状況から、今年も昨年に続きリモート形式で開催され
ることになった。
　ISO/TC 35/SC 9（塗料の一般試験方法分科委員会）で
は、昨年は新型コロナウイルスの急激な感染拡大に対
応が取れず作業グループ（WG）の会議は行われなかった
が、今年は従来からオンライン会議を個別に行っている 

WG16（粉体塗料）を除き、TC35国際会議週間に開催さ
れた。
　今年、日本から出席した各 WG、TC 35/SC 9及び TC35

総会のオンライン会議への参加状況は以下のとおりであ
る（９月末現在まで）。
　（参加者名：順不同、国内委員会・WGでの役名）
TC35国際会議週間
　 6月 14日㈪　 SC 9/WG 30（硬化前の塗料 )参加者 

31名（日本２名：笹谷 SC9事務局、宮
川 SC9事務局）

　 6月 15日㈫　 SC 9/WG 31（硬化後の塗料）参加者 

30名（日本７名：須賀副主査、喜多委
員、長谷川委員、高橋委員、小川 TC35

事務局、笹谷 SC9事務局、宮川 SC9事
務局）

　 6月 16日㈬　 SC 9/WG 29（電気化学的試験方法） 参
加者８名（日本４名：板垣主査、田邉
副主査、小川 TC35事務局、宮川 SC9

事務局）
　　　　　　　 SC 9/WG 32（風力発電ローターブレー
　　　　　　　 ド用塗装システム）参加者 17名（日本 

　　　　　　　 ２名：森本主査、笹谷 SC9事務局）
　 6月 22日㈫　 TC 35/SC 9（塗料の一般試験方法分科

委員会） 参加者 22名（日本４名 :井
賀委員、小川 TC35事務局、笹谷 SC9

事務局、宮川 SC9事務局）
　 6月 24日㈭　 TC 35 総会（ペイント及びワニス専門

委員会） 参加者 37名（日本３名：小
川 TC35事務局、笹谷 SC9事務局、宮
川 SC9事務局）

WG個別オンライン会議（昨年 11月以降）
　11月 26日㈭　 SC 9/WG 29（電気化学的試験方法）参

加者９名（日本３名：板垣主査、田邉
副主査、宮川 SC9事務局）

　 3月 3 日㈬　 SC 9/WG 16（粉体塗料） 参加者７名（日
本２名：薮田主査、宮川 SC9事務局）

　 4月 22日㈭　 SC 9/WG 32（風力発電ローターブレー
ド用塗装システム） 参加者 18名（日
本４名：森本主査、田邉オブザーバー、
笹谷 SC9事務局、宮川 SC9事務局）

　 6月 30日㈬　 SC 9/WG 16（粉体塗料） 参加者９名（日
本３名：薮田主査、笹谷 SC9事務局、
宮川 SC9事務局）

　各 WGでの規格開発状況及び SC9決議内容について、
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，IS:国際規格，TR：技術報告書，TS：技術仕様書，
SR：定期見直し，PL：プロジェクトリーダー

2.　トピックス

　・ ISO/PWI 9124, Paints and varnishes － Thermal 

performance of paint film － Determination of

　　 solar irradiation penetration ratio with a 

heat flow meter（塗膜の熱性能－熱流量計を用い
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る日射照射侵入比の求め方）
　 　日本からの新規提案（NWIP）である。JIS K 5603（熱
流計測法による日射吸収率の求め方）の国際規格化を
目指し、経済産業省からの受託事業である（一社）日
本建材・住宅設備産業協会「グリーン建材 ･設備製品
に関する国際標準化事業」として準備を進めてきた。
　 　今回の WG31会議において、高橋委員が PLとして

NWIPのプレゼンテーションを行った。その結果、各
国からプレゼンへの賞賛と多くの賛同が得られ、NP

投票に進むことが合意された。この提案は TC35総会
での SC9活動報告の中でも WG31のハイライトとして
紹介された。
　 　８月下旬に NP提案の申請書（Form 04）及びドラフ
トを国際事務局へ提出して、NP投票が９月１日に開
始された。投票期限は 11月 24日である。

3.　TC 35/SC 9/WG 16　粉体塗料

　 　WG16では粉体塗料の包括的な規格である ISO 8130

シリーズの改訂が 2015年から開始され、Part 1，7，
11，12及び 14の改訂が優先的に進められ、2019年
には ISの発行が完了している。Part 2, 3, 5, 6, 8

及び 10の改訂についても今年の 6月に完了し、ISが
発行された。現在は ISO 8130-4の改訂、新規提案の
ISO 8130-15及び ISO 8130-16の開発が進められてい
る。
　　規格の開発状況は以下のとおりである。

　3.1　改訂作業事案

　・ ISO/DIS 8130-4, Coating powders － Part 4:

　　 Calculation of lower explosion limit（粉体塗料
－第 4部：粉体爆発下限濃度）（対応 JIS:なし）

　　 第 1箇条 適用範囲（Scope）が変更され、爆発下限
界が計算と推定に区分された。また、第８箇条 試
験報告書（Test report）に爆発下限界が計算か推
定かを記録することが提案された。

　3.2　新規作業事案

　　⑴ 　ISO/NP 8130-15, Coating powders － Part 15: 

Rheology（粉体塗料－第 15部：レオロジー）（対
応 JIS:なし）

　　　 　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の賛成で投票した。反
対はなく賛成が３分の２以上で、かつ、エキスパー
ト参加も５か国となり NPとして承認されること

になった。現在、CD投票が行われている。
　　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
シリンダを用いた液体置換による密度測定）（対
応 JIS:なし）

　　　 　粉体に含まれる空気を置換可能な液体、25ml

メスシリンダ及び天秤を用い、メスシリンダ中の
液体 20mlに粉体塗料を加えて増えた 5mlの体積
に対する質量から粉体塗料の密度を求める方法を
規定している。第３部（液体置換ピクノメータに
よる密度の測定）を補完する規格になる。今年６

月に NPの再投票が行われ、日本からも参加する
ことでエキスパート参加が５か国となり、NPと
して承認された。

　3.3　発行規格

　　⑴ 　ISO 8130-2:2021, Coating powders － Part 2: 

Determination of density by gas comparison 

pycnometer (referee method)（粉体塗料－第２

部：ガス比較ピクノメータ（レフリー法）による
密度の測定）（対応 JIS:なし）

　　　 　使用ガスが空気又はヘリウムからヘリウム又は
窒素に変更された。

　　⑵　ISO 8130-3:2021, Coating powders － Part 3:

　　　 Determination of density by liquid 

displacement pycnometer（粉体塗料－第３部：
液体置換ピクノメータによる密度の測定）（対応
JIS:なし）

　　　 　アセトンがピクノメータの洗浄に使用されない
よう削除された。また、ピクノメータへの充填順
序が（溶剤を先仕込みに）変更された。

　　⑶　ISO 8130-5:2021, Coating powders － Part 5:

　　　 Determination of flow properties of a 

powder/air mixture（粉体塗料－第５部：粉体 /

空気混合物の流動性の測定）（対応 JIS:なし）
　　　 　試験時の湿度が必要事項に加えられ、温度、気

圧とともに試験結果報告事項となった。
　　⑷ 　ISO 8130-6:2021, Coating powders － Part 6: 

Determination of gel time of thermosetting 

coating powders at a given temperature（粉体
塗料－第６部：設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）

　　　 　第二のオプションとして、試料用くぼみがな
いフラットな加熱ブロックが追加された。なお、

－ 25 －



DIS投票において JIS附属書に基づき JISとのサ
ンプリングの違いに関する情報提供を行った（ISO

が体積なのに対し、JISでは質量の計量で採取）。
　　⑸　ISO 8130-8:2021, Coating powders － Part 8:

　　　 Assessment of the storage stability of 

thermosetting powders（粉体塗料－第８部：熱
硬化型粉体塗料の貯蔵安定性）（対応 JIS: なし）

　　　 　試験基板の選択肢として，第６箇条に前処理ア
ルミニウム板が追加された。また、加温貯蔵試験
での凝集程度の判断基準に用いられていた表 1は
削除され、本文中に簡潔な言葉で言い換えられた。

　　⑹　ISO 8130-10:2021, Coating powders － Part 10:

