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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
本号から編集長を引き受けさせていただくことになりました。平成４年（1992年）６月からこのPVCnewsが季刊誌として発刊され、リサイクルや

塩ビに係わるその時々の情報を発信してきました。以来23年が経過しましたが、本誌を読み解くとPVCの歴史の変遷を辿ることができる貴重な資料の
一つになっているのではないかと感じております。今後とも、ご愛読いただいている皆様のご期待に添えますよう編集委員一同取り組んでまいります
のでどうぞ宜しくお願いいたします。
「トップニュース」では、今年も開催する第４回デザインアワードの紹介です。今年のテーマは “I WANT THIS ！”　これ欲しい！です。たくさんの

ご応募をお待ちしております。「さきがけびと登場」は明治大学の小山先生です。建築コンクリートの専門家ですが、塩ビの複合リサイクルの研究にも
取り組まれております。「リサイクルの現場から」では、（株）京都環境保全公社の新しい塩ビ壁紙のリサイクル技術を、「ものづくりの現場から」では、
昨年のデザインアワードで大賞を受賞したAIRQUINの誕生物語を紹介します。広報便りの塩ビ管スピーカーは私も取材に同行しましたが、そのすばら
しい音色には魅了されました。

本紙を今後ともより良いものに育てていくために、是非、皆様の率直なご意見、ご感想をお聞かせください。 （小坂田史雄）
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広報だより� 15
・＜Future Beauty＞展で、mameブランドの透明塩ビバッグが話題
・今年も集合！「集れ塩ビ管スピーカー　関東オフ会2014」開催

トップニュース� 2
「PVC Design Award 2014」開幕！

テーマは “I WANT THIS！” 一目で「欲しい！」と思わせる作品を募集

リサイクルの現場から�� 7
㈱京都環境保全公社の塩ビ壁紙リサイクル事業
熱して削る。独自の発想で塩ビと紙を再資源化する注目の新技術に迫る

インフォメーション　1� 9
下水道用塩ビ管、埋設後35年経過でも「異常なし」
習志野市の復旧工事で掘り出された塩ビ管を調査。改めて「耐久性」実証

ものづくりの現場から� 11
空飛ぶマネキン「AIRQUIN」誕生物語
優美なフォルムで、華やかに店舗空間を演出 
驚異のマネキン革命はいかにして実現したか？

インフォメーション　2� 10
Mikke Remikkeの楽しい世界
アート＆デザインユニット「wm,」が生み出すユニークな作品の数々

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく� 4
建材リサイクル研究の近況
塩ビ管排出実態～材料開発まで。気鋭の研究者が語る建材リサイクルの動向
明治大学 理工学部建築学科教授 博士（工学）　　　　小山 明男 氏

海外事例紹介� 13
ブライトン会議（PVC2014）の会場から

世界最大の塩ビフォーラム。新製品開発、リサイクルなどめぐり意見交換

講演会レポート� 14
JPEC研修会、東京・大阪・名古屋で連続開催
「経営とデザイン」をメインテーマに。各地の塩ビ関係者らが熱心に聴講
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　川上から川下まで、軟質塩ビに関わるサプライチェーンが一丸で取り組む「PVC Design Award」。
その第４回目（2014年）のデザイン提案の募集がいよいよスタートしました。今年のテーマは 

「I WANT THIS！」ひと目見て、誰もが「これ欲しい！」と共感するような作品を、ソフトPVCの特
性を活かして作り上げたいというのが、そ
のコンセプト。ソフトPVCという素材に価
値を見出し、国内はもちろん世界の人たち
の購買意欲をかきたてる商品価値の高いデ
ザイン提案・製品を期待します。募集要領
は下のとおり。大賞賞金は100万円です！

トップニュース

「PVC Design Award 2014」開幕！
テーマは “I WANT THIS！” 一目で「欲しい！」と思わせる作品を募集

これまでの大賞、準大賞受賞作の数々。いずれもアイデアと汗の結晶です。
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　「PVC Design Award 2014」の専用サイト（http://www.pvc-award.com）で、詳細な開催要領や過去の受賞作品な
どの情報を提供しています。また、フェイスブックでも「PVC Design Award」のページを開設しています。ぜひご覧
ください。
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塩ビ管排出実態～材料開発まで。気鋭の研究者が語る建材リサイクルの動向
建材リサイクル研究の近況

　今回のさきがけ人は、建材リサイクルの研究で精力的な活動を続ける明治大
学・小山教授の登場。昨年度、塩化ビニル管・継手協会が実施した塩ビ管の排
出実態調査に参加した手応えや建材リサイクルの課題、さらにはリサイクル材
料開発など現在取り組んでいる研究の現状まで、自由に語っていただきました。

「解体工事に伴う塩
ビ管排出実態調査」
の作業風景（本文
参照）

明治大学 
理工学部建築学科教授
博士（工学）

小 山 明 男 氏
あき     お   こ     やま

●建材リサイクルへの道
　大学では菊池雅史先生（元明治大学理工学部教授、
2013年退任。日本における建設廃棄物リサイクルのパイ
オニア）の下でコンクリートの材料研究をしていました。
コンクリートのリサイクルに関わるようになったのは、
大学院で博士の後期課程に進んだころだったかな。
　もともと明治大学の建築材料研究室はコンクリートや
解体木材のリサイクル研究が盛んでしたし、その第一人
者が菊池先生だったわけですけど、そのころからリサイ
クル関連の法律がいろいろ出来てきたりして、だんだん
時代がリサイクルに目を向けるようになっていたんです
ね。そういうことも私がこの分野に踏み込んでいくきっ

