1. 膜厚計アドミッタンスゲージとは
膜厚計アドミッタンスゲージは、非破壊・接触式の静電容量式膜厚計です。試験片が
金属などの導電体に塗布された、0.1mm 以下の薄板にアルマイト被膜、塗装、各種高分
子によるコーティングの膜厚が測定できるのは、米国ストランド社の「ストランドゲー
ジ」が定評であり、アルマイト、アルミ缶業界に広く普及しています。しかし、
「ストラ
ンドゲージ」の表示はアナログ式のメーターで、膜厚目盛は対数目盛のために目盛はリ
ニアではなく、メーターの針の読み取りに個人誤差が生じるという課題がありました。
またデーターを読み取り、記録表への転記で誤記入などが発生し、データーの信頼性が
乏しくなることが指摘されています。
そこで弊社に、読み取りに個人差のないデジタル表示への製作要望があり、
「アドミ
ッタンスゲージ」を開発しました。デジタル表示なのでデーターは読み取り誤差がなく、
パソコンの Excel に自動入力され正確に処理ができます。1991 年 1 月の販売開始以来、
改良・改善を重ね完成度の高い膜厚計との定評を頂いております。
弊社膜厚計「アドミッタンスゲージ」は、 非破壊・接触式の「静電容量式膜厚計」で、
金属などの導電体に塗布された絶縁物の厚みを測定します。試験片の材質や板厚の影響
を受けず、しかも表面の粗さが大きくても、金属の厚みが 0.1mm 以下の薄板や波打ち
した板でも、電極として導電性ゴム電極（φ9.4mm）を使用することで、ゴムの持つ柔
軟性との相乗効果で平均値が得られ、誤差を最小減にした測定装置です。
測定周波数は 10KHz±0.5%、測定電圧 1.0V に制御した 4 端子法で、ケーブ抵抗や
電圧降下の影響を低減する測定方式のため、直線性及び再現性が格段と向上しました。
測定にあたっては、
「導電性ゴム電極」を塗膜などの絶縁物と「試験片の素地」を対極と
してワニ口クリップで通電させて測定します。本方式による膜厚計は世界で弊社のみで
す。
また、新たにプラスチック製外筒のφ9.4mm のハンドプローブと、金属製外筒の
φ2.0mm、φ3.5mm、φ9.4mm を開発しました。測定対象は、薄平板膜厚のみでなく、
試験片の金属部と通電できれば、測定板厚に関係なく、湾曲面等であっても測定が可能
です。本方式による測定値は世界でも弊社の膜厚計「アドミッタンスゲージ」のみです。
プラスチック製外筒は、渦電流式プローブとよく似た構造で、導電性ゴム電極が内蔵
スプリングで数ミリ飛出ております。
外筒の先端に 3 か所の突起物と導電性ゴム電極とが平行になるように、プローブを試験
片に押し付けて測定します。
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金属製外筒は、導電性ゴム電極とスプリングが 15mm 近く露出しており、導電性ゴム
電極を直接試験片と接触させて測定します。
そのため、狭く複雑な形状でも測定できますが、試験片とゴム電極の接触面が、不安定
になりやすくプラスチック製外筒と比べて、測定値の変動幅が大きくなります。試験片
形状に対応可能であれば、安定性を確保するには、オプションの簡易冶具をご使用くだ
さい。また、膜厚計用試験スタンドにハンドプローブと専用冶具(現在開発中)を用いる
ことで、さらに再現性良く測定できます。
2. 測定原理
静電容量式膜厚計「アドミッタンスゲージ」の静電容量の原理は、平板コンデンサー
の測定となり、導電性ゴム電極と素地金属間に誘電体の塗膜などがつまっているとき、
距離 d = 1μm とする。
pF = Er×E0×S/d

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)

pF：求める静電容量
Er：比誘電率 4.525 *1

*1 アドミッタンスゲージ初期設定値

E0：真空中の誘電率 8.854184

塗膜の平均的な誘電率であって

S：電極面積 [mm2]

