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製造業の生産現場における環境負荷低減に向け
た取組と技術動向に関する調査報告書

平成 30 年３月

関東経済産業局

はじめに

製造業の生産現場では、これまで公害問題を克服するために産学官を挙げた様々な取組
がなされ成果を上げてきましたが、①ＶＯＣ排出抑制といった大気汚染防止への取組、②
亜鉛等の暫定排出基準強化等へ対応するための水質汚濁防止への取組、③土壌や地下水汚
染防止対策、④その他有害物質・有用物質の回収による廃棄物の削減と資源の有効活用等、
引き続き環境負荷低減に向けた取組が求められています。
こうした状況を踏まえ、今年度は、製造業の生産現場における環境負荷低減のための先
進的な取組及び最新の技術動向、また、その課題等について調査を実施し、それらの実態
を広く周知することで、中小企業等が取り組む環境負荷低減活動を促進することといたし
ました。特に、製造業として裾野が広く、かつ、環境負荷低減への取組が進展していると
考えられる自動車部品製造業を主対象に調査を実施しました。
また、本事業の円滑な実施にあたり、「大気汚染防止技術」「水質汚濁防止技術」「土壌汚
染防止技術」
「廃棄物の削減・再資源化」の知見を有する有識者からの助言を得ることが必
要と考え、早稲田大学理工学術院応用化学専攻教授 平沢 泉氏を委員長とする検討委員
会を組織し、計３回の委員会を開催し、本調査に関するご意見等をいただいたところです。
本報告書が、広く中小企業の製造現場における環境負荷に係る課題解決に役立つものと
なれば幸甚に存じます。
最後に、本調査にご協力をいただきました検討委員会の委員の皆様、業界団体、さらに
はアンケート調査及びヒアリング調査にご協力いただきました企業の皆様にこの場をお借
りして厚く御礼申し上げます。

平成 30 年３月
関東経済産業局資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課
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第１章 製造現場における環境負荷低減のための取組の現状及び課題等
ここでは、自動車部品製造業の製造現場における環境負荷低減のための取組の現状及び
課題について、検討委員会委員からの情報提供、文献調査結果、アンケート調査結果、業
界団体へのヒアリング調査結果を元に、とりまとめた。
１．塗装工程における環境負荷低減に向けた取組の現状及び課題等
自動車部品製造業の塗装工程における環境負荷項目としては、有機溶剤使用に伴う揮発
性有機化合物（VOC）の発生、前処理工程における廃水ならびにスラッジの発生、塗装工程
におけるブース廃水ならびに塗料スラッジの発生が挙げられる。
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（資料）
「塗装の工夫による VOC 削減と利益創出」日本塗装機械工業会：平野克己（2016 年（平成 28 年）
1 月 20 日）

「塗装」工程における VOC 排出抑制を図るべく、国は、2004 年（平成 16 年）に大気汚染
防止法を改正し、VOC の排出規制を 2006 年（平成 18 年）４月１日より開始し、塗装施設、
塗装の乾燥施設、洗浄施設からの VOC 排出量削減を図った。
そのため、日本自動車部品工業会会員企業等を中心とした法律の対象となる施設におい
ては、VOC 排出抑制が進展し、業界の VOC 排出量削減目標値を既に達成済であるが、中小の
自動車部品製造業が使用する塗装施設や塗装の用に供する乾燥施設で排出規制に該当しな
い施設においては、事業者の自主的取組に委ねられたため、コスト低減や利益創出につな
がらない限り、VOC 排出削減が図られないこともあったようである。
規制対象となる揮発性有機化合物排出施設及び排出基準
揮発性有機化合物排出施設
規模要件
排出基準
塗装施設（吹付塗装に限る。
） 排風機の排風能力が 100,000 自動車の製造の用に供するもの
㎥/時以上のもの
既設 700ppmC 新設 400ppmC
塗装の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が 10,000 木材･木製品(家具を含む。)の製造
（吹付塗装及び電着塗装に ㎥/時以上のもの
の用に供するもの 1,000ppmC
係るものを除く。
）
その他のもの 600ppmC
工業製品の洗浄施設（乾燥施 洗浄剤が空気に接する面の 400ppmC
設を含む。
面積が 5 ㎡以上のもの
（資料）環境省ホームページ
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第８次環境自主行動計画の 2016 年度の結果

（資料）日本自動車部品工業会技術部 筒井将年「日本自動車部品工業会（JAPIA）の環境規制に関する対
応について」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

「塗装」工程の廃水に関係する施設として、以下のものが挙げられる。
水質汚濁防止法特定施設一覧表(水質汚濁防止法施行令第１条別表第１)
特定施設の種類（抜粋）
具体例
63 金属製品製造業又は機 (ﾛ)電解式洗浄施設
電解脱脂、電解洗浄
械器具製造業（武器製造業を (ﾎ)廃ガス洗浄施設
塗装ブース、焼付施設等の
含む。）の用に供する施設で
廃ガスの水洗
あつて、次に掲げるもの
65 酸又はアルカリによる表面処理施設
脱脂、洗浄、塗料剥離、化
学研磨、化成被膜
66 電気めっき施設
電着塗装
71 の 5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジク 脱脂、洗浄、塗料被膜
ロロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するものを除く。
）
（資料）「塗装ラインでの画期的なコスト削減方法と廃水処理問題」（工業塗装高度化協議会環境技術分科
会副部会長 内山貴識、平成 25 年３月 12 日）

自動車部品製造業における一般的な塗装ラインの工程及び排水・産廃の発生状況は次ペ
ージの図に示したとおりである。排水には常時排水と定期排水があり、常時排水は、前処
理装置と電着装置から排出され、一般的には廃水処理装置で処理された後に放流される。
定期排水には、前述の２装置に加え、塗装ブースからのものもあり、処理方法は廃水処理
する方法以外に、産廃処理業者に引き取ってもらうこともよく行われている。産廃業者に
よる引き取りによるコストや放流に対する規制を勘案し、無排水システムも近年は導入事
例が増えている。
前処理装置の化成工程からは、リン酸鉄等のスラッジが排出される。この化成スラッジ
は連続セットリングタンクや全量濾過フィルタにより系外に分離された後、脱水濾過機に
より 60％程度まで含水率を下げた後に産廃処理することが一般的である。これを乾燥装置
により含水率を 50％以下まで下げ、セラミックタイル等として再利用することも実用化さ
れている。
油は主に前処理装置の脱脂工程の油水分離装置から排出される。ごみにはマスキング
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材・テープ、塗料缶、手袋等雑多なものが含まれる。
塗料スラッジは、排水と並び、塗装ラインから排出される廃棄物の主要なものの一つで
ある。塗装機械やワークの形状等によって様々ではあるが、使用された塗料のおよそ 1/3
程度は塗料スラッジとなるため、その量は膨大である。これをいかにして効率的に減容化
するかが、コスト及び環境負荷の点から非常に重要である。（以上、「塗装ラインからの排
水・産廃の負荷の実情と CO2 削減対策」日本塗装機械工業会技術部会：内山貴識、国久伸
一（2008 年（平成 20 年）10 月 21 日）を引用）

（資料）
「塗装ラインからの排水・産廃の負荷の実情と CO2 削減対策」日本塗装機械工業会技術部会：内山
貴識、国久伸一（2008 年（平成 20 年）10 月 21 日）

（資料）
「塗装ラインからの排水・産廃の負荷の実情と CO2 削減対策」日本塗装機械工業会技術部会：内山
貴識、国久伸一（2008 年（平成 20 年）10 月 21 日）
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前処理装置からは、アルカリ性の脱脂後水洗水及び表面調整液オートドレンさらに酸性
の化成後水洗水が排出される。これらを前処理装置内でリサイクルすることはまだ実用化
されておらず、全量を排水処理にかける必要がある。
電着装置からは、純水洗水及び極液が排水されるが、純水洗水については、UP/RO（高機
能膜分離）システムにより、排水がなされないシステムが近年では、一般化して来ている。
前述の前処理排水と電着排水は廃水処理装置により、中和凝集沈殿等の処理の後に通常
は放流される。本システムでは、この水を２台の RO 装置（逆浸透濾過）によりさらに処理
し、利用可能な水の回収と排水の減容化を図っている。
１台目の RO 装置では、濾過水は２代目の RO 装置に送られ、濃縮水は不純物が多いため、
蒸発装置に送られる。２台目の RO 装置では、電気伝導度が 10μS/cm（マイクロジーメンス）
以下の電着塗装用の純水としての使用に耐えうる品質の濾過水が得られ、濃縮水の方も前
処理の脱脂後水洗の給水に利用される。
蒸発装置においては、１段目の RO 装置の濃縮水を主に電着乾燥炉の脱臭炉廃熱を利用し
て、蒸発させている。蒸発装置内底部では、塩類が汚泥状に堆積して来るため、これをド
ライヤーに送り、乾燥スラッジとして系外に排出する。（以上、「塗装ラインからの排水・
産廃の負荷の実情と CO2 削減対策」日本塗装機械工業会技術部会：内山貴識、国久伸一（2008
年（平成 20 年）10 月 21 日）を引用）

（資料）
「塗装ラインからの排水・産廃の負荷の実情と CO2 削減対策」日本塗装機械工業会技術部会：内山
貴識、国久伸一（2008 年（平成 20 年）10 月 21 日）

原水槽内の処理水は、液面制御により蒸発装置本体に送られる。処理水はポンプにより
蒸発装置上部に送られ、多孔板状の気液接触部位を通って装置下部のタンクに戻る。
一方、気液接触する空気は脱臭炉の廃熱や補助熱源のバーナーにより、200～300℃程度
に予熱される。この予熱空気は蒸発装置本体に導かれ、気液接触後の空気が約 60℃になる
ように、補助熱源の印加熱量がコントロールされる。（以上、「塗装ラインからの排水・産
廃の負荷の実情と CO2 削減対策」日本塗装機械工業会技術部会：内山貴識、国久伸一（2008
年（平成 20 年）10 月 21 日）を引用）

また、
「塗装」工程で過去に使用した塗料に含有していた VOC による土壌汚染が懸念され
る場合には、今後、土壌汚染調査の実施を要請される可能性がある。
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自動車部品製造業における環境対策の状況は、日本塗装工業会が 1997 年に調査した当時
からそれほど変わっていないとのコメントもあることから（日本塗装工業会へのヒアリン
グ調査）
、ここでは、参考までに、日本塗装機械工業会「工業塗装に係わる環境対応の実態
調査報告書」
（1998 年３月）を元に、自動車部品の塗装企業を多く含む金属材塗装企業もし
くはプラスチック材塗装企業における環境対策の状況について、概観した。
金属材塗装企業は、メラミン、アルキド、ランカー等の一般溶剤形塗料から、粉体、電
着塗装等の環境対応型塗料に転換しつつあることがうかがえる。塗装機器としては、エア
スプレー、粉体静電の使用が多い。
プラスチック材塗装企業は、耐熱性の制約から、低温で乾燥できるウレタン系やラッカ
ー系、アクリル常乾系の一般溶剤形塗料を使用している。環境対応形塗料としては、紫外
線硬化形塗料を中心に使用されている。塗装機器としては、エアスプレーが主流であるが、
塗着効率向上に向け、低圧霧化式スプレーガンやエアー静電霧化ガンの使用も多い。
（2018 年時点では、金属材塗装企業、プラスチック材塗装企業問わず、環境対応型塗料と
して、水系やハイソリッドの使用が進展している。
）
）
（参考１）塗装企業における環境対策等の状況（その１）
金属材
プラスチック材
月間塗料使用量（ﾄﾝ／月）
一般溶剤形塗料 962( 51%) 一般溶剤形塗料 112( 61%)
シンナー
357( 19%) シンナー
69( 37%)
環境対応型塗料 559( 30%) 環境対応型塗料
3( 2%)
合計
1,878(100%) 合計
184(100%)
環境対応型塗料
ハイソリッド
15( 3%) ハイソリッド
0( 0%)
月間塗料使用量（ﾄﾝ／月）
水系
8( 2%) 水系
0.01( 0.3%)
粉体
309( 56%) 粉体
0( 0%)
電着
210( 38%) 電着
0( 0%)
紫外線硬化
5( 1%) 紫外線硬化
2.67(99.7%)
塗装機器（ガン数）
エアスプレー
1,033 エアスプレー
173
エアレススプレー
194 エアレススプレー
13
エアー霧化式静電
420 エアー霧化式静電
18
回転霧化式静電
127 回転霧化式静電
0
低圧霧化式スプレー
112 低圧霧化式スプレー
60
エアレス霧化式静電
44 エアレス霧化式静電
0
エアエアレス式静電
36 エアエアレス式静電
0
粉体静電
898 粉体静電
1
フローコーター
6 フローコーター
2
ロールコーター
11 ロールコーター
13
浸漬式又はシャワー式 23 浸漬式又はシャワー式
0
その他
40 その他
0
（資料）日本塗装機械工業会「工業塗装に係わる環境対応の実態調査報告書」
（1998 年３月）

金属材の塗装企業は、脱脂処理に溶剤や薬剤を用いており、一部の企業では塩素系溶剤
やクロメート処理を行っているところもみられる。また、前処理剤の剥離作業に塩素系剥
離剤や薬剤を使用しているところもみられる。
プラスチック材の塗装企業は、脱脂処理を行わないところも多いが、脱脂処理を行う場
合は、溶剤を用いる場合が多く、一部の企業では塩素系溶剤を用いるところもみられる。
塗装ブースはいずれの材料の塗装企業においても水洗式が多く、悪臭対策として拡散処
理を用いる場合が多いが、特段の悪臭対策を行っていない企業も少なくない。また、塗料
ミスト排出で何らかの問題を抱えている企業も一部にみられる。
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（参考２）塗装企業における環境対策等の状況（その２）
金属材
プラスチック材
脱脂処理
無し
13( 8%) 無し
10( 40%)
溶剤処理
45(29%) 溶剤処理
9( 36%)
薬剤処理
88(57%) 薬剤処理
1( 4%)
湯洗のみ
5( 4%) 湯洗のみ
1( 4%)
使用溶剤
非塩素系溶剤
51(76%) 非塩素系溶剤
9(100%)
塩素系溶剤
16(24%) 塩素系溶剤
2( 22%)
化成処理
無し
32(22%) 無し
20(100%)
燐酸亜鉛
67(45%) 燐酸亜鉛
0( 0%)
燐酸鉄
31(21%) 燐酸鉄
0( 0%)
クロメート
14(10%) クロメート
0( 0%)
素地調整
無し
60(42%) 無し
16(80%)
酸洗
16(13%) 酸洗
0( 0%)
ショットブラスト 27(18%) ショットブラスト 0( 0%)
ペーパー研磨
30(21%) ペーパー研磨
4(20%)
剥離作業
無し
61(44%) 無し
18(82%)
塩素系剥離剤
18(13%) 塩素系剥離剤
0( 0%)
薬剤
21(15%) 薬剤
2( 9%)
ショットブラスト 24(17%) ショットブラスト 0( 0%)
焼却
12( 9%) 焼却
2( 9%)
塗装ブース
無し
5( 3%) 無し
0( 0%)
水洗式
98(88%) 水洗式
20(91%)
乾式
49(29%) 乾式
4(18%)
簡易囲い式
6( 3%) 簡易囲い式
0( 0%)
オイル式
6( 3%) オイル式
6(27%)
悪臭対策
無し
43(33%) 無し
8(36%)
拡散処理
44(34%) 拡散処理
11(50%)
直燃式
16(13%) 直燃式
0( 0%)
触媒式
10( 9%) 触媒式
1( 5%)
吸着式
8( 6%) 吸着式
5(23%)
吸着燃焼式
2( 2%) 吸着燃焼式
0( 0%)
ミスト排出の現状
特に問題なし
91(73%) 特に問題なし
18(82%)
多少問題あり
30(24%) 多少問題あり
4(18%)
問題があり困っている 3(3%) 問題があり困っている 0(0%)
（資料）日本塗装機械工業会「工業塗装に係わる環境対応の実態調査報告書」
（1998 年３月）

前処理後の乾燥方式は、強制乾燥、焼付乾燥の割合が高い。プラスチック材の乾燥は、
材質の耐熱性の関係から強制乾燥が多い。
排気処理の関係では、特段の処理を行っていない場合が多い。
廃水は金属材の塗装企業において発生する割合が高く、主として放流もしくは希釈放流
で対応している。
いずれの素材の塗装企業においても産業廃棄物は発生し、その処理費用が環境対策費の
中で大きな割合を占めている。廃水処理費用にも一定の費用が発生するが、排ガス対策費
にはほとんど費用が発生していない。
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（参考３）塗装企業における環境対策等の状況（その３）
金属材
プラスチック材
乾燥方式
自然乾燥
20(10%) 自然乾燥
1( 4%)
強制乾燥
35(19%) 強制乾燥
17(68%)
焼付乾燥
122(67%) 焼付乾燥
6(24%)
紫外線乾燥
3( 2%) 紫外線乾燥
5(20%)
その他
3( 2%) その他
0( 0%)
排気処理
無し
68(50%) 無し
12(60%)
直燃式
40(29%) 直燃式
2(10%)
触媒式
15(11%) 触媒式
2(10%)
吸着式
8( 6%) 吸着式
3(15%)
吸着燃焼式
2( 1%) 吸着燃焼式
0( 0%)
その他
4( 3%) その他
1( 5%)
廃水の有無
無し
32(23%) 無し
14(56%)
有り
101(73%) 有り
10(40%)
自社処理する場合の方法
放流
36(37%) 放流
1(10%)
希釈放流
23(24%) 希釈放流
1(10%)
強制蒸発
7( 7%) 強制蒸発
0( 0%)
再利用
9( 9%) 再利用
1(10%)
その他
22(23%) その他
0( 0%)
産業廃棄物の有りの割合
化成処理スラッジ 85(71%) 化成処理スラッジ 4(16%)
脱脂廃油
89(77%) 脱脂廃油
5(20%)
ブース汚泥
110(87%) ブース汚泥
21(84%)
廃粉体塗料
50(46%) 廃粉体塗料
0( 0%)
廃液状塗料
96(86%) 廃液状塗料
18(72%)
廃溶剤
97(84%) 廃溶剤
20(80%)
廃フィルター類
88(79%) 廃フィルター類
13(52%)
研磨粉、塗料カス 101(88%) 研磨粉、塗料カス 17(68%)
廃容器
98(87%) 廃容器
20(80%)
環境対策費（万円／月）
総額
10,932(100%) 総額
2,013(100%)
産廃物処理費 4,721( 42%) 産廃物処理費
776( 39%)
廃水処理費
2,526( 23%) 廃水処理費
369( 18%)
排ガス対策費
671( 7%) 排ガス対策費
12( 1%)
保全清掃費
3.014( 28%) 保全清掃費
855( 42%)
（資料）日本塗装機械工業会「工業塗装に係わる環境対応の実態調査報告書」
（1998 年３月）

近年でも小物部品の塗着効率（塗料の歩留り）は 20～30％に過ぎず、塗料スラッジ減容
化の課題があるほか、ベル型塗装機が広く使用されており、エアー使用量が多いことから
CO2 排出量が増大している。ベル型塗装機のエアー使用量の低減を通じ、CO2 排出量削減、省
エネ化を図ってきたが、そろそろ手詰まり状態になっている。
VOC 対策の関係から水性塗料への転換を図る中小自動車部品製造業が多い中、排水の高
BOD・COD 化への対応に苦慮している。
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本年度アンケート調査の中で、自動車部品製造業を対象に「塗装」工程での課題を尋ね
たが、多くの企業においては、
「特段、困っていることはない」と回答した。VOC 規制で排
出基準の遵守が求められた企業や水質汚濁防止法の特定施設を有する企業では、法規制の
順守に努めてきたことから、
「特段、困っていることはない」と回答したものと考えられる。
しかし、従業員規模別にみると、従業員数 29 人以下の企業では、「特段、困っていること
はない」への回答割合が従業員数 30 人以上の企業と比べて低かったことから、中小規模の
自動車部品製造業では、
「塗装」工程で依然、何らかの課題を抱えているものと考えられる。
具体的には、塗料のオーバースプレイに伴う塗料スラッジの減容化や有効利用の課題、
さらには溶剤塗装に伴い発生する VOC 処理費用低減や水性塗料変更に伴い増大する環境対
策コストの低減といった、主として環境対策費用低減に向けた課題を抱えている。
一方で、職場環境の改善につながる「VOC 除去後に残る臭気の低減」に関しては、従業員
規模を問わず、課題となっている。
「塗装」工程での課題（n=402、複数回答可）
0

20

溶剤塗装に伴い発生するVOCの処理費用低減

40

80

100

120

8

VOC除去後に残る臭気の低減

10

塗料への変更に伴い増大する設備費・維持費の費用低減、CO2排出量の低減

11

塗料スラッジ減容化に伴う産業廃棄物排出量の低減

28

塗料スラッジの有効利用
その他

60

13
3

特段、困っていることはない

97

（資料）今回アンケート調査結果

「塗装」工程での課題への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
47 件

数
溶剤塗装に伴い発生する VOC
の処理費用低減
VOC 除去後に残る臭気の低減
塗料への低減に伴い増大す
る設備費・維持費の費用低
減、CO2 排出量の低減
塗料スラッジ減容化に伴う
産業廃棄物排出量の低減
塗料スラッジの有効利用
その他
特段、困っていることはない

率

30～49 人
73 件

50～99 人
65 件

数

数

率

数

率

100～299 人
52 件

率

300 人～
22 件

数

率

4件

9%

1件

1%

1件

2%

1件

2%

0件

0%

3件

6%

1件

1%

1件

2%

3件

6%

2件

9%

2件

4%

3件

4%

1件

2%

3件

6%

2件

9%

8件

17%

3件

4%

6件

9%

4件

8%

7件

38%

3件
1件
11 件

6%
2%
23%

2件
0件
29 件

3%
0%
40%

2 件 3%
0 件 0%
25 件 38%

4件
2件
22 件

8%
4%
42%

2件
0件
9件

9%
0%
41%

（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率を示す。回答率
は、例えば 29 人以下の溶剤塗装に伴い発生する VOC の処理費用低減の回答率 9％=回答数 4 件÷全
体サンプル数 47 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを、青色の網掛けは、他の従
業員数別の回答率に比べ低いものを示す。
（資料）今回アンケート調査結果
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２．洗浄工程における環境負荷低減に向けた取組の現状及び課題等
自動車部品製造業の洗浄工程は、様々な自動車部品の製造工程中に存在する。具体的に
は、塗装、めっき処理の前処理工程での洗浄、機械加工部品の中間洗浄、精密部品の最終
洗浄、熱処理前後の部品洗浄等が挙げられる。

（資料）㈱パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室 杉田 雅幸「洗浄業界における環境負荷
低減に向けた取組と技術動向」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

洗浄工程における環境負荷として、機械加工部品の中間洗浄に使用される溶剤系洗浄剤
（炭化水素系溶剤、ハロゲン系溶剤）や塗装工程で洗浄用に使用されるシンナー（トルエ
ン、キシレン、水性洗浄シンナー（ブチルセロソルブ）等）から発生する揮発性有機化合
物（VOC）による大気汚染の問題が挙げられる。
また、機械加工部品の中間洗浄に使用されるアルカリビルダー（水系洗浄剤）によるリ
ン、ホウ素、窒素等の排水中含有濃度の上昇、界面活性剤（水系洗浄剤）の使用による高
濃度 COD、BOD 排水の発生が挙げられる。
塗装工程の塗装ブース循環水の洗浄時に発生する水性塗料、使用される水性洗浄シンナ
ー（ブチルセロゾルブ、塗料処理剤（固液分離剤）
）による高濃度 COD、BOD 排水の発生も
水質汚濁の問題となっている。
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洗浄分野における環境負荷
大気汚染

加工工程

溶剤系洗浄剤
・炭化水素系溶剤
・ハロゲン系溶剤

塗装工程

VOC
(揮発性有機化合物)

洗浄シンナー
・トルエン、キシレン等
・水性洗浄シンナー
(ブチルセロソルブ等)

水質汚濁

加工工程

水系洗浄剤
・アルカリビルダー

・界面活性剤

塗装工程

リン、ホウ素、窒素等
COD、BOD

塗装ブース循環水
・水性塗料

・水性洗浄シンナー
(ブチルセロソルブ等)

COD、BOD

・塗料処理剤(固液分離剤)
（資料）㈱パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室 杉田 雅幸「洗浄業界における環境負荷
低減に向けた取組と技術動向」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

洗浄分野における環境負荷低減ニーズとして、排出 VOC 低減、COD・BOD 低減等が洗浄メ
ーカーに寄せられる。このようなニーズに対応すべく洗浄メーカーでは、各種対応を行っ
てきている。
加工工程における排出 VOC 低減に向け、金属部品（金属材）を扱う自動車製品製造業で
は、主要部品の洗浄剤水系化を進展させてきており、洗浄メーカーへの排出 VOC 低減に向
けたニーズは減少傾向にある。ただし、小物部品の加工を専業で行っている小規模事業所
などでは排水処理設備を持たず、溶剤系洗浄剤は残る傾向にあるため、溶剤系洗浄剤を使
用している中小の自動車部品製造業においては、排出 VOC 低減が課題となっている、
樹脂部品（プラスチック材）を扱う自動車部品製造業では、コート前洗浄等にイソプロ
ピルアルコール（IPA）を使用するケースが多く、、部材の樹脂化とともに洗浄剤水系化ニ
ーズは増加している。ヘッドライトリフレクター（ヘッドライトの光を反射して前に出す
ためのもの）は ABS でつくられているが、この部品のアルミ蒸着前の洗浄に水系洗浄剤が
使用されるほか、ポリカーボネート製のウインドウ（ピラーウインドウやクォーターウィ
ンドウ等がポリカーボネート樹脂でハードコートされているもの）のコーディング前の洗
浄工程を水系洗浄剤に変更する等の対応が図られている。
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排出ＶＯＣ低減
加工工程における洗浄

金属部品
自動車部品
樹脂部品

主要部品は洗浄剤水系化が進んでおり、ニーズは減少。
小物部品の加工を専業で行なっている小規模事業所など
では排水処理設備を持たず、溶剤系洗浄剤は残る傾向。
コート前洗浄等にイソプロピルアルコール(IPA)を使用する
ケースが多く、部材の樹脂化とともに水系化ニーズは増加。
(例)

家電部品

住設機器部品

・ヘッドライトリフレクター(ABS) アルミ蒸着前洗浄
・ポリカーボネート製ウインドウ ハードコート前洗浄

洗浄剤水系化が進んでおり、ニーズは減少。

配管部品メーカーなどでハロゲン系を含む
溶剤系洗浄剤を使用しているが、VOC排出低減志向や
納入先メーカーの指導により水系化ニーズは増加。

（資料）㈱パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室 杉田 雅幸「洗浄業界における環境負荷
低減に向けた取組と技術動向」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

塗装工程における排出 VOC 低減に向け、塗装機の色替え時の洗浄を溶剤塗料から水性塗
料に変更するほか、カートリッジ式塗装機の導入等により対応を進めてきた。
溶剤塗料の時にはトルエン、キシレン等の溶剤洗浄シンナーを原液で使っていたのに対
し、水性塗料化した自動車部品製造業への対応として、水性洗浄シンナー（シンナーは 10
～15％使用）を使用することで VOC 低減を図っている。近年の動きとして、VOC をさらに低
減すべく、シンナーを３～８％程度しか使わない水性塗料用の洗浄剤（アミンや界面活性
剤等）を使用することで VOC 低減を図っている。
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排出ＶＯＣ低減
塗装工程における洗浄

塗料
溶剤塗料

洗浄シンナー
溶剤洗浄シンナー

VOC
原液使用

（トルエン、キシレン等)

水性洗浄シンナー

10～15％使用

（ブチセロ、ＩＰＡ等）

水性塗料
水性塗料用洗浄剤

3～8％使用

(アミン、界面活性剤等)

塗料の水性化やカートリッジ式塗装機の導入などにより、各社VOC排出量低減目標は
クリアしてきたものの、さらなる排出量低減のアプローチとして洗浄シンナーの低VOC化
(水性塗料用洗浄剤)のニーズが高まっている。
（資料）㈱パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室 杉田 雅幸「洗浄業界における環境負荷
低減に向けた取組と技術動向」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

各種水質汚濁対策に関するニーズとして、COD・BOD 低減、無ホウ素化、無リン化、ｐH
の低減、亜硝酸塩の不含化等が、洗浄メーカーに寄せられている。
COD・BOD の低減は、ノンリンス化（複数槽の洗浄工程における洗浄剤の統一）による排
水量低減対応と使用薬剤そのものの COD の低減に分けられる。使用薬剤そのものの COD 低
減は、さらに一般的な洗浄剤の COD 低減とバレルコンパウンドの COD 低減に分けられる。
使用薬剤の COD 低減は十分な排水能力を有さない企業や、自社の排水基準を満たさない企
業に対する対応となっている。
従来の洗浄剤（無機アルカリを配合した強力な脱脂剤）の使用時に洗浄し続けると、無
機の残さが表面に出てしまい、外観不良になる場合があるほか、錆びてしまうことがあり、
水溶性の防錆剤を同時に使用している。アルカリの脱脂剤が防錆剤のほうにも徐々に落と
し込まれていき、それによって、無機残渣が出てしまうため、常時給水、常時排水を行い、
防錆槽をクリーンに保つことを行っているため、常に排水が出る状態となる。また、更液
時（液を交換する際）に、脱脂剤と防錆剤、両方の交換をする必要がある。
近年主流になっているのが、ノンリンス型の洗浄剤である。ノンリンス型の洗浄剤の特
徴は低残渣性であり、洗浄性と防錆性を兼ね備えた特性を有する点である。ノンリンス型
の洗浄剤に替えることで、２槽ある洗浄槽を全く同じ薬剤で構成することができる。２槽
の使用濃度を３％、１％というように分けることも可能であるが、基本的には同濃度のも
のを使っている。
液の持ち込みによる悪影響を考慮しなくていいことになるため、使用時の排水はなく、
液面が低下した分だけを給水、給液するといった使用方法になる。また、更液時には、１
槽目のところが油等で汚れるため、こちらの槽だけを排水し、比較的クリーンな２槽目の
液を１槽目に送ることができ、更液時にも半分、２槽の場合は半分の排水量で済むという
特徴がある。
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ＣＯＤ・ＢＯＤ低減
ノンリンス化 (排水量低減)

従来の洗浄剤
使用時

給水
液面低下分

アルカリ脱脂剤

洗浄液
持込

無機残渣を防ぐために、常時給排水が必要
更液時は脱脂・防錆、両方の槽を入替
給水
常時給水
400L
60L/h

更液時

アルカリ脱脂剤

防錆剤

(無機アルカリ使用)

