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〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1六甲ビル8F　TEL.03-3297-5601
Japan PVC Environmental A�airs Council

塩化ビニル環境対策協議会
http://www.pvc.or. jp
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古紙配合率100％再生紙を使用しています※乱丁、落丁などの不良品がありましたらご連絡ください。新しいものとお取り替えいたします。

塩化ビニル環境対策協議会 Japan PVC EnvironmentaI Affairs Council
〒104-0033　東京都中央区新川1-4-1（住友六甲ビル8F）  TEL 03（3297）5601　FAX 03（3297）5783

お問い合わせ先

編 集 後 記
今号は88号になり、齢で言えば米寿の歳になります。生まれは1992年６月で、塩ビ製品のリサイクルに関する内外の動向等を紹介する
広報誌としてスタートしました。90年代後半の塩ビ忌避の時代を乗り越えて、2007年３月には還暦、そして、金茶色の米寿です。社会の
移り変わりとともに、その世情を背景に、塩ビの実態をありのままに伝えることに心がけ、多くの方に取材をさせて頂きました。今回の「シ
リーズインタビュー／さきがけびとにきく」には、IFAIジャパンの会長でもある㈱ハイビックス社長の高井順子様にご登場頂き、「日本の
ものづくり」を熱く語って頂きました。他にも、エコプロダクツ展やドイツのアンビエンテ展での塩ビ素材の可能性を紹介しています。今
後も、皆様にご愛読頂き、黄金色に輝く冊子をめざして参りますので、よろしく、お願い申し上げます。（一色　実）
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広報だより� 15
・「エコプロダクツ2013」に7年連続出展（VEC・JPEC）

トップニュース� 2
日化協主催の理科教員セミナーに協力参加／VEC

実験を交えて「授業に役立つプラスチックの基礎知識」を説明（１月、神戸市）

リサイクルの現場から� 7
大協化成工業㈱のプラスチック壁紙リサイクルシステム
酵素の力で樹脂と紙を分離。シンプルで安全なバイオ型新技術

インフォメーション�1� 9
塩ビ管・継手リサイクル事業の運用状況と再構築
「契約中間処理会社」の拡充で、効率的運用へシステム見直し 
（塩化ビニル管・継手協会）

インフォメーション�2� 11
「アンビエンテ2014」にソフトPVCの<awa>出展

ジャパンクリエイティブのプロジェクト。日本のものづくりと海外のデザインがコラボ

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく� 4
「日本のものづくり」を守りたい

世界の動きを注視して、積極的に外に出ること。
それが「ものづくり」の力を育てる
㈱ハイビックス　代表取締役社長　高井 順子 氏

塩ビ最前線� 13
㈱森工芸に見るシルクスクリーン印刷の今
熟練の人間力と一貫生産体制を武器に「高品質、低価格、最短納期」を実現



2 2014.3 PVC NEWS No.88

を結成。VECも出前授業での経験などを生かしながら、
教育現場の先生たちにプラスチックへの理解を深めても
らうための様々な活動を展開しています。「新しい理科
カリキュラムに対応した授業法」へのVECの協力は、こ
うした活動の一環として取り組んでいるものです。

●水戸市からも参加。意欲的な先生たち
　今回のセミナーには、神戸市内、大阪府、三重県など
から中学・高校の理科教員30名が参加。中には、朝４時
起きして茨城県の水戸市から新幹線を乗り継いできたと
いう先生もいて、新しい情報を得ようとする意欲的な姿
勢を感じさせました。
　セミナーでは、まず品川学園の山口副校長が、「気体
の発生と性質」と題して、中学生に気体の概念を実感し
てもらえるよう工夫した様々な実験を交えて講演を行っ
たのに続いて、四天王寺高校の田中教諭が、自ら工夫し
た教具を使った授
業内容（模造紙を
使ったクイズ形式
や紙芝居形式の授
業）を紹介（「短時
間でできる実験、
教具の工夫～より

トップニュース

　小中高校で理科を教える先生たちを対象に、一般社団
法人日本化学工業協会（日化協）が継続開催しているセ
ミナー「新しい理科カリキュラムに対応した授業法」が、
さる１月26日、神戸市の市立青少年科学館で開催され
（平成25年度２回目）、塩ビ工業・環境協会（VEC）も
「プラスチック教育連絡会」の一員として協力参加。簡
単な実験を交えながら、授業に役立つプラスチックの基
礎知識などを説明して参加者の好評を集めました。

日化協主催の理科教員セミナーに
協力参加／VEC
実験を交えて「授業に役立つプラスチックの基礎知識」を説明（１月、神戸市）

「気体の発生と性質」の実験の様子

セミナーの模様。VECからは高橋裕明環境・広報部部
長（左）と一色実広報部長が参加

●出前授業の経験生かす
　塩ビ工業・環境協会（VEC）では、環境教育支援活
動の一環として2005年から出前授業に取り組んでいま
す。プラスチックや環境の話をわかりやすく解いて、青
少年のサイエンス・マインドを育てていこうという狙い
で、小中高校生から大学・大学院の学生までを対象に、
幅広く授業を行ってきました。
　一方、新学習指導要領の実施により2012年度から中学
校の理科の授業にプラスチックの時間が設けられたのを
機に、プラスチック業界では関係４団体（日化協、日本
プラスチック工業連盟、一般社団法人プラスチック循環
利用協会、VEC）が連携して「プラスチック教育連絡会」