標準板を作成して校正してください。

d：距離 1 [μm]
容量より膜厚を求める式

μm = Er×E0×S/pF

膜厚から電圧を求める式

V = Er×E0×S/(μm×K2)

・・・・・・・・・・・ (2)
・・・・・・・・・・ (3)

K2 = φ2.0、φ3.5mm：100、φ9.4mm：1,000
上記式より、電極径φ2.0mm、φ3.5mm、φ9.4mm の測定範囲と容量対膜厚の関係を
図 1、電圧対膜厚の関係を図 2 に示します。
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標準プローブφ9.4mm の誘電率 Er を 2.0、3.0、4.525、6.0、8.0、10 と変更したと
きの容量対膜厚の関係を図 3、電圧対膜厚の関係を図 4 に示します。図 3、図 4 より誘
電率 Er を変更すると容量対膜厚特性と電圧対膜厚の関係は平行関係です。
標準プローブφ9.4mm、Er 4.525 の 10μm 以下の詳細な膜厚対電圧の関係を表 1 に
示します。
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図 3 φ9.4mm プローブ
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図 4 φ9.4mm プローブ
図 1～4 と表 1 より膜厚が 1 桁低くなると電圧は反比例して 1 桁高くなります。また、
薄膜ほど高感度になります。標準プローブを使用した疑似コンデンサーの試験でも、最
終桁の変動はありますが、ほぼ同様なデーターを確認できます。薄膜になるほど誤差は
少なく 0.30μm では±0.01μm、最高膜厚 40μm では±0.07μm(最大±0.5%以内)の直
線性があります。再現性としては、±0.02μm の性能を誇る膜厚計です。

3. 塗膜の測定
試験片材質がアルミニウムや銅の薄板 0.1mm 以下に、塗付 10μm 以下で表面が波打
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ちした、乾燥塗膜の膜厚を測定するには、非破壊、接触式の「静電容量式膜厚計」が最
適といわれています。他の非破壊式においては、
「光学式膜厚計」は透明試験片には対応できるが着色試験片には対応できません。
「レーザー膜厚計」はピンポイント測定となり、測定数を増やしその平均値をとる測定
が必要であり、また試験片の凹凸による乱反射があると測定できません。
「蛍光 X 線分析器」は測定面積が大きく波打つ試験片にも強いが、金属を対象にして
おり塗膜は対象外のようです。
破壊式では試験片を切断して断面を「走査型電子顕微鏡(SEM)」で撮影する方法が
あります。試験片カットに、物理的損傷等を全く伴うことなく鏡面仕上げが可能な装置、
クロスセクション・ポリシャ(CP 加工)を用いれば、SEM 測定の可能性はあるようです
が、いずれも波打ちした薄板測定には課題があるようです。
弊社接触式「静電容量式膜厚計アドミッタンスゲージ」と類似した「誘電率測定」に
は JIS・ASTM 規格がありますが、いずれも膜厚を測定するものではありません。
JIS 規格などの誘電率測定方法は、マイクロメーターで、試験片の厚みを測定しておき
その容量測定から逆算して誘電率を求めます。塗膜の誘電率測定は公的機関などに測定
を依頼しますが、試料として塗料 100%の均一なシートの製作は難しく、また塗膜シー
トを金属電極に挟み込んで測定するために、塗膜シートの破損やクラック発性により測
定が困難で、塗膜シートの誘電率測定は非現実的です。
アドミッタンスゲージは、弊社独自の静電容量式膜厚測定方式であるため、JIS 規格
はありません。アドミッタンスゲージは、静電容量式膜厚計の原理より、膜厚を測定
する場合、
「塗料の種類」ごとに標準板を作成する必要があります。

