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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
PVC Design Award 2015は、「安心・安全・快適」というテーマから防災と安全関連の作品が多くなり、受賞も大賞２作品と優秀賞３作品

の上位５作品、および入賞から７作品と計12作品が防災・安全関連でした。これらは、目的が水の安心から、食の安全、子供の安全、建物の安全、
水害時の安心を提供するものなど幅広く、12作品中10作品が全て異なる分野のもので、安心や安全について様々な用途に展開できるという塩ビ
の大きな特徴が示されたアワードとなりました。塩ビ最前線では人工筋肉用途で研究が進んでいるPVCゲルを紹介しています。医療福祉分野な
ど様々な機器への応用が可能になれば新たに安心・安全な用途が広がることになり、開発が待たれる分野であります。 （小坂田史雄）
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広報だより� 14
・「2015さいたま水道展」で塩ビ管の耐震性、耐久性をPR
　 （塩化ビニル管・継手協会）
・ PVC nextが「関西e-mon（ええもん）展」に出展
・「子どもとためす環境まつり」 に７年連続で参加（VEC）
・  名古屋プラスチック工業展で
　「PVC Design Award 特別企画展示」

トップニュース� 2
「PVC Design Award 2015」受賞作品決定！

大賞は「日立ラップ ブルータイプ」（日立化成㈱）＆
「テトラサーバー」（NDPチーム）

リサイクルの現場から� 7
石坂産業㈱の建設廃棄物リサイクル事業
苦境をバネにリサイクル工場に変身。社会・地域貢献活動でも高い評価

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく� 4
「化学って、本当は楽しくて
 心を豊かにしてくれるものなんです」
世界初、３Dゲルプリンターの開発者が語る「学びの楽しみ」
山形大学大学院 理工学研究科教授／博士（理学）　古川 英光 氏

インフォメーション� 9
「プラスチックってなぁに？」開催

学校では習わないプラスチックだけのイベント

塩ビ最前線� 12
驚異の新素材、PVCゲル人工筋肉の可能性
衣服感覚のアシスト・ウェア？
信州大・橋本研究室が挑む「バイオとロボットの融合」

講演会レポート� 11
JPEC・APVN・GVC合同セミナー開く
塩ビをめぐる海外の動向－米欧亜などの塩ビ関係者9人が最新情報を報告
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トップニュース

 PVC Design Award 2015 主催団体  東日本・中日本・西日本プラスチック製品加工組合（日本プラスチック製品加工組合連合会）、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

大賞は「日立ラップ ブルータイプ」（日立化成㈱）＆「テトラサーバー」（NDPチーム）

　軟質塩ビを素材としたものづくりコンテスト「PVC Design Award 2015」の受賞作品が決まりました。今回は、
日立化成㈱の「日立ラップ ブルータイプ」と、㈱ナショナルマリンプラスチック＆梶本デザインオフィスがコラボ
したNDP（ノリノリデザインプロジェクト）チームの「テトラサーバー」が、大賞を受賞したほか、他の受賞作も

〈安心・安全・快適〉というコンテストテーマにふさわしい作品ぞろい。11月16日の午後、東京千代田区の如水会
館でその表彰式が開催され、関係者が一堂に会して互いの健闘を称え合いました。

食品の安全性を “目に見える安心” でサポート
【作 品 名】日立ラップ ブルータイプ
【一般名称】食品包装用ラップフィルム
【出 品 者】日立化成㈱
  選 評   
食品に誤って混入した破片が見つけやすい業務用
ラップ。食品の安全性、作業の効率化を “目に見え
る安心” でサポートしており、テーマとの整合性が

高い。業務用のた
め世の中にあまり
知られていないが、
食材の仕分けなど
にも使用でき、一
般消費財としても
評価できる。

「避難所の水がめ」、従来にないコンセプト
【作 品 名】テトラサーバー
【一般名称】飲料水および簡易シャワータンク
【出 品 者】NDPチーム
  選 評   
避難所のための飲料水・シャワー水がめ。大人ふた
りで運搬可能な正四面体の簡易型水タンクで、地面
に置いて手足で本体を押したり、ぶらさげたりする
ことで飲料水やシャワー
の水を供給する。ブラッ
クタイプは太陽光で温水
も供給できる。従来にな
いコンセプトで、テーマ
との整合性とともにデザ
イン性も高い。

「PVC Design Award 2015」受賞作品決定！

受賞者の皆さん。後列左から７人目が日立化成の渡邉さん、その右、NDPチームの時田さんと梶本さん。
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■ 大賞受賞者の３氏が、喜びのコメント
　「ラップの厚みは髪の毛の５分の１。着色が難しく、３年苦労
して商品化しました。今後も安心・安全をキーワードに、新しい
製品を開発していきたい」（日立化成㈱の渡邉敬嘉さん）
　「３年後の創業70周年に向けて新しいものを開発しようと、
チーム８名、そして梶本さんと一緒に頑張りました。それだけに
受賞はうれしい」（㈱ナショナルマリンプラスチックの時田宗弘
さん）。
　「昨年も時田さんと組んで受賞（準大賞）しましたが、今回は
社会に貢献するデザインという点で、心底満足できるものを作
れたと思っています」（梶本デザインオフィスの梶本博司さん）

優秀賞３点、入賞17点。大きな収穫
　柔軟性、透明性など多彩な特長を持つ軟質塩ビ。その
性質を生かした斬新なデザイン・製品を業界内外から公
募するのが「PVC Design Award」。５回目となる今回
は、全国から272点（デザイン提案186点、製品提案86
点）の力作が寄せられ、うち22点が受賞作に決定（大
賞２、優秀賞３、入賞17）。前回該当なしだった大賞作
品も２作品選ばれるなど、収穫の大きいコンテストとな
りました。
　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、各受賞者に表彰状と賞金（大賞は各
50万円）を贈呈。また、日本プラスチック製品加工組合
連合会と日本ビニール商業連合会により新設された奨励
賞（卸・加工の視点から優れた作品を選考）４作品の表
彰も行われました。

