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はじめに

技術部長

低VOC塗料の普及の現状

大気汚染防止法の改正
（2004年 5月 26日公布）に

図 2 に（一社）日本塗料工業会が毎年実施して

より、揮発性有機溶剤
（VOC）に関して、工場・

いる｢塗料からのVOC排出実態推計｣より、各分

事業所において要件に合致した大型排出施設に対

野塗料中の 3種類の低VOC塗料の出荷量比率を示

して排出基準を決めるという法規制と事業者の自

した。建築資材はサッシや窯業建材などのライン

主的取組みによる削減の取組みが行われた。結果

塗装であり、電着塗装も多い。自動車･車両は、

として固定発生源全体で、2010年度は 2000年度

自動車新車以外にトラック、バスも含まれる。電

に対して 30%削減目標が達成されたため、その取

機・家電は重電機、家電製品、事務機器や計測器

組みは評価され、現在も継続されている。

類。建設･産業機械は建設機械、農機などの産業

一方、塗料分野においても、2000年度、53万 5
千トンのVOC排出量に対して、2010年度は、29
万 4千トンで 45%削減となり、その目標を大きく

機械。金属製品は鋼製家具、容器やカラー鋼板
（PCM）などの薄板製品に分類されている。
建築資材、自動車･車両分野では、水性塗料が

達成した。その後、塗料工業会の自主取組みによ

50%以上であるが、電気･家電、建設･産業機械

り、2018年度には 24万 2千トンで 55%を削減する

では、水性塗料は非常に少なく、むしろ、粉体塗

ことができた。しかし、図 1 の環境省VOCイン

料が多く採用されている。また、金属製品でも、

ベントリ検討会の報告書において、固定発生源品

水性塗料が減少し、粉体塗料が増えていることが

目別のVOC排出量全体に対して、塗料塗装から

わかる。

のVOC排出量は 38%を占めている。また、後述

全体として、建築資材、自動車分野では、水性

するが、建築や建築資材、自動車分野では、水性

塗料が普及しており、今後も徐々にではあるが増

塗料への置き換えが進んだが、一般工業分野にお

えることが予想される。また、電機･家電、建設

いては、低VOC塗料への変換がほとんど進んで

･産業機械、金属製品のいわゆる一般工業製品で

おらず、図 1 にみる 2011年度以降の塗料分野の

は、水性塗料は、あまり普及しておらず、むしろ、

VOC排出量の減少傾向は、国内の塗料出荷量の

VOC排出抑制対応として、粉体塗料が増える傾

減少の影響であると言わざるを得ない。

向にある。
一方、屋外塗装においては、建物分野で、建築
資材と同様に水性塗料が普及しているが、土木分
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固定発生源品目別VOC排出量（H29年度環境省VOCインベントリ検討会の資料から）
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野や船舶分野では、水性塗料は各々、7%、05%

ん、ハイソリッド塗料ではVOC排出量を大幅に

でほとんど普及しておらず、
ハイソリッド塗料
（塗

は削減できない。このように排ガス処理ができな

料固形分 70%以上）が多く使用されている。むろ

い屋外塗装でも、建築関係以外は水性塗料がほと
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表1
低VOC塗料種類
ハイソリッド塗料
（硬固形分）

VOC量
30%未満

水性塗料

10%未満

粉体塗料

1%未満

低VOC塗料の特徴と展開課題
長所
短所
展開課題
現有設備で対応
VOC削減効果小
仕上り性
導入しやすい
仕上り性
VOC削減大
排水処理設備 塗装作業性
（タレ・ワキ）
低臭気・非危険物化
塗装環境影響大 初期乾燥性、ハジキ性
無溶剤（ブロック剤あり）
専用設備
焼付温度・多色化
圧膜塗装
焼付温度

んど普及していないのが現状である。
その原因は、

回収により、塗料使用量を減らすことができるが、

周辺住民からの苦情もなく、溶剤形塗料の実績や

多色対応が求められる塗装専門業者では、吹き捨

施工コストが重視されているからであるとされて

てとなり、溶液型塗料と同じぐらいのロス率にな

いる。

る場合も多くなる。

しかし、工業塗装ラインは、VOC固定発生源
として、常に、国地方自治体から厳しく指導を受
けており、低VOC塗料の採用は、今後の事業の
継続に必須となっていくであろう。

工業塗装ラインにおける低VOC塗料導入
に関する課題

各塗料分野での低VOC塗料の普及の課題
と今後
各塗料分野においては、塗装環境などさまざま
な課題がある。
建築資材は、アルミサッシや住宅鉄骨などで水
性塗料である電着塗料が多く導入されている。ま

表 1 にハイソリッド塗料、水性塗料、粉体塗

た、窯業建材などの無機質材料には、アクリルエ

料の導入における長所、
短所とその課題を示した。

マルション系の水性塗料が使われている。これは、

水性塗料は、溶剤形塗料に比べて、塗装ライン

外装建材向けの水性エマルションのライン塗装版

における温度や湿度の影響が大きく、自動車塗装

と考えてよい。また、平板のライン塗装として、

ラインのように、塗装ブースなどの雰囲気環境の

凹凸模様、インクジェットの模様付けやクリヤー

制御が可能であれば問題ないが、雰囲気管理がほ

塗装など、比較的に容易に水性塗料が塗装されて

とんど行われていない一般工業塗装ラインでは、

いる。今後も水性塗料化は期待できるが、アルミ

水性塗料導入の大きな課題となる。また、水性塗

サッシや外装パネルなどの金属材には粉体塗料、

料の廃水処理設備におけるイニシャルコストだけ

海外建材規格による溶剤形ふっ素樹脂塗料が塗装

ではなく、維持管理も大きな課題となっている。

されるため、すべてが水性塗料となることはない

そのため、ハイソリッド塗料や粉体塗料が選ばれ

と考える。

ている傾向にある。
ハイソリッド塗料は、現有塗装設備で対応可能

自動車･新車分野では、水性塗料は普及されて
いると言われているが、その使用比率は50〜60%

な場合が多く、また、ワンコート化などの省工程

である。未だに、溶剤形塗料の新車ラインもあり、

によるさらなるVOC削減も検討されている｡ し

トラックキャビンやバス車両も溶剤形塗料が主流

かし､ タレ、ワキも含めた仕上り性の低下の課題

である。

は残る。

バンパーやドアミラーなどのプラスチック部品

粉体塗料は、設備を大きく更新する必要はある

は、プラスチック素材への適用性から溶剤二液形

が、比較的に簡単に塗ることができ、タレ、ワキ

ウレタン樹脂塗料が多くなっている。今後、環境

などが少ないこともあり、塗装業者はVOC対策

対応として、ハイソリッド化があるが、仕上り重

として導入の決断がしやすい。しかし、焼付温度

視の中で、塗装時の固形分が大幅に上昇すること

が一般的には 170℃以上であり、厚い板や大きな

は考えにくい。また、水性化については、塗装環

部材には、焼付乾燥炉を更新または新設しなけれ

境制御の設備対応が難しいため、自動車新車と同

ばならない。また、同色が多い塗装品であれば、

様の水性下塗りや水性ベースコートの方向にはす
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