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いま、世界は脱炭素社会の実現に向けて猛烈な
勢いで動いている。欧州に続いて中国が二酸化炭

の多寡が市場における企業の価値を左右するのだ。
原材料の多くを石油資源由来物質に依存する塗

素：CO2 排出の実質ゼロ
（カーボンニュートラル）

料分野にとって、脱炭素は喫緊の最重要課題であ

を宣言し、これに日本、そして一時は温暖化対策

る。

の国際的枠組みである
「パリ協定」
に背を向けた米
国も倣おうとしている。
地球温暖化の原因となるCO2 などの温室効果ガ

本稿では、塗料・塗装分野における環境対応技
術について、工業塗装分野とりわけ自動車塗装に
関して解説したい。

スの排出を防ぐために、石油や石炭などの化石燃

なお、紹介させていただいた技術は主に、“塗装・

料から脱却することを目指し、太陽光、洋上風力

塗料に関する学術的、技術的、生産的、教育的事

やバイオマスなどの再生可能エネルギーの利用を

項について調査・研究を行い、もって塗装技術の

進め、さらには過去に大気中に排出されたCO2 を

進歩普及を図り、地球環境との調和による産業の

削減（ビヨンド・ゼロ）
して社会全体を低炭素化す

発展と生活の向上に寄与すること”を目的とする

ることは持続可能な世の中を実現するために不可

一般社団法人日本塗装技術協会の会誌「塗装工

欠なのだ。

学」、「講演会」、「塗装入門講座」、ならびに、長

化石燃料ビジネス分野でも、大手商社はすでに
発電燃料向け石炭事業の停止を表明しているが、
石油資源の開発を新たに手掛けない方針を固めた
商社も出現している。大規模な石油開発を続けて
きた商社の方針転換は産業界の脱炭素を一段と加
速させそうだ。
今後エネルギー事業では再生可能エネルギーを
拡大する一方、電気自動車
（EV）用の銅やニッケ

年仕事ぶりを実際に見て信頼できる技術者の総
説、技術資料などから引用させていただいた。

自動車の中塗り、上塗り塗装の変遷
1973年、筆者が塗料メーカーの合成樹脂研究・
開発部門で塗料用合成樹脂の研究・開発・実用化
の仕事をスタートした時の自動車中塗り・上塗り
3大テーマは、

ルなどの鉱山開発に経営資源を集中させる方向で

①水性塗料用合成樹脂の研究・開発

ある。

②粉体塗料用合成樹脂の研究・開発

さらに、投資会社はCO2 排出量をコストに換算
（カーボンプライジング）
し、財務情報に組み込ん
で投資判断に活用しようとしている。CO2 排出量
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③UV
（紫外線）
、EB
（電子線）硬化塗料用オリゴ
マー、合成樹脂の研究・開発
であった。いずれもVOC（揮発性有機物質）の低
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 動車塗料分野における市場ニーズに対する
自
塗料系の変遷