当日のプログラム
①『気体の発生と性質』
　 東京都品川区立小中一貫校品川学園副校長
　 山口 晃弘 氏
②『短時間でできる実験、教具の工夫
　　　　　　　～より良い授業をするために』
　 学校法人四天王寺学園 四天王寺高等学校教諭
　 田中 芳和 氏
③『身の回りのプラスチックをもっとよく知ろう！』�
　 塩ビ工業・環境協会
　 一般社団法人 プラスチック循環利用協会
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　一方、プラスチック循環利用協会は、プラスチックの
リサイクルに関する取り組みやリサイクル手法などを解
説したほか、リモネンを使って発泡スチロールを溶かし
たり再生したりする実験を行って注目を集めました。
　講演終了後には、参加者から「プラスチックの密度が
違うのはなぜ？」「プラスチックの耐久性は？」「生徒に
夢のある話をしたい。プラスチックの未来の可能性
は？」など多くの質問が出され、プラスチックへの関心
の高さを伺わせました。ある参加者は「初めて聞く話が
多く、とても参考に
なった。今日の講演内
容を他の教員にも伝え
て、それぞれの教室で
役立てられるようにし
たいと思います」と話
していました。

『子ども化学実験ショー』も同時開催
　１月25～26日の２日間、神戸市立青少年
科学館の別会場では、「夢・化学−21」委員
会」（日本化学会、化学工学会、新化学技術
推進協会、日化協の４団体で組織）が主催
する『子ども化学実験ショーin神戸』が同時
開催され、おおぜいの親子連れでにぎわいま
した。
　会場には、関西に拠点がある９つの化学
メーカー ・団体がブースを出展。塩ビの消
しゴムづくり、プラスチックのシャボン玉づ
くりなどの実験や工作ができる「実験体験
コーナー」を設けて、化学の楽しさや魅力、
そして可能性を子どもたちに伝えました。 塩ビの消しゴムづくりなどの楽しい実体験コーナーがいっぱい

質疑応答も活発でした

良い授業をするために」）。いずれの講演でも、聴講した
先生たちは身を乗り出すようにして興味深げに話に聴き
入っていました。

●他の教員にも伝えて教室で役立てたい（参加者）
　最後は、「プラスチック教育連絡会」のメンバーであ
るVECとプラスチック循環利用協会（講師は神谷卓司総
務広報部長）が、「身の回りのプラスチックをもっとよく
知ろう！」と題して、それぞれ１時間ずつ説明を行いま
した。このうちVECでは、高橋環境・広報部部長がプラ
スチックの基礎知識（種類や用途など）について解説し
たほか、中学一年生を対象とした出前授業を体験しても
らうため、プラスチックの性質の違いを密度で見分ける
実験も行われ、参加者は一時生徒に戻って、塩ビ、PP
などのプラスチック片を水、50％エタノール、飽和食塩
水に浮かべ、比重の違いを確認。

田中教諭の講演風景 プラスチックの密度の実験 発泡スチロールのリサイクル実験
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　プ ラ ス チ ッ ク を
「ふ く ら ま せ る」と

いう技術を追求して
介護用品の世界に新
風を吹きこむ一方、
産業繊維の国際舞台
でもめざましい活躍
を 見 せ る、㈱ ハ イ
ビックスの高井順子
社長。そのものづく
りに掛ける思い、そ
してグローバル化へ
の視点とは ─。

世界の動きを注視して、積極的に外に出ること。
それが「ものづくり」の力を育てる

「日本のものづくり」を守りたい

介護経験から生まれた洗髪器

㈱ハイビックス　代表取締役社長
IFAI国際産業ファブリック協会ジャパン　会長 高 井 順 子 氏

じゅん   こ   たか    い 

●こだわって60年
　弊社は今年で設立60周年を迎えます。弊社の仕事は、
塩ビやウレタンなどのシートを高周波ウェルダーや熱溶
着の技術を使って「空気でふくらむ製品」に加工するこ
と、つまり無形の空気に形を与えることでそれぞれの役
割を持たせるようにすることです。その「ふくらませる」
という技術にこだわって60年間走り続けてきたわけです
が、この間、手掛ける製品も浮き輪、プールといったレ
ジャー用品から、メディカル・介護用品、産業資材用
品、防災用品などへと大きく広がってきました。中でも

医療・介護用品はうちの主力で、全製品の約70％を占め
るまでに成長しています。
　弊社が医療・介護用品に力を入れたのは、全天候型の
製品を扱いたいという狙いからです。ご承知のように昭
和50年代以降、多くの企業が製造拠点を海外に移すよう
になりました。弊社は敢えてその流れには乗りませんで
した。当時製品が季節もの中心だったので、レジャー用
品は夏に売上が上がり、冬場はぐっと落ちてしまうとい
うように、どうしても経営が不安になりがちでした。そ
こで先代の社長（高井日出夫氏　故人）が日本で空気物

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

株式会社ハイビックス
　本社は岐阜県瑞穂市。1951年、油紙製造の日置
商店が高周波ウェルダーによるビニール製品の加工
販売を開始。1954年、日置ビニール工業㈱法人設立。
浮き輪やボートなどレジャー用品の製造・輸出を経
て、技術力による付加価値の高い製品づくりへとシ
フト。メディカル・介護用品、産業資材用品など空
気の力を使った様々な製品をOEM（他社ブランド製
品の製造）として展開している。1990年、㈱ハイ
ビックスに社名変更。日本空気入ビニール製品工業
組合　中日本プラスチック製品加工協同組合会員。