　　　 Determination of deposition efficiency（粉体
塗料－第 10部：塗着効率の測定）（対応 JIS: なし）

　　　 　第 1箇条 適用範囲（Scope）は一部を第４箇条 

原理（Principle）に移動し、表現が修正された。

4.　TC 35/SC 9/WG 29　電気化学的試験方法

　6月 16日に開催された WG29会議の内容、及び開発状
況を紹介する。

　4.1　改訂作業事案

　・ ISO/DIS 17463, Paints and varnishes － Guidelines 

for the determination of anticorrosive properties 

of organic coatings by accelerated cyclic 

electrochemical technique（電気化学的促進サイク
ル試験方法による有機塗膜の防食特性の測定指針）
（対応 JIS:なし）

　　 　2019年の SRにより改訂作業が進められている。
ポテンシャルのシンボルが Uから Eに改められた。
また、測定結果の表記方法として「Bodeプロット
及び Nyquistプロット」が示されているが、「Bode

プロット」を優先する表現に変更することが提案さ
れた。

　4.2　新規作業事案

　　⑴ 　ISO/DTR 5602, Sources of error in the use 

of electrochemical impedance spectroscopy 

for the investigation of coatings and other 

materials（塗膜及び他の材料の研究のための電
気化学的インピーダンス分光法（EIS）における
エラー要因）（対応 JIS:なし）

　　　 　2019年の上海国際会議において提案され、昨
年の SC9会議において TRとして新規提案の登録
が合意された。３月に投票が行われて集まった

63件のコメントに基づく修正が行われ、TRとし
て発行されることになった。

　　⑵ 　ISO/AWI TS 5604, Test method for assessment 

of protection of metal by organic coatings 

using Electrochemical Noise Measurements（電
気化学的ノイズ測定を用いた有機塗膜による金属
保護性評価のための試験方法）（対応 JIS:なし）

　　　 　昨年の SC9会議において正式に提案され、TR

として新規提案の登録が合意された。しかし、後
日 ISO中央事務局により TSとすべきとの判定が
なされ、今年８月に TSとして NP投票が行われた
が、エキスパート参加が１か国しか集まらず、NP

として承認されなかった。
 

　4.3　 塗装サンプルを使用したEIS測定におけるエラー

要因調査のための国際ラウンドロビンテスト

　 　上海国際会議で提案され、30の試験機関が参加し
て２度目のラウンドロビンテスト※として模擬サンプ
ルに代えて電着塗装の実サンプルを用いた試験が実施
されたもので、今回、リーダーの Vogelsang氏より結
果報告が行われた。
　 　ラボ間ではよい一致を示し、どのテストサンプルも
高いインピーダンスを示した。また塗膜に孔欠陥のあ
る場合はデータに異常を生じることも確認できた。
　 　この結果は、2022年１月に SRが行われる ISO 

16773-4に精度データとして含められる予定である。
また学術誌へ投稿することも計画されている。
　　※ ラウンドロビンテスト：Round robin test（複

数の試験機関に同一試料を配付して測定を行う評
価方法）

　4.4　定期見直し事案

　 　2021年６月に行われた SR投票において下記の３件
はいずれもコメントがなく、内容が確認されたことか
ら、会議において継続が合意された。
　　⑴ 　ISO 16773-1:2016, Electrochemical impedance

　　spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic

　　 specimens － Part 1: Terms and definitions（塗装
及び未塗装金属試験体の電気化学的インピーダンス
分光法－第１部：用語と定義）（対応 JIS:なし） 

　　⑵ 　ISO 16773-2:2016, Electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) on coated and uncoated 

metallic specimens － Part 2: Collection of data

（塗装及び未塗装金属試験体の電気化学的イン
ピーダンス分光法－第２部：データ収集）（対応
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JIS:なし）
　　⑶ 　ISO 16773-3:2016, Electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) on coated and uncoated 

metallic specimens － Part 3 :Processing and

　　　 analysis of data from dummy cells（塗装及び
未塗装金属試験体の電気化学的インピーダンス分
光法－第３部：模擬セルから得たデータの処理及
び分析）（対応 JIS:なし）

　4.5　 ISO/TC 156（金属及び合金の腐食専門委員会）/

WG 11（電気化学的試験方法）との協業

　 　TC 156/WG 11のコンビーナでもある板垣主査から
WG11での規格開発状況が報告された。現在、TC 156/

WG 11との共同開発案件はないが、必要に応じて ISO/

WD 17463及び ISO/NP TS 5604などについて話し合い
を持つことが合意された。

5.　TC 35/SC 9/WG 30　硬化前塗料の性能

　６月 14日に開催された WG30会議の内容、及び開発状
況を紹介する。

　5.1　改訂作業事案

　・ ISO/DIS 19403-1, Paints and varnishes － Wettability

　　 － Part 1: Terminology and general principles

（濡れ性－第１部：用語と一般原理）（対応 JIS:なし）
　 　ISO/TC 229（ナノテクノロジー専門委員会）/WG ５

（製品と応用）から超はっ水コーティングとその表面
に関する用語と定義の提案があり、共同で改訂するこ
とになった。DIS投票（10月 19日期限）の中で提案
される形になる。コーティングの濡れ性と接触角の求
め方などの項目は他の専門委員会（TC）とも重複する
可能性があり、それぞれ個別に開発されることを避け
るため TC35議長諮問グループへ適用範囲を明確化す
るよう求めることとした。

　5.2　新規作業事案

　　⑴ 　ISO/CD 22553-10, Electrodeposition coatings 

－ Part 10: Method for the determination of the 

edge protection on punched and lasered edges 

and holes（電着塗料－第 10部：パンチングとレー
ザーで形成したエッジ及びホールのエッジ防食性
評価方法）（対応 JIS:なし）

　　 　日本から、パンチングで生じるバリの大きさが防
食性に影響を与えるとの知見より CD投票でバリ高
さの測定を規格に入れるようコメントしており、会

議において協議した結果、個別にドイツチームと協
議することになった。後日の協議において、ドイツ
ではバリ高さに関しての知見がないことから、今回
の規格案には採用しないことになった。SR時（５

年後）までにデータが得られれば改めて検討するこ
ととした。

　　⑵ 　ISO/PWI 22553-15 & -16, Electrodeposition 

coatings（電着塗料）（対応 JIS:なし）
　　－ Part 15:  Permeate residue（－第 15部：浸透

残渣）
　　－ Part 16:  Pigment-binder ratio（－第 16 部：

顔料 /バインダー比）
　　 　昨年のオンライン SC9会議において、PWI登録が

合意され、５月に NP投票が行われた。いずれも日
本がエキスパート参加することで参加国が５か国と
なり、NPとして承認された。

　5.3　今後の開発事案

　・ ISO/PWI 3219-3, -4 & -5, Rheology（レオロジー）
（対応 JIS: なし）

　　－ Part 3:  Test procedure and examples for the 

evaluation of results when using 

rotational and oscillatory rheometry

（－第３部：回転及び振動によるレオロ
ジー測定時の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

（－第４部：回転及び振動によるレオロ
ジー測定時のサンプル及びアプリケー
ションによる測定誤差）

　　－  Part 5:  Calibration, adjustment, verification 

when using rotational and oscillatory 

rheometry（－第５部：回転及び振動に
よるレオロジー測定時の校正、調整、検
定）

　　 　これらの規格事案は、ISO/TC 61（プラスチック
専門委員会）/SC 5（物理・化学的性質分科委員会）
との共同開発でドイツのエキスパートグループによ
り開発が進められている。会議において、PLの Ku･･

chenmeister-Lehrheuer氏から、第３部は 2022年
の DIS段階を目指して測定方法のガイドライン及び
測定手順を作成中であり、第４部及び第５部は 2024

年に DIS段階を目指しているとの報告があった。
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　5.4　定期見直し事案

　 　2020年から 2021年に掛けて８件の SR投票が行わ
れた。そのうち、会議では以下の２案件について協議
が行われ、ISO 1513は継続、ISO 2811-1は改訂で合
意された。
　　⑴ 　ISO 1513:2010, Paints and varnishes － 

　　　 Examination and preparation of test samples

（試験用試料の検分及び調製）（対応 JIS: K 5600-

1-3）
　　　 　コメントが日本（JIS附属書 JAに基づく「チ

キソトロピー」の定義の削除）及び英国から２件
あったが、軽微なため次回の改訂時に対処すると
して継続が合意された。

　　⑵ 　ISO 2811-1:2016, Paints and varnishes － 

　　　 Determination of density － Part 1: Pycnometer 

method（密度の求め方－第１部：ピクノメータ）（対
応 JIS: K 5600-2-4）

　　　 　ドイツから確かなデータを得るには試験前にサ
ンプルの脱気が必要との提案があり、改訂するこ
とになった。

　　　 　なお、2020年に SRが実施された ISO 3233-

3:2015、ISO 9117-2:2010及び ISO 9117-3:2010

については、まだ審議が行われていない。ISO 

14680-1:2000～ 14680-3:2000については、SR投
票が９月に実施されている。

　5.5　発行規格

　　⑴ 　ISO 3219-1:2021 & -2:2021, Rheology（レオ
ロジー）（対応 JIS: K 7117-2）

　　－ Part 1:  General terms and definitions for 

rotational and oscillatory rheometry

（－第１部：回転及び振動によるレオロ
ジー測定のための一般用語と定義）

　　－ 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）

　　 　ISO 3219:1993の改訂について TC 61/SC 5と共
同で２パートに分けて改訂作業を進めてきたもの
で、今年２月に FDIS投票が行われ、５月に ISが発
行された。