　冒頭、挨拶に立った宇田川実行委員長（写真上）は、「５回の
コンテストを通じ、川上から川下まで塩ビのサプライチェーンに
関わる団体が協力して取り組んだことで、業界の一体感が深まり、
世の中の塩ビに対する理解もさらに深まったと思う」と、継続し
てきたことの意義を強調しました。

■ 石橋勝利審査委員（AXIS編集長）の審査講評から
 　「会を重ねるごとに作品のクオリティが高まっ
てきた。デザインとは、色や形だけのことではな
く、課題を解決するアイデアや、素材を理解し
た上で、どう商品化して市場に出すかを計画す
ることもデザインだ。今回の大賞２点は、いずれ
もそういう判断基準に適う作品だった。デザイ
ナーとメーカーが企画段階から協力することが大
切だと思う」

■ 来賓として出席した経済産業省製造産業
局・福島審議官は、「塩ビの新しい用途を、
メーカー、流通業、加工業が協力して振興する
ことは、次の社会を形成する上で大きな意味が
ある。今回の受賞作品が一日も早く市場に出る
ことを期待する」と挨拶。

■ 同じく来賓挨拶した日本インダストリアル
デザイナー協会の田中理事長は、「デザインと
は、物事を捉えなおし、発見すること。限ら
れた素材で新しい発見をするのは難しいが、
このコンペは素晴らしい成果を上げている」
と述べました。

■ 式後の懇親パーティでは、日本プラスチック製品加工組合連
合会・時田会長の挨拶に続き、日本ビニール商業連合会・大沼会
長の発声で乾杯。受賞者を囲んで歓談のひと時を過ごしました。

■ 優秀賞には、防災頭巾になるレインコート「mo shi mo（もし
も）」（下の写真左❶）と、子どもの原寸マネキン人形「KIDS 
DESIGN TOOLS ３Dキッズモデル」（❷）、「リフォジュール膜天
井アコースティックシートタイプ」（❸）の３点が選ばれました。
（受賞作品および受賞者の詳細は「PVC Design Award」のサイト
〈pvc-award.com/〉をご参照ください）

1 2 3
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●３Dゲルプリンターの開発
　大学院生の頃から高分子ゲル（高分子を化学結合さ
せた網目構造の内部に液体を閉じ込めた材料。固体と液
体の中間的な性質を持つ）の研究をしていたんですけ
ど、日本で高強度ゲル（高分子ゲルの構造を変えて機械
的強度を高めたもの）という材料が出始めたのは2000年
前後のことで、私は既に博士号を取って（1996年）、プ
ロとしての研究生活をスタートしていました。

　当時私も、これで何か造形できたら面白いだろうな、
誰かやってくれないかなとは思っていたんですが、何分
生まれたての新素材ですから、なかなか使い道が見つか
らない上に、簡単に自由な形を作り出す技術がないこと
もあって、誰も手を着けようとしないんですね。
　それで結局、じゃあ自分でやってみようと思って、
前々からレーザーでゲルを反応させて自由に造形できる
ツールがあったらいいなあと考えていたので、2009年に

３Dゲルプリンターの可能性
　３Dプリンターには、材料を溶かして積層造形する積
層型、材料を光で固めて積層造形するインクジェット型
などがあるが、３Dゲルプリンターは液体材料を光で固
めて造形するバスタブ型。
　柔らかすぎて、切削が難しい、形状が変わりやすいと
いった高分子ゲルの弱点を、高強度ゲルを用いることで
克服。光ファイバーからのUV照射でゲルを固めて造形
する。造形物は生体軟組織と似た機能を有し、人体へ
の影響が少ないことから、医療分野（人工血管、人工関
節）はもとより、美容・食品分野などへの応用も期待さ
れている。

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

山形大学大学院
理工学研究科教授／博士（理学）
山形大学大学院
理工学研究科教授／博士（理学）

古 川  英 光  氏
ひ で み つふ る か わ

　今回のさきがけ人は、プラスチックのゲルを用いて世界初の３Dゲルプリンターを開発した山形大学の古川英光教授（ライフ・３Dプリ
ンタ創成センター（LPIC）長／ソフト＆ウェットマター工学研究室〈SWEL〉代表）。人工血管や人工関節への応用も期待される研究成果も
さることながら、３Dプリンターを核とした人材育成や地域振興の取り組みも、古川教授のメインテーマのひとつ。気鋭の高分子化学者が
語る「学びの真の楽しみ」とは－。

「化学って、本当は楽しくて
 心を豊かにしてくれるものなんです」
世界初、３Dゲルプリンターの開発者が語る「学びの楽しみ」

・自由形状　・高強度　・低摩擦　・物質透過性　・生体適合性
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北海道大学から山形大学の機械システム工学科に移動し
たのをきっかけに、自分で作り始めたわけです。
　その頃、私はまだ３Dプリンターという言葉自体知ら
なくて、完成したときも「こういうのは何て呼べばいい
んだろう」なんて学生と話していたんですけど、イン
ターネットで調べたら３Dプリンターという言葉がもう
ちゃんとあるってことが初めて分かったんです。つまり、
私より前に３Dプリンターという機械が開発されて実用
化されていたわけですけど、私のほうは高強度ゲルで何
とかやってみようと思って、たまたま同じような技術に
行き着いた、というのが正直なところです。

●３Dプリンターは多様な技術の集積
　試行錯誤なんてことも余りなかったですね。というの
も、北大にいた時にゲルの表面にレーザーでパターンを

描いたりする研究を
やっていて、例えば
再生医療で血管の細
胞を培養する場合、
その前段階の仕事と
してゲ ルの 上に パ
ターンを描いてその
上に細胞を線状に並

