試験方法シリーズ

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
塗装した塗膜での促進耐食性の挙動解明
一般財団法人 日本塗料検査協会

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.

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 25µmRz JIS 、
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

比留川

伸

司

西支部 検査部

松

倫

毅

本

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 Rz JIS 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) 。

1.

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。

東支部 検査部

表 -1

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

グリット

表面粗さ

25µmRz JIS を標準とする。

表 -2

ブラスト処理用研削材の材料及び種類 2)
分類
鋳鉄

金属系
鋳鋼
天然鉱物

鋳鉄グリット
（スチールグリットとして使用）
高炭素鋳鋼ショット／グリット
低炭素鋳鋼ショット
スタウロライト
アルマンダイトガーネット



鉄鋼スラグ

製鋼スラグ

銅スラグ

非金属系
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高炉スラグ

人造鉱物

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

表 -3
年月

1991 年 8 月

2002 年 3 月

規格に規定されたブラスト処理条件

規格名

ブラスト処理条件

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

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）※

耐塩水噴霧性

表面粗さ：25µmRz JIS
JIS K 5551:2002 エポキシ樹脂塗料

2007 年 4 月

試験項目

SPCC-SB の鋼板を P280 番で研磨

耐塩水噴霧性

「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
JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント

2008 年 1 月

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

サイクル腐食性

表面粗さ：25µmRz JIS
JIS K 5551:2018 構造物用さび止めペイント
2018 年 9 月

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：25µmRz JIS

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。

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 25µmRz JIS
（JIS K 5551 規格）と 75µmRz JIS （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、25µmRz JIS と 75µmRz JIS の凹凸
高さを確認した（図 -1、図 -2 参照）。

図 -1

図 -2

スチールグリットブラスト処理板（75µmRz JIS ）の
プロファイル

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。75µmRz JIS と比較し
て 25µmRz JIS 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。

スチールグリットブラスト処理板（25µmRz JIS ）の
プロファイル

図 -3
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スチールグリットブラスト処理板（25µmRz JIS ）

図 -5

図 -4

スチールグリットブラスト処理板（75µmRz JIS ）



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。
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

25µmRz JIS 及び 75µmRz JIS

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 56007-7 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

交差線のきずの付け方

（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）、75µm Rz JIS 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、25µmRz JIS 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 75µmRz JIS の方が最大さ
び・膨れ幅が小さい結果となった。

②
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図 -6

複合サイクル試験機

塩水噴霧

湿潤 (95 ± 3％ RH)

熱風乾燥

温風乾燥

30 ± 1℃

30 ± 2℃

50 ± 2℃

30 ± 2℃

0.5 時間

1.5 時間

2 時間

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）

図 -8

25µmRz JIS のサイクル腐食性試験結果

図 -9

75µmRz JIS のサイクル腐食性試験結果

図 -10

図 -11



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
25µmRz JIS 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。

褐色アルミナブラスト処理板（25µmRz JIS ）

フェロニッケルブラスト処理板（25µmRz JIS ）



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。
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

25µmRz JIS
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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 75µmRz JIS に変更
する。
２）表面粗さ 25µmRz JIS 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.

 後の課題
今
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
75µmRz JIS に変更する。
２）現行の表面粗さ（25µmRz JIS ）を変更しない場合：
研削材を褐色アルミナに限定する。

図 -12

図 -13

褐色アルミナのサイクル腐食性試験結果

フェロニッケルのサイクル腐食性
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