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１． 目的 

 化学物質を使用、排出する業界を複数選択し、業界団体に対して化学物質管理に関わるレスポンシ

ブル・ケアに関するヒアリング、アンケート、現地調査を行う。業界ごとにサプライチェーンにおける製造、

使用等各段階の事業者を選定し、化学物質管理に関わるレスポンシブル・ケアの現地調査・実測を行

う。調査結果の分析により、現時点での課題を抽出し、今後の化学物質管理レスポンシブル・ケアの方

向性を提示する。 

 

 

２．概要 

2.1 業界団体の化学物質管理の現状調査 

 化学物質を取り扱う複数の業界（塗装、印刷、洗浄、接着剤など）を選定し、これらの業界に原料を提

供する業界団体にまでさかのぼるとともに最終製品製造、販売に至るまでの化学物質管理、排出削減

に関わるレスポンシブル･ケアに関するヒアリングならびにアンケート調査を行う。 

 

2.2 個別の事業者の化学物質管理の現状調査 

上で選択した各業界において、(1) 原料製造、(2) 製品製造、(3) 製品使用、にかかわる事業者をそ

れぞれ複数選定し、それぞれの事業者の化学物質管理に関わるレスポンシブル・ケアの現状に関する

ヒアリングおよび現地調査を行う。対象とする事業者は、大企業から中小企業まで様々な規模の事業者

を選定する。具体的な調査項目は以下の通りとする。 

 

 化学物質製造、使用、排出状況と推移 

 化学物質使用量や排出量削減の取り組みと課題 

 化学物質に関する事業者間あるいはユーザーとのリスクコミュニケーション 

 

2.3 調査結果の分析と課題抽出、対策の提示 

 2.1.~2.2 の各項目で得られた調査結果に基づき、業界毎の化学物質管理に関わるレスポンシブル・ケ

アの現状分析と課題抽出を行う。それぞれの業界内でのサプライチェーンの各段階における化学物質

のマテリアルフロー解析を行い、製品の原料調達を含めたライフサイクルの各段階における化学物質に

よるポテンシャルリスクを明らかにする。また、製品製造に伴う化学物質毎の健康リスク（ヘルスインデッ

クス）などを指標とした新たなラベリングなどを用いた、事業者間あるいは事業者とユーザーの間での化

学物質に関するリスクアセスメントあるいはリスクコミュニケーションの枠組みを提案する。以上により、サ
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プライチェーンの各段階における事業者やユーザーが、リスクに基づく化学物質管理に関わるレスポン

シブル・ケアを促進、実践するための今後の方向性を提示する。 

 

 

３．実施体制 

調査代表者：山崎 章弘、所属：成蹊大学理工学部 物質生命理工学科、役職：教授、研究統括およ

び調査を担当 

調査担当者：野口 美由貴、所属 成蹊大学理工学部 物質生命理工学科、役職：特別共同研究員、

調査、原因解析、課題抽出を担当 

調査担当者：水越 厚史、所属 近畿大学医学部、役職：講師、対応策の評価方法の確立を担当 

 

 

４．実施内容 

4.1 業界団体の化学物質管理の現状調査 

 本項目では、化学物質を取り扱う複数の業界（塗装、印刷、洗浄、接着剤など）を選定し、これらの業

界に原料を提供する業界団体にまでさかのぼるとともに最終製品製造、販売に至るまでの化学物質管

理、排出削減に関わるレスポンシブル･ケアに関するヒアリングならびにアンケート調査を行うことを目的

としている。本年度は、塗装、印刷業界を中心に調査を行った。以下、各業界についての調査結果につ

いて述べる。 

 平成 29（2017）年度において、我が国の VOC 排出量の合計は約 65.4 万トンであり、そのうちの

38%、排出量にして約 24.9 万トンを塗料使用が占め、次は燃料の蒸発で約 13.3 万トン(20%)、印刷イン

キは約 3.4 万トン（5%）である。VOC 排出量の内訳を表 1 に示した。本調査では、産業構造が類似して

いる塗装業界（塗料を使用）と印刷業界(印刷インキを使用)を取り上げ、それぞれの業界におけるサプ

ライチェーンでの各事業者および関連する業界団体の取り組み、実際の対策とマテリアルフローを解析

し、それぞれの利点、課題を抽出した上で、課題の解決方法の提示、また業界ごとの化学物質管理の

今後のあるべき姿について提案することとしたい。 

 なお、PRTR 対象物質は VOC 類だけでなく、重金属など無機化合物や、不揮発性の物質も含まれる

が、本調査研究では、環境影響の点、特に大気汚染の原因物質であり、光化学スモッグの原因となるオ

キシダント生成に関連の深い VOC 類を重点的に取り上げることとした。 
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 すなわち、サプライチェーンは、 

 

川上 1 (原料製造業者)： 塗料の原料となる基礎化学品素材のメーカー 

↓ 

川上 2 （塗料メーカー）： 化学品を用いて塗料を製造する塗料製造メーカー 

↓ 

川中 1 （塗装工場あるいは建造物の塗装業者）： 塗料を使用して製品を製造あるいは 

建造物を塗装する業者 

↓ 

  川中 2 （塗装した製品を用いて最終製品を製造する業者）： 自動車メーカーなど 

↓ 

川下 1 （販売者） 

↓ 

川下 2 （消費者、発注者） 

 

のような形態になる。川中 1 の事業者で、建造物塗装（道路や橋梁などのインフラや建物）の場合には、

塗装が直接発注者への納品となるが、工業塗装の場合には、部品等の塗装を行った後に、最終製品

の製造業者、たとえば自動車メーカーなどに製品を納入することになる。自動車メーカーの場合には、

本体部分は、自社で塗装を行うことがほとんどであり、その部分については川中 2 が川中 1 を兼ねるこ

とになり、製品はここから川下の消費者に流れることになる。 

 

 塗装業界における川上業者の業界団体として、 

川上 1：日本化学工業協会 

川上 2：塗料工業会 

が存在する。川中 1 では、 

川中 1：日本塗装工業会； 建設塗装工事業者 

工業塗装協同組合連合会、 国際工業塗装高度化推進会議(IPCO)； 工業塗装 

が存在し各段階における情報を集約している。また、それぞれの団体では後述するような下部組織が存

在する場合もある。 
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 本調査研究では、上記の各業界団体において面談を行い、業界団体としての取り組みについて調査

を行った。なお、日本化学工業協会については昨年度に調査、面談、アンケート調査を行ったので、報

告書を参照していただきたい。日本化学工業協会の会員企業はいわゆる大企業が中心であり、化学物

質管理に関するレスポンシブル･ケアについて、組織的にまた大規模なスケールで取り組んできている。

特に有害 VOC 類の使用、排出削減に関しては大きな成果を上げてきている。本調査報告では、上流

2 の事業者である塗料工業会から下流部分について述べることにする。なお、塗料工業会については、

昨年度の報告書で一部報告済みの部分もあるが、全体の論旨を明確にするために再掲する部分もあ

る。 

 

4.1.1.1 日本塗料工業会 

【概要】  

 日本塗料工業会は、塗料製造業者が中心となる業界団体であり、1948 年に設立されている。2019 年

現在会員企業は正会員が 98 社、賛助会員が 180 社である。日本塗料工業会の目的は、塗料製造業

の経営、塗料の環境・安全の情報収集・提供、塗料の需要などに関する調査や研究を行うことにより、

塗料工業の健全な発展をはかり、わ が国の産業及び経済の発展に寄与することである。 

 

【環境安全に関する取り組み】 

 日本塗料工業会では、以下のような自主的な取り組みを行っている。 

a) 塗料製品の設計から廃棄までの健康・安全への取り組みであるコーティング・ケア活動 

b) VOC 排出抑制と低 VOC 塗料自主表示 

c) ホルムアルデヒド放散等級表示自主管理 

d) 非トルエン・キシレン塗料自主表示 

e) GHS によるラベル表示と SDS 

以下、それぞれの取り組みについて述べる。 

 

a) コーティング・ケア活動 

 図 2 に示した塗料製品の設計から廃棄までの健康・安全への取り組みである。コーティング・ケアの目

標は以下のとおりである。各企業は環境の保護、安全の確保、健康の維持を法規制のみならず、自主

管理を事業活動の中に取り組み、推進することを要請されている。  化学物質を扱う企業の環境管理の



8 
 

自主管理活動に（社）日本化学工業協会の推進する"レスポンシブル・ケア"があるが、日本塗料工業会

は塗料業界に適した環境・安全・健康の自主管理活動である"コーティング・ケア"を推進する。コーティ

ング・ケア活動により会員各社の ISO14001 の認定取得と環境報告書の作成を支援している。 "コーティ

ング・ケア"は塗料の製品の開発から製造、物流、使用、廃棄に至る、塗料業界の全ての過程における

環境・安全・健康の保全の自主管理活動であり、①製造、②輸送・配送、③製品生涯管理、④地域社

会責任の指針で国際的に推進するものとしている。実際、IPPIC（国際塗料印刷インキ工業協議会）と

ICCA（国際化学工業協議会）両団体と協力体制にある。 

 

図 2 コーティング・ケアの概念図 

 

b) VOC 排出抑制と低 VOC 塗料の自主表示 

 塗料メーカーとユーザーが共に協力して VOC 排出削減に取り組むためのガイドラインとして VOC 排

出量を平成 13 年度比で、平成 18 年に 30%、平成 20 年に 50%削減とする目標を掲げ、「揮発性有機

化合物(VOC)の排出抑制ガイドライン」を発行し、塗料製造販売、塗装関係の各団体に積極的な VOC

排出抑制活動を呼び掛けている。以下、ガイドラインの概要について述べる。ガイドラインの主要な項目

は 2 つある。 

(1) 自主表示活動 

(2) 表示商品に関する役割と責任 

である。(1)の自主表示では、塗料製造・販売等を含む企業が責任をもって自主的に「低 VOC 塗料（溶

剤形）」の標語をラベル等に表示するための基準となる。「低 VOC 塗料（溶剤形）」の表示は、このガイド

ラインの条件を満たす場合のみに、表示企業がラベル、カタログ、(M)SDS などで記載できる。(2)の表

示商品に関する役割と責任では、 
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d)  非トルエン・キシレン塗料自主表示 

 2005 年度から、「非トルエン・キシレン自主表示ガイドライン」を制定し、会員各社の自己責任を基本と

した自主的な取り組みとして、室内環境対策に関する「自主的な表示」を行っている。さらに、2016 年

に、トルエン・キシレン・エチルベンゼン各々の含有量が 0.1%未満の現場塗装の室内用塗料に「非トル

エン・キシレン塗料」の表示をおこなうよう改定している。ただし、これらの表示は、室内で使用される非ト

ルエン・キシレン塗料」に該当する製品、商品に関し、塗料製造・販売の各社が、「自己責任で自主的に

表示する」ものとされている。 

 

e)  GHS によるラベル表示と SDS 

 「業務用塗料」に関しては、GHS (Globally Harmonized System of classification and Labelling of 

Chemicals、化学品の分類および表示に関する世界調和システム）を導入した改正労働安全衛生法に

基づき「GHS 対応 SDS・ラベル作成ガイドブック（塗料用）」を発行し、SDS やラベルへの適切な表示を

行っている。表 3 に GHG ラベルの概要について示した。「家庭用塗料」に関しても、「家庭用塗料 GHS

自主表示要領」を 2009 年 3 月に発行し、自主的にラベルに GHS 表示を行っている。 

 