ノンリンス型洗浄剤
使用時

給水
液面低下分

ノンリンス型洗浄剤
(低残渣性)

防錆剤

(無機アルカリ使用)

常時排水
60L/h

給水
400L

排水
400L

排水
400L

給水、給液は液面・濃度低下分のみで可
更液時は前段送りにより、リンス槽のみ入替
給水
液面低下分

更液時

前段送り

ノンリンス型洗浄剤
(低残渣性)

ノンリンス型洗浄剤
(低残渣性)

給水
400L

ノンリンス型洗浄剤
(低残渣性)

排水
400L
（資料）㈱パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室 杉田 雅幸「洗浄業界における環境負荷
低減に向けた取組と技術動向」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

使用薬剤の COD 低減ニーズとして、バレルコンパウンドの COD・BOD 低減ニーズが多い。
バレル研磨は、研磨石（メディア）と対象のワーク、水、バレルコンパウンドという洗浄
剤のようなものを研磨機に同時に投入し、内容物を流動、共擦りさせることで、ワークの
バリ取りや R 付け、光沢出しや脱脂を行う加工方法である。数量の多い小物部品を同時に、
大量に処理できるという特徴がある。小物部品の圧造、プレス、切削等の加工後の研磨に
適用されることが多く、また、この加工油の脱脂を研磨と一緒に行うことが多い。そのた
め、バレルコンパウンドには、水系洗浄剤と同様の成分が使用される。
バレルコンパウンドはバッチ毎に使い捨てをしている。振動バレル機は連続処理が可能な
ので、常時給排水により薬品を供給しているため、一般的な洗浄機と比べると、バレル研
磨における排水量が多い傾向にある。排水処理に対し大きな負荷となり、凝集不良等が発
生しやすい。また、バレル加工専業の事業者は小規模な事業所が多く、十分な排水能力を
有していない。このような小規模なバレル加工専業の事業者には設備投資が重い負担とな
り、設備投資が困難なため、設備投資が不要な対策として、バレルコンパウンド自体の COD・
BOD 低減ニーズが多い。
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（資料）㈱パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室 杉田 雅幸「洗浄業界における環境負荷
低減に向けた取組と技術動向」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

本年度アンケート調査の中で、自動車部品製造業を対象に「洗浄」工程での課題を尋ね
たが、多くの企業においては、
「特段、困っていることはない」と回答した。VOC 規制で排
出基準の遵守が求められた企業や水質汚濁防止法の特定施設を有する企業では、法規制の
順守に努めてきたことから、
「特段、困っていることはない」と回答したものと考えられる。
しかし、従業員規模別にみると、従業員数 29 人以下の企業では、「特段、困っていること
はない」への回答割合が従業員数 30 人以上の企業と比べて低かったことから、中小規模の
自動車部品製造業では、
「洗浄」工程で依然、何らかの課題を抱えているものと考えられる。
具体的には、
「溶剤洗浄工程における VOC 排出量低減」の課題を抱えている事業者が多か
った。小物部品の加工を専業とする小規模事業者の溶剤洗浄工程における VOC 排出量の低
減対策として、例えば、トリクロロエチレンを代替できる環境負荷低減型溶剤系の洗浄剤
の導入や、溶剤系洗浄剤の水系化ニーズを有する事業者に対しては省スペース・低コスト・
易メンテナンス性の排水処理設備・技術が必要である。また、塗装工程に関しては、水性
塗料用洗浄剤の高機能化が必要である。水性塗料のさらなる低 VOC 化に向け、塗料メーカ
ーが現在取り組んでいるが、これに伴い固形分が増加し、塗料経路やベル表面が洗浄でき
ない等の洗浄不良が起こっているためであり、これへの回答をした事業者も少数ではある
がみられた。
また、従業員数 300 人以上の事業者においては、
「排水量増加による高負荷時の COD、BOD
低減」や「塗装ブース循環水の延命化による汚泥処理費用・収集運搬費用の削減」の課題
を抱えている事業者が従業員数 300 人未満の事業者に比べて多かった。
COD・BOD の低減に関しては、高負荷時、排水量の増加時に、排水処理設備において処理不
良が起こってしまうという問題点があるため、排水量の低減に向けた洗浄液の浄化システ
ム（洗浄液の再生・リサイクルシステム）の構築や、凝集沈殿槽における凝集剤の高効率
化や薬滴量管理システムの構築が必要である。このようなシステム導入に当たっては、設
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備投資負担能力が求められるため、従業員数 300 人以上の事業者の回答が多かったものと
考えられる。
「洗浄」工程での課題（n=402、複数回答可）
0

20

塗装ブース循環水の延命化による汚泥処理費用・収集運搬
費用の削減

40

60

80

100
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160

17

溶剤洗浄工程におけるVOC削減排出量低減

23

水性塗料の低VOC化に伴う固形分増加による洗浄不良

3

排水量増加による高負荷時のCOD、BOD低減

19

その他

4

特段、困っていることはない
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（資料）今回アンケート調査結果

「洗浄」工程での課題への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
47 件

数
塗装ブース循環水の延命化
による汚泥処理費用・収集運
搬費用の削減
溶剤洗浄工程における VOC
削減排出量低減
水性塗料の低 VOC 化に伴う
固形分増加による洗浄不良
排水量増加による高負荷時
の COD、BOD 低減
その他
特段、困っていることはない

率

30～49 人
73 件

50～99 人
65 件

数

数

率

数

率

100～299 人
52 件

率

300 人～
22 件

数

率

3件

6%

3件

4%

4件

6%

3件

6%

4件

18%

7件

15%

6件

8%

2件

3%

6件

12%

2件

9%

1件

2%

0件

0%

0件

0%

2件

4%

0件

0%

4件

9%

3件

4%

3件

5%

3件

6%

6件

27%

1件
19 件

2%
40%

1件
45 件

1%
62%

1 件 2%
32 件 49%

1件
30 件

2%
58%

0件
10 件

0%
45%

（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率を示す。回答率
は、例えば 29 人以下の塗装ブース循環水の延命化による汚泥処理費用・収集運搬費用の削減の回答
率 6％=回答数 3 件÷全体サンプル数 47 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを、青色の網掛けは、他の従
業員数別の回答率に比べ低いものを示す。
（資料）今回アンケート調査結果

３．排水処理における環境負荷低減に向けた取組の現状及び課題等
中小事業者から排出される産業排水は、１次処理、２次処理、３次処理を経て、放流さ
れている。１次処理では SS（懸濁物質）を除去した後、２次処理に移る。２次処理は一般
的に BOD・COD を除去するためのメインの処理で、生物分解性がある場合は微生物を用いた
活性汚泥処理などが使われている。３次処理では、微生物で処理できないもの、有機物、
窒素、リン等を処理するような高度処理を行う。
SS（懸濁物質）の除去については固液分離として、凝集した後、沈澱、または加圧浮上
の方法が前処理で入り、その後の２次処理で生物学的な活性汚泥、そして３次処理として
は有害物質除去で活性炭や樹脂などを用いて、最後放流するというのが一般的な方法であ
る。
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（資料）オルガノ株式会社 江口 正浩「排水処理技術の動向とめっき排水処理」
（平成 29 年度 中小企業
等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

自動車業界を主顧客としている水処理設備エンジニアリング会社へのヒアリング調査結
果によれば、排水処理のランニングコスト低減に向けては、1)薬品注入量を適量にする、
2)スラッジの含水率を下げる、といった対応策が一般的によく講じられているとのことで
あった。特に、スラッジの含水率を 75％から 60～65％に低減できれば、汚泥が３分の１程
度減少するので、産業廃棄物処理費用を大幅に低減できる可能性はある。事業者が手軽に
取り組める含水率低減の方法として、汚泥をビニル袋に入れ、１週間ぐらい日光に当てて
おく方法が挙げられる。フィルタープレスを更新し、含水率低減を図ろうとすると、1,000
万円程度要するので、中小の事業者が設備更新することは難しいのではないか、とのこと
である。
また、有機系排水処理の分野ではメンブレンバイオリアクター（MBR）が普及しつつある。
メンブレンバイオリアクター（MBR）を使うことで設備を小さくすることが可能となる。カ
チオン電着塗装の排水処理は、無機系排水と有機系排水の処理の両方を必要とするため、
凝集沈殿を行った後、メンブレンバイオリアクター（MBR）を使った生物処理を行うことに
なる、とのことである。
※水処理設備エンジニアリング会社へのヒアリング調査結果
水処理設備の初期投資額は１m3／日といった小規模のもので 700～800 万円、50m3／時の
ような大規模なもので 2.5 億円のものまで幅広い。現在、我が国中小規模の自動車部品製
造業に導入されている水処理装置は 1,000～5,000 万円のものが多い。一般的には、月に 20
～30 万円のランニングコストがかかる。
塗装ブースキラー剤の排水処理は、BOD、COD が高濃度であるため、凝集沈殿のプロセス
とは別に処理しなければならない。この排水は、産業廃棄物処理に出すのが適当である。
めっきの濃厚廃液も中途半端な排水処理を行わず、産業廃棄物処理に回すのが望ましい。
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本年度アンケート調査の中で、自動車部品製造業を対象に「排水処理」での課題を尋ね
たが、多くの企業においては「特段、困っていることはない」と回答した。水質汚濁防止
法の特定施設を有する企業では、法規制の順守に努めてきたことから、「特段、困っている
ことはない」と回答したものと考えられる。しかし、従業員規模別にみると、従業員数 300
人以上の企業では、
「特段、困っていることはない」への回答割合が従業員数 300 人未満と
比べて低かったことから、中堅以上の規模の自動車部品製造業では、「排水処理」で依然、
何らかの課題を抱えているものと考えられる。
具体的には、
「排水処理の最適化」
、
「凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化」、
「低
コスト、省スペース、省エネルギー型排水処理システムの導入」、
「排水からの有用資源回
収」といった課題を抱えている事業者が多かった。
「排水処理」での課題（n=402、複数回答可）
0
水性塗料への変更に伴う濃度の低減
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特段、困っていることはない
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（資料）今回アンケート調査結果

「排水処理」での課題への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
47 件

数

率

30～49 人
73 件

50～99 人
65 件

数

数

率

率

100～299 人
52 件

数

率

300 人～
22 件

数

水性塗料への変更に伴う濃
0件
0%
0件
0%
0 件 0%
1件
2%
0件
度の低減
凝集薬剤、凝集条件、凝集処
14 件 30%
8 件 11%
7 件 11%
1件
2%
5件
理装置の最適化
排水処理の最適化
12 件 26% 10 件 14% 10 件 15%
9 件 17%
9件
排水からの有用資源回収
8 件 17%
1件
1%
4 件 6%
6 件 12%
3件
低コスト、省スペース、省エ
ネルギー型排水処理システ
11 件 23%
7 件 10%
6 件 9%
3件
6%
3件
ムの導入
その他
2件
4%
0件
0%
2 件 3%
1件
2%
2件
特段、困っていることはない 21 件 45% 42 件 58% 30 件 46% 33 件 63%
7件
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化
の回答率 30％=回答数 14 件÷全体サンプル数 47 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを、青色の
網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ低いものを示す。
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率
0%
23%
41%
14%
14%
9%
32%

第２章

自動車部品産業を取り巻く動向

１．各工程（塗装・洗浄・排水）における最新の技術動向
（１）塗装工程における最新の技術動向
自動車部品製造業の塗装工程に導入可能な環境負荷低減技術が、日本塗装機械工業会の
技術シンポジウムで紹介されている。
第 18 回技術シンポジウム
『塗装のゼロエミッション化』CEMA Automotive 協議会 片山眞司氏
自動車部品製造業の塗装工程に導入可能な環境負荷低減技術を紹介している片山眞司氏
は、ボディ塗装の塗料の歩留まりが 50～60％であるのに対し、小物部品の塗料の歩留りは
20～30％に留まり、塗料のオーバースプレイが課題であること、また、現在主流となって
いる水性塗料、ベル型塗装機は以下の環境負荷があり、対策の必要性があることを踏まえ、
－水性塗料の使用に伴う高 BOD、COD 排水の発生
－ベル型塗装機の使用に伴う CO2 発生量の増加（スプレーガンの５倍）
排気、排水、産廃ゼロで、低コストで VOC 処理が可能な技術の開発を進めている。
VOC 処理による排気クローズドシステム

（資料）第 18 回技術シンポジウム講演要旨集『塗装のゼロエミッション化』
（CEMA Automotive 協議会
山眞司、日本塗装機械工業会、2017-10-20 (東京)、11-14 (大阪) ）

片

日本塗装機械工業会会員企業は、コスト低減に直結する生産技術も多数開発してきてお
り、その中には環境負荷低減技術も含まれている。
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コスト低減に直結する生産技術
各種乾燥炉・加熱炉等の廃熱回収、また燃焼式 VOC
処理装置における熱のカスケード利用等、未利用低
温廃熱を回収する装置
回転塗装に特化した小型自動ガン
エアースプレー塗装で塗料使用量を削減する方法と
して、回転塗装に着目。①近距離でもパターン幅が
広がる、②低空気量で塗料粒子の跳ね返りが少ない
こと、③被塗物を搭載する治具の内側に入り込める
よう小型であること、等の特徴を持つ効率的に回転
塗装を行う自動ガンを開発
乾燥炉の廃熱回収システム

（資料）第 17 回技術シンポジウム講演要旨集（日本塗装機械工業会、2016 年 10 月 28 日）より作成

乾燥炉の廃熱回収システム

（資料）第 17 回技術シンポジウム講演要旨集（日本塗装機械工業会、2016 年 10 月 28 日 ）

回転塗装に特化した小型自動ガン

回転
塗装
方法

（資料）第 18 回技術シンポジウム講演要旨集（日本塗装機械工業会、2017-10-20 (東京)、11-14 (大阪) ）
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（２）洗浄工程における最新の技術動向
自動車部品製造業の洗浄工程に導入可能な環境負荷低減型の洗浄機が、日本産業洗浄協
議会会員企業において開発されている。
近年の「産業洗浄」で紹介されている洗浄関連環境負荷低減技術
レーザクリーニング装置
レーザ光を金属表面上に照射することで、その表面の樹
脂・塗装・錆等を除去する製品。溶剤不要で環境にやさ
しく、薬液洗浄やブラスト洗浄では難しかった除去を可
能にした。
バスボックス付フッ素系洗浄機 フッ素系溶剤の蒸発ロス量を大幅に削減できる新型フッ
素系洗浄機を開発。バスケットの洗浄機への投入・取出
口にバス BOX を取付け二重扉構造にすること、バス BOX
に溶剤ガス回収機能を付けること等により、省溶剤を実
現。
（資料）日本産業洗浄協議会「産業洗浄 No.20（2017.10）
」

近年、環境負荷低減に加え、コスト低減に寄与する技術導入ニーズが高まっている。洗
浄温度の低減は、2011 年（平成 23 年）に東日本大震災が発生し、これに伴う電力機器の影
響で、各製造業において節電対策が喫緊の課題となり、洗浄槽のヒートレス化がニーズと
して増大した。現在も電力削減による CO2 排出量の低減へのニーズが多い状況にある。
このニーズに対し、工業用洗浄剤メーカーは、従来の加温洗浄時の性能を損なうことな
く、低温領域（主に常温）で使用が可能な洗浄剤の提供をしている。
あくまでシミュレーションであるが、稼働時間 16 時間１日当たりで、月当たり 21 日、
洗浄機の台数が 10 台あるような工場を想定した場合、ヒーターにかかる消費電力だけで月
当たり２万 KW、排出 CO2 で月当たり 10 トン出る計算となるが、これを全部常温化、ヒート
レス化することにより、これらがゼロになることが可能となっている。

（資料）㈱パーカーコーポレーション化学品本部化学品技術室 杉田 雅幸「洗浄業界における環境負荷
低減に向けた取組と技術動向」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）
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このようなコスト低減にも環境負荷低減にも寄与する工業用洗浄剤を表彰する制度とし
て、日本産業洗浄協議会の「産業洗浄優秀新製品賞」があるが、過去に以下の洗浄剤３製
品が受賞しており、洗浄業界では注目される分野となっている。
日本産業洗浄協議会「産業洗浄優秀新製品賞」を受賞した洗浄剤
水系金属洗浄剤
高度な洗浄力により、常温でも使用できる省エネ特性と、
様々な洗浄方式にも対応できる汎用性を兼ね備えた製品
常温・ノンリンス型脱脂洗浄 洗浄工程における液温度を低温・常温化し、ヒーターコス
兼防錆剤
ト及び電力節減に伴う排出 CO2 の削減効果を期待して開発
した製品
水溶性スプレー用洗浄兼一 洗浄温度を低温化しても、洗浄性、乾燥性が良好で、乾燥
時防錆剤
工程の時間短縮、エアブローの短縮、消費電力の削減が可
能。
（資料）日本産業洗浄協議会「産業洗浄 No.19（2017.4）
」等より作成

また、水性塗料用洗浄剤や洗浄液のリサイクル技術も、開発が進展している。
（３）排水処理における最新の技術動向
最近、産業向けの排水処理として、技術開発が進み、低コスト・省スペース・省エネル
ギー型技術の実用化に水処理業界では各社取り組んでいる。従来の前処理装置よりも省ス
ペース、例えば５分の１ぐらいの設置スペースでできるような凝集沈殿や加圧浮上装置が
今、実用化されている。活性汚泥に比べて、よりコンパクトで低コストにでき、高負荷の
処理ができる流動床式生物処理や、処理水質が良好な膜分離活性汚泥、メンブレンバイオ
リアクター（MBR）が実用化され普及しつつある。また、省エネルギーとしては、次世代の
ディフューザ、高効率ブロワを使うことで、電力エネルギーを削減することも提案され始
めている。

（資料）オルガノ株式会社 江口 正浩「排水処理技術の動向とめっき排水処理」
（平成 29 年度 中小企業
等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）
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また、従来の産業排水処理システムの考え方は End of Pipe 処理で、A 工程、B 工程、C
工程あったものを、全て排水を混ぜて最後、総合排水処理するというのが、中小事業者な
どでは一般的であった。総合排水処理方式の問題点として、処理対象物質に対する除去技
術を直列につなげる処理となるため、処理対象となる水量が多くなり、処理装置が大きく
なるという課題や、処理対象物質濃度が薄くなり、処理効率が低下する課題もあった。最
近では、ごみの分別と同じように、排水分別による排水処理の最適化が進められつつある。
また、大量にフッ素を使用するような工場では、晶析技術等で排水からフッ化カルシウ
ムを資源回収することも行われている。
例えば、A 工程、B 工程、C 工程、D 工程があった場合、希薄系排水は回収再利用、その
他の濃度が濃いものは排水処理を行う。それぞれの工程で特徴があるものであれば、小流
量、高濃度のところで小型の処理装置を入れ、最後、総合排水処理として放流するという
形に変わってきている。

（資料）オルガノ株式会社 江口 正浩「排水処理技術の動向とめっき排水処理」
（平成 29 年度 中小企業
等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）

日本塗装機械工業会会員企業でも、塗装工程からの排水処理に関する技術開発が行われ
ている。例えば、塗装前処理工程でイオン交換膜を用いた排水リサイクルシステムの実証
を行ったところ、製品の品質は確保した上で、水道水削減量約 50％削減、薬品使用量約 40
～70％削減、スラッジ発生量約 60％削減、ランニングコスト約 25％削減といった成果が得
られた。（「塗装産業の未来を見つめて」国際工業塗装高度化推進会議環境技術分科会
（2013-10-25）資料）
（４）小括～各工程における技術開発動向に係る課題と課題への対応策
塗装工程に導入可能な環境負荷低減技術の開発は、塗装機械メーカーを中心に行われて
いるものの、洗浄工程や排水処理までを含めた形での技術開発はほとんど行われておらず、
あくまでも塗装ブースを対象にした技術開発が中心となっている。
近年、戦略的基盤技術高度化支援事業（通称：「サポイン事業」）等を活用し、中小の自
動車部品製造業が導入可能な低コストの環境負荷低減技術の開発が行われるようになって
きた。
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しかし、欧米で、産学連携による塗装工程の環境負荷低減技術の開発が活発に行われて
いることと比較すると、我が国の塗装工程の環境負荷低減技術の開発に係る産学連携実績
は少ない状況である。
塗装機械は生産設備であるため、中小の自動車部品製造業側にも塗装専門の人材が存在
する。中小の自動車部品製造業の塗装工程における環境負荷低減を推進していくためには、
塗装機械メーカーや中小企業経営に詳しい専門家の協力を得て、塗装工程の環境負荷低減
対策のアドバイス・指導を行う体制の整備が有効であると考えられる。
洗浄工程に導入可能な環境負荷低減技術の開発は、洗浄剤メーカーや洗浄設備メーカー
を中心に行われており、洗浄業界の主要顧客が自動車部品製造業であることから、中小の
自動車部品製造業のニーズを踏まえた洗浄剤の開発や洗浄機の開発を行うメーカーもいる。
塗装工程と同様、我が国の洗浄工程の環境負荷低減技術の開発に係る産学連携の実績は
少ない状況である。
一方で、洗浄設備は生産設備でないため、中小の自動車部品製造業側に洗浄専門の人材
がいないのも事実である。洗浄設備を導入した事業者が適正かつ低コストで使用できるよ
う、洗浄設備メーカー等のメンテナンス実施のタイミングに合わせて、アドバイス・指導
を得るような体制の整備が必要であると考えられる。
日本産業洗浄協議会へのヒアリング調査結果によれば、我が国の洗浄設備メーカーは約
160 社あり、その大半は洗浄機のメンテナンスを手掛けている、とのことであった。このよ
うな洗浄設備メーカーの協力が得られれば、洗浄設備導入者へのメンテナス実施のタイミ
ングに合わせたアドバイス・指導を得るような体制の整備は有効であると考えられる。
排水処理に導入可能な環境負荷低減技術の開発は、排水処理設備メーカーを中心に、塗
装工程からの排水に関しては塗装機械メーカーにおいても行われているものの、自動車部
品製造業は排水処理設備を新規導入すると、更新まで 30～40 年程度、使用し続けることか
ら、排水処理設備の新規導入需要は少ない。
設備使用中は、薬剤商社が一般的には運用管理の窓口になっているが、排水処理設備は
生産設備でないため、中小の自動車部品製造業側に排水処理専門の人材がいないのも事実
である。排水処理設備を導入した事業者が適正かつ低コストで使用できるよう、排水処理
設備メーカー等のメンテナンス実施のタイミングに合わせて、アドバイス・指導を得るよ
うな体制の整備が有効であると考えられる。
自動車業界を主顧客としている水処理設備エンジニアリング会社へのヒアリング調査結
果によれば、他社が納入した排水処理設備も含め、メンテナンスを手掛けており、顧客と
直接コンタクトし、メンテナンス担当の人間が年２回訪問するようにしている、とのこと
であった。このような排水処理設備メーカーの協力が得られれば、排水処理設備導入者へ
のメンテナス実施のタイミングに合わせたアドバイス・指導を得るような体制の整備は可
能であると考えられる。
また、中小事業者は、排水処理に人手やコストを極力かけたくないことから、排水の水
質分析の自動測定や排水発生量の遠隔連続モニタリング等のニーズを有していると考えら
れる。今後の AI、IoT 等の技術動向を踏まえ、排水処理設備メーカー等のメンテナンス事
業者による自動測定や遠隔連続モニタリング等への取組動向を注視することが望ましい。
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２．産業公害防止関連の法規制の動向
塗装工程・洗浄工程は、1)化学物質である洗浄剤、塗料を扱うこと、2)塗装のためには
表面処理や熱乾燥等の工程を伴うことで、安全、環境負荷面で大きな課題を抱えている。
2004 年に大気汚染防止法が改正され、2006 年４月から VOC 排出規制が導入されたことで、
大手の自動車部品製造業を中心に VOC 削減対策が進展し、塗料を有機溶剤系から水系塗料
や炭化水素系塗料に転換する動きや、有機溶剤系の洗浄剤の水系溶剤への転換が進展した。
また、リーマンショック等に伴う生産量の減少も相まって VOC 排出量は減少し、2010 年度
（平成 22 年度）に工場等の固定発生源からの VOC 排出総量を 2000 年度（平成 12 年度）比
で３割程度抑制するという目標が達成されたことで、VOC 対策の更なる強化に向けた大気汚
染防止法の改正は見送られた。
しかし、現状、以下のような課題も抱えている。
－中小の自動車部品製造業には自主的取組が要請されているが、法的な強制力がないこ
と、小規模事業所などでは排水処理設備を持たないことから有機溶剤系の塗料や洗浄
剤を依然使い続けている。
－有機溶剤系塗料から水性塗料への転換が進展したものの、水性塗料の溶剤（セロソル
ブ系、アルコール系）は発がん性を有している。
このような中、2014 年（平成 26 年）６月、世界保健機関（WHO）の外部機関である国際
がん研究機関（IARC）が、トリクロロエチレンの発がん分類をグループ２Ａ（ヒトに対す
る発がん性がおそらくある）から１（ヒトに対する発がん性が認められる）に見直した。
これを受け、環境省では、現行の環境基準の再評価に向けた検討を進めてきたおり、
「有害
大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会」が 2017 年（平成 29 年）12 月に開催され、2018
年（平成 30 年）３月下旬をメドに、専門委員会報告（素案）をとりまとめる予定となって
いる。
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（参考１）VOC 発生源として、塗料、工業用洗浄剤は上位に位置している
発生源品目別 VOC 排出量の推計結果

（資料）揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ検討会「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ
について」
（2017 年（平成 29 年）３月）
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（参考２）VOC 発生源として、輸送用機械器具製造業は上位に位置している

（資料）揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ検討会「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ
について」
（2017 年（平成 29 年）３月）

2014 年（平成 26 年）の労働安全衛生法の改正を受け、「化学物質等による危険性又は有
害性等の調査等に関する指針」が出され、2016 年６月から健康障害発生リスクのある 640
物質に対し、リスクアセスメントが義務付けられた。VOC も対象物質となっている。
自動車部品製造業は、労働安全衛生の観点も加えて、VOC 対策を推進していかなければなら
ない状況になっている。
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（資料）厚生労働省ホームページ

（資料）
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
（平成 27 年９月 18 日付け）
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排水処理の関係では、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会において、水生
生物保全環境基準が設定された項目（ノニルフェノール）に係る排水対策について、検討
が行われていたが、一律の排水基準を新たに設定する可能性は低いと考えられるとされた。
ノニルフェノールの工業用の主要用途は、界面活性剤として用いられるノニルフェノー
ルエトキシレートの原料として用いられる。金属部品を扱う自動車製品製造業では、油脂
や金属粉等を洗浄により除去するために界面活性剤が用いられるが、ノニルフェノールエ
トキシレートは金属表面の腐食を避け、汚れを除去する優れた界面活性剤として使用され
ている。排出水として、洗浄工程で使用されたノニルフェノールエトキシレートが公共用
水域に排出されるものと想定されている。
ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに係る排水対策について
Ⅲ．対策の在り方について
ノニルフェノールの水生生物保全環境基準については、当該基準の設定以降、全国的な
超過の事例が見られておらず、人為的な発生源である工場・事業場等からの排出も特定の
業種に限定されている。また、これまで企業及び業界団体の自主的な取組の推進により、
排出量（流通量）は減少傾向にある。
さらに、第１次答申において環境中でのノニルフェノールへの生物分解の可能性につい
て指摘がなされたノニルフェノールエトキシレートについては、ノニルフェノールに比べ
て流通量が多く、幅広い業種で使用されているが、ノニルフェノールについては、公共用
水域においてノニルフェノールエトキシレートの変換に起因するものも含め、環境基準超
過はみられていない。
これらを踏まえると、現時点においては、全国一律的な対策として、工場・事業場を対
象とする水質汚濁防止法の一律排水基準を新たに設定する必要性は低いと考えられる。
ただし、工場・事業場の排水処理において、限られた数ではあるものの、処理の過程に
おいて、ノニルフェノールエトキシレートからノニルフェノール濃度の上昇に寄与する事
例もみられたため、これらの物質を取り扱う事業者等に対しては広く周知を図っていくこ
とが必要である。
また、これらの物質の公共用水域における検出状況、製造・使用量、排出量等の関連す
る動向についても、著しい水質の悪化を許容しない観点から引き続き注視が必要であり、
各地域における環境基準の達成状況や発生源の状況等の変化を踏まえ必要と判断される場
合には、環境管理施策の在り方について検討を進めることが適当である。さらに、他法令
の枠組みの下で進められている生態リスク評価や、内分泌かく乱作用に関する調査研究等
の進展等にも、引き続き注意し、動向を注視していく必要がある。
なお、関係する企業及び業界団体が実施してきた自主的な取組については、今後も引き
続き重要であると考えられ、継続的に取組が推進されることが期待される。
（資料）中央環境審議会
12 月 25 日）

水環境部会

排水規制等専門委員会（第 24 回） 資料５（2017 年（平成 29 年）

中央環境審議会 水環境部会 排水規制等専門委員会（第 20 回）において、トリクロロ
エチレンの排水基準、地下水浄化基準が設定された。トリクロロエチレンは、機械部品や
電子部品の脱脂洗浄剤として使用されているほか、工業用溶剤として塗料を製造する時の
溶剤に使用されるため、自動車部品製造業への影響の大きい規制である。
トリクロロエチレンの用途別使用量の割合
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（２）排水基準の設定について
有害物質の規制に係る排水基準についての従来の考え方を踏襲し、既規制項目で環境基準
が強化されたトリクロロエチレンについても、新しい環境基準（0.01mg/L）の 10 倍値
(0.1mg/L)を排水基準とすることが適当である。
（３）地下水浄化基準の設定について
地下水の水質の浄化措置命令（法第 14 条の３）に関する浄化基準については、人の健康
を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されている地下水の環境基準と
これまで同じ値に設定されてきた。このことから、トリクロロエチレンについても従来の
考え方を踏襲し、地下水環境基準と同じ値（0.01mg/L）とすることが適当である。
（資料）中央環境審議会
１月 26 日）

