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自動車・補修は現場塗装が中心で、販売チャンネ

はじめに

ルも上記の品目群とは異なるので、本稿では除外

大気汚染防止法でVOC排出規制の対象となる
塗装設備は、塗装排風機能力が 10万m3/h以上、

して考えることにする。
自動車・新車と建築資材向け塗料では水性化が

乾燥送風機能力が 1万m /h以上の大型設備であ

比較的進展しているが、それ以外では 7割前後が

る。工業塗装では自動車ボディー塗装などの大規

従来型の溶剤型塗料のままであり、この傾向は

模な塗装設備を除けば、比較的小規模の塗装設備

10年以上前から変化していない。建築資材向け

が多くこれらはVOC排出規制の対象にはなって

塗料で水性化率が高いのは、窯業（セラミック）建

いない。このため、国内向けの工業用塗料では

材用として、エマルション塗料が多く採用されて

VOC含有量の少ない塗料への転換はあまり進ん

いるためであり、一液焼付型
（ポリオール樹脂の

でいない。

メラミン硬化やブロックイソシアネート硬化）や

3

VOC含有量を削減した塗料としては、高固形

二液常乾型（二液ウレタンや二液エポキシ）のよう

分塗料（ハイソリッド塗料）
、水性塗料、粉体塗料

な樹脂分子間に架橋反応が生じる塗料
（熱硬化型

などがある。本稿では水性塗料について、工業塗

塗料）の割合は水性塗料全体の 1/5程度である。

料における現況を概観したのち、工業塗料の中で

金属製品、機械、電気機械では、粉体塗料もある

は例外的に水性塗料化が進展している自動車用塗

程度採用されているものの、従来型の溶剤型塗料

料の現状を通じて、工業塗料での水性化を進展さ

が依然として主流であり、これらの多くが熱硬化

せていく上での課題を探ってみたい。

型塗料である。また、採用されている水性塗料も

工業用塗料における水性化の現況
表 1 に2018年度の主な塗料品目ごとの塗料販売
出荷量に占める低VOC塗料の割合を示す。表に示

熱硬化型塗料が中心であり、この分野における水
性化が進展するためには、熱硬化型であって溶剤
型塗料と同等の塗装作業性と塗膜性能を持つ水性
塗料の開発が必要と考えられる。

した数値は日本塗料工業会の報告値 を基にして

この意味では、水性化率が比較的大きく、また

いる。工業用塗料をライン塗装が中心の塗料と考

熱硬化型塗料の割合が多い自動車・新車用におけ

えると、表 1 で示した品目の中では、上から自動

る水性塗料化の技術的内容と課題を検討すること

車・新車、金属製品、建築資材、機械、電気機械

は参考になると思われる。

1）

までが該当する。それ以下の建物、船舶、構造物、
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表1

2018年度の塗料出荷量と低VOC塗料の割合（日本塗料工業会資料 1）より抜粋）

品目
自動車・新車
金属製品
建築資材
機械
電気機械
建物
船舶
構造物
自動車・補修

塗料出荷量
合計
（トン）

従来型溶剤
塗料の比率
（%）

209,753
95,281
69,837
44,518
23,860
372,674
107,306
75,362
20,495

40.1
67.5
23.3
77.1
69.3
30.8
39.4
50.8
91.7

環境配慮の低VOC塗料の比率
（%）
高固形分
無溶剤塗料
水性塗料
粉体塗料
溶剤型塗料
（粉体以外）
56.4
3.0
0.6
0.0
15.6
0.2
16.7
0.0
72.3
0.0
4.1
0.3
6.4
1.3
15.3
0.0
5.9
1.2
23.5
0.0
64.3
1.3
0.0
3.7
0.5
60.1
0.0
0.0
7.1
39.3
0.1
2.7
8.2
0.0
0.0
8.3