べていくといったことをやるんですけど、そんな研究に
携わっていたお陰で、高強度ゲルを使うと結構積み上げ
ていったりできそうだということが感覚的に分かってい
たんです。それで、学生に手伝ってもらって作り始めた
ら、結構すぐに出来ちゃいました。
　３Dプリンターにはいろいろな技術が集まっています
が、ひとつずつを見ると、ステッピングモーター（電気
パルスの入力回数によって回転角度や速度を制御できる
モーター）とか制御ボードとか、決して最新の技術じゃな
いんですよ。割合普通にある技術の組み合わせなんです。
　当初は「３次元のものを印刷する」って言葉としてど
うなんだろうという違和感もあったんですけど、半年ぐ
らい経つと、だんだん「まあ、それでもいいか」という
気がしてきましたね。

●融合による価値創造
　ゲルプリンターに限らず、３Dプリンターというのは、
機械とか材料とか電気制御とか、あるいはコンピュータ
とかデザインとか、いろんな分野を横断した融合技術で
あって、おそらく将来はもっと多様な技術が３Dプリン
ターを中心に融合していくと思います。実は、この「融
合による価値創造」ということこそ今の学問の世界で最
も求められているテーマなんですが、日本はそういうこ

ライフ・３Dプリンタ創成センター
　2013年６月、３Dプリンター技術の最先端研究
拠点として山形大学工学部内に発足（建屋は2015
年度末に完成予定）。さまざまな３Dプリンター機
器を導入し、ここをプラットホーム（グローカ
ル・メイカーズ・プラットホーム）として、研究
データの蓄積はもちろん、新たなものづくりスタ
イルの確立（地域企業との製品開発）や人材育成
を図る。
　技術を市民に分かりやすく伝える活動も積極的
に行っており、昨年８月、JR米沢駅２階に最新の
３Dプリンターなどを活用できる「駅ファブ」を開
設したほか、今秋からは高畠町の廃校を活用した
「熱中小学校プロジェクト」との連携もスタート
（本文参照）。同センターの事業は、内閣府が創設
した戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
の「革新的設計生産技術」に選ばれている。 ライフ・3Dプリンタ創成センター整備による

グローカル・メイカーズ・プラットホーム構想
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シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

ふるかわ・ひでみつ
　1968年、東京生まれ。
1991年埼玉大学理学部
物理学科卒。1996年東
京工業大学大学院理工学
研究科物理学専攻博士課
程修了。北海道大学大学
院理学研究科生命科学専
攻助教授、山形大学大学
院理工学研究科機械システム工学分野准教授などを経て、
2012年から現職。2013年ライフ・３Dプリンタ創成セン
ター長に就任。高分子学会理事。
　M&M若手研究者のための国際シンポジウム（日本機械学
会）優秀講演表彰（2010年）、平成22年度科学計測振興会
賞などを受賞。2013年には、「科学技術への顕著な貢献
2013」（ナイスステップな研究者）にも選定された。

略　歴

米沢駅の「駅ファブ」に集まった
若者たちと

とを包括的にやっていく人材が乏しいというか、苦手な
んですよね。どうしても何かひとつことを掘り下げて、
そこだけで得意になる傾向がある。それで、そういった
人材や技術の融合の場を育てていきたいということも
あって、ライフ・３Dプリンタ創成センターの取り組み
を始めたわけです。
　センターが発足した2013年というのは、折りしも３D
プリンターブームが始まった頃で、前学長の結城章夫先
生からも「人材育成みたいなことをやるんだったらセン
ターを作ってやったらいいんじゃないか」とお力添えい
ただきました。現在、機械系とか材料系とかバイオ系と
か関連するいろんな分野の先生にお集まりいただいて、
県や地元の企業とも連携して、新たなものづくりの拠点
化を進めているところです。

●新技術の面白さと出会えるキッカケ作り
　それと、この10月から小学校の廃校を活用した「熱中
小学校プロジェクト」という取り組みが、県南の高畠町

（山形県東置賜郡）というところで始まるんですけど、
そこの理科室にも３Dプリンターを置いて、参加者に自
由に体験してもらおうと考えています。
　こうした取り組みを通じて何をしたいかというと、突
き詰めれば、新しい技術、その面白さと出会えるキッカ
ケ作りをしたいということなんですね。私は子どものこ
ろ電気少年で、秋葉原に通って電気のことを学んだりコ
ンピュータに詳しくなったりしたんですけど、自分で大
学の教員をしていながら言うのも変ですが、新しい技術
とか化学というのは、興味のある人が自分で率先して主
体的に学んでいくもので、大学の座学で得たものだけで
は殆ど役に立たないんです。
　だとしたら、そういう最新の技術に出会えて、かつそ
れを使いこなせる人からいろんな情報を聞けるような場
を作らなければならない。昔は模型屋さんなんかに行く
と、すごく詳しい店長がいて、マニュアルを読んでも絶
対知りえない情報とか使い方を学べたものですが、今は
マニュアルで動いている人たちばかりで、そういう有益
な知識とか経験、技術を伝える民間の施設がないんで
す。秋葉原でさえそんな魅力はなくなりつつあります。
　だからこそ、３Dプリンターというテクノロジーの周り

にそういう場所を作りたいんです。駅とか廃校利用のプ
ロジェクトに３Dプリンターを置いて、そこに集まってく
る人たちの中から地域とか世代、性別、文化を超えた繋
がりが自然発生的に生まれてくる。いろんな経験を持っ
た人が、私が幼かった頃のようにマニュアルでは分から
ない情報を教えてくれて、新しいテクノロジーが趣味や
遊びとして広がっていく。そういう可能性を期待してい
るわけです。
　お仕着せの知識には新しい発見はありません。自分で
主体的に学んでいく中にこそ真の楽しさや驚きがあるん
だと思います。化学って、本当は楽しくて、心を豊かに
してくれるものなんです。
 【取材日2015.９.29】