水環境部会

排水規制等専門委員会（第 20 回） 資料３（2015 年（平成 27 年）

「塗装」工程や排水処理で関連のある改正土壌汚染対策法が、2017 年（平成 29 年）５月
19 日に公布された。土壌汚染状況調査が一時的免除中の事業場に対し、今後、土壌汚染状
況調査の実施が要請される可能性があるほか、操業中の事業場の敷地における土地の形質
の変更や土壌の搬出に規制が適用される可能性がある。現在、調査の対象となる一時的免
除中や操業中の事業場の敷地の明確化や規模要件の設定に向けて、土壌制度小委員会にお
いて審議されており、今後、第二次答申が取りまとめられ、同答申に基づき、環境省にて
政省令案を作成、改正法の公布から２年以内に施行する運びとなっている。
有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査に係る規制強化の方向性
第２ 今後の土壌汚染対策の在り方について
１ 土壌汚染状況調査及び区域指定
（１）有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査
① 一次的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制
特定有害物質を使用等していた有害物質使用特定施設の廃止時については、土壌汚染状
況調査が義務付けられており、具体的には地歴調査を実施し、当該土地において使用等が
確認された物質に対し試料採取等を実施することとなっている。一方で、操業中の施設の
敷地における土地の形質の変更（3,000 ㎡以上の土地の形質の変更の場合を除く。）や土壌
の搬出には規制はない。また、有害物質使用特定施設が廃止された場合であっても予定さ
れている土地の利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の確認を受けた
場合（当該敷地を継続的に、工場として使用し続ける場合等）において、土壌汚染状況調
査が一時的に免除されている。
（中略）
一時的免除中及び操業中の事業場については汚染土壌が存在する可能性が高く、汚染の
ある場所や深さ、帯水層の位置が不明な状態で土地の形質の変更や土壌の搬出などが行わ
れた場合、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散の懸念がある。このため、3,000 ㎡未満の
土地の形質の変更の場合であっても、一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合には、
法第４条のようにあらかじめ都道府県等に届出を行い、地歴調査により当該土地において
使用等が確認された物質に対し、当該形質変更を行う範囲及び掘削深度内の汚染のおそれ
がある位置において試料採取等を行うなど土壌汚染状況調査を行うべきである。また、調
査の結果、土壌汚染が確認された範囲については、都道府県等が区域指定を行い、適正な
搬出・処理を義務付けることとすべきである。ただし、事業者や都道府県等の事務の負担
が過大なものとならないよう、以下の措置を講ずるべきである。
ア 調査の対象となる一時的免除中や操業中の事業場の敷地の明確化
調査の対象となる「工場・事業場の敷地」の定義を明確に示し、周知・徹底する。具体的
には、
「工場・事業場の敷地」とは原則、公道等（私道、水路、緑地帯、フェンス、壁その
他の工場・事業場の敷地を外形上明確に区分することができる施設も含む。
）により隔てら
れていない一連の工場・事業場の敷地をいうこと、公道等により隔てられていても、特定
有害物質を含む液体等が流れる配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている
等、特定有害物質による汚染の可能性がある場合には、隔てられた双方の土地を一の工場・
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事業場の敷地とすることの周知・徹底を図る（既に一時的免除を受けている土地における
免除の範囲の見直しについても可能とする。）
。
イ 規模要件の設定
一時的免除中や操業中の事業場の敷地のうち、通常の管理行為等を除き、一定規模以上
の土地の形質の変更を行う場合を届出対象とする。なお、具体的な規模要件については、
事業者や都道府県等の意見を十分に踏まえ、事務の負担が過大なものとならないよう留意
しながら、形質変更時要届出区域における届出対象や都道府県等の条例等で規制対象とさ
れている面積を考慮しつつ更に検討すべきである。
（資料）中央環境審議会「「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）
」 （2016 年（平成 28
年）12 月 12 日）

（資料）中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会（第 12 回）
（2018 年（平成 30 年）２月７日）
参考資料 12
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「一時的免除中」及び「操業中」の特定有害物質取扱事業場については、900m2 以上の土
地の形質変更時に届出を行い、土壌汚染状況調査が求められる方向となった。
今後の土壌汚染対策の在り方について（第二次答申案）
（該当部分抜粋）
（前略）事業者や行政の負担という観点も考慮すると、一定の裾きりは設けるべきであ
り、条例で類似の規制を行っている自治体の施行状況を調査し、検討を行ったところ、一
定規模を仮に 900 ㎡とすればこれまで対象外であった 3,000 ㎡未満の形質の変更のうち、
半数以上の届出の契機を捉えることができ、形質の変更が行われた面積についても、８割
程度把握することが可能であると推計される。また、900 ㎡については、土壌汚染状況調査
においても、試料採取等の頻度として 30m 格子（900 ㎡）を一つの単位とすることがある
など、現行法においても既に用いられている値である。以上のことを総合的に判断し、一
定規模は 900 ㎡とすることが適当である。（略）
（資料）中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会（第 13 回）
（2018 年（平成 30 年）３月 14 日）
資料 2

また、中小事業者が、大気汚染や水質汚濁防止等の公害防止施設の設備導入等を行う際
の資金や、PCB 廃棄物の処分委託費等に対する日本政策金融公庫の低利融資制度に、平成
30 年度より土壌汚染対策関連を追加予定となった。
土壌汚染調査及び対策にかかる融資制度の新設

（資料）産業構造審議会 産業技術環境分科会産業環境対策小委員会（第９回）
（2018 年（平成 30 年）３
月 20 日）資料 4-1
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３．日本自動車部品工業会における環境負荷低減への取組動向
日本自動車部品工業会では、環境自主行動計画を公表し、会員各社は VOC 排出量の削減、
産業廃棄物最終処分量の削減、CO2 排出原単位の削減に取り組んできている。
現在は第８次環境自主行動計画の期間中であるが、目標年度 2020 年度の VOC 排出量や産業
廃棄物最終処分量の削減目標を既に達成済である。
会員各社の生産に関わる環境規制対応活動として、環境委員会の中にある生産環境部会
で、生産工程における化学物質管理、環境保全対策の推進等の活動を行っている。
生産環境部会の環境保全分科会が、環境保全対策の推進の役割を担っており、活動の一環
として、
「産業廃棄物」改善事例を収集し、HP 会員専用サイトに掲載している。
化学物質規制への対応は、生産環境部会の工場用化学物質分科会が役割を担っており、
海外に拠点を持つ会員各社が海外の工場へ資材・副資材を輸出するためにラベル／SDS の準
備を進める際の参考としてラベルと SDS の対応ガイダンスを作成しているほか、工場内化
学物質管理ガイダンスも作成している。

（資料）日本自動車部品工業会技術部 筒井将年「日本自動車部品工業会（JAPIA）の環境規制に関する対
応について」
（平成 29 年度 中小企業等産業公害防止対策調査第 1 回検討委員会資料）
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第３章

製造現場における環境負荷低減のための課題解決に向けた提言等

ここでは、第１章、第２章を踏まえ、自動車部品製造業に限らず広く製造業全般を対象
に、中小製造現場における環境負荷低減のための課題解決に向けた提言を検討した。
なお、提言は、中小製造業が自発的に環境負荷低減に取組むための方策、中小製造業の
環境負荷低減対策を促進する制度に分け、検討を行った。
１．中小製造業が自発的に環境負荷低減に取組むための方策
大企業は、環境削減に経営資源を投入することで、一定程度の環境負荷低減がなされて
いるが、中小企業は、ものづくりで大企業をささえる一方、コスト低減、納期遵守の要請
を受け、環境負荷低減に向けて人材や資金を十分に投入できる状況にはない。
しかし、国の環境政策も今後、小規模の事業所への規制強化や、人・健康、生活環境に
加えて、生物多様性保全に関する水質項目も、水質規制の対象になる可能性がある。また、
労働安全性の観点から、リスクマネジメントへの取組が進展する可能性がある。
このような状況に対応するために、中小企業の生産プロセスや従業員の労働環境を対象に
合理的に対応しうる環境負荷低減対策を検討した。
本調査の中で行ったアンケート調査やヒアリング調査の結果を踏まえると、中小企業に
おいては、利益増大やコスト低減に寄与しうる環境負荷低減対策や従業員の労働環境改善
に寄与しうる環境負荷低減対策には自発的に取組む可能性があると考えられる。
そのため、次に掲げる２つの方策の実施を提案する。
提案１：省資源、省エネルギー対策の推進
省資源、省エネルギー対策を行うことで、製品の生産コスト低減につながる。このこと
が、資源生産性（資源当たりの生産能力）を高め、資源利用率アップならびに環境負荷低
減にもなる。省資源対策は廃棄物発生量削減に、省エネルギー対策は温室効果ガス発生量
削減につながる賢い対策でもある。環境負荷低減に有効な取組（成功事例）の紹介やアド
バイザー等に現場をみてもらうことを通じ、中小企業に対して伝達し、中小企業自身に取
組んでもらうことが重要である。
提案２：環境負荷の実態を十分に把握した上での最適な環境負荷低減策の推進
排水処理を例にとると、中小企業が無理なく取組める環境負荷低減策として、以下の 1)、
2)、3)等の取組が挙げられる。これらは、設備投資を伴わない取組で、低コストで取組め
る対策であるため、中小企業も取り組みやすいと考えられる。
1)排水処理設備導入時点から生産工程の変更や生産内容の変更が生じている場合、現状、
変更した工程や変更した品目の生産活動からどのような環境負荷成分が排水中に含ま
れていて、当該成分の濃度の１日の中での変動等の負荷変動を把握した上で、現在の
排水処理システムが薬剤や水・エネルギーを無駄に使用していないか、を検討し、最
適な排水処理システムに変更する
→これにより、無駄のない、最適な排水処理システムを運用することが可能になる
2)排水の平準化を図るべく、高負荷あるいはピーク部分を廃棄もしくは減量する、生産
設備の効果的な洗浄を行い排水発生量を減量する、固形分の分離・成分回収などの対
策を講じ排水発生量を減量する
→現状を踏まえた排水の平準化対策であるため、低コストで取組が可能
3)原料の変更
環境負荷の要因となる物質を含まない原料に代替する、もしくは環境負荷の要因とな
る物質の含有量が少ない原料に変える等を通じ、環境負荷を低減する
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1)の取組のうち、排水中の成分や当該成分の負荷変動の把握を中小企業自身で行うこと
は難しいと考えられるため、公設試験研究機関等に環境負荷の分析や連続的計測をしても
らい、成分や当該成分の負荷変動を把握し、中小企業の対策検討に役立ててもらうことが
重要である。
2)、3)の取組は、まず、アドバイザー等に現場をみてもらい、環境負荷低減に有効な取
組（成功事例）の紹介やアドバイスを、中小企業に対して行い、中小企業自身に取組んで
もらうことが重要である。
２．中小製造業の環境負荷低減対策を促進する制度
次に、中小製造業の環境負荷低減対策を促進する制度として、どのようなものがあるか、
検討した。
提案３：中小企業の環境・リサイクル分野の問題解決のためにふさわしい専門家を選定し、
専門家を派遣し、中小企業の課題を解決していく仕組みの導入
アンケート調査から６割以上の事業者が、環境規制・環境基準の順守のみならず、省エ
ネルギー、省資源・節水、生産の効率化等を目的に、環境データの向上に取り組んでいる
ことが確認された。
しかし、環境データの向上につながった環境・リサイクル分野として、「廃棄物の削減、
再資源化」
「地球温暖化防止（CO2 削減）
」への回答が多く、
「水質汚濁防止」
「大気汚染防止」
「土壌汚染防止」への回答はそれほど多くなかった。
環境データの向上につながった環境分野（アンケート調査結果）
0
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大気汚染防止
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水質汚濁防止

土壌汚染防止

100

85
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廃棄物の削減、再資源化

167

地球温暖化防止

136

環境データの向上につながった環境分野への回答率の比較
（自動車・同附属品製造業 vs.以外）（アンケート調査結果）
a:自動車・同附属品製造業 b:それ以外の業種
大気汚染防止
20%
18%
水質汚濁防止
26%
44%
土壌汚染防止
11%
18%
廃棄物の削減、再資源化
75%
59%
地球温暖化防止
63%
47%

a-b
2%
▲18%
▲7%
16%
16%

中小製造業にとって、大気汚染防止や水質汚濁防止、土壌汚染防止と利益増大やコスト
低減の両方に寄与する対策を自力で見出すことは難しいのではないかと考えられる。しか
し、生産プロセスでの環境負荷低減に加え、従業員の労働安全衛生の向上につながる環境
負荷低減に配慮した事業経営を持続的に行っていく上では、省エネルギー対策、省資源・
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節水対策のみでは不十分なところがあるのではないか。中小製造業が利益増大やコスト低
減を図りつつ公害防止対策に取組めるようにするためには、中小企業の環境・リサイクル
分野の問題解決のためにふさわしい専門家を選定し、当該専門家を派遣し、中小企業の課
題を解決していく仕組みの導入が必要であると考えられる。
提案４：機械メーカーや中小企業経営に詳しい専門家の協力を得て、生産プロセスの環境
負荷低減対策のアドバイス・指導を行う体制の整備
今般のアンケート調査結果から、中小事業者においては「塗装」工程、「洗浄」工程で何
らかの課題を抱えていることが、従業員数 300 人以上の事業者においては「排水処理」に
おいて何らかの課題を抱えていることが確認された。（第１章７ｐ、17ｐ参照）
これらの課題解決に向け、洗浄設備メーカー、排水処理メーカー等の機械メーカーや中
小企業経営に詳しい専門家の協力を得て、中小事業者の生産プロセスにおける環境負荷低
減対策を推進していくことが必要であると考えられる。
提案１から提案４に記載した専門家等の派遣を行っていく上で、参考になる事例として、
川崎市の中小企業支援方式（通称、「川崎モデル」）がある。専門家がチームを組み、中小
企業を訪問してアドバイスする方式で、現場主義、おせっかい、信頼、が支援のポイント
となっている。中小製造業が環境負荷低減に向けて困っていることを的確に把握し、環境
技術の専門家や中小企業経営支援の専門家が数名でチームを作り、環境負荷低減への取組
をオーダーメイドでサポートすることで、自力では取り組めなかった取組を行うことが可
能になる。
提案５：上位メーカーの協力を得て、中小製造業における環境負荷低減対策を推進
アンケート調査では、「塗装」工程、
「洗浄」工程、
「排水処理」で何らか環境負荷低減に
向けた課題を抱えている自動車部品製造業の環境対策への取組状況についても把握した。
「特段の取組は行っていない」事業者も４割弱（約 37％）いる中で、コスト削減や環境目
標の達成を理由に、
「既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）」
「既存設備・装置
等の各種要素技術の高度化・改良」に取組んでいる事例がみられた。
「自動車・同附属品製
造業」では、それ以外の業種と比較して「取引先の要請」を理由に取組んでいる事例が多
かった。
環境対策で現在困っていることへの対応（アンケート調査結果）
0

20

40

既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）

60

80

100

57

既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良

35

設備・装置の導入（設備投資）

56

自社もしくは他と連携した設備・装置等の開発

8

その他

28

特段の取組は行っていない

97

35

120

環境対策上の課題解決に取り組んだ理由への回答率の比較
（自動車・同附属品製造業 vs.以外）（アンケート調査結果）
a:自動車・同附属品製造業
b:それ以外の業種
取引先の要請
24%
14%
コスト削減
55%
70%
環境目標の達成
56%
49%
支援制度の活用
5%
9%
その他
12%
2%

a-b
10%
▲15%
7%
▲4%
10%

ヒアリング調査を通じ、大手自動車セットメーカーとの取引関係の維持・強化や、独自
の生産技術・品質管理技術の一環として、環境データの向上に向けた取組が行われている
ことが確認された。
中小製造業の環境負荷低減への取組を推進していくためには、日々の改善活動や環境マ
ネジメントシステムの運用に期待するだけでは十分とは言えず、むしろ、上位メーカーの
協力を得て、リスクマネジメントの観点からの労働安全衛生への取組や、生産現場におけ
る環境負荷低減対策を推進していくことが必要であると考えられる。最終製品を販売して
いる上位メーカーが、下請けを含めた製造工程全般（サプライチェーン全体）を視野に入
れ、法令順守に関して積極的に取組むことが望ましいと考えられる。
提案６：環境マネジメントシステムの取得、更新に要するコスト低減に向けた支援を実施
本年度のヒアリング調査を通じ、ISO14001 を取得、更新している企業の環境改善活動は、
ISO14001 を取得していない企業と比較して、効果を挙げていた。一方で、ISO14001 の取得、
更新は、中小企業にとって大きなコスト負担であることもわかった。そこで、中小企業が
大きなコスト負担をすることなく、ISO14001 等の環境マネジメントシステムを取得、更新
できている事例を調査し、ベストプラクティスといえる事例のポイントを専門家等の派遣
先企業に伝達し、環境マネジメントシステムの取得、更新に役立ててもらうことが望まし
いと考えられる。
提案７：産業公害防止関連、労働安全衛生関連の法規制の動向に係る情報提供を実施
本年度のヒアリング調査を通じ、大手の自動車部品製造業においても、産業公害防止関
連の法規制の動向を漏れなくフォローしていくことは難しいといった意見が出されており、
今後、産業公害防止関連、労働安全衛生関連の方向性の動向について、行政が中小企業に
対し、随時、情報提供を行っていくことが望ましいと考えられる。
提案８：ベストプラクティス事例の収集、情報提供を実施
前述の各種提案とアンケート調査で把握した課題対応が難しい理由との対応関係を整理
すると次ページの表のようになる。課題として上位に挙げられていた「設備・装置の導入
（設備投資）対策をしなければならないことは認識しているが、資金不足で対応できな
い（53 件）」や「既存設備・装置等の運用方法の見直しをしなければならないことは認
識しているが、人手不足、情報不足等で対応できない（36 件）」への対策として、「金
銭的支援活用ベストプラクティス事例の収集、情報提供」、「運用対策の実施事例等、
環境対策とコスト削減を両立しうるベストプラクティス事例の収集、情報提供」等が有
効であると考えられる。
また、労働安全環境関連の法規制への対応から取組んだ結果、環境負荷低減やコスト
低減にもつながる事例もあると考えられる。今年度は労働安全環境関連の法規制対応の
観点からの事例収集は行っていないが、環境負荷低減への取組が結果として労働安全環
境の向上に寄与している事例もみられた。今後、労働安全環境の向上や環境負荷低減に
寄与し、かつコスト低減にもつながる事例の情報収集を行い、中小企業に情報提供する
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ことで、中小企業の環境負荷低減の推進に寄与することが期待される。
提案９：支援策パンフレット配布
今年度調査対象とした自動車部品製造業に対しては、アンケート調査回答企業に対し、
支援策パンフレットの配布を行い、一定の効果を挙げたと考えられるが、他の中小製造業
に対しても、支援策パンフレットの配布を行うことで、「支援策を利用したいと考えてい
るが、どのような支援策があるか、利用できるかわからない」事業者の支援策利用を推
進できるものと考えられる。
「塗装」工程、
「洗浄」工程、
「排水処理」の課題対応が難しい理由と提案との関係
課題対応が難しい理由
対応する提案
・金銭的支援活用ベストプラクティス
事例の収集、情報提供
・中小企業の環境・リサイクル分野の
設備・装置の導入（設備投資）対策をしなければならないことは認
問題解決のためにふさわしい専門家
識しているが、資金不足で対応できない（53 件）
を選定、専門家を派遣し、中小企業
の課題を解決していく仕組みの導
入、運用
・運用対策の実施事例等、環境対策と
コスト削減を両立しうるベストプラ
クティス事例の収集、情報提供
既存設備・装置等の運用方法の見直しをしなければならないことは
・機械メーカーや中小企業経営に詳し
認識しているが、人手不足、情報不足等で対応できない（36 件）
い専門家の協力を得て、生産プロセ
スの環境負荷低減対策のアドバイ
ス・指導を行う体制の整備
・中小企業の環境・リサイクル分野の
問題解決のためにふさわしい専門家
を選定、専門家を派遣し、中小企業
対策をしなければならないことは認識しているが、どのような対策
の課題を解決していく仕組みの導
をすればよいかわからない（22 件）
入、運用
・上位メーカーの協力を得て、中小製
造業における環境負荷低減対策を推
進
・支援策紹介パンフレット配布
・中小企業の環境・リサイクル分野の
支援策を利用したいと考えているが、どのような支援策があるか、
問題解決のためにふさわしい専門家
利用できるかわからない（14 件）
を選定、専門家を派遣し、中小企業
の課題を解決していく仕組みの導
入、運用
・中小企業の環境・リサイクル分野の
問題解決のためにふさわしい専門家
研究開発（技術開発）を行いたいが、体制、設備、資金等の準備が
を選定、専門家を派遣し、中小企業
整わない（14 件）
の課題を解決していく仕組みの導
入、運用
（注）課題対応が難しい理由の件数は今回アンケート調査での当該理由への回答数。
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提案 10：生産現場、洗浄工程、排水処理の自動監視、運転管理代行システムの導入支援
既に大企業の排水処理設備を水処理設備メーカーが包括メンテナンスで運転管理するこ
とや、浄水場で遠隔監視が行われていることから、今後の AI、IoT 等の技術動向を踏まえ、
機械メーカーや薬剤メーカーが中小製造業と包括メンテナンスを締結し、生産現場の自動
遠隔監視や、環境設備の運転管理を代行するような状況への移行を支援していくことが考
えられる。中小製造業１社でのメンテナンス契約締結が高額で困難な状況も想定されるた
め、例えば工業団地単位、組合単位、地域単位といったまとまった組織での包括メンテナ
ンス締結の後押しをしていくことも有効と考えられる。
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３．今後行政が実施することが望ましい施策について
今後、行政では、管内中小事業者における環境配慮型経営の推進や環境ビジネス振興に
向け、前述の提案３～提案９を以下のタイムスケジュールで実施していくことが望ましい
と考えられる。
今後行政が実施することが望ましい施策について
短期
中長期
提案３：中小企業の環境・リサイクル分野の問題解決の
ためにふさわしい専門家を選定し、専門家を派遣し、中
小企業の課題を解決していく仕組みの導入
提案３：中小企業の環境・リサイクル分野の問題解決の
ためにふさわしい専門家を選定し、専門家を派遣し、中
小企業の課題を解決していく仕組みの運用
提案４：機械メーカーや中小企業経営に詳しい専門家の
協力を得て、生産プロセスの環境負荷低減対策のアドバ
イス・指導を行う体制の整備
提案４：機械メーカーや中小企業経営に詳しい専門家の
協力を得て、生産プロセスの環境負荷低減対策のアドバ
イス・指導を行う体制の運用
提案５：上位メーカーを通じた中小製造業の環境負荷
低減対策を推進
提案６：環境マネジメントシステムの取得、更新に要す
るコスト低減のベストプラクティス事例収集
提案６：環境マネジメントシステムの取得、更新に要す
るコスト低減に向けた支援の実施（専門家のアドバイ
ス・指導に併せて実施）
提案７：中小企業を対象にした産業公害防止関連、労働
安全衛生関連の法規制の動向に係る情報提供（セミナ
ー、メルマガ）
提案８：運用対策の実施事例等、環境対策とコスト削減
を両立しうるベストプラクティス事例の収集
提案８：運用対策の実施事例等、環境対策とコスト削減
を両立しうるベストプラクティス事例の情報提供（セミ
ナー、メルマガ）
提案８：中小企業を主対象にした作業環境の改善とコス
ト削減を両立しうるベストプラクティス事例の収集、情
報提供（セミナー、メルマガ）
提案９：支援策紹介パンフレット配布
提案 10：生産現場、洗浄工程、排水処理の自動監視、
運転管理代行システムの導入支援
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補章 製造現場における環境負荷低減のための取組成功事例
大企業は、環境負荷低減に向けて経営資源を投入することで、環境負荷低減を図ること
ができているが、中小企業は、ものづくりで大企業を支える一方、コスト低減や納期遵守
の制約の中で環境負荷低減に取り組まざるを得ず、環境負荷低減にコストや人材を十分に
投入できるような状況にないのが実態である。
ここでは、既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）、「既存設備・装置等の各
種要素技術の高度化・改良」を通じ、環境負荷低減対策を行っている事例をアンケート調
査結果から取り上げた。
また、ヒアリング調査では、コスト低減（利益創出）と環境負荷低減を両立させている
事例を抽出することができたため、コスト低減と環境負荷低減事例を列挙した。
１．塗装工程でのコスト低減と環境負荷低減の両立事例
（１）既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）、「既存設備・装置等の各種要素
技術の高度化・改良」を通じ、環境負荷低減対策を行っている事例～アンケート調査結果
今回のアンケート調査から得られた塗装工程での運用対策、各種要素技術の高度化・改
良事例として、次のものが挙げられる。
既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組
業種
対象工程、環境分野
具体的な取組
自動車・同附属品製造業 a 塗装
◆運用対策
フィルターの定期的な交換
大気汚染防止
自動車・同附属品製造業 b 塗装
○各種要素技術の高度化・改良
塗装設備のコンパクト化等
大気汚染防止、水質汚濁防止、
土壌汚染防止、廃棄物の削減、
再資源化
自動車・同附属品製造業 c 塗装
◆運用対策
生産方法の変更、使用塗料の変更、メンテナン
廃棄物の削減、再資源化
ス等の見直し
自動車・同附属品製造業 d 塗装
◆運用対策
水洗ブースキラー剤の導入
大気汚染防止、廃棄物の削減、
再資源化
自動車・同附属品製造業 e 塗装
◆運用対策
代替洗浄の併用による大気汚染物質の削減
大気汚染防止
自動車・同附属品製造業 f 塗装、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
ノンクロム化
水質汚濁防止
自動車・同附属品製造業 g 塗装、排水処理
◆運用対策
分別の徹底
廃棄物の削減、再資源化
自動車・同附属品製造業 o 塗装、洗浄、排水処理
◆運用対策
前年の各種廃棄量を当年の目標値として毎月
廃棄物の削減、再資源化
の廃棄量を記録・比較し、社内発表・掲示して削
減の意識づけを行っている
自動車・同附属品製造業 p 塗装、洗浄、排水処理
◆運用対策
塗料吹付の装置見直しをし、使用量の削減
廃棄物の削減、再資源化
自動車・同附属品製造業 q 塗装、洗浄、排水処理
◆運用対策
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廃棄物の削減、再資源化、
地球温暖化防止

自動車・同附属品製造業 r

金属製品塗装業 b

金属製品塗装業 c

その他
廃棄物の削減、再資源化、
地球温暖化防止
塗装、排水処理
水質汚濁防止
塗装、洗浄、排水処理
水質汚濁防止
塗装、洗浄
廃棄物の削減、再資源化

樹脂部品の塗装

スラリーロスの再利用運用の実施
○各種要素技術の高度化・改良
工程内で発生する不良品の低減ができるよう
に設備改良
○各種要素技術の高度化・改良
加飾技術の開発による塗装レス化
○各種要素技術の高度化・改良
塗装ミストが多く発生しない付着性のよい最
新型の塗装機にする
◆運用対策
メータ類の数値管理を徹底
◆運用対策
塗装マスク治具洗浄の回数削減

（注１）運用対策：既存設備・装置等の運用方法の見直しにより、環境負荷低減を図る取組
（注２）各種要素技術の高度化・改良：既存設備・装置等の高度化・改良により、環境負荷低減を図る
取組。

（２）コスト低減と環境負荷低減の両立事例～ヒアリング調査結果
今回のヒアリング調査から得られた塗装工程でのコスト低減と環境負荷低減を両立して
いる事例として、次のものが挙げられる。
ヒアリング調査から得られた塗装工程でのコスト低減と環境負荷低減の両立事例
○粉体塗装への変更で環境負荷低減を実現（一般機械器具製造業）
同社は、VOC の排出のない塗装方法として、粉体塗装を採用した。
専用ブースの粉体塗料は回収し、98％リサイクルすることで塗装コストの引き下げも実
現。塗装工程から排出される産業廃棄物の排出は数ヶ月に１回程度。粉体塗装の採用によ
り、塗装関連の産業廃棄物発生量は大幅に減少した。
また、有害な有機溶剤を使用しない塗装方法であるため、大気汚染物質の削減にも寄与
した。さらには、従業員の作業環境や健康面での改善といったメリットも生まれた。
○塗装ブースの設計の工夫、塗装技能士の育成、ロボット導入を通じ、塗着率向上を推進
（自動車・同附属品製造業）
オーバースプレイはスラッジとなるため、スプレー塗装の塗着率８～９割を目指してい
る。溶剤タイプの塗料にしても、水系塗料にしても塗着率向上が永遠の課題。塗装のガン
にも多種類あり、圧力も低圧、中圧、高圧とあり、塗装ブースの最初の設計が、塗装率向
上に向けたポイントとなる。
塗装の技能士の腕前もポイントとなるため、人材育成に積極的に取り組んでいる。
塗装ロボットも導入している。
ロボット化での塗膜厚の一定化等、無駄に塗料を使わないことを心がけている。