4. 塗膜の標準板作成
静電容量式膜厚計「アドミッタンスゲージ」には、
「塗料の種類」ごとに誘電率設定
をしないと、正確な測定ができないため、標準板を付属しておりません。参考までに
標準板の作成方法を記載します。
4-1. 質量法(μm)による標準板作成 (JIS 抜粋)
JISK5600-1-7:2014 塗料一般試験方法の 5 乾燥膜厚の測定 5.3 質量法 5.3.1 原理
より質量法は、未塗装試験片と塗装試験片との質量の差を、密度及び塗装された面
積で除すことにより、乾燥膜厚 td (μm) を求める。
td = m – m0 /A×ρ0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)
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ここに、

m0 ： 未塗装試料の質量 (g)
m ： 塗装試料の質量 (g)
A ： 塗装された表面領域の面積 (m2)
ρ0 ： 塗膜の乾燥密度 (g/mL)

注記 1 塗料の乾燥塗膜密度は、ISO 3233 に従って決定する。
ISO 3233 は、アルキメデスの原理によりρ0 を求めるようになっております。正確
に求めるには、例えば、天秤メーカーの(株)エーアンドデー社の比重測定キット AD1653 と(株)島津製作所の比重測定キット SMK-401/301 などで測定できるようです。
キットには測定に必要な機材が揃っており、マニュアル通りに操作すると、ρ0 を自
動演算します。詳細は、インターネットで天秤の取扱説明書をダウンロードするか、
メーカーにお問い合わせください。
＊ アドミッタンスゲージでは、μm と g/m2 を基準として製作しております。

4-2. 重量法(g/m2)による標準板作成
① 乾燥塗膜 g/m2 の作成 (アドミッタンスゲージの基準)
素地面積 1m×1m の乾燥塗膜の塗付量を求める
g/m2= (m – m0)× A

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5) 式

m0：未塗装素地の重量 (g)
m ： 塗装素地の重量

(g)

A ： 塗装された素地の面積 (m2) ： 1m×1m = 1
② 標準板(10cm×10cm)における乾燥塗膜 g/10cm2 （ｇ/ｄm2）の作成
素地面積 10cm×10cm の乾燥塗膜の塗付量を求める
g/10cm2= (m– m0)× A

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (6) 式

m0：未塗装素地の重量
m ： 塗装後の素地重量

(g)
(g)

A ： 塗装された素地の面積 (10cm×10cm2)：= 100cm2（ｄm2）

③ 標準板(10cm×10cm)における実用的な乾燥塗膜 mg/dm2 の作成
素地面積 10cm×10cm の乾燥塗膜の塗付量を求める
mg/dm2= (m– m0)× A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (7) 式
m0：未塗装素地の重量 (mg)
m ： 塗装後の素地重量 (mg)
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A： 素地の面積 (dm2) ： 10cm×10cm = 100cm2
アドミッタンスゲージは ① の g/m2 を基準として製作しております。
③ で標準板を作成した場合、アドミッタンスゲージの測定レンジを超え測定
誤差が出ますので、1/10 にした数値をインプットして、測定後数値を×10 倍し
て mg/dm2 単位で補正する必要があります。

