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1．�省エネルギー等国際標準共同研究開発・普
及基盤構築事業：グリーン建材・設備製品
に関する国際標準化・普及基盤構築

1．1　事業概要
経済産業省からの委託事業として，（一社）日本建材・住

宅設備産業協会との共同で，①グリーン建材・設備製品の
アセアン諸国への展開検討，②グリーン建材・設備製品の
国際標準提案を目的として事業を行った。
1．2　成果

本事業の内，当センターでは②の一環として，国際提案委
員会，断熱材部会，真空断熱材熱物性・耐久性試験法原案作
成分科会（事務局：当センター）を設置し，主に真空断熱材

（VIP）を建築用断熱材として用いる場合の長期耐久性試験
方法を構築するための検討を行った。

主な実施概要は次のとおりである。
（1）熱・湿気に対する長期耐久性試験

2014年度に開始した熱・湿気に対する長期耐久性試験
を2015年度も継続して実施し，約1年間の経時変化
データを取得した。

（2）長期性能予測方法の検討
供用期間の性能を把握するために，既往の研究等を参
考に長期性能予測モデルを検討し，一部の試験体を対
象に解析を行った。また，予測に必要な物性値の整理を
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当センターでは，官公庁や民間企業・団体などからの依頼を受け，政策の普及促進や国内外の標準化活動，技術開発を支援
する試験・評価方法の開発等を目的とした調査研究を実施している。調査研究の課題はその時々の社会ニーズに沿ったものが
多く，近年では「省エネルギー」，「資源の有効活用」，「地球温暖化対策」，「居住・労働環境の安全・安心」といった課題を中心に，
試験・評価方法の開発を進めている。

本稿では，2015年度に委託を受けて実施した7件の調査研究および1件の自主事業（表1参照）について，その成果概要を報
告するとともに，JSTM制定に伴い開催したJTCCMセミナー（表2参照）についても併せて報告する。

表1　委託調査研究事業一覧

件名 委託者 実施期間

省エネルギー等国際標準共同研究開発・普及基盤構築事業
：グリーン建材・設備製品に関する国際標準化・普及基盤構築 経済産業省 2014 年度～ 2016 年度

高温環境下での熱拡散率測定方法（周期加熱法）の国際標準化 （株）野村総合研究所 2014 年度～ 2016 年度

一般破棄物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した溶融スラグに関する
JIS開発 （一財）日本規格協会 2014 年度～ 2015 年度

ブラインド，カーテンのひもの安全性（子どもの安全）に関するJIS開発 （一財）日本規格協会 2014 年度～ 2016 年度

高機能型の高性能 AE減水剤（増粘剤含有混和剤）の品質･性能判定基準及び
高流動コンクリートの性能評価試験方法に関するJIS開発 （一財）日本規格協会 2015 年度～ 2016 年度

平成27年度石炭灰有効利用促進調査
「石炭ガス化溶融スラグの有効利用調査研究」スラグ試料分析試験 （一財）石炭エネルギーセンター 2015 年度

業務用厨房における換気設計手法の確立に向けた検討業務 東京ガス（株），大阪ガス（株），東邦ガス（株） 2012年度～ 2015 年度

建材試験センター規格（JSTM）の制定 （自主事業） －

表2　開催したセミナー

件名 開催日および場所

JTCCMセミナー「JSTM講習会」 2015 年 8月28日（東京）



26　　　建材試験情報 2016 年7月号

行った。

（3）予測に必要な各種物性試験および試験方法の検討
長期性能予測に必要な物性値について試験方法の調査・
検討および既往の試験方法等に基づく測定を行った。

（4）外力に対する長期耐久性試験
2014年度に抽出した耐久性試験項目について，欧州標準
化委員会（European Committee for Standardization, 
CEN/TC88/WG11）でも検討されている圧縮クリープ試
験を実施し，得られた結果を基に，国内で製造されるVIP
を試験する上での課題等を整理した。

1．3　2016年度の計画
2016年度は，昨年度までの検討結果を踏まえ，温湿度に

起因する熱性能の経時変化について継続して試験を実施し，
収集したVIPを構成する材料の熱・湿気の物性データに基
づき，長期的な耐久性に関する試験方法および評価方法に
ついて検討を行う。

