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粉体塗装工程における異物対策と作業上の留意点

平田　政司 *

トピックス

はじめに
　塗装工程は、製品の意匠を高める重要な製造工程の
ひとつである。一方、お客様の要求仕様はますます厳
しくなっており、建機などの粉体塗装においても例外
ではない。塗装工程における外観や機能不具合はコス
ト悪化の主要因になっており、今まで以上の工程改善
が求められている。
　一般に塗装工程の外観や機能不具合の約６～８割が
ゴミ・異物のコンタミネーション（混入汚染）であり、
その主な原因は、いわゆる浮遊ゴミ、すなわちホコリ
である。
　塗装工程のホコリ対策は、工場経営にとって永遠の
課題である。なぜなら、ゴミ・異物不良はいろいろな
対策を取ってもなかなか無くならないからである。
　なぜ無くならないかというと、その原因である浮遊
ゴミ、ホコリ、落下ごみは目に見えないため原因に肉
薄した的確な対策が取れていないからである。つまり、
ホコリも、そのホコリが漂う空気の流れも、目に見え
ないからである。
　現場では、ホコリに関してどのような現象が起きて
いるかが、見えているようで見ていないことが多い。
見ていないから対策の取りようがないわけである。ま
るで、見えない敵を追っかけているという感じである。
　そこで私は塗装工程のゴミ・異物対策に「見える化」
を提案し、コンサルティングで活用している。現場の
「見える化」ができると、ゴミ・異物不良の発生メカ
ニズムが分かる。メカニズムが分かると、取るべき対
策が見えてくる。
　本稿では私の「見える化」ツールを中心に、現場で
すぐに役立つノウハウと対策事例を紹介する。

１．会社の痛みの「見える化」と共有化
　ゴミ対策の中で最も重要で、かつ最初に取り組まな
ければならないのが、会社の痛みの「見える化」と共
有化である。
　ゴミ対策は製造部門だけで解決できる課題では無
い。最前線の作業員はもとより品質管理や生産技術、
設計部門などと横断的なプロジェクトチームを作り、
推進しなくてはならない。その場合、不良率の数値だ
けでは改善活動の重要性が掴みにくい。なぜなら不良
率では会社の痛みが分かりにくいからである。ここで
言う「痛み」とは、不良による損失利益のことである。
　そこで会社が日々被っている利益の損失金額を不良
率から計算し共有化すると、無味乾燥な不良率という

数値がお金という指標に変換できるため、会社の痛み
を肌で感じることができるようになる。すなわちここ
で重要なことは、「全員で会社の痛みを覚える」とい
うことである。
　損失金額には、修正の研磨費、塗料費、光熱費、変
動費、素材廃却費など原価試算で計算できる「目に見
えるコスト」が上げられるが、それ以外の見えないコ
ストの削減効果も大きい。たとえば外観不具合が少な
くなれば、保管場、パレットが不要になり、手直し前
の仕掛かりが減る。その他、不具合品を管理する費用
や不具合品を再塗装することによる浪費作業時間、不
具合製品に掛かった工数時間などが浮く。
　更には、溶剤塗料で再塗装する場合は再塗装に使わ
れる溶剤塗料が少なくなることにより、溶剤排出規制
（VOC）対策にも貢献する。

２．気流の「見える化」
　浮遊ゴミは気流に乗って飛散する。そのため、最初
に現場の気流を「見える化」することが重要である。
　簡便な気流の可視化方法を２つ紹介する。ひとつは
フォグマシンで、もうひとつはネブライザーである。
写真１にフォグマシン、写真２にネブライザーを示す。
　フォグマシンは、プロピレングリコールを加熱して
白煙にする舞台装置である。100 Vを電源とし、スイッ
チを入れるだけで多量の白煙が発生するため、スモー
クテスターよりも広範囲の気流を観察することができ
る。なおプロピレングリコールの白煙の塗装工程への
影響は現段階では経験していないが、各自で事前にコ
ンタミの影響を確認すること。
　もうひとつの便利な可視化ツールは、喉の奥に薬剤