　　⑵ 　ISO 22553-8:2021, Electro-deposition 

coatings － Part 8: Electric charge density

（電着塗料－第８部：電荷（クーロン）密度）（対
応 JIS:なし）

　　　 　５月に FDIS投票が行われ、賛成 11、反対０、
棄権 14で承認され、６月に ISが発行された。

　　⑶ 　 I S O  2 2 5 5 3 - 1 3 : 2 0 2 1  &  - 1 4 : 2 0 2 1 , 

Electrodeposition coatings（電着塗料）（対応
JIS:なし）

　　－ Part 13:  Determination of re-solving 

behaviour（－第 13部：再溶解性）
　　－ Part 14:  Deposition behaviour（－第 14 部：

塗着挙動）
　　 　上海国際会議で提案されたもので、第 14部は昨
年９月に、第 13部は昨年 11月に DIS投票が行わ
れ、いずれも技術上のコメントがなかったことから
FDISをスキップして今年３月に ISが発行された。

6.　ISO/TC 35/SC 9/WG 31 硬化後塗料の性能

　６月 15日に開催された WG31会議の内容、及び開発状
況を紹介する。

　6.1　改訂作業事案

　　⑴ 　ISO 1518-1:2019, Paints and varnishes － 

　　　 Determination of scratch resistance － Part 1: 

Constant-loading method（引っかき抵抗性－第
１部：定負荷法）（対応 JIS: K 5600-5-5）

　　　 　2019年の改訂で２つのスタイラス（針）が追
加されたが、その結果、旧 2011年版と同じスタ
イラスでも異なる名称（例えば、2011年版のス
タイラス Aが 2019年版でスタイラス B）が用い
られることになった。会議での協議において、混
乱を避けるために早期に改訂を行うことが合意さ
れた。

　　⑵ 　ISO 1522:2006, Paints and varnishes － 

　　　 Pendulum damping test（剛体振り子試験）（対応
JIS:なし）

　　　 　2020年の SRにおいて継続となったが、会議に
おいてドイツより第９箇条 精度（Precision）に
おいて明確さに欠く表現があるとの理由で改訂提
案のプレゼンテーションがあり、協議の結果、軽
微な改訂を行うことが合意された。

　　⑶ 　ISO/AWI 11998, Paints and varnishes － 

　　　 Determination of wet-scrub resistance and 

cleanability of coatings（塗膜の耐湿潤摩耗性
及び洗浄性）（対応 JIS: K 5600-5-11）

　　　 　2019年の SRにてドイツより提案があり、昨年
の SC9会議で改訂が合意されたことを受けて、今
回 PLより改訂内容のプレゼンテーションが行わ
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れた。研磨パッドに用いるスリーエム社の不織布
ではその製造国の違いにより耐洗浄性が異なるこ
とがわかり、同社製品に代わる安定した再現性が
得られる不織布が提案された。今後、ラウンドロ
ビンテストによる再現性の確認と精度データの更
新などを行っていくとのことである。

　　⑷ 　ISO/NP 16053, Paints and varnishes － Coating 

materials and coating systems for exterior wood 

－ Natural weathering test（屋外木材用保護塗料
と塗装システム－屋外暴露試験）（対応 JIS:なし。
建築工事標準仕様書 :JASS18 塗装工事が関連）

　　　 　EN927-3:2012（ヨーロッパ規格）の 2019年版
発行を受けて、2012年版に準拠して作成された
本規格の改訂が提案され、５月の NP投票により
登録が承認された。会議においては、CD段階を
スキップして DIS段階へ進めることが合意され
た。

　　⑸ 　ISO/AWI 16474-2:2013/DAM 1, Paints and 

varnishes － Methods of exposure to laboratory 

light sources － Part 2: Xenon-arc lamps（試験
所光源への暴露方法－第２部：キセノンランプ）
（対応 JIS: K 5600-7-7）

　　　 　2019年の SRで継続となったが、昨年の SC9会
議でドイツから附属書 C（参考）：「デイライトフィ
ルターの分類」を追加する提案があり、今年４

月の委員会内投票（CIB）を経て、会議において
DAM1（Draft Amendment 1）としてアクティブ化
が合意された。

　6.2　新規作業事案

　　⑴ 　ISO/CD 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：自動車の構造材及び部材の塗装系）（対
応 JIS:なし）

　　　 　自動車用塗装部品を塩水噴霧／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
せる試験方法で、上海国際会議で提案されて NP

投票が行われ、昨年６月には CD投票に進んだ。
しかし、NP投票での日本を含む多数のコメント
が反映されていない CDドラフトが提案されると
いう事態が生じ、昨年の会議で NP投票でのコメ
ントを DISドラフトに確実に反映させて進めるこ
ととなった。

　　　 　今回の WG会議においてはリエゾン参加の TC 

156（金属と合金の腐食専門委員会）/WG ７（促
進試験）からのコメント及び須賀副主査からの追
加コメントも含めどんなコメントも受け付ける形
で 10月 19日期限の DIS投票が行われることが確
認された。また、須賀副主査の要請で 11月 24日
に「コメント解決会議」が開催されることが決まっ
た。

　　⑵ 　ISO/NP 20567-4, Paints and varnishes － 

　　　 Determination of stone chip resistance of 

coatings － Part 4: Multi-impact test using a 

small test area（塗膜の耐チッピング性－第４

部：小面積による打撃試験）（対応 JIS:なし）
　　　 　上海国際会議でドイツより提案があり、今回の

WG31会議にて WDが提案された。手持ちができる
装置で鋳鉄グリットを直接車のボディの狭い範囲
にも打ち込める。11月 20日を期限として NP投
票が行われる。

　　⑶ 　ISO/PWI 9124, Paints and varnishes － Thermal 

performance of paint film － Determination of 

solar irradiation penetration ratio with a 

heat flow meter（塗膜の熱性能－熱流量計を
用いる日射照射侵入比の求め方）（対応 JIS: K 

5603:2017）
　　　　詳細は前述（2．トピックス )を参照されたい。

　6.3　定期見直し事案

　　6.3.1　改訂となった規格

　　　⑴ 　ISO 4624:2016, Paints and varnishes － 

　　　　 Pull-off test for adhesion（付着性－プルオ
フ法）（対応 JIS: K 5600-5-7:2014）

　　　　 　今回の会議の協議において、この規格をコン
クリート、金属及びプラスチックの基材ごとに
３つのパートに分けることを視野に入れて改訂
を進めることになった。

　　　⑵ 　ISO 4628-5:2016, Paints and varnishes 

－ Evaluation of degradation of coatings 

－ Designation of quantity and size of 

defects, and of intensity of uniform 

changes in appearance － Part 5: Assessment 

of degree of flaking（塗膜劣化の評価－欠
陥の量，大きさ及び外観の変化に関する表示
－第５部：はがれの程度の評価）（対応 JIS: K 

5600-8-5:1999）
　　　　 　表 2の「はがれの大きさ」が定義されてい
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ないことから、「優先する方向の寸法とする」
という提案があり、改訂することが合意され
た。旧 2003年版と同じく表 2の項目“Size of 

flaking”に“(largest dimension)”が追記さ
れる。

　　　⑶ 　ISO 4628-10:2016, Paints and varnishes 

－ Evaluation of degradation of coatings － 

Designation of quantity and size of defects, 

and of intensity of uniform changes in 

appearance － Part 10: Assessment of degree 

of filiform corrosion（塗膜劣化の評価－欠陥
の量，大きさ及び外観の変化に関する表示－第
10部：糸状腐食の程度の評価）（対応 JIS:なし）

　　　　 　附属書 Aの各写真について、スケールが統一
されていること、鮮明性を向上すべき等のコメ
ントがあり、改訂することが合意された。

　　　⑷ 　ISO 7784-1:2016, Paints and varnishes － 

Determination of resistance to abrasion －

Part 1: Method with abrasive-paper covered 

wheels and rotating test specimen（耐摩耗
性の測定 第１部：研磨紙及び回転試験片によ
る方法）（対応 JIS: K 5600-5-8:1999）