自動車塗装における水性化の状況と課題
自動車新車用塗料においては、大気汚染防止法
の施行により溶剤の有機溶剤から水への変換が急
速に進行した。溶剤を全く含まない粉体塗料は、

クリアートップコート(30〜40μm)
ベースコート(10〜15μm)
中塗り(30〜35μm)

薄膜で平滑な塗膜外観を得ることが困難であるこ

電着下塗り(15〜20μm)

と、高コストなどの理由で、検討はされたが、採

基材
（脱脂・化成処理済み）

用はほとんど進んでいない。

図1

1 . 自動車塗装の塗膜構成と各塗膜層の機能、塗

自動車塗装の塗膜構成

装方法
鋼板部に対する自動車塗装の典型的な塗膜構成

ルポリオール樹脂をメラミン樹脂で加熱硬化させ

を図 1 に示す。プレスラインより送られてきた

るバインダー系が主流で、ウレタンディスパージ

ボディーは、プレス油を除去する脱脂工程、リン

ョンやタルクなどを混合して衝撃緩和能力を付与

酸亜鉛などによる化成処理が施されたのち、図に

する。

示した塗膜が下から順に塗装される。

上塗りは、色彩や光輝感などの意匠を付与する

まず、鋼板の防錆を目的とした下塗りが電着塗

ベースコートと、光沢、耐候（光）性を付与するク

装により施される。電着塗装は、大きな塗料浴に

リアーコートの 2層構成が一般的である。ベース

ボディーを浸漬し、鋼製ボディーを帯電させ、ボ

コートはアクリルポリオール樹脂とメラミン樹脂

ディーと反対電荷の塗料構成樹脂をメッキのよう

の加熱硬化系に、有機や無機の着色顔料、厚みが

に電気的に析出させる塗装である。袋状部など複

1μm〜2μm、長さが数μm〜数 10μmで板状のア

雑な形状の奥の方まで塗料が回り込んで析出し、

ルミフレーク顔料やパールマイカ顔料を分散させ

エアスプレーなどの霧化式塗装機では不可能な部

たものである。クリアーコートのバインダー樹脂

分まで塗装することが可能である。現在では樹脂

系は、かつてはベースコートと同様にアクリルポ

が正電荷でボディーが負帯電のカチオン電着塗装

リオール樹脂とメラミン樹脂の一液加熱硬化系が

が主流である。樹脂には鋼板に対する密着性や耐

主流であったが、酸性雨による劣化（シミやエッ

食性の良好なエポキシ樹脂が用いられ、ブロック

チング発生）防止のため、酸−エポキシ硬化系の

イソシアネートによる架橋が生じるように設計さ

ような非メラミン架橋系に移行した 2）。

れている。
中塗りの目的は、紫外線に弱いエポキシ樹脂で

中塗り、上塗りの塗装では、エアスプレーもし
くはベル型塗装機が一般に用いられる。通常の塗

構成される下塗り電着塗膜層への紫外線透過阻止

装工程では、電着下塗り塗装と中塗り塗装の後で、

と、飛び石などによる力学的衝撃の緩和、上塗り

それぞれ加熱硬化と冷却の工程が入り、上塗り工

と下塗りの密着性の確保などである。ポリエステ

程ではベースコートを塗装した後、ベースコート
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性有機溶剤やブロックイソシアネート由来のブロ

その他
7%

電着
2%

ック剤である。環境対応としては、鉛やクロムな
どの有害重金属を含む防錆顔料を使用せずに、従
前の防錆性を確保することが、リン酸亜鉛などの

クリアーコート
19%

新規防錆顔料と、バインダーの密着性や腐食物質

ベースコート
51%

透過抑制能の進歩で、おおむね達成されている 4）。
クリアーコートに関しては、粉体クリアー・水

中塗り

性クリアーが盛んに検討された時期もあるが、塗

21%

料設計上も塗装設備上も困難な課題が多く、ほと
図2 従
 来 型（有 機 溶 剤 型）自 動 車OEM塗 料 か ら の
VOC放出量 2）

んど実用化されていない。耐酸性雨性の酸/エポ
キシ架橋系や 2液ウレタン架橋系の有機溶剤型高
固形分塗料が主流である。日本塗料工業会（日塗
工）
「環境配慮塗料の種類と内容
（平成 21年改訂