*　平田技術士事務所 写真１　フォグマシン
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を噴霧するネブライザーという装置である。このネブ
ライザーは、加湿器と同じ原理で超音波で水をミスト
にしている。私が使っているオムロンNE-U22は単３
乾電池駆動のハンディタイプなので機動性が高く、数
多くの測定ポイントを迅速に調査するのに適してい
る。

３．浮遊ゴミの「見える化」
　3.1　HIDライトによる浮遊ゴミの「見える化」
　朝、押し入れへ布団をしまうときにホコリがよく見
えるという現象は誰でも体験していると思う。この現
象は「ティンダル現象」という物理現象である。ホコ
リに光が当たって光が散乱し、ホコリが光って見える
わけである。この現象を利用すれば、空気中に浮遊す
る微粒子ゴミを観察することができる。
　このティンダル現象をライトで再現する場合、光の
強度と直進性がポイントである。市販されているライ
トでは、ポラリオンクリーンルームライトがある。光
源はHIDで、3400ルーメンの光で約 10 μm以上のホ
コリが写真３に示すように可視化できる。
　電源が充電式リチウムイオン電池なので、塗装ブー

スの他、ブースの間の搬送経路や冷えた状態の焼付炉
の内部でも手に持って観察することができる。また搬
送ラインのレールや治具から飛散するゴミの観察にも
適している。
　そのほかの事例としては、アウターブース入口やイ
ンナーブース入口の塗装直前の素材表面や完成品やラ
インの中間工程の製品表面の付着ゴミの観察にも適し
ている。なお付着ゴミの観察には、光を真上からで
はなく、斜めから当てるとホコリがよく見える。HID
ライトの光は散乱が少なく直進性が良いので、ホコリ
の影が浮かび上がるからである。
　このHIDライトは極めて照度が大きいので、照射
光を直接目に入れないように厳重な注意が必要であ
る。

　3.2 グリーンレーザーシート光源による浮遊ゴ
ミの「見える化」

　グリーンレーザーシート光源は、半導体製造工程で
用いられている最先端の微粒子可視化技術である。波
長 532 nmのグリーンレーザーを幅 2メートル程度の
シート状にすることで、そのシートビームを通過する
浮遊ゴミを可視化する。光は厚み数㎜のビームであり、
約10 μm以上のホコリがキラキラ輝いて、「見える化」
できる。
　この可視化装置により、たとえば人が歩いた時に床
面から舞い上がるホコリや、箒で床面を清掃したとき
に飛散するホコリをダイレクトに観察することができ
る。塗装ブースの微妙な給排気バランスの崩れにより、
ホコリがブースの入口から吸い込まれてしまっている
様子も観察できる。私が使用している装置は、カトウ
光研株式会社製の出力 1 W（1000 mW）であり、装
置を写真４に示す。
　このレーザーシート光源は照射範囲が広いので、工
場全体や大型の塗装ブースなど一度に広範囲の調査を
おこなうことができる。また前述のフォグマシンの白
煙を室内に流してレーザーを照射すると、まるで墨流
しのように室内の詳細な気流を可視化することができ
る。このテクニックを使うと、工場全体やブースの乱
流や気流の溜まりの場所が分かり、「ホコリの巣」を

写真２　ネブライザー

写真３　ポラリオンクリーンルームライト 写真４　カトウ光研（株）グリーンレーザーシート光源
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特定することができる。
　なお、レーザー光線の使用に当たっては、照射光を
絶対に目に入れないよう厳重な管理が必要である。直
接レーザー光線を目に入れると失明の恐れがある。グ
リーンレーザー専用のサングラスの使用を推奨する。

