
 

段ボール業界規格 ＪＣＳ

防水段ボール M 0002：2000

Water proof corrugated fibreboards
　

　

　1．適用範囲 この規格は、防水段ボールについて規定する。

　2．引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規
格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

　J IS P 3902 段ボール用ライナ

　J IS P 3904 段ボール用中しん原紙

　J IS P 8131 紙及び板紙－ミューレン高圧形試験機による破裂強さ試験方法

　J IS Z 0403-2 段ボール－垂直圧縮強さ試験方法

　J IS Z 1516 外装用段ボール

　Japan TAPPI No.68 紙及び板紙－はっ水度試験方法（旧JIS P 8137）

　J IS Z 0402 段ボール－接着力試験方法

　 ISO 3038 段ボール－浸水試験による接着力の耐水性測定

　 3．種類　防水段ボールの種類は、表1のとおりとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　表1

種類 備考

はっ水段ボール 短時間水が掛かっても、水をはじいて水滴とし、水の浸透を防ぐように表面加工した段ボール。

耐水段ボール 長時間浸水しても、あまり強度が劣化しないように加工した段ボール。

　4．品質 　防水段ボールは、品質が均一で、接着不良、不整段、汚れ、きずなど使用上の欠点がなく、はっ水度、破裂強
さ、垂直圧縮強さ及び接着強さは6．に規定する方法によって行い、その強さは、受渡当事者間の協定による。

　 5．材料及び防水加工 

　a） 材料　防水段ボールを製造するための材料は、次のとおりとする。

　（1） ライナ　ライナはJ IS P 3902 に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものを用いる。

　（2） 中しん　中しんはJ IS P 3904 に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものを用いる。

　（3） 段ボール　段ボールはJ IS Z 1516 に規定するもの又はこれと同等以上の品質のものを用いる。

　b） 防水加工　防水段ボールを製造するための防水加工は、受渡当事者間の協定による品質を満足する防水加工剤、耐水接着剤

などを用いて行う。

　 6．試験方法

　a） 試験片　試験片は、原則として図1、図2及び図3に示す大きさとする。

　b） はっ水度　はっ水度は、Japan TAPPI No.68 紙及び板紙－はっ水度試験方法（旧JIS P 8137）による。

　c） 耐水強度　耐水強度は、以下に示す（1）、（2）、（3）及び（4）によって行う。

　（1） 浸水処理装置及び操作　浸水処理装置は、試験片より十分大きな形状をもち、試験片を浸水させたとき、水がその浸水部分を

自然対流できるものとする。

また、浸水処理操作は、試験片の段の開口部が上下になるようにして、20±3℃の水に浸せきする。

この場合、試験片の形状・寸法は図1、図2及び図3に示すとおりとし、振動させながら浸せきし、段間の空気を除去する。

なお、試験片の上端は、水面下30～50mmの位置で保持されていなければならない。

水に浸せき後、試験片を取り出し、段間に入った水及び段ボールの表面に付着した水分を十分に除いてから手早く（2）、（3）及

び（4）の試験を行う。



　（2） 残存破裂強さ試験方法　残存破裂強さ試験方法は、図1の処理を行った試験片についてJIS P 8131によって行う。

　（3） 残存垂直圧縮強さ試験方法　残存垂直圧縮強さ試験方法は、図2の処理を行った試験片についてJIS Z 0403-2（A法）によって

行う。

　（4） 残存接着強さ試験方法　残存接着強さ試験方法は、図3の処理を行った試験片についてJ IS Z 0402によって行う。

　 7．結果の表示　試験の結果は、各試験方法に規定する方法によって表す。

　 8．報告　報告には、必要に応じて次のことがらを記載する。

　a） 規格名称又は規格番号

　b） 試験年月日及び試験場所

　c） 試験片の前処置及び試験条件（温度及び相対湿度）

　d） 使用した試験機の形式及び容量

　e） 防水段ボールの種類（はっ水、耐水の分類）

　f） 防水加工方法

　g） 段の種類又はその記号

　h） 試験方法

　i） 試験回数

　j） 測定値の最大値・最小値・平均値及び標準偏差

　k） 試験片の含水分

　l） その他特記すべき事項



 