かけになったと思
います。
　その後、都立
大学の助手とし
て３年ほど外に出
ていた時期があ
るんですが、1999
年に博士号を取

得して、運よくまた明治大学に戻ることができたという
わけです。

●研究室から現場へ
　こっちに戻ってからは一応教員として独立する形に
なったので、コンクリートのリサイクルだけでなく、木
材やプラスチック建材のリサイクル・材料開発なんかも
手がけるようになりました。
　そんなことをしているうちに、今度はリサイクル材の
原料である廃棄物そのものに関心が向いてきて、この廃
棄物は本当にリサイクルできる材料なのかとか、本当に
リサイクルできるようにするにはどうしたらいいのかと
いった問題に研究が広がってきたんですね。いきなりリ
サイクル材料や技術を開発するんじゃなくて、まず解体
現場の実態はどうなっているのか、適正な解体を進める
にはどうしたらいいのかといった研究室では見えない部
分、つまり静脈側の環境負荷の部分を考えることが大き
なテーマになって、それが現在まで続いているというこ
とになります。

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく
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●塩ビ管の排出実態調査で分かったこと
　今回、塩ビ管の排出実態調査（「解体工事に伴う塩化
ビニル管継手の排出実態調査研究」。下の記事参照）に
参加して感じたのは、塩ビ管というのはやろうと思えば
相当量リサイクルできる材料なんじゃないかということ
ですね。
　塩化ビニル管・継手協会が全国に受入拠点を設けてリ
サイクルに取り組んでいることは以前から知っていまし
たが、お金が掛かって大変だろうなという程度の認識
だったんです。それが、解体現場で実際に調査してみる
と、塩ビ管というのは、機械でめちゃめちゃに壊されて
いない限り、単体で取り出そうとすればしっかり取り出
せるし、何より意外だったのは、上屋より埋設施工のほ
うが多いんですね。土に埋まっているので汚れてはいる
が経年劣化が少ない。つまり、泥や金具などの異物さえ
取り除けばあまりコストを掛けずにリサイクルできるし、
近くに協会の受入拠点があるので運送コストも抑えられ
る。こういう建材はなかなかないんです。
　それと、今回のような調査は自分にとっても珍しいと
いうか、これまでは建物一軒当たりの廃棄物の排出量と
か、建築年代による排出量の違いといった一般的な調査
が多くて、特定の建材について解体からリサイクルまで
実態を追うという経験はあまりなかったんです。今回の
調査では、塩ビ管というひとつの建材が解体時にどれだ

け排出されどの程度分別できるのか、人手や時間はどれ
だけ掛かるのか、といった実態がかなり分かってきまし
た。これはとても貴重な知見になると思います。

●意識の高い解体業者を如何に増やすか
　建築材料をリサイクルしようとするときの一番の課題
は、壁であれ天井であれ床であれ、いろいろな素材を
使った複合材が多いということです。単体であればリサ
イクルはできるのに、そういう高純度の状態で取り出せ
るものは少ない。しかも、パソコンの基盤に使われてい
る金のように価値の高いものであればいいが、建材の場
合そういうはものは殆どないですからね。掛ける労力に
対してどれだけのものが得られるかということを考える
と、やはり解体する段階でリサイクルできる材料をリサ
イクルできるようにちゃんと取り出してあげる方法を
しっかり整えておくことが大切で、そういう意味では、
意識の高い解体
業 者 や 廃 棄 物
処理業者を如何
に増やすかとい
うことも、今後
の大きなポイン
トになると思い
ますね。

解体工事に伴う塩化ビニル管・継手の排出実態調査研究
　1998年から塩ビ管のリサイクルに取り組んでいる塩化ビニル管・
継手協会が、住宅建築の解体現場から出る塩ビ管の排出量と排出実
態を把握して、さらなる再資源化の推進に役立てる目的で、昨年11月
～今年１月に掛けて実施した調査。同協会では、リサイクル着手時点
に同様の調査を行ったが、それから15年以上経過した状況変化に対
応するため、小山教授の指導の下、改めて実態把握に取り組んだも
の。解体・分別等の作業方法は㈱イオリナ（東京都目黒区）の協力を
得た。
　調査では、町田市、川崎市の木造住宅10棟（共同住宅１、戸建９。
築年数23年～48年）を対象に、解体現場から排出する廃プラスチッ
ク類及び廃塩ビ管の量、廃塩ビ管の分別実態、さらには解体作業の作業時間やリサイクル適正品の割合などまで詳
細な分析が行われ、①廃プラ中の廃塩ビ管の割合は約２割、②廃塩ビ管の排出量の７割は地中に埋設されていたも
ので、上屋部のもの３割、③廃塩ビ管の６割以上がリサイクル適材品で、簡易処理を行えば９割以上がリサイクル
可能、など新たな知見が数多く採取されている。

町田市の解体現場（共同住宅）
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シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

　最近は環境に対する縛りがきつくなっているので、不
良な業者は減ってきているとは思いますが、一方で施工
主のほうも適正な解体費用、処理費用を負担するといっ
た意識を持つことが必要です。

