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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
「トップニュース」は「PVC Design Award 2014」の授賞式の模様です。来賓の経済産業省の谷審議官から、塩ビ業界を挙げての取り組みを高く

評価いただき、特にデザインは歴史的にも文化・文明を切り開く手段として用いられて来たという指摘は、ローマやギリシャなどの遺跡や現代の寺院、
食の文化などを見るとうなづけます。「さきがけびとにきく」は、今年のデザインアワードで準大賞を受賞したプロダクトデザイナーの梶本氏です。自
己主張しない、存在感を消すという逆転の発想からの「0 tape」の開発には独特の感性を感じます。「リサイクルの現場から」では日本の医療廃棄物処
理のパイオニアである日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱の取り組みを紹介しています。塩ビは血液バッグやチューブなど医療用途に多く
使用されていいます。「塩ビ最前線」では、塩ビ管を使った災害トイレシステムの紹介です。災害時に一番困るのはトイレ不足というのは誰もが感じる
問題です。自然災害の多い日本において多くの自治体で採用されることを期待しています。他にも、面白い塩ビ製の「水滴のイス」を紹介しています。

毎号塩ビに係わる製品・企業を取材すると、本当に塩ビは色々なところで様々な用途で使用されていることに驚かされます。今後とも、ご愛読の程、
よろしくお願い申し上げます。 （小坂田史雄）
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塩化ビニル管・継手協会が創立60周年

トップニュース� 2
｢PVC Design Award 2014｣表彰式
準大賞に梶本博司＆時田宗弘 両氏の「0 tape」（ゼロテープ）

リサイクルの現場から� 8
医療廃棄物の管理と処理、その現状とこれから
収集運搬のパイオニア、日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱の取り組み

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく� 5
「色と形」だけがデザインなのか？

「PVC DESIGN AWARD 2014」準大賞受賞者が語る、デザインの奥の奥
プロダクトデザイナー　梶本 博司 氏

塩ビ最前線� 12
整備進む、塩ビ管を使った災害用トイレシステム
避難所生活の最難題「トイレ不足」を解消し、被災者の健康、環境を維持

インフォメーション　1� 10
東京ミッドタウンにソフトPVCの 
フシギな「水滴のイス」が登場 ！

プロダクトデザイナーの鈴木啓太氏が「スワリの森」展示会に出展。塩ビ業界の協力も

インフォメーション　2� 11
松戸市立博物館の「Plastic？Plastic！」展が話題
戦後の生活の変遷をプラスチック製品でたどるユニークな企画展

講演会レポート� 14
「環境時代のビルディングエンベロープを考える
シンポジウム」in東大
３年連続の開催。省エネ、健康な住まいづくりへ、断熱改修のあり方を議論
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トップニュース

選考理由
　準大賞に選ばれた「0 tape」は、ソフトPVCの粘
着性を利用した、糊を使用しない透明テープ。対象
物を傷めず、何度でも再使用が可能。テープ自体の
存在を消す「あるけどない」という逆転の発想が、
画期的なデザインコンセプトと評価されました。

受賞の言葉
⃝ 「色、形ばかりがデザインではありません。自己主

張せず、陰で他を引き立てるようなデザインが
あってもいい。前からやってみたかったことが、
塩ビの特性を利用することで実現できました。受
賞できてとてもうれしい」（梶本氏）

⃝ 「アワードに応募することを決めてから、以前から
知り合いだった梶本さんにデザインをお願いしま
した。製品化に際しては、素材メーカーや加工会
社の方々にもお世話になっています。受賞は皆さ
んのお陰です」（時田氏）

　〈 I WANT THIS！（これ欲しい！）〉をテーマに開
催 さ れ た「PVC Design Award 2014」（ 主 催 ＝PVC 
Design Award実行委員会）の入選作品が決まり、10月
29日の午後４時から、東京千代田区の如水会館で表彰
式が開催されました。今回は、大賞は該当なしとなった
ものの、梶本博司氏と時田宗弘氏（㈱ナショナルマリン
プラスチック）の「0 tape」が、見事準大賞を獲得。優
秀賞に選ばれた６作品、入賞の14作品も含めて、テーマ
どおりの「ひと目見たら誰でもが欲しくなる」ような楽
しい作品が出揃いました。

｢PVC Design Award 2014｣表彰式
準大賞に梶本博司＆時田宗弘�両氏の「0�tape」（ゼロテープ）�
優秀賞は6作品、入賞は14作品。ひと目で欲しくなる、楽しい作品ぞろい

準大賞を受賞した梶本氏（右）と時田氏

消えるデザイン！塩ビの透明性と粘着
性をフルに生かした「0 tape」。

豊﨑氏（左）と岡庭氏 德田氏 相澤氏 石井氏 奈須田氏 大畑氏

優秀賞受賞作品と応募者の方々

1 窓辺に花を… TODOデザイン戦略研究所
豊﨑　雄二郎 氏、岡庭　茂樹 氏

２ 泡風呂敷 德田　周太 氏

３ 漢字パズル 相澤　航祐 氏

４ T
テ ト ラ

ETRA 石井　聖己 氏

５ c
チ ェ イ ン シ ー ト

hainsheet 奈須田　友也 氏

６ F
フ ォ ン デ ュ

ondue S
ス リ ッ パ

lipper 大畑　五月 氏
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応募総数349件。｢アイデアの広がりを実感｣（大竹審査委員長）