ハイビックス本社
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床ずれ防止マットの内部。多数の空気チューブを調節して床ずれを防ぐ

ハイビックスが開発した医療・介護用品のいろいろ。ほかにも、
リンパマッサージ器具や血圧計の内袋など多様な製品が揃って
いる（いずれもOEM生産）。

に特化することで日本でのものづくりを守るというスタ
ンスに切り替えていきました。

●生かされた介護経験
　祖母が脳梗塞で倒れて、私も母を助けて在宅介護に
携わるようになったのは、そんな模索を続けていたころ
でした。今と違って介護の施設やシステム、用具などほ
とんどない時代でしたから、母も大変苦労して、シャン
プーひとつ取っても、お風呂場まで祖母を連れて行くの
は容易なことじゃないわけです。それじゃということで、
うちで作っていたボートを改造して寝たきりでも使える
洗髪容器みたいなものを作ったり、プールを改造してバ
スタブを作ったりしてみたんですが、そのときはこれを
製品展開しようといった気持ちは、まだありませんでし
た。
　ところが、日本が世界一の超高齢化社会を迎えて介護
ということが大きな社会問題になってくる中で、この記
憶が大きなヒントを与えてくれることになりました。結
果的に、祖母の介護を経験したことが介護用品の分野に
進むきっかけになったわけで、空気で膨らませるという
技術を追求し続けてきた末にようやく全天候型の製品に
たどり着いたといえます。

●世界と接点を持つこと
　日本のものづくりが弊社の基本スタンスだと申し上げ
ましたが、一方で、日本だけ見ていても、これからのも
のづくりの力は育ちません。数時間前に海外で起こった
ことが即日本に影響してくるような世の中にあって、よ

その国の動きは避けて通れないし、世界の動きをウォッ
チングし接点を持つことが日本のものづくりを発展させ
ていくことになると思います。そういう意味でIFAI（国
際産業ファブリック協会）、そしてIFAIジャパンでの活
動は、私にとって非常に有益なものになっています。
　IFAIの場合、ファブリックの材料メーカーだけでなく
施工や機械の業者まで、世界各国から会員が参加してい
て、さまざまな場を通じて意見交換できるので、縦横の
新しい情報を入手できます。売上に貢献するというよ
り、経営の視野が広がる。これが最も肝心な点です。

IFAI（国際産業ファブリック協会）とIFAIジャパン
▪IFAIは、産業繊維、高機能繊維製品の世界的規模
での進展、市場開発などを目的とする非営利民間団
体（本部は米国ミネソタ州）。米国のテントメーカー
が結集して1912年に設立したのが始まりで、現在
は材料、施工、機械、その他関連業界までを包括
し、世界中に約2000社の会員を擁する。マリーン、
自動車、テントなど特定12分野の部会があり、各分
野ごとに情報収集などを行っているほか、年１回の
国際展示会（IFAI Expo）や数々の国際会議の開催、
市場調査・情報データバンクの提供などに取り組ん
でいる。
▪IFAIジャパンは、IFAI初の国別部会として1994年
に設立（兵庫県伊丹市）。現在の会員数は日本国内
の関連企業47社。会員相互の交流と同時に、セミ
ナー、シンポジウムの開催、展示会視察旅行、会報
の発行などを通じ、産業繊維国際市場に向けた日本
企業および日本市場の紹介を積極的に行っている。

エアークッション 介護用浴槽
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シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

たかい・じゅんこ
　岐阜県生まれ。大学卒業後、ホテル勤務を経て1992年、
㈱ハイビックス入社。2001年、同社代表取締役社長に就任。
2012年からIFAIジャパンの会長を務める。

略　歴

　IFAIジャパンのほう
は現在私が会長を務め
てさせていただいてい
ますが、IFAIの下部組
織として、そのネット
ワークを活用しつつ、
グローバルな視点でも
のづくりの力が活かせ
る組織にしたいと思っ
て頑張っているところ

です。これまで海外の会員を招いてプレゼンテーション
を年に数回開催したり、産業繊維マーケットとしての日
本の魅力をアピールしたりしてきましたが、今年からは
規則が変わってアジア圏内の企業もIFAIジャパンの会員
として入会できるようになりますので、日本の会員会社
がその付き合いの中からサムシング・ディファレントな
部分を見つけて、それぞれで活用していってほしいと
思っています。

●自立と予防
　IFAIの活動に参加していると、介護用品に関してもい
ろいろ参考になる情報が得られます。もちろん、日本に
はない技術をこちらの製品、材料の中に活かしていくと
いったこともありますが、制度や考え方の違いといった
点でも考えさせられることが少なくありません。
　例えば、日本と海外の介護制度を比べると、日本の制
度はちょっと複雑すぎるんですね。ドイツなどは医療も
介護も全部一緒です。足を骨折したら、お医者さんで処
方箋をもらって介護用品のレンタルショップに行くと、
ギブスと松葉杖、車椅子まで揃えて２日以内でレンタル
してもらえる。これに対して、日本は医療は医療、介護
は介護で別になっている上、介護も要介護と要支援１と
２では窓口が違うんです。これがものすごくめんどうく
さくて、そのぶんだけ余計にコストがかかっているん
じゃないかと考えざるを得ません。もう少し全体で見て
シンプルにすれば、もっと財源の問題とかいろいろな面
で迅速に手当てできるんではないかと思ってしまいま
す。
　それと、自立と予防という考え方ですね。日本もその

