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（2）ビジネスを持続可能にするSDGsを！
奴間　伸茂＊

持続可能な社会の実現を目指すSDGs

*　塗料塗装技術研究所　代表

１．はじめに
　本誌「パウダーコーティング」誌、2021 年夏季号
から、秋季号、2022 年新年号、および春季号と、４
回にわたって持続可能な社会の実現を目指すSDGsに
ついて執筆させていただく機会を得た。前号の夏季号
では以下について紹介した。
●SDGs誕生の背景、経緯
●SDGsの 17のゴール、および各ゴールの 169のター
ゲットと実施手段

「パウダーコーティング　2021年夏季号」（Vol.20	No.3
／2021年7月	発行）は、JAPCA（日本パウダーコーティ
ング協会）のホームページでいつでも閲覧できる。ぜ
ひ活用していただきたい。
　私自身は、SDGsを塗料、塗装業界にとって最重要
課題である気候変動対策を何としても、緊急に打ち立
てるために世界各国共通で使える「羅針盤」（1）、「道
しるべ」（2）として役立たせたいと考えている。
　この秋季号では、塗料・塗装業界の重要なユーザー
である自動車メーカーのSDGsに関わる取り組みを先
ず紹介する。次に一般工業製品の塗装仕様と環境対応
～将来塗装仕様について紹介する。原料メーカーを代
表して添加剤メーカーの取り組みを紹介する。最後に
塗料・塗装に携わる我々は如何にSDGsに取り組むべ
きか考えていきたい。
　但し、一度にあらゆる面から、大きな課題を考える
のではなく、問題を絞って一つ一つ最善のカーボンフ
リー :脱炭素を目指す方策を考えたい。本号では塗料
を塗装する場面においてカーボンフリー：脱炭素を目
指すことを考える。したがって、塗料の製造～流通な
どは別の機会に考えたい。

２．脱炭素～自動車メーカーの取り組み
　自動車各社は本気で脱炭素に取り組んでいらっ
しゃる。ごく一部のみ紹介させていただく。

　2.1　トヨタ自動車の取り組み
　トヨタ自動車は 2021年６月 11日、世界の自社工場
で二酸化炭素：CO2 の排出を 2035 年までに実質ゼロ
にする目標を発表した（3）。具体的には以下のような
塗料・塗装にかかわる事例が提起されている。
【事例１】		飛散しない塗装～最小の塗料で最大の塗布

効率
　・塗着効率：70％→ 95％
　・コンパクトな塗装ブース

【事例２】	塗装工程レス（プレス内着色）
　・	ポイントは、プレス成形＋型内着色＝インモー
ルドコーティング

【事例３】	塗装レス（シール化）
　・シールで塗装レス	⇒	カーボンニュートラルとお
客様のワクワクを両立

【事例４】KINTOの中古車リノベーション～リノベー
ション技術でお客様に自分だけの１台を、
循環型社会実現にも貢献

　・好みの色に（ボデーペイント調色技術）
　・タイヤリボン（インクジェットプリント）
　【事例１】に関して、トヨタ自動車の谷	真二氏は「超
高塗着エアレス塗装システムの開発」で詳しく述べ
ていらっしゃる（4）。谷氏らは 50年以上も変わらない
塗装の加工点を大変革し、塗装業界の念願である『塗
装の景色を大きく変える』こと、またその先の塗着
効率 100％をも見据え、この革新塗装システムの開発
を 2015年に始められ現在も継続開発をなさっている。
カーボンニュートラルを目指す熱意がヒシヒシと伝
わってきた。谷氏は、「さらにこの超高塗着エアレス
塗装技術については、今後他社様、他業界様への展開
も視野に入れ、将来のカーボンニュートラルに向けて、
『塗装業界』全体での環境負担軽減活動に貢献してい
く計画である」（図１）と述べていらっしゃる。素晴
らしいことである。
　トヨタ自動車はSDGsへの取り組みについて各ゴー
ル毎に具体例を挙げ分かり易く解説している（5）。参
考にしていただきたい。