●塩ビの複合リサイクル材？
　ところで、リサイクル材料の開発に関して、もう長い
こと塩ビの複合リサイクルの研究に取り組んでいるんで
すが、まだ完成には至っていません。どういうことかと
いうと、同じ塩ビでも、床材、壁紙、防水シート等々い
ろいろ建材があって、当然用途に応じて成分も異なるわ
けですが、それを床材は床材に、壁紙は壁紙に戻すとい
うのではなく、複合的にリサイクルするのがいちばんい
いんじゃないかという考え方なんです。
　成分や軟質、硬質の違いはあるけれど、同じ塩ビ樹脂
で、熱可塑性があって耐久性がいいことも分かっている
わけですから、床材の粉と壁紙の粉を混ぜ合わせて何か
いい材料設計ができないか、シートのバッキング層にリ
サイクルしてみたりして、研究を重ねているところです。
当然バージン原料も使いますけど、リサイクル率50％と
いうラインは生かした状態で、建築材料として品質の安

定したものを作りたいと考えています。この研究を完成
させることが研究室の当面の目標で、いま最も注力して
いることのひとつです。

●建材の耐久性評価も研究テーマ
　以上お話したようなリサイクル関係の研究と同時に、
普通の材料の研究にも取り組んでいます。そのひとつ
が、コンクリートなどの構造材や仕上げ材、外壁などの
耐久性評価です。
　建築土木の材料というのは長く使われるものですから
耐久性がないと困るわけですが、実は長ければいいとい
うものでもない。例えば、長寿命の設計をしても20年で
家を売ってしまったら、その瞬間に内装も変わってしま
うかもしれませんよね。だとすると、躯体は100年持って
くれないと困るとしても、内外装などの建材はどれだけ
長持ちして、どの時期に交換するのが本当の意味で適正
なのか。本当はどこまで耐久性を上げるのが正しいの
か。材料のリサイクルと並んで、この耐久性評価が私に
とって２大研究テーマだといえますね。
 【取材日 2014年４月25日】

こやま・あきお
　1968年生まれ。専門分野は建築構造・材料および環境技
術・材料、リサイクル工学。再生コンクリートの構造部材へ
の適用に関する研究や、建設廃棄物の適正処理と再利用、プ
ラスチック建材のリサイクル手法の研究など、建築資源の有
効活用を通じたサステナブル社会の進展をめざして活動を続
けている。
　1992年明治大学工学部建築学科卒。96年明治大学大学院
博士後期課程を中退した後、東京都立大学工学部建築学科助
手を経て、99年明治大学理工学部建築学科専任講師、2004
年同准教授、2010年教授に就任。
　日本建築学会、日本コンクリート工学協会、日本建築仕上
学会会員。コンクリート工学講演会
年次論文奨励賞（2003年）、石膏
ボード賞（特別功労賞、2009年）、
日本建築仕上学会学会賞・論文賞

（2010年）など受賞。主な著書に　
『大学課程 建築材料』（菊池雅史博
士との共著、オーム社）『ベーシッ
ク建築材料』（共著・彰国社）など
がある。

略　歴

【写真上】　小山教授の研究室で製造した塩ビ床材の
再生紛体（左）と壁紙の再生紛体
【写真下】　２種類の再生塩ビ粉体を混ぜてバッキン
グ層に使用したフロアタイルの試作品（表はバージ
ン材を使用）
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●平成22年、壁紙リサイクルをスタート
　京都環境保全公社は、民間企業43社と京都府・京都
市の共同出資で運営する産業廃棄物の処理業者（収集
運搬を含む）。民間の産廃処理事業に行政が資本参加す
るのは全国的にも珍しい事例で（会社概要参照）、焼却
処理とリサイクルを担当する伏見環境保全センター、管
理型最終処分場を有する瑞穂環境保全センター（京都府
船井郡京丹波町）の２施設を拠点に、関西地区における
産廃処理の中核として幅広い活動を続けています。
　リサイクル事業としては、RPF（固形燃料）の製造、
発泡スチロールの減容化、下水汚泥の炭化処理などが大
きな柱となっていますが、平成22年からスタートした塩ビ
壁紙のリサイクル事業は、「熱して削る」というオリジナ

ル技術を駆使
した独自の取
り組みとして、
塩ビ廃棄物の
有効利用に新
たな道を開く
こととなりま
した。

㈱京都環境保全公社の塩ビ壁紙リサイクル事業
熱して削る。独自の発想で塩ビと紙を再資源化する注目の新技術に迫る

リサイクルの現場から

　紙と樹脂の複合製品でリサイク
ルが難しいと言われる塩ビ壁紙で
すが、近年は、叩いて分解、酵
素で分離など、創意あふれる技
術開発が進んでいます。今回取り
上げるのは「熱して削る」。㈱京
都環境保全公社（檀野恭介社長
／本社＝京都府京都市伏見区横
大路千両松町126）が開発した注
目の新技術を、同社の伏見環境
保全センターに取材しました。

伏見環境保全センターは本社敷地内にある

▲�分離した塩ビ樹脂で作
られた再生塩ビ原料

▲�壁紙リサイクルの新兵
器「プラスチックシー
トリサイクル装置」

●逆転の発想
　壁紙リサイクルに着手した背景を、同社の山下辰彦取
締役は次のように説明します。
　「弊社の株主の中に壁紙メーカーがあり、その工場端
材などの処理を弊社で引き受けていたが、９割以上が埋
立処分だったため、何とか埋立てずにリサイクルできる
方法はないかと以前から相談を受けていた。これに対応
して、リサイクル技術に詳しい取締役を中心に研究をス