　　　　 　図１の摩耗輪の位置及び図２の摩耗領域の幅
や摩耗領域の内径値に間違いがあるなど 15件
のコメントがあり、改訂することが合意された。

　　　⑸ 　ISO 7784-2:2016, Paints and varnishes －

Determination of resistance to abrasion －

Part 2: Method with abrasive rubber wheels 

and rotating test specimen（耐摩耗性の測定
－第 2部：摩耗輪及び回転試験片による方法）
（対応 JIS: K 5600-5-9:1999)

　　　　 　図１及び２に ISO 7784-1:2016と同様な間違
いがあるなど 14件のコメントがあり、改訂す
ることが合意された。

　　　⑹ 　ISO 7784-3:2016, Paints and varnishes －

Determination of resistance to abrasion －

Part 3: Method with abrasive-paper covered 

wheel and linearly reciprocating test 

specimen（耐摩耗性の測定－第３部：研磨紙で
覆われたホイールと直線往復試験片による方
法）（対応 JIS: K 5600-5-10:1999）

　　　　 　第９箇条 Precision（精度）にある PMMA（ア
クリル樹脂）シートの情報は塗膜との関係が示
されておらず削除すべきとの提案など５件のコ
メントがあり、改訂することが合意された。PL

には須賀副主査が選任された。

　　6.3.2　継続となった規格

　　　⑴ 　ISO 4628-1:2016, Paints and varnishes 

－ Evaluation of degradation of coatings 

－ Designation of quantity and size of 

defects, and of intensity of uniform changes 

in appearance － Part 1: General introduction 

and designation system（塗膜劣化の評価－欠
陥の量，大きさ及び外観の変化に関する表示
－第１部：一般原則及び等級システム）（対応
JIS: K 5600-8-1:2014）

　　　⑵ 　ISO 4628-2:2016, Paints and varnishes 

－ Evaluation of degradation of coatings 

－ Designation of quantity and size of 

defects, and of intensity of uniform 

changes in appearance － Part 2: Assessment 

of degree of blistering（塗膜劣化の評価－

欠陥の量，大きさ及び外観の変化に関する表
示－第２部：膨れの程度の評価）（対応 JIS: K 

5600-8-2）
　　　⑶ 　ISO 4628-4:2016, Paints and varnishes 

－ Evaluation of degradation of coatings 

－ Designation of quantity and size of 

defects, and of intensity of uniform 

changes in appearance － Part 4: Assessment 

of degree of cracking（塗膜劣化の評価－欠
陥の量，大きさ及び外観の変化に関する表示
－第４部：割れの程度の評価）（対応 JIS: K 

5600-8-4:1999）
　　　⑷ 　ISO 4628-7:2016, Paints and varnishes 

－ Evaluation of degradation of coatings 

－ Designation of quantity and size of 

defects, and of intensity of uniform 

changes in appearance － Part 7: Assessment 

of degree of chalking by velvet method（塗
膜劣化の評価－欠陥の量，大きさ及び外観の変
化に関する表示－第７部：ビロード法による白
亜化の程度の評価）（対応 JIS: なし）

　6.4　発行規格

　・ ISO 28199-1:2021, -2:2021 & -3:2021, Paints and 

varnishes － Evaluation of properties of coating 

systems related to the application process（塗装
工程に関連する塗装系の特性評価）（対応 JIS:なし）
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　　－ Part 1:  Relevant vocabulary and preparation 

of test panels（－第１部：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（－第２部：色の安定性、
各層の隠ぺい性、再溶解性、オーバース
プレイの吸着、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（－第３部：目視によるた
れ性、発泡性、ピンホール及び隠ぺい性
の評価）

　　いずれも FDIS 投票を経て３月に発行された。

7.　 ISO/TC 35/SC 9/WG 32　風力発電ローターブレード

の塗装システム

　６月 16日に開催された WG32会議の内容、及び技術仕
様書（TS）の開発状況を紹介する。

　7.1　新規開発事案

　　⑴ 　ISO/PWI TS 19392-4, Paints and varnishes 

－ 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：ローターブレード塗装上の氷形成
における降雨エロージョンの影響）（対応 JIS:な
し）

　　　 　進捗がないため、プロジェクトを中断すること
になった。ただし、会議の協議において、長期的
な議題として残すことが合意された。

　　⑵ 　ISO/NP TS 19392-5, Paints and varnishes － 

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

保護塗膜の光透過特性の測定）（対応 JIS:なし）
　　　 　UV及び可視光の透過率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。ISO/NP TS 19392-5の投票が６月に行
われ、反対ゼロで賛成は３分の２以上を確保し、
エキスパートも日本と中国が参加して５か国とな

り、NPとして承認されることになった。 

　　⑶ 　ISO/PWI TS 19392-6, Paints and varnishes － 

Coating systems for wind-turbine rotor blades 

－ Part 6: Determination and evaluation of 

ice adhesion using centrifuge（風力発電ロー
ターブレードの塗装システム－第６部：遠心分
離機を用いた氷付着性の測定と評価）（対応 JIS: 

なし）
　　　 　WG32の最優先事案として取り組んでいる。課

題は再現性あるデータを得るためのパラメーター
の設定である。NP投票が６月に行われて５か国
からのエキスパート参加があり、NPとして承認
された。委員会では、WDの作成のためにタスク
グループを組織して開発を進めることになった。

　7.2　新規準備事案

　 　以下の２件は今後の開発を目指し PWIとして登録す
ることが合意された。タスクグループを組織して提案
の準備を進めていく。
　　⑴ 　ISO/PWI TS 19392-7, Paints and varnishes － 

Coating systems for wind-turbine rotor blades 

－ Part 7: Determination and evaluation of 

resistance to hail（風力発電ローターブレード
の塗装システム－第７部：降雹（ひょう）耐性の
測定と評価）（対応 JIS:なし）

　　⑵ 　ISO/PWI TS 19392-8, Paints and varnishes － 

Coating systems for wind-turbine rotor blades 

－ Part 8: 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８部：耐汚染性の測定と評
価）（対応 JIS:なし）

　7.3　定期見直し事案

　 　下記の３件は TS発行から３年となり定期見直し
（SR）が行われた。いずれもコメントはなく、継続が
合意された。ISO/TSは最長３年で SR投票が行われる
必要があり、最大有効期間は６年とされている。これ
らの規格をアクティブにするには 2022年３月までに
対処する必要がある。
　　⑴ 　ISO/TS 19392-1:2018, 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：必須要件と耐候性）（対応 JIS: なし）

　　⑵ 　ISO/TS 19392-2:2018, Paints and varnishes － 
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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
の測定と評価）（対応 JIS: なし）

　　⑶ 　ISO/TS 19392-3:2018, 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
ン耐性の測定と評価）（対応 JIS:なし）

8.　 TC 35/SC 9 （塗料の一般試験方法）委員会

　６月 22日に開催された会議の内容を紹介する。

　8.1　各 WG 会議からの推奨事項の決議

　 　各 WG国際事務局からの会議報告及び各 WG会議にお
いて合意・推奨された事案に関する決議が行われ、全
て採択された。

　8.2　 WG31 会議における日本からの新規提案プレゼン

テーションについて

　 　SC9国際事務局の Attra氏より、高橋委員の NWIP

提案に関するプレゼンテーションに対して新しい規格
が開発されるのは素晴らしいことであるとの賞賛のコ
メントがあった。さらに、メンバーはこの勢いを持ち
続けて「最先端の規格」を開発するために更なる機会
を模索すること、また、市場とのギャップを埋めるこ
とに目を向けるようにとの奨励があった。

　8.3　NP の承認基準について

　 　NP投票においては、Pメンバー※の３分の２以上の
賛成があり、かつ５か国以上の Pメンバーが審議に参
加するエキスパートを指名した場合に承認されるが、
ISO中央事務局より投票時に「エキスパートの名前は
後で提供される」と明記していない限り投票後のエキ
スパート指名は認められないとの説明があった。
　　※  Pメンバー：Participating member（積極的役割

