
 
平成２８年１月２０日（岡山） 

 
 

株式会社三菱化学テクノリサーチ 
客員研究員 藤井俊治 

 

中国経済産業局主催 VOC排出抑制セミナー  



自己紹介 
●某化学会社に入社、四日市工場、鹿島工場で化学工場 

 の運転管理、建設、環境安全管理を経験 

●本社で石油化学の企画、地球環境部、環境安全部の 

 業務に従事 

●三菱化学テクノリサーチでは環境問題、保安問題に関す 

 る国（経済産業省、中国経済産業局、関東経済産業局、 

 九州経済産業局、環境省、厚生労働省、消防庁など）の 

 調査事業を受託、実施 

●中小企業の環境対策への取組を支援する調査、特に 

 VOC排出抑制対策には９年間従事 

 （平成２６年度は中国経済産業局の調査を担当） 
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本日の話 
１． 

２． 

  １）ムダを減らす 

  ２）範囲を減らす 

  ３）やり直しを減らす     

３. 中国地域のVOC排出抑制取組事例 
  １）塗装、 ２）印刷、 ３）洗浄、 ４）接着、 ５）化学 

４．さまざまなVOC排出抑制取組事例 

５．明日から取り組めるVOC対策 
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ＶＯＣの排出削減の必要性と自主的取組 

もうかるＶＯＣ排出抑制の取組事例 



VOC排出削減の自主的取組とは 
法的な罰則はない。しかし、 

 VOC排出削減は国民の責務とされている。 

法規制ではないので、可能な範囲で削減すればよい。
投資が必要な対策を無理にやることはない。 

従業員の健康、家族の健康のためになる対策は 

 優先的に実施するのがよい。 

悪臭問題等近隣住民の苦情対策は企業の社会的責
任という観点から実施が望ましい。 

 コスト削減につながるVOC対策や省エネになるVOC
対策は、他社の実施例を真似てどんどん実施すると
よい。 
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もうかるVOC排出抑制の取組事例 
（塗装におけるVOC対策） 

●塗料のムダを減らす   （塗着効率の向上）  

    →→→ 塗料・溶剤の購入費減少 

●板金補修範囲を減らす  （塗装面積の減小） 

    →→→ 補修時間短縮、使用塗料減少 

●塗装のやり直しを減らす （ゴミ・ブツの減小） 

    →→→ 生産性向上、使用塗料減少 

 

★効果：コスト削減、作業環境の改善、 

     従業員の健康維持、VOC排出削減 
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ＶＯＣの排出削減継続の必要性 

◆目   的：光化学オキシダントの削減 

◆削減目標：平成１０年度比平成２０年度３割削減 

◆削減手段：法規制（大型設備）で約１０％削減 

        自主的取組で約２０％削減 

◆削減結果：平成２０年度４４％削減 

         平成２３年度４８％削減 

◆削減効果：光化学オキシダント注意報減少せず 

◆ＶＯＣ政策：自主的取組によるＶＯＣ排出削減の継続 
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塗料のムダを減らす 
塗着効率の向上（１）  出典: 東京都VOC対策ガイド 塗装編 

スプレー塗装における塗料成分の流れ 
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噴霧した塗料
の６０％はムダ  



塗料のムダを減らす 塗着効率の向上（２）    
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 塗着効率と塗料使用量→VOC排出量 

塗着効率が４０％→５０％になると 
VOC排出量が２０％減少 



塗料のムダを減らす 塗着効率の向上（３）  
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 スプレーガンの種類と塗着効率の関係 

スプレーガンによって 
塗着効率が変わります 



 塗装条件と塗着効率の変化 
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塗料のムダを減らす 塗着効率の向上（４） 塗装技能で塗着効率に
差が出る 



塗料のムダを減らす 塗着効率の向上（５） 
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スプレー塗装者の違いによる塗着効率の測定例 
 

塗装技能講習の受講
で技能向上を！ 

出典: 東京都VOC対策ガイド 塗装編 



もうかる鈑金塗装の具体例 
補修範囲を減らす→塗料を減らす 
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■自動車鈑金塗装工場（新潟県）の実施例 

従来の鈑金塗装方法 

      ↓発想の転換 

最小範囲のパテ、サーフ 

      ↓ 

最小範囲の塗装 
        ↓ 

塗料使用量１／３に ＋ 補修時間の短縮 
 



従来の方法 
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出典:東京都VOCセミナー（２０１５年７月） 

改善方法 



塗装部直径 ２８ｃｍ→ １６ｃｍ 
塗装面積 ６１５ｃｍ２→２０１ｃｍ2 
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出典:東京都VOCセミナー（２０１５年７月） 

改善効果 



塗り直しを減らす 

●品質不良発生すると  （原因→ゴミ・ブツ）  

●塗装剥離→剥離剤使用、VOC発生、作業・コスト増加 

●再塗装 →塗料使用、VOC発生、エネルギー使用増加、 

         CO2発生増加、作業増加、コスト増加、 

          