㈱京都環境保全公社
　昭和49年、日本新薬、島津製作所、日新電機、オムロ
ンなど京都を代表する有力企業が自前の廃棄物処理施設
建設のために合同出資して設立した京都産業サービス㈱が
前身（昭和56年現社名に変更）。昭和56年、京都府・京
都市の出資を得て、59年から正式に事業をスタートさせた。
　平成16年、伏見環境保全センターでRPFの生産を開始
してからリサイクル事業に進出。以後、塩ビ壁紙リサイ
クルまで着実に範囲を拡大
し、平成25年からは塩化
ビル管・継手協会の契約
中間処理会社として塩ビ管
のリサイクルも行ってい
る。平成20年環境大臣賞
を受賞。 塩ビ管リサイクルにも取り組む
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タート。壁紙の生産工程（紙と塩ビシートをカレンダー
ロール機で熱圧延）を逆にたどればきれいに分離できる
のではないかという発想で、平成20年５月から設備の設
計に入った」

●櫛刃と平刃の２段構造
　試作機（１号機）を導入したのが平成21年の２月。そ
の後、試運転を重ねながら、機械メーカーの協力も得て
問題点の改良に取り組み、22年１月には現在の２号機を
完成させています。
　その２号機は、カレンダーロール機に似たコンパクト
なシステムで、処理方法も至ってシンプル。装置にセッ
トした壁紙（メーカーの工場端材や旧規格品など）を
ロールで先に送り、200℃程度に加熱した回転式ドラム
に巻きつけて、柔らかくなった塩ビ層を厚さ数ミリの金
属刃でヒモ状に削り取っていくというもので、まさしく

「熱して削る」仕組み。刃の形には、カッター状の小刃
（幅約５cm）を並べた櫛刃と板状の平刃の２種類があ
り、はじめに櫛刃で粗削りした後、裏側にセットした平
刃で残りの部分を完
全に削り取るという
２段構造になってい
ます。分離後のパル
プ層はロールの間を
逆送され装置前面
からシート状のまま
排出されます。

●加熱方法の改良で効率アップ
　「２号機はシンプルなシステムだが、１号機に比べて

様々な改良が施されている。最も大きいのは加熱方法の
違いで、ヒーターに壁紙の樹脂面をかざすような方法で
加熱した１号機に対し、２号機では加熱した回転ドラム
に壁紙を巻きつけ裏の紙面から加熱するため、シート全
体を数秒で均等に暖められる。これで効率が一気に向上
した」（技術部リサイクル研究室の中島健太室長）。
　金属刃の改良も重要なポイントで、刃の厚み、刃を当
てる角度も違っていたのを、「２号機でより処理しやす
い状態に調整した」とのこと。
　「処理時間は壁紙の種類で多少異なるが、平均で１分
10m前後。物を見れば、だいだいどの程度の温度、速度
で処理したらいいかすぐに判断できる」（中島室長）
　取扱量は年間200～300トンで安定的に推移しており、
分離後の再生塩ビは粉砕処理した後、リサイクル業者に
販売されて床材のバッキングや、ルーフィング、シート
の増量材などにリサイクルされています。一方、紙は古
紙回収業者に引き取られ、ダンボールの原料などに再利
用されます。
　「今回の事業では、リサイクル技術を開発し特許まで
取得できた。このことは当社にとって大変なプラスであ
り、次に繋がるいい取り組みになったと思っている。今
後は、特許を取得した技術を広く活用される取り組みを
進めていきたい」

（山下取締役）
　同社では、近々
小型家電のリサイ
クル事業もスター
トする予定だとい
います。

リサイクルの現場から

取材にご協力いただいた山下取締役
（左）と中島室長

①塩ビ層を分離する前
と分離した後のパルプ
層。

②再生塩ビで作られた
床材のバッキング

③「熱可塑性樹脂シー
トの分離方法及び分離
装置」で特許を取得
（平成24年５月）

回転ドラムで熱した塩ビを櫛刃で削り
取る（裏側に見えるのが平刃で削られ
た部分）

① ② ③
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インフォメーション　1

調査結果のまとめ
　塩ビ本管・取付け管は、引張降伏強さ、偏平線荷重、
耐薬品性等、全ての試験において新管の規格値と比較し
ても遜色はなかった。
　ゴム輪接合部及び接着接合部の性能は、JSWAS�K-1（日
本下水道協会規格）及びAS19（協会規格）に定める試
験の結果、新管の規格値を満足しており、またゴム輪に
ついては、一部の試験で物性の低下が見られたものの、
接合部耐圧性能が確保できていた点から実用上の問題は
ないと考えられる。
　以上の結果は、下水道用硬質塩化ビニル管の長期耐久
性を実証するものと推察する。

●接着受口タイプの調査も
　長期埋設塩ビ管に関する過去の調査としては、塩化ビ
ニル管・継手協会が名古屋市で掘り出された30年使用管
を対象に実施した調査（平成22年）が知られており、そ
の結果からも塩ビ管が埋設後30年を過ぎてなお設計当初
の性能を維持することが確認されています。
　今回の調査はその第２弾となるもので、対象となった
のは、東日本大震災の復旧工事に伴って習志野市の団地
から掘り出された35年使用管（マンホール継手を含む下
水道本管<VU250＞と取付け管<VU150＞）。名古屋市の
調査と比べて、①埋設期間が５年長いこと、②接合部が
接着受口タイプとゴム輪受口タイプ