［高分子学会第 18回ポリマー材料フォーラム（2009.11.26）において筆者
の講演「塗料用高分子の開発」から引用］

図2

自動車塗装の塗膜構成

の欧米工場の複数ラインにおいても、1990年代
中頃から水性ベースコートが展開され始めたが、

減、ゼロ化を狙った環境配慮型
（当時は公害対策）

欧米の自動車塗装は日本の自動車塗装に比べ環境

塗料用材料の研究・開発であった。
「ハイソリッ

対応面では圧倒的に先行していた 4）。

ド塗料用樹脂の研究・開発」はこれら環境配慮型

日本において、1999年に
「特定化学物質の環境

塗料用樹脂の完成までの
「つなぎの役割」
としての

への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

テーマ設定であった。

る法律」（PRTR法、化管法、化学物質排出把握

しかし、自動車用中塗り、メタリックベース、

管理促進法）が法制化された。本法律は規制では

ソリッドの本格的、継続的水性化には 30年近く

なく環境負荷物質の収支実態の公表という位置づ

を要した
（図 1 ）
。水性中塗り塗料に関しては、関

けのものであったが環境負荷物質の削減を促す役

西ペイントが 1980年から 1986年の 7年間、いすゞ

割を果たしていると言える。これらの動きを受け

自動車藤沢工場においてラインオンしていた実績

てトヨタ自動車では 1999年の高岡工場で水性ベ

がある。ただ、1980年代半ばからの塗装外観品

ースコートの適用が開始され、本田技研工業は

質向上の流れに当時は塗料配合技術的に十分追随

2000年鈴鹿工場の新ラインで中塗り、ベースコ

できなかったことからセミハイソリッドの溶剤型

ートが水性化された 4）。

塗 料 に 置 き 換 わ っ た 経 緯 が あ る 1）。 粉 体 塗 料、

自動車塗装の塗膜構成を図 2 に、自動車塗装

UV・EB硬化塗料の本格的、継続的実用化には

工程の概要 5）、6）を図 3 に示す。現行の代表的塗装

至っていない。

工程は、電着塗装後焼付け、水性中塗り、水性ベ

自動車塗装に求められる項目としては、環境対

ース、溶剤形ハイソリッドクリヤーの 3層をWet

応力以外に商品力
（高性能・高機能性、高意匠性、

on Wet塗装にて塗り重ねた後に焼付け乾燥させ

塗装作業性、ライン適性など）1）〜3）およびコスト

ることから水性 3WET工程と呼ばれる。さらに、

パフォーマンスがある。1970〜1980年代、自動

中塗り工程そのものを省略する中塗りレス工程も

車メーカーにとって環境対応だけでは規制がない

採用されている。従来の溶剤形 2コート 1ベーク

限り塗装系変更のインセンティブにはなり得なか

方式に比べ、VOCの発生、CO2 の発生の大幅低減

ったことが、日本における環境対応が遅れた要因

が可能になった 2）。

と考えられる。一方、米国におけるEPAのClean
Air Act、ドイツのTA-LUFTなどのVOC規制の

水性3WET用塗料の開発

強化により、欧米では 1990年前後から自動車塗

水性 3WETシステムを実現するうえで、塗料

料の水性化が始まり、特に欧州ではドイツを中心

設計上の大きな課題は中塗り層とベース層の混層

に 1999年時点でベースコートでは全ラインの過

の制御であった。この課題は、中塗りの粘弾性を

半数が水性化されていた。日本の自動車メーカー

制御することでベースとの混層抵抗性を上げるこ
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自動車塗装工程の概要
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図5

直接帯電システム

画期的であり、それゆえ難度の高い水性3WET
システムの開発について淡々と述べてきたが、本

エアの流れ

図4

システムは長年にわたって築いてきたいくつもの

塗料粒子の飛行イメージ

塗料技術の精緻な組み合わせで初めて成り立つも

と、および中塗りとベースの極性差を大きくする

のである。より詳しくは本文末尾の文献 2）、3）を参

ことで達成することができた。これらの方策はベ

考にしていただきたい。

ース層の水分が中塗り層に移行することにより発
生する中塗りの再溶解
（低粘性化、乱流の発生）
に
起因する仕上がり外観低下防止にも寄与した。
平滑な塗膜を実現することも大きな課題であっ

自動車メーカーにおける水性塗料導入対応策
環境配慮型塗装システムの開発は塗料開発だけ
ではなし遂げることはできない。

た。硬化剤、硬化触媒、樹脂組成の適正化、およ

たとえば、トヨタ自動車では水性塗料の採用に

び顔料の分散度向上などの方策により、プレヒー

際しては、塗装工場内で 2つの大きな変更を必要

ト工程、焼付け工程において温度上昇〜硬化完了

としている。1つ目は静電気の印加方法である。

までの間、混相を引き起こさない程度の低粘度状

スプレーされた塗料粒子は、図 4 のようにエア

態を保つことが可能となった。適度な流動性によ

流に乗ってボディまで運ばれるが、ボディ近傍で

り下地の凹凸が隠蔽され、平滑な肌を形成するこ

はそのエア流が塗着の妨げとなる。静電塗装は塗

とができた。

料にマイナスの高電圧を印加して静電気力で塗料

耐チッピング性
（飛び石による傷の防止機能）
を

を付着させようという技術である。溶剤塗料の場

付与するためには、中塗りへの体質顔料、ポリウ

合、塗料の電気的絶縁性が高く数万ボルトの電圧

レタン成分の適用などが有効であった。これによ

をかけることは容易であるが水性塗料では塗料を

って、飛び石による衝撃エネルギーが吸収、緩和

介して電気がリークしてしまい静電塗装がなり立

され、傷付きを防止することが可能になった 。

たない（図 5 ）。そこで、電極ピンを塗装機の外部

2）
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