また，検討した試験方法および評価方法については規格
原案の骨子として取り纏める予定である。

2．�高温環境下での熱拡散率測定方法（周期加熱
法）の国際標準化

2．1　事業概要
本事業は，経済産業省から（株）野村総合研究所を通じて

の委託事業である。高温環境下（800℃以上）で熱拡散率を
測定し，計算によって熱伝導率を算出することができる周
期加熱法をISOへ国際提案することを目的としている。

2．2　成果
2015年度は，2014年度に製作した周期加熱装置で，適正

周期の検討，試験体厚さに関する検討を行うための測定を
行った。11月には海外調査を実施し，規格の提案先である

ISO/TC163/SC1議長が所属する研究機関（FIW：断熱研
究所，ドイツ）を訪問し，提案内容についてSC1議長を含む
研究者と意見交換を行った（写真1）。

また，2016年度のNP提案に向けて，規格原案の作成を
行った。

2．3　2016年度の計画
2016年度は本事業の最終年度である。周期加熱法のNP

提案に向け，追加実験および原案のブラッシュアップを行
うとともに，国際提案に向けた作業を行う。

3．�一般破棄物，下水汚泥またはそれらの焼却灰
を溶融固化した溶融スラグに関するJIS開発

3．1　事業概要
本事業は，経済産業省から（一財）日本規格協会を通じて

の委託事業である。溶融スラグのJISであるJIS A 5031（一
般廃棄物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコ
ンクリート用溶融スラグ骨材）およびJIS A 5032（一般廃棄
物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶
融スラグ）に，ロット管理方法および環境安全品質の検査方
法を導入し，溶融スラグをより環境安全性の高いJIS原案を
作成することを目的とした。

今回のJIS改正では，上記の2規格に共通する事項が多い
ことから，両規格に適切かつ齟齬がないように見直し検討
を行う必要があり，当センターおよび（一社）日本産業機械
工業会が協力の上，合同でJIS原案作成委員会を組織した。

3．2　成果
2015年度は本事業の最終年度であり，両規格の共通事項

であるロット管理手法および環境安全品質に関する検査方
法の詳細（下水汚泥由来の試料の採取方法，受渡試験の項目
および頻度，分析試験に用いる溶融スラグの粒度など）につ
いて実験検討を行った。それらの検討結果を反映したJIS
原案の作成を行い，2016年2月末に（一財）日本規格協会に
原案を提出した。

4．�ブラインド，カーテンのひもの安全性（子ど
もの安全）に関するJIS開発

4．1　事業概要
本事業は,経済産業省から（一財）日本規格協会を通じて

委託事業として実施したものである。
2007年以降，ブラインド等のひもが乳幼児の首に絡まり，

窒息するなどの事故が7件（うち,死亡事故1件）発生したこ
とにより，ブラインド等のひもに対して統一基準等の策定
による安全対策の徹底が必要ということで，JIS化の提言が
なされたため，当センターが事務局となり委員会を組織し写真1�ミーティング風景（FIW：断熱研究所にて）
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て調査研究を実施した。

4．2　成果
2015年度は，わが国におけるブラインドのひもに関する

安全器具について実験検討を行った。実施した実験の概要
および成果を以下に示す。
（1）セーフティージョイントの解除力実験

ループ状になったブラインドの操作コードは，乳幼児の
縊
いっ

頸
けい

などの危険性につながるため，その安全対策の一つと
して，操作コードに力が掛かるとコードが分離してループが
解除される安全器具「セーフティージョイント」（図1参照）
があり，この器具の安全性を評価するため，昨年度に引き続
き，試験方法・条件，基準に関して実験を行った。実験は，
操作コードにセーフティージョイントを取り付けた状態を
試料として引張試験機に取り付け，最大解除力の測定を行
うもので，本年度は，引張試験機への取り付け方による違い
などの比較実験を行い，JIS化における試験条件の検討を
行った。試験条件としては，操作コードの状態，取付けスパ
ン，荷重速度および試験個数について，一定の条件を確認で
きた。