（マンホール継手）の本管両方につ
いて性能評価を行ったこと（名古屋
市の調査はゴム輪受口タイプのみ）、
③埋設現場が埋立地区で、東日本大
震災も含めて過去の地震の影響も想
定されたこと、などの点が大きな違
いとなっています。

●さらなるデータ蓄積に取り組む
　調査では、本管・取付け管の性能（引張降伏強さ、耐
薬品性など）はもちろん、接合部の耐負圧性や耐水圧

インフォメーション

下水道用塩ビ管、 
埋設後35年経過でも「異常なし」
習志野市の復旧工事で掘り出された塩ビ管を調査。改めて「耐久性」実証

　埋設後35年を経過した下水道用塩ビ管に関する性

能調査の結果がまとまりました。塩化ビニル管・継

手協会が、習志野市下水道課の協力により実施した

もので、下水道本管や取付け管、そして接合部も含

め、塩ビ管の耐久性能を改めて裏付ける結果となっ

ています。

ゴム輪接合部の�
負圧試験の様子

調査対象となった35年使用管（左が本管、右がマンホール継手）

性、ゴム輪の引張強さや耐老化性、さらにはテレビカメ
ラによる管路内面の観察まで詳細な評価が行われてお
り、地震の被害で発生したたわみ以外は「異常は認めら
れず、下水道管路として実用上の間題はない」ことが確
認されました（「調査結果のまとめ」参照）。
　この結果について、塩化ビニル管・継手協会では「塩
ビ管は化学変化がない限り、機械的強度も物理的強度も
問題ないことは広く知られていると思うが、今回は特に、
35年という長期埋設によっても接着受口タイプの気密性、
水密性が完全に保たれると分かったことが大きい。今後
さらなるデータの蓄積に取り組みたい」と話しています。
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くはMikke Remikkeのサイト⇒ www.mikke-remikke.
comで）。

●サウジアラビアの王族も注目
　「wm,」は、海外
でもミラノやサウジ
アラビア、フィンラ
ンドで展示会を開く
など、活発な活動を
行っています。反射
商品を身に着けてフ
ラッシュ撮影できるフォトブースを会場に設けて、来場
者が「ワァッ！」という世界共通の驚きと笑顔を共に楽
しんだり、といった交流が活動の糧になっているそうで
す。サウジアラビアでは王族の方々も大勢姿を見せ、カ
ラフルなPVC商品への反応も上々だったとのこと。
　Mikke Remikkeには、「staRef」以外にも自然の蝉の
羽に樹脂コートしたピアス「セミハネ」や、親指に押す
スタンプ「Thumbs up! Stamp」など珍しい作品がいっ
ぱい。これからもユニークで楽しい作品を創造して欲し
いですね。

●「PVC Design Award 2013」入賞作品
　オーストラリアでそれぞれ写真と産業デザインを学ん
だ吉田さんと村田さんは、現地で開いた２人展を機に
ユーモア溢れる数々の作品を作り、個展や国内外の展示
会などで紹介する活動を続けています（ユニット名の

「wm,」は２人の名前の頭文字を取ったもの）。昨年開催
された「PVC Design Award 2013」にも、PVC反射材
を使用した「staRef」というきらびやかなアクセサリー
を応募して、見事に入賞しました。
　「staRef」シリーズは、ペンダントや指輪、ピアス、
ブローチ、バッジなど、デザイナー自ら愛情込めて作成
したハンドメイドのアクセサリーで、素材にPVC製反射
材を使用しているため、日中でも暗闇でもキラキラ光り

輝くのがポイン
ト。「 か わ いく、
おしゃれに、そし
て安全に」を実
現した製品です

（全国のミュージ
アムショップなど
で販売中。詳し暗闇の中でキラキラ輝く

海外でも人気
（ミラノ・フォーリサローネ）

インフォメーション　2

インフォメーション

Mikke Remikkeの楽しい世界
アート＆デザインユニット「wm,」が生み出すユニークな作品の数々

　Mikke Remikkeとは、吉田実香

さん・村田真理さんのお２人から

なるアート＆デザインユニット

「wm,」（ダブルエム）のプロダクト

ブランド。子供のような気持ちで、

この世界を新たな眼で「見っけ！」

そして「Re（再び）見っけ！」と

いう思いを込めたネーミングです。

遊び心あふれるMikke Remikkeの

世界を、ちょっと拝見。
PVC反射材を使用したアクセサリー「staRef」シリーズはほとんどが
ハンドメイド。写真上は吉田さん（右）と村田さん



112014.6 PVC NEWS No.89

●確かな技術とデザイン力の融合
　「コンパクトさや、収納・保管・移動の簡易さだけで
なく、リアルで優美な表現力が『日本のものづくりの力』
を示す」（『PVC Design Award 2013』での選評から）。
　自由に持ち運びできて、店舗の上層空間にもディスプ
レイできる軽やかさ、人体の曲線を徹底追求した美しい
フォルムと高級感あふれる色合い。「AIRQUIN」の魅力
は、まさしくデ
ザインアワード
の選評どおり、
確かな技 術と
デザイン力の融
合から生み出さ
れたものといえ
ます。