　2.2　日産自動車の取り組み
　報道各紙によると、日産自動車は 2021年 10月８日
に、2050 年に世界の工場で製造時のCO2 の排出量を

図１　超高塗着エアレス塗装技術の適用拡大計画
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ゼロにすると発表した。石油など化石燃料を使う生産
設備をすべて電動化し、電力は工場に設置した太陽光
発電など再生可能エネルギーでまかなうとしている。
バイオエタノールや水素などの代替燃料を使った発電
システムも導入するとのことである。
　日産は本年１月に原材料の採掘から車の製造、廃棄
までライフサイクル全体で 50年までにCO2 排出量で
実質ゼロ（カーボンニュートラル）を目指すと発表し
ている（6）。その一環で製造時の温暖化ガスを排出ゼ
ロにしていく。生産設備の電動化に加え、太陽光発電
や風力などの再エネを活用する。またバイオエタノー
ルや水素などでつくった燃料電池を使って発電し、電
力の自給自足を進める。
　50年までの中間地点にあたる 30年には、19年に比
べ４割削減する。
　塗装関係では、新たな塗装設備も導入し、車体やバ
ンパーを同時に塗るなどしてエネルギー効率を上げる
計画である。日産は 2005年から 2019年まで車１台当
たりのCO2 を 30%削減し、2019 年を起点に削減率を
検討したとしている。
　なお、SDGsに関して、ゴール毎に日産自動車のア
プローチを簡単に紹介している（7）。

　2.3　本田技研工業の取り組み
　本田技研工業もHonda サステナビリティレポート
においてゴール毎に取り組み内容を紹介している（8）。
　二輪事業本部の都築　正世氏は（一社）日本塗装技

術協会主催の第 12回　塗装入門講座の特別講演「夢
の塗装工場を求めて」でこれからの「カーボンニュー
トラルへの対応」に必要となる技術として「塗着効率：
TE100％」、「乾燥レス」「代替え加飾技術」を挙げて
いらっしゃる（9）。これらによるCO2 の大幅削減技術
は 1990年後半から進められてきたCO2 削減技術の単
なる延長線上にはない（図２）。

３．一般工業製品分野の動向
　前節では自動車産業における脱炭素の取り組みの一
部を紹介したが、塗料はあらゆる産業分野で使われて
いる（図３）（10）。
　一般社団法人	日本塗料工業会の調査によれば自動
車ボディ以外の工業製品（一般工業製品）向け塗料の
全出荷量に占める割合は21％である（2019年度）。
　需要業種分野別塗料出荷量の推移を図４に示す（10）。
非ハイソリッド溶剤系塗料、ハイソリッド溶剤系塗料、
水系塗料、粉体・無溶剤系塗料、その他の塗料の大ま
かな割合も知ることができる。一般工業分野では、建
築資材を除いて水性の比率が低い。一方、粉体比率が
比較的高い。
　一般工業分野における低VOC塗料の内訳をみる
と電気・家電、建設・産業機械、金属製品向け塗料
では水性塗料より粉体塗料の割合が多くなっている	
（図５）（10）。
　日本工業塗装協同組合連合会の鈴木　譲氏は「一般
工業製品の塗装仕様と今後の塗料動向」で様々な業界

図２　社会ニーズと技術動向（9）
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図３　国内産業分野別塗料出荷量

図４　需要業種分野別塗料出荷量の推移（赤字は一般工業分野）
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の塗装仕様について現状及び課題、将来塗装仕様、お
よび塗料の方向性、環境対応技術について丁寧に調べ
上げた。各業界における脱炭素を推進する上で大いに
参考になる。今後の環境対応についてポイントを引用
させていただく。
●建設機械・運搬機
　・	ウレタン塗料のハイソリッド化、ワンコート化
　・	可能な部位から粉体化、水性化
　・	建機キャビンメーカーでは、エポキシ電着（低温・
エッジカバー対応）～粉体塗料（低温焼付け化）

●農業機械
　・	エポキシ電着（エッジカバー・入り込み改善）～
高耐候性上塗り（水性化は遅い）

　・	ボンネット・キャビンの粉体化（低温硬化型）
●配電盤・変圧器
　・	膜厚確保（60	μm程度）と防食性の高レベルでの
両立→電着～粉体仕様が標準になりつつある。

　・	電着、粉体とも低温硬化指向（素材が厚い）
　・	オーダー色は水性焼付け塗料か？
●鋼製家具・家電
　・	水性化より粉体が先行する。仕上がり、コストが
課題

　・	「環境対応型塗料」がセールスポイント。
　　粉体塗料、しかも低温硬化型にして低価格
　・	脱ライン塗装化→プレコートメタルの適用
●車両・架装
　・	大型電着槽の問題（ターンオーバー遅い→塗料劣
化、電力浪費＝CO2 増）の抜本改良→省エネ電
着（塗料循環の省エネ化～撹拌再開後即塗装可能
に）