「熱中小学校プロジェクト」とは―
　「もう一度７才の目で世界を…」を合言葉に、高畠
町と山形大学、企業などが連携した地方創生プロジェ
クト。1970年代のテレビドラマ「熱中時代」の舞台と
なった時沢小学校（2010年３月廃校）を「大人たちの
学びの場」として開放し、企業経営者や、大学の研究
者など経験豊富な「教諭」が、月２回（隔週土曜日の
午後）、ボランティアで自分の得意分野（経営哲学や最
新技術、体育、道徳まで）を、大人の「生徒」向けに
授業を行う。理科室には最先端の３Dプリンターを設
置し実習できる。
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石坂産業㈱の建設廃棄物リサイクル事業
苦境をバネにリサイクル工場に変身。社会・地域貢献活動でも高い評価

　建設産業廃棄物のリサイクルに取り組む
石坂産業㈱（石坂典子社長／本社＝埼玉県
入間郡三芳町上富緑1589-2）。このところ、
メディア等でその名前を見かけることが多
くなっています。苦境をバネに確立した独
自のリサイクル技術、さらには環境対応、
地元に密着した社会貢献活動でも評価の高
い同社の取り組みを、現地からレポートし
ます。

石坂産業が誇る全天候型独立総合プラント。コンクリートはB棟、木材は
E棟、混合物はC棟、金属類はF棟と、廃棄物の種類ごとにトラックを誘導
（D棟は分別分級プラント、A棟は本社ビル・管理棟）して、分別を効率化。
建屋全体をカバーして徹底した騒音・粉塵対策を施している。

●「燃やさない産廃処理」を追求
　石坂産業の前身・石坂組が設
立されたのは昭和42年（東京都練
馬区から現地に移転したのは昭和
57年。同61年に株式会社に改組、
社名変更）。土砂処理業としてス
タートした同社は、以後、建設系
産業廃棄物の収集運搬から中間処
理へと順調に事業を拡大してきま
したが、メディアの報道に端を発
した所沢市のダイオキシン問題を契機に、リサイクル・
再資源化事業への業態転換を決断。平成14年４月には創
業者・石坂好男氏に代わって長女の石坂典子氏が２代目
社長に就任し（代表取締役は平成25年から）、「女に産廃
処理は難しい」と危ぶむ周囲の声を尻目に、企業改革へ
向けた対策を矢継ぎ早に展開していくこととなります。
　同社の石坂知子専務の話。「リサイクル事業について
は、木材やコンクリートの100％再資源化を行う専用プ
ラントを逐次設置するなど、先代の頃から少しずつ手を
着けていたのですが、本格的に舵を切る転機となったの
はダイオキシン問題でした。当時、弊社では15億円掛け
てダイオキシン対策完備の焼却炉を新設したばかりだっ
たのですが、この問題をきっかけに、新設の炉を解体し
て、跡地に減量化プラントを建設（平成14年）。それま

での焼却縮減から減量化再資源化へと、『燃やさない産
廃処理』を追求していくことになったのです。平成20年
には、一連のプラントのリニューアルも完了し、全天候
型独立総合プラント（上の写真）として事業の中核を
担っています」

●リサイクルの中核「全天候型独立総合プラント」
　全天候型独立総合プラントは、同社が長年にわたって
蓄積したきた独自技術とノウハウの固まりと言える施設
で、関東一円から持ち込まれる廃棄物は、コンクリート、
木材チップ、混合廃棄物、金属類の４種類を中心に、徹
底した分別分級を経て、木材チップやコンクリートの再
生砕石、さらには土砂・残土を再利用した盛土材（後
述）など、付加価値の高い再生品に生まれ変わります。
　ちなみに、廃プラスチックについては、分別困難な混
廃系のみ外部委託でサーマルリサイクルしているほか、
塩ビ管は県内のパイプ
メーカーに出荷してマ
テリアルリサイクル。
また、軟質樹脂の一部

（シートなど）は、火力
を使わず、スクリュー
圧で溶かしてRPFに自
社加工しているとの

コンクリート・リサイクルプラント
（B棟）の内部。ミストを噴霧して
（右上）粉塵の飛散を防止している。

お話を伺った石坂知子
専務。社長以下、女性
経営陣の活躍が際立つ
のが同社の特長だ。
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ことです。
　オリジナルの再生品開発にも積極的で、大学の研究室
や公設試験機関などとの連携により、これまでに、木屑
を使った畜舎の敷材、廃瓦をリサイクルしたインター
ロッキングブロック（いずれもエコマーク認定商品）な
どを開発。「混ぜればごみ、分ければ資源」という基本
を忠実に突き詰めることで、同プラントにおける再資源
化率は平均95%にも達します。
　また、地域環境の保全に配慮（建物の景観調和と集
塵対策）しているのも、このプラントの特色で、特に集
塵対策は「トラックに付着したものも含めて、粉塵は一
切外に出さない」というほどの徹底ぶり。傍ら、国際規
格ISOの取得にも取り組み、平成26年からは、業界初と
なる国際規格７統合マネジメントシステムの運用を開始
して注目を集めています。

●業界初、建設残土の再資源化技術
　同社のリサイクル事業の中でも、とりわけ特徴的なの
が家を解体した後に残る土砂の再資源化です。これは

「再利用できる土砂を埋立に持っていけば資源として生
かせないし、工事のたびに山砂を取ってくるのは資源の
無駄使いだ」（石坂好男氏）という考えから生まれた事
業で、建設廃棄物から土を取り出して山砂の代わりに再
利用するという試みは、土砂処理業からスタートした同
社ならでは、といえます。
　こうして、技術研究の末に生まれたのが、「建設混合
廃棄物に含まれる土砂を再利用した盛土材『NS－10』」。
土砂を分別分級した精選土に、重金属の不溶化剤や固