●経歴の中から生まれた発想
　「私はマネキンの専門家でもないし、塩ビのことも殆
ど知りませんでした」と言う草深社長が、塩ビ製エアマ
ネキンの発想を得たのは今から10年以上前のこと。その
背景には「スポーツ用品メーカーから広告業界に転じ
た」というご自身の経歴が深く関わっていました。
　「スポーツ用品にとって商品アイテムを立体的に見せ
るマネキンは絶対の必需品であると同時に、大きくて場
所を取り、保管や輸送コストも掛かるので、バックヤー
ドではとても邪魔物扱いなんです。どうして空気を利用

したマネキンがないのかずっと不思議に思っていたので
すが、その後、広告業界に転職してから販促ツールの製
作などを通じて空気ビニ－ル加工・製造企業と繋がりが
でき、塩ビの汎用
性の高さ、空気ビ
ニール技術の可能
性を知ったことで、
塩ビを使えば折り畳
みできて人体に近し
いマネキンができる
のではと考えるよう
になったわけです」

●理想のフォルム完成へ、試行錯誤の日々
　本格的に「AIRQUIN」の開発がスタートしたのは
2007年。基本コンセプトは、人のフォルムをきちんと表
現すること、玩具のようなチープさを感じさせないこと、
従来のマネキンと競合しない店舗上層部の未活用空間を
活用することの３点でしたが、「最初に相談した金型・
サンプル職人さんから『人体の曲線をきれいに出すのは
難しすぎる！』と言われてしまい、その後、理想のフォ
ルムを完成させるまでには様々な試行錯誤と苦労の連続
でした」と草深社長は言います。
　事実、2008年10月に会社を設立したものの、６アイテ
ム５カラー（※）という基本形が決まって本格販売がス
タートしたのは2010年も末に入ってから。「その間、大

ものづくりの現場から

「エアキン」開発の苦労を語る草深社長

宙に浮かぶ優美なフォルム

　「AIRQUIN（エアキン）」は、昨年の『PVC Design Award 2013』の大

賞受賞作品。㈱マインドクリエイトジャパン（草深仁志社長／東京都新宿区）

が開発した塩ビ製エアマネキンです。有名デパートのファッションコーナーや

アパレルの展示会などを華やかにレイアウトする次世代型マネキンは、どのよ

うにして誕生したのか。開発の秘話に迫りました。

空飛ぶマネキン「AIRQUIN」誕生物語
優美なフォルムで、華やかに店舗空間を演出
驚異のマネキン革命はいかにして実現したか？
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手百貨店や大手下着メーカーなどに試作品を持ち込んで
担当者の意見を聞くなど、職人さんだけでなく、多くの
人の知見を得ながら精緻な形に近づけてきた。一方で、
商標登録や製法特許の取得など知的財産権の保護にも
投資したので、経営は大変でした」。（※メインボディ、
ハーフボディ、ヒップ男女、レッグ、ヘッドの６アイテ
ムと、パールホワイト、ブラック、イエロー、スカイブ
ルー、ピンクの５色）

●自動車業界や医療介護業界との連携など 
新たな動きも

　困難な時期を乗り越えて、今や着実な実績を上げるよ
うになった「AIRQUIN」。最近では、国内ばかりでなく、
米国・欧州諸国をはじめ、アジア・中近東諸国にまで販
路を広げつつありますが、草深社長は「大切なのは安心

して使ってもらえる信用・
信頼、つまりブランドの確
立 で す。『AIRQUIN』 は
OEM（他社ブランド製品
の受託製造）ではなく、
製品に必ずブランドロゴを
入れており、ユーザーにも
理解してもらっています」
と言います。
　一方、今後の事業展開については「国内外含め、
ファッション・アパレル、百貨店などへ従来のマネキン
としての使い方を提案していく垂直展開と、所有する製
法特許を他の業界とコラボレーションして新しいものを
創り出す水平展開」を組み合わせていく方針で、後者に
関しては既に自動車業界や医療介護業界などとの連携が
進んでいる様子。
　「日本が世界に誇れるのは知能と技能。その２つを掛
け合わせ、新たなカタチやサ－ビスを生み出し、貢献と
利便を志すべく、社会への還元を果たす事が弊社の企業
理念です。例えば介護実習で『AIRQUIN』を使えば介
護の現場を明るくできますよね。そういう意味で最近は
水平展開により力を入れています」
　最後に塩ビフィルムへの要望を尋ねると、「桜の花び
らがプリントしてある生地があったら、季節感が出て美
しいマネキンになるように、ラメ入りや特殊プリント生
地等、特徴のある生地があればぜひ使いたい。」との答
えでした。

ブランドへのこだわり
（レッグ底部に表示されたロゴ）

❶「AIRQUIN」は多くの
パーツを熱溶着して製造
される。写真はメンイボ
ディの例。約40ものパー
ツが使われている。

❷マチを取ったり、吊り
（引っ張り）ラインを入れ
たり。美しいフォルムを
出すために、製作工程の
多くが手作業で行われる。

❸首の部分に装着したミ
ラーが、吊るしたとき、
天井の照明を拡散して美
しく輝く。細かいポイン
トにも行き届く気配り。

ものづくりの現場から

▲�手軽に持ち運びができて－▲

�空気を抜けば、驚きのコン
パクトサイズ

❶ ❷

❸
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ため、対象を輸液
バッグなど３製品
に限定。現在、医
療関係者にリサイ
クルの重要性と分
別回 収 の 仕 方を
しっかりと理解し
てもらうための試
行が、産業界と医
療機関の連携で進
められているとの
ことです。
　豪州からは新製品開発についても、表面に塩ビ板を用
いたコンクリート型枠という興味深い事例が報告されま
した。穴の空いたブロック形のユニットを縦横につなぎ
合わせ、その空間に鉄筋を通し、コンクリートを流して
壁を建造するもので、建造作業の生産性を高め、コスト
低減を実現できるほか、塩ビ板の表装に様々なヴァリ
エーションをつけることも可能。新製品開発というだけ
でなく、建築工法そのものの新たな提案といえます。
　会議に参加したVECの関専務理事は「何十年も使われ
てきた樹脂にもかかわらず、新製品、新機能、リサイク