○再塗装をなくすことや最適なキラー剤の選択を行い、塗料スラッジの減少を推進
（自動車・同附属品製造業）
塗装品質を上げる（再塗装をなくす）ことが塗料スラッジを減らすことにつながる。
色の数が多いと塗料ロスが多くなる。
色替えの段取りが多いと、塗料スラッジが増えるほか、廃シンナーも増える。
（廃シンナ
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ーは有価で引き取ってもらえている。）
塗料ごとにキラー剤も代えている。塗装対象となる製品の大きさに応じて塗装ブースを
割り当てている。塗装ブースごとに使う塗料は決まっているので、使用する塗料に応じて
最適な環境を整備している。
○塗装の不具合を極力減らすことで、塗料使用量の削減を推進（自動車・同附属品製造業）
塗装ロボットで塗装しても最終的な出来栄えの管理は人間が行わざるを得ない。特に塗
膜は人の目が重要である。人が塗装するブースでは、ブツ、ホコリの付着がないようにし
ている。このように作業者自らが品質改善に努めているほか、改善発表会を年１回行って
いる。10～15 年前に比べると、品質は向上している。
○新たな成形技術を開発し、塗装レス、環境負荷低減を実現
（工業用プラスチック製品製造業）
オンリーワン技術を身に着けようということになり、顧客からの開発ニーズの高かった
成形技術の開発に取り組んだ。具体的には、プラスチック樹脂表面に発生する V 溝（ウェ
ルドライン）をなくす技術の開発に取組んだ。2004 年から着手し、2009 年に開発を終える
まで５年を要した。
ウェルドラインは金型内を流れる際、樹脂の温度が下がり半固化するために発生する。
流動解析の活用によりウェルドラインが発生する位置を事前に把握する技術を有していた
ため、発生部分を局所的に急加熱・急冷却するシステムを構築した。
黒いモノに線が入ってしまうとキズとみなされるため、従来はウェルドラインを隠すべ
く塗装を行っていた。この塗装を不要にする新たな成形システムは、スバルの Tier１に採
用された。
内覧会を開いたところ、３日間で 1,400 人来た。サポインテック展示会で新規取引先に
なったところもある。現在では多くの車種に採用されている。
光沢のある自動車部品も塗装レスにできるのではとの顧客ニーズに応じて、メタリック
樹脂の成形にも取り組んだ。既に開発した成形システムの局部を温める技術を応用して、
高輝度樹脂成形を実現した。この技術開発にはサポインを活用した。
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２．洗浄工程でのコスト低減と環境負荷低減の両立事例
（１）既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）、「既存設備・装置等の各種要素
技術の高度化・改良」を通じ、環境負荷低減対策を行っている事例～アンケート調査結果
今回のアンケート調査から得られた洗浄工程での運用対策、各種要素技術の高度化・改
良、設備導入事例として、次のものが挙げられる。
既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組
業種
対象工程、環境分野
具体的な取組
自動車・同附属品製造業 h 洗浄、排水処理
◆運用対策
手順等の見直し
水質汚濁防止、土壌汚染防止、
廃棄物の削減、再資源化、地
球温暖化防止
自動車・同附属品製造業 i 洗浄、排水処理
◆運用対策
オイルの回収によるリサイクル
水質汚濁防止、土壌汚染防止、
廃棄物の削減、再資源化
自動車・同附属品製造業 j 洗浄、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
薬品の変更
水質汚濁防止、廃棄物の削減、
再資源化
自動車・同附属品製造業 k 洗浄、排水処理
◆運用対策
品質改善による含浸液使用量の削減
水質汚濁防止、廃棄物の削減、
再資源化
金属製品塗装業 a
洗浄、排水処理
◆運用対策
装置プログラム変更による薬剤過剰投入防止
水質汚濁防止、土壌汚染防止、
廃棄物の削減、再資源化
金属ネームプレート製造
洗浄、排水処理
◆運用対策
業
前処理工程の廃液の削減の取組
水質汚濁防止、
廃棄物の削減、再資源化
金属熱処理業 a
洗浄、排水処理
◆運用対策
有機溶剤洗浄を炭化水素系洗浄に移行し、有機
大気汚染防止、
溶剤の削減を進めている
廃棄物の削減、再資源化
粉末や金製品製造業 a
洗浄
◆運用対策
トリクロロエチレンから炭化水素洗浄液に変
土壌汚染防止
更
粉末や金製品製造業 b
その他
◆運用対策
切削油の変更により、廃棄する水の量が減った
廃棄物の削減、再資源化、
（切削油は腐ると捨てる）
地球温暖化防止
粉末や金製品製造業 c
その他
◆運用対策
切削油の床面落下による土壌汚染を防止する
土壌汚染防止
ため、オイルバン設置。新聞紙等の吸収パッドを
敷いて対応している
溶融めっき業、電気めっき 洗浄、排水処理
◆運用対策
業b
薬品の補充の仕方、現行工程の改良
水質汚濁防止、土壌汚染防止、
廃棄物の削減、再資源化
溶融めっき業、電気めっき 洗浄、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
業c
使用薬品を環境に配慮したものに切り替える
水質汚濁防止、土壌汚染防止、
廃棄物の削減、再資源化
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（２）コスト低減と環境負荷低減の両立事例～ヒアリング調査結果
今回のヒアリング調査から得られた洗浄工程でのコスト低減と環境負荷低減を両立して
いる事例として、次のものが挙げられる。
ヒアリング調査から得られた洗浄工程での取組事例
○油性剥離剤を使用することで、排水フリーならびに金型の長寿命化を実現
（アルミ・同合金ダイカスト製造業）
同社には周辺に下水道が敷設されておらず、下水放流ができないという工場がある。そ
のため、排水の発生しない油性剥離剤を塗布している。油性剥離剤は金型の長寿命化にも
寄与することから、他の工場でも油性剥離剤を入れるよう調整中である。

３．排水処理でのコスト低減と環境負荷低減の両立事例
（１）既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）、「既存設備・装置等の各種要素
技術の高度化・改良」を通じ、環境負荷低減対策を行っている事例～アンケート調査結果
今回のアンケート調査から得られた排水処理での運用対策、各種要素技術の高度化・改
良、設備導入事例として、次のものが挙げられる。
既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組
業種
対象工程、環境分野
具体的な取組
自動車・同附属品製造業 m 排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
プレス加工油は吹付タイプを原則禁止し、滴下
水質汚濁防止、土壌汚染防止、
型を使用している
廃棄物の削減、再資源化
自動車・同附属品製造業 n

排水処理
水質汚濁防止、廃棄物の削減、
再資源化
金属製品塗装業 a
洗浄、排水処理
水質汚濁防止、土壌汚染防止、
廃棄物の削減、再資源化
金属プレス製品製造業 a
洗浄、排水処理
廃棄物の削減、再資源化
金属プレス製品製造業 c
排水処理
水質汚濁防止、
廃棄物の削減、再資源化
アルミプレス製品製造業
排水処理
水質汚濁防止
表面処理業（アルマイト） 排水処理
水質汚濁防止
溶融めっき業、電気めっき
業a
溶融めっき業、電気めっき
業e

◆運用対策
凝集沈殿処理装置の適切な運用
○各種要素技術の高度化・改良
産業廃棄物から有用成分を抽出し資源販売
○各種要素技術の高度化・改良
排水処理面改良
◆運用対策
処理順序の見直し

◆運用対策
定期的測定
○各種要素技術の高度化・改良
以前はリン酸を中和し流していたが、現在は濃
縮槽を設置し、回収→農家への肥料として搬出
排水処理
◆運用対策
冷却水を酸洗とアルカリ洗いにしている
水質汚濁防止
排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
凝集剤の最適化（排水処理）
水質汚濁防止、土壌汚染防止、
廃棄物の削減、再資源化

44

（２）コスト低減と環境負荷低減の両立事例～ヒアリング調査結果
今回のヒアリング調査から得られた排水処理でのコスト低減と環境負荷低減を両立して
いる事例として、次のものが挙げられる。
ヒアリング調査から得られた排水処理の取組事例
○エアコンの排水に混入する油の除去対策を実施（自動車・同附属品製造業）
昨年、工業団地の総会で、調整池に自社の排水から油が出ているのではないかとの指摘
があった。原因を調べたところ、凝集した油がエアコンのフィルターに付着し、それを冷
やした段階で、水に混じったのではないかとのことだった。
当初はポリタンク２本で、排水を回収していたが、都度交換が大変だったので、油水分
離のトラップを自作した。非常に良好な結果が得られ、現在も油水分離トラップを用いて
排水を行っている。
今期の自治会の総会では、特に指摘は出なかった。
○排水処理について（金属製品製造業）
他の業務と兼務ではあるが、社内に担当者を決めてノウハウを蓄積している。
排水処理装置導入当初、規定どおりの薬剤を投与しても適正な数値がでないことがあり、
調査した結果、清掃などの際に使用する界面活性剤が数値を狂わすことが判明。その後は
清掃の液を混ぜないよう留意し、適切に管理している。
○水溶性焼き入れ液を用いた熱処理で、品質向上と環境負荷低減を実現（金属熱処理加工
業）
熱処理業界では、焼入れに油を使うことが一般的であるが、発煙や、火災発生のリスク
があった。そこで、水溶性焼入れ液を使った熱処理を導入した。
水溶性焼入れ液の投入比率、熱処理温度、攪拌量を制御することで、様々な焼入れ条件
を実現している。この熱処理を行うことで、よりハード（硬さ、強さ）に仕上げることが
でき、焼割れの抑制も可能とし同業他社との差別化を図れた。
水溶性焼入れ液は、常時、製品に付着した残液を回収し、循環させ、再利用しているため、
排水は発生しない。水溶性焼入れ液が減ってくるとその分を補充する形で運用している。
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４．省資源、省エネルギーへの取組事例
今回のヒアリング調査から得られた省資源、省エネルギーへの取組事例として、次のも
のが挙げられる。いずれも、コスト低減と環境負荷低減を両立している事例といえる。
ヒアリング調査から得られた省資源、省エネルギーへの取組事例
○金型を自前で設計、製作することで、歩留まり向上を図り、省資源を推進（プレス加工）
金型を自前で設計、製作しているため、歩留まりの制御を自身で行える。このことが競
争力の源泉であり、同社のノウハウとなっている。
○金型の改善、流動解析システムの導入・改善を通じ、不良品減少を推進
（工業用プラスチック製品製造業）
不良を出さないことが環境に良いことにつながるため、毎朝、不良の発生状況を作業員
間でシェアしている。
また、不良品減少に向け、金型の改善、流動解析システムの活用に取組んでいる。
○極力ムダを省くことを念頭に日々取組むことで、廃棄物の削減・再資源化を実現
（アルミ・同合金ダイカスト製造業）
極力ムダを省くことを念頭に、工程で不要なものは減らす（省エネ）、不良品を減らす（省
資源、省エネ）に日々取り組んでいる。
同社における環境対策は、排出されるものをどうするではなく、出さないようにするた
めにどうすればという発想である。
また、損失金額をゼロにする取組を考える中に、環境負荷低減につながる取組もあるも
のと考えている。
（例えば、金型が壊れてから直すのではなく、金型を長持ちさせることに
コストをかける対策を実施することで、損失を減らし、環境負荷低減を図ることも可能と
なる。
）
洗浄廃液を沈殿槽からフィルタープレスをかけ、水は放流している。排水量は少量であ
る。残さは産業廃棄物として排出している。残さの中にアルミくずが混入しているため、
可能な限りアルミくずは回収し、有価で引き取ってもらっている。それでも残留するアル
ミくずの有価分と他の残さの逆有償の部分が相殺され、残さ全体ではほぼゼロの価格で引
き取ってもらっている。
製品製造時に発生する不良品は再溶解し、原料として再利用する。加工くずやバリも回
収し、原料として再利用できるものは再利用に回し、原料としての再利用が難しいものは
有価で引き取ってもらう。
○高速プレスの不良対策を通じ、生産効率の向上及び廃棄物の削減を実現
（自動車・同附属品製造業）
在庫管理の一環で一回あたりの生産量を拡大したところ、金型が対応できなくなり、不
良が出てプレスラインが止まってしまった。そこで、プレスの不良を１つ１つ、つぶして
いった。
高速プレスの不良に伴い粉、ひげ等が発生するが、プレスの不良対策の過程でごみもな
くなっていった。その結果、生産効率が格段に向上しただけでなく、廃棄物の削減にもつ
ながった。
○製品の品質向上及び環境負荷低減の観点から油使用量を削減（自動車・同附属品製造業）
同社は、絞りの工程で油を使用している。また、高速でプレスするときに、製品に熱が
移るので、給油式コンプレッサーを活用し、油を循環させ、冷却することにしている。ア
イドリング時にも油は循環させている。
製品品質の狂いをなくすため、エアコンを使用し、工場内の温度を一定に保っている。
生産工程で吹き付けている油は軽いため空気中を浮遊、それが冷やされると凝集する。
そこで、エアコンのフィルターを定期的に交換、フィルターに付着する油をフィルターご
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と取り除くようにした。
また、油の噴霧をやめ、滴下にした（滴下の方が飛び散らない）ほか、工場床の油を拭
き取り、処理をしている。
これらの取組を通じ、できるだけ使用する油を減らし、発生する廃油を減らした。
取引先の二者監査でも油対策は重視され、よく観察されていた。取引先からは、部品に
余計な油がついていると物性が変わるため困る、と言われていたが、油の対策をしたこと
で、電装品の加工を受注できた。
○金属材料の再利用を通じ、省資源化を推進（金属製品製造業）
鍛造で発生する目抜きのカス、酸化皮膜、不良品は全て、再生業者に依頼し、再利用し
ている。
○摩擦圧接の導入による省資源の実現（金属熱処理加工業）
鍛造や切削による大型部品の成形は、大型かつ汎用性に乏しい設備が必要とされる等、
コスト面での負担が大きかった。この問題に対応するため、摩擦圧接（金属個体の一方を
回転させ、もう一方の金属個体を接触加工する時に発生する摩擦熱で接合させる技術）を
導入した。
これにより、部品の軽量化、切削工程が削減され、加工賃の削減、材料費の削減、一体
加工が難しい形状を容易にし、高品質な接合強度も実現させることとなった。主に、トラ
ックのトランスミッション部品向けに摩擦圧接が使用されている。
○コスト低減、環境負荷低減に寄与する省資源対策も推進（自動車・同附属品製造業）
廃プラ引取基準を策定し、廃プラの材質別分別を行うことで、有価で販売できている。
プレスの油は濾して再利用している。廃油は有価で販売できる。
治具、設備等のリユース促進に向け、社内で遊休設備をイントラネットで共有している。
海外から輸入する部品等の梱包材である段ボールを納入用資材にリユースしている。
塗装工程は、化成処理→電着塗装の工程となり、化成処理、電着塗装の前段階の洗浄工
程で排水が発生するが、工程毎の槽で使いきりではなく、前工程へ排水を送り多段利用す
ることで水使用量の削減を図っている。
スポット溶接機の冷却に必要な水を、クーリングタワーを通して循環させることで新規
投入量の低減を図っている。
廃棄物排出量原単位は、2011～2016 年度までは、平均年 6.6％の低減となっている。
○産廃可燃ごみを産廃と事業系に分別、さらに段ボールの分別をすることで廃棄物処理費
用低減（自動車・同附属品製造業）
2007 年まで、可燃ごみはすべて遠方の可燃ごみ処理場に出していたため、輸送費が高く
ついていた。2007 年９月から近隣のごみ焼却場に排出するようにしたことで、輸送コスト
が 16％程度圧縮した。
取組前の 2005 年に 250 万円／年かかっていた可燃ごみの処理費用が、
2016 年では 134 万円／年にまで減少した（処理費用が４割減）。
○汚泥のうち、リサイクル材になるものをリサイクルに回し、廃棄物処理費用の削減に成
功（自動車・同附属品製造業）
同社で発生する汚泥は２種類ある。排水処理で生成する汚泥と化成処理時に発生する汚
泥である。
電着塗装の排水処理や化成処理で発生する汚泥はすべて産廃不燃ごみで出していたが、
分析をしたところ、産廃不燃ごみではないとの評価を受けた。汚泥は、さらに水分を除去
し、埋戻材等の再生品として、リサイクルに回せるようになっている。
取組前の 2014 年に 925 万円／年かかっていたものが、現在では大幅に費用削減すること
が出来た。
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○ISO14001 の一環で、廃プラのリサイクルに取組み、廃プラの減量化に成功
（工業用プラスチック製品製造業）
ISO14001 の一環で、廃プラのリサイクルに取り組んだ。以前は、スプール（プラモデル
の枠のような部分）をごみとして排出していたが、生産ラインの中で粉砕し、他の異物が
混入しないようにしたうえで、リサイクルに回すようにした。
品質向上を目的に工場を清潔にしている中で、一部の製品についてはスプールをリサイ
クルに回すことも可能と判断し、生産ラインの中で粉砕してリサイクルする仕組みを導入
した。
また、社内ででる大量のプラスチックの分別を徹底することで、これまで産廃処理してい
たものを有価で引き取ってもらえるようになった。
○Solid Works を用いることで、試作回数の減少、試作品の廃棄量を削減（熱処理業）
新規の加工依頼が来ると試作するが、試作品は最終的に廃棄するため、SolidWorks を使
ってシミュレーションをすることに代替することで、試作回数を減らし、試作品の廃棄を
減らすようにしている。また、試作する回数の減少は、関連装置を動かすコストの低減に
もつながるメリットがある。
接合条件（押し時間、圧力、温度等）を変え、シミュレーションした結果を依頼主に提
供することで、依頼主に設計の変更等を検討してもらうことも可能になる。
○TPM 活動にあわせて省資源対策、廃棄物の減量化を積極的に推進（溶融めっき業、電気め
っき業）
TPM（Total Productive Maintenance：生産効率を極限まで高めるための全社的生産革新
活動）に取り組んで 10 年以上になる。生産現場の中にロス削減の意識が広がってきて、2017
年に優秀賞カテゴリーＢを受賞するなど、ようやく成果が出てきたところと感じている。
めっきに色ムラがないように大量の水を用いて洗浄していたものも、色ムラを起こさず
に水の使用量を減らす取組を行っている。
薬品は無駄に使わないようにしている。自社で開発するものもある。
不良率、歩留り向上に取り組むことで、無駄に金属を排出しないようにしている。
商品を搬送するための木製パレットは再利用している。自社のものは、顧客から返却し
てもらう、顧客のものは、顧客の了解を得て返却・再利用するようにしている。従来、木
製パレットは廃棄していたが、再利用することで、CO2 削減に寄与する。
産業廃棄物は当初はすべて燃やすごみであったが、分別、リサイクル化を進めてきた。
2005 年に 192ｔであったものが 2015 年には 95ｔ、2017 年で 100ｔとほぼ半減した。
めっき槽で使用するマスキングテープのリユースに取組んでいるほか、地方工場ではマ
スキングテープを使用せずにめっきする手法を自社で開発中である。現在、立ち上げに向
け、調整段階であるが、生産設備を自社で製作できることが同社の強みと感じている。
紙使用量の削減の一環として、文書管理はすべて電子データによる管理に切り替えた。
SDS の管理も電子化し、印刷物の削減を図っている。
特別管理廃棄物の削減を進め、2002 年に 300ｔあったものが 2017 年には 10ｔまで減少し
ている。
○水洗水のコスト低減に向け、地下水のイオン交換塔を導入（自動車・同附属品製造業）
電着塗装設備の設置メーカーから、地下水にはイオンが多いため、水洗水には上水を使
うようアドバイスを受け、一時期、上水も購入していた。この結果、水道代が 300 万円／
年増加した。水道代の上昇を抑えるべく、地下水のイオン交換塔を導入した。この設備投
資は１年半で回収した。地下水のイオン交換塔導入後は、上水使用量を大幅に減らしてい
る。
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○コスト低減にも寄与する省エネルギー対策を継続的に推進
（電子部品・回路・デバイス製造業）
平成 22 年度長野県省エネ対象事業（補助率 1/3）を活用し、1)加湿システムの変更、2)
外気調整器のファンモーターのインバーター化などを行った。
加湿システムは、半導体加工プロセスで使われるもので、最もエネルギー消費量の多い
ところであった。スチーム式（電気利用）から気化式加湿装置に変更した。
これらの取組を通じ、原油換算で 39.5kl、85.2t-CO2 の削減が図れた。
同社では半導体加工用にオイルフリーのコンプレッサー（37kW）を２台、オイルコンプ
レッサー（22kW）を１台使用している。長野県の公設試に電力消費動向を測定してもらい、
運転管理シミュレーションを用いた運転管理を行うようにしたところ、前者で 5,750kWh／
年、後者で 3,750kWh／年の削減が図れた。金額換算すると、前者は 11.7 万円 h／年、後者
は 7.7 万円 h／年の削減となった。
コンプレッサーの運転管理シミュレーションは自社開発したソフトで行っている。シミ
ュレーション結果に基づき、コンプレッサーの運行をコントロールするが、現場のパソコ
ンを用いて現場のオペレータが運転管理を行っている。これ以外には、コンプレッサーの
排熱を工場の暖房に取り入れるなどの工夫をしている。
各工場の分電盤に、どのくらい電力を消費したかを目視できる表示板（電力消費監視測
定器）を設置している。これは、ISO14001 導入時に行った取組で、電力消費量データをコ
ンピュータで吸い上げ、分析を行っている。
〇省エネ・コスト削減に資する精密加工機を自社開発（電子部品・回路・デバイス製造業）
現在、力を入れているのが、デスクトップファクトリー、多機能デスクトップ型の精密
加工機である。小型部品の精密加工を省スペース、省エネルギーで実現でき、第３回もの
づくり大賞を受賞した。
自社レーザー加工ライン向けに開発した精密加工機の場合、スペースは５分の１で済み、
エネルギー消費量も 50～80％の削減となった。切削加工の待機時の消費電力は 2.1 円/h、
稼働時の消費電力は 8.1 円/h で、
同社保有のマシニングセンターでの値が待機時 15.2 円/h、
稼働時 29.5 円/h であるのに対し、大幅に省エネルギー化が図れていることがわかる。
○新工場建設時に旧工場と比較してエネルギー使用量を４割以上削減する取組を実施
（一般機械器具製造業）
工場稼働後のランニングコストを低減すべく、省エネ対策は、2003 年の新工場建設時に
十分に対応した。新工場は断熱構造にしており、床は断熱材使用により、結露による事故
ケガ防止を図ると共に、地面からの冷熱対策・保温を行い、省エネ効果をねらった。
屋根には二重折板断熱工法（高い断熱性が要求される建物に適した屋根工法）を採用し、
壁の間には断熱材を入れている。これは新潟初の取組である。
地下の基礎は建屋を２回建て直しできるよう、お金をかけている。
工場内ではフォークリフトを使わず、床をフラットにし、キャスター付の台車等で人の
力で資材を運搬するようにしている。これも使用エネルギーを最小化する一環の取組。フ
ォークリフトの資格取得が不要になるメリットもある、
また、重力や人間の力を最大限活用し、電力使用量を削減している。例えば、溶接工程
のカーテンは自重で閉まるようにしている。ドライバー等の工具を上げ下げする仕組みに
おもりを活用して、電力使用量の削減を図った。
電力使用量の削減に向け、自動化対策にも取り組んでおり、例えば人検知センサーとモ
ータで窓を開けるようにしている。また、人がいない時に自動的に照明や換気ファンを停
止させるために、工場内の階段や廊下、検査工程等にも人検知センサーを導入している。
このように、数多くの省エネの取組を実施した結果、旧工場に比べて新工場では、電気・
ガス等のエネルギー使用量を４割以上削減することに成功した。
○公的支援制度を活用し、生産設備である真空炉の省エネ対策を推進（熱処理業）
生産性向上促進税制を利用し個々の真空炉の省エネ対策も推進している。真空炉内の総
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容積に対して有効容積をできるだけ大きくし、熱効率を高めるようにしている。真空炉の
設計からオーダーメイドの省エネタイプの炉に変えるべく、炉の使わない部分をできるだ
け減らし、温度効率を高める真空炉の導入を図っている。
別途、省エネ対策として、照明の LED 化を完了したが、導入前と比較し費用が 1/3 になっ
た。
○精密な加工技術の採用及び一貫生産による中間製品輸送の省略を通じ、加工や輸送にか
かるエネルギー消費、CO2 等排ガス削減に成功（金属製品製造業）
自社の環境貢献として環境影響が大きいものは、鍛造加工での異型化など取り代削減に
よる投入重量や切削加工時間の削減、鍛造-旋削-焼き入れ焼き戻し-研削加工までの一貫生
産による中間製品輸送の省略であると考えている。さらに鍛造とフローフォーミング加工
の新複合加工技術の開発により、旋削加工や中間品の輸送にかかるエネルギー消費、CO2 を
はじめとする排ガス等の削減が実現している。
一貫生産については、様々な加工の内製化に取り組み成果を積み上げてきた。例えば鍛
造後の熱処理（球状化焼鈍）では、80～90％、旋削加工は 50％を内製化。
（旋削加工は一年
間で 40％→50％にＵＰ）
。
中間品の輸送は、すべて陸送であり、軽いものは混載する、帰り便を活用するなどの配
慮を行っている。
○ISO14001 を活用し、電気の使用量削減等の省エネ対策を推進（溶融めっき業、電気めっ
き業）
ISO14001 は ISO9001 取得後の 2003 年に自社で、自力で取得した。
当初は、紙・ごみ・電気を対象に取り組んだが、徐々にやることがなくなり煮詰まって
きたため、環境改善と品質向上を両立できる取組（生産ラインでの環境対策）を自分たち
でやっていこう、という視点で見直してきた。
現在の環境マネジメントプログラムの中で重点的なものは、電気の使用量削減である。
めっき槽のヒーター、ペアガラス、LED 化等に取り組んでいる。
「製品の幅広化」による生産効率の向上で、電気使用量の削減を図っている。生産効率
を上げ、無駄を省くことで電力使用量の削減を図ることを継続的に行っている。同社の生
産設備の 90％は自社製であるため、このような取組が可能になっている。
多品種少量生産になってきたので、製造機械やヒーター等のコンパクト化にも取り組ん
だ。生産ラインも４列から２列にした。
電源をオフにしたときにめっき槽が冷めにくいように設計し、対策している。遮熱、断
熱等を通じ、保温性を高めている。
２工場とも熱源をＡ重油から天然ガスへ切り替えた。本社工場に関しては、天然ガス管
が近くに敷設されたことで取り組めた。
薬品の蒸発量を低減させるため、使用温度の低下（例：60℃での使用→40℃での使用）
やカバーをする等の取組を行っている。
ポンプでめっき液をくみ上げているが、めっき液は熱を持っている。液温を 30℃にする
ため夏は冷却を、冬は加温していたが、その温度管理を精緻にした。
使用温度の低下やめっき液の温度管理への取組により、求める品質が得られなくなる恐
れもあるため、品質を確保しつつ切り替えられるところから切り替えるようにしている。
使用薬品やヒーター、生産設備のリスト化をしているところである。
定格電力をデータベース化することで、更新対象とすべき古いヒーターや生産設備を効
率的に抽出し、計画的に更新することが可能になっている。本年はエアコンの更新を行う
こととしている。機械の定格電力を把握することで、機械の定格と現在の実態の生産体制
に合致したものになっているか確認でき、無駄の改善につながる。
めっきラインにはカレンダータイマーをつけており、加温のスタート時間をずらす等の
コントロールができる。
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めっき装置メーカーにヒーターの設計を任せると、１時間で暖まるような設計となるが、
自社で装置設計・開発できるため、加温時間をタイマーでコントロールし、最大出力を従
来の３分の１にする装置を開発した。
（無人でもタイマーでスイッチを入れることが可能な
ので、時間をかけてヒーターを加熱することができる）これによりヒーターをコンパクト
化できた。メーカーにヒーターの設計を任せるとオーバースペックになる。自社でプロセ
スを設計できれば、エネルギー使用量を最小限にすることができる。
ボイラーのカレンダータイマーは、使用しない際は自動的に電源を切る等の調整ができ
るため省エネに有効であると感じている。
一連の省エネ対策を通じ、
売上１億円あたりの電気使用量で 2016 年は 2004 年比で 32.3％
の削減となった。
○収益に貢献する省エネ活動等を積極的に推進（自動車部品製造業）
収益に貢献する省エネ等の活動を積極的に推進している。
具体的な CO2 削減効果を整理すると、次のものが挙げられる。
CO2 削減に資する取組内容と CO2 削減効果
具体的な取組内容
省エネ機能 有効(デフォルトで 10 分)。
省エネモード開始時間：10 分後→1 分後
計 134 台のロボットに対し設定
塗 装 排 気 フ ァ ン モ 塗装乾燥炉排気ファンモーター(5.5kw×2
ーターの INV 化
基)のインバータ導入による省エネ化(50→
35Hz)
ボイラ配管保温材
蒸気配管の表面が高温であったが、これに断
熱材を被覆させ、熱ロスを防止。表面温度
87℃→45℃迄低下。(配管径 100mm×長さ約
24m)
自然採光窓設置
建屋のスレート壁をくり抜き、透明板を貼付
け、採光。
物流改善
米国で生産し、日米双方に供給していた部品
を、米国納入打ち切りに合わせ、日本での生
産に切り替え。
CO2 排出量原単位は、2011-16 年度までは年平均 3.6%低減している。
取組内容
溶接ロボット省エ
ネモード設定

削減効果
CO2 削減量 13.7t
/ 年
モーター消費電
力▲62%減
CO2 発 生 量 で
2.3t/年削減

照明の点灯時間
△31%減
CO2 排出量が約
70％減少

○ISO14001 を活用し、騒音、燃料の環境対策、省エネ対策を推進（金属熱処理加工業）
同社では、一貫して騒音、燃料の環境負荷低減に配慮している。コストよりも環境配慮
が大事との考えである。また、人にやさしい職場であることにも腐心している。
ISO14001 を取得していることから、環境マネジメントプログラムを通じ、照明のＬＥＤ
化を進めているほか、工場の屋根を外光取り入れ型にする等の省エネ対策を進めている。
同社の燃料使用量のうち都市ガスが 93％を占めるため、燃料の省エネ対策では、空気と都
市ガスの混合比の最適化や耐火材の定期メンテナンスによる熱放散抑制等、燃焼面と耐火
材更新の見極め時期設定の工夫が課題である。
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参考資料
参考資料１：アンケート依頼状

平成２９年９月１５日
各

位

「自動車産業における環境データ向上に向けた取組等に関するアンケート調査」への
ご協力のお願い
経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課
平素より経済産業政策に対し、ご理解・協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、関東経済産業局では、
「自動車産業における環境データ向上に向けた取組等に関するアンケート
調査」を実施することといたしました。本アンケート調査を通じ、広域関東圏（茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県（１都１０県））に本社が所在する製
造業の環境データ向上に向けた技術開発等の取組の現状、課題等を把握し、生産現場での環境データ向

上に向けた取組の推進に役立てたいと考えております。
以上の趣旨をご理解いただき、ご多忙の折とは存じますが、是非ともご協力くださいますようお願い
申し上げます。なお、本アンケート調査は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社に委託し実施
いたします。
《アンケートのご提出について》
■次の３つの方法から、提出しやすい方法でご提出いただけます
①同封のアンケート調査票にご記入の後、同封の返信用封筒に封入の上、投函していただく方法。
②回答票をＰＤＦ化していただき、メールの件名をアンケート調査送付と記載の上、ＰＤＦファイルを
添付し、次のメールアドレス宛に電子メールにて提出していただく方法。
電子メールの宛先：kae@murc.jp
③ＦＡＸでのご回答を希望されます場合は、ＦＡＸ：０３－６７３３－１０２８まで回答票のみ送信い
ただく方法。
■ご回答期限：平成２９年１０月

１３日（金）

※ご回答いただきました事業者様には、本アンケート調査結果のとりまとめ資料を１部お送りいたし
ます。（平成２９年１２月発送予定）
□アンケートの調査項目、内容等に関するお問い合わせ先 □
調査委託機関：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
（担当）環境･エネルギー部 櫻井
TEL: ０３－６７３３－１０２３／ FAX: ０３－６７３３－１０２８
E-mail: kae@murc.jp
※個人情報の取り扱いについて※(三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株))
今般、東京商工リサーチデータベースやホームページ等から貴社の情報を入手いたしましたが、本アンケー
ト調査以外の目的で使用することはございません。また、ご回答いただきました内容につきましても、統計的に
処理いたしますので、個別データを外部に公表することはございません。（ただし、非公開で開催いたします調
査委員会の委員に閲覧する可能性はございます。
）
ア ン ケ ー ト 調 査 票 に 記 載 さ れ た 個 人 情 報 は 、 弊 社 に お い て 、「 個 人 情 報 保 護 方 針 」
（ http://www.murc.jp/corporate/privacy/ ） 及 び 、 「 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て 」
（http://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います。個人情報に関するお問い合わせにつきまして
は、上記のお問い合わせ先までご連絡ください。
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参考資料２：アンケート調査票