化剤を添加して造粒・固化したリサイクル品で、山砂と
同等の品質を持ち、崩れにくいことから、道路や堤防の
盛土、埋設管周囲の埋戻し材などに利用されています。
　「建設残土の再資源化は、全国初で弊社だけの取り
組み。『NS－10』は一般財団法人・土木研究センターの
建設技術審査証明を取っています（平成27年５月18日
付）。この技術は弊社しか持っていないため、同業の中
間処理業者から処理を頼まれることも少なくありません」

（石坂専務）。

●地域の人々との共生を願って
　最後に触れておきたいのが、同社の事業を語る上で避
けて通れない社会・地域貢献活動（CSR）。その多彩な
取り組みこそ、同社の独自性を際立たせている大きな要
因といえます。
　主な活動だけでも、会員制クラブ「やまゆり倶楽部」
の創設とコミュニティ誌の発行、プラント周辺の広大な
森林を利用して生物多様性豊かな森を未来の子どもたち
に繋げていこうという「里地里山プロジェクト」、同プロ
ジェクトの一環として昨年誕生した里山アミューズメン
トテーマパーク「三富今昔村」と、枚挙に暇がないほど
ですが、根底に流れ
るのは「地域の人々
との共生」を願う熱
い思い。同社のCSR
活動は、重要な経営
資源となっているの
です。

石坂産業には関東一円から建設廃棄物が集まる。廃棄物を積んだト
ラックは、まず本社ビル対面の総合第一駐車場に入った後、種類別に
各棟へ誘導される。現場分別も進んでいるが、粗選別を必要とする場
合は、専用のレーンで待機した後、手作業での選別に掛けられる。

近々三富今昔村にオープンする「く
ぬぎの森交流プラザ」

▲「NS－10」

▲

 建設技術審査証明。残
土の再資源化では全国
初の認定となる
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「プラスチックってなぁに？」開催
学校では習わないプラスチックだけのイベント

　11月14日は、いい樹脂の日。じゃあ、いい樹脂ってどんなもの？そんな疑問にスッキリ答えてくれるイベント「プラ

スチックってなあに？」（主催＝プラスチックみらい研究会 いい樹脂の日実行委員会／後援＝日本プラスチック工業連

盟、塩ビ工業・環境協会ほか）が、同日11時〜17時まで、東京都大田区のタートルホールで開催されました。学校では

教えてくれないプラスチックの魅力と楽しさに触れて、来場した子どもたちも「樹脂って、いいね」とナットクの様子。

●学生、業界団体のコラボで樹脂のイメージアップ
　イベントを主催した「プラスチックみらい研究会」（西奈緒美
会長）は、メーカー、研究者、ジャーナリストなど、プラスチッ
クに関わる様々な分野の人々が参加して、プラスチックの可能
性を広げる活動に取り組んでいる団体です。昨年から、語呂が
似通う11月14日を「いい樹脂の日」として、プラスチックのイ
メージアップへ向け行動する「いい樹脂の日」プロジェクトを
キックオフ。プラスチックの正しい知識の普及や、誤解の解消
などを目的に、展示会開催や広報活動などを繰り広げています。
　今年の「いい樹脂の日」には、明治大学商学部・高橋昭夫教
授のゼミ生が企画段階から協力して、パネル展示やプラスチッ
クワールドのナビゲーションに大活躍。業界団体・企業とのコ
ラボも充実させ、様々な製品の展示・紹介を行ったほか、造形
作家・当銀美奈子さんが主宰したストローアートのワーク
ショップも、子どもたちにとって絶好の「いい樹脂」体験と
なっていました。

■楽しく柔らかに（西奈緒美さん）

　「いい樹脂の日」も今年で2回目。昨年はプ

ラスチックのプロから専門的な話を聞く会を開

きましたが、今年は、消費者の視点を取り入れ

て、楽しく柔らかなイベントを企画しました。

明治大学の学生さんの力を借りたのも、そんな

狙いから。プラスチック業界の支援もいただき、

消費者に「いい樹脂」の魅力を発信するという

ミッションは達成できたと思います。

会場に一歩足を踏み入れれば、プラスチックワールド。プラスチック
の魅力をわかりやすく解説したナビゲーションや、多彩な製品の展
示、そしてストローアートのワークショップも人気を集めました。

11月14日は
「いい樹脂の日」
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プラスチック造形作家・当銀美奈子さんはプラスチックカフェをオープン。鳥などの簡単な
ストローアートの制作方法を伝授するワークショップが子どもたちに大人気で、お父さんお
母さんも、楽しそうにハサミを操ってストローアートづくりに挑戦していました。
「ストローアートを作ったのは初めて。細かいところが難しかったけど、とても楽しかったで
す」（参加した女の子）

ニール伯爵（PVC） ポリス王子（PS）

ビレン少佐（PP）

リエ姫（PE）
テレフ殿下（PET）

イベントの告知ポスター（部分）。PRキャラクターは、５種類の樹脂を擬人化したプラレンジャー５人衆（当銀さんがデザインしたストローアート）。

プラスチック誕生から廃棄まで、明治大学商学部の学生が、パネルや大型プロジェクターを使って分か
りやすく解説。｢イベントの運営と集客プロモーションを学ぶために参加したんですけど、解説していて、
自分でもプラスチックそのものの面白さに気づきました｣（学生）

明治大学のゼミで講座を
持っているプラスチックみ
らい研究会の戸上宗久さん。
「消費者コミュニケーション
とマーケティングの実践の
場になると思って、高橋教
授と相談して、学生に協力
してもらいました」