　3.3 粗粒子パーティクルセンサーによる浮遊ゴ
ミの「見える化」

　光による可視化装置でホコリの挙動を可視化するこ
とができたが、次に必要になるのが浮遊ゴミの数の計
測、すなわち定量化である。
　従来のパーティクルカウンターは、塗装不良の要
因にならない 0.5 μm以上の微粒子数を計測している。
このため塗装工程で不良の原因となる粗粒子を定量的
に測定することができなかった。そのなかでオムロン
の粗粒子パーティクルセンサー「ZN-PD50-S」は漏斗
状の吸引構造と大容量吸引ファンとの組み合わせで、
5～ 100 μm程度の粗大粒子を計測することができる
ようになった。装置を写真５に示す。
　この装置は100 V電源が必要であるが、市販のパソ
コン用の外部バッテリーを購入し接続すればポータブ
ルにすることができる。
　100 V電源の場合でも外部バッテリーの場合でも、
スイッチを入れるだけで、現場の粗粒子数を簡単にリ
アルタイムで測定することができる。たとえば、セン
サーを置いた床の近くを歩くと、すぐに粒子数が跳ね
上がる。またセンサーのまわりに散水すると瞬く間に
粒子数が減少していく。窓や資材搬入口が開くと、清
浄度への影響がすぐにわかる。焼付炉の清掃前後で炉
内の粒子数を測定すれば、清掃の効果や清掃レベルを
数値化することができる。

４．落下ゴミや付着ゴミの「見える化」
　4.1　LEDライトによる「見える化」
　前項までは浮遊ゴミの観察方法について記載した
が、次は落下ゴミや付着ゴミの観察ツールである。
LEDライトは光の直進性に優れるため、付着ゴミの
視認性が良い。私は 200～ 1000 ルーメンのハンディ
型LEDライトを、コーティング前の素材観察や中間

工程の被塗物表面の観察に多用している。
　さらにはブースの壁や装置や机の上などの表面を観
察すると、予想以上のホコリが認められ驚くことが少
なくない。
　なおHIDライトのところで述べたように、光を真
上からではなく、斜めから当てることがポイントであ
る。
　このLEDライトはHIDライトよりは光が弱いので、
浮遊ゴミの観察には適さない。

　4.2　ラベル用紙による「見える化」
　HIDライトやレーザーは、現場に浮遊しているホ
コリの挙動をダイレクトに観察することができる。し
かしホコリの数や形状を測定することはできない。
　一方パーティクルセンサーは、浮遊するホコリの数
の測定はできるが、ホコリの形状の観察はできない。
そこで私は簡便に現場のホコリの数や形状を観察する
方法として、パソコンの印刷用紙であるラベルシート
を用い、空気中の落下ゴミ（落下塵）を捕捉するとい
う方法をおこなっている。
　ラベルシートの裏側の糊面の紙を剥がして、粘着面
を上にして測定したい場所に一定時間置いておく。暴
露後にOHPシートを糊面に貼り付けて現場から回収
する。
　あとは検査場など十分な照明があるところで、自社
の検査基準に基づいてゴミや異物の大きさと数を計
測、記録する。そのときに暴露時間で数を割れば、１
時間あたりの不具合レベルを定量化することができ
る。また日々改善活動を続けていく中でこの数字を継
続的に追跡していけば、改善効果を「見える化」する
ことができる。
　ラベルシートに捕捉されたホコリは、デジタルマイ
クロスコープで観察することができる。これも「見え
る化」である。ゴミ・異物をズームアップして観察す
ると、形状や色により発生源を特定できる場合がある。
私は安価な「Dino-Lite DigitalMicroscope」というデ
ジタルマイクロスコープで 200～ 500倍に拡大して観
察している。

　4.3　ダストサンプラーによる「見える化」
　落下塵調査で強力な武器となるのが、NTT-ATク
リエイティブ社のダストサンプラーという落下塵調査
用の粘着シートである。ダストサンプラーをブースや
セッティングゾーンで暴露し、粘着面に捕捉できた浮
遊ゴミや落下塵をデジタルマイクロスコープで観察す
る。
　写真６にダストサンプラーを、写真７に暴露後に測
定面に貼り付ける裏面の保護フィルムを示す。