方向へもっと進んでいくことが非常に大事だと思いま
す。日本の場合、高齢者や病人はどうしても寝かせよう
とする傾向が強いのですが、海外は考え方が違ってい
て、何とか寝かせないようにするのが主流です。車椅子
なんかも電動系のものは少なくて、できるだけ手を動か
すようにさせます。社会のバックグラウンドが違うとい
う点を多少考慮するとしても、これはやはり私たちも考
えていくべき問題じゃないでしょうか。
　お年寄りが元気で、寝たきりにならず、自立できる環
境を作っていく上で、自力で自分のケアができるという
形の介護用品が、これからはどんどん必要になってくる
という気がします。

●チャンスがいっぱい
　もうひとつ、今後の医療・介護製品の開発の方向を考
えると、現場の声、実際に使われる方やケアされる方の
声をもっと拾い上げて次の製品開発や改良にフィード
バックしていくことが求められるようになると思います。
一口に高齢者といっても症状はいろいろで、十把ひとか
らげに扱うことはできません。現場のさまざまな声にき
め細かく対応していくことこそ、弊社のような小さな会
社がこれからやっていくべきことではないかと思ってい
ます。60年かけて培ってきた高周波ウェルダーの技術は
そのための大きな力になると確信しています。
　繰り返しになりますけど、私は日本のものづくりを無
くしたくない。そのためには
世界の動きをウォッチングし
ながら、積極的に外に出て
いくことが不可欠です。そう
すれば、日本のものづくりに
はまだいっぱいチャンスがあ
ると思います。
� 【取材日2014年１月22日】
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大協化成工業㈱の
プラスチック壁紙リサイクルシステム
酵素の力で樹脂と紙を分離。シンプルで安全なバイオ型新技術

リサイクルの現場から

　塩ビなどプラスチック壁紙のリサイクル技術については、新和環境㈱の叩解分離法（叩いて分離する）
が広く知られていますが（本誌No.84）、ここにまたひとつ、新たな可能性が見えてきました。大協化成工
業㈱が開発した「プラスチック壁紙再資源化システム」がそれ。酵素の力を利用して壁紙をプラスチック
とパルプに分離するもので、シンプルで安全なバイオテクノロジー型のリサイクル技術です。小規模プラ
ントを使ってテストが進められている同社の埼玉事業所（埼玉県羽生市）から、開発の現状をレポート。

●分離率95％以上。塩ビは床材に再利用
　まずは上に掲げた試験プラントの写真をご覧ください。
幅１mほどのドラム型攪拌装置（左）と、配管で繋がれ
た小型分離装置。主要部分の構造は至ってシンプルです。
　攪拌装置には50℃程度に暖めたお湯が入っていて、こ
の中に縦横１mほどに切断した壁紙を投入、酵素剤を加
えた後、約15秒ごとに前後に攪拌を繰り返します。酵素
の量はごくわずかで、お湯の量に対して０．１％程度。
途中、壁紙から出る炭酸カルシウムでアルカリ過多にな
るのを抑えるため（強アルカリ性だと酵素剤の活性が低

大協化成工業株式会社
　プラスチック用添加剤、主として塩化ビニル樹脂
用添加剤のメーカー。本社＝東京都足立区西新井１
丁目38番16号（西新井ファーストビル）。岡田直之
社長。
　昭和35年11月、岡田陽一氏（現代表取締役会長）
により創業。高品質と低価格で顧客の要求に迅速対
応することを社是とし、塩ビなどのプラスチックの
加工メーカーに安定剤等を供給し続けている。海外
にも取引先が多い。韓国、台湾に関連会社がある。

工場端材の壁紙

回収された塩ビ樹脂部分 パルプ分
試験プラント

①裁断した壁紙を投入 ②酵素を加える ③攪拌すること約１時間 ④パルプが剥がれた塩ビを回収
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メーカーが工場端材の処理に困っていると聞いて、もっ
たいないし、何とかならないかと考えていたが、ある
晩、夜中の２時ごろに眼が覚めて、壁紙の基材である紙
はセルロースなんだから、セルロースを分解できる酵素
を使えばプラスチックと紙を完全分別できると思いつい
た。そうだ、これでやってみようということで、次の日
から研究部門に指示して開発を進めた結果、何とかいけ
そうだというので平成20年10月に分離方法の特許を出願
したわけです」（21年８月特許取得。その後分離システ
ムでも同年10月に取得）
　「攪拌装置も分離装置も一般的な業務用のもので、特
にどうってことないんです。要は発想の問題。特許なん
てこんなもんですよ」と岡田会長は謙遜しますが、開発
の過程では様々な試行があったようで、「今使っている
酵素に落ち着くまで50種類ぐらい試験しました。分離時
間も、当初は長いもので６時間くらい掛かったのを、研
究を重ねて短縮できるようになったのです。ドロドロに
なった水溶液からきれいに紙を分離するのも大変でし
た」（取締役の宇佐美弘治品質管理部長）といいます。

●リサイクル手法のひとつとして社会に提案
　シンプルなシステムであること、酵素もクエン酸も無
毒性なので特別な排水対策の必要がなく、完全クローズ
ドシステムで処理できること、さらには液体用紙パック
の分別リサイクルにも応用可能であること、などのメ
リットを備える大協化成工業の壁紙リサイクルシステム
ですが、同社では「当面大規模な事業化などは考えてい
ない」とのことで、岡田社長は、
　「あくまでリサイクル手法のひとつとして社会に提案
するという位置づけ。プラスチッ
クの水分をどう効率的に乾燥させ
るかという後処理の問題は残って
いるが、有用な技術であることは
確かなので、利用してもらえる会
社があれば協力は惜しまない。
ISOの関係などで工場端材の社内
リサイクルにこの技術を使いたい
というのであれば、必ずお役に立
てると思う」としています。