紙パウダーとプラスチックで作った食器の展示、販売
を行った㈲三幸電機製作所

PVC Design Awardの入賞作品などで、塩ビの新しい
世界を紹介した塩ビ工業・環境協会

(一社)日本プラスチック食品容器工業会は、真空成形機
で食品トレイ作りを実演

当銀さん制作の
ストローアートや
PETフラワー

プラレンジャーVTRを
モニターで放映

イベントに協力した
明治大学商学部の学生の皆さん

事前募集した「いい樹脂の
日」カルタの人気投票も

イベント会場の風景11.14いい樹脂の日
2015
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JPEC・APVN・GVC合同セミナー開く
塩ビをめぐる海外の動向－米欧亜などの塩ビ関係者9人が最新情報
を報告

　北米、ヨーロッパ、中国、アセアン地域などにおける塩ビ関連動向
をテーマにしたJPEC･APVN･GVCの３団体合同セミナーが、10月27 
日の午後１時から、東京都中央区のトラストシティ カンファレンス・
京橋で開催され、９人の講演者が各地域の最新情報を報告しました。

●リサイクル・環境対応などで注目の報告
　セミナーは、10月27日〜28日にかけて、APVN（Asia 
Pacific Vinyl Network）総会とGVC（Global Vinyl Council）
のマネージメント会議が東京で開催されたのに合わせ
て企画されたもので、９人の講師がそれぞれの地域・
国における塩ビ市場や新製品開発の動向、関連規制

（REACH、RoHS、米国内規制など）の状況と影響、可塑
剤・安定剤等の動向、さらにはリサイクル・環境対応やイ
メージアップ戦略などについて、最新の情報を提供。
　好景気を背景にパイプや窓枠などの需要拡大が続く中
で、リサイクルのチャネル作りに取り組むインド、生産過
剰傾向で輸出に力を入れる一方、政府の環境政策により
生産技術の改良が迫られている中国、欧州では2025年ま
でにリサイクル可能な廃棄物の埋立禁止が決定している
中、VinylPlusプロジェクトに沿って５つのチャレンジ

（ループリサイクリングの推進など）に取り組む。持続可
能な塩ビをめざして健康安全、炭素の排出削減などに取
り組むVI（米国塩ビ協会）などの報告に関心が集まり、
活発な質疑応答が交わされました。

講演会のプログラムと報告者
❶アセアン地域
・ 持続可能なPVCに向けたアセアン協同の取り組み
ナムサック・チューンハユサ氏（アセアン・塩ビ協会事務
局長）

・インドネシア最新報告2015
ガンディ・クワンディ氏（PTアサヒマス·ケミカル部長）
❷インド
・インドのPVC市場はなぜ無限なのか
アルナ・クマリ氏（リライアンス・インダストリーズ上級
部長）
❸台湾
・台湾最新報告2015/11/23
クラーク・チャン氏（台湾プラスチック副部門長）
❹中国
・中国のPVC市場概観とZHENGBANGの対応
キャシー・ワン氏（ZhengbangTechnology・プロジェクト
総括責任者）
❺オーストラリア
・オーストラリア最新報告
ソフィ・マクミラン氏（オーストラリア塩ビ協会専務理事）
❻ヨーロッパ
・ヨーロッパの塩ビ産業
ブリジット・デロ氏（欧州塩ビ製造者協会専務理事）
❼北米
・塩ビのサステナビリティ2015
リチャード・ドイル氏（米国塩ビ協会専務理事）
・Vinyl Is Beautiful everyday, everywhere
　エイニア・カラン（カナダプラスチック工業協会事務局長）

N・チューンハユサ氏

クラーク・チャン氏

ブリジット・デロ氏

ガンディ・クワンディ氏

キャシー・ワン氏

リチャード・ドイル氏

アルナ・クマリ氏

ソフィ・マクミラン氏

エイニア・カラン氏

上の写真左はVECの関専務理事（司会）と、歓迎の言葉を述べたJPECの鈴木運営委員長

講演会レポート 
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衣服感覚のアシスト・ウェア？
信州大・橋本研究室が挑む
　　　��「バイオとロボットの融合」

　本号「さきがけびとにきく」（４頁）でもご紹介したプラスチックゲル。ここにもうひとつ、塩ビゲル
を素材にした注目すべき研究が進んでいます。信州大学繊維学部（長野県上田市）の橋本稔教授（機
械・ロボット学系バイオエンジニアリング課程、工学博士）が取り組む人工筋肉の開発。電気で収縮す
る塩ビゲルの性質を利用して、人と一体化したインテリジェント・ウェアなどに応用しようという斬新
な試みは、まさしくバイオとロボットの融合そのもの。研究の現状を、橋本教授にうかがいました。

●医療福祉分野への応用
　ステンレス製のメッシュとシート（箔）の間に塩ビの
ゲルを挟んだ円形のプレート（上の写真）。これがPVC
ゲル人工筋肉の単位構造（一層）で、厚さはわずか
600 µm（0.6 ㎜）。そのメッシュ側に⊕電極、シートに⊖
電極を繋いで電圧を加えると、一瞬にして全体の厚みが
収縮し、止めると元に戻る。そのスムースな動きは、脈
打つ心臓を思わせます。
　PVCゲル人工筋肉は、単位構造を40層、50層と積層す
るほど収縮が大きくなり、またその面積を広くするほど
力が大きくなり、アクチュエータ（駆動装置）としての

能力を発揮します。
　「積層型の人工
筋肉をセンサーと
連動させることで、
医療福祉分野など
様々な機器への応
用が 可 能になる。

我々は既に医療用
小型ブレーキの開
発に成功しており、
現在は５年間のプ
ロジェクトで人の歩
行を補助するアシ
ストスパッツの開発に取り組んでいる。このほかリンパ
浮腫ケア用のマッサージ器、内視鏡手術用のロボットな
どへの応用も検討しており、その有用性は非常に大き
い」（橋本教授）