 

 

【日本塗料工業会の安全環境管理の調査結果の概要】 

日本塗料工業会では、会員企業に対して、安全環境管理の実績調査を行っている。最新の情報であ

る 2017 年度の調査結果について概要を述べる。調査企業 95 社 うち回答 79 社 

 日本塗料工業会会員企業の安全環境関連投資は、ここ 10 年来ほぼ 30 億円程度の水準で推

移している（図 3）。ただし、示した金額は安全面の投資金額も含む総計である。 

表 3 GHG ラベルの概要 
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 PRTR 対象物質取扱量と大気排出量 
 

 図 4 に日本塗料工業会会員企業の PRTR 対象物質の取り扱い量及び大気排出量の推移を示す。

2003 年度の取扱量総計は 35 万トン、全大気排出量は 1300 トン程度であったのに対し、2017 年度の

PRTR 取扱量総計は 262,678 トン、全大気排出量は 749.8 トンである。2007 年度から 2009 年にかけ

て全取扱量、大気排出量ともにやや減少し、その後はほぼ一定である。これは全体の投資金額の傾

向とほぼ一致する。 

図 3 日本塗料工業会会員企業の安全環境関連投資金額の推移 

図 4 日本塗料工業会会員企業の PRTR 対象物質の取り扱い量及び大気排出量の推移 
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 VOC 取り扱いおよび排出量 

 図 5 は塗料工場からの PRTR 排出量（トルエン(T)、キシレン(X)、エチルベンゼン(EB)）、溶剤 5 品

目（ブタノール、IPA、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン）、VOC 全体の大気排

出量の経年変化を示したものである。 

 VOC 排出量は、2003 年の 3153 トンから 2017 年には 2119 トンまで 30%減少したが、ここ 5 年間は

横ばい状態である。一方、PRTR 対象物質（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）および溶剤 5 品目

の 2003 年度の排出量は、それぞれ 1300 トン、488 トンに対し、2017 年度での排出量はそれぞれ 662

トン、493 トンであった。図 4 に示したように PRTR 対象物質の取扱量は、2003 年の 35 万トン比べ

2017 年では約 25%減の 26 万トンであるにもかかわらず、その排出量は 1300 トンから 662 トンへとほ

ぼ半減している。これは、VOC 処理装置の導入などが行われた結果であると考えられるが、ここ 5 年

間はほとんど変化していないことから、設備や工程の改善による PRTR 対象物質排出抑制技術が成

熟したものと考えられる。対して、溶剤 5 品目の排出量は 2017 年に 493 トンであったが、15 年間ほぼ

横ばいである。溶剤 5 品目は PRTR 対象ではないため、PRTR 対象物質の代替溶媒としての利用が

中心であると考えられる。 

 

PRTR 対象物質であるトルエン、キシレン、エチルベンゼンそれぞれの取扱量と排出量を図 6、7 に

示す。取扱量、排出量ともにトルエンが最も多く、次いでキシレン、エチルベンゼンの順となっている。

図 5 塗料工業会会員企業の工場からの VOC 排出量推移 
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【日本塗料工業会会員企業への対策導入に関するアンケート】 

 以下のようなアンケートを日本塗料工業会のご協力により会員企業に配布していただいた。 

 
事業者による化学物質管理の自主管理（「レスポンシブル・ケア」）に関するアンケート  

 
成蹊大学 理工学部 環境化学工学研究室 

 
 成蹊大学 環境化学工学研究室（山崎章弘教授 主宰）では、平成 30 年度経済産業省化学物質安全対策

「レスポンシブル・ケアの更なる促進に関する調査研究」の枠組みのもとで研究費を受け、「事業者の行う化学

物質管理レスポンシブル・ケアに関する調査」のテーマで調査･研究を行っております。本調査･研究では、化

学物質、特に有機化合物(VOC)類を使用している国内外の事業者あるいは関係団体のご協力を仰ぎ、化学物

質管理の現状に関する実態調査を行うこと、さらにその調査結果に基づいて、製造および排出プロセスの分析

および排出量削減のための課題抽出を行い、今後の対応策の方向性を探ることを目的としております。今般、

(一社)日本塗料工業会のご協力を得て、協会会員各企業様を対象として、以下のような化学物質管理に関す

るアンケートを行うこととなりました。各会員企業様には大変お手数をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご協

力のほどお願いいたします。なお、本アンケートは経済産業省の委託研究費を受けて成蹊大学が調査・研究の

一貫として行うものであり、問の設定も、回答の取り扱いも経済産業省から直接委託されたものではないことをご

理解いただければと存じます。したがいまして、本アンケートの回答は、(一社)日本塗料工業協会および成蹊

大学のみの取り扱いとなり、経済産業省への報告も含めて各企業名を特定できる形では公表しないことをお約

束いたします。なお、ご回答は、エクセルファイルにご記入いただければ幸いです。 
 
問 1 (一社)日本塗料工業協会会員各企業様におかれましては、PRTR 対象物質の使用量、排出量、移動量

の把握、削減を目標として様々な取り組みを行われてきたものと伺っております。その中で、平成 11(1999)年の

化学物質排出把握管理促進法施行以前の時点ですでに取り組まれておられた PRTR 法の対象物質（平成 21
年度の改訂前 354 物質）の排出あるいは使用量削減について、施行前後の記録が残っているもので結構です

ので、削減量の大きな化学物質（3 種類程度までで結構です）とその手法についてお答えください。また、削減

の取り組み、手法について、その導入コストを差し支えない範囲でお答えください。回答は、削減量 1 トンあたり

のコストでも、あるいは設備導入コストでも結構です。 
 
回答例  

 物質 A： 削減量：年間×万トンから年間△万トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策： 新規な吸着回収装置の導入（■億円） 

 物質 B： 削減量：年間■万トンから年間◎万トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策： 代替物質 X の使用（従来物質に比べてトン当たり△円増） 

 物質 C： 削減量：年間〇万トンから年間▼万トン程 度まで排出量削減 
 削減のための方策： 製造プロセスの全面的な見直し（製造プロセスの設備投資○億円） 

 
 
問 2 平成 11(1999)年の化学物質排出把握管理促進法の法制化以降に新たに取り組まれた PRTR 法の対象

物質の排出あるいは使用量削減について、最も削減量の大きな化学物質（3 種類程度まで）とその手法につい

てお答えください。また、導入コストに関しても、差し支えない範囲でお答えください。回答は、削減量 1 トンあた

りのコストでも、あるいは設備導入コストでも結構です。 
 
回答例  

 物質 E： 削減量：年間×万トンから年間△万トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策： 新規な分解・浄化装置の導入（導入費用 ■億円） 

 物質 F： 削減量：年間■万トンから年間◎トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策： 代替物質 Y の使用（従来物質に比べてトン当たり△円増） 
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 物質 G： 削減量：年間〇万トンから年間▼万トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策： 原料とする製品の製造中止（製造プロセスの廃棄費用：○億円） 

 
問 3 PRTR 法施行後、平成 16 年(2004)に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律において取り組

まれた VOC の排出量削減のうち PRTR 法の対象物質の排出あるいは使用量削減について、最も削減量の大

きな化学物質（3 種類程度まで）とその手法についてお答えください。また、導入コストに関しても、差し支えない

範囲でお答えください。回答は、削減量 1 トンあたりのコストでも、あるいは設備導入コストでも結構です。 
 
回答例  

 物質 H： 削減量：年間×万トンから年間△万トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策： 新規な分解・浄化装置の導入（装置の導入費用：■億円） 

 物質 I： 削減量：年間■万トンから年間◎トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策： 代替物質 Y の使用（従来物質に比べてトン当たり△円増） 

 物質 J： 削減量：年間〇万トンから年間▼万トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策： 原料とする製品の製造中止（製造プロセスの廃棄費用：○億円） 

 
問 4 これまでに多くの化学物質の排出、使用量の削減努力をされてきたこととは思いますが、今後さらに排出

量、使用量削減のための方策を導入することを考えている物質がありましたらお答えください。また、排出量、排
出量削減のためのコストの見通しに付いても、差し支えない範囲でお答えください。 
 
回答例  

 物質 K： 予定削減量：年間■万トンから年間●万トン程度まで排出量削減 
 削減のための方策：新規な吸収処理装置の導入 △億円程度 

 
問 5 現状の化学物質排出把握管理促進法の改正に関連して、今後の化学物質の削減に関する貴社の取り
組みの方向性、見通し、設備投資の予定などに関して、差し支えない範囲で自由にお聞かせください。 
 
 
 質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
 
 以上のアンケートに関して、不明な点がございましたら、お手数ですが以下までご連絡ください。 
 

180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 
成蹊大学 理工学部 環境化学工学研究室 

山崎 章弘 
電話&FAX 0422-37-3887 e-mail akihiro@st.seikei.ac.jp 
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・ VOC 処理装置に関しては導入によりトルエン 10 トン、キシレン 18 トン程度の排出削減の回答

があり、 コストは 1.1 億円であった。 

・ 活性炭吸着、スクラバー処理装置、タンクベントのシールポット設置、排水処理、局所排気装置

の自動ダンパー化 トルエン 2000 トン、キシレン 9000 トンなどの排出削減 

・ 回収処理装置の導入（30 万円）、トルエン排出量 200 kg 削減 

・ 製造時のロス見直し 

・ 廃溶剤の一部を有価物としてリサイクル、販売： エチルベンゼン 30 トン、キシレン 45 トン、トル

エン 17 トンなど排出量削減 

・ 製造工程のクローズド化、脱臭装置の設置： トルエン 10 トン、キシレン 1 トン、エチルベンゼ

ン 1 トンなどの排出量削減 

 