５．粉体塗料中のゴミの「見える化」
　私のコンサルティング経験では、浮遊ゴミや落下塵
よりも塗料配管内の付着異物（以下、コレステロール
と呼ぶ）の要因の方が大きかったことが少なくない。
　様々な塗装方法があるが、ここではガンによる塗装
の異物の見える化について述べる。

写真５　オムロン粗粒子パーティクルセンサー
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　ガン先から吐出する塗料の中に混入しているコレス
テロールやゴミを見える化する方法は、ふるいを使う。
ガンから吐出する粉体塗料を回収し、50～80メッシュ
のふるいでふるうと粉体塗料経路のコレステロールが
観察できる。
　ホース内面のコレステロールは、ホースを叩いたり
曲げたりするとかさぶたのように取れる。スポンジを
入れてエアーで押し出す方法もあるが、ホース内面の
傷に注意が必要である。
　また流動槽にネオジム磁石を吊り下げると、イン
ナーブースに落下した搬送ごみがよく取れる。

６．対策事例
　発塵したホコリは気流によって拡散する。つまり塗
装工程においては、気流は「風まかせ」ではなく、気
流を「制御する」という考えが重要である。気流の「見
える化」により、ホコリの発生源とその拡散方向を把
握することが必要である。
　また塗装工程の環境維持には、クリーンルームの清
浄度の維持をおこなうための４原則の遵守が求められ

る。
　①工程内にゴミを持ち込まない。
　②ゴミを発生させない。
　③ゴミを堆積させない。
　④ゴミを除去する。

　6.1　原則１：工程内にゴミを持ち込まない。
　クリーンエリアにゴミを持ち込まないためには、次
の３つの対策が有効である。
　ⅰ） クリーンエリアを囲う
　ⅱ） クリーンエリアに適切なフィルタを設置して給

気する
　ⅲ） クリーンエリアを陽圧にする
　クリーンエリアを囲ってホコリから守るという原則
は一般によく知られている。エリアの入口はいつも必
ず閉める習慣が必要である。求められるクリーン度に
よっては入口に数段階のゾーン（ゾーニング）やエア
シャワーを設置する場合もある。
　ところが塗装工程では熱の排気が必要な場合が多
い。工場の天井に排気ファンがあるにも係わらず給気
がされていない場合は、扉を開けた瞬間に外気が乱入
する。これは工場全体の給気と排気のバランスが陰圧
になり、開口部から外気が入るという現象である。そ
のような工場ではシートシャッターが工場の内側に膨
らんでいるので給排気バランスが取れていないことが
すぐにわかる。また工場のドアの開閉が重いことでも
判断できる。このような場合は、いくらクリーンエリ
アを囲っても空気は隙間を探し、かなりの速度で外気
が入ってくる。すなわちクリーンエリアでは排気装置
だけでなく、給気装置も備え、若干陽圧（5～ 20 Pa）
になるように給排気バランスを取る。
　この給排気バランスは工場全体だけで無く、アウ
ターブースにおいても重要である。外部に対して陰圧
になっているアウターブースをグリーンレーザーで観
察すると、工場の出入り口などからブースへホコリが
一直線に向かっていることがわかる。塗装ブースがホ
コリの集塵機になっているわけである。
　囲うという意味においては、除塵工程も塗装ブース
と同じように囲う必要がある。また囲うだけでなく給
気と排気を行い、製品から発生したホコリを集塵する
必要がある。