（2）独立した複数本の操作コードの絡まり実験
ブラインド類の操作コードにおいて，2 本の操作コードが

絡まりループ状になると，乳幼児の縊頸などの危険性につ
ながるため，操作コードが絡まったときに危険なループが

形成される可能性がないかを評価するため，試験方法・条件，
基準に関して実験を行った。

実験は，ENに準拠した方法によって図2のように，2本の
操作コードを設置し，絡まりの状態の確認を行った。

JIS化における試験条件としては，操作コードを固定する
間隔，操作コードの長さ，絡ませる位置，絡ませる回数およ
び繰り返す回数が挙げられ，一定の条件を確認した。

（3）�昇降コード（内部，裏側）によって形成されるループの
解放実験

昇降コードや，昇降コードと製品の一部によって形成さ
れるループ部が，乳幼児の縊頸などの危険性につながるた
め，所定の荷重によって解放されることを確認するために
実験を行った。この実験で対象となる昇降コードは，ブライ
ンドやローマンシェードなどの内部や裏側に存在するもの
で，通常の状態ではループ状態になっていないが，乳幼児が
引き出すなどの行動をとった際にループが形成される。実
験は，ANSIやENを参考に行い，実験検討から，基本的に
はENの方法をベースに検討を進めることにし，2016年度
においても引き続き検討を行っていく。

4．3　2016年度の計画
ブラインドのひもに関する安全器具について実験検討を

引き続き行い，それらの実験検討の結果を踏まえながら，
JIS原案を作成する。

5．�高機能型の高性能AE減水剤（増粘剤含有混
和剤）の品質・性能判定基準及び高流動コンク
リートの性能評価試験方法に関するJIS開発

5．1　事業概要
本事業は,経済産業省から（一財）日本規格協会を通じて

の委託事業として，実施した。
近年，JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）のカ

テゴリーにはない高流動コンクリートが土木分野を主に使
用されている。この高流動コンクリートには，JIS A 6204

（コンクリート用化学混和剤）で規定されている高性能AE
減水剤よりも高機能型の高性能AE減水剤（増粘剤を含有し
た高性能AE減水剤）が用いられている。本事業では，増粘
剤含有高性能AE減水剤の品質・性能評価基準の現状と課
題を把握するとともに，これらの化学混和剤を用いた高流
動コンクリートのワーカビリティーを適切に評価するJIS
原案を作成することを目的として，当センターが事務局とな
り委員会を組織して調査研究を実施した。

5．2　成果
2015年度に行った調査および実験の概要と成果を以下に

示す。

図1　セーフティージョイント

図2　2本の操作コードの絡まり実験（設置状態）
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（1）国内外における規格・基準に関する調査
国内外における研究開発，品質・性能評価基準，試験・評

価方法等について調査を行い，品質・性能評価基準，試験方
法等の現状と課題を取りまとめた。

（2）製造・施工実績に関する調査
国内外の製造・施工実績について実態調査を行い，増粘

剤含有高性能AE減水剤を使用した高流動コンクリートの
土木・建築分野におけるプロジェクト情報，使用材料，配

（調）合条件，試験結果の一例，製造条件，打ち込み方法など
の製造および施工実績を取りまとめた。

（3）高流動コンクリートの性能評価試験方法に関する実験
国内外で提案されている様々な試験方法に関する検討結

果に基づき，充填性および間隙通過性の試験方法について，
増粘剤含有高性能AE減水剤を使用した高流動コンクリー
トのワーカビリティーを評価するための性能評価試験方法
の検討を行った。実験検討は，当センターおよび生コンク
リート工場における室内実験とした。その結果，材料分離抵
抗性や充填性を間隙通過性の試験であるASTMやENで規
定されているJ-Ring試験を用いて評価できる可能性を見出
した。

5．3　2016年度の計画
高流動コンクリートに使用する材料の種類や配合を変化

させた場合のフレッシュコンクリートのワーカビリティー
を評価する試験方法の適用性に関して実験検討を行い，引
き続き実験データを蓄積し，評価試験方法としてJIS原案を
作成する。

6．�平成27年度石炭灰有効利用促進調査「石炭
ガス化溶融スラグの有効利用調査研究」スラ
グ試料分析試験

6．1　事業概要
石炭は他の天然資源と比較して埋蔵量が豊富で地域的な

偏りがなく，経済性にも優れており，石炭を用いた発電技術
に石炭ガス化複合発電技術や，石炭火力発電技術がある。

また，発電に使用された石炭はガス化炉で灰分が溶融さ
れ，水砕スラグとして形外へ排出される。

本調査研究は，（一財）石炭エネルギーセンターの依頼に
より，大型IGCC設備から排出された石炭ガス化溶融スラグ
の有効利用を目的とし，石炭ガス化溶融スラグの品質試験
を行ったものである。