●軽量、省電力、静音で人体への負担軽減
　PVCゲル人工筋肉の最大の特長は、軽くて消費電力
が少なく、音が静かなこと。歩行を補助する先端技術と
してはモーターを使った装着型のウェアラブルロボット
の開発が知られますが、PVCゲル人工筋肉のアシストス
パッツは、モーターより遥かに軽量で、消費電力は数
mW〜数W程度と省エネ効果もバツグン。不快なモー

積層型人工筋肉を用いたアクチュエー
タの実験装置

PVCゲル人工筋肉の積層構造

開発が進むアシストスパッツ

▲人工筋肉（一層）

橋本教授（左から２人目）と研究室の皆さん

2010年に開発された
小型ブレーキ

驚異の新素材、PVCゲル人工筋肉の可能性
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ター音もなく、人体への負
担を大幅に低減することが
できます。
　橋本教授の研究室では、
モーター型ウェアラブルロ
ボットタイプの研究にも取

り組んでいますが、人工筋肉のアシストスパッツはその
進化型と位置づけられており、最終的には「衣服感覚で
着られるタイプ」の開発を目指しています。
　「現在のモデルは積層型をベースにしているので、ま
だ大きすぎる。装着すると、体の上にもうひとつ筋肉を
付けたるような感じになってしまう。これをシート状の
構造にして伸縮するタイプを開発するのがプロジェクト
の目標。幸い信州大学の繊維学部は衣服、織物などの技
術研究が非常に盛んなので、そういう研究とも連携し
て、軽くて薄い、伸縮性の高い繊維のような人工筋肉を
開発したい。言わば塩ビで出来た衣服のような感覚で、
これが完成すれば、人の動きと一体化した従来にない画
期的なインテリジェント・ウェアになると思う」

●さらなる低電圧化で安全性を確保
　ところで、電圧を掛けるとなぜ塩ビのゲルが収縮する
のか、そのメカニズムはまだ完全には解明されていませ
ん。現象の説明としては、プラス電荷を帯びたメッシュ
側にゲルが引き寄せられ、メッシュの隙間に入り込んで
変形するのではないかと考えられていますが、橋本教授
は「ゲルの素材として塩ビ以外の樹脂についても試して
みたが、塩ビ以外でこういう現象はまだ発見されてい
ない。電気陰性（Cl－）の大きい塩ビの特性、さらには

可塑剤も影響している可能性がある」として、このメカ
ニズムの解明を今後の課題に挙げています。
　また、低電圧化の向上も課題のひとつ。「これまでも
ゲルを薄くする、電極形状を改良するなど、いろいろ低
電圧化に取り組んできたが、アクチュエータとして十分
な機能を得るには、まだ300ボルト程度の電圧が必要。
電流はほとんど流れないので実際の危険性はないが、
万一電源が壊れて過電流になったりしないよう、本質的
な安全を確保しなければならない。人の体に使う以上、
機器としての安全性の追求は最も大切な問題だし、低電
圧化が向上すれば回路もさらにシンプルにできるので、
全体の軽量化にもつながることが期待できる」

●国内外で高まる注目
　PVCゲル人工筋肉への注目は、国内外で高まりつつあ
ります。人工筋肉の研究は海外でも行われていますが、
ヨーロッパは電界により歪みを起こさせる誘電エラスト
マー（ゴム状弾性を有する樹脂）を使った研究が主体で、
塩ビのゲルを使った人工筋肉は橋本教授の取り組みが唯
一の事例。誘電エラストマーの場合、塩ビゲルとは桁違
いの高電圧（数千ボルト）が必要となります。
　「500万回以上もの収縮にも耐える」というPVCゲル
人工筋肉。耐久性
も極めて高く、将
来的には人工心臓
への応用など、そ
の可能性はますま
す広がっていきそ
うです。

PVCゲル人工筋肉を作製する様子を見せてもらいました。（左から）シャーレからゲルを取り出し、ステンレスの箔に乗せて、電極のついた
メッシュをかぶせて出来上がり。研究所の手作りのゲルは、厚さわずか0.2mm。橋本教授は「可塑剤についても独自に研究しているが、よ
り良い特性のものがないか専門家のアドバイスがほしい」と、塩ビ・可塑剤メーカーの協力を期待しています。

健康な生活を支援する

リンパ浮腫ケア用マッサージ
器への応用
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広 報 だ よ り

広報だより

●「2015さいたま水道展」で塩ビ管の耐震性、耐久性をPR （塩化ビニル管・継手協会）
　塩化ビニル管・継手協会は、10月21日〜22日まで、さいたま
スーパーアリーナで開催された「2015さいたま水道展」【主
催：(一社)日本水道工業団体連合会、後援：(公社)日本水道協会、
さいたま市他】に出展。離脱防止金具付きRRロング管の展示に
より塩ビ管の優れた耐震性をPRしたほか、今年掘り上げたばか
りの32年間使用のRR配水管と41年間使用のRR配水管なども展
示して、耐久性でも十分信頼に応えられる製品であることをア
ピールしました。
　協会の担当者は「来場された方と話をすると、耐震性だけでな
く、平常時にどれだけ使用できるかという耐久性に高い関心をもたれている。我々は50年と説明している
が、40年、50年と使ったパイプを掘り出して実物を見ていただけば、一目瞭然であることが分かってもら
える。古い塩ビ管を使用されている自治体も多く、今後の調査データを知らせてほしいという人も多い」と
話していました。

● PVC nextが「関西e-mon（ええもん）展」に出展
　PVC next（大阪の塩ビ加工業界若手が組織するアクション・グ
ループ） は９月15、16の両日、大阪マーチャンダイズ・マート