※回答数が少ないこともあるが、排出量削減はほとんどの事業者で行っており、その多くが代替物質の

使用による排出量削減であり、製造過程の排出量削減は、VOC 処理装置の導入が何件かと、あとは製

造工程での漏れ出しロスを防止するなどの方策であった。コスト的には、代替物質を用いることでコスト

増との回答もあった。また、回収装置に関しては 1 億円以上の高価なものから 30 万円のものまであっ

た。 

【日本塗料工業会からのコメント】 

 従来より用いられてきた有機溶剤をシンナーとして使用する塗料から、水性塗料などの環境配慮

型塗料への転換を図っている。建築用塗料はほぼ 80%が水性塗料に転換されており、VOC 排出

量は平成 12 年度から 10 年間で 50%以上削減されている。 

 塗料からの VOC 排出量は日本の VOC 排出量全体（約 70 万トン/年）の約 40%を占める。平成 28

年度の塗装時における塗料からの VOC 排出量は 26.0 万トン（塗装時)であり、平成 12 年度の

53.5 万トンから半減している。これは、ただし、平成 21 年以降は下げ止まりの傾向にある。 

 塗装時における VOC 排出の分野別では、工業塗装、建物が共に 25%程度である。また、船舶や

自動車の塗装からの排出も 10%を超える。 

 建物用の塗料に比べて、工業用の塗装、船舶、構造物の分野は低 VOC 塗料の普及が進んでい

ない。 

 今後の VOC 排出削減の対策として、 

(1) 低 VOC 塗料の開発と転換の促進 
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(2) 塗装効率アップ、薄膜化、長寿命化による塗料の使用量削減 

(3) VOC 処理装置の導入、普及 

 などが考えられている。 

 

【塗料工業の現況】 

 塗料の生産数量と出荷金額の推移を図 8 に示した。1990 年に 220 万トンであった生産量はここ 10 

年ほどは 160 万トン前後で推移している。また出荷金額も 6800 億円程度となっている。 

 

 塗料の用途としては、建物が 27.5%、車両用が 18.3%（新車、補修用の合計）、船舶 8.2%、金属品

8.0%、構造物 6.2%、建築資材 5.3%などとなっている。また、塗料の品種別生産量についてみると、溶

剤系が 35%程度、水系が 26%程度であり、無溶剤系は 6%、残りのうち 26%はシンナーである。 

 

【環境配慮型塗料】 関西ペイント 長野氏の資料による 

 塗料メーカーでは、環境問題を意識した塗料の開発に力を注いでおり、低 VOC、CO2 削減、有害物

質削減を考慮した工業用塗料が開発されている。これらの環境配慮型塗料は、ハイソリッド塗料、水性

塗料、粉体塗料、有害物質を含有しない塗料などの開発のほか、塗装工程の短縮などが行われてい

る。 

 

図 8 塗料の出荷額と生産量の推移（日本塗料工業会のデータによる） 
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・ VOC 配慮型塗料 

 従来の高 VOC 含有塗料に代わって、VOC 含有量を減らした塗料のハイソリッド化が進められてきた

が、これでは限界があるため水性塗料の開発も進められてきた。溶剤塗料は被塗物へのヌレ性が良く、

溶剤揮発の調整を行い易いことから塗装作業幅が比較的広いという特徴があった。これに対し水性塗

料は被塗物へのヌレ性という点では不利であり、また、溶媒として水を多く含有するため、塗料の乾燥が

塗装環境によって変化し、塗装条件の変動による仕上り性のばらつきやタレ/ワキといった問題が生じ易

い。一方、粉体塗料は有機溶剤を使用しないため VOC はほぼゼロであり、①溶剤処理の設備が不要  

②塗料の回収により再利用が可能  といった環境面や経済面で有利である。一方で、製造工程上の理

由から塗装混入した異物の除去や微調色は苦手であり、耐ブロッキング性を持たせるために焼付け温

度を高くする必要がある。 UV 塗料はラジカル重合やカチオン重合による硬化であることから、低分子

量成分からなる配合が可能であり、VOC を少なくすることが可能である。また、硬化時間が短いためライ

ン長を短くできる特徴を持つ。その反面、被塗物の形状や塗色により硬化性が変動し易く、塗装面積の

大きいワークには不向きである。 

 

4.1.1.2 日本塗装工業会 

 日本塗装工業会は、建設塗装工事業者約 2,300 社で構成された団体である。会員相互の協力によっ

て、建設塗装にかかわる技術と経営の進歩改善を図り、 建設塗装工事業の健全なる発達と建設文化の

向上に寄与することが目標である。日本塗装工業会では、以下のような化学物質の排出削減の取り組

みがなされている。 

 

 塗料の水性化：住宅などかなりの割合の建物塗装用塗料で水性塗料が用いられるようになった。 

 道路や 45 橋梁などの建造物の塗装は、依然として溶剤使用の塗料がかなりの割合を占めるが、基本的

には施工主の仕様書に従って塗料を使用しており、塗装業者が自主的に塗料を選択することはまれで

ある。特に官公署の場合には、比較的保守的な選択を行っているようである。 

 

4.1.1.3 日本工業塗装協同組合連合会 

 日本工業塗装協同組合連合会は、金属工業塗装業者の団体であり、経営資源としての人材育成、活

きた情報の提供、技術開発と応用技術の推進を行っている。傘下に、東京、埼玉、神奈川、愛知、関

西、九州の各工業塗装協同組合を持つ。東京工業塗装協同組合は会員企業が 47 社、賛助会員が 1

社（2019 年）である。そのほか、埼玉工業塗装協同組合は、13 社、神奈川県工業塗装協同組合は 46
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社、愛知県工業塗装協同組合は 48 社、関西工業塗装協同組合は 22 社からそれぞれ構成されている

(2019 年)。 

  

 日本工業塗装協同組合連合会の VOC 削減の取り組みは以下のとおりである（聞き取り調査）。 

 VOC 削減の問題は、当連合会におきましても大きな問題と認識している。 

 毎年 1 回、経産省へ VOC 排出状況を削減への取り組み（図 9）なども含めて記載し、報告して

いる。 

 環境省のヒアリングを受け、現在は環境省で啓発資料を作成するとの事で、連合会より委員を

推薦して作業が行われている。 

 削減のためには、国の大きな規制・指導により実施するしかないと考えている。 

 工業塗装は、発注者より、その仕様、製造方法が指示されており、それに基づき塗装をしている

のが現状あるため、発注者である、自動車、電機、機械、その他製品のメーカーへ規制を掛け

ないと、進まないと思われる。 

 

4.1.1.4 日本塗装機械工業会 

 日本塗装機械工業会は 2019 年 6 月末現在、正会員 21 社、賛助会員 28 社、ネット会員 2 社、合計

で 51 社の会員を持つ組織であり、塗装に関係する企業の課題を解決するための新しい提案ができる

団体を目指して、会員相互に情報交流を行い、特に技術面では切磋琢磨と足らざる所をお互いに補い

ながら質的向上に努めている。日本塗装機械工業会は、 

 塗装技術を通じて新しい価値を創造し、その活動をグローバルに展開 

 塗装技術を追求し、作業環境の改善と地球環境の保全に尽力します。 

 会員各社は、相互の信頼関係を深め、共生と共栄を自らの手で切り拓きます。 

を目標としている。 

図 9 VOC 排出削減取組例（認定マーク） 
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 具体的な取り組みとしては、 

    Ⅰ  塗装機器・設備業界の地位向上 

        Ⅰ-1  出荷統計の充実 ：塗装機、塗装設備の数量、金額を種類別に統計を取り、ホームページにて

公表。また、市場動向から需要予測を試算する。 

        Ⅰ-2  関係団体との交流(1) 一般社団法人 IPCO (国際工業塗装高度化推進会議) への協働、(2) 日

塗商青年部との「次世代塗装チームラボ」での勉強会参画 

    Ⅱ  塗装技術の向上・普及 

        Ⅱ-1 シンポジウムの充実  

        Ⅱ-2 技術普及活動 

    Ⅲ  安全・環境への取り組み 

        Ⅲ-1 VOC 取り組みの推進 行政の削減活動に協力 

        Ⅲ-2 安全・環境への対応: 厚労省、環境省に協力 

があげられる。 

 塗装ラインでの VOC 排出の内訳は、塗装過程そのものが 70%を占めている。また、工業塗装分野の

事業者はその大半が、法規制の対象外となる中小企業であるため、「自主的取組」としての VOC 処理

装置や削減技術の導入は金額的に困難であるという状況にある。日本塗装機械工業会の資料によれ

ば、塗装施設のうち法規制の対象となる規模のものは 767 基であり、塗料使用量の 9%程度を占めるに

すぎず、残りの 100,000 基程度は中小企業に属し、塗料使用量の 90%以上を占めている。また、乾燥

施設については、法規制の対象となっているのは全体の 5％程度であり、残りの 95%が規制対象外の

中小企業になる。 

 

【塗装システム】 （明治機械製作所 吉野氏、テイク 小柴氏の資料から） 

 圧縮空気を利用したスプレー（エアスプレー）では吹付けた塗料の 60%近くを被塗物に塗着すること

なく環境中に霧散させている。塗着効率を向上させる方法として、(1)静電塗装、(2) 粉体塗装がある。  

 

(1) 静電塗装は高圧の直流電気を利用した塗装方法であり、その概要は静電塗装機をマイ ナス側とし

被塗物をプラス側として、この間に高電圧を加えて静電界を形成し霧化 した塗料粒子をマイナス側に

帯電させて噴霧する。従来の塗装方法に比べて塗着効率が向上するが、形状によっては膜厚にムラが

できること、火災や感電に関する安全対策が必要となる。  
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(2) 粉体塗装は有機溶剤や水などの溶媒を用いない 100%固形分の粉末状（固体）の粉体塗料を使用

して、主に静電粉体塗装法にて行われる。 従来の塗装方法に比べて塗着効率が向上するが、粉体を

回収する装置の初期投資や薄膜に仕上げることが困難など製品品質に関わる問題がある。 

 

 一方、エアスプレーは容易に塗装でき、形状の追随性の良さや任意の膜厚に仕上げることが可能等、

上記方法で困難な塗装が行える利点がある。エアスプレーで塗着効率を向上させる従来の方法として 

HVLP（低圧ガン：High Pressure Gun）があるが、空気使用量が増えるため既存のコンプレッサでは出力

不足が起こる、また微粒化が劣るため仕上がりが悪い等の問題がある。 

 

4.1.1.5 国際工業塗装高度化推進会議 (IPCO) 

 2007 年に日本工業塗装協同組合連合会と日本塗装機械工業会により発足した工業塗装高度化協

議会は、2013 年度より、国際工業塗装高度化推進会議に改めて、活動を行っている。VOC 削減をはじ

めとして、国が認める“塗装”のサポーティングインダストリー指定への働きかけ、種々の環境問題等への

解決など、「工業塗装の課題」が活動の中心である。そのため、様々な分野にわたる幅広い力 (知識と

行動) の結集、グローバルな知見の必要性に鑑み、関係する企業・団体・行政のみならず個人を含めた

ネットワークを広げている。 

 元来、IPCO の前身である工業塗装高度化協議会は 2007 年 10 月に「改正大気汚染防止法対策」の

組織として活動を開始している。基本理念は、工業塗装の高度化を推進実現して行くこと、地球環境を

守り明るい未来に貢献することである。直近の問題とその解決策として、シンナー使用による溶剤系塗

料からの VOC の発生の極小化に関する技術研究と、VOC 自体を処理するための可能な限り安価でエ

ネルギー消費の少ない装置のメカニズム解明と開発を行っている。 

 「工業塗装」は他の産業ジャンルに比べると、日本でも世界でも組織化が遅れ、情報の集約も十分と

は言えない状況にある。業界発展のためには、川上から川下全体を網羅した業界力の結集と活性化、

問題意識の共有が不可欠であると考えている。 
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 印刷業界では、上流業者の業界団体として、 

