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「塗装業界における2020年代の環境問題と自動化」の講演を終えて

平野　克己＊

トピックス

*　日本塗装機械工業会　専務理事

　2021 年２月２日に粉体塗装研究会 2021 年第１回目
セミナーとして、日本パウダーコーティング協同組合
と合同で実施した。この講演については全国中小企業
団体中央会の令和2年度中小企業組合等課題対応支援
事業の一環としても実施致しました。この事業では講
演終了後もフォローを行っていくことが入っており、
今回この「パウダーコーティング誌春季号」に講演の
趣旨等を要約して掲載いただくことに致しました。

（事務局）

１．本講演の主旨
　工業塗装は、産業界のもの作りの中では、付随的に
見られ親会社や製品設計部門の意向に左右されてきた
が、2030 年の SDGs を目指すためには、バックキャ
ストとして独自の目標を設定して発展を期したい。こ
こでは、そのキーワードを「環境」と「自動化」に絞っ
て説明する。

２．塗装装業界の2030年SDGsの目標
2020 年代に入り、国際的には 2030 年に向けた SDGs
に取組むスタートとなった。SDGs の 17 項目の中か
ら塗装の「環境」「自動化」で選定し下記に示す。
　7.　エネルギーをみんなにそしてクリーンに
　9.　産業と技術革新の基盤をつくろう
　12.　つくる責任　使う責任
　13.　気候変動に具体的な対策を
　17.　パートナーシップで目標を達成しよう

３．今回のセミナー
　今回のセミナーは下記目次に従ってパワーポイント
によりウェビナー方式で行った。
　・1.　塗装の正負の環境負荷
　・1.1　塗装の役割・貢献
　・1.2　遮熱
　・2.　塗装ラインの実情把握
　・2.1　塗装の環境負荷
　・2.2　CO2排出量
　・2.3　削減目標
　・2.4　電磁波と塗料　
　・3．塗装の自動化
　・3.1　自動化管理項目
　・3.2　自動化方法比較
　・3.3　ニーズの変化

　3.1　塗装の正負の環境負荷
　塗装は環境問題の負のイメージが強いが、CO2 問題
では多大な貢献をしており、塗装によるCO2 削減の
例を鉄材の塗装による寿命延長で示す。
　3.1.1　塗装により鉄の生産がどれだけ減っているか
　鉄は製鉄するために多大のCO2 を排出しているた
め、塗装により鉄製品の寿命が延びればCO2 削減と
なる（図１）。
　3.1.2　日本の年間の鉄の寿命延長によるCO2削減量
　例として、金属用塗料50万トン／年を鋼板に 30 μm 
塗装すると、鋼板の総面積は、塗料NV50％、両面塗
装とすれば、37億m2 となる。
　鋼板を 2 mmと仮定すると 37億m2 の鋼板の重量
は 5850万トンとなる。
　この鋼材を製鉄所が製造するために排出するCO2
排出量は鋼板の排出係数 2.0 より 1億 1700万トン／年
となる。これが塗装により防げることになり、日本の
年間 11.4 億トンの排出量の 10％の削減に寄与するこ
とになる。
　なお、鋼材の寿命が１年から５年に延びた場合は8.5
億トンのCO2 削減となる。
＊排出係数：工業製品を製造する時に生じるCO2 の
量を製品別に決めている（環境省）

　3.1.3　遮熱塗装による空調電気のCO2削減例
　一例として 1万トン／年の遮熱塗料を工場屋根に塗
装した場合、CO2 削減量はCO2 削減量＝ 0.387 × 65
億 kW＝ 25億 kg CO2 ＝ 250万トンCO2／月を示す。
　3.1.4 塗装産業からの環境負荷削減の貢献度の数

値化
　上に示した例のように、塗装により環境負荷、例え
ばCO2 排出量削減など貢献している数値化が図られ
ていないため、マイナス面のみ強調されてきた。今後

図１　塗装による寿命延長



7

パウダーコーティング　Vol.21 No. 2

は、正負ともに客観的な数値を把握、公表して評価を
受けたい。

４．事業者がまず着手すること：塗装ライン
の実情把握から環境負荷把握

　現在の塗装ラインの情報は、トータル情報、アナロ
グ情報が主体でデジタル化されたデータ管理が遅れて
いる。例えば、電気代はトータルで月の金額しか把握
されておらず、いつ、どこで、どれだけ使用されたか
は不明である。その結果、コストダウンが進まず、ま
たCO2 削減の方策が立てられない。ここでは、自社
ラインの実情把握からデータ管理の手法の一例を紹介
する。

　4.1　モデルラインでの数値化
　一般的な前処理して塗装するコンベア連続塗装ライ
ンを仮定する。
　・被塗物：金属製品
　・寸法：600 L× 900 W× 1200 H
　・塗装面積：200 [m2/hr]
 （35,000 m2／月、420,000 m2／年）
　手順として、塗装ラインのフローシートを作成する
（図２）。これは、配管、ダクトなどを線で結ぶ作業で
あるが、設備メーカーに依頼する事も可能である。
　次に、着眼する事項を工程別に把握するマップ（表）
の作成でデジタル化の基礎資料となる。