下する）、クエン酸を少量加えて水溶液を酸性～弱アル
カリ性域内に調整します。
　かくして、待つことおよそ１時間。攪拌装置の中には
きれいにパルプ分が剥がれ落ちた塩ビ樹脂部分が残る一
方、水溶液は圧送ポンプで濾過システムに送られ、溶け
込んだパルプ分を濾し取った後、再び攪拌装置に還流し
ます。この水溶液は酵素を補充することで何度でも利用
可能。分離率は95％以上で、塩ビは床材のバッキング材
などに、パルプは固形燃料などへの再資源化が考えられ
ています。

●長くても１時間半で完全処理
　「要は洗濯と一緒で、揉み洗いで剥がすという発想な
んです」と言うのは、同社の岡田直之社長。
　「実際、攪拌装置は業務用の50kg洗濯機（容量約300
ℓ）。これで１回に25kg程度は処理できます。酵素剤は
市販されているセルロース分解酵素（セルラーゼ）を
使っていますが、処理時間は壁紙の量よりも、むしろ壁
紙の裏打ち紙の種類でも違ってきます。メーカーによっ
て剥がれにくいものもありますが、長くても１時間半あ
れば全ての壁紙が処理可能です。それと、壁紙は細かく
粉砕するとプラスチックが紙に混ざってしまうので、あ
る程度の大きさが必要。その分、面倒な前処理の手間が
省けます」

●さまざまな研究を重ねて
　このユニークな技術を発明したのが、同社の創設者で
ある岡田陽一会長です。着想から開発までの経緯につい
て、岡田会長は次のように説明します。
　「添加剤メーカーとして日頃お世話になっている壁紙

リサイクルの現場から

特許証「プラスチック壁
紙からのプラスチックと
紙の分別分離回収方法
特許証」

岡田直之社長（右）と岡田陽一会長（中央）。左は宇佐美取締役
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インフォメーション　1

インフォメーション

塩ビ管・継手リサイクル事業の
運用状況と再構築
「契約中間処理会社」の拡充で、効率的運用へシステム見直し�
（塩化ビニル管・継手協会）

　塩化ビニル管･継手協会では、平成10年から塩ビ管・継手のリサイクル事業に取り組んでいます。同事業は、工事現

場などから発生する使用済み品を、全国に配置した受入拠点に回収し、再生塩ビ管などにリサイクルする取り組みです。

このほど同協会から、その運用状況と再構築の計画が発表されました。これによりますと、受入拠点は現在73カ所（３

月１日）。「契約中間処理会社」の拡充が進んだことを受けて、より効率的なシステムづくりへと見直しが進んでいます。

１ 塩ビ管・継手リサイクル事業の運用状況
（１）リサイクル材受入拠点と近年の取組み
　全国に配置された受入拠点には、「前処理品を有価で購入する拠点」と「未処理品の処理を委託する拠点」の２種類
があります。
　このうち、近年は「未処理品処理委託」の拠点である「契約中間処理会社」（前処理品受入含む）の拡充が進んでお
り、これに伴い、「前処理品有価購入」の拠点のひとつである「中間受入場」は順次整理されてきています（リサイクル
協力会社は前処理品を購入してリサイクルする会社）。

（２）リサイクル材受入実績
　ここ数年のリサイクル材の受入量は、公共投資・住宅着工件数の減少はあるものの、ほぼ横ばいで推移しています。

図２　リサイクル材受入量の推移
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図１　塩ビ管・継手リサイクル材受入拠点の推移（拠点数は 26 年３月以外は、年度初めの数字）
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インフォメーション　1

２ リサイクル事業の再構築
　塩化ビニル管・継手協会では、「契約中間処理会社」の拡充が進んだことにより、全国の「中間受入場」は平成26年
２月末で廃止しました。同協会では「循環型社会の構築を目指して、協会として継続してリサイクル事業を運用してい
きます。全国の管工事会社をはじめ関係者の皆様には、引き続き塩ビ管・継手のリサイクルにご協力賜りたい」として
います。

・再生原料　・再生管

・再生原料

①現行システム（～平成26年２月）

管工事現場 中間受入場
リサイクル協力会社

・再生管（JIS管）

塩化ビニル管・継手協会契約中間処理会社
建築解体現場

前処理品

未処理品・前処理品

・再生原料　・再生管

②システム再構築（平成26年３月～）

管工事現場

リサイクル協力会社

・再生管（JIS管）

塩化ビニル管・継手協会
・再生原料

契約中間処理会社
建築解体現場

前処理品・未処理品（一部）

前処理品・未処理品（一部）

未処理品・前処理品

③「リサイクル協力会社」と「契約中間処理会社」の統一（平成29年４月～）

管工事現場

・再生管（JIS管）

塩化ビニル管・継手協会

・再生原料　・再生管

（仮称）リサイクル協力会社
（名称統一）

建築解体現場

未処理品・前処理品
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●世界最大級の消費財見本市
　アンビエンテ
展は毎年２月に
フランクフルト
で開催される世
界最大級の消
費財見本市。毎
回、家具・イン
テリア、ファッ
ション雑貨、ギフトなど、生活を彩るさまざまな製品を一
堂に集めて、世界各国のメーカー、商社、デザイナーな
どが最新情報の発信や商談などを繰り広げます。
　５日間で14万人超の来場者が押し寄せた今回は、約33
万㎡という広大な会場に89カ国がブースを出展（計4724
ブース）。特に欧州以外の国で初めて日本がパートナー
カントリー（一国に焦点を当て、その国のライフスタイ
ルや出展企業への注目を高める特別企画）となったこと
もあって、100以上の日本企業・団体が出展して、日本
のものづくり力、デザイン力を世界にアピールしました。
　そのひとつが、ソフトPVCの〈awa〉を展示したジャ
パンクリエイティブのブース。ジャパンクリエイティブ