　6.2　原則２：ゴミを発生させない。
　クリーンエリア内では作業員からの発塵が最も多い
傾向にある。そのためラインの自動化、無人化は有効
である。またラインの駆動部の振動対策、発塵対策、
集塵対策も重要である。
　作業員からの発塵を止める方法は、次の３つである。
　ⅰ）クリーンスーツの着用
　ⅱ）クリーンスーツの毎日の洗濯
　ⅲ）クリーン環境でのスーツの保管
　作業の際に衣服がこすれ合って、人から発塵する。
特に作業服が綿や短繊維の化学繊維の場合、レーザー
やHIDライトで著しい発塵を観察することができる。
したがってクリーンエリアでは長繊維ポリエステル製

写真７　ダストサンプラーの保護フィルム

写真６　ダストサンプラー
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低発塵クリーンスーツが必要となる。
　クリーンスーツには通気性の無いタイプと、適度な
通気性が設けられているタイプがある。
　一般に市販されている半導体製造用のクリーン
スーツは、低発塵性、制電性は備えているが、通気性
や吸汗性が良くない。それは、半導体製造工程は一定
温度の作業環境であり、作業量も塗装工程と比べると
小さいのでスーツに通気性や吸汗性がそれほど必要な
いからである。
　一方、塗装工程は夏暑く冬寒く、腕の往復動作や歩
行作業もあるので、半導体製造用のスーツでは蒸れて
しまうという問題が発生する。つまり、塗装工程用ク
リーンスーツには半導体製造工程のクリーンスーツと
は異なる機能が更に必要であるということである。
　その機能とは、吸汗性、水分の速乾性、通気性であ
る。特に通気性に関しては、快適性とポンピング現象
防止という２つの機能が求められる。ポンピング現象
とは、通気性の低いスーツで作業をしたときに、作業
に伴いスーツ内部のホコリが首回りなどからブワッと
出てくる現象を言う。そこで生地に適度な通気性を持
たせるとスーツ全体がフィルターの役目となり、ポン
ピング現象を防ぐことができる。以上の機能を持った
粉体塗装用クリーンスーツが、（株）ガードナーから
発売されている。
　また、クリーンスーツは維持管理がとても重要であ
る。せっかく現場にクリーンスーツを導入しても、スー
ツにホコリが付着していては意味がない。あるブース
でクリーンスーツの洗濯の有無による１週間の塵埃量
を比較調査したところ、毎日洗濯有りの週のブース内
の塵埃量は洗濯無しの週の３分の１であった。これは
作業時のクリーンスーツからホコリが飛散しているこ
とを意味する。また朝からの経過時間では着用してか
らの時間が長いほどブース内の塵埃量が多いことも分
かった。すなわち朝一番のスーツはきれいであっても、
作業中にスーツにホコリが付着し時間が経過するごと
に発塵量が増すということである。以上のことから、
クリーンスーツは毎日洗濯が必要であると言える。
　最後に保管方法だが、洗濯したクリーンスーツを焼
付炉の裏側などに無造作に吊しておくなどは論外であ
る。パイプを組んで帯電防止の樹脂カーテンで囲い、
クリーンスーツ専用のロッカーを用意する必要があ
る。天井にFFU（ファンフィルターユニット：クリー
ン給気装置）を設置すればなお万全である。

　6.3　原則３：ゴミを堆積させない（清掃）
　人が歩くと床面からホコリが舞い上がる様子を前述
のグリーンレーザーシート光源で観察することができ
る。すなわち床には、目では見えないホコリがたくさ
ん降り積もっているわけである。
　私の調査では、塗装工程の２大発塵源は床と人で
あった。場内を歩行すると、床と人の両方から発塵す
る。半導体製造業界では、これを「ホコリのオーラ」
と呼んでいる。人からオーラのようにホコリが出るわ
けである。この言葉は、ホコリの発塵メカニズムをう
まく表現できていると思う。