■ゴミ・ブツ不良の解消は、VOC削減、 

  省資源・省エネルギー、コスト削減になる 
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ゴミ・ブツの発生場所と要因 
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塗り直しを減らす（２） 



 
 
 
 
 
 
 
ゴミ・ブツ対策の実施例 出典：工業塗装ライン洗浄のすすめ 

                                       国際工業塗装高度化推進会議 
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塗り直しを減らす（３） 
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塗り直しを減らす（４） 
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塗り直しを減らす（５） 
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塗り直しを減らす（６） 
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塗り直しを減らす（７） 



22 

塗り直しを減らす（８） 
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塗り直しを減らす（９） 
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塗り直しを減らす（１０) 



25 

塗り直しを減らす（１1) 
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塗り直しを減らす（１2) 
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塗り直しを減らす（１３) 
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塗り直しを減らす（１４) 



29 

塗り直しを減らす（１５) 
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塗り直しを減らす（１６) 
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塗り直しを減らす（１７) 
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塗り直しを減らす（１８) 
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塗り直しを減らす（１９) 
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塗り直しを減らす（２０) 
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塗装ゾーンの徹底清掃     

塗装ブース清掃 

塗り直しを減らす（２１) 
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塗り直しを減らす（２２) 
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塗り直しを減らす（２３) 
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塗り直しを減らす（２４) 
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塗り直しを減らす（２５） 
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塗り直しを減らす（２６) 



41 

塗り直しを減らす（２７) 



42 

ゴミ・ブツ対策は
VOC対策であり、 
信用を維持できる 

塗り直しを減らす（２８) 



VOC排出抑制対策 
中国地域企業の実施事例 

１．中国地域におけるVOC排出抑制自主的取組 
  事例集について 

 

２．具体的な事例紹介 

    塗装、オフセット印刷、グラビア印刷・・・・・ 
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中国地域における 
VOC排出抑制自主的取組 
事例集について 

 
 ご説明順序 

◆事例集の構成 

◆明日から取り組めるVOC対策の事例 

◆さらに具体的内容を知るための情報源 
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この事例集は、中国経済産業局のHPにカラー版で掲載されています。 
http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/kankyo_recycle/150304.html 



取組事例の収集方法 
１．中国地域のＶＯＣ取扱い企業への 

   ヒアリングで収集した取組 

 

２．これまでに国、自治体、業界団体が 

   調査したＶＯＣ対策 

 

３．これまでに国、自治体、業界団体等の  

   セミナーで発表されたＶＯＣ対策 

45 



事例収集の方針 
 中小企業が取り組みやすい事例 

 他の工場で参考になる現場の工夫 

 小さな効果を積み重ねている事例 

 取組を継続する工夫と努力 

 設備投資が要らない作業改善 

明日から取り組めるＶＯＣ対策の事例
を集める。 
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ＶＯＣ取扱い対象業務 

◆塗装（工業塗装） 

◆印刷（オフセット印刷、グラビア印刷） 

◆洗浄（産業洗浄） 

◆接着（ラミネート、粘着シート他） 

◆化学（化学品、石油製品製造） 
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事例集の構成 
１）ＶＯＣ削減対策の全体像 

  ・・・・対策項目別に図示 

２）ＶＯＣ削減対策の全体一覧表 

  ・・・・公開された対策事例一覧 

３）中国地域企業の取組事例 

  ・・・・ヒアリングで集めた事例 

４）参考資料のＵＲＬ 
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工業塗装の工程例 
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VOC排出削減対策の全体像 

塗装の例 
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事例集 ｐ．４ 
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事例集 ｐ．４ 
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事例集 ｐ．９ 



53 

事例集 ｐ．１０ 



 溶剤ロスの減少  
   容器のフタ閉めの効果 

ペダル式 
容器 

出典 ： P&Eマネジメント 
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缶の注入ノズルにキャップ取り付け 

事例集 ｐ．１５ 
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使用済みウェス容器 フタ付き  

事例集 ｐ．１６ 



 調合塗料缶にフタ設置（１） 
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事例集 ｐ．１４ 



調合塗料缶にフタ設置（２） 
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事例集 ｐ．１５ 



塗料・シンナーの洗浄ロスの削減 

59 

テフロン製ホース 

洗浄ロスの削減 

塗着効率の向上 
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帯電防止用薬剤 
エレクリーナー 
もゴミブツ不良の 
抑制に有効 

ゴミ・ブツ対策の例 
事例集 ｐ．１３ 

事例集 ｐ．１４ 



低VOC塗料への転換 
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出典: 東京都VOC対策ガイド 塗装編 
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ハイソリッド塗料への転換 
事例集 ｐ．１８ 
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無溶剤塗料への転換 

事例集 ｐ．１８ 
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事例集 ｐ．１９ 



オフセット印刷の工程例 
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事例集 ｐ．２２ 
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出典：オフセット印刷工場の 
有機溶剤管理 
(日本印刷産業連合会） 



オフセット印刷でのＶＯＣ発生源 
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VOCの発生は印刷時より
ローラー及びブランケット洗
浄時の方が桁違いに多い 