　

M 0002：2000

　参考1．次にに記載することがらは、原規格（J IS Z 1537）の規格値を参考として示したものである。なお、耐水強度の規格値は、J IS

Z 1516に規定されている品質の段ボールをパラフィンワックス加工して作られた耐水段ボールを基準にしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2　はっ水段ボール

等級 はっ水度 参考

（主な用途例）

1号 R6以上（1）

（水滴の流下した跡の半分がぬれているもの。又は、それ以上のはっ水度をもつもの。）

冷凍魚、青果物など2号 R8以上（1）

（水滴の流下した跡の1／4以上は、球形の小滴が散在しているもの。又は、それ以上のはっ水度をもつ

もの。）

注（1）R6、R8は、旧J IS P 8137による。

（J IS P 8137は平成10年7月20日に廃止され、現在JAPAN TAPPI No.68 紙及び板紙－はっ水度試験方法への移行作業中である。）

表3　耐水段ボール

等級 耐水強度 参考

（主な用途例）
残存破裂強さ

kPa

残存垂直圧縮強さ

kN／m

1号 295以上 1.2以上

生鮮魚介類、冷凍食品、青果物、乳製品、建材など
2号 490以上 1.8以上

3号 690以上 2.4以上

4号 880以上 3.0以上

　参考2．段ボール－浸水試験による接着力の耐水性測定（ ISO 3038）

　 1．装置 　

　　　a） 水槽　水槽は、観察のし易いガラス製で、所定数の試験片を自由に吊り下げられるほど大きい、深さ250mm以上のものとす

る。ガラス製水槽の底面は、損傷を防ぐためにゴムのシートを内張りすることもできる。

b） 棒　試験片を吊り下げるために水槽に掛け渡しするフック付きの棒とする。

c） 穴あけポンチ及び鳩目

d） 銅片　フック又はグリッパーで取付け、試験片1個当たり総質量250±1gとする。

e） 接着テープ　接着テープは、耐水性を備え、テープの幅は20～30mmのものとする。

　2．試験片 　試験片は、長さ方向に対して直角に配列された段を持ち、20±1mm×150mmとする。（図4）



　 少なくとも5枚の段ボールサンプルにゴム印で印（M印）を付け、各サンプルから試験片を5個ずつ裁断する。

各試験片の下端部は、接着テープを巻きつけて補強する。また、各試験片の2ヶ所に穴を開け、その穴に鳩目を挿入して

しっかりと留める。さもなければ、適当なクランプを使って試験片の上端部及び下端部を挟む方法でもよい。ただし、その

際も重りの総質量は250±1gでなければならない。

　3．試験手順

　 　試験手順は、M帯域内にある試験対象の5本のグルーラインにせん断応力が集中するように、試験片の必要と思われる部分に切

れ目を入れる。（図5）

次に、図5のように試験片の一端に重りを取付け、（20±3）℃の水を満たした水槽の中に吊るす。試験片のM帯域全体が試験の間中

水面下25mmの位置に浸されるような高さにセットする。

浸水した試験片は、24時間もしくは適当と思われるもっと短い時間ごとに点検し、破損したかどうかを確認する。

　4．試験結果の表記方法

　 　試験結果の表記方法は、各試験片の接着力の耐水性を、接着部分の破断が認められる瞬間までの時間又は時間間隔で表す。
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防水段ボール　　解説　

　この解説は、本体に規定・記載した事柄及びこれに関連した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

　今回の制定は、JISのゼロベース見直しにより廃止されたJISの業界規格への移行による制定である。
　制定に当たっては、従来の規格では強度によりグレード分けし、それぞれの規格値を定めていたが、その規格値は参考値と
し、防水段ボールの種類と試験方法のみを規格とした。
　その理由は、防水段ボールの場合、テーブルテストと実輸送テストにより必要強度を定める場合が殆どで、規格値によるグレ
ードの実用があまり行われていない実態から、強度については当事者間の協定によるとした。
　また、従来規格では防水段ボールの種類を、はっ水段ボール、遮水段ボール、耐水段ボールの3種類としていたが、次の理由
により遮水段ボールを削除した。