（OMM）で開催された関西e-mon（ええもん）展に出展しました。
　e-mon展は、「大阪ギフト・ショー」の会場内に設けられた特別企
画コーナーで、関西で作られたデザイン性の高いインテリア雑貨や服
飾雑貨、新しい発想や技術を生かした商品などを展示・販売する商談
会。出展できるのは、地元で生産・販売されているか主催者（㈱ビジ

ネスガイド社）の審査を受けたものに限られ、PVC nextの出展も主催者の許可を
得て実現したものです。
　PVC nextは、展示ブースと販売コーナー２つに出展し、展示ブースでは、過
去に「PVC Design Award」で受賞した作品（TETRA、水槽バッグなど）や上
田安子服飾専門学校とコラボした作品などを出展。
　また、販売コーナーではPC CELL（パソコンケース）や、今回のために製作し
たコミックイラストを印刷した「ぴたっとハンガー」と「ポーチ」なども販売しま
した。

塩化ビニル管・継手協会のブース

離脱防止金具付きRRロング管 32年間使用のRR配水管 41年間使用のRR配水管
外観は新品と見間違えるほど
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●「子どもとためす環境まつり」 に７年連続で参加（VEC）

　中央区環境保全ネットワークと東京都中央区が共催する「2015年 子どもとためす環境まつり」（環境省
関東地方環境事務所、東京都環境局ほか協賛）が10月31日、中央区立明石小学校で開催され、塩ビ工業・
環境協会（VEC）が７年連続で出展しました。 
　「子どもとためす環境まつり」は、次世代へ向けた体験学習型を柱に活動している同ネットワークが「子
どもたちや地域の人々に環境問題についてより理解を深めてもらおう」と区内の小学校を会場に巡回開催し

ているもので、今年で12回目。その活動が評価され、平成27年度の３R推進功
労者等表彰では「３R推進協議会会長賞」を受賞しています。
　今回VECのブースでは、フライングディスクの形状にカットした集光フィル
ムに自由にイラストを描いて、自分だけのオリジナル・フライングディスク作
りに挑戦するミニ・ワークショップを開催。参加した子どもたちは、好みの色
のシートを選んだり、夢中になってイラストを描いたり。完成したディスクの
出来栄えに「面白かった。色がキレイ。柔らかい」と満足気な子どもたちもい
て、楽しみながら軟質塩ビの面白さに理解を深めている様子でした。
　このほか、展示品の食品サンプルや塩ビ消しゴムなども人気を集めましたが、
一緒に参加したお父さん、お母さんの中には、樹脂窓の説明に興味を示す人も
多く、環境意識の高さを感じさせました。

●名古屋プラスチック工業展で「PVC Design Award 特別企画展示」
　中部地区最大規模のプラスチック産業展示会「名古屋プラス
チック工業展2015」（主催：中部プラスチックス連合会、中部日
本プラスチック製品工業協会、日刊工業新聞、後援：経済産業省
ほか）が、10月７日〜10日まで、愛知県名古屋市の「ポートメッ
セなごや」で開催され、特別企画として「PVC Design Award」
のこれまでの受賞作品が展示されました。
　主催者側からの招待を受けて開かれたもので、過去４回のア
ワードで受賞した様々な作品（2013年準大賞の「エアキン」や 
2012年大賞の「PUSHION」、上田安子服飾専門学校とコラボしたPVCnextの入賞作品など）を集めた会
場には、おおぜいの来場者が訪れて軟質PVCの新たな可能性を実感。ノベルティで配布した2011年の準大
賞作品サクラも人気で、断面が光る集光性が来場者の興味を誘っていました。

ブースに来場した矢田区長
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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

[po lyv iny l  ch lor ide]news

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
PVC Design Award 2015は、「安心・安全・快適」というテーマから防災と安全関連の作品が多くなり、受賞も大賞２作品と優秀賞３作品

の上位５作品、および入賞から７作品と計12作品が防災・安全関連でした。これらは、目的が水の安心から、食の安全、子供の安全、建物の安全、
水害時の安心を提供するものなど幅広く、12作品中10作品が全て異なる分野のもので、安心や安全について様々な用途に展開できるという塩ビ
の大きな特徴が示されたアワードとなりました。塩ビ最前線では人工筋肉用途で研究が進んでいるPVCゲルを紹介しています。医療福祉分野な
ど様々な機器への応用が可能になれば新たに安心・安全な用途が広がることになり、開発が待たれる分野であります。 （小坂田史雄）
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主な事業
　協議会は、自主規格の作成・整備、確認証明書の交付、衛生関連情報の会員への普及などを図っています。
● JHP規格の整備および拡充 ● 関係官庁、関連団体との連絡協調
● 当該原材料および製品の適正使用の推進 ● 海外関連機関との連絡
● 内外の食品衛生関連法規の調査・研究 ● 会員相互の情報交換
● 食品包装材料および関連材料の衛生に関する調査・研究

歴　史

塩ビ食品衛生協議会
（Japan Hygienic PVC Association）

〒104ｰ0033　東京都中央区新川１ー４ １ー（住友不動産六甲ビル６F）
TEL：03（5541）6901　　FAX：03（5543）6902
E-mail：info@jhpa.jp　　URL：http://www.jhpa.jp

　昭和40（1965）年頃から、塩ビによる食品用器具・容器包装の製造、使用が広がりました。
　昭和42（1967）年6月、原材料から製品に至る幅広い分野の企業は、「塩ビ食品衛生協議会」を設立し、
厚生省（当時）と協同し自主規格（ポジティブリスト）と確認証明制度を創設しました（現在180会員）。
　協議会は、食品衛生法の観点から、塩化ビニル樹脂、添加剤等に係る製品の安全衛生を確保し、適切
なる使用の推進と普及を図ることにより、国民衛生に寄与しています。

確認証明書の様式自主規格適合を示す
JHPマーク

日本でプラスチックに初めて
作成されたポジティブリスト