 

川上 1：日本化学工業協会 

川上 2：印刷インキ工業連合会（印刷インキ工業会、印刷インキワニス工業会） 

 

川中 1：日本印刷産業連合会（印刷工業会、全日本印刷工業組合連合会、日本フォーム印刷 

工業連合会、（一社）日本グラフィックサービス工業会、日本グラフィックコミュニケーショ

ンズ工業組合連合会、全日本製本工業組合連合会、全日本シール印刷協同組合連合

会、全国グラビア協同組合連合会、全日本スクリーン印刷協同組合連合会、全日本光

沢化工紙協同組合連合会） 

 

が存在する。本項では、川上 2 および川中 1 のそれぞれの事業者団体を統括する印刷インキ工業連

合会、および日本印刷産業連合会の取り組みについて述べる。 

 

4.1.2.1 印刷インキ工業連合会 

  印刷インキ工業連合会は、印刷インキ工業会、印刷インキワニス工業会が母体となって設立された印

刷用インキ製造業者の団体である。印刷インキ工業連合会は、印刷インキ工業の健全な発展を図り、文

化および経済の発展に寄与することを目的としている。印刷インキに係わる生産、環境、安全、健康衛

生についての調査、国内の自主規格の制定および会員会社への情報提供を行っている。 

 

【印刷インキ工業の現状】 

図 11 は 2007-2016 年度の印刷インキの生産量、出荷量、出荷額の推移を示したものである。出荷量

は 2007 年の 50 万トンから漸減し、2016 年には 40 万トン程度となっている。また生産量は出荷量の 9

割程度であり、同様の減少傾向を示している。 

図 12 は 2016 年のインキ出荷量の構成比を示したものである。全体の 40 万トン強のうち、約 40%が

グラビア印刷用のインキであり、平板インキは 30%程度となっている。これに続くのが新聞インキ 10%程

度であり、そのほか樹脂凸版インキ、金属印刷インキなどがあげられる。 
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図 11 印刷インキの生産量、出荷量、出荷額の推移 

印刷インキ工業連合会 HP より 

図 12  インキ出荷量と構成比（2016 年） 

印刷インキ工業連合会 HP より 
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【印刷インキ工業からの VOC 排出】 

 印刷インキ製造段階での VOC 排出は極めて少ない。実際、インキ製造量が年間 35-40 万トンに対し

て排出量は数百トンレベル（300-400 t）にとどまっている。これは、我が国の VOC 排出量全体から見ると

1%にも満たない。したがって、インキ製造時の VOC 発生についてはほとんど無視できる程度のレベル

である。しかしながら、インキには VOC をはじめとする化学物質が含まれており、印刷時にはこれらの

VOC は環境中に放出され製品そのものには残留しない。そのため、VOC 使用量をできるだけ抑えた、

あるいは不使用の環境対応型インキの開発、普及も進んできている。 

 

【印刷インキ工業連合会の環境に関する取り組み】 

 印刷インキ工業連合会の環境に関する取り組みの一つとして、1993 年に「環境・安全・健康に関する

基本方針」を制定している。これによって、印刷インキ工業が、健康の確保と地球環境の保護に調和し

た技術及び製品の提供を推進することをうたっている。具体的な取り組みは、以下の通りである。 

 

 環境対応型インキの開発、普及； 植物油、ノン VOC、UV、水性、ノントルエン（>0.3%) 

 安全性に関する情報提供；SDS シート、リスクアセスメントの優先順位付け 

 印刷インキに関する自主規制、NL(Negative List) 規制; 業界での自主規制であり、ネガティブリ

ストによる使用物質の選定基準を設定。現在 740 種類の化学物質が NL リストに入っている。 

 

【印刷インキに関する自主規制、NL 規制】 

 印刷インキに関する自主規制（NL 規制）は、人に対する安全と健康ならびに環境への影響に配慮し、

より安全な印刷インキを提供することを目的とし、印刷インキの原材料として使用されることが好ましくな

いと判断される物質を選定し、その使用を禁止するものである。NL 規制の基本的な考え方は、 

(1) NL 規制物質は、印刷インキおよびその関連製品の原材料として、使用することを禁止する。 

(2) NL 規制物質の意図的使用を禁止する、ここで意図的使用とは、印刷インキおよびその関連製品の

処方構成成分として、配合することをいう。また、不純物としての混入については、NL 規制物質の非意

図的使用として目安値で管理を行う。 

 具体的な NL の選定基準は、国内外の法令、化学物質の有害性情報をもとに設定し、使用禁止化学

物質を選定する。選定基準は 1 から 3 まであり、選定基準 1 および 2 に該当する物質は使用禁止とし、

選定基準 3 に該当する物質は、印刷インキの原材料として使用されることが好ましくないと印刷インキ工

業連合会が判断した物質を使用禁止物質とする。以下に選定基準を示す。 
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※新しい技術で対象物質を代替することが可能になった場合は、除外リストから外し NL 規制物質に指

定する。 

※除外規定は、この規定が出来る以前に選定された NL 規制物質には適用しない。 

※印刷インキ中に、不純物として混入する NL 規制対象物質の含有量については、目安値として運用

を行う。 

 ［目安値］NL 1.0 質量%未満 （ただし選定基準 1 基づく発がん性物質については 0.1 質量%未満） 

 

＜NL 規制に基づく認証制度＞ 

 NL 規制に基づいて製造された印刷インキは、ラベルに「NL マーク」または文章で「この製品は、印刷

インキ工業連合会が制定した『印刷インキに関する自主規制(NL 規制)』に基づいて製造されたもので

あります。」と表示される。 

 

 

印刷インキ工業連合会独自の自主規制。環境影響、労働安全、人の健康に対し適切印刷インキに貼

付できるマーク。対象の化学物質は「NL：ネガティブリスト」として収載されている。 

 

【環境対応型インキ】 

 環境対応型インキは、印刷の方法によって環境対応型平版インキとグラビアインキに分けられる。以

下、それぞれについて述べる。 

 

a) 環境対応型平版(オフセット)インキ 

図 16 に一般的な枚葉平板インキの組成を示す。現状の平板印刷用インキは芳香族成分をほとんど

含まず高沸点石油系溶剤を使用している。環境対応型平版インキは、植物油インキ、ノン VOC インキ、

UV インキ等は芳香族成分や石油系溶剤の割合が小さいあるいは全く含まないインキである。表 10 に

図 15 NL 規制準拠マーク 
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 バイオファーストインキ 

 グラビアインキに対する環境配慮の新たな業界基準として、「バイオファーストインキマーク」制度を制

定し、基準を満たしたものについては、「バイオファーストインキマーク」を貼付可能としている。 

・ 認定基準（グラビアインキ） 

1) NL 規制に準拠していること 

2) トルエン・キシレンを使用しないこと 

3) インキ乾燥塗膜中にバイオマスを 10 重量%以上含むこと 

・ 印刷物への認定マーク貼付条件（印刷時の基準） 

1) 当制度が認定したインキを使用すること 

2) トルエンおよびキシレンをインキに添加して印刷に用いないこと   

 

これによって、事業者の環境配慮の取り組みをアピール可能となる。なお、「バイオファーストインキマー

ク」は、印刷物製作時の基準（当該マーク貼付インキの使用・印刷時にトルエン・キシレンを使用しない）

を満たした印刷物にも貼付できるのため、グラビア印刷物を通して企業の環境配慮活動をアピールする

ことが可能である。 

 

c)  環境対応型フレキソインキ 

 フレキソインキは段ボール用途が多く、主に水性インキやグリコールインキが使用されている。カートン

やフィルム用途では水性インキ、UV インキが使用されている。環境対応型インキの生産比率は約 80%

である。 

 

【そのほかの認証マーク】 

1. ライスインキ 

 ライスインキ･コンソーシアムが 2009 年より運営している制度。ライスインキは、大豆インキが大豆油を

運ぶための輸送を必用とするのに対し、 国産の米ぬかから精油されるため、輸送による CO2 排出の 

図 20 バイオファーストインキのマーク 
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 印刷産業は 98.3％が従業者 100 人未満の中小企業であり、残り 1.7％の 100 人以上の企業が出荷

額の 42.0%のシェアを占めている。半数を超える事業所（54.4%)が 3 人以下の規模である。（2017 年

「工業統計調査・産業別統計表」） 

 

図 26 に印刷製品、図 27 に印刷方式別生産金額を示す。印刷製品における生産金額では、企業や団

体の事業活動で用いられる商業印刷が最も多く、次いで出版印刷、事務用印刷となっており、5 年間で

大きな変化はない。また、印刷方式では、オフセット印刷が 70%近くを占める。また、フィルム資材や写

真グラビアで用いられるグラビア印刷の生産金額は、5 年間でほとんど変化しておらず、この分野では

印刷物の品質が重要とされ、印刷方法の変更が困難であると考えられる。 

 

図 25 印刷産業の事業所数、従業員数、出荷額の事業規
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【VOC 排出抑制自主行動計画】 

1. 目的 

 国が定めた VOC 排出抑制制度に基づき（一社）日本印刷産業連合会においても傘下団体及び傘下

企業における VOC 排出抑制に取組むと共に、この取組が実効性のあるものにするために自主行動計

画を定め、印刷業界における VOC の排出抑制に努めるとともに行動計画の進捗状況の把握を継続す

る。 

 

2.  対象物質 

トルエン、酢酸エチル、MEK、IPA、高沸点石油系溶剤を含めた全ての VOC 物質 

3. 対象事業所 

日印産連傘下会員企業のうちグラビア印刷（ラミネーター、コーターを含む）、オフセット印刷を

業とする事業所 

4. 自主行動計画対象団体 

 印刷工業会（会員：91 社） 

 全日本印刷工業組合連合会（会員：4,460 社） 

 全国グラビア協同組合連合会（会員：165 社） 

 会員数は 2019 年 4 月現在  （合計 4,716 社） 

5. 削減目標 

直近の実績・削減率を確保する。（維持目標値） 

6. 計画の制定及び実績把握 

 基準年度及び平成 16 年度についてアンケート調査結果から拡大推計し、削減率を算定後計

画の制定を行う 

 目標値に対する進捗状況を年度毎に状況を把握するためのアンケート調査を実施 

6-1. VOC 使用量及び排出量の推計方法 

(1) グラビア印刷、オフセット印刷における VOC 使用量・排出量を区分してアンケート調査を実施 

(2) 各印刷方式を従業員規模別の使用量・排出量に区分する。 

(3) 会員事業所を従業員規模別に区分する。 

(4) 上記(2)、(3)により VOC 使用量、排出量を推計する。 

6-2. VOC 使用量の検証 

   印刷インキ工業会提供の印刷インキ出荷データ、物質別の販売量との比較により検証を行う 
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204400 トンから 142300 トンと 30%減程度であるので、VOC の排出削減努力がなされたことが見て取れ