理由1． 遮水段ボールの評価試験方法は、JIS Z 1504（しわ付き防水紙）に規定されている方法によるとなっていたが、JIS Z 1504の廃

止と規格様式の変更に伴って1995年版のJIS Z 1537（防水段ボール）では、“ショッパ式耐水試験機又はこれに準ずるものを用

い、試験片の一面から水柱の高さ30cmの水圧を加え、他の一面に水滴を認めるまでの時間をはかり、これを透水度とし時間h

で表示する”となっている。この方法は、ターポリン紙などの防水性能をもった紙や板紙及び防水布の耐水性能を評価する試験

方法で、段ボールのような中空の構造体にあっては、他面に水が滲み出す前に中空の段中に拡散してしまうため、正確な時間

計測ができない。

理由2． ショッパ耐水試験機そのものが、現在紙関係にほとんど使用されていないことと試験機に関する詳細な記述が少なく、汎用的な

試験方法とは言い難い。（装置は下図参照）

　以上のように、防水段ボールの種類としての意味合いはあるが、段ボールとしての遮水性能の評価を行うための適切な方法
がないため、本規格からは除外した。
　但し、段ボール箱としての防水性能を評価する方法には、散水試験（JIS Z 0216－包装貨物及び容器の散水試験方法）があ
り、この方法を用いれば段ボール箱のはっ水性能、遮水性能、耐水性能※のいずれも評価することは可能である。

※　遮水段ボール箱：長時間水に接触しても、箱内部にほとんど水を通さないように加工した段ボール箱。
　　 耐水段ボール箱：長時間水に接触し、かつ箱内部に水が浸透しても強度が劣化しないように加工した段ボール箱。

　耐水接着力についてはJIS法以外に、ISO規格に定められている測定方法も、輸出用に要求される場合があることから、参考
試験方法として追加した。



外装用段ボールの品質と併記されていたが、非常に分かりにくいので材料と切り離
し、防水段ボールの品質だけとし、それぞれの防水段ボールの品質を見直して一部
改正した。

（1）はっ水度 1号はR6以上、2号はR8以上とし、品質保証が可能な範囲の値に修正した。

（2）遮水度 遮水度については、そのままの値とした。

（3）耐水強度 耐水強度については、JIS Z 1516に規定されている品質の段ボールをパラフィンワ
ックス加工して作られた耐水段ボールを基準に、耐水強度を見直した。

　①残存破裂強さ

　　　　　　　残存破裂強さ＝（標準状態の破裂強さ）×1.2×0.4として算出

　　　　　　　1号：6.5×1.2×0.4＝3kgf／cm2

　　　　　　　4号：18×1.2×0.4＝9kgf／cm2

　　　　　　　2号及び3号は、1～4号の強さ値を等分した。

　②残存垂直圧縮強さ

　　　　　　　残存垂直圧縮強さ＝（標準状態の垂直圧縮強さ）×2×0.2として算出

　　　　　　　1号：16×2×0.2＝6kgf

　　　　　　　4号：38×2×0.2＝15kgf

　　　　　　　2号及び3号は、1～4号の強さ値を等分した。

　　

　以下に、過去の経緯を明らかにするため、平成元年4月1日改正時の解説の一部を再度掲載する。

　まえがき　防水段ボールのJISは、昭和50年3月1日に制定され、その後昭和53年12月1日に改正が行われ、現在に至っている。

　昭和60年11月1日付けでJIS Z 1516（外装用段ボール）が改正されたことによって、使用するライナ及び中しんの品質規格が変更され

た。

　また、新しい防水剤の開発、加工方法の研究及び物流の改善もあって、改正を行うこととした。

1．適用範囲 海外の動向から、国際単位を規格値とし、従来単位は｛　｝内に示した。

2．用語の意味 用語の意味は、JIS Z 0104（段ボール用語）を尊重した。

3．種類 従来の種類及び品質の項目を切り離し、段ボール用語を引用して分かりやすく表1

にまとめた。

4．品質 従来の防水段ボールの品質は、使用段ボールのJISとの関連を持たせるために、
外装用段ボールの品質と併記されていたが、非常に分かりにくいので材料と切り離