自動車産業における環境データ向上に向けた取組等に関するアンケート調査票
はじめに貴社ならびにご回答者についておうかがいします。
問１ 貴社名、貴社のご担当者名、業種、ご連絡先（電話番号、E-mail）を以下にご記入下さい。
貴社名／ご担当者名
業種（最もあてはまる番号１ １．自動車・同附属品製造業 ２．アルミ・同合金プレス製品製造業
つに○）
３．金属プレス製品製造業
４．粉末や金製品製造業
５．金属製品塗装業
６．溶融めっき業、電気めっき業
７．金属熱処理業
８．その他（

）

TEL / E-mail

次に、貴社の環境問題との関わりについて、おうかがいします。
問２ 貴社の事業活動と関わりのある工程の記号（a～d）であてはまるものすべてに○をつけて下さい。次に
当該工程で関係する環境対策の種類についてあてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
工程
環境対策の種類
大気汚染防止
水質汚濁防止
土壌汚染防止
廃棄物の削減・再資源化
地球温暖化防止（ＣＯ2 削減）

ａ．塗装

ｂ．洗浄

ｃ．排水処理

ｄ．その他

１
５
９
13
17

２
６
10
14
18

３
７
11
15
19

４
８
12
16
20

問３ 貴社が品質向上、省エネルギー、省資源・節水、生産の効率化等を目的に取組んだ結果、環境データの向
上につながったことについておうかがいします。
a．環境データの向上につながったことがある →問３－１～問３－５へ
b．環境データの向上につながったことはない →問４へ
（問３－１～問３－５は、問３で選択肢 a．に回答した方におうかがいします）
問３－１ 貴社のお取組はいつ頃行われたものですか。どちらかあてはまる番号に○をつけ、過去の取組の場合
は（ ）内に具体的にご記入下さい。
a．現在も取り組んでいる
b．過去に取り組んでいたが、現在は取り組んでいない →（

）年前まで取り組んでいた

問３－２ 貴社のお取組の対象となった工程についてあてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
a．塗装工程

b．洗浄工程

c．排水処理

d．その他（

）

問３－３ 貴社のお取組を通じ、データの向上につながった環境分野としてあてはまる番号すべてに○をつけて
下さい。
a．大気汚染防止
b．水質汚濁防止
e．地球温暖化防止（ＣＯ2 削減）

c．土壌汚染防止
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d．廃棄物の削減、再資源化

問３－４ 貴社のお取組はどのようなものですか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。また、どのよう
なことを行っているか、具体的にご記入下さい。
選択肢

具体的な取組内容

a．既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）

b．既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良

c．設備・装置の導入（設備投資）

d．自社もしくは他と連携した設備・装置等の開発（既に
市場にでている新設備・新装置等を導入する場合を除
く）
e．その他

問３－５ 貴社の取組を実施する際に、官公庁や支援機関の支援制度等を活用しましたか。どちらかあてはまる
番号に○をつけて下さい。
a．支援制度等を活用した
→問３－５－（１）～問３－５－（２）へ
b．支援制度等を活用していない →問４へ
（問３－５－（１）～問３－５－（２）は、問３－５で選択肢 a．に回答した方におうかがいします）
問３－５－（１） どのような支援制度等を活用しましたか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
a．人的支援（技術相談、技術指導等）b．情報的支援（情報提供、コンサルティング等）
c．金銭的支援（補助金、低利融資、税制優遇措置等）d．物的支援（施設・機器の提供、場所貸し等）
e．その他（
）
問３－５－（２）どのような組織を活用もしくは協力を得ましたか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
a.大学 b．公設試 c．産業支援機関等 d．国・地方自治体 e．取引先企業 f．取引先以外の企業
g．自社のみ e．その他（
）
問４ 貴社では環境マネジメントシステムを導入していますか。最もあてはまる番号に１つ○をつけて下さい。
a．導入している
→どのような環境マネジメントシステムを導入していますか。最もあてはまる記号に○をつけて下さい。
（1.ISO14001
2.エコアクション 21
3.エコステージ
4.環境計画の作成
5.その他（
）
）
b．導入を検討中
c．導入しておらず、導入は未検討
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問５ 貴社では、現在困っていることはありますか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
「塗装」工程での課題
a．溶剤塗装に伴い発生する VOC の
処理費用低減
b．VOC 除去後に残る臭気の低減
c．塗料への変更に伴い増大する設
備費・維持費の費用低減、CO2
排出量の低減
d．塗料スラッジ減容化に伴う産業
廃棄物排出量の低減
e．塗料スラッジの有効利用
f．その他（
）
g．特段、困っていることはない

「洗浄」工程での課題
a．塗装ブース循環水の延命化によ
る汚泥処理費用・収集運搬費用
の削減
b．溶剤洗浄工程における VOC 削減
排出量低減
c．水性塗料の低 VOC 化に伴う固形
分増加による洗浄不良
d．排水量増加による高負荷時の
COD、BOD 低減
e．その他（
）
f．特段、困っていることはない

「排水処理」の課題
a．水性塗料への変更に伴う濃度の
低減
b．凝集薬剤、凝集条件、凝集処理
装置の最適化
c. 排水処理の最適化
d．排水からの有用資源回収
e．低コスト、省スペース、省エネ
ルギー型排水処理システムの
導入
f．その他（
）
g．特段、困っていることはない

「その他」の工程で困っていることがありましたら、以下にご記入下さい。

（問５．で何らか困っていることがあると回答した方におうかがいします。
）
問６ 自社の課題に対し、どのようなことを行っていますか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。また、
どのようなことを行っているか、具体的にご記入下さい。
選択肢
a

具体的な取組内容

既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）

b 既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良

c 設備・装置の導入（設備投資）

d 自社もしくは他と連携した設備・装置等の開発（既に
市場にでている新設備・新装置等を導入する場合を除
く）
e その他

f．特段の取組は行っていない → 問６－５へ
（問６－１～問６－４は、問６で選択肢 a～e に回答した方におうかがいします）
問６－１ 貴社が課題解決に取組んだ理由は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
a．取引先の要請 b．コスト削減 c．環境目標の達成 d．支援制度の活用 f．その他（

）

問６－２ 貴社が環境対策への取組を実施する際に、官公庁や支援機関の支援制度等を活用しましたか。どちら
かあてはまる番号に○をつけて下さい。
a．支援制度等を活用した
→問６－３～問６－４へ
b．支援制度等を活用していない →問７へ
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問６－３ どのような支援制度等を活用しましたか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
a．人的支援（技術相談、技術指導等）b．情報的支援（情報提供、コンサルティング等）
c．金銭的支援（補助金、低利融資、税制優遇措置等）d．物的支援（施設・機器の提供、場所貸し等）
e．その他（
）
問６－４どのような組織を活用もしくは協力を得ましたか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
a. 大学 b．公設試 c．産業支援機関等 d．国・地方自治体 e．取引先企業 f．取引先以外の企業
g．自社のみ e．その他（
）

（問６で選択肢ｆ に回答された方におうかがいします。
）
問６－５ 貴社で課題対応が難しい理由はどのようなものですが。あてはまる番号すべてに○をつけてください。
a．既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）をしなければならないことは認識しているが、人手不足、
情報不足等で対応できない
b．設備・装置の導入（設備投資）対策をしなければならないことは認識しているが、資金不足で対応できない
c．対策をしなければならないことは認識しているが、どのような対策をすればよいかわからない。
d．支援策を利用したいと考えているが、どのような支援策があるか、利用できるかわからない。
e．環境目標の達成等、期限までに当初想定した成果が得られない。
（得られそうもない。
）
f．研究開発（技術開発）を行いたいが、体制、設備、資金等の準備が整わない
g．その他（
）
（すべての方におうかがいします）
問７ 貴社が今後、環境データ向上への取組を進めていく際に、地方自治体・産業支援機関、国への意見・要望
などありましたら、以下の空欄にご自由にご記入下さい。

ご協力ありがとうございました
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参考資料３：アンケート調査結果
１．アンケート調査の概要
（１）調査の目的
以下の実態把握を目的にアンケート調査を実施した。
－広域関東圏（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・新潟県・長野
県・山梨県・静岡県（１都 10 県））の自動車部品製造業における環境データ向上に
向けた取組実施状況把握
－広域関東圏の自動車部品製造業における塗装工程、洗浄工程、排水処理における課
題把握及び課題解決に向けた取組の実施状況・取組めない理由の把握
（２）調査対象
広域関東圏に本社が所在する従業員 30 人以上の自動車・同附属品製造業、金属素形材製
品製造業ならびに自動車産業と取引関係を有する金属被覆・彫刻業、熱処理業に該当する
事業者を対象とする。
従業員 30 人以上の自動車・同附属品製造業

1,027

従業員 30 人以上で、自動車産業と取引関係を有する金属素形材製品製造業

241

自動車産業と取引関係を有する金属被覆・彫刻業、熱処理業

431

（注１）金属素形材製品製造業：アルミ・同合金プレス製品製造業、金属プレス製品製造業、粉末や金製
品製造業
（注２）金属被覆・彫刻業、熱処理業：金属製品塗装業、溶融めっき業、金属彫刻業、電気めっき業、金
属熱処理業、その他の金属表面処理業

調査対象は、主として東京商工リサーチのデータベースから抽出した。発送数は 1,699 通。
（３）調査方法
郵送配布郵送回収法
（４）調査実施期間
2017 年 9 月 19 日～10 月 6 日
（５）回収状況
アンケートの回収数は、402 通（23.7％）
。
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２．アンケート調査結果
（１）業種、従業員数（問１）
業種を尋ねたところ、
「自動車・同附属品製造業」への回答が約半数を占めた。
本調査で対象とした塗装工程、洗浄工程、排水処理に関係する「金属プレス製品製造業」
「溶
融めっき業、電気めっき業」「金属熱処理業」「金属製品塗装業」への回答は、それぞれ、
12％、10％、６％、５％であった。
回答事業者の業種（n=402）
無回答, 4%,(18
件)

その他,
10%,(39件)

金属熱処理業,
6%,(24件)

自動車・同附属
品製造業,
50%,(203件）

溶融めっき業、
電気めっき業,
10%,(41件)

金属製品塗装
業, 5%,(22件)
金属プレス製
品製造業,
12％,(47件)

粉末や金製品
製造業, 1%,(5
件)

アルミ・同合金
プレス製品製
造業, 1%,(3件)

回答事業者の従業員数の分布をみると、29 人以下が全体の 15％、49 人以下で 45％、99
人以下で 72％、299 人以下で 91％となっている。
回答事業者の従業員数の分布（n=402）
300人以上999
人以下,6%,(24
件)

無回答, 2%、(6
件)

1,000人以上,
1%,(4件)

29人以下,
15%,(61件)

100人以上
299人以下,
19%,(77件)
50人以上99人
以下, 27%,(109
件)
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30人以上49人
以下, 30%,(121
件)

従業員数の分布を「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、
「自動
車・同附属品製造業」では、
「100 人以上」の回答割合が高いのに対し、自動車部品製造業
以外の業種では、
「99 人以下」
、特に「29 人以下」の回答割合が高くなっている。
回答事業者の従業員数の分布（自動車・同附属品製造業 vs それ以外の業種）
300人以上999
人以下, 9%,(19
件)

1,000人以上,
2%,(4件)

無回答, 2%,(4
件)

100人以上299
人以下,26%,(53
件)

無回答, 1%,(2
件)

29人以下, 300人以上999
3%,(6件) 人以下, 3%,(5
件)

100人以上299
人以下,
29人以下,
12%,(24件)
28%,(55件)

30人以上49人
以下, 31%,(62
件)

50人以上99人
以下, 27%,(54
件)

50人以上99人
以下,27%,(55
件)

30人以上49人
以下, 29%,(59
件)

（注）左図：自動車・同附属品製造業、右図：その他の業種
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（２）工程、環境問題との関わり（問２）
本調査で対象とした塗装工程、洗浄工程、排水処理との関わり、環境問題との関わりに
ついて尋ねたところ、塗装工程、洗浄工程、排水処理以外の工程で、廃棄物の削減・再資
源化、地球温暖化防止（CO2 削減）に関係する事業者が多かった。
（「廃棄物の削減・再資源
化（その他の工程）
」
（195 件）
、
「地球温暖化防止（CO2 削減）（その他の工程）」（164 件）
）
対象とした工程の中で、回答の多かったものとして、「水質汚濁防止（排水処理）」（176
件）
、
「水質汚濁防止（洗浄工程）
」
（111 件）
、
「土壌汚染防止（排水処理工程）
」
（82 件）
、
「廃
棄物の削減・再資源化（排水処理工程）」
（70 件）
、
「大気汚染防止（塗装工程）」
（67 件）が
挙げられる。
工程、環境問題との関わり（n=402、複数回答可）
0

50

大気汚染防止（塗装工程）

200

23
62

水質汚濁防止（塗装工程）

41

水質汚濁防止（洗浄工程）

111

水質汚濁防止（排水処理）

176

水質汚濁防止（その他）

39
27

土壌汚染防止（洗浄工程）

63

土壌汚染防止（排水処理）

82

土壌汚染防止（その他）

42

廃棄物の削減・再資源化（塗装工程）

43

廃棄物の削減・再資源化（洗浄工程）

59

廃棄物の削減・再資源化（排水処理）

70

廃棄物の削減・再資源化（その他）

195

地球温暖化防止（塗装工程）
地球温暖化防止（洗浄工程）
地球温暖化防止（排水処理）

250

48

大気汚染防止（その他）

土壌汚染防止（塗装工程）

150

67

大気汚染防止（洗浄工程）

大気汚染防止（排水処理）

100

35

24
19

地球温暖化防止（その他）

164

「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、「自動車・同附属品製造
業」では、塗装工程やその他工程の各種環境問題の回答割合が高いのに対し、自動車部品
製造業以外の業種では、洗浄工程や排水処理の各種環境問題への回答割合が高くなってい
る。
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工程、環境問題との関わりへの回答率の比較（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業 b:それ以外の業種
203 件
199 件
a-b
回答数
回答率
回答数 回答率
大気汚染防止（塗装工程）
40 件
20%
28 件
14%
6%
大気汚染防止（洗浄工程）
22 件
11%
26 件
13%
▲2%
大気汚染防止（排水処理）
6件
3%
17 件
9%
▲6%
大気汚染防止（その他）
38 件
19%
24 件
12%
7%
水質汚濁防止（塗装工程）
27 件
13%
15 件
8%
5%
水質汚濁防止（洗浄工程）
52 件
26%
60 件
30%
▲4%
水質汚濁防止（排水処理）
78 件
38%
100 件
50%
▲12%
水質汚濁防止（その他）
19 件
9%
20 件
10%
▲1%
土壌汚染防止（塗装工程）
17 件
8%
10 件
5%
3%
土壌汚染防止（洗浄工程）
26 件
13%
37 件
19%
▲6%
土壌汚染防止（排水処理）
32 件
16%
51 件
26%
▲10%
土壌汚染防止（その他）
23 件
11%
19 件
10%
1%
廃棄物の削減・再資源化（塗装工程）
26 件
13%
18 件
9%
4%
廃棄物の削減・再資源化（洗浄工程）
29 件
14%
30 件
15%
▲1%
廃棄物の削減・再資源化（排水処理）
22 件
11%
48 件
24%
▲13%
廃棄物の削減・再資源化（その他）
115 件
57%
80 件
40%
17%
地球温暖化防止（塗装工程）
20 件
10%
16 件
8%
2%
地球温暖化防止（洗浄工程）
12 件
6%
12 件
6%
0%
地球温暖化防止（排水処理）
7件
3%
12 件
6%
▲3%
地球温暖化防止（その他）
93 件
46%
71 件
36%
10%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の大気汚染防止（塗装
工程）の回答率 20%＝回答数 40 件÷自動車同附属品製造業の回答数 203 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
（３）環境データの向上につながったことの有無（問３）
品質向上、省エネルギー、省資源・節水、生産の効率化等を目的に取組んだ結果、環境
データの向上につながったことの有無について尋ねたところ、
「環境データの向上につなが
ったことがある」への回答が約６割を占めた。一方、「環境データの向上につながったこと
はない」への回答は約 35％であった。
環境データの向上につながったことの有無（n=402）

1

環境データの向上
につながったことが
ある, 61%,(247件)

環境データの向上
につながったことは
ない, 36%,(143件)

無回答, 3%,(12件)

0%

20%

40%

60%

61

80%

100%

①環境データの向上につながる取組の実施時期（問３－１）
環境データの向上につながる取組の実施時期について尋ねたところ、
「現在も取り組んで
いる」への回答が大半を占めた。これは、５Ｓ活動や環境マネジメントシステムを通じ、
継続的に環境対策を行っているためと考えられる。
環境データの向上につながる取組の実施時期（n=247）
過去に取り組んで
いたが、現在は取
り組んでいない,
2%,(4件)
現在も取り組んで
いる, 97%(241件)

1

無回答, 1%,(2件)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

②環境データの向上につながる取組の対象となった工程（問３－２）
環境データの向上につながる取組の対象となった工程を尋ねたところ、
「その他」への回
答が多かった。調査対象とした工程では、「排水処理」への回答が最も多く、次いで「洗浄
工程」
「塗装工程」となっている。
「その他」としては、各種生産工程、廃棄物処理・リサイクル、空調・照明、を挙げる
事業者が多かった。
環境データの向上につながる取組の対象となった工程（n=245、複数回答可）
0
塗装工程

洗浄工程

20

40

60

80

100

120

140

160

42

62

排水処理

84

その他

145

「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、「自動車・同附属品製造
業」では、
「その他」への回答割合が高いのに対し、自動車部品製造業以外の業種では、
「洗
浄工程」や「排水処理」の各種環境問題への回答割合が高くなっている。
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環境データの向上につながる取組の対象となった工程への回答率の比較
（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業 b:それ以外の業種
129 件
118 件
業種別
a-b
回答数
回答率
回答数 回答率
塗装工程
25 件
19%
17 件
14%
5%
洗浄工程
24 件
19%
38 件
32%
▲13%
排水処理
34 件
26%
50 件
42%
▲16%
その他
84 件
65%
61 件
52%
13%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の塗装工程の回答率 19%
＝回答数 25 件÷自動車同附属品製造業の回答数 129 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
従業員数別で比較すると、「塗装工程」「排水処理」で環境データの向上につながった割
合が高いのは「29 人以下」
「300 人以上」
、「洗浄工程」で環境データの向上につながった割
合が高いのは「49 人以下」
、
「その他」で環境データの向上につながった割合が高いのは「30
人以上」であった。
環境データの向上につながる取組の対象となった工程への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
38 件

30～49 人
61 件

50～99 人
60 件

100～299 人
59 件

300 人～
26 件

数
率
数
率
数
率
数
率
数
率
塗装工程
9 件 24% 8 件 13%
7 件 12%
9 件 15%
8 件 31%
洗浄工程
15 件 39% 23 件 38% 12 件 20%
7 件 12%
5 件 19%
排水処理
20 件 53% 22 件 36% 17 件 28% 14 件 24% 11 件 42%
その他
11 件 29% 36 件 59% 37 件 62% 42 件 71% 18 件 69%
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の塗装工程の回答率 24％=回答数 9 件÷全体サ
ンプル数 38 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを示す。
③環境データの向上につながった環境分野（問３－３）
環境データの向上につながった環境分野を尋ねたところ、
「廃棄物の削減、再資源化」
「地
球温暖化防止（CO2 削減）
」への回答が多かった。これは、回答事業者において、工程、環境
問題との関わりで「廃棄物の削減・再資源化（その他の工程）」
、
「地球温暖化防止（CO2 削減）
（その他の工程）
」への回答が多かったことが影響している。
次いで、
「水質汚濁防止」
「大気汚染防止」「土壌汚染防止」となっている。
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環境データの向上につながった環境分野（n=245、複数回答可）
0

50

大気汚染防止

150

200

49

水質汚濁防止

土壌汚染防止

100

86

37

廃棄物の削減、再資源化

168

地球温暖化防止

136

「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、「自動車・同附属品製造
業」では、「廃棄物の削減、再資源化」、「地球温暖化防止」への回答割合が高いのに対し、
自動車部品製造業以外の業種では、
「水質汚濁防止」や「土壌汚染防止」への回答割合が高
くなっている。
環境データの向上につながった環境分野への回答率の比較
（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業 b:それ以外の業種
129 件
118 件
業種別
a-b
回答数
回答率
回答数 回答率
大気汚染防止
27 件
21%
22 件
19%
2%
水質汚濁防止
34 件
26%
52 件
44%
▲18%
土壌汚染防止
15 件
12%
22 件
19%
▲7%
廃棄物の削減、再資源化
96 件
74%
72 件
61%
13%
地球温暖化防止
80 件
62%
56 件
47%
15%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の大気汚染防止の回答
率 21%＝回答数 27 件÷自動車同附属品製造業の回答数 129 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
従業員数別で比較すると、
「水質汚濁防止」で環境データの向上につながった割合が高い
のは「29 人以下」
、
「廃棄物の削減、再資源化」で環境データの向上につながった割合が高
いのは「30 人以上」
、
「地球温暖化防止」で環境データの向上につながった割合が高いのは
「50 人以上」であった。
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環境データの向上につながった環境分野への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
38 件

30～49 人
61 件

50～99 人
60 件

100～299 人
59 件

300 人～
26 件

数
率
数
率
数
率
数
率
数
率
大気汚染防止
6 件 16% 14 件 23% 10 件 17% 13 件 22%
5 件 14%
水質汚濁防止
25 件 66% 19 件 31% 18 件 30% 15 件 25%
9 件 27%
土壌汚染防止
7 件 18% 12 件 20%
8 件 13% 6 件 10%
4件
9%
廃棄物の削減、再資源化 21 件 55% 44 件 72% 40 件 67% 40 件 68% 21 件 77%
地球温暖化防止
16 件 42% 25 件 41% 36 件 60% 39 件 66% 19 件 68%
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の大気汚染防止の回答率 16％=回答数 6 件÷全
体サンプル数 38 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを示す。
④環境データ向上の具体的な取組（問３－４）
環境データ向上の具体的な取組について尋ねたところ、
「設備・装置の導入（設備投資）
」
への回答が最も多かった（137 件）
。
次いで「既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）」
（104 件）
、
「既存設備・装置
等の各種要素技術の高度化・改良」
（58 件）への回答が多かった。
「自社もしくは他と連携した設備・装置等の開発」への回答も 17 件あった。
「その他」としては、廃棄物の分別・排出量の削減、リサイクルの推進、への回答が多
かった。
環境データ向上の具体的な取組（問３－４）
（n=245、複数回答可）
0

20

40

60

既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）

80

100

120

140

160

104

既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良

58

設備・装置の導入（設備投資）

137

自社もしくは他と連携した設備・装置等の開発

17

その他

49

「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、
「自動車・同附属品製造
業」では、
「自社もしくは他と連携した設備・装置等の開発」、
「その他」への回答割合が高
くなっている。
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環境データ向上の具体的な取組への回答率の比較
（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業 b:それ以外の業種
a-b
129 件
118 件
業種別
回答数
回答率
回答数 回答率
既存設備・装置等の運用方法
56 件
43%
48 件
41%
2%
の見直し（運用対策）
既存設備・装置等の各種要素
32 件
25%
26 件
22%
3%
技術の高度化・改良
設備・装置の導入（設備投資）
73 件
57%
64 件
54%
3%
自社もしくは他と連携した
15 件
12%
2件
2%
10%
設備・装置等の開発
その他
35 件
27%
14 件
12%
15%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の既存設備・装置等の
運用方法の見直し（運用対策）の回答率 43%＝回答数 56 件÷自動車同附属品製造業
の回答数 129 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
「自社もしくは他と連携した設備・装置等の開発」への回答として、「アルカリ廃液処理
設備の導入」
「プレス工場でエアコンから排出される水滴に油分が微量混じるため自社開発
の油水分離装置を試作・開発中」
「切削油リサイクル装置を開発、実施中」
「光触媒を用い
た脱臭・臭気改善装置の検討（自社装置）
」
「有害物質除去システム構築」
「運搬容器のリタ
ーナブル化」
「工場内自動搬送車の自社開発／導入」
「外観検査を不要にする新設備を開発、
導入」等が挙げられた。
従業員数別で比較すると、
「設備・装置の導入（設備投資）」
「自社もしくは他と連携した
設備・装置等の開発」で環境データの向上につながった割合が高いのは「100 人以上」であ
った。
環境データの向上の具体的な取組への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
38 件

数

率

30～49 人
61 件

50～99 人
60 件

数

数

率

率

100～299 人
59 件

数

率

300 人～
26 件

数

既存設備・装置等の運用方法
15 件 39% 21 件 34% 29 件 48% 25 件 42% 14 件
の見直し（運用対策）
既存設備・装置等の各種要素
9 件 24%
9 件 15% 14 件 23% 17 件 29%
9件
技術の高度化・改良
設備・装置の導入（設備投資） 16 件 42% 30 件 49% 30 件 50% 39 件 66% 20 件
自社もしくは他と連携した
2件
5%
3 件 5%
1件
2%
6 件 10%
5件
設備・装置等の開発
その他
6 件 16% 15 件 25% 14 件 23% 10 件 17%
4件
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用
対策）の回答率 39％=回答数 15 件÷全体サンプル数 38 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを示す。
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率
45%
27%
73%
9%
18%