が生乾きの状態でクリアーコートを塗装して、一

版）
」では、高固形分塗料はVOCが 30%以下、ま

度に硬化させる
（2コート 1ベーク）方式が一般的

たは塗装時VOCが 420g/L以下の塗料と規定され

であったが、最近では加熱硬化や塗装の回数を削

ている。塗装時の粘度は一定の値でなければなら

減する試みがなされている。

ないので、高固形分濃度にして有機溶剤の量を少

2 . 環境対応

なくするためには、樹脂の分子量は必然的に低く

有機溶剤型塗料を中心として設計された旧来の

なる。低分子量でも従来と同様の塗膜物性や塗装

塗装系
（有機溶剤系）では、塗装面積当たり 50〜

作業性を発現させるためにさまざまな工夫が必要

60g/m の 揮 発 性 有 機 化 合 物
（Volatile Organic

となる。

Compounds : VOC）を排出する。各塗膜層の形成

3 . ベースコートの水性化

2

に伴い排出されるVOCの量が総排出量に占める

本項ではベースコートの水性化について、技術

割合を図 2 に示す 3）。最も多いのがベースコート

課題と解決手段について説明するが、中塗りにつ

で、以下、中塗り塗料、クリアーコート、電着塗
料の順となっている。このことから、水性化によ

いても課題はほとんど共通である。
（1）溶剤としての水の特異性と塗料・塗装設計上

るVOC削減の主な対象は、中塗り塗料とベース

の課題

コートとなった。

水は水素結合による分子間力が非常に大きい。

電着塗料は、その原理から導電性の高い水を主

このため、分子間力に由来する溶解性パラメータ

溶剤とする塗装方法であるので、導入以来、水性

ー（SP）や表面張力、蒸発潜熱が、一般的な有機

化が実現されており、VOCの排出量は少ない。

溶剤に比べると大きな値を示す。表 2 にトルエ

僅かに排出されるVOCは、親油性原材料を塗料

ン
（最近では毒性のために使用されなくなってき

中に配合する際に、付随して持ち込まれる水可溶

ているが、一時期は大量に使用されていた有機溶

表2
溶解性パラメーター（SP）値
（cal/cc）1/2
沸点（℃）
蒸発潜熱（cal/g）
相対蒸発速度
（酢酸ブチルを100）
表面張力（mN/m）
誘電率（20℃）
吸着のドライビングフォース

40

水を溶剤として用いる際の留意点

水

トルエン

23.5

8.9

100
540
38

110.6
98.6
200

72.6

28.5

80.1
疎水性
相互作用

塗料用溶剤としての水の特異性
通常のバインダー樹脂は溶解しない。エマルション樹脂など分散型樹脂がよく利用され
る
沸点の割に蒸発潜熱が大きいため、蒸発が遅く、タレやすい。その割には沸点が同等で
あるので、ワキやすい
被塗物や顔料への濡れ性に劣る
ハジキ・ヘコミが生じやすい
静電プロセス（静電塗装など）
に要注意

2.24
酸塩基
分散安定化に必要な顔料表面や分散剤の要件が異なる
相互作用
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剤の代表的存在。
）
との比較で、それぞれの値を示

水分子

すとともに、
溶剤として用いる際の留意点を示す。

水素結合

水はSP値が有機溶剤に比べ格段に大きい。
「SP

酸素原子
水素原子

値が近いもの同士ほど良く混じり、良く溶ける」
ので、SP値の小さい有機溶剤型塗料用のバイン
ダー樹脂は水に溶解しない。耐水性を含めた塗料
物性を確保しつつ、水に安定に溶解もしくは分散