　ソフトPVCを素材にした斬新なデザインの発掘をめざし、塩ビのサプライチェーンが一丸で取り組ん
だ「PVC Design Award 2014」（第４回）。今回の応募総数は計349件（デザイン部門268件、製品部門81
件。昨年は計327件）と、前年より20件余り増加。回を重ねるにつれて、デザインコンテストとしての知
名度が着実に浸透しつつあることを窺わせました。表彰式では実行委員長を務めた塩ビ工業・環境協会
の宇田川会長が「若い人の応募の増加、作品の質の向上が際立った。川上から川下までの協力で業界の
一体感もさらに深まった」と述べ、各受賞者に表彰状を贈呈。その健闘を称えました。（受賞者の詳細は
http://pvc-award.com/参照）。

■ 大竹美知子審査委員長の講評から

　今回の応募作品は、準大賞受賞作をはじ
め、ソフトPVCの新しい使い方を追求した
ものが多く、楽しく審査させてもらった。
折り曲げ加工、粘着力、さらには遊び心や
空間感覚への着眼、今までない加工方法の
採用など、〈 I WANT THIS ! 〉というテー
マにふさわしい、アイデアの広がりを実感
できた。

▲ 左から、来賓として出席した経済産業省大臣官房の谷明人審
議官、日本インダストリアルデザイナー協会の山口正幸事務
局長、閉会の挨拶を述べた日本ビニル工業会の清水浩会長

▲ 式後に開かれた懇親パーティの模様（上の写真左は、開会挨拶
を述べた日本ビニール商業連合会の勝山会長。右は乾杯の発声
を行った東日本プラスチック製品加工協同組合の時田理事長）。

▲ 入賞者のみなさん。

▲ コンテストに積極的に参画し支援を行っ
た14社に宇田川会長から感謝状を贈呈。
右は受賞者代表の白金化成㈱・高瀬進氏

 PVC Design Award 2014 実行委員会  東日本プラスチック製品加工協同組合、中日本プラスチック製品加工協同組合、西日本プラスチック 
 製品加工協同組合、日本ビニール商業連合会、日本ビニル工業会、塩ビ工業・環境協会
 協　賛  九州ビニール製品工業会 　 後　援  経済産業省 ／ （公益社団法人）日本インダストリアルデザイナー協会

宇田川会長
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東京、名古屋、大阪、福岡で受賞作品の展示会を連続開催

●受賞作品など、多彩なアイデア作品約50点を公開（東京会場）
　表彰式の終了後、「PVC Design Award 2014」受賞作品を紹介する展示
会が、東京（10月30～31日、港区六本木のAXISギャラリー）、大阪（11月５
日、メビック扇町）、名古屋（11月７日、三協化成産業㈱名古屋本店）、福岡

（11月27日、アクロス福岡）の４都市で連続開催されました。東京の展示会
では、受賞作品21点のほか、賞は逃したものの評価の高かった作品も含め約
50点を公開。ソフトPVCの特性を生かし切った多彩なアイデア製品の数々
が、訪れた一般の人々やデザイン業界関係者らの注目を集めました。

左から、大阪、名古屋、福岡の会場の模様。各会場とも盛況でした。

貼れる花瓶「窓辺に花を…」 品物を衝撃から守る「泡風呂敷」 知育玩具「漢字パズル」

エアークッション
「TETRA」

ノックダウン式家具
「chainsheet」

ぴったりフィット
「Fondue Slipper」

こんな作品にも注目が―
（入賞作品の一部）

準大賞「０ tape」
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入れたやつ。あれがいま大ヒットしてるんですね。
　それこそテープ自体が強烈に自己主張して、存在感を
高めているんだけれど、街の文房具屋さんで偶々あれを
見たとき、ぼくは逆にどこまで存在感を消せるか、自分
の存在を消しながら、他のものの存在を生かす働きを持
たせることはできないかと考えた。例えば自分にとって
大切な写真とか、重要なメモや書類といったものを、邪
魔せず傷つけず、そのまま生かし切る裏方のようなテー
プ。それを粘着
性という塩ビの素
材特性を利用し
てやってみようと
思って、時田さん
や素材メーカー、
加工会社の人た
ちと協力しながら

「０ tape」を作り
上げたわけです。

作品の製品化を担当したナショナルマリ
ンプラスチック㈱の時田宗弘氏（右）と
ともに、PVC DESIGN AWARD 2014準
大賞の表彰を受ける梶本氏。

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

●消えるデザイン
　実は、第２回目のPVCデザインアワード（2012年）に
も、ビニールシートの自転車カバーを応募したんですけ
どね。受賞できなかったんです。そんなこともあって、
その後もアワードの応募作品は毎年関心を持って見てき
たんですが、やっぱり主張の強い存在感のある作品が多
いですよね。もちろん、それはそれで当然なんです。た
だ、今回、ナショナルマリンプラスチックの時田さんか
らデザインの依頼を受けたとき、ぼくが考えたのは、そ
の逆のこと、つまり自己主張しないデザインというか、
余計なものをぎりぎりまで削ぎ落とすようなデザインを
やってみたいな、ということでした。
　そういう観点で、軟質塩ビの樹脂としての特徴をあれ
これ考えているうちに、塩ビなら粘着性を活かさないと
意味がないな、ということに思い当たって、初めてテー
プという具体的な発想が浮かんできたわけです。ヒント
になったのはmtのマスキングテープでした。建築現場な
どで使われている和紙のマスキングテープに可愛い柄を

発売元 アッシュコンセプト㈱
Upside Down Umbrella

UnBRELLA

　今回のさきがけ人はプロダクトデザイナーの梶本博司さん。PVC DESIGN AWARD 2014の準大賞受賞作「０ tape」
（ゼロテープ）でも存分に発揮された独自のデザイン感覚はどこから生まれたのか？そしてこれからのモノづくりに