従業員数 100 人未満の中小事業者にとって、
「設備・装置の導入（設備投資）
」は資金不
足等の課題から取組は難しいと想定されることから、ここでは、
「既存設備・装置等の運用
方法の見直し（運用対策）
」
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良」に該当す
る具体的な取組を記載した。
既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組（その１）
業種
対象工程、環境分野
具体的な取組
自動車・同附属品製造業 a 塗装
◆運用対策
フィルターの定期的な交換
大気汚染防止
自動車・同附属品製造業 b 塗装
○各種要素技術の高度化・改良
塗装設備のコンパクト化等
大気汚染防止、水質汚濁防
止、土壌汚染防止、廃棄物の
削減、再資源化
自動車・同附属品製造業 c 塗装
◆運用対策
生産方法の変更、使用塗料の変更、メンテナン
廃棄物の削減、再資源化
ス等の見直し
自動車・同附属品製造業 d 塗装
◆運用対策
水洗ブースキラー剤の導入
大気汚染防止、廃棄物の削
減、再資源化
自動車・同附属品製造業 e 塗装
◆運用対策
代替洗浄の併用による大気汚染物質の削減
大気汚染防止
自動車・同附属品製造業 f 塗装、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
ノンクロム化
水質汚濁防止
自動車・同附属品製造業 g 塗装、排水処理
◆運用対策
分別の徹底
廃棄物の削減、再資源化
自動車・同附属品製造業 h 洗浄、排水処理
◆運用対策
手順等の見直し
水質汚濁防止、土壌汚染防
止、
廃棄物の削減、再資源化、
地球温暖化防止
自動車・同附属品製造業 i 洗浄、排水処理
◆運用対策
オイルの回収によるリサイクル
水質汚濁防止、土壌汚染防
止、廃棄物の削減、再資源化
自動車・同附属品製造業 j 洗浄、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
薬品の変更
水質汚濁防止、廃棄物の削
減、再資源化
自動車・同附属品製造業 k 洗浄、排水処理
◆運用対策
品質改善による含浸液使用量の削減
水質汚濁防止、廃棄物の削
減、再資源化
自動車・同附属品製造業 l 洗浄、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
巻線や封止成形の改良により廃棄物の削減に取
廃棄物の削減、再資源化
組み
自動車・同附属品製造業 m 排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
プレス加工油は吹付タイプを原則禁止し、滴下
水質汚濁防止、土壌汚染防
型を使用している
止、廃棄物の削減、再資源化
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既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組（その２）
業種
対象工程、環境分野
具体的な取組
自動車・同附属品製造業 n 排水処理
◆運用対策
凝集沈殿処理装置の適切な運用
水質汚濁防止、廃棄物の削
減、再資源化
自動車・同附属品製造業 o 塗装、洗浄、排水処理
◆運用対策
前年の各種廃棄量を当年の目標値として毎月の
廃棄物の削減、再資源化
廃棄量を記録・比較し、社内発表・掲示して削減
の意識づけを行っている
自動車・同附属品製造業 p 塗装、洗浄、排水処理
◆運用対策
塗料吹付の装置見直しをし、使用量の削減
廃棄物の削減、再資源化
自動車・同附属品製造業 q 塗装、洗浄、排水処理
◆運用対策
スラリーロスの再利用運用の実施
廃棄物の削減、再資源化、
○各種要素技術の高度化・改良
地球温暖化防止
工程内で発生する不良品の低減ができるように
設備改良
自動車・同附属品製造業 r その他
○各種要素技術の高度化・改良
加飾技術の開発による塗装レス化
廃棄物の削減、再資源化、
地球温暖化防止
自動車・同附属品製造業 s その他
○各種要素技術の高度化・改良
品質の向上、不良品を出さない
廃棄物の削減、再資源化
金属製品塗装業 a
洗浄、排水処理
◆運用対策
装置プログラム変更による薬剤過剰投入防止
水質汚濁防止、土壌汚染防
止、廃棄物の削減、再資源化 ○各種要素技術の高度化・改良
産業廃棄物から有用成分を抽出し資源販売
金属製品塗装業 b
塗装、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
塗装ミストが多く発生しない付着性のよい最新
水質汚濁防止
型の塗装機にする
金属製品塗装業 c
塗装、洗浄、排水処理
◆運用対策
メータ類の数値管理を徹底
水質汚濁防止
樹脂部品の塗装
塗装、洗浄
◆運用対策
塗装マスク治具洗浄の回数削減
廃棄物の削減、再資源化
金属ネームプレート製造業 洗浄、排水処理
◆運用対策
前処理工程の廃液の削減の取組
水質汚濁防止、
廃棄物の削減、再資源化
金属熱処理業 a
洗浄、排水処理
◆運用対策
有機溶剤洗浄を炭化水素系洗浄に移行し、有機
大気汚染防止、
溶剤の削減を進めている
廃棄物の削減、再資源化
金属熱処理業 b
その他
◆運用対策
工程見直しによる廃棄物削減
廃棄物の削減、再資源化
金属プレス製品製造業 a
洗浄、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
排水処理面改良
廃棄物の削減、再資源化
金属プレス製品製造業 b
その他
◆運用対策
○各種要素技術の高度化・改良
廃棄物の削減、再資源化
加工工程の見直しにより、廃棄物そのものを発
生させない又は削減する取組
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既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組（その３）
業種
対象工程、環境分野
具体的な取組
金属プレス製品製造業 c
排水処理
◆運用対策
処理順序の見直し
水質汚濁防止、
廃棄物の削減、再資源化
アルミプレス製品製造業
排水処理
◆運用対策
定期的測定
水質汚濁防止
表面処理業（アルマイト） 排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
以前はリン酸を中和し流していたが、現在は濃
水質汚濁防止
縮槽を設置し、回収→農家への肥料として搬出
粉末や金製品製造業 a
洗浄
◆運用対策
トリクロロエチレンから炭化水素洗浄液に変更
土壌汚染防止
粉末や金製品製造業 b
その他
◆運用対策
切削油の変更により、廃棄する水の量が減った
廃棄物の削減、再資源化、
（切削油は腐ると捨てる）
地球温暖化防止
粉末や金製品製造業 c
その他
◆運用対策
切削油の床面落下による土壌汚染を防止するた
土壌汚染防止
め、オイルバン設置。新聞紙等の吸収パッドを敷
いて対応している
溶融めっき業、電気めっき 排水処理
◆運用対策
業a
冷却水を酸洗とアルカリ洗いにしている
水質汚濁防止
溶融めっき業、電気めっき 洗浄、排水処理
◆運用対策
業b
薬品の補充の仕方、現行工程の改良
水質汚濁防止、土壌汚染防
止、廃棄物の削減、再資源化
溶融めっき業、電気めっき 洗浄、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
業c
使用薬品を環境に配慮したものに切り替える
水質汚濁防止、土壌汚染防
止、廃棄物の削減、再資源化
溶融めっき業、電気めっき 洗浄、排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
業d
減圧乾燥装置でスラッヂの減少
水質汚濁防止、土壌汚染防止
床を全面ＦＲＰライニング
プッシュ、プルのエアカーテン
溶融めっき業、電気めっき 排水処理
○各種要素技術の高度化・改良
業e
凝集剤の最適化（排水処理）
水質汚濁防止、土壌汚染防
止、廃棄物の削減、再資源化
螺子製造業
その他
◆運用対策
切削油のリユースによる廃油の削減
廃棄物の削減、再資源化、
○各種要素技術の高度化・改良
地球温暖化防止
各工程での歩留まり率改善によるスクラップ排
出の削減
設備・装置の導入（設備導入）の具体的な取組をみると、従業員規模によらず、大気汚
染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止を直接的な目的とした例は少なく、生産工程の効率
化・省資源及び省エネルギーの実現を目的とした設備導入例のほうが多いことがわかる。
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従業員数 29 人以下の設備・装置の導入（設備導入）の具体的な取組
○生産工程の効率化、省資源を目的とした取組（３件）
・強アルカリ水製造装置の導入による洗浄工程の効率化
・広い硬さ範囲を生産できる熱処理炉を導入して昇温エネルギーを削減
・使用治具の改善
○省エネルギーの実現を目的とした取組（６件）
・インバータ排風機、ボイラ（重油→ガス）
・高効率ボイラ導入、空調設備導入
・CO2 削減対策案として総電力消費見直しを図る上で、工程内モーター類にインバータを
設定
・排熱を再利用した温調の設置
・省エネ設備の導入（入替）（２件）
○大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止、廃棄物の削減・再資源化目的の取組（5 件）
・排水処理システム導入
・汚れた洗浄液を廃棄物処理から蒸留再生装置の導入により、廃棄物処理頻度の低減
・回収丸：汚泥（塗装カス＝塗料スラッジ）と水を分離させる
・平成 25 年度ものづくり補助金：化成被膜液の再生装置を導入し環境負荷の軽減
・エアー・コンプレッサーの潤滑油を油タイプから水タイプに変更計画中で現在１基発
注中。効果確認後、追加購入し入れ替える予定。
従業員数 30～49 人以下の設備・装置の導入（設備導入）の具体的な取組
○生産工程の効率化、省資源化を目的とした取組（７件）
・工場設備の改修
・老朽化による排水処理装置の入替
・最新機導入により廃棄物化の減少化（回収率 up→再利用）
・洗浄液の蒸留再生機、洗浄液の遠心油水分離機
・洗浄方法を改良し廃液を再利用できるようにした
・溶剤再生装置導入
・省エネ・生産性 up 設備の導入、入替
○省エネルギーの実現を目的とした取組（15 件）
・空調設備の更新、照明の LED 化（３件）
・エアコンから地中熱クーラーへの変換
・照明を LED にし電力料金の低減（２件）
・デマンドコントロール導入、流水温発生装置導入
・10 基の加熱炉を重油から都市ガスに変更かつ熱交換器を取り付け CO2 の削減
・省エネタイプのコンプレッサー、プレス機ワイヤーカット放電加工機の導入
・工場内及び事務所内の照明を LED 化
・インバータ付コンプレッサーの導入
・省エネ型造形機導入
・省エネタイプの熱処理炉への設備更新
・省力化のため機械の入替実施（省電タイプの導入、現行品 20％抑制できた）
・工場内の水銀灯及び蛍光灯をｉＥＬとＬＥＤに交換
○大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止、廃棄物の削減・再資源化目的の取組（8 件）
・溶剤ブースから粉体ブースに切替
・洗浄剤を有機溶剤から水に移行
・洗浄剤がトリクロロエチレン専用の洗浄機だったが、洗浄剤がアブソール系（法規制
無）の新規洗浄機を導入した
・炭化水素洗浄器の導入による有機溶剤の全廃
・空気清浄機を購入し、換気扇で外に出ることをやめて、ミストを捕集する方向で導入、
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運用している
・空気清浄器、ハーフシェイド、敷地内舗装
・排気処理システムの導入
・裁断機導入により廃棄物の削減
従業員数 50～99 人以下の設備・装置の導入（設備導入）の具体的な取組
○生産工程の効率化、省資源を目的とした取組（８件）
・生産ライン設定時の使用設備の省エネ・省資源・軽量化に徹した工程設定及び設備仕
様の設定
・バレル排水のリサイクル使用（２件）
・炉温装置の導入による工場排水の再利用
・老朽化設備の更新、新規設備の導入（２件）
・焼付炉の更新
・バレル設備の老朽化対応として新規設備を導入したもの（排水処理設備・新規）
○省エネルギーの実現を目的とした取組（24 件）
・省エネ機器の導入（４件）
・LED 導入（７件）
・コンプレッサーをインバータ制御式へ変更（４件）
・事務所エアコンの省エネタイプ入替
・射出成型機を油圧機から電動機へ入替
・鋼材加熱炉のエネルギー転換（重油加熱→ガス加熱）
・省エネルギーレーザー加工機のリプレイス、エアコンのリプレイス、照明の LED 化
・省エネタイプのＮＣ旋盤・マシニングセンター加工時ミストの吸収型のマシニングセ
ンター
・抵抗加熱式非接触熱板溶着機の導入で電力消費量の低減
・本社工場全面移転（新工場建設）に伴う電力関連設備（照明、空調、エアコンプレッ
サ）の更新による消費電力量の削減
・各ラインや電気の使用モニターを付けこまめに稼働時に ON,OFF を行った。
・冷却器をインバータ式に変換
○大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止、廃棄物の削減・再資源化目的の取組（3 件）
・トリクレン洗浄機→炭化水素洗浄機へ変更（２件）
・集塵装置を複数台設置して、廃砂や切粉の拡散を防止
従業員数 100～299 人以下の設備・装置の導入（設備導入）の具体的な取組
○生産工程の効率化、省資源を目的とした取組（７件）
・マシニング化、タッピングセンター化、自動化の推進及び高速切削技術の織り込み
・自動搬送機の導入による業務の効率化とエネルギー使用低減（２件）
・自動組立ラインの設置
・塗装設備新設、ロボット、建物を新設して粉塵放出を防止
・塗装ロボット化
・超音波洗浄機の導入
○省エネルギーの実現を目的とした取組（27 件）
・LED 照明の導入（５件）
・熱効率の良いボイラに交換（２件）
・インバータコンプレッサ導入
・フォークリフトエンジンよりバッテリーホークに更新
・油圧成形機から電動成形機への更新による使用電力の削減（３件）
・油圧プレス→電動プレス、油圧ポンプ小型化
・ダイカストマシンの電動マシンへの代替、導入
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・溶解電気炉の更新
・都市ガスボイラー更新
・消費電力の少ない設備への入替（３件）
・高効率設備、省エネ機器の導入（４件）
・導入時に環境チェックリスト（当社作成）に基づき省エネルギーの設備投入を検討
・省エネ化、からくり思想導入による改造
・電力消費量の減少（本社、支社で各々生産していたが支社に一本化した）
・使用電力量監視装置
○大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止、廃棄物の削減・再資源化目的の取組（6 件）
・空調設備：冷媒ガス R22 の問題で計画的に新機種導入
・電気炉排気に再燃焼装置を設置
・溶剤型塗料を使用する塗装装置から粉体塗料を使用する静電粉体塗装装置への変更、
浄化装置導入による土壌・地下水汚染の流出防止、バイオ脱臭装置導入による大気汚
染（悪臭）防止
・炭化水素系洗浄機の導入
・塗装工場内排気回収用水洗ブースの設置（塗料粉、溶剤回収の向上）
・熱処理廃ソルトをリサイクル設備により、硝酸塩を取り出し再利用している
従業員数 300 人以上の設備・装置の導入（設備導入）の具体的な取組
○生産工程の効率化、省資源を目的とした取組（９件）
・アルミ溶解炉の入替、ダイカストマシンの入替
・溶接用ロボットの最新仕様導入で省電力化
・車輛・設備等省エネ設備への更新（２件）
・高効率設備への更新
・設備にインバータを取り付け省エネ対策実施中
・設備稼働更新時における最新設備の導入（３件）
○省エネルギーの実現を目的とした取組（８件）
・人感センサーを各照明を多く使用する箇所に取付し、電気の有効活用につなげた
・老朽空調の更新、変台の更新など
・工場の照明を LED に変更
・エアコン更新、コンプレッサー更新、照明の LED 化
・照明の LED 化促進（４件）
○大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止、廃棄物の削減・再資源化目的の取組（6 件）
・新規排水処理設備を導入し、発生廃棄物の削減を目指している
・排水処理施設から排出される汚泥の乾燥機導入（廃棄物の減量化）
・汚泥脱水装置
・めっき排液設備の濃縮装置導入により排液を削減
・濃縮装置導入による廃油排出量の減容
・排水中の亜鉛濃度基準強化に対応するため、廃水処理装置を導入した。
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⑤環境データ向上の取組実施時の官公庁や支援機関の支援制度活用の有無（問３－５）
環境データ向上の取組を実施する際に、官公庁や支援機関等の支援制度を活用したか否
かを尋ねたところ、
「支援制度等を活用していない」への回答が約８割であった。
一方、
「支援制度等を活用した」への回答も約２割みられた。
環境データ向上の取組実施時の官公庁や支援機関の支援制度活用の有無（問３－５）
（n=247）

支援制度等を活用
していない,
77%,(191件)

支援制度等を活用
した, 22%,(55件)

1

無回答, 1%,(1件)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

支援制度の活用状況をみると、
「金銭的支援（補助金、低利融資、税制優遇措置等）」へ
の回答が多かった。「人的支援（技術相談、技術指導等）」、「情報支援（情報提供、コンサ
ルティング）
」
、
「物的支援（施設・設備の提供、場所貸し等）
」への回答も少数ではあるが、
みられた。
活用した支援制度等の内容（n=55、複数回答可）
0

10

人的支援

20

30

50

60

4

情報支援

7

金銭的支援

49

物的支援

その他

40

2

0

支援制度の活用先、協力先をみると、
「国、地方自治体」への回答が最も多く、次いで「産
業支援機関等」となっている。これは、これらの機関からの金銭的支援を受けたためと考
えられる。
「大学」、
「公設試」への回答も一部にみられたが、むしろ「取引先企業」への回答のほ
うが多かった。また、他社に頼らず「自社のみ」への回答も多かった。
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支援制度等の活用先、協力先（n=55、複数回答可）
0

5

大学
公設試

10

15

20

2
14

国・地方自治体

26

取引先企業

9
2

自社のみ
その他

30

3

産業支援機関等

取引先以外の企業

25

9
2

「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、
「自動車・同附属品製造業」
では、
「大学」
「産業支援機関等」
「取引先企業」
「自社のみ」への回答割合が高いのに対し、
それ以外の業種では、
「国・地方自治体」への回答割合が高くなっている。
支援制度等の活用先、協力先への回答率の比較
（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業 b:それ以外の業種
26 件
29 件
業種別
a-b
回答数
回答率
回答数 回答率
大学
3件
12%
0件
0%
12%
公設試
1件
4%
1件
4%
0%
産業支援機関等
9件
35%
5件
15%
20%
国・地方自治体
10 件
38%
16 件
56%
▲18%
取引先企業
6件
23%
3件
11%
12%
取引先以外の企業
2件
8%
0件
0%
8%
自社のみ
6件
23%
3件
11%
12%
その他
1件
4%
1件
4%
0%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の既存設備・装置等の
大学の回答率 12%＝回答数 3 件÷自動車同附属品製造業の回答数 26 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
従業員数別で比較すると、従業員数 300 人未満の事業者において、
「取引先企業」への回
答がみられ、従業員数規模に伴い、その回答割合が高くなっている。
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支援制度等の活用先、協力先への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
13 件

30～49 人
12 件

50～99 人
14 件

100～299 人
13 件

300 人～
2件

数
率
数
率
数
率
数
率
数
率
大学
0件
0%
0 件 0%
0 件 0%
3 件 23% 0 件
0%
公設試
1件
8%
0 件 0%
0 件 0%
1件
8% 0 件
0%
産業支援機関等
3 件 23%
3 件 25%
4 件 29%
3 件 23% 1 件
50%
国・地方自治体
6 件 46%
8 件 67%
5 件 36%
6 件 46% 1 件
50%
取引先企業
1件
8%
2 件 17%
3 件 21%
3 件 23% 0 件
0%
取引先以外の企業
0件
0%
0 件 0%
0 件 0%
1件
8% 0 件
0%
自社のみ
2 件 15%
1 件 8%
3 件 21%
3 件 23% 0 件
0%
その他
1件
8%
0 件 0%
1 件 7%
0件
0% 0 件
0%
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の公設試の回答率 8％=回答数 1 件÷全体サンプ
ル数 13 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを示す。
（４）環境マネジメントシステムの導入状況（問４）
環境マネジメントシステムの導入状況について尋ねたところ、
「導入している」への回答
が過半数を超えた。
「導入しておらず、導入は未検討」への回答が約３割、
「導入を検討中」
への回答が約１割みられた。
導入している事業者にどのような環境マネジメントシステムを導入しているか尋ねたと
ころ、
「ISO14001」への回答が多かった。
環境マネジメントシステムの導入状況、導入している環境マネジメントシステムの種類
（問４）
（n=402）
無回答, 4%,(17
件)
エコステージ,
2%,(5件)

導入しておら
ず、導入は未
検討, 30%,(121
件)

その他, 4%,(8
件)

環境計画の作
成, 4%,(8件)

エコアクション21,

14%,(31件)

導入している,
57%,(227件)

ISO14001,
76%,(175件)

導入を検討中,
9%,(37件)

（注）左図：環境マネジメントシステムの導入状況
右図：導入している環境マネジメントシステムの種類
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従業員数別で比較すると、従業員数 50 人以上の事業者において、環境マネジメントシス
テムを「導入している」への回答割合が高くなっている。一方、従業員数 49 人以下の事業
者においては、環境マネジメントシステムを「導入しておらず、導入は未検討」への回答
割合が高くなっている。
また、導入している環境マネジメントシステムの種類でみると、従業員数 50 人以上の事
業者において、
「ISO14001」を導入している事業者の割合が高くなっている。一方、従業員
数 49 人以下の事業者においては、
「エコアクション 21」を導入している事業者の割合が高
くなっている。
環境マネジメントシステムの導入状況（従業員数別）
従業員数別

～29 人
61 件

30～49 人
121 件

50～99 人
109 件

100～299 人
77 件

300 人～
28 件

数
率
数
率
数
率
数
率
数
率
導入している
23 件 38% 38 件 32% 75 件 69% 61 件 79% 28 件 100%
導入を検討中
8 件 13% 17 件 14%
8 件 7%
4件
5% 0 件
0%
導入しておらず、導入は未検討
27 件 44% 62 件 51% 17 件 16% 12 件 16% 0 件
0%
無回答
3件
5%
4件
3%
9 件 8%
0件
0% 0 件
0%
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の「導入している」の回答率 38％=回答数 23 件
÷全体サンプル数 61 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを示す。
導入している環境マネジメントシステムの種類（従業員数別）
従業員数別

～29 人
23 件

30～49 人
38 件

50～99 人
75 件

100～299 人
61 件

300 人～
28 件

数
率
数
率
数
率
数
率
数
ISO14001
7 件 31% 23 件 61% 60 件 80% 56 件 91% 27 件
エコアクション 21
9 件 39%
9 件 24% 11 件 15%
2件
3%
0件
エコステージ
1件
4%
2件
5%
1 件 1%
1件
2%
0件
環境計画の作成
3 件 13%
2件
5%
2 件 3%
1件
2%
0件
その他
3 件 13%
2件
5%
1 件 1%
1件
2%
1件
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の「ISO14001」の回答率 31％=回答数 7 件÷全
体サンプル数 23 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを示す。
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率
96%
0%
0%
0%
4%

（５）環境対策で現在困っていること（問５）
①「塗装」工程での課題
「塗装」工程での課題として、
「特段、困っていることはない」への回答が多かった。
課題として、
「塗料スラッジ減容化に伴う産業廃棄物排出量の低減」（28 件）
、「塗料スラッ
ジの有効利用」
（13 件）
、
「塗料への変更に伴い増大する設備費・維持費の費用低減、CO2 排
出量の低減」
（11 件）
、
「VOC 除去後に残る臭気の低減」（10 件）、「溶剤塗装に伴い発生する
VOC の処理費用低減」
（８件）が挙げられた。
「塗料スラッジ減容化に伴う産業廃棄物排出量の低減」への回答の多い業種として、「自
動車・同附属品製造業」
「金属製品塗装業」が挙げられた。
「塗装」工程での課題（問５）
（n=402、複数回答可）
0

20

溶剤塗装に伴い発生するVOCの処理費用低減

60

80

100

120

8

VOC除去後に残る臭気の低減

10

塗料への変更に伴い増大する設備費・維持費の費用低減、CO2排出量の低減

11

塗料スラッジ減容化に伴う産業廃棄物排出量の低減

28

塗料スラッジの有効利用
その他

40

13
3

特段、困っていることはない
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「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、「自動車・同附属品製造
業」では、
「特段、困っていることはない」への回答割合が高い。
「塗装」工程での課題への回答率の比較（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業
b:それ以外の業種
121 件
140 件
業種別
回答数
回答率
回答数
回答率
溶剤塗装に伴い発生する VOC の処理費用低減
4件
3%
4件
2%
VOC 除去後に残る臭気の低減
7件
6%
3件
2%
塗料への低減に伴い増大する設備費・維持費
6件
5%
5件
4%
の費用低減、CO2 排出量の低減
塗料スラッジ減容化に伴う産業廃棄物排出量
15 件
13%
13 件
9%
の低減
塗料スラッジの有効利用
6件
5%
7件
5%
その他
3件
3%
0件
0%
特段、困っていることはない
60 件
49%
37 件
26%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の溶剤塗装に伴い発生
する VOC の処理費用低減の回答率 3%＝回答数 4 件÷自動車同附属品製造業の回答数
121 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
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a-b
1%
4%
1%
4%
0%
3%
23%

従業員数別で比較すると、従業員数 29 人以下の事業者において、
「溶剤塗装に伴い発生
する VOC の処理費用低減」への回答が多くみられた。従業員数 300 人以上の事業者におい
て、
「VOC 除去後に残る臭気の低減」
「塗料への低減に伴い増大する設備費・維持費の費用低
減、CO2 排出量の低減」
「塗料スラッジ減容化に伴う産業廃棄物排出量の低減」への回答
が多くみられた。
また、
「特段、困っていることはない」への回答が従業員 29 人以下の事業者で少なかっ
たことから、このカテゴリーに属する事業者の多くは何らかの課題を抱えていると考えら
れる。
「塗装」工程での課題への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
47 件

数

率

30～49 人
73 件

50～99 人
65 件

数

数

率

率

100～299 人
52 件

数

率

300 人～
22 件

数

溶剤塗装に伴い発生する VOC
4件
9%
1件
1%
1 件 2%
1件
2%
0件
の処理費用低減
VOC 除去後に残る臭気の低減
3件
6%
1件
1%
1 件 2%
3件
6%
2件
塗料への低減に伴い増大す
る設備費・維持費の費用低
2件
4%
3件
4%
1 件 2%
3件
6%
2件
減、CO2 排出量の低減
塗料スラッジ減容化に伴う
8 件 17%
3件
4%
6 件 9%
4件
8%
7件
産業廃棄物排出量の低減
塗料スラッジの有効利用
3件
6%
2件
3%
2 件 3%
4件
8%
2件
その他
1件
2%
0件
0%
0 件 0%
2件
4%
0件
特段、困っていることはない 11 件 23% 29 件 40% 25 件 38% 22 件 42%
9件
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の溶剤塗装に伴い発生する VOC の処理費用低減
の回答率 9％=回答数 4 件÷全体サンプル数 47 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを、青色の
網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ低いものを示す。
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率
0%
9%
9%
38%
9%
0%
41%

②「洗浄」工程での課題
「洗浄」工程での課題として、
「特段、困っていることはない」への回答が多かった。
課題として、
「溶剤洗浄工程における VOC 削減、排出量低減」
（23 件）、
「排水量増加による
高負荷時の COD、BOD 低減」
（19 件）
、
「塗装ブース循環水の延命化による汚泥処理費用・収
集運搬費用の削減」
（17 件）が挙げられた。
「洗浄」工程での課題（問５）
（n=402、複数回答可）
0

20

塗装ブース循環水の延命化による汚泥処理費用・収集運搬
費用の削減

40

60

80

100

120

140

160

17

溶剤洗浄工程におけるVOC削減排出量低減

23

水性塗料の低VOC化に伴う固形分増加による洗浄不良

3

排水量増加による高負荷時のCOD、BOD低減

19

その他

4

特段、困っていることはない

139

「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、「自動車・同附属品製造
業」では、
「特段、困っていることはない」への回答割合が高い。
「洗浄」工程での課題先への回答率の比較（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業
b:それ以外の業種
121 件
140 件
業種別
回答数
回答率
回答数
回答率
塗装ブース循環水の延命化による汚泥処理費
9件
7%
8件
6%
用・収集運搬費用の削減
溶剤洗浄工程における VOC 削減排出量低減
9件
7%
14 件
10%
水性塗料の低 VOC 化に伴う固形分増加による
2件
2%
1件
1%
洗浄不良
排水量増加による高負荷時の COD、BOD 低減
7件
6%
12 件
9%
その他
3件
2%
1件
1%
特段、困っていることはない
73 件
63%
63 件
45%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の溶剤塗装に伴い発生
する VOC の処理費用低減の回答率 3%＝回答数 4 件÷自動車同附属品製造業の回答数
121 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
従業員数別で比較すると、従業員数 300 人以上の事業者において、
「塗装ブース循環水の
延命化による汚泥処理費用・収集運搬費用の削減」
「排水量増加による高負荷時の COD、BOD
低減」への回答が多くみられた。
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a-b
1%
▲3%
1%
▲3%
1%
18%

また、
「特段、困っていることはない」への回答が従業員 29 人以下の事業者で少なかっ
たことから、このカテゴリーに属する事業者の多くは何らかの課題を抱えていると考えら
れる。
「洗浄」工程での課題への回答率の比較（従業員数別）
～29 人
47 件

従業員数別

数

率

30～49 人
73 件

50～99 人
65 件

数

数

率

率

100～299 人
52 件

数

300 人～
22 件

率

数

塗装ブース循環水の延命化
による汚泥処理費用・収集運
3件
6%
3件
4%
4 件 6%
3件
6%
4件
搬費用の削減
溶剤洗浄工程における VOC
7 件 15%
6件
8%
2 件 3%
6 件 12%
2件
削減排出量低減
水性塗料の低 VOC 化に伴う
1件
2%
0件
0%
0 件 0%
2件
4%
0件
固形分増加による洗浄不良
排水量増加による高負荷時
4件
9%
3件
4%
3 件 5%
3件
6%
6件
の COD、BOD 低減
その他
1件
2%
1件
1%
1 件 2%
1件
2%
0件
特段、困っていることはない 19 件 40% 45 件 62% 32 件 49% 30 件 58% 10 件
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の塗装ブース循環水の延命化による汚泥処理費
用・収集運搬費用の削減の回答率 6％=回答数 3 件÷全体サンプル数 47 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを、青色の
網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ低いものを示す。

率
18%
9%
0%
27%
0%
45%

③「排水処理」での課題
「排水処理」での課題として、
「特段、困っていることはない」への回答が多かった。
課題として、
「排水処理の最適化」
（50 件）、
「凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化」
（35 件）
、
「低コスト、省スペース、省エネルギー型排水処理システムの導入」
（30 件）
、
「排
水からの有用資源回収」
（22 件）が挙げられた。
「排水処理」での課題（問５）
（n=402、複数回答可）
0
水性塗料への変更に伴う濃度の低減

20

40

80

100

120

140

1

凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化

35

排水処理の最適化

50

排水からの有用資源回収

22

低コスト、省スペース、省エネルギー型排水処理システムの導入
その他

60

30
7

特段、困っていることはない

136

80

160

「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、「自動車・同附属品製造
業」では、
「特段、困っていることはない」への回答割合が高い。
それ以外の業種では、「凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化」「低コスト、省ス

ペース、省エネルギー型排水処理システムの導入」への回答割合が高かった。
「凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化」に関しては、金属製品塗装業、金属プレ
ス製品製造業、溶融めっき業、電気めっき業の回答割合が高かった。
「低コスト、省スペース、省エネルギー型排水処理システムの導入」に関しては、金属
製品塗装業、溶融めっき業、電気めっき業の回答割合が高かった。
「排水処理」での課題への回答率の比較（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業
b:それ以外の業種
121 件
140 件
業種別
回答数
回答率
回答数
回答率
水性塗料への変更に伴う濃度の低減
0件
0%
1件
1%
凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化
9件
8%
26 件
19%
排水処理の最適化
22 件
18%
28 件
20%
排水からの有用資源回収
6件
5%
16 件
11%
低コスト、省スペース、省エネルギー型排水
8件
7%
22 件
16%
処理システムの導入
その他
4件
3%
3件
2%
特段、困っていることはない
69 件
57%
67 件
48%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の凝集薬剤、凝集条件、
凝集処理装置の最適化の回答率 8%＝回答数 9 件÷自動車同附属品製造業の回答数
121 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
従業員数別で比較すると、従業員数 29 人以下ならびに従業員数 300 人以上の事業者にお
いて、「凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化」「排水処理の最適化」への回答が多
くみられた。
従業員数 29 人以下では、
「低コスト、省スペース、省エネルギー型排水処理システムの
導入」への回答も多くみられた。
また、
「特段、困っていることはない」への回答が従業員 300 人以上の事業者で少なかっ
たことから、このカテゴリーに属する事業者の多くは何らかの課題を抱えていると考えら
れる。
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a-b
▲1%
▲11%
▲2%
▲6%
▲9%
1%
9%

「排水処理」での課題への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
47 件

30～49 人
73 件

50～99 人
65 件

100～299 人
52 件

300 人～
22 件

数
率
数
率
数
率
数
率
数
水性塗料への変更に伴う濃
0件
0%
0件
0%
0 件 0%
1件
2%
0件
度の低減
凝集薬剤、凝集条件、凝集処
14 件 30%
8 件 11%
7 件 11%
1件
2%
5件
理装置の最適化
排水処理の最適化
12 件 26% 10 件 14% 10 件 15%
9 件 17%
9件
排水からの有用資源回収
8 件 17%
1件
1%
4 件 6%
6 件 12%
3件
低コスト、省スペース、省エ
ネルギー型排水処理システ
11 件 23%
7 件 10%
6 件 9%
3件
6%
3件
ムの導入
その他
2件
4%
0件
0%
2 件 3%
1件
2%
2件
特段、困っていることはない 21 件 45% 42 件 58% 30 件 46% 33 件 63%
7件
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の凝集薬剤、凝集条件、凝集処理装置の最適化
の回答率 30％=回答数 14 件÷全体サンプル数 47 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを、青色の
網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ低いものを示す。

（６）環境対策で現在困っていることへの対応（問６）
環境対策で現在困っていることがあると回答した事業者に対し、どのようなことを行っ
ているか尋ねたところ、
「特段の取組は行っていない」（97 件）への回答が多かった。
何らかの対応を行っている事業者の回答としては、
「既存設備・装置等の運用方法の見直し
（運用対策）
」
（57 件）
、
「設備・装置の導入（設備投資）」
（56 件）
、
「既存設備・装置等の各
種要素技術の高度化・改良」（36 件）への回答が多かった。
環境対策で現在困っていることへの対応（問６）
（n=261、複数回答可）
0

