
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。
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- 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。
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