る（図 28 参照）。 

 

 印刷方法ごと（オフセットおよびグラビア）の VOC 使用量と排出量を示したのが図 29 である。グラビア

印刷、オフセット印刷共に VOC 使用量は漸減傾向にあるが、排出量は 2000 年から 2010 年あたりまで

急激に減少し、その後はやや横ばい傾向である。図 30 はそれぞれの VOC 排出率（排出量／使用量）

の年次推移を示したものである。2000 年にはオフセット、グラビア印刷共に 60%台であった排出率は、

グラビア印刷で 20%前後に、またオフセット印刷では 10%前後まで低下している。ただし、排出率も

2010 年までは急激に減少したが、それ以降の減少率はほとんど頭打ちにある。また、グラビア印刷のほ

うがオフセット印刷に比べて排出率が高くなっている。 
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 図 29 印刷方法（オフセット、グラビア）ごとの VOC 使用量と排出量の年次推移 
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 GP マークの特徴として、 

・ 従来の印刷製品の環境マークが、紙やインキ、または製造工程の一部を対象にしたものに対

し、資材から工程までを視野にいれた総合的環境配慮マークである。 

・ 印刷製品に GP マークを表示することで、印刷資材、製造工程、印刷会社の取組全てが、環境

に配慮されていることが一目瞭然になる。 

・ GP マークを表示するための環境配慮等の条件が公開されており、明確である。 

・ 第三者からなる認定委員会によって認定を受けた工場の印刷製品であり、その内容が保証され

ている。 

・ GP マークには認定工場番号を表示し、トレーサビリティの確保による社会的信頼が得られるよう

配慮されている。 

・ GP マーク使用料は無料。また環境に配慮した印刷製品の製作について、グリーンプリンティン

グ認定工場に相談することができる。 

・ 3 種類の GP マーク（スリースター、ツースター、ワンスター）によって、製造工程と印刷資材の環

境配慮の度合いが一目で分かる。 

があげられる。 

 GP 認定制度は次の 4 部門にわかれており、それぞれに認定基準が定められている。 

 オフセット印刷部門 

 シール印刷部門 

 グラビア印刷（軟包装）部門 

 スクリーン印刷部門 

 

 制度としては、環境配慮された印刷工場を認定する「GP 工場認定制度」、印刷工場が使用する資機

材を認定する「GP 資機材認定制度」、認定工場が製造した印刷製品に GP マーク（環境ラベル）を表示

できる「GP 製品認定制度」がある。 

GP マーク表示の条件は、製造の要件として製造工程の環境配慮（GP 認定工場による製造）と、資材の

要件として印刷資材の環境配慮（グリーン基準適合資材の使用）が必要であり、GP 認定工場が責任を

もって行う。 
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 国の発注基準であるグリーン購入法（平成 12 年 環境省）の特定調達品目「印刷」の基準のうち「印

刷各工程の環境配慮」は GP 認定基準の必須項目と同等である。また、東京都グリーン購入ガイド・印

刷物の基準では、水準 2 として「グリーンプリンティング認定制度による認定を受けた工場で印刷される

ものであること」と、GP 認定工場への発注が推奨されている。環境省の『プレミアム基準策定ガイドライ

ン』では、信頼できる業界団体による一定水準を満たした認証制度として本制度をとりあげ、事業者を選

定する場合の基準設定例に「グリーンプリンティング認定制度の認定工場（事業所）であること」と記載さ

れている。 

図 35 GP 認定制度の要件 
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加工（ラミネート）；VOC 排出抑制（記録）、VOC 排出処理装置の導入、 水溶性型、ノンソルベント型、

ハイソリッド型接着剤を使用。タンク等へのカバーの取り付け。洗浄作業の標準化による VOC 排出抑

制。ラミネート機の環境負荷（エネルギー、騒音、振動等）、廃棄物（フィルム、樹脂、溶剤）のリユースや

リサイクル。 

 

【印刷サービスグリーン基準】 

 印刷産業が循環型経済社会の構築を進めていくための自主基準として『日印産連「印刷サービス」グ

リーン基準』を制定している。印刷サービスに使用される「購入資材」、印刷関連工場の「工程」及び「事

業者の取組み」について、印刷関連事業者が取組むべき環境配慮項目を具体的に基準化したもので

ある。基準の制定にあたっての留意点は以下の通りである。 

1. 社会動向に呼応した上で、印刷業界の環境配慮の姿勢・方向性を示す 

2.  基準は一貫した観点のもとに策定 

3.  整合性に配慮しつつ、各印刷サービスの特徴を考慮 

 基準の観点 

 原材料の採取から製品の廃棄、処理処分段階までの一連のライフサイクルを視野に入れ、それぞれ

の段階において考慮しなければならない点を踏まえる。 

・ 環境汚染物質の削減 

 印刷産業から排出される環境汚染物質の代表的なものとしては、紙、プラスチック、インキ、金属くず、

現像機等からの廃液、汚泥等の廃棄物、乾燥排ガス、工場から漏洩するガス、車両の運転による排ガス

など様々なものがある。原材料等に含まれる環境汚染物質については、まず、「使用しないこと」が原則

である。そのためには、代替品の利用や、環境汚染物質の含有量が少ないものを選定するよう考慮す

る。 

 生産等に伴って排出される環境汚染物質については、できるだけ環境汚染物質が環境中に排出され

ないように排出防止対策をとるなどして、環境に対する負荷を可能な限り小さくする。 

・ 省資源・省エネルギー 

 資源の使用量やエネルギーの使用量が少ないほど環境への負荷は小さく、またエネルギーの消費に

伴い排出される地球温暖化の要因の一つである CO2 などの温室効果ガスの排出も少なくなりる。 

・ 物質循環 

 事業所で発生した不要物をリサイクル業者に引き渡し、なおかつ自らも再生資源等から製造されたリ

サイクル製品を積極的に利用することによって、省資源、廃棄物の削減、リサイクル活動の活性化につ
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なげる。この「物質循環の環」はリサイクルを進めていく上では非常に重要であり、そのポイントとして次

が挙げられる。 

1. 持続可能な資源利用：パルプの原料となる森林資源が適正に管理された状態で採取されて

いるのか、資源採取の持続可能性について考慮する 

2. 長期使用： 資材等は長期間にわたって使用し容易に廃棄物とならないようにする必要があ

る。製品のライフサイクルの視点から、長期使用に耐えられる商品をつくり消費者に提供す

る。 

3. リユース（再使用）： 製品や部品などを加工せずにそのままの形状でリユース（再使用）する

ことで、環境負荷を抑える。繰り返して使用することができる原材料や資材を利用する。 

4. リサイクル： リユースできない原材料や資材については、リサイクルしやすい素材、分別や

解体が容易な原材料や資材を選んで使用し、リサイクルが容易な設計を行う。 

5. 処理処分の容易性： 業者に引き渡した後の処理処分等の容易性を考慮し、原材料や資材

の購入、業者に引き渡す際の分別の状態等にも配慮する 

6. 各取組みが組織的・継続的に実施されレベルアップを図れるような仕組みを構築、維持する 

 グリーン購入法の特定調達物品、エコマーク商品認定基準及びグリーン購入ネットワーク

（GPN）のグリーン購入基本原則・グリーン購入ガイドライン等との整合性を確保するよう配

慮されている。 

 

 

4.2 個別事業者の化学物質管理の調査 

4.2.1 塗装業界 

 神奈川県内にある事業者において、現地調査及び聞き取りによる情報収集を行った。 

 

 業務内容： 自動車の製造、塗装関係 

 

【塗装プロセス】 

1. 前処理、電着塗装 

2. 焼き付けはオーブンで行う 

3. シーリング、アンダーコートは PVC 系を用いる 

4. 上塗りブースでは high solid 系の塗料を使用 
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＜聞き取り調査の結果＞   

 鉄系の素材への塗装は社内で、樹脂系の塗装は社内で行うことも、社外にも外注する場合も

あるが、基本はコストによる。 

 外注品と社内塗装では、基本的に同じ塗料を使用している。ただし、外注業者への塗料の指

定はなく、仕上がり品質のみを指定している。結果、同じ塗料を使用する 

 塗料 

 鉄系素材への塗装： 熱硬化性塗料 

 樹脂系の素材への塗装： 加熱できないため、ウレタンなどを使用 

 ワン（1）コート用の塗料のみを使用（商用車のため） 

 水性塗料は仕上がりなど、品質面で使用しない 

 電着塗装やハイソリッド塗料は比較的早い時期から導入済み 

 白色塗装が全体の 94％。塗料の種類は多くない 

 焼き付け、上塗りブースで VOC 排出あり 

 排気処理はウオータースクラバーを用いる 

 スクラバー中の塗料を回収し、排水処理に回している、100%回収は困難である。 

 ロボット塗装（1987 年以降）が中心のため、塗装ブースは完全密閉空間 

 VOC 類は回収して燃料とともに直接燃焼（共燃）して処理しているため、ほとんど排出量は 0

である。 

 全社の VOC 排出量は横ばい（約 600 トン／年）。18 万台製造あたり 

 

4.2.2 印刷業界 

 東京都内にある印刷事業者において、現地調査及び聞き取りによる情報収集を行った。 

 

 業務内容： オフセット印刷中心、出版物、パンフレット、各種冊子 

 従業員数： 28 名 

 

＜聞き取り調査＞ 

【VOC あるいは化学物質対策】 

 化学物質は印刷インキのみを使用している。 

 環境配慮型インキよりもコストを重視する。 
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 また、インキの乾燥速度も製品の納期の関係もあって重要であり、従来型のインキをどうしても

使うことになる。 

 印刷機は特段の施設を設けていない場所に設置している（周囲は商店、事務所の密集地）。 

 インキを補充する際には、そのまま特に気にせずに補充している。 

 印刷機の設置場所はやや匂う場合もあり。特段のであり化学物質使用量や排出量削減の取り

組みと課題 

 GP マークはなし。顧客からの要望は特になし。 

 

4.3 調査結果の分析と課題抽出、対策の提示 

4.3.1 リスクベースの化学物質管理の構築に向けて 

 以上の調査結果から、塗装業界に比べて印刷業界は、比較的サプライチェーンにおける情報の伝

達、特に化学物質のリスクにかかわる情報の伝達がスムーズに行える仕組みが作られていること、また、

それに基づく認証制度が充実していることが特徴的であるがわかった。本調査研究では、サプライチェ

ーンにおける化学物質のリスク情報の伝達について、またリスクベースの化学物質管理を円滑に行うた

めの一つの仕組みとして、環境リスクに基づくラベリングの仕組みを提案する。この環境リスクラベリング

システムは、製品の製造時における化学物質の環境への影響（環境リスク）を、放出量とハザードの積

で表すということ、また、製品の製造サプライチェーンに着目し、サプライチェーンにおける各段階まで

の累積の環境リスクを指標としてラベリングするものである。以下、環境ラベリングシステムについて、サ

プライチェーンにおけるマテリアルフローと環境へのリスクの観点から述べる。 

 

