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（6）まだまだ、これから SDGs ！
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
　2021 年夏季号から 1年間、「持続可能な社会の実現
を目指すSDGs」というテーマで執筆の機会をいただ
いた。
　2021年夏季号；
　「（1）まずはSDGsを知り尽くそう《SDGs保存版》」
　2021年秋季号；
　「（2）ビジネスを持続可能にするSDGsを！」
　2022年新年号；
　「（3）塗料・塗装産業分野における取組とは」
　2022年春季号；
「（4）線形経済から循環経済へ～限りある資源の効
率的な利用を～」

　そして前回、2022年夏季号の「（5）さあ、始めよう
SDGs！」を「しめくくり」とするつもりであった。
しかし、カーボンニュートラル達成に向けた先進事例
など、皆さんにお伝えしたいことはまだまだ山ほどあ
る。そのような訳で、この「持続可能な社会の実現を
目指すSDGs」シリーズは当分続けさせていただくこ
ととする。

２．足元の技術のブラッシュアップを！
　このシリーズでは塗料・塗装産業に携わる方々に向
け、SDGsの 17のゴールのうち、ゴール 13を最重要 
ゴールに掲げ執筆してきた。具体的には、カーボン
ニュートラル達成である。

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達成には何といっても、皆さんの足元の
技術を常にブラッシュアップし続けることが不可欠で
ある。つまり、ゴール 9もしっかり達成しなくてはな
らないゴールである。

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

　もちろん、ゴール12の「作る責任」は塗料メーカー
が常に意識し、絶対に達成しなければならないゴール
である。

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

　塗料・塗装産業で働く皆さんが、安全で健康的な職
場で将来の生活に希望をもって働き続けることも必達
ゴールである。

ゴール 8　働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長
及びすべての人々の完全かつ生
産的な雇用と働きがいのある人
間らしい雇用（ディーセント・
ワーク）を促進する

　2.1　塗料・塗装技術の基礎力の構築を！
　今回は、新入社員、新配属者から中堅・ベテラン社
員、もちろん経営層の皆さんにも不可欠な技術の学習、
ブラッシュアップについて述べたい。

図１ 第 13 回　塗装入門講座　講演予稿集～塗料・塗装技
術のブラッシュアップに最適～
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　塗料・塗装産業に携わる皆さんにお勧めしたいのが
一般社団法人　日本塗装技術協会が毎年開催している
「塗装入門講座」（1）のテキストである（図１）。
　表１に令和 4年度 第 13回 塗装入門講座のプログ
ラムを示す。地球環境と塗料塗装市場の現状から各論
迄一冊にまとまっているので使いやすい。特に、「塗
料・塗膜欠陥について」はお客様からの問い合わせに
大変有用であると毎年好評を博している。「粉体塗料
の特徴と適用法について」、粉体塗料の今後の展開に
ついて詳述されている「一般工業製品の塗装仕様と今
後の塗料動向」は本誌読者の皆さんには是非読んでい
ただきたい。令和4年度の特別講演の一つ「アルミ素
材に対する粉体塗装仕様考察と工業塗装で取組む環境
対応」は前回、本誌 2022 年夏季号でも紹介させてい
ただいた戸﨑産業株式会社 代表取締役 戸﨑 寿人様の
ご講演でありSDGs達成のためのヒント満載である。
　塗装入門講座は来年度も 10月に二日間にわたって
開催される予定である。毎年参加のリピーターもい
らっしゃる。塗料・塗装の基礎技術をブラッシュアッ
プするのに最適な講座である。

　2.2　情報収集を習慣に！
　本誌を愛読なさっている皆さんは日常的に新聞、業
界紙、インターネットなどで情報収集をなさっている
と思う。もし、情報源として（一社）日本塗装技術協
会のホームページ（1）が入っていなければ、今日から
利用していただきたい。
　前節で紹介した「塗装入門講座」の他に、年3回開
催される「講演会」、前年度の好評だった講演を選定
した「アンコール講演会」、「より深く本質的な、日々
の課題にヒントを与えてくれる塗装技術の話を聴き
たい！」そんな会員の熱い声に応えて誕生した「プロ
フェッショナルセミナー」、さらに年一回年度末に開
催される「塗料・塗装研究発表会」など、塗料・塗装
に関わっていらっしゃる皆さんには欠かすことのでき
ない情報源である。

《SDGs達成の具体的なヒント》
　令和 4年 9月 2日に開催された 2022 年度アンコー
ル講演会“「進歩し続ける塗装技術（Ⅲ）」～塗装エン
ジニアリングと環境対応の進化～”で講演されたトヨ
タ自動車の「塗装工業カーボンニュートラル（工場
CN）の取組み」は SDGs達成の具体的なヒントを与
えてくれる（2）。
　講演の中から一部を紹介する。
　2035 年カーボンニュートラル達成に向けて３つ
の方策を推進している。
①日常改善：６つの心得
徹底的な無駄の排除による省エネ
・ヤメル：設備見直し→電気の使用をやめる