果たすデザインの役割とは？その発想の源泉に迫る！（上の写真左、話題の逆開き傘「UnBRELLA」）

「PVC DESIGN AWARD 2014」準大賞受賞者が語る、デザインの奥の奥

「色と形」だけがデザインなのか？

プロダクトデザイナープロダクトデザイナー 梶 本  博 司 氏
ひ ろ しか じ も と



6 2014.12 PVC NEWS No.91

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

イカそうめんの包丁さばき
からヒントを得たISS（い
かそうめんシステム）によ
り製作された製品群。①
円筒状の紙をペットボト
ルに被せた「紙の壺」（か
みの工作所）②ペンケー
ス「CASE BY CASE」

（㈱ミキモト） ③リボン記
章「PRIDE MARK」（松下
徽章㈱）

●デザインの奥にあるもの
　デザインの存在感を消すというのは決して逆説じゃな
くて、もうずいぶん前から、そういうデザインも必要な
んじゃないかと考えていました。
　世の中には、デザインとは形や色だという思い込みが
蔓延っていますけど、そしてそれも大事な部分ではある
けれど、より大切なのはもっと本質的な、モノの素材と
か機能、あるいは、そのモノがどう作られ、どう使われ
るかといったことなんじゃないか。きれいな色や形とい
うのはその後に出てくるもの、あるいは、むしろ当たり
前のことで、その奥の機能や使い方の発見というところ
まで行かないと、デザインは生き残れないという気が、
ぼくはしています。デザインというのは一般に思われて
いるよりずっと幅の広いものであって、そうだとしたら、
素材や機能を追求した末に消えてしまうデザインがあっ
てもいいし、これまでとは逆の発想のデザインがあって
もいいわけですよ。

●構想35年、逆開き傘「UnBRELLA」の商品化
　「UnBRELLA」という傘のデザインもそういう発想
から生まれたものです。雨の日の電車の中なんて、濡れ
た傘で自分も回りの人もびしょ濡れになってしまいます
けど、この傘は逆に開くので、骨が外側に出て、閉じる
と濡れた面が内側になる。自分の手も濡れないし、周り
にも迷惑をかけません。
　着想自体は既に学生時代に持っていました。傘の基本
形というのは300年くらいずっと変わってないんですね。
そのへんで何かできるんじゃないかと思って、逆に開く
というのはいけそうだという感覚は掴んでいたんですけ

ど、その後、形に
できないまま世の
中に出てみると、
デザイナーに求め
られるのはやっぱ
り 色、 形 な ん で
す。 ぼ くは 家 電
メーカーでテレビ

とかパソコンなどのデザインを10年くらいやっていたん
ですけど、中身の機能は設計の人がとことん詰めている
ので、僕たちは外側のカバーのデザインだけやってれば
いいという感じなんですね。それはもうがっかりするぐ
らいそうなんです。
　会社にいる間ずっと暖めていたアイデアを、やっと形
にできたのは、会社を辞めて自由な時間が出来てからで
す。あれはちゃんと作ってなかったな、このまま死んで
しまうのは嫌だなと思ったんで、100円のカサを分解して
組み立て直した試作品を、2007年にある展示会に出した
んです。
　その後、大阪の傘職人さんやアッシュコンセプト（東
京都台東区蔵前）という発売元の会社の助けを借りて商
品化を進めてきましたが、はじめは「こんなのあり得な
いね」とか「骨が外に出るなんてこと自体美しくない」
とか、みんな半信半疑でね。いろいろ面白いイキサツが
あったんですけど、結局「そんなに言うんなら少しやっ
てみるか」ということで今年２月に売り出したところ、
海外も含めて想像以上の反響が返ってきました。「長い
こと変わらなかった傘が変わった」「何で気づかなかっ
たんだろう」みたいなことを言う人も多かったですね。

梶本さんの仕事 Part １ ����������������������������������

❶ ❷ ❸
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れないけれど、それはそれで一向に構わない。デザイン
というのは本来個人個人のものだった筈なんです。た
だ、デザイナーの存在意義はともかくとして、デザイン
自体の役目はむしろこれからだとぼくは思っています。
　企業の経営なんか見ても日本はまだまだデザインが足
りない。設計も営業も、会社のイメージだって実はデザ
インなんです。最近よく家電メーカーの人などが「これ
からはデザインが欠かせない。デザインの時代だ」なん
て言ってますけど、アップルみたいな会社はもうそんな
レベルじゃない。欠かせないどころか、デザインこそ中
心なんです。日本のメーカーももっとデザインを中心に
据えて、経営全部がデザインという考えでやっていかな
いと生き残れなくなりますよ。【取材日2014.11.10】

かじもと・ひろし　プロダクトデザイナー
　1955年兵庫県宝塚市生れ。'79年多摩美術大学デザイン科
卒。シャープ㈱で電子機器などのデザインに携わった後、'91
年「カジモトデザインオフィス」設立。国際家具見本市「ミ
ラノサローネ、サテリテ」への出品など内外で活躍。逆開き

傘「UnBrella」などのモノの機能
を基本に据えたプロダクトデザイン
はメディア等からの注目も高い。多
摩美術大学造形表現学部非常勤講
師、法政大学デザイン工学部非常
勤講師。2013年ほかGood Design 
Awardの受賞４回。2006年、ドイ
ツIF 受賞。著書に『デザインサー
カス―僕は、デザインに救われた』