は、日本人の優れた美意識と伝統に根ざした技術を新た
な視点で創造・提案していくことを目的に、日本のもの
づくり力と国内外トップデザイナーとのコラボレーショ
ンによる作品制作プロジェクトなどを展開している組織
で、今回のアンビエンテ展には、〈awa〉を含めて計９つ
の「マニュファクチュア×デザイナー」プロジェクト作
品を出展しています。

●素材の柔らかさと透明感でシャボン玉の虹色を表現
　〈awa〉の制作プロジェクトは、塩ビ工業・環境協会
（VEC）に対して、ジャパンクリエイティブからソフト
PVCを用いたプロジェクトの提案が寄せられたことを受
けてスタートしたもので、同団体の活動の主旨が、VEC
をはじめソフトPVC関連団体が主催している「PVC�
Design�Award2013」
のテーマ「ソフト
PVCで日本の力を
ためす」とも重なる
ことが取り組みの大
きな動機となってい
ます。

インフォメーション　2

〈awa〉のデザインを担当した
エマニュエル・ムホーさん　

インフォメーション

「アンビエンテ2014」に
ソフトPVCの＜awa＞出展
ジャパンクリエイティブのプロジェクト。�
日本のものづくりと�
海外のデザインがコラボ

　２月７日から11日まで、ドイツのフランクフルト国際見本市

会場で開催された「アンビエンテ2014」に、ソフトPVCを素

材にした作品＜awa＞が出品されました。一般社団法人ジャパ

ンクリエイティブのプロジェクトとして、フランス人建築家のデ

ザインを塩ビ業界が作品化したもの。日本のものづくりと海外

のデザインがコラボレーションした貴重な成功事例といえます。 写真：Japan Creative photo by Nacása ＆ Partners

白を基調にしたプロジェクトブース
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リエイティブの
ブースには多く
の海外ビジター
が訪れ、ハース
ト婦人画報社の
ELLE�DÉCOR
誌が取材した
り、exeite.ismが
現地レポートで
作品を紹介する
など、メディアからも熱い注目を集めた。今回のプロ
ジェクトは短期での製作にも関わらず、関係者の熱心な
取り組みと連携で実現したもので、伝統的な織物、陶
器、鋳物等と並んで、プラスチックの中ではじめてPVC
が取り上げられたことはとても嬉しい。この作品は、将
来パーティションやファッショングッズ等への展開が考
えられる。その過程で色々な課題が出てくると思うが、
日本のものづくりと海外のデザインのコラボレーション
の成功例として、ぜひ大きく育っていくことを願ってい
る」と期待を示しています。

インフォメーション　2

▲ メディアからも熱い注
目が集まりました。▲

 五角形のパーツ182個
を繋ぎ合わせている。

　日本で活躍しているフランス人建築家エマニュエル・
ムホーさんがデザインを、第２回「PVC�Design�Award」
（VECをはじめソフトPVC関連団体が主催しているデザ
インコンテスト）で大賞を受賞した㈱三洋が製作を担当
しており、両者を中心にソフトPVCの特徴などを考慮し
つつ検討を重ねた末、「柔らかな色調のソフトPVCシー
ト14色を用いて、異なるサイズの五角形24個を１ユニッ
トとして、182ユニットを高周波溶着でネット状につなぎ
合わせる」という製作テーマを決定。三洋のほかにも加
工協力にスズキ産業㈱、シートの製作にオカモト㈱、ア
キレス㈱、パーツの加工（10㎜幅のテープにカット）に
㈲紅日ビニール工業所の協力を得て、いかに薄く巾の狭
いフィルムを五角形に溶着させるか、展示設営の際に各
ユニットを変形しないように繋ぎ合わせるかなど、ソフ
トPVCの新たな可能性を追求しつつ作品づくりが進めら
れました。作品名〈awa〉は、素材の柔らかさと透明感
でシャボン玉の虹色を表現していることから命名された
ものです。
　今回のプロジェクトについて、現地で展示の模様を視
察したVECの一色実広報部長は、「期間中、ジャパンク

Heart Art in TOKYO 2014　－蓄光性塩ビ和紙の複合作品などを特別展示－
　一般社団法人Heart Art Communication（H.A.C.）が主催する第17回
エイズチャリティー美術展が、１月13日から２月３日まで東京六本木の
国立新美術館で開催され、壁紙や和紙などを販売する光心堂（京都市上
京区）の桂堂玄定氏が蓄光性の和紙を使った作品を特別展示。
　桂堂氏は、特殊な蓄光素材を用いて和紙に漉き上げた淡光紙の開発者
で、「PVC Design Award 2013」にも製品応募しています。今回展示し
たのは、大徳寺真珠庵の百鬼夜行図を模写した作品や、満天の星座図、
草むらに戯れるスズメ、さらにはシェードに塩ビ和紙の淡光紙を使った
照明器具など。中でも、塩ビペースト樹脂に蓄光素材を分散させ、和紙
の表面に塗布した百鬼夜行図は、一筆で巧みに描かれた鬼たちが仄青い
灯の中で踊っているような錯覚を起させ、来場者も興味津々の様子。
　「淡光性の塩ビ製和紙を使った照明器具は、災害時の停電などのときに非常灯がわりにして避難を助けることが
できます」（玄定氏）とのこと。この技術、既存の塩ビの世界に新たな分野を切り開きそうです。