4.3.1.1 サプライチェーンにおけるマテリアルフロー 

 図 39 は塗装業界におけるサプライチェーンを通しての物質の流れを模式的に示したものである。最

川上は化学原料の製造業者（一次品製造事業者）であり、ここで製造された化学物質を用いて下流側

にある塗料製造業者が塗料（二次製品製造）を製造する。さらに、その塗料を用いて下流側にある塗装

業者が塗装（製品使用業者）を行う。塗装業者から直接消費者に最終製品が手渡される場合もあるが、

自動車や家電製品のように、さらに下流にある製品使用業者が、塗装業者が塗装を行った部品を用い

て最終製品を製造し、消費者に手渡す場合もある。消費者が製品を使用したのちに、回収リサイクルあ

るいは廃棄する廃棄物処理業者も存在する。 

 次に、この塗装業界のサプライチェーンの中での化学物質のマテリアルフローについて着目する。ま

ず、化学品製造業者（川上 1）で製造された化学物質は、製造時に一部分が環境中に排出され、一部
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分は回収、あるいはリサイクルされる。残りの部分が、下流側にある塗料製造業者（川上 2）に渡される。

塗料製造業者においても、化学物質（通常は複数種類）を用いて塗料を製造する。塗料製造時には、

一部分が環境中に放出され、また一部分は回収、リサイクルされる。残りの部分は塗料として出荷され、

川中 1 に存在する塗装業者にわたることになる。塗装業者では、塗料を用いて塗装を行う。塗装中には

塗料中の化学物質は一部分が環境中に放出され、一部分は回収、リサイクルされる。さらに、塗装部品

を用いて最終製品を製造する業者（川中 2）も存在する。塗装業者からは塗装後の製品中に残存する

化学物質がこの段階の業者の渡されることになる。さらに、最終的に、製品は消費者に渡される。この段

階においても、残存化学物質が渡されることになる。さらに、製品の使用後には、廃棄物処理業者に残

存する化学物質が渡されることになる。このようなサプライチェーンの中で、一次化学品の製造事業者

によって製造された化学物質は、一部が環境中に放出され、一部は回収される。また、化学反応により

別の物質に変化する場合もある。 

 サプライチェーンの中で回収、リサイクルされる化学物質は環境中には放出されないが、環境注意放

出される化学物質は、環境中にとどまり、また人体に取り込まれた場合には健康影響を及ぼす可能性が

ある。 

 化学物質の環境中への排出は、サプライチェーンの様々な段階で起こりうる。健康影響は、環境中に

放出されたすべての化学物質が直接的に関与するわけではないが、安全サイドとしてすべて環境中に

放出され、かつ残留する量をベースにするのが適当であると考えられる。なお、図 40 では、単一物質の

みを示しており、そのほかの物質についても同様なマテリアルフローを考えることができる。また、サプラ

イチェーンの中での化学反応による変化については考慮していない。これらについては後述する。ま

た、図 41 は印刷業界におけるサプライチェーンでの化学物質のマテリアルフローの概念図を示したも

のである。塗装業界の場合と同様なマテリアルフロー図を描くことができる。 
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図 39 塗装業界におけるサプライチェーン 
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図 40 塗装業界におけるサプライチェーンを通してのマテリアルフローの概念図 

 

 

図 41 印刷業界におけるサプライチェーンを通してのマテリアルフローの概念図 
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【環境中への化学物質放出量の計算】 

 製品に含まれる化学物質の環境中への放出量は、各事業者の取扱量に対して環境中に排出される

割合を排出係数で表し、放出量を求めることができる。すなわち、各段階（i で表す）における環境中へ

の放出量 Ei は、 

iii eME 
 

で与えられる。ここで、Mi はサプライチェーンの i 段階で使用される量、ei は環境中への排出係数であ

る。図の場合、川上 1 の化学品製造業者の使用量 M1 =100 に対して、環境中への放出係数 e1 = 0.1 と

すると、この段階での環境中への放出量は 

E1= M1e1 = 1000.1 = 10 

となる。 

 原料製造からある製品の n 段階目の製造段階までの累積の環境中への排出量を S(n)とすると、 
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となる。それぞれの段階での放出量 Ei を合計すると、サプライチェーンにおけるライフサイクルでの環境

中への総放出量 S が計算できる。 

 【サプライチェーンの各段階における累積排出量の計算例】 

・ 化学品製造業者の製造する化学品（トルエン）はこの段階での環境への排出量 10…トルエン 

・ 塗料製造メーカーの製造する塗料では、塗料製造時の環境への排出量 7 と原料である化学品製

造時の環境への排出量 10 の和である 10 + 7 = 17…塗料 

・ 塗装業者での塗装過程において、環境への排出量 35 とそれまでの排出量の合計 17 との総和 

35 + 17 = 52…塗装部品  

最終製品製造業者での環境への排出量 2 とそれまでの排出量の合計 52 との総和 52 + 2 = 54…最終

製品 

 上のような計算の結果を図に示した。なお、サプライチェーン全体での環境中への総排出量はすべて

の段階の排出量を総和することで求められる。上の例の場合、環境中への総排出量 S は 

 S = E1+ E2+ E3+ E4+ E5 + E6 = M1e1 + M2e2 + M3e3+ M4e4+ M5e5 + M6e6 

    = 1000.1 + 700.1 + 500.7 + 100.2  + 30.2 + 2.40.5 

    = 55.8 

となり、最川上の生産量のうち、55.8%が最終的に環境中に放出されることになる。図 42 は、塗装業界

図 43 は、印刷業界について、模擬的に排出量を示したものである。 
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図 42 塗装業界におけるマテリアルフローと環境中への排出 

  

図 43 印刷業界におけるマテリアルフローと環境中への排出 
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【ポテンシャルリスクの計算】 

 放出量と物質ごとのハザード（毒性）から、製品の製造に用いられた物質による環境リスク（ポテンシャ

ルリスク）を見積もることができる。ハザード指標として、ヘルスインデックス HI を用いることを考える。有

機化合物の HI は、もっとも毒性の低い含炭素化合物である二酸化炭素を基準物質として用いる。ま

た、毒性の指標としては、各物質の空気中の許容濃度である職業曝露の限界濃度 OEL (The 

Occupational Exposure Limit) を用いる。物質 k の HI、 kw
は、 

 

Reference 9,000
k

k k

OEL
w

OEL OEL
 

         

で与えられる。ここで、OELReference は基準物質である二酸化炭素の OEL であり、9000 mg/m3 である。ま

た、OELk は化学物質 k の OEL であり、物質によって異なる。サプライチェーンの i 段階における環境中

への化学物質の放出によるポテンシャルリスク PRi は、HI である kw
に放出量 Ei を乗じた値になる。 

iiiiii wEweMPR ~~ 
 

 サプライチェーンの n 段階までの累積の放出量による累積ポテンシャルリスク PRk(n)は、 
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 で与えられる。 

 たとえば、トルエンの場合、OEL が 188 mg/m3 であるため、HI、 kw
は 9000/188 = 48 となる。これを用

いて、図 42 および図 43 の塗装業界及び印刷業界の各サプライチェーンにおけるポテンシャルリスクの

計算値を図 44 および図 45 に示した。 

 

【サプライチェーンの各段階における累積ポテンシャルリスクの計算例】 

・ 化学品製造業者の製造する化学品（トルエン）のポテンシャルリスク：1048 = 480..トルエン 

・ 塗料製造メーカーの製造する塗料のポテンシャルリスク： (10 + 7) 48 = 816..塗料  

・ 塗装業者の塗装部品： (35+10+7) 48 = 2496..部品 

・ 最終製品製造業者： (35+10+7+2) 48 = 2592..最終製品 
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図 44 塗装業界におけるマテリアルフローと環境リスク 

 

 

 

 

図 45 印刷業界におけるマテリアルフローと環境リスク 
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 なお、製品の全ライフサイクルでの総ポテンシャルリスク PRtoluene は、 

PR toluene= 4855.8 = 2678.4 塗装 

PR toluene= 4851.5 = 2472  印刷 

となる。 

 

【環境リスクラベリング】 

 以上述べたようなサプライチェーンの各段階での環境中への化学物質放出によるポテンシャルリスク

に基づき、各段階の製品に対する環境リスクラベリングを行うことができる。 

 図 46、47 は環境リスクラベリングの例を示したものである。サプライチェーンの各段階において、それ

までに排出された化学物質による累積環境リスクをラベリングするものである。単一物質でかつ化学変

化が起こらない場合には、すべての段階でハザードは同じ値であるため、ラベリングは排出量基準であ

っても環境リスク基準であっても単に比例関係にあるだけである。複数個の物質が含まれる場合、あるい

は化学変化により物質が変化する場合には、それらを考慮する必要がある（後述）。 

 

 

 

図 46 塗装業界におけるマテリアルフローとラベリングの概念図 
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図 47 印刷業界におけるマテリアルフローとラベリングの概念図 

  

 以上が、サプライチェーンにおけるマテリアルフロー解析に基づくポテンシャルリスクの推算法と環境リ

スクラベリング法の提案である。実際のラベリングとして用いるには、以下のような課題を解決する必要

がある。 

 

【環境リスクラベリングの課題】 

A. 複数化学物質の取り扱い 

一般に、製品に用いられている化学物質は、一種類ではなく複数種類である。複数個の化学物質が存

在する場合には、それぞれの化学物質のポテンシャルリスクを積算すればよい。これは、単純な排出量

の和ではなく、リスクを同一の基準で数値化したために、すべての化学物質のもつポテンシャルリスクの

総和が計算可能になる。 

実際の計算には、マテリアルフローについて環境影響を及ぼす可能性のあるすべての化学物質につい

て積み上げる。それぞれの化学物質についてのマテリアルフローのデータから、それぞれの段階での

化学物質排出量を求め、さらにハザード値である HI の重み付けをして総和することで製品中のすべて

の化学物質のポテンシャルリスクを計算できる。 
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物質（物質名を k で表す）ごとの排出量, Sk 
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によって求めることができる。 

 ラベリングについても、サプライチェーンの各段階までの化学物質によるリスクとして数値化できる。 

 