（ラトルズ）がある。

略　歴

●デザイナーの二通りの在り方
　プロダクトデザインは美大に入る前からやりたかった
ことです。高校２年生ころまでは美大なんてまるで考え
てなくて、美術も図工も点数は低かったんですけど、唯
一自動車とか道具類のデザインだけは興味が持てたんで
す。どうしたらそういう仕事に就けるんだろうと思って
調べてみたら、やっぱり美大に入るのがいちばん近道と
いうことで、１年みっちり勉強して多摩美大に入ったわ
けです。
　実際になってみると、プロダクトデザイナーというの
は確かにやり甲斐のある仕事ではあるものの、昔の人が
既にいろんなことをやっていて、出尽くしたような感じ
になるときもあったりします。金属パイプの椅子なんて、
ビックリですよね。工業素材を家具に使うという発想を
した人はすごいと思います。天才ですよ。つまり昔はモ
ノがデザイナーのほうに自然と近づいてきたのに、今は
こっちから無理に近寄って追及していくようなところが
あるんですね。もう何をやっても誰もびっくりしないよ
うな時代で、それでも新しいものを探すのか、新しくな
くても普通でいいとするのか、デザイナーの在り方が二
通りに分かれているように思います。普通のものでも別
に構わないわけですが、ぼくはやっぱり新しいものを追
及したい。そのほうがやり甲斐を感じますからね。

●デザインの役目はこれからだ
　デザイナーってのは代理業みたいなところがあって、
この先３Dプリンターなどで誰もが自分の思うようにデ
ザインできる時代になったら無用になってしまうかもし

梶本さんの仕事 Part ２ ����������������������������������

④自分の口に合うように形状を変えら
れ る「UNFORGETTABLE CUP「（ カ
イハウス））⑤操作性を考慮した体組成
計（タニタ㈱） ⑥2013年Good Design 
Awardを 受賞した鉛筆削り（CARL㈱） 
⑦自立するキッチンハサミ「BIRD」独
IF 2006受賞（カイハウス）

❹ ❺ ❻ ❼
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リサイクルの現場から

●米国での状況視察を機に
　日本メディカル・ウェイスト・マネジメントは、昭和
63年（1988年）８月、有害化学物質の処理の大手・三友
プラントサービス㈱と三菱商事の提携により設立され
た、わが国初の医療廃棄物専門の収集運搬会社です。２
年前まで三友プラントサービスの副社長を努めた金原社
長に設立前後の経緯を説明していただきました。

　「当社の設立以前、私は全国
の研究機関や保管施設から出る化
学廃棄物の処理に携わっていた
が、三菱商事の誘いで米国の化
学廃棄物や医療廃棄物処理の状
況を視察したのを機に、日本でも
医療廃棄物の処理会社を立ち上

げようということになった。当時、清掃員が使用済み注
射針からB型肝炎に感染したりエイズへの懸念が高まった
りして、日本でも医療用廃棄物処理のガイドライン（「廃
棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」、平成
４年制定）が作られようとしていたが、当初は収集・管
理方法もまだ確立されておらず、段ボールの箱にプラス
チックのシートや吸水性ポリマーなどを敷いて廃棄物を
集めていた。その後、専用容器の開発、選定も徐々に進
み、処理方法も焼却を基本としながら、リサイクル、リ
ユース、コンポストといった手法も織り込むようになって
きた」

医療廃棄物の管理と処理、その現状とこれから
収集運搬のパイオニア、日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱の取り組み

　デング熱やエボラ出血熱など、新たな感染症の危険に注目が集ま
る中、医療廃棄物の安全な管理と処理の重要性が高まっています。
血液バッグや輸液セットなどの医療資材として広く利用されている
塩ビにとっても関わりの深いこの問題。今、現場ではどんな対策が
採られているのか。医療廃棄物収集運搬業のパイオニア・日本メ
ディカル・ウェイスト・マネジメント㈱（金原暁治社長／東京都港区
芝）にお邪魔して、管理と処理の現状、そして今後の見通しなどを
伺いました。

●「鋭利物・液状物」と「固形物」に分別
　医療機関や研究機関等から排出される感染性廃棄物

（廃棄物処理法上の「特別管理廃棄物」）には、血液等の
付着した包帯やガーゼ、注射針やメスなどの金属物、ゴ
ム手袋や輸液バッグなどのディスポーザブル製品等々、
さまざまなものが含まれます。
　同社では、これらの廃棄物を安全に収集運搬するため、
排出者の協力を得て「鋭利物・液状物」と「固形物」の
２種に分別。注射針やメス、血液・薬液が付着した廃棄
物などは、貫通や液漏れなどを防ぐためにプラスチック

（PP）製の堅牢な密封容器、また、そうした恐れのないゴ
ム手袋や輸液バッグなどは、自社開発した三層構造特殊
加工の段ボール密閉容器を用いて、感染性病原体を完全
に封じ込める対策を取っています。同社営業部・高橋満
里子係長の説明。
　「いったん閉じられた容器は二度と開封することがで
きません。一種のブラックボックスなので、私たちも中身
を確認できない。このため実際に仕分け作業をしていた

だく病院関係者にき
ちっと理解してもらう
のが何より大切で、は
じめに分別表を使って
分別の必要を説明する
などして信頼関係を確
保しています」

金原社長

高橋営業係長
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●焼却熱の利用やリサイクルも
　分別された感染性廃棄物は、運搬用の保冷車で、東
京大田区にある羽田中継センターに搬入され、保冷庫に
一時保管されますが、都心部にこうした保管・積替施設
を有しているのは同社のみで、夏場は段ボール内の廃棄
物が発酵する恐れがあるため、庫内は常時10℃以下に保
たれるように設計されています。
　一時保管された後の廃棄物は、専門の業者に委託して
処理されることになりますが、「廃棄物の内容に応じた
最適処理が行われるよう業者の選定にも細心の注意を
払っている」（高橋係長）とのことです。処理方法は、
容器ごと密閉状態で高温焼却（サーマルリサイクル）す
るのが中心ですが、一部はマイクロウェーブによる滅殺
菌処理や、溶融処理なども行われており、溶融スラグは
路盤材などにリサイクルされています。
　なお、同社の営業品目の中には、医薬品や試薬類、各
種医療機器（水銀血圧計や体温計も含む）など、感染性
病原体を含まない非感染性廃棄物も含まれますが、これ
らについても中和・焼却処理（医薬品類）や、有価金属
の回収～リサイクル（機器類）などが行われています。