6．2　成果
2015年度は磨砕処理方法の違いによる細骨材の品質への

影響について，下記項目の比較・検討を行った。

（1）外観観察
走査型電子顕微鏡（SEM）による外観観察を行い，磨砕処

理方法の違いによるスラグ形状の比較を行った。

（2）物理試験
ふるい分け，微粒分量，単位容積質量および実績率，密度・

吸水率，安定性，粒形判定実績率，膨張率について試験を行
い，石炭ガス化溶融スラグの性能の把握，各種骨材の規格値
との比較・検討を行った。

（3）化学試験
含有成分分析，主要成分分析，有害物質溶出量，アルカリ

シリカ反応性について試験を行い，石炭ガス化溶融スラグ
の性能の把握，各種骨材の規格値との比較・検討を行った。

6．3　今後の計画
2016年度は石炭ガス化溶融スラグのコンクリート用骨材

としての有効性を検討するための実験検討を計画している。

7．�業務用厨房における換気設計手法の確立に
向けた検討業務

7．1　事業概要
現在，業務用厨房における換気設計基準は整備されてお

らず，厨房内での諸条件を考慮した最適な設計がなされて
いるとは言えない。熱源や調理機器の特性，フードの種類，
調理負荷などを考慮した設計を行うことで，厨房内の労働
環境の快適性や省エネ性を向上させることが可能である。

7．2　成果
本業務では2012年度からの4年間で，中規模社員食堂の

厨房環境を調査・整理を行い，排気フードの捕集率を測定
する上での試験条件の検討を進めた。その測定方法を当セ
ンター団体規格「JSTM V 6201（業務用ちゅう（厨）房に設
置される排気フードの捕集率測定方法）」として，2015年に
制定した。この測定方法を用いて複数の実験施設でのラウ
ンドロビン試験を実施し，主要な調理機器と空調機器との
組合せにおける捕集率データの取得を行った。2015年度は

「業務用ちゅう（厨）房内の空気環境を良好に維持するため
の必要換気量算定方法（案）」を作成した。今後，当該算定方
法（案）のJSTM化を計画している。

8．建材試験センター規格（JSTM）の制定

当センターでは，団体規格である「建材試験センター規格
（略称：JSTM注））」を制定し，公開・販売している（1992年
10月から開始）。この規格は，主に建築・建設分野の材料，
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部材などの品質を把握するための試験方法規格，構造材料
の安全性，住宅の居住性，設備の省エネルギー性，仕上げ材
料の耐久性に関するもので，規格の作成に当たっては，学識
経験者，産業界・試験機関の技術者から構成される委員会
を組織し，規格の制定，改正及び廃止に関する審議を行って
いる。

2015年度は，1件の改正と3件の新規制定の計4件の規格
案についてJSTM標準化委員会（委員長：菅原進一東京理
科大学教授）で審議を行い，表3に示した規格の改正・制定
を行った。

当センターでは，本年度も引き続き，建築材料の高性能
化，国際化に伴う社会ニーズに対応した試験規格の作成・
普及に努める予定である。
注）JTCCM Standard of Testing Methods

JSTMの公開･販売については，以下のURLからご確認ください。
（http：//www.jtccm.or.jp/biz/hyojyun/jstm.html）

9．JTCCMセミナー「JSTM講習会」

当センターでは，2014年度に，2件のJSTMを制定した。
制定したJSTMは，JSTM J 6151（現場における陸屋根の日
射反射率の測定方法）およびJSTM H 1001（建築材料の保
水性，吸水性及び蒸発性試験方法）である。これら2件の
JSTMについて，2015年8月28日（金）にJTCCMセミナー

「JSTM講習会」を当センター日本橋オフィスで開催した。
講習会では，JSTM制定の主旨，試験のポイント等を広く紹
介するとともに，明治大学理工学部建築学科 酒井孝司教授
による，最新のヒートアイランド対策技術の研究動向につ
いてご講演を頂き，建材メーカー等から16名の方にご参加
いただいた。

 （文責：経営企画部 部長　鈴木澄江
 調査研究課 主幹　室星しおり）

表3　2015年度に改正・制定したJSTM

規格番号 規格名称

JSTM H 8001 土工用製鋼スラグ砕石
（2016 年3月25日改正）

JSTM K 6401-1
浸水防止用設備の浸水防止性能試験方法
第1部：浸水防止シャッター及びドア

（2016 年3月30日制定）

JSTM K 6401-2
浸水防止用設備の浸水防止性能試験方法
第2 部：浸水防止板（止水板）

（2016 年3月30日制定）

JSTM H 6107 建築材料の比熱測定法（断熱型熱量計法）
（2016 年3月30日制定）
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