ルなど多くの分野で
活発な開拓がなされ
ていることは、それ
だけ塩ビの有用性が
高いということの反
映でもあるでしょう」
と語っています。

●日本（VEC）の報告に高い関心
　今回の「ブライトン会議」には、産業界、学界、
NPO、政策当局関係者らおよそ400人が参加。塩ビの市
場動向、新製品・新用途開発の動き、リサイクルの進展
などをめぐり、３日間で70件近いスピーチおよびプレゼ
ンが行われ、参加者の間で活発な意見交換が繰り広げら
れました。
　日本からは、塩ビ工業・環境協会（VEC）の関専務
理事が、２題の講演（初日と２日目）を行い、日本にお
ける塩ビ市場動向、リサイクル技術とリサイクル製品の
開発状況、市場開拓の試みなどを報告。中でも、塩ビ製
品の斬新なデザインを公募して市場活性化を図る「PVC
デザインアワー
ド」、企業のリサ
イクル新技術開
発を促進する「リ
サイクル支援制
度」などの取り組
みに、高い関心が
集まりました。

●医療用塩ビ製品のサイクルなど、 
興味深い事例も

　塩ビ製品のリサイクルは、世界各国でも進展を見せて
います。会議では、ホテルのカード型キーに塩ビのリサ
イクル材を使っている事例が米国から紹介されたほか、
豪州からは医療用塩ビ製品の新たなリサイクルの試み

（PVCMed）について報告がありました。この取り組み
は、感染性の汚染がない医療用塩ビ製品を現場で分別、
回収してリサイクルするもので、分別を容易にする 

海外事例紹介

ブライトン会議（PVC2014）の会場から
世界最大の塩ビフォーラム。新製品開発、リサイクルなどめぐり意見交換

海　外　事　例　紹　介

　３年に一度開かれる世界最大の塩ビフォーラム「ブライトン会議」（PVC2014）が、４月１日～３日まで、英国南東
部のリゾート地・ブライトンで開催されました。討議の中から、ちょっと耳寄りな情報をピックアップ。

PVC2014会議の様子

コンクリート型枠（豪Dincel社）

医療器具のリサイクル回収箱ポスター
（豪州塩ビ工業協会）
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●「地域に根ざしたものづくり」の話も
　大阪の研修
会の講師は、
地方独立行政
法人 東京都
立産業技術研
究センター ・
デザイン主任
研究員の秋山
正氏（演題「企業経営とデザインの活用について」）。経
営とデザインの新しい関係についての解説や、東京の足
立区・葛飾区などで進められている「地域に根ざしたも
のづくり」の話などが参加者の関心を集めました。
　一方、名古屋の研修会では、工業デザインを主体とし
たデザイン会社㈱コボ（名古屋市昭和区）の山村真一社
長が「企業戦略とデザイン」と題し、製品にデザインの
力を加えることで大きく販売を伸ばした業務用洗濯機の
事例などを紹介しました。
　研修終了後、各会場の参加者からは、塩ビの現在の
需要の状況や新しい製品用途などに関し継続的な情報発

信を望む意見
や、企業とデ
ザインの関わ
りについてと
て も 参 考 に
なったとの感
想が寄せられ
ました。

JPEC研修会、東京・大阪・名古屋で連続開催
「経営とデザイン」をメインテーマに。各地の塩ビ関係者らが熱心に聴講

　塩化ビニル環境対策協議会（JPEC）主催の研修会が、東京（３月４日、如水会館）、大阪（３月６日、
阪急グランドビル）、名古屋（３月13日、国際デザインセンター）で、連続開催されました。今回のメイ
ンテーマはずばり「経営とデザイン」。会にはJPEC会員団体のメンバーや塩ビに携わる関係者らが参加
して（東京約60名、大阪・名古屋約40名）、貴重な示唆に富んだ講師の話に耳を傾けていました。

●デザイン力の可能性を実感
　セミナーは、東京・大阪・名古屋とも、まず「塩ビを
めぐる最近の状況」をテーマにしたVEC関係者の講演

（日本および世界各国の塩ビ需要動向や、業界一丸で取
り組む「PVC Design Award」などに関する説明）でス
タート。続いて、およそ90分間にわたって外部から招い
た講師による講演が行われました。
　このうち東京の研修会では、㈱GKインダストリアル
デザイン相談役の田中一雄氏（日本インダストリアルデ
ザイナー協会理事長）が「経営資源としてのデザイン」
と題して講演し、富山ライトレールのデザイン担当時に
試みた「市民を巻き込む仕掛け作り」の話など、デザイ
ンによるビジネスモデル構築の事例を紹介。「デザイン
とは、生活者の潜在材的ニーズを発見して、それを機能
的かつ美的にまとめること」「モノをデザインするだけで
なく、使い方、機能、ネットワークづくり、企業イメー
ジなどを含めて統一的に提案していくことで、デザイン
を経営資源として生かすことができる」といった言葉
に、参加者はビジネスにおけるデザイン力の可能性を改
めて感じ取った様子でした。