▲ 仄青く輝く百鬼夜行図
　（部分、上）

▲ 桂堂玄定氏

ワーロン社提供：塩ビ製和紙
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かにもイチゴやバナナなど果物の匂いがする香り付き印
刷、光を蓄えて暗闇で発光させる蓄光印刷など、その多
彩な表現力は他の追随を許しません。

●シルク印刷の可能性を追求
　森工芸は、昭和42年の創業以来、「高品質、低価格、
最短納期」をモットーに、40年以上にわたってシルク印
刷の可能性を追求してきた関西シルク印刷業界の雄。同
社の３代目で品質管理を担当する森龍平氏に話を聞きま
した。
　「シルク印刷は、凸凹面や曲面にも自在に印刷でき
る。印刷物の素材や形状に応じてインクの種類も様々だ
が、従来の蒸発乾燥型のインクに加え、紫外線硬化型の
UVインク（紫外線を照射した瞬間に硬化するインク）

が開発されたことな
どで、印刷の幅はさ
らに広がった。厚盛
り印刷（上の写真②）
ができるのもUVイン
クのお陰だ。弊社で
はUV印刷機を含む４

●多彩な表現力
　シルク印刷とは、
超微細なメッシュ
状 の 版 面（ スク
リーン）にインクの
透過部分と非透過
部分を作って刷り
上げる印刷方法で
す。その名のとおり、もともとスクリーンの素材には絹
布が使用されていたとのことですが、現在では、インク
の透過性が高い化学繊維や金属（テトロン、ステンレス
など）が使われるようになっています。
　一度に大量印刷できるオフセット印刷やグラビア印刷
などと異なり、シルク印刷は全自動機を使っても１時間
2000枚が限度。そのかわり、１枚からでも印刷できるこ
と、多彩なデザイン印刷が可能であること、布・プラス
チック（PP、塩ビ等）・金属・ガラス・木材・皮革など
素材を選ばず印刷できること、といったシルク印刷なら
ではの特長を備えており、上の写真②～④のような特殊
印刷もお手のもの（①は、文房具や化粧品のパッケージ
などに幅広く利用されている一般的なシルク印刷）。ほ

塩ビ最前線

㈱森工芸に見るシルクスクリーン印刷の今
熟練の人間力と一貫生産体制を武器に「高品質、低価格、最短納期」を実現

 2011年に竣工した森工芸の新八尾工場

事業の説明をする森龍平氏

③皮膜に独特な模様を浮かび
上がらせるチヂミ印刷　

④おしゃれで可愛い仕上がりの
ラメ入り印刷　　　　　　

①一般的なシルク印刷 ②インクを盛り上げて立体感と
高級感を出す厚盛り印刷　

　表面にインクを盛り上げたり、
キラキラのラメを入れたりと、印
刷の楽しさやデザイン性をフルに
発揮するシルクスクリーン印刷
（以下、シルク印刷）。今回は、大
阪府八尾市の㈱森工芸（森佳秀社
長）を訪ね、塩ビとも関わりの深
いシルク印刷の最前線を取材しま
した。関西塩ビ加工業界の若手経
営者で組織する「PVC�next」の
会員でもある同社の、チャレンジ
ングな活動にもご注目を―。
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トも削減できるし、お客様の納期の要望にも応えられ
る。つまり、お客様に還元できる利益が大幅に増える」

●厳しい時代を生き残るために
　一時はかなりの量が中国などの海外に流出したという
シルク印刷の仕事も、現在では少しずつ国内に戻りつつ
あるようです。森工芸でもこうした仕事の依頼が増えて
いるとのことですが「唯一悩みのタネは人材不足。熟練
の技が求められる仕事だけに１人前になるには何年も掛
かるし、ひたすら根気の要る仕事なので、給与面で厚遇
しても続かない人が多い」。
　PVC�nextの会員として、産学連携でPVC�Design�
Awardに出品するなど、多方面でチャレンジングな活動
を続ける森工芸。「塩ビは印刷しやすい素材で、弊社で
もプラスチック印刷物の半分近くを占める。PVC�nextで
の活動は、新技術の研究や社会勉強という意味でも刺激
になっており、そうした努力を続けていく中で、厳しい
時代を生き残るための活路が開けてくると思う」と語る、
森氏の意欲的な言葉が印象的でした。

台の全自動印刷機など最先端の設備を導入して、お客様
のあらゆる要望に応えられる体制を整えている。どんな
に困難な仕事内容でも断わらない」

●校正から加工まで、すべて自社完結
　とはいえ、先端機器だけで自動的に高品質の印刷がで
きるわけではなく、技術的に完全自動化しにくいシルク
印刷では、熟練した人間の技と経験が仕上がりを決める
大きなポイントとなります。「インクの分量や粘度の違い
で色が違ってしまう恐れがあるので、担当者が常に印刷
の状況を見ながら判断し、調整している。また、スク
リーン版や生地に付着した微細なほこり、油分が印刷に
影響することもある。ラインの中に自動ごみ取り機を付
けてはいるが、これも最後は人間の目で丁寧にチェック
するようにしている」
　こうした人間力と並んで同社の強みとなるのが、校正
（サンプル作成等）から製版、調色、印刷、加工（トム
ソン打ち抜き加工〈上の写真参照〉、超音波溶着など）
までを、一切外注せずに自社完結できる一貫生産システ
ムです。
　「シルク印刷では、お客様から頂いた原稿やデータを
もとに作成したフィルムを、スクリーンに焼き付けて製