図3

するバインダー樹脂を新たに設計する必要がある。

水の構造

沸点はトルエンと同等であるが、蒸発潜熱が極
めて大きいので蒸発が遅い。このため、塗膜硬化
過程
（自動車塗装では、一般的に 130〜150℃・15

ねない。
表面張力は固体表面に対する濡れ性を支配する。

〜20分程度）
で、比較的遅くまで塗膜中に残存し、

一般的には、濡らす物（塗料）の表面張力が、濡ら

バインダー樹脂の架橋がある程度進んでから突沸

される物（被塗物）の表面張力より小さいことが、

のように飛び出すと、その跡がピンポールとなっ

良い濡れ（接触角が小さい）の条件である 5）。水は

て塗膜欠陥につながる。

表面張力が有機溶剤よりも格段に大きいので、特

自動車ボディーの塗装に使用される塗装機は、

にプラスティック基材や有機顔料などの有機物に

エアスプレーやベル型塗装機などの霧化型塗装機

対する濡れが不良である。このため、バインダー

が主流であるが、塗装機から塗料が吐出される際

樹脂水溶液の表面張力を下げる工夫が必要とな

には、塗料を微粒子の霧状にするために、粘度は

る。なんらかの原因で油のような低表面張力物質

低いことが必要である。一方、自動車ボディーに

が被塗物に付着したり、塗料中に混入（コンタミ）

塗着した後は、粘度が低いと垂れて膜厚が不均一

すると、塗膜が低表面張力物質の周りを避けて硬

になったり、アルミやパールマイカなど鱗片状顔

化してしまい、ハジキと呼ばれる欠陥になる。水

料のボディー面に対する平行配向が乱れて外観不

性塗料の構成成分では、溶剤の水だけでなく、バ

良になったりする。有機溶剤型塗料では、霧状の

インダー樹脂も水に溶解・分散させるために高表

塗料粒子が塗装機からボディーまで飛行する間の

面張力であり、有機溶剤型塗料に比べるとハジキ

溶剤蒸発や、蒸発速度とバインダー樹脂の溶解性

が生じやすい。さらに、泡が発生しやすく消えに

が異なる複数の溶剤を併用することで、微粒化か

くいので、泡跡が塗膜欠陥となることもある。

ら、塗着後のタレや配向、さらには塗膜表面の平

塗着効率や複雑形状部への回り込み塗着が良い

滑化（レベリングと呼ばれる）までを制御できる。

ことから、ボディー塗装では静電塗装が採用され

一方、水の場合は蒸発が遅く、飛行中の粘度上昇

ている。表 2 に示すように、水は誘電率も大き

はほとんど期待できない。また、他の溶剤を併用

いので電気を通しやすく、塗料を通じての漏電な

することも原則できないので、
「塗装時は低く、

どの問題があり、従来の有機溶剤型塗料用の静電

塗着後は高く、ただしレベリングのための流動性

塗装システムは使用できない。

は必要」という粘度制御の手段を考える必要があ
る。

水は液体状態であっても、図 3 に示すように、
1つの分子が正四面体の中心に位置し、ほかの分

さらに、水は蒸発潜熱が大きいので、加熱乾燥

子が 4つの頂点付近を熱振動しながら、周辺のほ

に要するエネルギーが大きい。また塗装環境の温

かの分子と水素結合で相互作用する比較的規則正

度や湿度に蒸発速度が大きく依存するので、自動

しい構造を取る。疎水性物質が入ってくると、そ

車塗装のように多層構造の塗膜構成で高外観が必

の周りだけ正四面体の構造を少し歪めて“かご”の

要な場合には、温湿度の調整が必要になり、その

ようなスペースを作り、その中に疎水性物質を収

ためのエネルギーも必要となる。このため、
「排

納しようとする。このような構造を取るためには、

出量でVOCは減ったもののCO2 は増加」になりか

疎水性物質の周囲の水分子は、バルクの水分子よ
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