日本の伝統技術「からくり」を使った
無動力装置

・トメル：無駄な運転→無駄なポンプを停止する
・ヒロウ：高温の排ガスを捨てている→廃熱を回

収利用
・ナオス：ホースの破れ、漏れ→漏れない素材で

修理
・サゲル：圧力高過ぎ→必要な圧力まで下げる
・カエル：蒸気で加温→ヒートポンプに変更
②ものづくり革新
・塗料ミニマム化：超高塗着エアレス塗装機

塗着効率75％→ 95％
・除湿レスリサイクル空調
・スペースミニマム化：超コンパクト省エネブー
ス

③再エネ・水素
・太陽光発電装置、風力発電装置を工場内に設置
 工場敷地を最大限活用し、再エネを導入してい
る。
・ 太陽光発電装置、風力発電装置を工場外に設置
 他社協業で開発
・工場での水素利用
 水素社会の実現に向けて技術開発、実証試験を
実施中である。
̶廃棄物のガス化、改質反応で水素を作る

表１　第 13 回塗装入門講座　プログラム

演　題 講　師
1 地球環境と塗料塗装市場の現状を学ぼう 元 旭サナック（株）　伊藤　春揮
2 塗料、塗膜の性質と評価方法 元 職業能力開発総合大学校　武井　　昇
3 液体塗料の特徴 塗料塗装技術研究所　奴間　伸茂
4 粉体塗料の特徴と適用法について 関西ペイント（株）　津田　裕久
5 水性塗料、電着塗料について 日本ペイント・オートモーティブ コーティングス（株）　藤田　　健
6 特別講演
自動車塗装工程の概要と課題 トヨタ自動車（株）　青木　貴史

7 塗装前処理の基礎 日本パーカライジング（株）　吉田　誠二
8 塗装機器の基礎と今後の動向 旭サナック（株）　白松憲一郎
9 塗料・塗膜欠陥について 関西ペイント（株）　安原　　誠
10 塗装と安全、衛生、規制 日本工業塗装協同組合連合会　鈴木　　譲
11 特別講演
アルミ素材に対する粉体塗装仕様考察と
工業塗装で取組む環境対応

戸﨑産業（株）　戸﨑　寿人
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̶太陽光由来電気で水を電解し水素を作る
̶水素と酸素を反応させ発電～燃料電池
̶都市ガスに水素を混ぜ燃焼し発電～ガスエン
ジン

̶水素バーナー
 鍛造：型予熱／熱処理炉
 塗装：乾燥炉

３．会社の壁を越えた技術交流を！
　最後に皆さんと是非とも共有したいゴールは“ゴー
ル 17　パートナーシップで目標を達成しよう”であ
る。

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

　前回も述べたが、今、世界中のあらゆる産業分野で
人類の必達課題として「2050 年カーボンニュートラ
ル」が取り組まれている。しかし、その実現は実に難
しい。どんなに巨大な実力のある企業であっても一社
だけでこの課題を達成することは困難である。
　嬉しいことに、この人類共通の課題達成のために、
会社の壁を越えて技術交流を図る動きが盛んになって
いる。もちろん知財権は尊重した上で、実のあるディ
スカッションを重ねることで、互いに学びあい、業界
全体の技術レベルをアップすることが可能になる。
　各社の得意技術を結合することで、単独では創造で
きなかった世界のライバルたちの追従を許さない新技
術が誕生することが期待される。
　さらに業界の壁を越えた動きも出てきた。本田技研
工業（株）とソニーグループ（株）の提携によるモビリ
ティ事業会社設立である（図２）。

《ソニー・ホンダモビリティ株式会社誕生》
　2022 年 06 月 16 日、ソニーグループ株式会社と
本田技研工業株式会社は共同でニュースリリースを
行った（3）。新会社は、高付加価値のエレクトリック・
ビークル（EV）の販売とモビリティ向けサービスの
提供を行う。すなわち、新会社は、Honda の最先端
の環境・安全技術をはじめとするモビリティ開発力、
車体製造技術及びアフターサービス運営の実績と、ソ
ニーが保有するイメージング・センシング、通信、ネッ
トワーク及び各種エンタテインメント技術の開発・運
営の実績を持ち寄り、利用者や環境に寄り添い進化
を続ける新しい時代のモビリティとモビリティ向け
サービスの実現を目指すという。
　自動車業界を変革する CASE（「Connected：コ
ネクテッド」「Autonomous：自動運転」「Shared & 
Service：シェアリング・サービス」「Electric：電動化」）
対応、カーボンニュートラル達成のために極めて有効
な期待できる新会社の誕生である。
　本誌読者の皆さんも引き続き、各々のSDGs達成を
目指していただきたい。
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