東京の研修会で講演する田中一雄氏 名古屋の研修会で講演する山村真一氏

大阪の研修会で講演する秋山正氏

講演会レポート 
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広報だより

広 報 だ よ り
●＜Future Beauty＞展で、mameブランドの透明塩ビバッグが話題
　「PVC Design Award」のきっかけとなったファッションデザイ
ナー ・黒河内真衣子さんのmameブランドの作品が、京都国立近代美術
館で開催された展示会「Future Beauty 日本ファッション：不連続の連
続」（３月21日～５月11日）に出品され、「現代社会の戦闘服」をコンセ
プトにしたドレスとともに、透明塩ビ素材のバッグが注目を集めました。
　同展は、20世紀後期以降の世界のファッションをリードしてきた日本
人デザイナーの作品100点以上を集めて、「和服から洋服へという転換
の中で一旦は途切れたように見える日本の伝統的服飾文化、その創造性
が、実は脈々と現代ファッションに受け継がれていること」を見直して
みようというもの。
　会場には、三宅一生氏の赤い布をまとったマネキン達のオブジェにはじまり、年代順に作品を配置。
mameブランドの透明塩ビのバッグは、新たな素材をファッションに取り入れた意欲的な若手デザイナーの
作品のひとつとして、ドレスとともに紹介され、「PVCの可塑性を生かした緻密な手仕事によって繊細な彫刻
にも見える作品」という作品評そのままに、ガラス工芸のような輝きを放って参観者の目を引いていました。

● 今年も集合！「集れ塩ビ管スピーカー　関東オフ会2014」開催
　塩ビ管スピーカーのパイオニア・谷古宇賢一さんが主宰する投
稿サイト「集まれ、塩ビ管スピーカー」の関東オフ会（関東地区
の投稿メンバーによる発表会）が、５月11日、横浜市の横浜ラ
ポールで開催されました。
　「今年は開催日が母の日と重なったので、参加者もちょっと少
なめになりました」（谷古宇さん）とのことですが、それでも会
場には、全国各地からおよそ20人のメンバーが参集。そのうち
11人が、精魂込めた自慢の作品でロックやクラシック、ジャズ、
Ｊポップなど、さまざまなジャンルの音楽を代わる代わる演奏し
て、参加者を魅了しました。
　今回が初参加というハンドルネームKentaroKumagaiさんは「アメリカで販売されているDIY（Do It 
Yourself）向けの図面を元に作った作品（下の写真左端）を持ってきました。VP75（通気排水用の肉厚塩
ビ管）を専門の業者に依頼してラッパ型に加工してもらったので、デザイン的にもずっとよくなっています。
市販の高価なメーカー品を買うんじゃなくて、安価で入手しやすい塩ビ管で最高の音にアプローチするのが
楽しいんです」と、塩ビ管スピーカーの魅力を語ってくれました。

mameブランドの透明塩ビバッグ
（※�展示会の出品作品とは異なります）

スリム、重厚、ミニ、そして遊び心あふれる変り種。今年も工夫をこらした様々な塩ビ管スピーカーが登場しました。

迫力の音色に聴き入る参加者
（右は谷古宇さん）
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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
本号から編集長を引き受けさせていただくことになりました。平成４年（1992年）６月からこのPVCnewsが季刊誌として発刊され、リサイクルや

塩ビに係わるその時々の情報を発信してきました。以来23年が経過しましたが、本誌を読み解くとPVCの歴史の変遷を辿ることができる貴重な資料の
一つになっているのではないかと感じております。今後とも、ご愛読いただいている皆様のご期待に添えますよう編集委員一同取り組んでまいります
のでどうぞ宜しくお願いいたします。
「トップニュース」では、今年も開催する第４回デザインアワードの紹介です。今年のテーマは “I WANT THIS ！”　これ欲しい！です。たくさんの

ご応募をお待ちしております。「さきがけびと登場」は明治大学の小山先生です。建築コンクリートの専門家ですが、塩ビの複合リサイクルの研究にも
取り組まれております。「リサイクルの現場から」では、（株）京都環境保全公社の新しい塩ビ壁紙のリサイクル技術を、「ものづくりの現場から」では、
昨年のデザインアワードで大賞を受賞したAIRQUINの誕生物語を紹介します。広報便りの塩ビ管スピーカーは私も取材に同行しましたが、そのすばら
しい音色には魅了されました。

本紙を今後ともより良いものに育てていくために、是非、皆様の率直なご意見、ご感想をお聞かせください。 （小坂田史雄）
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硬質塩化ビニル板の製品紹介
優れた大きな 4つの特長

自己消火性
耐久性

経済性制電性・除電性
耐薬品性

施工性施工現場で
好評です 裁断　孔開け

溶接　曲げ
※機能付与銘柄です

価格が安い

※ ※
1 2 3 4

私たちの周りに広く使われています

そのそのそのその

平板
製品

波板
製品

看板・掲示板

畜舎内部

駐輪場

カード

ディスプレイ

日本プラスチック板協会　〒107-0051 東京都港区元赤坂1丁目5番26号（東部ビル）　☎ 03-3408-4342
URL：http://www.p-bankyo.com
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