及び投票義務を負う参加国）

　8.4　ISO/TC 35/SC 9/WG 31 コンビーナの交代

　 　現 WG31コンビーナの Herrmann氏（ドイツ）が９月
で定年退職となり、後任には SC9委員長の Feil氏（ド

イツ）が就任する。

　8.5　 IMO 海洋環境保護委員会（MEPC）の課題に関す

る ISO 円卓会議報告

　 　４月に ISO/TC 8（船舶及び海洋技術）、ISO/TC 28（石
油製品及び潤滑油）/SC 4（分類及び仕様）、ISO/TC 

35/SC 9、ISO/TC 67（石油・石油化学及び天然ガス工
業用材料及び装置）及び ISO/TC 147（水質）/SC 2（物
理的・化学的・生物化学的方法）のリーダーが一堂に
会して円卓会議が開催され、その会議の内容について
の報告と協議が行われた。
　 　SC9では ISO 15181シリーズ（防汚塗料からの防汚
剤の溶出速度の決定）を有するが、担当の WG27（船
底防汚剤の溶出試験）を解散しているため、このシリー
ズの改訂を行う場合には新たに専門家が必要となるこ
とが確認された。なお、日本の国内委員会では WG27

は継続されている。
　 　ISO/TC 8では塗料とワニスに関するいくつかの
テーマでプロジェクトを開始したいと考えており、
SC9と重複する懸念があることから両者間での調整が
必要であるとの認識を共有した。

9.　 今後の TC 35/SC 9 会議開催予定

　TC35国際会議週間に合わせて、2022年は６月 20日～
24日の日程でベルリン、2023年はアメリカのピッツバー
グで開催される予定である。

10.　 あとがき

　今年の国際会議も新型コロナウイルス・パンデミック
のため、オンラインでの会議となったことは誠に残念
であった。実際に会って話をすることによってお互いを
より深く知ることができ、信頼関係が生まれ、そして育
まれる。特に初めての参加者には会議に参加していると
の実感がわきにくいことは容易に想像できる。その中に
あって、これまで培ってきた信頼関係は消えることなく、
オンライン会議の中においてもファーストネームで呼び
合い、親しき中での公正な議論ができたのは救いであっ
た。
　特に、今回は WG31会議における日本からの新規規格
提案のプレゼンテーションにおいて、PLを務める高橋
委員がスライド資料の中にユーモラスなキャラクターを
登場させ、やや難解な熱工学理論を含む提案内容をわか
りやすく説明したことで多くの賛同が得られたことは、
ひと際輝くトピックであったと言えよう。各会議の閉会
にあたっては、「来年はベルリンで会おう。」との言葉が
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飛び交った。
　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。引き続き、本活動へのご支援、ご協力を賜
ることをお願い申し上げつつ筆を置く。
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1.　はじめに

　産業標準化法に基づく、JISマーク表示のための認証
業務を担う登録認証機関が相互に理念を共有し連携する
ことによって、JISマーク表示制度の信頼性・公平性・
統一性の確保を図り、JISの普及・発展に貢献すること
を目的として、JIS登録認証機関協議会（略称：JISCBA）1）

が 2006年に設立されました。当協会も設立当初から、
その会員メンバーとして活動してまいりました。
　JISCBAでは、JISマーク表示制度の運用に当たって統
一性・公平性の確保に取り組んでおり、その一環として、
認証指針 JISの規定事項や技術的課題に係る運用解釈と
して定めた“JISマーク表示制度の運用に当たっての解
釈集”（以下、JISCBA解釈集）を JIS認証における共通
のガイドラインとして公表しています。その共通編 2）と
して、JISマーク等の表示に付記する事項に関する「【共
2】JISマークなどの表示について」が改訂（2020年２

月 20日付け）されたことに加え、他の事業者に関する
表示について判断基準を取りまとめた「【共 22】JISマー
クの近傍に付す被認証者の氏名若しくは名称又は略号に
ついて」が制定（2020年 11月 10日付け）されました。
　JISCBA解釈集の【共 22】では、被認証者の氏名若し
くは名称又はその略号の表示方法について具体的に規定
され、その規定に適合していないものについては、３年
（2023年 11月頃）を目途に対応することが求められて
います。これらの内容を中心に、以下に説明します。

2.　JIS マーク等及び付記事項の表示

　JISマーク等及び付記事項の表示についての一般認証
指針は、JIS Q 1001:2020（適合性評価－日本産業規格
への適合性の認証－一般認証指針（鉱工業品及びその加
工技術））の第 13項に規定されています。以下に、それ
ぞれの事項を記載するとともに適宜解説します。

　2.1　JIS マーク等の表示（JIS Q 1001 13.1）

　 　登録認証機関は、JISマーク等の表示の使用が、認
証契約に基づいて、認証取得者によって適切に実施さ
れることを管理しなければならない。
　 　登録認証機関は、認証取得者が JISマークの近傍に

次の a)～ c)の事項を表示することを認証契約に定め
なければならない。
　a)　適合する JISの番号
　b) 　適合する JISの種類又は等級（当該 JISに種類又
は等級に係る表示事項が規定されている場合に限
る。）

　c) 　認証を行っている登録認証機関の氏名若しくは名
称又はそれらの略称若しくは登録商標

　　 （例：一般財団法人 日本塗料検査協会，JPIA，JP，
日塗検）

　2.2　付記事項等の表示（JIS Q 1001 13.2）

　 　登録認証機関は、13.1 の表示に付記する事項とし
て、次の a)～ e)の事項のうち該当するものについて、
鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に表示
するよう認証契約に定めなければならない。ただし、b)
にあっては、必ず付記する事項としなければならない。
　a)　適合する JIS で定める表示事項
　　 以下に、JIS K 5675:2011（屋根用高日射反射率塗料）
の第 9項（表示）を例に示します。 
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J I S マーク等及び付記事項の表示

一般財団法人 日本塗料検査協会

河　村　マ　リ認証業務品質管理者

（例）JIS K 5675　屋根用高日射反射率塗料

9 　表示

　屋根用高日射反射率塗料の容器には，容易に
消えない方法で，次の事項を表示しなければな
らない。
a) この規格の番号
b) 種類及び耐候性の等級
c) 正味質量又は正味容量
d) 製造業者名又はその略号 ※

e) 製造年月又はその略号
f) 製造番号又はロット番号
g) 多液混合による反応によって硬化する塗料 

   の場合は，ポットライフ（JIS K 5600-2-6）
h) 塗料の組合せ仕様



　※「製造業者名又はその略号」の表示方法
　　 　消費者が識別可能な表示であることが求められる

ため、原則として、製造業者の名称を表示します。
ただし、製造業者の名称ではなく、略号を表示する
場合には、その略号（２文字以上）を登録認証機関
（JPIA）へ届け出ることとします。

　　＜製造業者名又はその略号の表示例＞

　　製造業者：ABCペイント株式会社，ABCP，AP

　b) 　認証取得者の氏名若しくは名称又はその略号（略
称、記号、認証番号又は登録商標をいう。）

　　 　消費者が識別可能な表示であることが求められる
ため、原則として、認証取得者の名称を JISマーク
の近傍に表示します。ただし、認証取得者の名称で
はなく、略号を表示する場合には、その略号（２文
字以上）を登録認証機関（JPIA）へ届け出ることと
します。なお、2022年１月現在、製造業者の略号
を当事者間（認証取得者及び JPIA）以外には公表
していませんが、今後、当協会 Webサイトの公開情
報に追加する可能性があります。

　　 ＜認証取得者の氏名若しくは名称又はその略号の表
示例＞

　　認証取得者：ABC塗料株式会社，ABCT，AT

　c) 　工場又は事業場が複数の場合はその識別表示
　　 　製造した工場又は事業場を識別するため、工場又
は事業場の名称又はその略号を表示します。ただし、
略号を表示する場合には、その略号（１文字以上）
を登録認証機関（JPIA）へ届け出ることとします。

　　＜工場又は事業場の表示例＞

　　工場：埼玉工場，SAITAMA，ST，S

　d) 　ロット認証の場合にあっては、その識別番号又は
記号

　e) 　その他、登録認証機関が必要とする事項
　　 　当協会としては、上記に加えて次の２つの事項に
ついて表示を定めています。

　　① 　多液形塗料の場合、使用する材料（主剤・塗料
液、硬化剤、添加剤など）の名称及び混合比

　　② 　下塗り・中塗り・上塗りなどの組合せによって
塗装する塗料の場合、それぞれの塗料には組み合
わせて使用する相手の塗料の名称

　　 　ただし、これらは、該当する製品 JISに表示が規
定されていない場合には、カタログ等の別紙への表
示でもよいこととしています。

3.　JIS マーク等の表示について

　次に、「【共 2】JISマークなどの表示について」の設

問と適用解釈を記載します。

　3.1　 表示事項、表示方法

　　Q： 一般認証指針の 13.1項（JISマーク等）の近傍
表記事項と 13.2項（付記事項）の表示箇所はど
のように考えればよいのか？ 例えば、13.1項を
製品に表示し、13.2項のみを包装に表示するこ
とでもよいのか？