20

40

既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）

60

80

100

57

既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良

36

設備・装置の導入（設備投資）

56

自社もしくは他と連携した設備・装置等の開発

8

その他

28

特段の取組は行っていない

97

82

120

率
0%
23%
41%
14%
14%
9%
32%

ここでも、中小事業者に参考になると考えられる「既存設備・装置等の運用方法の見直
し（運用対策）
」
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良」に該当する具体的な
取組を記載した。
既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組（その１）
業種
現在困っていること
具体的な取組
自動車・同附属品製造業 A
「塗装」工程
◆運用対策
・溶剤塗装に伴い発生するＶ
塗料スラッジをリサイクル業者へ
ＯＣ処理費用低減
・塗料スラッジ減容化に伴う
産業廃棄物排出量の低減
自動車・同附属品製造業 B
「塗装」工程
◆運用対策
・溶剤塗装に伴い発生するＶ
生産方法の検討、使用塗料の変更、メンテナンス
ＯＣ処理費用低減
等の見直し
・塗料スラッジ減容化に伴う
産業廃棄物排出量の低減
自動車・同附属品製造業 C
「塗装」工程
◆運用対策
・塗料スラッジ減容化に伴う
ロボットのティーチングによるムダ吹き削減
産業廃棄物排出量の削減
自動車・同附属品製造業 D
「塗装」工程
◆運用対策
・塗料スラッジ減容化に伴う
スラッジの発生抑制（塗着効率の改善）
産業廃棄物排出量の低減
「洗浄」工程
・塗装ブース循環水の延命化
による汚泥処理費用・収集
運搬費用の削減
自動車・同附属品製造業 E
「塗装」工程
◆運用対策
・VOC 除去後に残る臭気の低
臭いや音の発生がある作業の作業時間帯の調整、
減
点検・チェック等
・塗料への変更に伴い増大す ○既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良
る設備費・維持費の費用低
ジクロロメタン洗浄工程の漏えい対策
減、CO2 排出量の低減
・塗料スラッジ減容化に伴う
産業廃棄物排出量の低減
・塗料スラッジの有効利用
「洗浄」工程
・ジクロロメタンに代わる洗
浄剤
自動車・同附属品製造業 F
「塗装」工程
◆運用対策
・塗料スラッジ減容化に伴う
排水処理条件（薬品等）の最適化
産業廃棄物排出量の低減
「洗浄」工程
・排水量増加による高負荷時
の COD、BO 低減
「排水処理」
・凝集薬剤、凝集条件、凝集
処理装置の最適化
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既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組（その２）
業種
現在困っていること
具体的な取組
自動車・同附属品製造業 G
「洗浄」工程
◆運用対策
・排水量増加による高負荷時
排水濃度の経時変化抑制
の COD,BOD 低減
「排水処理」
・凝集薬剤、凝集条件、凝集
処理装置の最適化
・排水処理の最適化
・排水からの有用資源回収
・低コスト、省スペース、省
エネルギー型排水処理シ
ステムの導入
自動車・同附属品製造業 H
「洗浄」工程
◆運用対策
・塗装ブース循環水の延命化
洗浄液の清浄化による延命化、ｐＨ管理による延
による汚泥処理費用・収集 命化
運搬費用の削減
「排水処理」
・排水処理の最適化
自動車・同附属品製造業 I
「塗装」工程
○既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良
・塗料への変更に伴い増大す
浄化槽の更新、汚泥・水使用量の低減
る設備費・維持費の費用低
減、CO2 排出量の低減
・塗料スラッジ減容化に伴う
産業廃棄物排出量の低減
・塗料スラッジの有効利用
「洗浄」工程
・塗装ブース循環水の延命化
による汚泥処理費用・収集運
搬費用の削減
・溶剤洗浄工程における VOC
削減排出量削減
・排水量増加による高負荷時
の COD、BOD 低減
「排水処理」
・排水処理の最適化
自動車・同附属品製造業 J
「排水処理」
○既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良
・凝集薬剤、凝集条件、凝集
凝集薬剤の変更と追加およびそれに伴う排水処理
処理装置の最適化
装置の改造
自動車・同附属品製造業 K
「排水処理」
○既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良
・排水処理の最適化
油の流出防止を貯水槽に吸油マットを設置し、流
れの具合で取り替えている
自動車部品材料製造業
「排水処理」
◆運用対策
・排水処理の最適化
センターレス研磨機の排水処理、業者による回収
・低コスト、省スペース、省
エネルギー型排水処理シ
ステムの導入
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既存設備・装置等の運用方法の見直し（運用対策）
、
「既存設備・装置等の各種要素技術の
高度化・改良」に該当する具体的な取組（その３）
業種
現在困っていること
具体的な取組
金属プレス製品製造業 A
「排水処理」
◆運用対策
・凝集薬剤、凝集条件、凝集
作業手順の見直しと遵守
処理装置の最適化
金属プレス製品製造業 B

「排水処理」
・凝集薬剤、凝集条件、凝集
処理装置の最適化
・排水処理の最適化
・低コスト、省スペース、省
エネルギー型排水処理シス
テムの導入
金属プレス製品製造業 C
「排水処理」
・排水処理の最適化
金属製品塗装業
「塗装」工程
・塗料スラッジ減容化に伴う
産業廃棄物排出量の低減
「洗浄」工程
・塗装ブース循環水の延命化
による汚泥処理費用・収集
運搬費用の削減
・排水量増加による高負荷時
の COD、BOD 低減
「排水処理」
・凝集薬剤、凝集条件、凝集
処理装置の最適化
・排水処理の最適化
溶融めっき業、電気めっき業 A 「洗浄」工程
・排水量増加による高負荷時
の COD,BOD 低減
「排水処理」
・凝集薬剤、凝集条件、凝集
処理装置の最適化
・排水処理の最適化
・低コスト、省スペース、省
エネルギー型排水処理シ
ステムの導入
溶融めっき業、電気めっき業 B 「排水処理」
・凝集薬剤、凝集条件、凝集
処理装置の最適化
・排水処理の最適化
・排水からの有用資源回収
溶融めっき業、電気めっき業 C 「洗浄」工程
・溶剤洗浄工程における VOC
排出量削減
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◆運用対策
投入薬剤の最適量を決める

◆運用対策
排水処理最適条件の模索
◆運用対策
塗装設備の定期メンテナンスの実施
○既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良
塗装設備の老朽化対策、設備交換や補修

○既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良
使用薬品を環境に配慮したものに切り替える

◆運用対策
めっき廃液の処理方法を運用面で見直し
○既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良
キレート薬剤含有薬品の凝集剤の検討
○既存設備・装置等の各種要素技術の高度化・改良
ＶＯＣ削減のための代替品の検討

①環境対策上の課題解決に取り組んだ理由（問６－１）
環境対策上の課題解決に取り組んだ理由として、
「コスト低減」
（104 件）、
「環境目標の達
成」
（85 件）を挙げた事業者が多かった。
「取引先の要請」
「支援制度の活用」への回答も少
数ではあるがみられた。
環境対策上の課題解決に取り組んだ理由（問６－１）（n=164、複数回答可）
0

20

取引先の要請

40

60

80

100

120

30

コスト削減

104

環境目標の達成

85

支援制度の活用

11

その他

12

「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、「自動車・同附属品製造
業」では、
「取引先の要請」への回答割合が高い。
それ以外の業種では、
「コスト削減」への回答割合が高かった。
環境対策上の課題解決に取り組んだ理由への回答率の比較
（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業
b:それ以外の業種
76
件
件
業種別
a-b
回答数
回答率
回答数
回答率
取引先の要請
18 件
24%
12 件
14%
10%
コスト削減
42 件
55%
62 件
70%
▲15%
環境目標の達成
42 件
55%
43 件
49%
6%
支援制度の活用
4件
5%
7件
8%
▲3%
その他
9件
12%
3件
3%
9%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の凝集薬剤、凝集条件、
凝集処理装置の最適化の回答率 8%＝回答数 9 件÷自動車同附属品製造業の回答数
121 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
従業員数別で比較すると、従業員数 100 人以上の事業者において、
「環境目標の達成」へ
の回答割合が高かった。従業員数 300 人以上の事業者において、
「コスト削減」への回答割
合が高かった。
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環境対策上の課題解決に取り組んだ理由への回答率の比較（従業員数別）
従業員数別

～29 人
25 件

30～49 人
39 件

50～99 人
47 件

100～299 人
37 件

300 人～
17 件

数
率
数
率
数
率
数
率
数
取引先の要請
5 件 20%
7 件 18%
8 件 17%
6 件 16%
4件
コスト削減
16 件 64%
24 件 62%
29 件 62%
20 件 54% 14 件
環境目標の達成
14 件 56%
12 件 31%
20 件 43%
27 件 73% 12 件
支援制度の活用
2件
8%
5 件 13%
2件
4%
2件
5%
0件
その他
0件
0%
5 件 13%
4件
9%
0件
0%
3件
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の取引先の要請の回答率 20％=回答数 5 件÷全
体サンプル数 25 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを示す。
②環境対策上の課題解決に取組む際の支援制度等の活用状況（問６－２）
環境対策上の課題解決に取組む際の官公庁や支援機関の支援制度等の活用状況を尋ねた
ところ、
「支援制度等を活用した」への回答が約２割、「支援制度等を活用していない」へ
の回答が約８割であった。
環境対策上の課題解決に取組む際の支援制度等の活用状況（問６－２）（n=164）

1

0%

支援制度等を活用
していない,
76%,(125件)

支援制度等を活用
した, 24%,(39件)

20%

40%

60%

80%

100%

支援制度の活用状況をみると、
「金銭的支援（補助金、低利融資、税制優遇措置等）」へ
の回答が多かった。「人的支援（技術相談、技術指導等）」、「情報支援（情報提供、コンサ
ルティング）
」
、
「物的支援（施設・設備の提供、場所貸し等）
」への回答も少数ではあるが、
みられた。
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率
24%
82%
71%
0%
18%

活用した支援制度等の内容（n=39、複数回答可）
0

5

10

人的支援

15

20

25

30

7

情報支援

13

金銭的支援

26

物的支援

1

その他

1

支援制度の活用先、協力先をみると、
「国、地方自治体」への回答が最も多く、次いで「産
業支援機関等」となっている。これは、これらの機関からの金銭的支援を受けたためと考
えられる。
「大学」への回答も一部にみられたが、むしろ「取引先企業」への回答のほうが多かっ
た。また、他社に頼らず「自社のみ」への回答もみられた。
支援制度等の活用先、協力先（n=39、複数回答可）
0

5

大学
公設試

10

25

0
13

国・地方自治体

20

取引先企業

4
1

自社のみ
その他

20

1

産業支援機関等

取引先以外の企業

15

3
2
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（７）環境対策で現在困っていることがあるのに特段取り組んでいない理由（問６－５）
環境対策で現在困っていることがあるのに特段取組を行っていない理由を尋ねたところ、
「設備・装置の導入（設備投資）対策をしなければならないことは認識しているが、資金
不足で対応できない」
（53 件）
、
「既存設備・装置等の運用方法の見直しをしなければならな
いことは認識しているが、人手不足、情報不足等で対応できない」
（36 件）への回答が多か
った。
また、
「対策をしなければならないことは認識しているが、どのような対策をすればよい
かわからない」
（22 件）
、
「支援策を利用したいと考えているが、どのような支援策があるか、
利用できるかわからない」
（14 件）
、といった情報支援の必要性を示唆する課題を抱える事
業者も一部にみられる。
さらに、
「研究開発（技術開発）を行いたいが、体制、設備、資金等の準備が整わない」
（14 件）への回答もみられた。
環境対策で現在困っていることに特段取り組んでいない理由（問６－５）
（n=97、複数回答可）
0

10

20

30

既存設備・装置等の運用方法の見直し
をしなければならないことは認識してい
るが、人手不足、情報不足等で対応で
きない

40

50

60

36

設備・装置の導入（設備投資）対策をし
なければならないことは認識している
が、資金不足で対応できない

53

対策をしなければならないことは認識し
ているが、どのような対策をすればよい
かわからない

22

支援策を利用したいと考えているが、ど
のような支援策があるか、利用できる
かわからない

14

環境目標の達成等、期限までに当初想
定した成果が得られない（得られそうも
ない）

7

研究開発（技術開発）を行いたいが、体
制、設備、資金等の準備が整わない

14

その他

14
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「自動車・同附属品製造業」とそれ以外の業種別で比較すると、「自動車・同附属品製造
業」では、
「支援策を利用したいと考えているが、どのような支援策があるか、利用できる
かわからない」
「研究開発（技術開発）を行いたいが、体制、設備、資金等の準備が整わな
い」への回答割合が高い。
それ以外の業種では、
「設備・装置の導入（設備投資）対策をしなければならないこと

は認識しているが、資金不足で対応できない」への回答割合が高い。
環境対策で現在困っていることに特段取り組んでいない理由への回答率の比較
（自動車・同附属品製造業 vs.それ以外）
a:自動車・同附属品製造業
b:それ以外の業種
45 件
52 件
業種別
回答数
回答率
回答数
回答率
既存設備・装置等の運用方法の見直しをしなけ
ればならないことは認識しているが、人手不足、
17 件
38%
19 件
37%
情報不足等で対応できない
設備・装置の導入（設備投資）対策をしなけれ
ばならないことは認識しているが、資金不足で
23 件
51%
30 件
58%
対応できない
対策をしなければならないことは認識している
10 件
22%
12 件
23%
が、どのような対策をすればよいかわからない
支援策を利用したいと考えているが、どのよう
9件
20%
5件
10%
な支援策があるか、利用できるかわからない
環境目標の達成等、期限までに当初想定した成
4件
9%
3件
6%
果が得られない（得られそうもない）
研究開発（技術開発）を行いたいが、体制、設
9件
20%
5件
10%
備、資金等の準備が整わない
その他
9件
20%
5件
10%
（注１）各業種の回答率の算出方法 例：自動車・同附属品製造業の凝集薬剤、凝集条件、
凝集処理装置の最適化の回答率 8%＝回答数 9 件÷自動車同附属品製造業の回答数
121 件で算出
（注２）上表中の黄色の網掛けは、
「自動車・同附属品製造業」の回答率が高いものを、
青色の網掛けは「それ以外の業種」の回答率が高いものを示す。
従業員数別で比較すると、従業員数 100～299 人の事業者において、
「既存設備・装置等
の運用方法の見直しをしなければならないことは認識しているが、人手不足、情報不足等
で対応できない」
「対策をしなければならないことは認識しているが、どのような対策を

すればよいかわからない」「支援策を利用したいと考えているが、どのような支援策が
あるか、利用できるかわからない」への回答割合が高かった。従業員数 300 人以上の事業
者において、
「環境目標の達成等、期限までに当初想定した成果が得られない（得られ

そうもない）」への回答割合が高かった。
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a-b

1%

▲7%
▲1%
10%
3%
10%
10%

環境対策で現在困っていることに特段取り組んでいない理由への回答率の比較
（従業員数別）
従業員数別

～29 人
22 件

数

率

30～49 人
34 件

50～99 人
18 件

数

数

率

率

100～299 人
15 件

数

率

既存設備・装置等の運用方法の見
直しをしなければならないことは
7 件 32%
11 件 32%
8 件 44%
8 件 53%
認識しているが、人手不足、情報
不足等で対応できない
設備・装置の導入（設備投資）対
策をしなければならないことは認
13 件 59%
17 件 50%
9 件 50%
8 件 53%
識しているが、資金不足で対応で
きない
対策をしなければならないことは
認識しているが、どのような対策
5 件 23%
5 件 15%
5 件 28%
6 件 40%
をすればよいかわからない
支援策を利用したいと考えている
が、どのような支援策があるか、
2件
9%
5 件 15%
3 件 17%
4 件 27%
利用できるかわからない
環境目標の達成等、期限までに当
初想定した成果が得られない（得
1件
5%
3件
9%
0件
0%
2 件 13%
られそうもない）
研究開発（技術開発）を行いたい
が、体制、設備、資金等の準備が
5 件 23%
3件
9%
3 件 17%
3 件 20%
整わない
その他
1件
5%
4 件 12%
3 件 17%
5 件 33%
（注１）上表中の従業員数別の「数」の欄は回答数を、従業員数別の「率」の欄は回答率
を示す。回答率は、例えば 29 人以下の既存設備・装置等の運用方法の見直しをしな
ければならないことは認識しているが、人手不足、情報不足等で対応できないの回
答率 32％=回答数 7 件÷全体サンプル数 22 件で算出。
（注２）上表中の黄色の網掛けは、他の従業員数別の回答率に比べ高いものを示す。

（８）環境データ向上への取組を進めていく際の地方自治体、産業支援機関、国への意見、
要望（問７）
環境データ向上への取組を進めていく際の地方自治体、産業支援機関、国への意見、要
望として、設備の老朽化、生産性の低下、人手不足の慢性化、資金不足等の理由から環境
データ向上への取組を進めることが難しいとの意見が出された。要望として、取組事例や
国等の施策に係る情報提供を求めるものや、補助金活用に係る各種要望、補助金以外の支
援策を求めるものなどが挙げられた。補助金以外の支援策として、環境対策を含めた事業
全体についての無償コンサルの実施や技能士育成等への支援、廃プラの有効活用や排水ス
ラッジからの有用資源回収技術の研究の推進を求めるものがあった。

91

300 人～
5件

数

率

2件

40%

3件

60%

1件

20%

0件

0%

1件

20%

0件

0%

1件

20%

具体的な意見、要望
○環境データ向上への取組の推進が難しいとの意見
・設備の老朽化、生産性の低下、人手不足の慢性化が絡み合ってこの負のスパイラルから
抜け出せないのが実情。今後はさらにさまざまな試みをしてみるつもりだが、限界にき
ているのも事実
・工場が手狭なため、また、老朽化しているために、新しく設備を入れるのが、難しい→
工事期間中、休業しなくてはならないものもある
・近隣がマンション化した中で、アルミめっき業を操業していく上で、環境問題はきって
もきれない問題となっている。現状、対策をしなければ、ならないことは認識している
が、具体的な対策を打つ、余裕がなく、現在に至っているのが現状
・電気めっき業についての亜鉛含有量の暫定排水基準値については排水処理プロセス等具
体的な手法が確立指導されるまで一律排水基準値への統一（暫定基準の失効）は不可と
考える
・環境に対する取組は、今後対応してゆくつもりだが、人員不足並びに費用の面からも上
手に取り組んでいかないと非常に難しいと考えている
・設備・装置の導入（設備投資）対策をしなければならないことは認識しているが、資金
不足で対応できない
・中小企業として社会的責任を果たさなければならないという認識はあるものの、今回の
「環境データの向上に向けた取組」等の優先順位が低くなってしまうのが現実であり課
題
・水コンプレッサーは油もれの心配がなく良い設備と思えるが、スクリューコンプレッサ
ー（インバータータイプ）の倍の値段が難点でランニングコストも不明で心配
○取組事例や国等の施策に係る情報提供に係る要望
・各社の取組事例の紹介（３社）
・我々が生きていく地域社会において環境への配慮は当然必要だと思うが、各個人や会社
にとって環境データの向上が何らかの目に見えやすい形でメリットが還元される仕組み
でないと、動きにくいことが残念ながら本音としてはあると思う。コスト削減と環境負
荷の低減とがつながっている事例を多く示して頂き、積極的に支援して頂ければありが
たい。会社としては、コスト削減効果が出れば従業員にも還元するように誘導していく
施策があってもいいのかもしれない
・具体的にＣＯ２又は排水量の削減についてどのようなものを用い、何をすれば何％の削減
につながるのかを簡単な図式を使って教えてもらえれば、よりこちらの目標が具体化し
てくる
・排水処理技術、ＩＴ化等の情報の開示を要望
・支援策についてどのようなものがあるのか？ 又、具体的申請方法について（含む期限
等）
・環境データを向上する為の支援（金銭的）がある場合、事例等で分かり易く展開頂きた
い（２社）
・環境データ向上への取組にあたり、行政機関からの支援を受ける方法のＰＲの充実（２
社）
・専門的知識、人的配置等の具体的支援の相談窓口及び広報活動のようなものを利用でき
ればよいし、既にあるのであれば知りたい
・法の改訂等、情報の提供をお願いしたい（２社）
・設備の内製化を通じて環境にやさしい省スペース、省エネルギーの製品づくりを進めて
いる。機械の購入には補助金等があるが、内製化で使う事のできる支援策があれば、紹
介してほしい
・省エネ・環境データ工場に役立つ設備メーカーを集めた展示会の開催
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○補助金活用に係る意見・要望
・補助金等が多数あるものの、実際に活用できるのはほとんどない。中小が中心であるし、
先着順など制限が多く複雑すぎると思う
・排水処理工程を維持管理するには日常メンテナンス及び薬剤購入にかかる費用が多大で
ある為、助成金などの制度があると良いと思う
・新規設備導入の補助金も必要であるが、既存設備の改修を対象とした補助金もあると助
かる
・環境対策は売上増加に直結しない。法律を守るために莫大な費用がかかった。今後、生
産を上げるための設備計画を行い、公共機関の補助金制度を活用する
・環境効率向上のためには、高価な設備等導入する必要があるのでやはり補助金の予算を
つけていただけると助かる
・手続や資料作成が煩雑すぎる。簡略化をお願いしたい（３件）
・補助金、助成金等などの拡大
・親会社（子会社）があるため、支援制度がまったく使えない（２社）
○補助金以外の国等の支援に係る意見・要望
・環境改善を図る場合、最も大きな効果が得られるのは設備投資である。企業でこれを行
うためには、投資対効果が重要で、効果は全額となる。効果金額でみると環境の場合、
自社への金銭的メリットを確実に示すことができるものは少ない。これは導入したい設
備の費用が高額であることも一因と考えている。設備導入例への支援より開発側への支
援を厚くし、製品そのものの価格が下がるような施策を期待する
・小規模事業者に対する事業全体のコンサルを無償でして欲しい。事業で収益が大きく向
上する事が環境設備充実へつながっていくと思う
・環境データへの広報活動の強化
・情報分析ツールを配布
・当社の業務内容は基板部品の実装、組立なので、塗装、洗浄、排水等の問題はあまりな
い。動力が電力なので、使用量の削減が CO2 削減につながる。省電力化の取組支援を期待
する
・ＣＯ２排出量ゼロに向けた設備投資等の支援があればよい（省エネ設備導入）（２社）
・太陽光発電など作る電気（売る電気）に関して設備・装置の価格の低減および無償貸与
等の支援を行って頂き、まず実践に向けた準備を進めて頂くことを希望する
・廃棄物の処理をするのもけっこうお金がかかる。再利用していただけるようもう少し大
きなネットワークがあると助かる。お金をかけてムダに処分しているものがたくさんあ
ると思う
・プラスチックの成形をしているが、ランナーや不良品等の廃プラの処理が費用もかかり、
又同一種でないとリサイクルができないため分別に手間もかかりやりきれない状態。材
質の異なる廃プラを石油化する研究が進められていたが、コストがかかりすぎて実用化
は進んでいないようだ。廃プラの有効活用の研究を進めて欲しい
・めっき業界での産業廃棄物では、排水処理より発生するスラッジが約７割である。これ
らを再生し有用資源の回収技術が開発されることを望む
・当社は溶融アルミニウムめっき業。労基署等の指導の下、安全管理には十分に気を使っ
ている。が、環境問題ともなると抜本的対策が必要となり、資金、方法、人材、ともに
当社では不足しており、実施ができていない。このような企業であるが、やはり、国、
県、市等から適切な支援、援助等をいただき、優先順位を定め実施していきたいと思っ
ているので、ご支援等宜しくお願いしたい
・弊社は技能士育成に注力しているが、何か良い助成等があれば教示願いたい
・課題に取組むにあたり人的支援、資金支援の制度化を進めて欲しい
・人的支援、金銭的支援、技術指導等地方自治体もしくは貴省支援機関にお願いしたい（具
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体的に）
・設備・装置導入時の情報的支援及び補助金の支援
・環境データ向上に協力したい意欲はあるが、取引先のコストが非常に厳しいため、取組
費用のねん出ができないので、人・もの・金の援助を求めたい
○環境マネジメントシステムの活用に係る意見
・環境汚染改善・対応策は、国民、企業の大きな義務と考えている。ここ 10 年の当社改善
活動を反省してみると、本質基準として、ISO9001-2008、2015 を自動車産業の資格制度
として取組み、毎年、外部認証機関（JET）の審査を受けているが、その後に取組んだ環
境省のエコアクション 21 の１年間活動結果としての「環境活動レポート」が全従業員に
非常に効果的に使用され、それの活動成果が数字として表現され会社利益に直結してい
る。非常に素晴らしい制度だと感じている
・このことにより、品質 ISO9001 の 2015 年版で審査を本年７月に受審したが、言葉、表現、
システムに重点ロードが占有され、会社利益になかなか直結されず、当社のレベルの低
さであると思うが、EA21 のごとく今少し現実的であって欲しいと感じる
○環境もしくは環境データ向上の定義の明確化を求める意見
・環境という言葉は意味が広いので、どのことなのか定義もしてもらえると助かる
・環境データ向上への取組を進めていく上での具体的な内容がわからず検討のしようがな
い。弊社では RoHS 指令等に対応しているが結果をデータとして定量的には把握できてい
ない
○環境データ向上に向けた取組を自助努力で推進していくとの意見
・設備で解決するより、材料を変更する方法がコスト的には安くつく。例えば、ＦＲＰ（産
業廃棄物）をＰＰに変更することで後処理が楽になり、コスト（材料）も安く又処理も
安くなる方法を従来から海外国内問わず検討している
・小さな事でもやれることを実施していく
・温暖化は世界的に問題であり、当社も環境について前向きに取組んでいきたいと思う
○その他
・温暖化対策として世界中の拠点でエネルギーを CO2 に換算して排出量を管理しているが、
日本以外の各国の主に電気→CO2 の換算係数について公開してほしい。現在までずっと固
定値を使っており、適切なものかどうか分からない
・購入電力のＣＯ２換算係数低減への取組み(指導）
・電気代を安くしてほしい
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参考資料４：ヒアリング調査結果
株式会社ヨロズ（自動車部品製造業）
○COP21 のパリ協定、ISO14001:2015 年版を踏まえ、環境パフォーマンス向上を推進
活動の方向性として、COP21 のパリ協定、ISO14001:2015 年版を踏まえ、環境パフォーマ
ンス向上に努めている。
日本における活動目標は、法令順守と環境パフォーマンスの向上。環境パフォーマンス
の向上に係る具体的目標は以下のとおり。
－CO2 排出量原単位削減▲18%（2012 年度比）／2030 年度
－廃棄物原単位削減▲18%（2012 年度比）／2030 年度
－水原単位削減▲15%（2015 年度比）／2030 年度
－日経環境経営度調査への参加
原材料調達から廃棄までの、製品のライフサイクルすべての領域で環境負荷低減に取り
組んでいる。
領域
原材料

各領域での取組
省資源化、汚染防止

具体的取組事例
製品の軽量化、リサイクル
サプライヤーにグリーン調達ガイドラインを要請

生産

効率化

排水に関し、社内管理値を設定
エネルギー消費量、CO2 排出量の低減

出荷

距離短縮

納入先の近くで生産することを意識（生産地近接化）

製品使用

製品の軽量化

強度、耐久性を確保し、最適設計、材料変更などで
軽量化

廃棄

有害物質不使用

鉄は 100％リサイクル可能
有害物質を含まない製品設計

○収益に貢献する省エネ活動等を積極的に推進
収益に貢献する省エネ等の活動を積極的に推進している。
必須活動

必須ではない環境貢献活動
収益に貢献する活動

収益に貢献しない活
動

方向性

効率を上げて

積極的に推進する

ミニマムコストで実施

投資を超える収益が
見込めないアイテム
は実施しない

例

ISO14001 の認証継続

合理化活動に伴う省

大規模なソーラーパ

各種法令順守

エネ、軽量・高剛性製

ネル導入

カーメーカーのグリーン調達

品の開発

ガイドラインの順守
具体的な CO2 削減効果を整理すると、次のものが挙げられる。
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CO2 削減に資する取組内容と CO2 削減効果
取組内容
具体的な取組内容
溶接ロボット省エネ 省エネ機能 有効(デフォルトで 10 分)。
モード設定
省エネモード開始時間：10 分後→1 分後
計 134 台のロボットに対し設定
塗装排気ファンモー 塗装乾燥炉排気ファンモーター(5.5kw×2 基)
ターの INV 化
のインバータ導入による省エネ化(50→35Hz)
ボイラ配管保温材
蒸気配管の表面が高温であったが、これに断熱
材を被覆させ、熱ロスを防止。表面温度 87℃
→45℃迄低下。(配管径 100mm×長さ約 24m)
自然採光窓設置
建屋のスレート壁をくり抜き、透明板を貼付
け、採光。
物流改善
米国で生産し、日米双方に供給していた部品
を、米国納入打ち切りに合わせ、日本での生産
に切り替え。

削減効果
CO2 削減量 13.7t
/ 年
モーター消費電
力▲62%減
CO2 発 生 量 で
2.3t/年削減
照明の点灯時間
△31%減
CO2 排 出 量 が 約
70％減少