●より安全な管理へ、新システムを開発
　近年、同社の収集範囲は、大病院や研究機関、街中の
クリニックなど従来の顧客に加えて、薬局や鍼灸院、さ

らには獣医院などにまで広がりを見せ
ています。「一般家庭で使った糖尿病
のインスリン注射の針なども薬局薬剤
師会を通じて当社が収集運搬している。
感染症への不安の高まりの中で、医療
廃棄物の収集範囲は今後ますます広く
なってくる」（金原社長）と見られます
が、一方では、事業の拡大に伴って、
より安全で厳格な管理体制が求められ
ることになります。
　こうした状況に対応して、同社では
既にGPSシステムによる保冷車の運行
管理、不法投棄防止のための電子マニ
フェストの導入などを実施して管理体
制の強化を図ってきましたが、この取

り組みをさらに進めるため、新たに電子マニフェストと
QRコード（２次元バーコード）を組み合わせた管理シ
ステムを開発。今年から運用を開始しています。
　「このシステムは当社がLSIメディエンス（前三菱化
学メディエンス）と共同開発したもの。これにより顧客
ごとのより厳密なトレーサビリティが可能になっただけ
でなく、ドライバーの持つスマートフォンとシステムを
繋ぐことで、運搬時に起こった問題を即座に共有して解
決策を見つけることもできるようになった。部署別の排
出数量把握も可能で、顧客にもメリットが大きい。日本
流の管理システムとして世界に発信できるものだ」と、
金原社長は自信を覗かせています。

日本メディカル・ウェイスト・マネジメントの医療廃棄物分別表

専用の保冷車で羽田中継センターに保管される
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●「定岡デザイン研究所」が製作協力
　「水滴のイス」を考案したのはPRODUCT DESIGN 
CENTERのデザイナー ・鈴木啓太さん。鈴木さんから
製作の相談を受けた日本ビニル工業会が、「定岡デザイ
ン研究所」を紹介し、同研究所の協力で作品が完成しま
した。
　空気を入れるボートや浮輪、玩具など普段作っている
ソフトPVCと異なり、空気の代わりに水を入れた水滴の
ようなイメージのイスは同研究所でも初めての経験と
あって、強度や加工、水の注入方法など試行錯誤を繰り
返しながら作り上げたとのこと。陽が当たると中の水を
通して芝生が光り輝いて見える視覚効果など、楽しみの
大きい作品に仕上がりました。
　日本ビニル工業会では「PVC Design Awardの実施効
果で、デザイナーや専門学校生などからソフトPVCを使

用した作品づくりの
相談が増えている。
今後もソフトPVCの
新しい用途開発の試
みには、できる限り
協力していきたい」
と語っています。

●芝生にコロンとこぼれた透明なしずく
　「スワリの森」
は、「 科 学 の 楽
しさをすべての
人に」を合言葉
に、NHKエデュ
ケーショナルと、
NHK Eテレ「大
科学実験」の実
験監修など様々な活動を展開している創造集団「ガリレ
オ工房」と、気鋭のクリエイティブディレクター ・古屋
遥さんが手がけたフシギなイスの展示会。
　みんなで座りたくなる「巨大切り株チェア」や二人で
釣り合いを取って座る「ハートバランスチェア」、「秘密
を打ち明けたくなるチェア」など、デザインと科学がコ
ラボした刺激的で楽しい作品が10点余り展示された中
で、とりわけ注目を集めたのが、「芝生にコロンとこぼれ
た透明なしずく」をコンセプトにした、大小６つの「水
滴のイス」です。「水に座る」という夢のような感覚を体
験できる楽しさが、子供は勿論、大人の遊び心も惹きつ
けて、体験した来場者からは「どこで買えるの？」「いく
ら位するの？」といった質問が数多く寄せられました。

インフォメーション　1

インフォメーション

東京ミッドタウンにソフトPVCの 
フシギな「水滴のイス」が登場！
プロダクトデザイナーの鈴木啓太氏が「スワリの森」展示会に出展。�
塩ビ業界の協力も

　年に一度のデザインイベント「Tokyo Midtown DESIGN 

TOUCH 2014」が、10月17日～11月３日まで港区赤坂の複合

施設・東京ミッドタウンで開催され、メイン

企画の「スワリの森」展示会（企画制作

NHKエデュケーショナル、会場＝ミッドタ

ウンガーデン芝生広場）に出展されたソフト

PVC製の「水滴のイス」が、来場者の人気

を集めました。
朝露に腰掛ける森の小人？

おとぎの国に迷い込んだようなフシギな眺め

この水滴のイスは世界的にも権威のあるデザインwebサイト「designboom
（http://www.designboom.com/）」にて世界に情報発信されています。
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インフォメーション　2

●日用品～玩具まで、出展数約560点
　館内に入ったとたん目に飛び込んでくる様々なプラス
チック製品の数々。日用品や道具類、玩具、雑貨、さら
には衣類、建材に至るまで、その数およそ560点。これ
だけ多種多様な製品を時系列的に網羅した展示は全国的
にも極めて珍しいものといえます。
　「当館では、10年前に工業デザイナーの中村次雄氏