図５　一般工業分野における低VOC塗料の内訳（比較のため自動車・車両分野も示した）

　・	低温硬化型電着（CO2 発生抑制）
　・	水性２液ウレタンが使われてよい分野（試験塗装
は長い間実施されている）

　・	省エネ電着～高仕上がり水性ウレタン塗装系
　・	更なるデザイン性、鮮映性が要求される。
　・	ポリエステルパテの脱スチレン化

４．原料メーカーの取り組み
　塗料に不可欠な原材料である添加剤のメーカーは
SDGsにどのように取り組んでいるか？
　筆者はビックケミー・ジャパンの若原章博氏に、
「SDGs 目標達成に向けた材料とシステム開発への
コーティング用添加剤の寄与」と題して存分に語って
もらい、質疑応答の時間を十分に確保し、徹底的にディ
スカッションする企画を立てた（11）。
　若原氏は、「本講演ではSDGs目標達成にコーティ
ング用添加剤で何ができるかを考えてみたい。塗料製
造から塗布乾燥のプロセスの中で、顔料分散安定化・
表面調整・レオロジーコントロールなどの添加剤技術
が用いられている。環境負荷低減を考えた時に、第一
に添加剤そのものをより安全な材料にすること、第二
に配合物とその製造・加工プロセスへの寄与、第三
に最終製品の廃棄がポイントと思われる。添加剤メー
カーとして、BYKでこれらの課題にどのように取り
組んでいるかを紹介する。あわせて皆様から塗料・塗
装のアイデアを伺いたい」と意気込みを語っている。
具体的な話のポイントは下記の通りである。
1）	コーティング材の製造・塗布・乾燥のプロセスで
の課題と添加剤
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2）	添加剤の役割・機能と構造
　・	顔料分散剤、表面調整剤・消泡剤・レオロジーコ
ントロール剤と環境負荷低減

　・	水性・２K・UV架橋系向けの開発
　・	放熱材料の分散
　・	木質繊維の利用と課題
3）	塗料以外のコーティングテクノロジーを眺める
　・	カラーフィルターでの微分散安定化と作業性
　・	インクジェットでの分散と塗布性
　・	電池分野でのカーボン・CNT（カーボンナノ
チューブ）の分散、電池特性

4）	工程短縮やプロセスの生産性向上
　・	ユニバーサルカララントの考え方
　・	添加剤による超親水性と素地表面の高極性化によ
る濡れ性の向上

5）	再生産可能原料、生分解性の添加剤の開発例
　・	触感を変えるバイオプロダクトのソフト粒子
　塗料開発者、塗装技術者だけでなく塗料・塗装ビジ
ネスに携わる全ての皆さんに聴いていただき、ディス
カッションに参加していただき添加剤に対する理解を
深め、より効果的な活用を考えていただきたい。

５．脱炭素で世界をリードしよう
　以上、本稿をまとめるにあたって我々のゴールを確
認しよう。
　やはり塗料・塗装ビジネスに携わる我々にとって何
といっても最重要かつ緊急を要するものはゴール 13
である。
　ゴール13　気候変動に具体的な対策を

気候変動及びその影響を軽減
するための緊急対策を講じる

　ゴール 13で立てた対策、すなわち脱炭素を可能に
する塗料・塗装システムは持続可能な生産消費形態が
確保されたものでなければならない。
　ゴール12　つくる責任つかう責任

持続可能な生産消費形態を確
保する

　ゴール 13を確かなものにするには、ゴール 9の基
盤作りが欠かせない。国においても個々の企業におい
ても。
　ゴール９　産業と技術革新の基盤を作ろう

強靱（レジリエント）なイン
フラ構築、包摂的かつ持続可
能な産業化の促進及びイノ
ベーションの推進を図る

　我が国の自動車メーカー各社はCO2 の排出を実質
ゼロにする取り組みをスタートしている。前述したよ
うにトヨタ自動車は 2035 年までに実質ゼロにする目
標を掲げて取り組んでいる。
　一般工業製品分野でも環境対応のための課題は明確
になっているようだが、低温硬化型粉体塗装や高仕上
がり水性2液ウレタン硬化塗料の開発達成のためには
塗料メーカー、塗料原材料の供給メーカー、塗装機メー
カー、塗装設備メーカー、もちろん顧客企業との連携、
協業が不可欠である。
　しかし、考えてみれば、
●硬化温度の低温化
　特に粉体塗装系、電着塗装系における硬化温度
の低温化

●水性2液ウレタン硬化系の高仕上がり化
●より安価な粉体塗料の開発

などは、それこそ何十年にもわたって検討を重ねてき
た課題である。したがって、従来の研究・開発のやり
方を抜本的というか革命的に変えなくてはいけない。
　革命的な手法が人工頭脳：AI、進化した IT技術の
活用：DXなのだろう。そのためにはこれまでとは異
なる分野の技術者等との協業が不可欠になる。
　すなわち、ゴール17である。
　ゴール17　パートナーシップで目標を達成しよう

持続可能な開発のための実施
手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化す
る

　協業する相手は国内に限定してはいけない。
　今一度、皆さんの脱炭素に関わる開発テーマを見直
し一刻も早く脱炭素を実現していただきたい。
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