B. 化学変化する物質の取り扱い 

 製品のサプライチェーンの流れの中で、化学物質はさまざまに変化しうる。この場合、元になる化学物

質がどのような物質にどの程度変化をしたかを把握し、それぞれの変化した化学物質ごとのハザード値

(HI)を乗じたものをトータルリスクとして算出すべきであると考えられる。たとえば、イソシアネートは極め

て毒性の高い化学物質であるが、環境中に放出された場合、比較的短時間で無害化することが知られ

ている。そのため、環境中への放出、化学変化による物質の変化、それに伴う、ハザードの変化も考慮

する必要がある。化学変化によって複数の物質が生成することになるため、そのあとの取り扱いは、１．

複数化学物質の場合と同様になる。 

 化学物質がサプライチェーンの中で化学変化を起こす可能性のある場合のマテリアルフローの模式

図を図 48 に示した。 
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図 48 化学変化がある場合のサプライチェーンにおけるマテリアルフローの概念図 

 

C. 実際のラベリングの方法とその情報伝達の仕組み 

  実際の製品に対する環境リスクラベリングは、二種類が考えられる。一つは、トータルリスクを製品に

表記する場合と、それぞれの物質ごとのリスクを表記する方法である。前者の場合には、 

 

「この製品の製造時において排出された化学物質のトータル環境リスクが？？である」 

 

との記述をすることになる。川下側の事業者、あるいは消費者はこのトータルリスクの数字を見ながらど

の製品が「環境にやさしい」製造過程を経て製造され来ているかを判断できることになる。各物質ごとの

詳細な放出量、リスクを表記する場合には、煩雑になるため、例えば、バーコードを用いた表記を行うこ

とも考えられる。 

 

D. 含有物質の取り扱い 

  環境リスクラベリングでは、環境中に放出される化学物質の量とそのハザードを基礎にしているため、

製品中に含有されているが、環境中に放出されていない物質については考慮していない。もちろん、こ
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れらの物質が環境中に放出される可能性はなくならないし、サプライチェーンの下流側でさらに排出さ

れる可能性がある。したがって、サプライチェーンの川中み位置する事業者にとっては、それまでの製

造プロセスで環境中への放出量が小さい、あるいはハザードが小さく、リスクとしても小さくても、下流側

での放出については何と言えないため、これらを考慮した判断も必要になるものと考えられる。そのた

め、このラベリングの仕組みについては、従来の含有量ベースである SDS あるいは Chem Sherpa のよう

な仕組みと併記していく必要があるものと考えられる。 

 

E. 他の情報伝達の仕組みとの違い 

 環境リスクラベリングシステムと同様なサプライチェーンにおける化学物質のリスクに関する情報伝達

の仕組みはいくつか存在する。たとえば、製品中に含まれる化学物質の毒性に関するデータである

SDS や、まさにサプライチェーンをターゲットにした、chemSHERPA は含まれているハザードに関する除

法であり、リスク評価の柱である暴露あるいは確率については考慮していない。あるいは、最悪シナリオ

である、全量がで環境中に放出された場合の最大リスクを表すとも考えられる。いずれにせよ、リスク評

価のためには、環境リスクラベリングシステムと従来型の SDS などの併用が望ましいと考えられる。 

 サプライチェーンにおける製品に含有される化学物質の情報（成分情報）を伝達する仕組みとして

Chem SHERPA が公開されている。基本的には製品の含有化学物質についての情報を川上の事業者

から川下の事業者に伝達するスキームである。実際には、事業者ごとに使用する化学物質の情報を入

力し、データベース化したものを共有、利用することになる。サプライチェーンでの情報伝達という仕組

みは今回の環境リスクラベリングと同様であるが、環境リスクラベリングでは一歩進んで、放出係数、ハザ

ードを織り込むことでより実際のリスクの値を情報として知らせることができるようになるというメリットがあ

る。そのため、環境リスクラベリングを ChemSHERPA に織り込んで、より詳細な化学物質情報の伝達の

スキームを精緻化することが可能になる。また、環境リスクラベリングは、消費者レベルまで伝達のスキー

ムを持たせることにより、サプライチェーンの川下である消費者の段階でより環境にやさしい、あるいは

環境リスクの小さい製品を確固とした数値に基づいて選択するための指標を与えることが可能になる。 

 安全データシート SDS も同様の仕組みであるが、個別の事業者が別の事業者に化学物質を含む製

品を譲渡あるいは提供する際に、製品に含有されている化学物質に関する安全情報を提供するもので

ある。個別の化学物質の持つハザードに関しては、GHS を用いる。GHS は国連勧告でだされた化学品

の分類及び表示に関する世界調和システムであり、化学品の有する危険・有害性を一定基準で分類

し、ラベルで図示したものである。SDS についても有害性情報を含む化学物質の情報伝達スキームで

あるが、含有化学物質の放出や化学変化については考えていない他、有害性は定性的な表示にとどま
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る。したがって、サプライチェーンの中での情報伝達は行えるものの、リスクの観点から製品を選択する

ための指標としては同種の製品間の比較が困難である。実際のモノづくりの現場では、危険な化学物

質を使用したとしても環境中に放出しなければリスクは限りなく０に近くなる。また、環境中に放出された

のちに化学変化を起こし、化学物質のもつ毒性が変化することも考えられる。 

 環境リスクラベリングでは、環境への放出を考慮し、有害性については、環境への放出割合とそれぞ

れの物質の持つハザードを数値化している。また、化学変化によるハザードの変化も考慮することが可

能である。そのため、一般の消費者のように専門的な知識がなくとも、ある程度製品間の比較が可能で

あり、選択の指標として用いることができる。ひいては、消費者あるいは川下の事業者の環境リスクラベ

ルにお基づく製品の選択によって市場からより環境リスクの高い製品のシェアが低下することになれば、

サプライチェーン全体の化学物質放出量、あるいは環境リスクの低減につなげることが可能であると考

えられる。 

 

【参考】 

【ChemSHERPA】 

 安全確保を前提としたサプライチェーンにおけるビジネスリスク、ビジネスコストの低減を目的として、サ

プライチェーンにおける製品に含有される化学物質の新たな情報伝達スキームの具体化を図るための

ツール（2015 年 10 月公開）。1. 信頼できる効率的な製品中の化学物質の情報伝達スキームとして多種

の製品や業界で使用できること、2. 情報の「責任ある提供」を確保するために「共通の物質リストを基本

とする成分情報」及び「法規制への遵法情報」を提供できること、を念頭に設計されている。現在、このス

キームは産業界の自主活動として位置づけられ、2016 年 4 月からアーティクルマネージメント推進協議

会(JAMP)により運営されている。 

 

【SDS】 

 SDS とは、「安全データシート」の Safety Data Sheet の頭文字をとったもので、事業者が化学物質及び

化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡・提供する際に交付する化学物質の危険有害性情報を記

載した文書を指す。危険有害性に関しては、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム

（GHS）に基づく分類を行い、その内容を SDS に記載する。化学物質の製造者は、日本工業規格（JIS）

の記載項目に準拠して SDS を作成し、化学物質の使用者等に交付する。SDS の交付を受けた化学物

質の使用者は、危険有害性の把握、リスクアセスメントの実施、労働者への周知等の化学物質の取扱

い管理に活用する。 





69 
 

    労働者、環境およびビジネスのための持続可能な価値を創造する、世界的なエレクトロニクス業界を

目指す。 

• RBA のミッション 

    RBA の加盟企業、サプライヤーおよび利害関係者が協力しあい、先進的な基準や手法を用いて環

境や労働環境を改善する。 

 

RBA 行動規範 v6.0 

http://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct6.0_Japanese.pdf 

A. 労働、B. 安全衛生、C. 環境、D. 倫理、E. マネジメントシステムの 5 項目から成り、C. 環境では

次のように書かれている。 

C.  環境  

 参加企業は、環境面の責任が世界水準の製品の製造に不可欠であることを認識しています。製造作

業においては、公衆の安全衛生を守りながら、地域、環境、および天然資源への有害事象を最小限に

抑えなければなりません。ISO 14001 と環境管理・監査システム（Eco Management and Audit System、

EMAS）などの認められたマネジメントシステムが、本規範の策定にあたって参照されており、そこから役

に立つ追加情報が得られる可能性があります。 環境基準は以下のとおりです。  

1）  環境許可と報告  

必要とされるすべての環境許可証（例：排出の監視）、認可書、および登録書を取得・維持し、最新の状

態に保ち、その運用および報告に関する要件を遵守しなくてはなりません。  

2）  汚染防止と資源削減  

汚染物質の排出、および廃棄物の発生は発生元で、または公害防止機器の新設、生産、メンテナン

ス、設備に関わるプロセスの変更などの実践、あるいは他の手段で、最低限に抑えるか除去する必要が

あります。水、化石燃料、鉱物、原生林製品などの天然資源の使用は、浪費しないようにするか、生産、

メンテナンス、設備プロセスの変更、材料の代替、再利用、保全、リサイクル、または他の手段などを実

践する必要があります。  

3）  有害物質  

人体や環境に対して危険をもたらす化学物質およびその他の物質は、特定、ラベル付け、および管理

され、安全な取り扱い、移動、保存、使用、リサイクルまたは再利用、および廃棄を確実にするよう管理

しなければなりません。  

4)  固形廃棄物  
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参加企業は、固形廃棄物（有害物以外）の特定、管理、削減、および責任ある廃棄またはリサイクルを

行うための体系的なアプローチを実施するものとします。  

5）  大気への排出  

揮発性の有機化合物、エアロゾル、腐食性物質、微粒子、オゾン層破壊物質、および業務で発生する

燃焼の副産物は、排出される前に必要に応じて特性確認、 日常的監視、制御、および処理をしなけれ

ばなりません。参加企業は、大気排出制御システムの動作を日常的に監視するものとします。  

6）  材料の制限  

参加企業は、製品および製造（リサイクルおよび廃棄物のラベル付けを含みます）における特定の物質

の禁止または制限に関する、すべての適用される法律、規制、および顧客要求事項を遵守しなければ

なりません。  

7）  水の管理  

参加企業は、水源、水の使用・排出を文書化し、特性を示し、監視するほか、節水機会を探し、汚染経

路を管理する水の管理を実施するものとします。あらゆる廃水は、排出または廃棄する前に、必要に応

じて特性を示し、監視、制御、処理を実施するものとします。参加企業は、廃水処理システムと封じ込め

システムの動作を日常的に監視し、最適な動作と規制の遵守を確保するものとします。  

8）  エネルギー消費および温室効果ガスの排出  

エネルギー消費、およびすべての関連するスコープ 1 および 2 の温室効果ガスの排出は、施設および

／または会社レベルで追跡および文書化されなければなりません。参加企業は、エネルギー効率を改

善し、エネルギー消費および温室効果ガスの排出を最小化できるコスト効率の良い方法を追求しなけ

ればなりません。 

 

4.3.2 リスクベースの排出量評価に向けて～VOC によるオゾン生成能 

 上の環境リスクラベリングにおいては、ハザードの指標としてヘルスインデックス（HI）を用いることを前

提とした。しかしながら、ハザードにはそのほか様々なものが考えられる。特に VOC 排出と関連付けら

れるのは光化学オキシダント発生である。光化学スモッグの原因となる光化学オキシダントは、光反応に

より発生するオゾンが主である。オゾン生成には、空気中の窒素酸化物、OH ラジカル、VOC が関係す

るものと考えられており、特に、図？に示した等高線図は、オゾン濃度が VOC 濃度及び窒素酸化物

NOx 濃度によって決定されることを示す。 
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図 49 オゾン生成の等濃度線図（RADM 機構） 