版するが、大半の業者
はフィルム作成と製版
を外注しており、１枚
の版を作るのに最低で
も数日は掛かる。弊社
の場合、フィルム作り
を含めて製版は数時間
で済み、そのぶんコス

塩ビ最前線

▲ トムソン打ち抜き加工したクリアホルダー。
（トムソン加工とは、製品の展開図の型に１
枚１枚打ち抜く加工で、森工芸では、主に
PP、塩ビ等の硬質樹脂に加工している）。

▲ 森工芸が誇る全自動UV印刷機。右に見える
のが製版したシルクスクリーン

ローラーで丁寧にごみを取る。決め
手は人間力

PVC nextと上田安子服飾専門学校が共同製作した「おしゃれに
か べ ぴ た！フリースタイルPVC吸 盤 」（PVC Design Award 
2013の入賞作品）。印刷は森工芸の担当。
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広報だより

広 報 だ よ り

　環境配慮型製品の展示会「エコプロダ

クツ2013」（日本経済新聞社、(一社） 産業

環境管理協会主催）が、昨年の12月12

日～14日まで、江東区有明の東京ビッグ

サイトで開催され、VECとJPECが７年

連続で共同出展。テーマ別の製品展示に

より、「長寿命で、生活に役立つ塩ビ」の

姿を、まるごと紹介し、盛況を呈しまし

た。出展者数702社・団体を数えた今年

のエコプロダクツですが、期間中、天皇

皇后両陛下の行幸啓を賜り、例年にも増

して、出展者・来場者の環境意識が強く

感じられる展示会となりました。

　「PVCは、省エネで快適な住環境に貢
献します」のコーナーでは、樹脂サイ
ディングや樹脂サッシのサンプルなどを
展示して、省エネで快適な住まいづくり
に欠くことのできない塩ビの有用性をア
ピールしました。

　ブース中央では、血液バッグや薬の
PTP包装など、医療や健康分野で利用さ
れている塩ビ製品を紹介。また、食品サ
ンプルや水に強い塩ビ本などの塩ビグッ
ズの展示も人気を集めました。

　こちらは「長く使って、更に再利用。
PVCは、省資源でエコな素材です」の
コーナー。40年以上の長期埋設管や、パ
イプのリサイクル工程の展示などのほ
か、被災地宮城で回収されたパイプを再
生した「宮城パイプ」が復興に貢献して
いることも紹介。

　より多くの人に見学してもらうため、今
年もクイズラリーを実施しました。エコプ
ロダクツ全体の入場者数約17万人のうち
約２万人が小中高校生とあって、ノベル
ティに用意した塩ビ製の縄跳びも大人気。

　「PVCデザインアワード2013」の大
賞、優秀賞受賞作品などを中心に紹介し
たのが「PVCの新しい展開」コーナー。
ファッション性、デザイン性に彩られた
塩ビの新しいイメージが、来場者の驚き
を誘っていました。

　昨年につづき、会場内エコツアー「素
材の力で未来を変える」の中で、塩ビの
ブースが取上げられ、ツアー参加者は環
境コンサルタントの分かりやすい説明で
塩ビの環境特性などを学習していました。

　ブースは今年もオール塩ビ製。白色の塩ビパイプで骨格を組み、各ユ
ニットに波板や低発泡板、メッシュターポリンなどを配した明るく開放的
な空間デザインです。

「エコプロダクツ2013」に7年連続出展（VEC・JPEC）
テーマ別の製品展示で「長寿命で、生活に役立つ塩ビ」の姿をまるごと紹介
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〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1六甲ビル8F　TEL.03-3297-5601
Japan PVC Environmental A�airs Council

塩化ビニル環境対策協議会
http://www.pvc.or. jp
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古紙配合率100％再生紙を使用しています※乱丁、落丁などの不良品がありましたらご連絡ください。新しいものとお取り替えいたします。

塩化ビニル環境対策協議会 Japan PVC EnvironmentaI Affairs Council
〒104-0033　東京都中央区新川1-4-1（住友六甲ビル8F）  TEL 03（3297）5601　FAX 03（3297）5783

お問い合わせ先

編 集 後 記
今号は88号になり、齢で言えば米寿の歳になります。生まれは1992年６月で、塩ビ製品のリサイクルに関する内外の動向等を紹介する
広報誌としてスタートしました。90年代後半の塩ビ忌避の時代を乗り越えて、2007年３月には還暦、そして、金茶色の米寿です。社会の
移り変わりとともに、その世情を背景に、塩ビの実態をありのままに伝えることに心がけ、多くの方に取材をさせて頂きました。今回の「シ
リーズインタビュー／さきがけびとにきく」には、IFAIジャパンの会長でもある㈱ハイビックス社長の高井順子様にご登場頂き、「日本の
ものづくり」を熱く語って頂きました。他にも、エコプロダクツ展やドイツのアンビエンテ展での塩ビ素材の可能性を紹介しています。今
後も、皆様にご愛読頂き、黄金色に輝く冊子をめざして参りますので、よろしく、お願い申し上げます。（一色　実）
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