　また稼働中の現場のホコリの量を高さ方向で測定す
ると、床面からの高さが低いほどホコリが多いことが
わかった。床面 50 cmのホコリの量は、高さ 1 mに
対して約２倍であった。
　更に、球状の粒子を静止空気中で落下させると空気
の粘性を受けて一定速度になる。これを「ストークス
の終末速度」と呼ぶ。たとえば 50 μmのケイ砂（比
重 2.7）の落下速度はたったの 0.2 m/sである。鉄（比
重 7.7）でさえ、0.6 m/sである。このことから、一度
舞い上がってしまったホコリは、いつまで経っても浮
遊したままで沈静化しないということが分かる。
　以上のメカニズムから、塗装工程の毎日の清掃方法
についてその一例を紹介する。
ⅰ） まず大原則として、歩くだけでホコリが飛散し終
日沈静化しないわけであるから箒の使用は厳禁で
ある。

ⅱ） 朝一番、床に沈静化したホコリを起こさないよう
に静かに掃除機を掛ける。

ⅲ） 拭き取り後、場内全面に散水する。その後始めて
場内の給排気ファンを稼働する。すなわち寝た子
を起こさないことがポイントである。

 アウターブースなど散水できない工程の場合は、
クイックルワイパーのような湿式の床用ワイパー
で拭く。

ⅳ） 掃除機は、床面に排気するタイプはホコリを舞い
上げてしまう。ケルヒャーの掃除機のように、上
方、クリーン排気のタイプを推奨する。

　6.4　原則４：ゴミを除去する。
　浮遊しているホコリは、製品への付着を防ぐためす
みやかに除去することが必要である。
そのため工程内の適切な気流管理が必要である。
　塗装工程を浮遊するホコリは、散水やネットで捕捉
することができる。このときに大切なことは、気流の
「見える化」を行い、その流れを「利用する」という
ことである。ホコリは気流により拡散するため、その
流れの通り道に仕掛けを作ると効率の良い捕捉ができ
る。たとえば、気流の流れの途中の床面に水を撒くと
か、ステンレスの水パンや市販されている「保水マッ
ト」を設置することで、床面からのホコリの離脱を防
ぐことができる。床面の散水は効果の大きいホコリ対
策である。しかし定期的に散水しなければ、直ぐに乾
いてしまい効果が得られない。散水ホースを現場の近
くに設置するなど、散水しやすい環境整備が必要であ
る。
　浮遊するホコリの捕捉には、ネットや金網が有効で
ある。金網の場合はアングルを組んで網を張る。一
方、ネットの場合は施工が簡単である。浮遊するホコ
リを積極的に捕捉する仕掛けとして粘着剤をネットに
塗布した、「ダストキャッチネット」が市販されてい
る。金網は静電誘導があるので帯電したホコリを捕捉
するちからが強い。なお、これらの対策は行き当たり
ばったりで設置するものではない。工程内の風速、風
向、ホコリの飛散状況を測定し、場内のマップに記録
することで、どこに設置をすれば最適であるかを十分



11

パウダーコーティング　Vol.20 No. 2

に吟味することが必要である。

おわりに
　本稿では、様々な現場のホコリの「見える化」ツー
ルをご紹介した。これらの「見える化」の情報はそれ
ぞれ単独で存在するのではなく、すべて発塵メカニズ
ムによって繋がっている。したがって数個のデータだ
けでは、ホコリの犯人像は見えない。様々な視点から
「見える化」の情報を増やし、それらの点を線で繋い
でいき、最後は面にして犯人を捕らえる。つまり、ゴ
ミ・異物対策で最も重要なことは、発塵メカニズムの
解明であると私は考えている。

　「見える化」は、見えないものを見えるようにする
ことである。見えると気づきが得られ、行動につなが
る。
　「見える化」には、情報の共有化というメリットが
あるが、一番のメリットはゴミ・異物対策がゲーム
感覚で打ち込めるようになり面白くなるという点であ
る。現場で気流やホコリの状況をご覧いただくと、担
当者から「やっぱり！」とか「そうだと思った。」と
いう声をお聞きする。これは、普段現場で感じている
ことが可視化できたということであると考える。やは
り答えは現場にあるということである。




