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サイクル腐食試験（サイクル D）との比較検証
一般財団法人 日本塗料検査協会
東支部 検査部
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。

表 -2

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

敦

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））

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。

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
塗装システムの期待耐用年数の区分

塚

腐食環境（大気腐食）の分類

分類

2.

表 -1

石

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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表 -3
腐食環境分類

C4

C5

CX

腐食環境の分類 (C4 ～ CX) の耐久性試験条件

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

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

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

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。

図 -1

図 -2

3.2 試験の流れ
ISO 12944-9 のサイクル条件を図 -1、JIS K 56007-9（サイクル D）のサイクル条件を図 -2 に示す。

ISO 12944-9 のサイクル条件

JIS K 5600-7-9（サイクル D）のサイクル条件
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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。

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 25µmRz JIS 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 56007-9 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
表 -4
工程

① C-5 塗装系

塗装工程
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

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

図 -3

有機ジンクリッチペイント

―

―

ISO 12944-9 のスクライブでのカット方法

―

図 -4
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JIS K 5600-7-9 のカット方法

⑷

評価方法
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。
a)

M =

(C -W )
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

図 -5

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。

図 -6

ISO 12944-9 と JIS K 5600-7-9 との比較

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）。

スクライブラインの評価箇所

⒝

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。

図 -7
5.

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
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スクライブと X カットとの比較

まとめ
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

a)

た。
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。

d)
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