　　A： JISマーク等の鉱工業品等への表示は、製品へ
の表示義務や表示内容、表示位置等基本的事項
については旧 JIS制度の告示に準拠し、かつ一
般認証指針の規定を網羅するものとする。なお、
表示において、JISマークと登録認証機関の氏名
若しくは名称又はそれらの略称若しくは登録商
標は不可分の一体とし、JISマークの下又は横に
近接して表示すること。

　3.2　 認証番号

　　Q： 製品や包装等には認証番号を付すべきなのか？
また、認証番号の表示位置は？

　　A： 認証契約に基づき、認証番号を付記すること。
また、JISマークに近接して表示すること。

　3.3　 色彩

　　Q： JISマーク等の文字の色彩は「黒」以外も認め
られるのか？ 例えば、製品表面の色調から、目
立つようにするために、白抜きや金・銀色等も
認められるのか？

　　A： よい。また、製品によっては“グラデーション”
のかかるものもあるが、問題ない。

　3.4　 印刷物等への表示

　　Q： カタログ、名刺等への JISマークを付す場合の
表示方法は？ また、認証を受けていることを「封
筒、見積書等」に表記する場合、認証を受けた
鉱工業品と受けていないものを混同しないよう
に明示することが難しい。
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　　A： カタログ、名刺等の販売促進用印刷物への JIS

マークの表示は、認証を受けていない製品まで
認証を受けているような、あるいは企業（団体）
の全体が何らかの JIS認証を受けているかのよ
うな誤解を生じさせることがない範囲で、表示
することは可能である。したがって、JISマーク
を付す場合は、認証を受けている製品や登録認
証機関に係る説明が必要である。認証機関の登
録番号や認証番号を付記するだけでは充分とは
言えない。また、それらの番号は要件ではない。

　3.5　 工場等の看板等への表示

　　Q： 工場等の看板や壁、煙突等への表示方法は？

　　A： JISマークそのものを表示しないが、工場の壁
や煙突に JIS工場である旨を明示したい場合は、
例えば「JISマーク認証（取得）工場」といった
表示であれば問題ない。JISマークを付したい場
合は、認証の範囲を明確にし、工場の全体が何
らかの JISマークの認証を受けているかのよう
な誤解を生じさせないような措置が必要である
（JISCBA解釈集【共 9】参照）。

4.　被認証者の氏名若しくは名称又は略号

　次に、「【共 22】JISマークの近傍に付す被認証者の氏
名若しくは名称又は略号について」の設問と適用解釈を
記載します。

　　Q： 被認証者の氏名若しくは名称又は略号は何処に
表示すればよいか？ また、被認証者の氏名若し
くは名称又は略号に加え、他の事業者に関する
表示を行うことは可能か？

　　A： JISマークの近傍に被認証者の氏名若しくは名
称又は略号を表示することを原則とする。また、
被認証者以外の事業者に関する表示をすること
は可能であるが、これらが被認証者と紛らわし
くなる表示は許容できない。

　　　具体的な事例は次のとおり。

　4.1　 被認証者（Ａ㈱）が製造業者の場合の事例

　　⑴ 　表示が許容できない例（①～③において、いず
れもＡ㈱が被認証者）

　　　 　被認証者が製造業者の場合、被認証者以外の事
業者名を「製造（事）業者 ○○」や「製造元 ○

○」の記載をすることによって、当該事業者が被
認証者と紛らわしくなる表示、あるいはどちらが
被認証者か判別できなくなる表示はできない。

　　　注 1) 　①及び②において、「製造事業者」や「製
造元」の表示は、Ｂ㈱の位置が JISマーク
及びＡ㈱の近傍であるか否かにかかわらず
認められない。

　　　　2) 　③において、Ｂ㈱の表示は JISマーク及
びＡ㈱の近傍から離れて、被認証者でないこ
とが明かであれば許容される。ただし、Ｂ㈱
だけの表示は推奨されない。

　　⑵ 　表示が許容できる例（①及び②において、いず
れもＡ㈱が被認証者）

　　　　次の場合は、許容される。

　　　注 1) 　①及び②において、「販売元」や「輸入元」
の表示は、Ｂ㈱の位置が JIS マーク及びＡ

㈱の近傍であるか否かにかかわらず許容さ
れる。

　　　　2) 　①において、「販売元」の表示は「販売業
者」又は「販売事業者」と表示することも許
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〈紛らわしい表示例〉

　①

Ａ㈱

製造事業者：Ｂ㈱

　①

Ａ㈱

販売元：Ｂ㈱

　③

Ａ㈱

　　　　  離れた箇所

Ｂ㈱又はＢ㈱の商標

　②

Ａ㈱

製造元：Ｂ㈱

　②

Ａ㈱

輸入元：Ｂ㈱



容される。ただし、これらの記載がないもの
は、前号の紛らわしい表示例となる。

　　　　3) 　②において、「輸入元」の表示は「輸入業者」
又は「輸入事業者」の表示も許容される。た
だし、これらの表示がないものは、前号の紛

らわしい表示例となる。
　　　　4) 　Ａ㈱は、「認証事業者 Ａ㈱」と表示するこ

とも認められる。

　　以上について、具体的な事例を次に示します。
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〈事例 〉

〈事例 〉

〈事例 〉

〈事例 〉

🈖🈖「販売元」、「販売業者」等の表示がない場合は、認証
事業者との区別がつかないため、紛らわしい表示とな
り、許容されません。

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：一般財団法人日本塗料検査協会

販売元：Ｂ株式会社

良い例

🈖🈖 マークから離れた箇所に製造事業者以外の事業者名
を表示することは、許容されます。ただし、「Ｂ株式会
社」のみの表示は推奨されません。

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：日塗検

良い例

許容さ
れる例例 販売業者：Ｂ株式会社

🈖🈖 認証取得者は会社名を表示し、略号での表示は推奨さ
れないのが原則ですが、特例的に略号を表示する場合
には、その略号を登録認証機関（ ）へ届け出ること
とし、略号は 文字以上とします。
ただし、登録認証機関及び認証取得者の両方を略称

及び略号で表示する場合は、少なくともどちらか一方に
「登録認証機関」又は「認証事業者（認証取得者）」を
表示しないと紛らわしい表示となり推奨されません。

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：ＪＰ

ＡＫ

許容さ
れる例

🈖🈖 製造認証事業者（Ａ株式会社）以外の事業者を、製造事
業者（製造元などの表示を含む。）と表示することは、
認められません。

認められ
ない例

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：

製造事業者：Ｂ株式会社✖



　4.2　 被認証者（Ａ㈱）が販売業者の場合の事例

　　⑴ 　表示が許容できない例（①～④において、いず
れもＡ㈱が被認証者）

　　　 　被認証者が販売業者（又は輸出・輸入業者）の
場合、被認証者以外の事業者名を記載することに
よって、当該事業者が被認証者と紛らわしくなる
表示はできない。

　　　注 1) 　①～③において、「製造事業者」や「製
造元」、「販売元」の表示は、Ｂ㈱の位置が 

JIS マーク及びＡ㈱の近傍であるか否かに
かかわらず認められない。

　　　　2) 　①及び②において、被認証者の大部分が製
造業者であるため、「製造業者」又は「製造
元」の記載をすることは紛らわしい。ただし、
「製造業者」の記載を「製造工場」又は「工場」
と記載する場合は、法令上の規定と整合する
ため、認められる。この場合、製造工場又は
工場は認証の範囲内（製造品質管理体制の範
囲内であって、現地調査の対象）である。

　　　　3) 　③において、「販売元」の表示は、「販売業
者」又は「販売事業者」と表示することも認
められない。

　　　　4) 　④において、Ｂ㈱の表示は、JISマーク及
びＡ㈱の近傍から離れて、被認証者でないこ
とが明らかであれば許容される。ただし、Ｂ

㈱だけの表示は推奨されない。
　　　　5) 　被認証者が輸出業者又は輸入業者の場合、

③の「販売元」は、それぞれ、次の表示が認
められない。

　　　　　「輸出業者」： 「輸出元」、「輸出業者」、「輸出
事業者」

　　　　　「輸入業者」： 「輸入元」、「輸入業者」、「輸入
事業者」

　　　　　①、②及び④は、販売業者に同じ。

　　⑵ 　表示が許容できる例（①及び②において、いず
れもＡ㈱が被認証者）

　　　 　次の場合は、許容される。（被認証者が販売業
者の場合）

　　　注 1) 　①及び②において、「製造事業者」や「輸
入元」の表示は、Ｂ㈱の位置が JIS マーク
及びＡ㈱の近傍であるか否かにかかわらず
許容される。

　　　　2) 　①において、「製造業者 Ｂ㈱」は認証の範
囲となる。また、「製造業者」は「製造元」
でも認められる。

　　　　3) 　②において、「輸入元」の表示は、「輸入業
者」又は「輸入事業者」の表示も許容される。
ただし、これらの表示がないものは前号の紛
らわしい表示例となる。

　　　　4) 　被認証者が輸出業者又は輸入業者の場合、
②の「輸入元」は、「販売業者」又は「販売
事業者」の表示が認められる。①は、販売業
者に同じ。

　　以上について、具体的な事例を次に示します。
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〈紛らわしい表示例〉