（前千葉工業大学教授、元積水化学工業デザインセン
ター所長）からプラスチックエ業デザインの関連資料を
ご寄贈いただき、順次整理作業を進めてきたが、今回の
その一部を初めて公開するに当たり、寄贈品以外の製品
も一緒に展示して、高度成長期以降、急速に普及したプ
ラスチックが如何に我々の生活を変えたかを振り返って

みたいと考えた。それ
は東京のベッドタウンと
して成長してきた松戸
市の歴史をたどることで
もある」と企画の意図を
説明するのは、同博物
館学芸員の山田尚彦氏。
　会場には懐かしいセルロイドのキューピー人形や、ポ
リバケツ、キッチンセットなどの日用品、キャラクター
グッズやお菓子のオマケ、ナイロンのストッキングなど、
プラスチック製品の発展の流れが自然に掴めるように配
置され、来場者も興味津々の表情。
　「プラスチックは消耗品である上に、用途も非常に広
範囲。その分、展示品を集めるのが困難で、企業や業界
団体などの協力を得て、ほぼ２年掛かりで準備してき
た」（山田学芸員）。
　プラスチックという新素材に当時の人々が如何に親し
み憧れたか、改めて思いを馳せたくなるような企画展で
した。

インフォメーション

松戸市立博物館の 
「Plastic？Plastic！」展が話題
戦後の生活の変遷をプラスチック製品でたどるユニークな企画展

　戦後の復興期から高度成長期にかけて大きく変化した私たちの暮らし。そ

の中にはいつもプラスチック製品が息づいていました。そんな生活の移り変

わりをプラスチックの歴史という視点から振り返る企画展が、10月11日～

11月30日まで、千葉県の松戸市立博物館で開催されました。反響を呼んだユニークな企画展の模様をちょっと拝見。

展示品について説明する山田学芸員

中村次雄氏がデザインした製品。上は
精緻を極めたマグロ漁用の疑似餌（サ
ンマ）。左はモダンなデザインが美しい
メジャー。いずれも素材の一部に塩ビ
が使われています。
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塩ビ最前線

整備進む、塩ビ管を使った災害用トイレシステム
避難所生活の最難題「トイレ不足」を解消し、被災者の健康、環境を維持
　地震や台風、水害などで避難所生活を強いられた人々にとって、最も切実なのは実はトイレ不足の問
題。不自由な生活の中で、清潔、快適なトイレを確保できるか否かは、避難者の健康にも重大な影響を
与えます。そこで登場したのが、塩ビ管を利用した災害用トイレシステム。1995年（平成７年）の阪神
淡路大震災を契機に開発、普及が進む災害用トイレシステムの最前線を、代表的な２つの開発事例でご
紹介します。

仕切弁による水流調節の仕組み

防災貯留型仮設トイレシステム
（右は使用例）

【積水化学工業㈱の防災貯留型仮設トイレシステム】
●災害用トイレのパイオニア。神戸市と共同開発
の快適な貯留型トイレ

　災害用トイレシステムの開発で、パイオニアと言える
のが積水化学工業です。同社では、阪神淡路大震災の
翌96年、神戸市が行った避難者へのアンケート調査など
で得られた教訓を踏まえ、同市と共同でシステムの開発
に着手。約１年の研究・試行期間を経て、快適で使い勝
手のいい災害用トイレシステムを完成させ、97年８月か
ら本格的に販売を開始しています。
　現在では、神戸市を中心に、東京23区、横浜市、堺市
など400近い自治体が、小中学校や公園、公共施設など
に同社のシステムを採用して、災害時への備えを整えて
います。

●下水道本管直結式の安心システム
　同社のシステムの最大の特徴は下水道本管直結式であ
り、かつ貯留型であること。上の図にあるとおり、下水
道本管に直結させることで既設の下水道ライフラインを
活用しています。その為、下水道本管との間に貯留装置

（貯留弁）を設けることにより、災害時に下水道本管に
異常が無い場合はそのまま放流し下水道の機能を活用。
万が一下水道本管が破損している場合でも、ここに汚水
を貯留してトイレを使い続けることができる仕組みです。
貯留水は井戸水、川の水、プールの排水などが利用可能
で、使用前に注水しておきます。また、水を湛える事に
より汚水の臭いを低減することが出来ます。溜まった汚
水はバキュームカーで回収されますが、配車の遅れなど
で万が一貯留量が限界に達しても、貯留弁の中に組み込



132014.12 PVC NEWS No.91

まれた仕切弁からオーバーフロー（放流）させる仕組み
です。トイレ５基で500人対応で当システムはどんな便
器にも適合し、汚水を効率的に遠くまで流せるよう管路
勾配を調整しています。
　管路に使用されている塩ビ管は、縦管（マンホール
管）が下水道用VU管、横管（本管）はVU管とリブ管

（表面が山形構造になったパイプ。軽量で耐震性、剛性
が高く、地震のエネルギーを吸収しやすい砕石基礎工法
も適用可能）の２種類が
あり、地震などで液状化
の恐れが高い軟弱地盤に
はリブ管のシステムが適
しています。

【クボタシーアイ㈱の下水直結型災害用トイレ配
管システム】
●下水本管に直結するシンプル構造で低コストを
実現。軽量で施工も容易

　クボタシーアイが災害用トイレシステムを発売したのは
2004年のこと。開発はやや出遅れたものの、その分最新
の技術を吸収できるという後発ならではの強みを生かし
て、近年、首都圏から全国に急速に普及しつつあります。
　同社のシステムの第一の特徴は汚水を貯留せず、管路
を下水本管に直結してそのまま流下するシンプルな構造
にあります。

　また、管路の本管には直径15㎝の塩ビ製軽量リブパイ
プ、縦管にはコンパクトなリブ付き可とうマンホールを
採用しているため、設置場所に応じて管路を直線、曲線
に自由に構成することも可能（仮設トイレは10基以上接
続可能）。こうした設計によって、予算の限られた自治体
でも採用しやすい低コストと施工性を実現しています。