CO2 排出量原単位は、2011-16 年度までは年平均 3.6%低減している。
○コスト低減、環境負荷低減に寄与する省資源対策も推進
山形の例であるが、廃プラ引取基準を策定し、廃プラの材質別分別を行うことで、有価
で販売できている。(４トン／年)
プレスの油は濾して再利用している。廃油は有価で販売できる。
治具、設備等のリユース促進に向け、社内で遊休設備をイントラネットで共有している。
海外から輸入する部品等の梱包材である段ボールを納入用資材にリユースしている。
塗装工程は、化成処理→電着塗装の工程となり、化成処理、電着塗装の前段階の洗浄工
程で排水が発生するが、工程毎の槽で使いきりではなく、前工程へ排水を送り多段利用す
ることで水使用量の削減を図っている。
スポット溶接機の冷却に必要な水を、クーリングタワーを通して循環させることで新規
投入量の低減を図っている。
廃棄物排出量原単位は、2011～2016 年度までは、平均年 6.6％の低減となっている。
○サプライヤーの環境対策推進に向けた取組を実施
毎年年度末に実施している約 100 社程度のサプライヤーを対象にした調達方針説明会の
中で、４～５年前から環境活動推進を依頼している。生産ボリューム等の会社の状況を伝
達するとともに、サプライヤー自身の環境活動を促すパワポ数枚紙の説明を実施している
（直取引 60～70 社）
。
約 30%の環境マネジメントシステムのないサプライヤーに対し、ISO14001 等に準じた活
動をするように依頼している。また、自社の環境負荷の現状を把握すること、法令順守す
ることをお願いし、現状把握のためのサプライヤー訪問を実施している。２年前から、年
１回、電子メールでアンケート調査を実施し、定期的な法令把握が不徹底のところには、
注意文書を出し、是正要請している。
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フォルム株式会社（自動車・同附属品製造業）
○環境マネジメントシステムを活用し、環境負荷低減かつ利益創出につながる取組を推進
納入先との取引条件に ISO14001 は入っていない。ただし、ISO9001 は取引条件に入って
いる。2004 年に ISO14001 を取得し、ISO14001 2015 年度版に昨年度更新した。
同社は 280 名の従業員を抱えているが、法務部はなく、環境関連法を日々ウォッチする
ことは難しい。以前、水濁法の改正に気づかず、電着塗装の溶液の地下浸透、漏えい防止
対応をしなければならなかったところ、未対応であったため、県の査察を受けた際に、警
告を受けたことがあった。
（その後、地下ピットの設備仕様は、改正法の設備基準に合致し
ている事が判明し、定期検査を実施してクリアしている。
）そのため、ISO14001 の外部審査
を受ける際に、順守すべき法令等のアドバイスをもらっている。
ISO14001 の取得当初は、環境側面として紙ごみ、電気の抽出からスタートした。ISO14001
2015 年版から、継続的改善という考え方を入れて、細く長く複数年で取り組む継続的改善
アイテムを設定するようになった。
ISO14001 で儲けようということ、利益に直結するように、各部で展開するに進めている。
活動の成果は各部門ベースで設定している。会社全体での目標値の設定ができていない
ことを外部審査で指摘されており、今後は会社全体で目標値設定しないといけないのかも
しれない。
ISO14001 に取組んでいることで収益につながっている、ISO14001 があるので環境対策の
取組も継続できる、と考えている。
ただし、生産設備への投資に比べて、環境対策への投資の経営への貢献度は低いので、
継続して実施することが重要。
○産廃可燃ごみを産廃と事業系に分別、さらに段ボールの分別をすることで廃棄物処理費
用低減
2007 年まで、可燃ごみはすべて遠方の可燃ごみ処理場に出していたため、輸送費が高く
ついていた。2007 年９月から近隣のごみ焼却場に排出するようにしたことで、輸送コスト
が 16％程度圧縮した。
取組前の 2005 年に 250 万円／年かかっていた可燃ごみの処理費用が、
2016 年では 134 万円／年にまで減少した（処理費用が４割減）。
○汚泥のうちリサイクル材になるものをリサイクルに回し、廃棄物処理費用の削減に成功
同社で発生する汚泥は２種類ある。排水処理で生成する汚泥と化成処理時に発生する汚
泥である。
電着塗装の排水処理や化成処理で発生する汚泥はすべて産廃不燃ごみで出していたが、
分析をしたところ、産廃不燃ごみではないとの評価を受けた。汚泥は、さらに水分を除去
し、埋戻材等の再生品として、リサイクルに回せるようになっている。
取組前の 2014 年に 925 万円／年かかっていたものが、現在では大幅に費用削減すること
が出来た。
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○水洗水のコスト低減に向け、地下水のイオン交換塔を導入
電着塗装設備の設置メーカーから、地下水にはイオンが多いため、水洗水には上水を使
うようアドバイスを受け、一時期、上水も購入していた。この結果、水道代が 300 万円／
年増加した。水道代の上昇を抑えるべく、地下水のイオン交換塔を導入した。この設備投
資は１年半で回収した。地下水のイオン交換塔導入後は、上水使用量を大幅に減らしてい
る。
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Ａ社（自動車・同附属品製造業）
○塗装ブースの設計の工夫、塗装技能士の育成、ロボット導入を通じ、塗着率向上を推進
オーバースプレイはスラッジとなるため、スプレー塗装の塗着率を８～９割を目指して
いる。溶剤タイプの塗料にしても、水系塗料にしても塗着率向上が永遠の課題。塗装のガ
ンにも多種類あり、圧力も低圧、中圧、高圧とあり、塗装ブースの最初の設計が、塗着率
向上に向けたポイントとなる。
塗装の技能士の腕前もポイントとなるため、人材育成に積極的に取り組んでいる。
塗装ロボットも導入している。塗装ロボットは人よりも一定の品質で塗装できるが、一
旦、不具合が生じたときには人間と異なり、臨機応変に対応できない問題がある。
ロボット化での塗膜厚の一定化等、無駄に塗料を使わないことを心がけている。
電着塗装の塗着率はよいが、色の多様化に対応できない課題がある。
○再塗装をなくすことや最適なキラー剤の選択を行い、塗料スラッジの減少を推進
塗装品質を上げる（再塗装をなくす）ことが塗料スラッジを減らすことにつながる。
色の数が多いと塗料ロスが多くなる。
色替えの段取りが多いと、塗料スラッジが増えるほか、廃シンナーも増える。（廃シンナ
ーは有価で引き取ってもらえている。）
塗料ごとにキラー剤も代えている。塗装対象となる製品の大きさに応じて塗装ブースを
割り当てている。塗装ブースごとに使う塗料は決まっているので、使用する塗料に応じて
最適な環境を整備している。ただし、依然課題は抱えている。
○塗装の不具合を極力減らすことで、塗料使用量の削減を推進
塗装ロボットで塗装しても最終的な出来栄えの管理は人間が行わざるを得ない。特に塗
膜は人の目が重要である。人が塗装するブースでは、ブツ、ホコリの付着がないようにし
ている。このように作業者自らが品質改善に努めているほか、改善発表会を年１回行って
いる。10～15 年前に比べると、品質は向上している。
磐田工場での塗装の不具合は２～３％。不具合発生率は５％未満であれば許容できる。
○ISO14001 を活用し、塗料スラッジのリサイクルを推進中
ISO14001 のスローガンとして“もう１回、捨てているものを見直そう！”を掲げている。
アクリルウレタン等、ウレタン系の塗料が多いので、塗料スラッジをアスファルトの舗
装材に混ぜられないかと考えている。
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タンレイ工業株式会社（金属製品製造業）
○精密な加工技術の採用及び一貫生産による中間製品輸送の省略を通じ、加工や輸送にか
かるエネルギー消費、CO2 等排ガス削減に成功
自社の環境貢献として環境影響が大きいものは、鍛造加工での異型化など取り代削減に
よる投入重量や切削加工時間の削減、鍛造-旋削-焼き入れ焼き戻し-研削加工までの一貫生
産による中間製品輸送の省略であると考えている。さらに鍛造とフローフォーミング加工
の新複合加工技術の開発により、旋削加工や中間品の輸送にかかるエネルギー消費、CO2 を
はじめとする排ガス等の削減が実現している。
一貫生産については、様々な加工の内製化に取り組み成果を積み上げてきた。例えば鍛
造後の熱処理（球状化焼鈍）では、80～90％、旋削加工は 50％を内製化。
（旋削加工は一年
間で 40％→50％にＵＰ）
。
中間品の輸送は、すべて陸送であり、軽いものは混載する、帰り便を活用するなどの配
慮を行っている。
○金属材料の再利用を通じ、省資源化も推進
鍛造で発生する目抜きのカス、酸化皮膜、不良品は全て、再生業者に依頼し、再利用し
ている。
○排水処理について
他の業務と兼務ではあるが、社内に担当者を決めてノウハウを蓄積している。
排水処理装置導入当初、規定どおりの薬剤を投与しても適正な数値がでないことがあり、
調査した結果、清掃などの際に使用する界面活性剤が数値を狂わすことが判明。その後は
清掃の液を混ぜないよう留意し、適切に管理している。
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山梨金属工業株式会社（プレス加工）
○ISO14001 を活用し、環境対策を推進
同社は環境方針を定め、汚染の予防及び環境保全に努めているほか、環境法規の遵守に
努めている。現在、ISO2015 年版に取り組んでいるが、環境方針に掲げる活動分野はつぎの
とおり。
① 環境配慮型の金型設計
② 省エネルギー
③ 省資源（製品及び材料在庫の適正化、コピー用紙他）
④ 廃棄物の削減
⑤ 騒音・振動における苦情の撲滅
○金型を自前で設計、製作することで、歩留まり向上を図り、省資源を推進
金型を自前で設計、製作しているため、歩留まりの制御を自身で行える。このことが競
争力の源泉であり、同社のノウハウとなっている。現在は歩留まり 70％を目標に掲げてい
る。
（コンペで仕事を取りに行く際には、この歩留まりのノウハウが生きる。
）
○適正な排水処理対策を実施
取引先への納品物に脱脂要求を受けるものもあるが、脱脂しなくてよいものも多い。同
社が扱う 5,000 万個のうち、洗浄対象となるのは 50 万個程度である。
炭化水素系の洗浄剤（NS クリーン）で脱脂する場合は、ドレン回収した排水を廃油とし
て産業廃棄物処理業者に逆有償処理委託している。
同社の排水が基準値を超過し、組合から指摘を受けたことはない。
○残業の削減を通じ、環境負荷低減を実現
残業の削減が環境負荷低減につながると考え、週２回ノー残業デーを設定する等、残業
の削減に取り組んでいる。その結果、昨年から本年にかけて総残業時間 14％の削減につな
がった。
昨年：

12,126 時間

本年：

10,341 時間

削減時間： 1,775 時間（▲14％減）
残業の削減の結果、電気使用量は 1.6％の減少となった。
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洗浄風景
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株式会社テラダイ（アルミ・同合金ダイカスト製造業）
○油性離型剤を使用することで、排水フリーならびに金型の長寿命化を実現
同社には周辺に下水道が敷設されておらず、下水放流ができないという工場がある。そ
のため、排水の発生しない油性離型剤を塗布している。油性離型剤は金型の長寿命化にも
寄与することから、他の工場でも油性離型剤を入れるよう調整中である。
○極力ムダを省くことを念頭に日々取組むことで、廃棄物の削減・再資源化を実現
極力ムダを省くことを念頭に、工程で不要なものは減らす（省エネ）
、不良品を減らす（省
資源、省エネ）に日々取り組んでいる。
同社における環境対策は、排出されるものをどうするではなく、出さないようにするた
めにどうすればという発想である。
また、損失金額をゼロにする取組を考える中に、環境負荷低減につながる取組もあるも
のと考えている。
（例えば、金型が壊れてから直すのではなく、金型を長持ちさせることに
コストをかける対策を実施することで、損失を減らし、環境負荷低減を図ることも可能と
なる。
）
洗浄廃液を沈殿槽からフィルタープレスをかけ、水は放流している。排水量は少量であ
る。残さは産業廃棄物として排出している。残さの中にアルミくずが混入しているため、
可能な限りアルミくずは回収し、有価で引き取ってもらっている。それでも残留するアル
ミくずの有価分と他の残さの逆有償の部分が相殺され、残さ全体ではほぼゼロの価格で引
き取ってもらっている。
製品製造時に発生する不良品は再溶解し、原料として再利用する。加工くずやバリも回
収し、原料として再利用できるものは再利用に回し、原料としての再利用が難しいものは
有価で引き取ってもらう。
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エヌ･デイ･ケー加工センター株式会社（熱処理業）
○Solid Works を用いることで、試作回数の減少、試作品の廃棄量を削減
新規の加工依頼が来ると試作するが、試作品は最終的に廃棄するため、SolidWorks を使
ってシミュレーションをすることに代替することで、試作回数を減らし、試作品の廃棄を
減らすようにしている。また、試作する回数の減少は、関連装置を動かすコストの低減に
もつながるメリットがある。
接合条件（押し時間、圧力、温度等）を変え、シミュレーションした結果を依頼主に提
供することで、依頼主に設計の変更等を検討してもらうことも可能になる。
○公的支援制度を活用し、生産設備である真空炉の省エネ対策を推進
生産性向上促進税制を利用し個々の真空炉の省エネ対策も推進している。真空炉内の総
容積に対して有効容積をできるだけ大きくし、熱効率を高めるようにしている。真空炉の
設計からオーダーメイドの省エネタイプの炉に変えるべく、炉の使わない部分をできるだ
け減らし、温度効率を高める真空炉の導入を図っている。
別途、省エネ対策として、照明の LED 化を完了したが、導入前と比較し費用が 1/3 にな
った。
○洗浄機の変更を通じ、ＶＯＣ削減を実現
埼玉工場ではトリクレン洗浄から炭化水素系洗浄に変更した。本社工場では現在はトリ
クレン洗浄を行っているが、近い将来、新建屋を建設する予定にしており、スペースを確
保できれば、炭化水素系洗浄機を入れたい。
本社工場ではトリクレン回収装置を導入し、トリクレンをクローズドの形で回収してい
る。廃棄物処理業者の選定には気を使っており、トリクレンの回収は、専門容器を使って
回収している業者に頼んでいる。
埼玉工場ではトリクレンから炭化水素に変更する際に、顧客の了解を取るのが大変であ
った。トリクレンであれば１回洗浄でよかったところが、炭化水素は洗浄力が劣るため、
２回洗浄することで、工程変更の理解を得た。自動車メーカーは要求事項が厳しい。
埼玉工場ではトリクレンから炭化水素へ変更したことに伴い、火気の取扱い、熱源につ
いて慎重に対応している。
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炭化水素洗浄機
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田村工業株式会社（金属熱処理加工業）
○ISO14001 を活用し、騒音、燃料の環境対策、省エネ対策を推進
同社では、一貫して騒音、燃料の環境負荷低減に配慮している。コストよりも環境配慮
が大事との考えである。また、人にやさしい職場であることにも腐心している。
ISO14001 を取得していることから、環境マネジメントプログラムを通じ、照明のＬＥＤ
化を進めているほか、工場の屋根を外光取り入れ型にする等の省エネ対策を進めている。
同社の燃料使用量のうち都市ガスが 93％を占めるため、燃料の省エネ対策では、空気と都
市ガスの混合比の最適化や耐火材の定期メンテナンスによる熱放散抑制等、燃焼面と耐火
材更新の見極め時期設定の工夫が課題である。
○水溶性焼入れ液を用いた熱処理で、品質向上と環境負荷低減を実現
熱処理業界では、焼入れに油を使うことが一般的であるが、発煙や、火災発生の
リスクがあった。そこで、水溶性焼入れ液を使った熱処理を導入した。
水溶性焼入れ液の投入比率、熱処理温度、攪拌量を制御することで、様々な焼入れ条件
を実現している。この熱処理を行うことで、よりハード（硬さ、強さ）に仕上げることが
でき、焼割れの抑制も可能とし同業他社との差別化を図れた。
水溶性焼入れ液は、常時、製品に付着した残液を回収し、循環させ、再利用しているた
め、排水は発生しない。水溶性焼入れ液が減ってくるとその分を補充する形で運用してい
る。
○摩擦圧接の導入による省資源の実現
鍛造や切削による大型部品の成形は、大型かつ汎用性に乏しい設備が必要とされる等、
コスト面での負担が大きかった。この問題に対応するため、摩擦圧接（金属個体の一方を
回転させ、もう一方の金属個体を接触加工する時に発生する摩擦熱で接合させる技術）を
導入した。
これにより、部品の軽量化、切削工程が削減され、加工賃の削減、材料費の削減、一体
加工が難しい形状を容易にし、高品質な接合強度も実現させることとなった。主に、トラ
ックのトランスミッション部品向けに摩擦圧接が使用されている。
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圧接設備全体

圧接設備（前）

圧接設備（中）

圧接後（機械内）

圧接後（取り出し後）
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株式会社柴田合成（工業用プラスチック製品製造業）
○新たな成形技術を開発し、塗装レス、環境負荷低減を実現
オンリーワン技術を身に着けようということになり、顧客からの開発ニーズの高かった
成形技術の開発に取り組んだ。具体的には、プラスチック樹脂表面に発生する V 溝（ウェ
ルドライン）をなくす技術の開発に取組んだ。2004 年から着手し、2009 年に開発を終える
まで５年を要した。
ウェルドラインは金型内を流れる際、樹脂の温度が下がり半固化するために発生する。
流動解析の活用によりウェルドラインが発生する位置を事前に把握する技術を有していた
ため、発生部分を局所的に急加熱・急冷却するシステムを構築した。
黒いモノに線が入ってしまうとキズとみなされるため、従来はウェルドラインを隠すべ
く塗装を行っていた。この塗装を不要にする新たな成形システムは、スバルの Tier１に採
用された。
内覧会を開いたところ、３日間で 1,400 人来た。サポインテック展示会で新規取引先に
なったところもある。現在では多くの車種に採用されている。
光沢のある自動車部品も塗装レスにできるのではとの顧客ニーズに応じて、メタリック
樹脂の成形にも取り組んだ。既に開発した成形システムの局部を温める技術を応用して、
高輝度樹脂成形を実現した。この技術開発にはサポインを活用した。ヒーターを何種類も
試作し、最終的に割れないヒーターを作った。ヒーターは１枚数万円程度するため、ヒー
ターの開発にも費用がかかった。
○ISO14001 の一環で、廃プラのリサイクルに取組み、廃プラの減量化に成功
ISO14001 の一環で、廃プラのリサイクルに取り組んだ。以前は、スプール（プラモデル
の枠のような部分）をごみとして排出していたが、生産ラインの中で粉砕し、他の異物が
混入しないようにしたうえで、リサイクルに回すようにした。
品質向上を目的に工場を清潔にしている中で、一部の製品についてはスプールをリサイ
クルに回すことも可能と判断し、生産ラインの中で粉砕してリサイクルする仕組みを導入
した。
また、社内ででる大量のプラスチックの分別を徹底することで、これまで産廃処理して
いたものを有価で引き取ってもらえるようになった。
○金型の改善、流動解析システムの活用を通じ、不良品減少を推進
不良を出さないことが環境に良いことにつながるため、毎朝、不良の発生状況を作業員
間でシェアしている。
また、不良品減少に向け、金型の改善、流動解析システムの活用に取組んでいる。
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廃プラスチックの分別状況
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サンコー精産株式会社（電子部品製造業）
○高速プレスの不良対策を通じ、生産効率の向上及び廃棄物の削減を実現
在庫管理の一環で一回あたりの生産量を拡大したところ、金型が対応できなくなり、不
良が出てプレスラインが止まってしまった。そこで、プレスの不良を１つ１つ、つぶして
いった。
高速プレスの不良に伴い粉、ひげ等が発生するが、プレスの不良対策の過程でごみもな
くなっていった。その結果、生産効率が格段に向上しただけでなく、廃棄物の削減にもつ
ながった。
○製品の品質向上及び環境負荷低減の観点から油使用量を削減
同社は、絞りの工程で油を使用している。また、高速でプレスするときに、製品に熱が
移るので、給油式コンプレッサーを活用し、油を循環させ、冷却することにしている。ア
イドリング時にも油は循環させている。
製品品質の狂いをなくすため、エアコンを使用し、工場内の温度を一定に保っている。
生産工程で吹き付けている油は軽いため空気中を浮遊、それが冷やされると凝集する。
そこで、エアコンのフィルターを定期的に交換、フィルターに付着する油をフィルターご
と取り除くようにした。
また、油の噴霧をやめ、滴下にした（滴下の方が飛び散らない）ほか、工場床の油を拭
き取り、処理をしている。
これらの取組を通じ、できるだけ使用する油を減らし、発生する廃油を減らした。
取引先の二者監査でも油対策は重視され、よく観察されていた。取引先からは、部品に
余計な油がついていると物性が変わるため困る、と言われていたが、油の対策をしたこと
で、電装品の加工を受注できた。
現在、水循環式コンプレッサーの導入を検討している（来年には導入したい）。
○エアコンの排水に混入する油の除去対策を実施
昨年、工業団地の総会で、調整池に自社の排水から油が出ているのではないかとの指摘
があった。原因を調べたところ、凝集した油がエアコンのフィルターに付着し、それを冷
やした段階で、水に混じったのではないかとのことだった。
当初はポリタンク２本で、排水を回収していたが、都度交換が大変だったので、油水分
離のトラップを自作した。非常に良好な結果が得られ、現在も油水分離トラップを用いて
排水を行っている。
今期の自治会の総会では、特に指摘は出なかった。
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高島産業株式会社（電子部品・回路・デバイス製造業）
○土壌汚染の環境対策として、塩素系溶剤を全廃、炭化水素系溶剤に転換
生産工程の環境対策から、洗浄工程で環境への影響が大きい塩素系溶剤（トリクレン）
を全廃、炭化水素系溶剤に転換した。従業員の健康管理対応としての効果も有り。
洗浄剤は洗浄機械内でリサイクルし、再度、洗浄剤として利用するクローズド型。洗浄
剤がひどく汚れたら、蒸留業者に引き取ってもらい、リサイクルに回すようにしている。
○コスト低減にも寄与する省エネルギー対策を継続的に推進
平成 22 年度長野県省エネ対象事業（補助率 1/3）を活用し、1)加湿システムの変更、2)
外気調整器のファンモーターのインバーター化などを行った。
加湿システムは、半導体加工プロセスで使われるもので、最もエネルギー消費量の多い
ところであった。スチーム式（電気利用）から気化式加湿装置に変更した。
これらの取組を通じ、原油換算で 39.5kl、85.2t-CO2 の削減が図れた。
同社では半導体加工用にオイルフリーのコンプレッサー（37kW）を２台、オイルコンプ
レッサー（22kW）を１台使用している。長野県の公設試験研究機関に電力消費動向を測定
してもらい、運転管理シミュレーションを用いた運転管理を行うようにしたところ、前者
で 5,750kWh／年、後者で 3,750kWh／年の削減が図れた。金額換算すると、前者は 11.7 万
円／年、後者は 7.7 万円／年の削減となった。
コンプレッサーの運転管理シミュレーションは自社開発したソフトで行っている。シミ
ュレーション結果に基づき、コンプレッサーの運行をコントロールするが、現場のパソコ
ンを用いて現場のオペレータが運転管理を行っている。これ以外には、コンプレッサーの
排熱を工場の暖房に取り入れるなどの工夫をしている。
各工場の分電盤に、どのくらい電力を消費したかを目視できる表示板（電力消費監視測
定器）を設置している。これは、ISO14001 導入時に行った取組で、電力消費量データをコ
ンピュータで吸い上げ、分析を行っている。
〇省エネ・コスト削減に資する精密加工機を自社開発
現在、力を入れているのが、デスクトップファクトリー、多機能デスクトップ型の精密
加工機である。小型部品の精密加工を省スペース、省エネルギーで実現でき、第３回もの
づくり大賞を受賞した。
自社レーザー加工ライン向けに開発した精密加工機の場合、スペースは５分の１で済み、
エネルギー消費量も 50～80％の削減となった。切削加工の待機時の消費電力は 2.1 円/h、
稼働時の消費電力は 8.1 円/h で、
同社保有のマシニングセンターでの値が待機時 15.2 円/h、
稼働時 29.5 円/h であるのに対し、大幅に省エネルギー化が図れていることがわかる。
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炭化水素洗浄機設置状況

外調器インバーター設置状況
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フジイコーポレーション株式会社（一般機械器具製造業）
○新工場建設時に旧工場と比較してエネルギー使用量を４割以上削減する取組を実施
工場稼働後のランニングコストを低減すべく、省エネ対策は、2003 年の新工場建設時に
十分に対応した。新工場は断熱構造にしており、床は断熱材使用により、結露による事故
ケガ防止を図ると共に、地面からの冷熱対策・保温を行い、省エネ効果をねらった。
屋根には二重折板断熱工法（高い断熱性が要求される建物に適した屋根工法）を採用し、
壁の間には断熱材を入れている。これは新潟初の取組である。
地下の基礎は建屋を２回建て直しできるよう、お金をかけている。
工場内ではフォークリフトを使わず、床をフラットにし、キャスター付の台車等で人の
力で資材を運搬するようにしている。これも使用エネルギーを最小化する一環の取組。フ
ォークリフトの資格取得が不要になるメリットもある、
また、重力や人間の力を最大限活用し、電力使用量を削減している。例えば、溶接工程
のカーテンは自重で閉まるようにしている。ドライバー等の工具を上げ下げする仕組みに
おもりを活用して、電力使用量の削減を図った。
電力使用量の削減に向け、自動化対策にも取り組んでおり、例えば人検知センサーとモ
ータで窓を開けるようにしている。また、人がいない時に自動的に照明や換気ファンを停
止させるために、工場内の階段や廊下、検査工程等にも人検知センサーを導入している。
このように、数多くの省エネの取組を実施した結果、旧工場に比べて新工場では、電気・
ガス等のエネルギー使用量を４割以上削減することに成功した。
○塗装装置の入れ替えで省エネ対策を推進
塗装工程の各所で、入口に部品を感知するセンサーが設置されており、部品が流れてき
た時のみ塗装装置が作動するようになっており、エネルギー使用量の削減が可能になって
いる。
前処理工程のスプレーポンプのワークなし時自動停止化および供給水バルブの連動をさ
せることで、スプレーポンプの電力消費量を４割減、純水の使用量を４割減、ガス使用量
も減少した。
○粉体塗装への変更で環境負荷低減を実現
同社は、VOC の排出のない塗装方法として、粉体塗装を採用した。
専用ブースの粉体塗料は回収し、98％リサイクルすることで塗装コストの引き下げも実
現。
塗装工程から排出される産業廃棄物の排出は数ヶ月に１回程度。粉体塗装の採用により、
塗装関連の産業廃棄物発生量は大幅に減少した。
また、有害な有機溶剤を使用しない塗装方法であるため、大気汚染物質の削減にも寄与
した。さらには、従業員の作業環境や健康面での改善といったメリットも生まれた。
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フラットな床

前処理ワークなし時自動停止（運転表示板）

塗装ブース出入口の自動開閉

炉出入口の自動開閉
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B 社（溶融めっき業、電気めっき業）
○ISO14001 を活用し、電気の使用量削減等の省エネ対策を推進
ISO14001 は ISO9001 取得後の 2003 年に自社で、自力で取得した。
当初は、紙・ごみ・電気を対象に取り組んだが、徐々にやることがなくなり煮詰まって
きたため、環境改善と品質向上を両立できる取組（生産ラインでの環境対策）を自分たち
でやっていこう、という視点で見直してきた。
このような取組は、生産現場の各グループで製品、設備等、様々な切り口で検討、実施
している。それぞれの部門で、役割を認識し、考えていくことが重要ではないか。
現在の環境マネジメントプログラムの中で重点的なものは、電気の使用量削減である。
めっき槽のヒーター、ペアガラス、LED 化等に取り組んでいる。
「製品の幅広化」による生産効率の向上で、電気使用量の削減を図っている。生産効率
を上げ、無駄を省くことで電力使用量の削減を図ることを継続的に行っている。同社の生
産設備の 90％は自社製であるため、このような取組が可能になっている。
多品種少量生産になってきたので、製造機械やヒーター等のコンパクト化にも取り組ん
だ。生産ラインも４列から２列にした。
電源をオフにしたときにめっき槽が冷めにくいように設計し、対策している。遮熱、断
熱等を通じ、保温性を高めている。
２工場とも熱源をＡ重油から天然ガスへ切り替えた（地方工場は灯油を使用）。本社工場
に関しては、天然ガス管が近くに敷設されたことで取り組めた。
薬品の蒸発量を低減させるため、使用温度の低下（例：60℃での使用→40℃での使用）
やカバーをする等の取組を行っている。
ポンプでめっき液をくみ上げているが、めっき液は熱を持っている。液温を 30℃にする
ため夏は冷却を、冬は加温していたが、その温度管理を精緻にした。
使用温度の低下やめっき液の温度管理への取組により、求める品質が得られなくなる恐
れもあるため、品質を確保しつつ切り替えられるところから切り替えるようにしている。
使用薬品やヒーター、生産設備のリスト化をしているところである。
定格電力をデータベース化することで、更新対象とすべき古いヒーターや生産設備を効
率的に抽出し、計画的に更新することが可能になっている。本年はエアコンの更新を行う
こととしている。機械の定格電力を把握することで、機械の定格と現在の実態の生産体制
に合致したものになっているか確認でき、無駄の改善につながる。
めっきラインにはカレンダータイマーをつけており、加温のスタート時間をずらす等の
コントロールができる。
めっき装置メーカーにヒーターの設計を任せると、１時間で暖まるような設計となるが、
自社で装置設計・開発できるため、加温時間をタイマーでコントロールし、最大出力を従
来の３分の１にする装置を開発した。
（無人でもタイマーでスイッチを入れることが可能な
ので、時間をかけてヒーターを加熱することができる）これによりヒーターをコンパクト
化できた。メーカーにヒーターの設計を任せるとオーバースペックになる。自社でプロセ
スを設計できれば、エネルギー使用量を最小限にすることができる。
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ボイラーのカレンダータイマーは、使用しない際は自動的に電源を切る等の調整ができ
るため省エネに有効であると感じている。
一連の省エネ対策を通じ、
売上１億円あたりの電気使用量で 2016 年は 2004 年比で 32.3％
の削減となった。
○TPM 活動にあわせて省資源対策、廃棄物の減量化を積極的に推進
TPM（Total Productive Maintenance：生産効率を極限まで高めるための全社的生産革新
活動）に取り組んで 10 年以上になる。生産現場の中にロス削減の意識が広がってきて、2017
年に優秀賞カテゴリーＢを受賞するなど、ようやく成果が出てきたところと感じている。
めっきに色ムラがないように大量の水を用いて洗浄していたものも、色ムラを起こさず
に水の使用量を減らす取組を行っている。
薬品は無駄に使わないようにしている。自社で開発するものもある。
不良率、歩留り向上に取り組むことで、無駄に金属を排出しないようにしている。
商品を搬送するための木製パレットは再利用している。自社のものは、顧客から返却し
てもらう、顧客のものは、顧客の了解を得て返却・再利用するようにしている。従来、木
製パレットは廃棄していたが、再利用することで、CO2 削減に寄与する。
産業廃棄物は当初はすべて燃やすごみであったが、分別、リサイクル化を進めてきた。
2005 年に 192ｔであったものが 2015 年には 95ｔ、2017 年で 100ｔとほぼ半減した。
めっき槽で使用するマスキングテープのリユースに取組んでいるほか、地方工場ではマ
スキングテープを使用せずにめっきする手法を自社で開発中である。現在、立ち上げに向
け、調整段階であるが、生産設備を自社で製作できることが同社の強みと感じている。
紙使用量の削減の一環として、文書管理はすべて電子データによる管理に切り替えた。
SDS の管理も電子化し、印刷物の削減を図っている。
特別管理廃棄物の削減を進め、2002 年に 300ｔあったものが 2017 年には 10ｔまで減少し
ている。めっき液の管理、酸廃液は自社内の処理施設で処理を実施している。
○環境負荷物質対策への取組
薬品が漏れて外に出ないように、薬品投入ラインから廃液処理までの一連のラインでラ
イン内にとどめる設計にした。具体的には、液パンの設置率を 100％にした。
鉛使用禁止の流れを受け、業界内でいち早く鉛使用禁止に取組み、2008 年に達成した。
鉛フリーめっき製品の品質評価データを顧客に提出し、鉛フリーめっき製品の利用を提案
し、理解してもらえたことで、鉛フリーめっき製品への切り替えが進んだ。
顧客から RoHS 指令、REACH 規則への対応が要請されているため、自社で使用する資材の
グリーン調達にも努めている。
同社が製造する製品もエコになるよう、様々な材料に禁止物質が入っていないか確認し
ている。
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参考資料５：検討委員会委員名簿

「平成29年度中小企業等産業公害防止対策調査（製造業の生産現場における環境
負荷低減に向けた取組と技術動向に関する調査）調査委員会」
委員名簿
（敬称略、順不同）
委 員
＜学識経験者＞
小野田 弘 士 早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科教授
竹 内 利 明 武蔵野大学客員教授
平 沢

泉

早稲田大学理工学術院（先進理工学部）教授（委員長）

＜関係団体、産業界＞
江 口 正 浩 オルガノ株式会社開発センター排水・薬品グループリーダー
片 山 眞 司 ジェイアンドエスエンジニアリング株式会社代表取締役社長
杉 田 雅 幸 株式会社パーカーコーポレーション化学品技術室係長
筒 井 将 年 一般社団法人日本自動車部品工業会技術部長
松 浦 徹 也 一般社団法人東京環境経営研究所理事長

＜行政機関＞
鷲 津 雅 也 関東経済産業局資源エネルギー環境部電源開発調整官

事務局
栗 原 一 文 関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課長
窪 木 健 二 関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課課長補佐
中

村

友

紀

関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課環境企画係長

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
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