  

 図 49 によれば、オゾン濃度は、VOC 濃度によって主として決定される領域（VOC Limited）と NOX 濃

度によって決定される領域（NOx Limited）に分かれる。 

 我が国の平均 VOC 濃度ならびに NOx 濃度はここ 40 年以上にわたって減少している。しかしながら、

オゾン（オキシダント）濃度は 1980 年までの減少傾向から、ずっと漸増を続けている。このことは、図？

のオゾン濃度が単純に VOC 濃度と NOX濃度だけで決まらず、何か他の要因を考える必要があることを

示唆している。一つの考え方は、オゾン生成に関与する VOC 類を図？ではすべて同一に取り扱い、総

VOC 濃度で表している。しかしながら、VOC ごとの反応活性は異なり、大気中でオゾンを生成する能力

(オゾン生成能)も物質によって大きく異なるものと考えられる。そのようなオゾン生成能を表す指標として

考えられているのが、MIR（Maximum Incremental Reactivity）である。MIR は、数値シミュレーションによ

って求められる。環境省では、光化学反応モデルを含むボックスモデルに基づくシミュレータである

SAPRC-99 を用い、チャンバー実験を数値的に行って MIR を算出している。シミュレーションでは、

VOC と NOx の初期濃度、排出量、気象条件等を設定し、基本となるケースに対して対象となる物質の

排出量をわずかに増加させた際に、生成されるオゾンの変化量を計算し、両者の割合をオゾン生成能

MIR を求めている（図 50）。 
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図 50 オゾン生成能 MIR の推算法の概念図 

 

 公表されている MIR の値を表 13 に示した。キシレン、トルエン等の塗料あるいは印刷インキに用いら

れている芳香族化合物は比較的高い MIR(4-11)を持つが、同様に溶媒として用いられている酢酸エチ

ルは比較的低い MIR(0.60)である。また、米国の調査では、α-ピネンは 4.54、スチレンは 2.52 となって

いる。そこで、本調査研究では、これらの VOC 類のオゾン生成能である MIR のハザードとしての適性

について実験的に検討した。 
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表 13 主要物質の MIR 
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【実験】 

 プラスチックバッグに、VOC、オゾン、NO、テトラメチルエチレン(TME)を所定濃度になるように導入し

(清浄空気バランス)、全体をアルミホイールで覆って遮光した。各成分の濃度の時間変化をリアルタイム

で陽子移動反応型質量分析計（PTR-MS、IONICON 社製）を用いて測定した。VOC の初期濃度は

600 または 1200 ppb とし、オゾン濃度は 600 ppb で固定、NO 濃度は 0 または 300 ppb、TME 濃度は 0

または 60 ppm とした。用いた VOC は、トルエン、m-キシレン、酢酸エチル、α-ピネン、スチレンとした。

なお、TME は OH ラジカルの発生材として用いた。TME はオゾンと反応して以下のスキームで OH ラジ

カル(OH)を発生する。 

Tetramethylethylene (TME) + O3 → OH + products 

 

【実験結果】 

 図 51～54 は共存物質が異なる場合のオゾン分解による VOC の濃度の時間変化を表す。 

 

 

図 51 オゾンのみの場合の分解速度 
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図 52 オゾン+NO の場合の分解速度 

 

 

 

図 53 オゾン+OH(TME)の場合の分解速度 
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図 54 オゾン+NO+OH(TME)の場合の分解速度 

 

 

 

 

 

 

図 55 60 分後の各 VOC の分解率の比較 
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図 56 60 分後の分解率と MIR の関係 

 

 実験結果のまとめを表 14 に示した。 

 

【考察】 

 実際のオゾンとの反応速度と MIR の値には相関がみられず、また、共存物質によって分解反応速度

は大きく異なった。したがって、環境リスク、特に光化学スモッグの生成能として MIR を用いることは困

難であると考えられる。光化学スモッグ生成能に関しては何らかの他のハザードを設定する必要がある

ものと考えられる。 
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7. 今後の課題と展望 

 本調査では、塗装業界と印刷業界をサプライチェーンの例として取り上げ、それぞれの業界における

化学物質、特に塗料あるいはインキ中に含まれる揮発性有機化合物 VOC 類のマテリアルフローにつ

いて調査を行った。結果、印刷業界は塗装業界に比べてより VOC 削減を進めている。その大きな要因

は、業界のサプライチェーンにおける認証制度とそれを支える様々な情報伝達の仕組み（仕入れ製品

など）が比較的整備され、それらが大きな役割を果たしているものと考えられた。 

 本調査研究では、これらの二業界の対比から、より VOC 排出削減を進めるためには、サプライチェー

ン全体の取り組みの重要性と、サプライチェーンの各段階にある事業者間の情報伝達が重要であると

の認識に至った。その結果、サプライチェーンの各段階での事業者、特に消費者も含み、ある製品を製

造するのに使用し、かつ環境中に放出された化学物質に関するラベリングの仕組みを提案した。これ

は、環境リスクラベリングと名付けるべきものであり、以下のような特徴を有する。 

 

a) 含有量ではなく、製品製造時に環境中に放出された化学物質の量に基づく。 

b) 各段階での排出量に対して、ハザード値であるヘルスインデックス HI の重みづけをすることで、

放出量×ハザード=リスクの値で定量的に評価する。 

c) サプライチェーンでの各段階での製品にラベリングを行うことで、川上から川下への製品あるい

は化学物質の流れの中で、各段階の事業者あるいは消費者が環境リスクに基づく製品の選択

が可能になる。 

d) 複数の化学物質が含まれる場合にも、それぞれの物質の（放出量×ハザード値）を総和するこ

とで、製品を製造する段階で放出された化学物質全体による環境リスクを一元化して表示する

ことができる。 

e) 製品製造時に使用した化学物質が放出されたのちの化学変化を考慮することで、環境放出に

よる真の環境リスクを定量化することができる。これにより、ハザード値は高いが製品中に完全に

閉じこめられて環境中に放出される可能性が小さい物質の環境リスクを過大評価することや、ま

た環境中に放出されたのちに化学変化によりそのハザード値が大きく変化する可能性のある物

質のリスクを的確に評価することができる。 

f) 以上のような環境ラベリングシステムが普及することで、サプライチェーンの各事業者がより環境

リスクの小さい製品を選択するための指標となり、ひいてはサプライチェーン全体の化学物質放

出による環境リスクの低減につながることが期待される。 
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 以上のような特徴に対して、環境リスクラベリングシステムが、実用化、普及するためには、次のような

課題を解決すべきである。 

 

1) 環境リスクラベリング普及に関しての障壁と普及のための社会的な仕組みづくり 

 環境ラベリングシステムを普及させ、さらに化学物質排出による環境及び健康リスクを低減するために

は、ラベリングシステムの普及がまず不可欠である。まず、ラベリングのシステムを構築するためには、ラ

ベリングを膨大な製品に対して行う必要がある。そのためには、製品ごとのマテリアルフローデータや化

学物質の毒性に関するデータベースの整備が不可欠である。後者に関してはある程度のデータベース

が構築されているが、さらなる拡充が不可欠である。また、新規物質や代替物質に関しても毒性のデー

タベース構築のための、方策が求められる。一方、サプライチェーンにおけるマテリアルフローに関して

は業界団体だけでなく、各事業者のもつ情報公開が前提となる。実際の製造プロセスに関しては企業

秘密になる部分も大きいため、 データベース構築のためには何らかのインセンティブや強制力が必要

になることも考えられる。とくに、製造プロセスで化学変化を伴う場合には、精査が必要になるものと考え

られる。 

 以上を考えるに、厳密なデータに基づくラベリングを導入するよりも、まずは簡易的な推算に基づくラ

ベリングを導入し、頃合いを見計らって精密化するという形が望ましいと考えられる。 

 個別事業者の環境リスクラベリング導入のコストも問題になる。また、認定機関の役割と強制力も課題

である。 

 いずれにせよ、環境リスクラベリングによるサプライチェーンの各段階の間のリスクコミュニケーションが

円滑に行われ、各サプライチェーンごとの化学物質放出に伴う環境リスクを最小限に抑制されるための

法制などの仕組み作りが不可欠になるものと考えられる。 

 

2) 他のハザード指標の可能性 

 環境リスクラベルでは、各化学物質ごとのハザード値として、ヘルスインデックス HI を用いることを提案

している。しかしながら、これまでのリストにない新規物質あるいは代替物質を使用した場合には、それ

ぞれの物質の HI を推算する必要がある。HI は職業環境暴露の規制値に基づく値であり、かつ致死量

をエンドポイントとする化学物質の毒性指標である LD50（半数致死量）とも相関づけられることがわかっ

ている。また、LD50、HI 共にグループ寄与法によってある程度推算が可能である。なお、環境リスクとし

ては、毒性以外にも、大気汚染（光化学スモッグ、地球温暖化、オゾン層破壊）、水質汚染、PM 生成な

どの指標が考えられる。これらの指標を毒性に基づくハザードと融合化、総合化することは今後必要に
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なるものと考えられる。なお、今回の調査から光化学スモッグ生成能のハザードとして MIR（オゾン生成

能）をそのまま用いることは現状では問題があると考えられた。 

 

【今後の課題】  

 本調査研究によって、塗装業界および印刷業界の各サプライチェーンにおけるマテリアルフロー及び

レスポンシブルケアによる化学物質管理の実情について明らかにし、その結果を解析することで、新た

な化学物質管理のための一つの仕組みとして、環境リスクラベリングシステムを提案した。今後は、提案

した環境リスクラベリングシステムを実用化し、環境リスクに基づく化学物質管理、また環境リスクの低減

につなげていくことが必要になる。そのためには、現在概念設計にとどまっている環境リスクラベリングシ

ステムを実用化に向けて精緻化し、具体的な仕組みとして機能させるための課題抽出とその解決法に

ついて検討することが必要になる。具体的には、以下の各点が重要である。 

 

 サプライチェーンの各段階における事業者の協力の下での環境リスクラベリングシステムの具

体的な設計。特に、現場、中小企業の割合が高い川中の事業者（塗装業者、印刷業者）の協

力が不可欠であると考えられる。 

 他業界への適用を考え、VOC 排出量が大きいサプライチェーンの実態調査と事業者の協力

によるシステムの精緻化。具体的には洗浄や接着業界などがあげられる。 

 サプライチェーンの中に外国企業が入っている場合の扱い。 

 環境リスクラベリングシステムが社会に受け入れられ、かつ化学物質管理のためのツールとし

て機能するために必要な要素の洗い出しと、それに基づくシステムの改良、精緻化 

  

 

 