●洗浄方法、防護蓋などにも工夫
　一方、洗浄は貯
水 層（ 容 量80ℓ）
の水を定期的にフ
ラッシングするこ
とにより常に衛生
的な状態を維持す
る仕組みで、少量
の水で効率的に汚
物を下水道本管に搬送する事ができ、健康被害、臭気を
低減する工夫がなされています。
　マンホールに付設した鉄製の防護蓋にも工夫が見られ
ます。「避難所では衛生上、洋式トイレより和式を望む
被災者が多い」ことに対応して、蓋を開けるとそのまま
和式トイレとして使用できる和洋兼用の防御蓋を開発

（洋式の場合は蓋を撤去して便器を設置）。洋式、和式そ
れぞれの専用防護蓋もありますが、「現場の事情を考え
ると兼用のほうが被災者の要望に対応できる」とのこと
です。
　同社では、下水道本管が被災した場合に備え、今年
から貯留式のシステムの販売も開始しています。コスト
の安い従来の下水管直結型と、下水道の被災時にも対応
できる貯留型の２タイプが揃ったことで、施工主の選択
の幅が広がりました。

▲ 下水直結型災害用トイレ配管システム
の構造▲

 リブ付き小型マンホール
鋳鉄製防御蓋（和洋兼用）

リブ管の外観

平常時の施工現場
（右は貯水槽）
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できる説明やお買い得感が大切」とした吉田氏、「補助
金で下駄を履かせるのではなく、経済合理性でリフォー
ムが進むようにすること」の重要性を強調
した鵜澤氏と、活発な発言が続出。最後に
坂本理事長が「10年まえと隔世の感がある
エキサイティングなシンポジウムだった」
と述べて議論を締めくくりました。

●講演＆パネル討論でエネルギッシュな会に
　会の前半では、全体のコー
ディネーター役を務めた建築研
究所・坂本理事長の開会挨拶、
前田参議員と経産省・寺家課
長の来賓挨拶に続いて、３人の論客（プログラム参照）
が講演。「断熱改修技術の普及や、断熱が健康性の向上
に繋がることのアピールが必要」（南氏）、「断熱は単な
る省エネ、環境対策でしなく、健康も含めた生活全体の
質の向上と理解すべき」（寺尾氏）、「拙速な改修を避け、
次世代を見据えた安心快適で長く住み続けられる改修を
進めること」（花牟禮氏）など、それぞれの立場から断
熱改修普及へ向けた提言を行いました。
　後半では、５人のパネラーに坂本理事長、南氏が加
わってパネル討論が行われ、「現場で作業する職人を育
成して現場力を高めることがカギ」と訴えた喜多氏、

「全体改修だけでなく部分改修も含め可能な範囲で住ま
いの快適性を高めること」を指摘した浴野氏、建築病理

学の観点から「治す力を持った
住宅医の育成が急務」とした三
澤氏、断熱改修に関する消費者
意識結果から「消費者が納得

「環境時代のビルディングエンベロープを考えるシンポジウム」in東大
３年連続の開催。省エネ、健康な住まいづくりへ、断熱改修のあり方を議論

　省エネで健康な住まいづくりのための断熱改修のあり方などを、建築外皮（外壁や床、窓など）を
キーワードに考える「環境時代のビルディングエンベロープを考えるシンポジウム」が、11月20日の午後、
東京文京区の伊藤国際学術研究センター（東京大学本郷キャンパス内）で開催されました（主催＝塩ビ
工業・環境協会）。シンポジウムの開催は今年で３回目。

講演会レポート 

前田氏

寺尾氏

寺家氏

▲
 パネラーの
皆さん。上
左から右へ、
喜多、浴野、
三澤、吉田、鵜澤の各氏

▲
 

 パネルディスカッションの模様（上の写真は
コーディネーターを努めた坂本氏（左）とモ
デレーターの南氏）

花牟禮氏

VECの山本
理事が閉会
の挨拶

シンポジウムのプログラム
◆シンポジウム代表挨拶
　坂本　雄三氏（（独法）建築研究所 理事長）
◆来賓挨拶
　前田　武志氏（参議院議員、元国土交通大臣）
　寺家　克昌氏（経済産業省 住宅産業窯業建材課長）
◆講演１　�既存住宅をどうすれば健康で省エネに改修できるのか
　南　雄三氏（住宅技術評論家）
◆講演２　�実践報告／省エネリフォームの魅力を住まい手と伝える
　寺尾　信子氏（㈱寺尾三上建築事務所 代表取締役）
◆講演３　�高経年住宅団地省エネリフォームの実践と合意形成
　花牟禮　幸隆氏（㈱アール・アイ・エー）
◆パネルディスカッション�
　「省エネ・健康リフォームをいかにして普及させるか」
　コーディネーター ：坂本　雄三氏
　モデレーター ：南　雄三氏
　パ ネ ラ ー ：
　　喜多　計世氏（喜多ハウジング㈱ 代表取締役会長）
　　浴野　隆平氏（（一社）プレハブ建築協会 住宅ストック分科会 代表幹事）
　　三澤　文子氏（（一社）住宅医協会  理事）
　　吉田　格氏　（㈱LIXIL 営業企画統括部 ハウジング企画部 部長）
　　鵜澤　泰功氏（日本モゲージサービス㈱代表取締役社長）
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広報だより