出典：オフセット印刷工場の有機溶剤管理(日本印刷産業連合会） 



VOCの拡散 
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出典：オフセット印刷工場の有機溶剤管理(日本印刷産業連合会） 



VOC排出削減対策の全体像 

オフセット印刷の例 
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事例集 ｐ．２３ 
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出典：オフセット印刷工場の有機溶剤管理(日本印刷産業連合会） 



グリーンプリンティング認定基準 
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P&Eマネジメント 

事例集 ｐ．２６ 



オフセット印刷  
ウェス容器のフタ閉め励行 
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事例集 ｐ．２８ 



グラビア印刷の工程例 
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事例集 ｐ．３１ 



VOC排出削減対策の全体像 

グラビア印刷の例 
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事例集 ｐ．３２ 
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インキ缶のフタ制作 

事例集 ｐ．３５ 
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フタ付き使用済みウェス容器 
事例集 ｐ．３５ 



グリーンプリンティング認定基準 
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ドライラミネーションの工程例 
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VOC 

VOC 



VOC排出削減対策の全体像 
接着の例 
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事例集 ｐ．４３ 



脱脂洗浄の工程例 
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事例集 ｐ．３８ 



 
 
VOC排出削減対策の全体像 

洗浄の例 
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事例集 ｐ．３９ 



VOC排出削減対策の全体像 
化学の例 
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事例集 ｐ．４７ 



取組事例の情報源（国） 
①関東経済産業局 

 「平成22年度 VOC対策事例集」 

②関東経済産業局 

 「VOC対策事例集～アドバイザー派遣サービス              
と事例収集調査によるVOC対策の具体事例～」 

③中部経済産業局 

 「今すぐできる！コストダウン・作業効率アップ    
につながるVOC自主的取組  

 VOC排出抑制に関する業種別成功事例」 

⑤近畿経済産業局「VOC対策取組事例集～アドバ
イザー派遣事例に学ぶVOC排出抑制の手引き～」 
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事例集 ｐ．５４ 



取組事例の情報源（自治体） 
⑪東京都「VOC排出抑制対策ガイド」  

         （工場内編）（屋外塗装編） 

⑬千葉県「揮発性有機化合物の排出抑制 

      対策事例集」 

⑭埼玉県「炭化水素類排出抑制取組事例集」 

⑯愛知県「VOC排出抑制取組事例集」 

⑰広島県「VOC排出抑制ガイド」 
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事例集 ｐ．５５ 



取組事例の情報源（業界団体） 
●国際工業塗装高度化推進会議セミナー 

  ◆VOCセミナー「ECOでコスト削減」 

●塗装機械工業会 CEMA技術シンポジウム 

  ◆環境負荷低減と塗装コスト削減の同時解決技術 

●全国グラビア協同組合連合会 環境対策協議会 

  ◆業界連携によるVOC排出抑制自主的取組の 

   実践発表会 

●日本印刷産業連合会 

  「オフセット印刷工場の有機溶剤管理」 

●日本産業洗浄協議会 
  「産業洗浄現場におけるVOC対策事例集」 

●社団法人日本電機工業会 「VOC対策事例」 
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事例集 ｐ．５５－５６ 
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URL:http://ipconet.org/html/seminar.html 



まとめ 塗装のVOC排出削減対策 

塗装工程 対策項目 VOC削減効果 

調色・調合 ・色替え方式・調色順序の見直し   ～ ５％ 

塗装 ・塗着効率の向上  
    スプレーガンのタイプ選択 
    スプレー作業の改善 
・研修による塗装技能の向上 
・塗装ブースの風速調整 
・室内環境改善による製品の 
               歩留り向上  
・塗料の供給配管の見直し 
・塗料の供給方式の見直し 

  
１０～２０％ 
１０～２０％ 
 ５～２０％ 
 ５～１０％ 
   
  ～ ５％ 
  ～１０％ 
  ～１０％ 

器具洗浄 ・交換・洗浄作業における揮発防止  ５～１０％ 

保管 ・保管・貯蔵における揮発防止   ～ ５％ 

出典: 東京都VOC対策ガイド 塗装編 
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出典: 東京都VOC 

対策ガイド 塗装編 



明日から取り組めるVOC対策 

●まだ実施していない対策が見つかったら、 

 さっそく実行してみましょう。 

●コスト削減、歩留り向上、品質の向上に 

 つながります。 

●従業員の健康、家族の健康につながります。 

●従業員の意識・意欲の向上につながります。 

●顧客の信頼、近隣住民の信用につながります。 
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ご清聴ありがとうございました！ 

●この講演資料は、後日中国経済産業局のＨＰで 

 カラーページで公開されます。 

 

●ご質問等ございましたら下記にご連絡ください。 

  三菱化学テクノリサーチ 藤井俊治 

  電 話：０５０－３１７１－１１６２ 

  ＦＡＸ：０３－６８９３－６４４０ 

  メール：fujii.toshiharu@mv.mctr.co.jp 
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