　4.2　CO2 排出量の把握
　作成したフローシートとエネルギーマップから工程
別のCO2 排出量が算出でき（図３）、今後予想される
ゼロカーボンに対するCO2 削減へも具体的な目標が
設定可能となる。
　その他、水質、大気の負荷物質、産業廃棄物など塗
装ラインが関与する環境負荷に関してデジタル化した
数値を把握し、一つの対策の影響なども評価すること
が可能になる。

　4.3 本モデルラインからの環境負荷低減目標の
設定例

　このモデルラインからVOCとCO2 の排出量を算出
すると下記となる。
　VOC排出量：3500 kg／月　42トン／年（日本の排

出量 150万トンの 0.003％）
　CO2 排出量：99453 kg／月　1200 トン／年（日本の

排出量 11.4 億トンの 0.0001％）
　2030年 SDGsの目標設定（各 50％減目標とする）
　VOC排出量：20トン／年
　CO2 排出量：600トン／年
　これらの目標に対して、どの工程で対策を取るかな
ど 10年計画を立てて対応する。なお、VOC排出量の
目標はゼロが望ましい。

図２　塗装ラインフローシート
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表１　エネルギー関係

（エネルギー電気25円／kW、LPG100円／kg、水 200円／m3）

発生工程 必要材料
関連機器 エネルギー消費 使用量（／月） コスト〔円／月〕

①剥離
　ブラスト処理 剥離設備 電気 40kW 0.1 万

②前処理
　脱脂・化成処理
　水切乾燥

前処理設備
電気
LPG
水

4000 kW
13000 kg
200 m3

10 万
130万
4万

③調合 換気設備 電気
④塗装
　霧化塗装 ブース 電気

LPG
1500 kW

（冬 1,000 kg） 4万

⑤セッティング
　室温 換気設備 電気 100 kW 0.25 万

⑥乾燥
　熱風乾燥

乾燥設備
排ガス処理設備

電気
LPG

1500 kW
7000 kg
4000 kg

4万
70万
40万

⑦塗膜研磨
　空研ぎ 研磨設備集塵機 電気 10 kW 0.02 万

⑧塗膜 検査装置、機器 電気 10kW 0.02 万

図３　工程別CO2発生量（kg／月）

５．塗装ラインの自動化
　塗装は有機溶剤を含む塗料を取り扱う関係上、どう
しても作業者、周辺への健康被害を伴うため、塗装工
程の自動化は「塗装ロボット」の導入で大企業の一部
では省人化の面では自動化が進んでいる。しかし、中
小の塗装ラインでの塗装の自動化はロボット化が進ま
ず、レシプロ方式などで塗料の無駄な廃却を伴い環境
負荷増大の要因になっている（表２）。
　一方、塗装をコストも含めた総合評価すると、前処
理、塗装工程で余裕を持った管理幅での生産となって
おり、他産業に比べて大幅な改善の余地が残されてい

る。この最大の原因は塗装のデジタル化の遅れに起因
しており、被塗物単体の面積、それに関わる処理剤、
塗料代、燃料代などのアナログ管理を見直したい。塗
装の自動化の目的の変化を示す（図４）。

　5.1　塗装現場のロボット化
　少子高齢化を迎え、塗装現場での全作業はロボット
化される時代となる。容易にロボット化出来る作業と
しては、着脱荷、塗装などの単純作業があり、検査、
原材料調整などは IoTなど駆使し全工場と連結した
形でのロボット化が期待される（図５）。
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表２　自動化方法の比較　塗装方法（塗装機）

人手 レシプロ ロボット
生産能力 小 大 中

被塗物形状 全て ガンの
垂直面 全て

被塗物寸法大 不適 適 中間
被塗物寸法小 適 不適 適

被塗物種類変化 対応 対応 ティーチング
必要

塗膜のバラツキ あり あり なし
補正の必要性 無し あり 殆んどなし
不良率 中 大 小
塗料使用量
（産業廃棄物） 小 大 小

設備投資 小 中 大
メンテ費用 小 中 大
トータル塗装
コスト 大 中 小

図４　「塗装の自動化」目的の変化

図５　10年後の塗装工場

図６　SDGs17：技術革新のパートナーシップ
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　5.2　塗装工場の自動化
現在の自動化は工程管理（温度、液面など）中心だが、
今後は最小コストを目的とした被塗物情報に適合した
自動管理となる。例えば、被塗物の面積の大小、重量
の大小により、工程管理を最適値に自動設定するなど
考えられるが、特性値設定、センサー開発など技術開
発の課題は多い。

６．技術革新のためのネットワーク構築
　塗装は大学での学問分野になってないため、課題克
服時に学術関係の支援が期待できない状況を、テーマ
設定時にネットワーク構築に挑戦したい（図６）。平
成 14年に「塗装」がサポインとして補助金対象の基
盤技術に認められたが、今後は塗装が塗装学として学
術界に認められる日を期待したい。