広 報 だ よ り

塩化ビニル管・継手協会が創立60周年
関係者、来賓が一堂に会して記念行事。
さらなる発展を願って懇親のひと時

　日本のライフラインを守り続けて60年―塩化
ビニル管・継手協会（根岸修史会長）の創立
60周年を祝う記念行事が、９月19日の午後、千
代田区大手町のパレスホテル東京で開催され、
関係者、来賓らおよそ250名がつどって、塩ビ
管・継手の普及と会の発展を祝いあいました。

●昭和29年、「塩化ビニル管協会」として発足
　塩化ビニル管・継手協会は、昭和29年「塩化ビニル管協会」として発

足。その後、昭和37年には「塩ビ継手協会」と合併して、我が国の社会

資本整備への貢献を目指した「塩化ビニル管・継手協会」が設立され、

今日に至っています。この間、塩化ビニル管・継手は、上・下水道用を

はじめ、農業用水、建設設備、ケーブル保護などの広汎な分野に普及。平成25年度の塩化ビニル管の出荷

量は33万３千トン、継手の出荷量は３万４千トンにまで成長し、わが国の社会インフラに欠くことのできな

い資材として重要な役割を担い続けています。

　今回の記念行事は、無事60周年を迎えた同協会が、関係団体・企業・大学・販売店等、日ごろお世話に

なっている方々への感謝を込めて開催したもので、経済産業省の黒田製造産業局長と茂木化学課長、厚生労

働省の宮崎水道課長、国土交通省下水道部の塩路部長と増田課長ほか多数の来賓を迎えて、「記念式典」「記

念講演会」「祝賀会」の３部からなるプログラムが盛大に執り行われました。

●淑徳大学人文学部の北野教授が講演
　記念式典では、根岸会長の開会挨拶の後、会の発展に大きく貢献した

５氏に対して感謝状を贈呈。続いて黒田局長が来賓挨拶を行い、戦後一

貫して日本のインフラを支えてきた塩ビ管・継手の役割を称えました。

　講演会では、淑徳大学人文学部の北野大教授が「安全・安心な社会を

目指して」のテーマで、永年の研究活動を踏まえた持論を展

開。ときに人生訓なども交えながら、ユーモアいっぱいのお

話で会場を沸かせました。

　祝賀会では、塩路部長の来賓挨拶のあと、日本プラスチッ

ク工業連盟・藤吉会長の発声で乾杯して宴の始まり。塩ビ

管・継手と協会のさらなる発展を願って、懇親のひと時を楽

しみました。

根岸会長

北野教授

日本プラスチック工業連盟・藤吉会長の発声で乾杯

黒田製造産業局長

塩路下水道部長
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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
「トップニュース」は「PVC Design Award 2014」の授賞式の模様です。来賓の経済産業省の谷審議官から、塩ビ業界を挙げての取り組みを高く

評価いただき、特にデザインは歴史的にも文化・文明を切り開く手段として用いられて来たという指摘は、ローマやギリシャなどの遺跡や現代の寺院、
食の文化などを見るとうなづけます。「さきがけびとにきく」は、今年のデザインアワードで準大賞を受賞したプロダクトデザイナーの梶本氏です。自
己主張しない、存在感を消すという逆転の発想からの「0 tape」の開発には独特の感性を感じます。「リサイクルの現場から」では日本の医療廃棄物処
理のパイオニアである日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱の取り組みを紹介しています。塩ビは血液バッグやチューブなど医療用途に多く
使用されていいます。「塩ビ最前線」では、塩ビ管を使った災害トイレシステムの紹介です。災害時に一番困るのはトイレ不足というのは誰もが感じる
問題です。自然災害の多い日本において多くの自治体で採用されることを期待しています。他にも、面白い塩ビ製の「水滴のイス」を紹介しています。

毎号塩ビに係わる製品・企業を取材すると、本当に塩ビは色々なところで様々な用途で使用されていることに驚かされます。今後とも、ご愛読の程、
よろしくお願い申し上げます。 （小坂田史雄）
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   ガラスに貼り付けるフリースタイル吊具   ピタッとハンガー

AIR CELL   ガラス衝突防止パッド   
透明ガラスを「可視化」
PVCの鮮やかな発色と透明感を生かし、窓ガラス等に貼ることで

透明なガラスを「可視化」。ガラスの存在に気づかず衝突してし

まう事故を未然に防ぎます。

ぶつかっても大丈夫
AIR CELLは、2枚のソフトPVCに空気を封入したプロダクトです。万

が一、こどもが窓ガラスに衝突してしまった時にも、空気の層が、

こどもを衝撃から守ります。

PC Cell   空気が守る PC・タブレット・デバイスケース

空気のセルで、デバイスを守る。
表面は多層構造で間に空気が入っており、ウェルダー溶着で

パターンに仕切られたセルが膨らむことによって、中身を衝

撃から守ります。

ノートPCでも。タブレットでも。
様々なサイズ展開に加え、セルのパターンもバリエーション

展開が可能。PVC特有の色・形・質感で今までにない機能的

で美しいケースができました。

ガラスに貼るだけで自由にものを吊るせます
PVCが持つ自己粘着によって、ガラス面に簡単に貼ったり剥がした

りできます。窓ガラス・洗面所の鏡などをカラフルに彩ります。

さまざまな大きさ・デザインが可能
普段は目立たない吸盤を、逆にカラフルに目立たせたい！

透明素材やさまざまなイラスト・写真をプリントしたオーダーも

可能です。

私たちPVC nextは、2012年1月、西日本プラスチック製品加工協同組合のサポートによりビニール加工業界の若手経営情報交換の会として、これからの業界発展

の為西日本地区の企業・個人を対象として発足した組織です。

http: //pvc-next .com/製品のご購入・お問合わせ

PVC Design Award 2013 年  優秀賞

PVC Design Award 2013 年  優秀賞

PVC Design Award 2013 年  入賞

PVCnext