標準板は、塗料購入先メーカーに作成を依頼されることをお勧めします。

5. アルマイト被膜測定
アルマイトの測定は、測定が簡単、小型軽量、低価格な、渦電流式膜厚計による非破
壊・接触式測定が普及しています。
渦電流方式は、フェライトコアーに誘導コイルを巻き、50KHz～2MHz の高周波を流
し、プローブを試験片に近づけるとアルミ板に高周波渦電流が発生します。
このとき、渦電流の大きさは試験片との距離によって変化するので、誘導コイルのイ
ンピーダンスを測定し、アルマイト被膜厚に換算する測定法です。誘導コイル磁界は
試験片に対して直交方向に渦電流を発生させます。
測定にあたっては、試験片の材質の違い、厚さ、突起物の付近、湾曲部、あるいは端
部に近づくほど渦電流が阻害されることによる測定誤差が大きくなります。さらに、外
形φ0.3mm 以下の接触ピン電極が、試験片の表面荒さや手振れにより、同一場場所を
測定したつもりでも、測定ポイントが変化するので再現性が悪くなり、薄膜ほど測定誤
差が大きくなる傾向があります。
静電容量式膜厚計「アドミッタンスゲージ」は、アルマイト表面が多孔質被膜(ポー
ラス)になっているため内部構造に空気が混入し、空気の比誘電率 Er=1.0006 とアルマ
イトの複合誘電体であり、誘電率が一定せず、アルマイトの測定には実用的ではないと
考えていました。
しかし、アルミ合金 ADC12 のリン酸アルマイト被膜 4～8μm 付近(測定箇所により
管理目標値が異なる)の膜厚を、電極面積φ9.4mm のプラスチック製ハンドプローブを
用い、渦電流式膜厚計とアドミッタンスゲージとの比較試験を行った結果、渦電流式膜
厚計で測定回数 20 回の測定に対して、アドミッタンスゲージの測定においては 2～3
回の測定と同じ結果が得られました。本結果は点測定による渦電流方式に対してアド
ミッタンスゲージは面での測定であるため、その優位性が立証されました。ただし、ア
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ドミッタンスゲージによる測定は 2μm 以上の被膜に限定されます。
アドミッタンスゲージの測定周波数は 10KHz±0.5%、測定電圧 1.0V に制御した 4
端子法で、ケーブ抵抗や電圧降下の影響を低減する測定方式のため、直線性及び再現性
が格段と向上しています。また電極間の電気力線の膨らみに起因するエッジ効果の影
響は、
ガード電極なしでも、
最大膜厚測定範囲 40μm 以内の距離では無視できるので、
試験片端部より 5mm 以内でも正確な測定ができます。導電性ゴムは柔軟性があり、試
験片の波打ちを吸収する効果と、電極面積が大きく測定の平均値を表示するため、誤差
要因の影響を最小限に低減した、高精度と高い再現性の良い測定ができます。そのため
渦電流式膜厚計より、作業効率が格段に良くなる結果となりました。

6. アルマイト被膜の標準板作成
静電容量式膜厚計「アドミッタンスゲージ」は、アルマイト被膜用の標準板を付属して
おりません。
アルマイト被膜の誘電率設定は困難を要するために、アルマイト被膜を渦電流式膜厚計
で測定した、平均膜厚μm を校正値として入力します。
渦電流式膜厚計によるアルマイト厚さを測定する方法は、試験片の材質と板厚により
測定値が変化しますので、試験片と同じ材質で寸法 40mm×40mm 厚み 1.5～2.0mm
の中心部に約φ12mm の円形を描きます。円形内を渦電流式膜厚計で 20 か所以上測定
した、平均値を既知標準板の数値とします。測定に当たっては、円形の外周線は線の厚
みによる誤差発生要因となりますので必ずφ12mm 内で測定するように注意してくだ
さい。
正確な管理用標準板および校正用標準板をご希望の場合は、渦電流式厚さ試験法、
JIS H 8680-2:1998 付属書に基づいた、試験片製作メーカーと最寄りの公的試験機関
(走査型電子顕微鏡 SEM と渦電流式膜厚計を保有しているところ)にお問い合わせくだ
さい。
＜正確な標準版作成に当たっては以下の a～e にご留意ください＞
a) 素地材質：A1050P。(または、試験片と同一材質)
b) 寸法および形状：40mm×40mm、厚さ 1.5～2.0mm とし、表面粗さは 0.1Ra 以下。
c) 試験片製作メーカーの一例紹介：(株) スタンダードテストピース
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素地材質、表面処理条件、アルマイトの種類、被膜厚などの打ち合わせが必要です。
d) 管理用アルマイト標準板 (走査型電子顕微鏡 SEM 断面測定)。
e) 校正用アルマイト標準板 (d の標準板を渦電流式膜厚計で校正した測定)。
などのトレーサビリティの標準板ができます。
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