　①

Ａ㈱

製造事業者：Ｂ㈱

　①

認証事業者：Ａ㈱

製造事業者：Ｂ㈱　③

Ａ㈱

販売元：Ｂ㈱

　③

Ａ㈱

　　　　  離れた箇所

Ｂ㈱又はＢ㈱の商標

　②

Ａ㈱

製造元：Ｂ㈱

　②

Ａ㈱

輸入元：Ｂ㈱



－ 39 －

〈事例 〉

〈事例 〉

〈事例 〉

〈事例 〉

🈖🈖 販売認証事業者（Ａ株式会社）以外の事業者を、製造事
業者（製造元などの表示を含む）と表示することは、製
造認証と混同されるため認められません。しかし、販売
認証事業者（Ａ株式会社）を「認証事業者：Ａ株式会社」
と表示した場合に限り、「製造事業者：Ｂ株式会社」と
表示することは許容されます。

認証事業者：Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：日塗検

製造事業者：Ｂ株式会社

良い例

🈖🈖 マークから離れた箇所に販売事業者以外の事業者名
を表示することは、許容されます。

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：ＪＰ

良い例

許容さ
れる例例 Ｂ株式会社

🈖🈖 認証取得者は会社名を表示し、略号での表示は推奨さ
れないのが原則ですが、特例的に略号を表示する場合
には、その略号を登録認証機関（ ）へ届け出ること
とし、略号は 文字以上とします。
また、販売事業者（認証取得者）以外の表示は許容さ

れますが、「Ｂ株式会社」のみの表示は許容されません。

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：

ＡＫ

輸入事業者：Ｂ株式会社

許容さ
れる例

🈖🈖 マークから離れた箇所であっても、「製造業者」等
の表示は認められません。

認められ
ない例

例 製造事業者：Ｂ株式会社✖

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：一般財団法人日本塗料検査協会

製造事業者：Ｂ株式会社✖

認められ
ない例



　4.3　 表示変更の必要がある場合における注意点

　 　既被認証者であって、この考え方に適合しない表示
については、本解釈集（JISCBA解釈集【共 22】）の
制定日より３年を目途に表示を変更するか、製造業者
を販売業者又は輸入業者に変更する等によって対応す
る。
　 　ただし、やむを得ない事情により、この変更が不可
能な場合にあっては、当該事例を JISCBAで検討し、
認められたものにあっては、当該事例を JISCBAにお
いて共有するものとする。

　➡ 　JISCBA解釈集【共 22】の規定に適合していない
ものについては、【共 22】の制定日（2020年 11月
10日）から３年後（2023年 11月頃）までに是正対
応することが求められています。

5.　被認証者の氏名若しくは名称又は略号

　JISマークの表示対象が鉱工業品又はその包装、容器
若しくは送り状の場合の認証事業者（産業標準化法の根
拠条項）は、①鉱工業品の製造業者（国内外）（第 30条
第１項、第 37条第 1項）、②鉱工業品の輸入業者又は販
売業者（国内）（第 30条第２項）、③鉱工業品の輸出業
者（国外）（第 37条第２項）に分けられます。

 〈事例 1〉

　認証事業者 Ａ株式会社の工場で製品を製造している
場合は、Ａ株式会社は製造認証事業者である。

 〈事例 2〉

　認証事業者 Ａ株式会社が品質管理体制の構築、JIS

品質管理責任者の配置、製品の設計等を行っているが、
実際の製造は全て子会社であるＢ株式会社に行わせてい
る場合は、Ａ株式会社は製造認証事業者ではなく、販売
認証事業者となる。

 〈事例 3〉

　認証事業者 Ａ株式会社の工場で製造し、また、子会
社であるＢ株式会社でも製造を行っている一括認証の場
合は、Ａ株式会社は製造認証事業者となる。

 〔参考〕 事例 3における一括認証の解釈

　JISCBA解釈集【共１】一般認証指針（JIS Q 1001:2020）
第５項 認証の申請
　Q： 申請者が、品質管理体制の異なる子会社の工場を

製造工場として一括申請することは可能か？

　A： 複数工場をひとまとめで申請・認証するためには、
品質システムが一体となっている、すなわち「対
象となる製品が統括管理されて生産されているこ
と」が求められる。

　　 　これを踏まえ、一括申請に対して認証可能かどう
かは、登録認証機関が判断する。ただし、このよう
な一括認証を取得した場合、「ひとつの工場におい
て品質システム上重大な不適合が発生し認証の停止
や取消しが決定した場合には、全体におよぶ」こと
になる。

　5.1　 製造認証と販売認証の例

　 　これらの産業標準化法の根拠条項が異なる認証事業
者について JISマークの近傍に表記する事項として、
特に製造認証（法第 30条第１項）と販売認証（法第
30条第２項）に基づく認証事業者を明確に分ける必
要があります。

　5.2　製造認証から販売認証への切替え
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　 　これらの変更において、臨時の審査等は不要であ
り、定期維持審査に合わせて、新たに認証契約を締結
し、当協会から経済産業省 産業技術環境局 認証企画
室（以下、METI）へ届け出ればよいとされています。

　5.3　製造認証から製造認証及び販売認証への切替え

　 　Ｂ株式会社が一括認証可能な子会社である場合は、
この対応は不要です。
　 　この変更において、審査が必要か否かは METIと調
整を要します。また、製造認証と販売認証で認証番号
を分ける必要があるため、以後、別の認証として扱わ
れます。

　5.4　製造認証から別の製造認証への切替え

　 　Ｂ株式会社が一括認証可能な子会社である場合は、
この対応は不要です。
　 　この変更において、Ｂ株式会社への審査は必要とな
ります。また、Ａ株式会社とＢ株式会社で認証番号を
分ける必要があるため、以後、別の認証として扱われ
ます。

6.　JIS マーク等の表示違反に対する対応

　最後に、JISマーク等の表示違反に対する対応につい
ては、鉱工業品等認証省令 3）第 15条第１項（是正 ･予
防措置）の２～４号及び第 16条第１項（認証の取消し）
の２～３号に規定されています。
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〈鉱工業品等認証省令 第 15 条第 1項〉

　国内登録認証機関は、被認証者が次の各項のい
ずれかに該当する場合には、当該被認証者に対
し、これを是正し、及び必要となる予防措置を講
じるように請求するものとする。
1.（省略）
2. 認証に係る鉱工業品以外の鉱工業品又はその
包装、容器若しくは送り状に当該登録認証機関
に係る法第 30条第 1項若しくは第 31条第 1項
の表示又はこれと紛らわしい表示を付してい
るとき。

3. 認証に係る鉱工業品以外の鉱工業品の広告に、
当該鉱工業品が認証を受けていると誤解され
るおそれのある方法で、当該登録認証機関に係
る法第 30条第 1項若しくは第 31条第 1項の表
示又はこれと紛らわしい表示を使用している
とき。

4. 被認証者に係る広告に、当該登録認証機関の
認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある
内容があるとき。

〈鉱工業品等認証省令 第 16 条第 1項〉

　国内登録認証機関は、次の各項に掲げる場合に
は、被認証者に係る認証を全て取り消すものとす
る。
1.（省略）
2. 前条第 2項の請求（認証の一時停止）をした
場合であって、その有効期間内に、被認証者が
鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状
に、法第 30条第１項又は第 31条第１項の表示
を付したとき。

3. 前条第２項の請求（認証の一時停止）をした
場合であって、その有効期間内に、被認証者が
その保有する法第 30条第１項又は第 31条第１

項の表示の付してある鉱工業品であって、日本
産業規格に適合していないものを出荷したと
き。



　なお、『法第 30条第１項若しくは第 31条第 1項の表
示』とは、認証に係る産業標準化法の該当する規定のこ
とで、第 30条第１項、第 31条第１項は、それぞれ鉱工
業品の製造業者、加工業者が登録認証機関の認証を受け
て、JISマーク等の表示を付記する根拠条項を表します。
また、第 15条第２項の請求（認証の一時停止）につい
ては、JISCBA解釈集「【共 21】鉱工業品等認証省令 第
15条第２項に基づく取消し・一時停止の判断基準につ
いて」に判断基準のフローチャートが掲載されています。

7.　あとがき

　当協会は、JISマーク表示制度に基づく登録認証機関
として、公平で透明性の高い認証業務を提供することを
重要な責務と認識し業務を遂行しております。JISマー
ク表示認証業務に関する情報につきましては、当協会の
Webサイト（https://www.jpia.or.jp）の「認証業務」ペー
ジをご覧ください。
　また、本稿の内容や JISマーク表示認証申請等に関す
るお問い合わせは、東支部又は西支部の JIS認証業務総
括審査員まで、お電話又はオンラインメールにて承りま
す。
　なお、お問い合わせ先は、当協会ホームページ（右上）
の「オンラインお問合せ」のリンクページにて掲載して
おります。

【参考情報】

1）　 JIS登録認証機関協議会（JISCBA）　https://www.

jsa.or.jp/jiscba/

2）　 JISCBA 解釈集 共通編　https://www.jsa.or.jp/

jiscba/jiscba_061ka/

3）　 鉱工業品等認証省令：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
（2020年 12月 28日施行）
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1.　はじめに

　表面粗さの測定方法には、「接触式」と「非接触式」
があり、ブラスト処理鋼板の表面粗さは、接触式の表面
粗さ計を用いて線粗さを測定しています。そのため、表
面粗さのデータが局所的な情報しかなく、ブラスト処理
面の表面粗さが面全体でどのようになっているか確認で
きません。そこで、当協会が所有している非接触式で面
測定が可能な 3Dデジタルマイクロスコープ（以下、3D

形状測定機という。）の測定原理及び仕様をご説明した
後に、ご参考として、この測定機を用いて、(1) ２種類
の異なる研削材でブラスト処理した鋼板の表面粗さの測
定、(2)JIS K 5551:2018 構造物用さび止めペイントの
サイクル腐食性を実施した２種類の試験板について、塗
膜に付けた傷（きず）からの膨れの面積を比較した結果
の二例をご紹介します。

2.　3D 形状測定機の原理及び仕様

　図 1に示します 3D形状測定機を用いて、対象物に対
して縞模様の光を斜めから当てますと、対象物の凹凸
（高低差）に応じて縞模様に歪みが生じます（図 2参照）。
この反射光を CMOSセンサで受光し、三角測距法を用い
て歪みの量から対象物の高さを測定します。さらに、こ
の測定結果をコンピュータ処理することで様々なデータ
を得ることができます。

　次に、3D形状測定機の仕様を表 1に示します。
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試験設備の紹介

3D デジタルマイクロスコープ（三次元形状測定機）

一般財団法人 日本塗料検査協会

比留川　伸　司東支部 検査部

図 1　3D 形状測定機

 図 2　縞投影画像

表 1　仕様

メーカー（型式） 株式会社キーエ
ンス（VR-3200）

観察測定範囲

広視野モード

倍率 12 × 24 × 18mm

倍率 25 × 12 × 9mm

倍率 38 × 8 × 6mm

倍率 50 × 6 × 4.5mm

高倍率モード

倍率 40 × 7.6 × 5.7mm

倍率 80 × 3.8 × 2.9mm

倍率 120 × 2.5 × 1.9mm

倍率 160 × 1.9 × 1.4mm

測定可能高さ
広視野モード 10mm（± 5mm）
高倍率モード 1mm（± 0.5mm）

表示分解能 0.1µm

繰返し
測定精度（σ）

高さ測定 0.5µm

幅測定
広視野モード 1µm
高倍率モード 0.5µm

測定精度
高さ測定 ± 3µm

幅測定
広視野モード 5µm
高倍率モード 2µm



3.　測定例

　3.1　 異なる研削材でブラスト処理した場合の鋼板の

表面粗さ

　 　研削材としてスチールグリット又は褐色アルミナを
用いてブラスト処理した鋼板（以下、スチールグリッ
ト板及び褐色アルミナ板という。図 3、図 4参照）に
ついて、線粗さを測定したプロファイルを図 5、図 6

に示します。スチールグリット板のプロファイルの結
果からは部分的に大きな凹み部（丸い破線で囲んだ箇
所）が認められるのに対して、褐色アルミナ板は凹凸
の高低差がスチールグリット板より均一であることが
分かります。
　 　そこで、それぞれの処理鋼板の表面を 3D形状測定
機で測定した結果を図 7、図 8に示します。スチール
グリット板については部分的に大きな凹み部（濃い青
の箇所）が点在しているのに対して、褐色アルミナ板
は均一な凹凸面であることが分かります。このように、
対象物の表面を 3D形状測定機で面測定することで凹
凸の分布を評価することができます。
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図 3　スチールグリット板の表面画像 図 7　スチールグリット板の高さ画像

図 5　スチールグリット板のプロファイル

図 6　褐色アルミナ板のプロファイル

図 4　褐色アルミナ板の表面画像 図 8　褐色アルミナ板の高さ画像



　3.2　 サイクル腐食性試験後の腐食状況

　 　塗料 A及び塗料 Bを塗装し硬化後に Xカットして、
サイクル腐食試験後にカット部の膨れの状況を図 9、
図 10に示します。一見して塗料 Aの方が塗料 Bより
もカット部全般に渡って腐食が進行しているように見
えます。しかしながら、一般的な評価方法であるカッ
ト線からの最大さび・膨れ幅をノギスで計測した場合、
塗料 Aは 1.1mm、塗料 Bは 1.9mmとなり、数値だけで
評価すると塗料 Bの方が、腐食が進行していることに
なります。一方、評価方法を 3D形状測定機による膨
れた箇所の面積とした場合には、塗料 Aは 140mm2、塗
料 Bは 70mm2となり、目視で見た場合と同様の結果と
なります（図 11、図 12参照）。さらに、膨れの発生
状況は写真では表現しにくいので、3D形状測定機を
用いることで、有益な情報の一つとなります。

4.　おわりに

　当協会の東支部及び西支部は、産業標準化法に基づく
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。
　本稿でご紹介させていただいた以外の 3Dデジタルマ
イクロスコープを使用した試験も実施できますので、ご
相談ください。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 9　塗料 A（写真）

　図 10　塗料 B（写真）

図 11　塗料 A（3D 形状）

図 12　塗料 B（3D 形状）

水色の範囲：3D 形状測定機による測定範囲

ピンク色の範囲：膨れた箇所の面積

1.1mm

1.9mm



表 -1　2020 年 10 月 1 日から 2021 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 認証契約締結日

該当製品なし

表 -3　2020 年 10 月 1 日から 2021 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　2020 年 10 月 1 日から 2021 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

JP0308023 太洋塗料株式会社 JIS K 5665 路面標示用塗料 2020年 10月 27日

表 -4　2020 年 10 月 1 日から 2021 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
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ニ ュ ー ス

JIS マーク表示認証業務

　・ 当協会が 2020年 10月 1日から 2021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

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 2020年 10月 1日から 2021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。



表 -6　塗料試験方法研究会　勉強会（2020 年 10 月 1 日～ 2021 年 9 月 30 日）

年月日 勉強会の内容 開催場所 参加者

2021年度
東部会及び西部会 

イベント
【中止】

新型コロナウイルス ･パンデミックの禍中に鑑み、工場見学会
については開催を見送ることとし、講演会についても通常の形
式での開催が困難なため、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。

－ －

表 -5　外部発表一覧（2020 年 10 月 1 日～ 2021 年 9 月 30 日）

発表題目 発表者 発表先（誌名） 出版／主催者

投
稿

鋼構造物の塗り替え塗装における最新の試
験規格について

比留川 伸司
2021年 7月 20日
塗装技術 創刊 60周年記念別冊号

株式会社
理工出版社

講
演

(一財 )日本塗料検査協会の活動とコンク
リート用表面被覆材料の評価方法について

佃　 洋一
2020年 10月 23日
インフラ先端技術コンソーシアム 

第 4回「橋梁分科会」

インフラ先端技術コン
ソーシアム
（京都大学）
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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 2020年 10月 1日から 2021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。

外部発表

　・当協会が 2020年 10月 1日から 2021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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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） ￥   220（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 ￥11,000（１セット）
　③「白亜化」測定用テープ ￥  1,650（１箱 50 枚入り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表示価格は送料を含まない税込価格です）

　※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

2022年1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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