
PV
C

 N
E

W
S

塩
化
ビ
ニ
ル
環
境
対
策
協
議
会

Jap
an PV

C
 E

nvironm
entaI A

ffairs C
ouncil

お
問
い
合
わ
せ
先

TEL

FAX

東
京
都
中
央
区
新
川 

1
|

4
|

1（
住
友
六
甲
ビ
ル
8
F
）

　

 

0
3（
3
2
9
7
）5
6
0
1

　

  

0
3（
3
2
9
7
）5
7
8
3

〒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 2015」の東京、名古屋、大阪会場での説明会の模様です。今年は、特に主催団体とクリエイター・

デザイナーの方々との早期のコラボによる作品の提案・募集に焦点を当てて実施しました。「さきがけびとにきく」は、日本で最初に塩ビ製のビニール
傘を考案・販売されているホワイトローズ㈱の須藤宰社長です。オリンピックに向けた東京の傘をアピールされるとのことで、どんな傘ができるか楽
しみです。「リサイクルの現場から」は大阪で塩ビのみを扱われている光洋ビニールさんです。60年の老舗で多彩な高度の加工技術により顧客のニーズ
に応えておられます。インフォーメーション１は、鈴木淳史さんの2013年のアワード入賞作品「花びらピクニックシート」を用いて被災地を元気づけ
るプロジェクトの紹介です。このような使われ方がされると嬉しいです。インフォメーション２では、言葉だけ聞くと不思議な「土のうプロジェクト」
です。土のうに関連するユニークな作品展示会で百聞は一見に如かず的なプロジェクトでした。防災関連では、雨水浸透ますを環境最前線で紹介して
います。広報だよりで紹介しているNPO法人・元気ネットは、東京大会をごみゼロの大会実現に向け活動されています。ロンドン大会では塩ビがリサ
イクル性能からごみ削減に大きく貢献しました。建築関連資材として有用な塩ビが東京大会でも多く利用されることを期待しています。 （小坂田史雄）
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広報だより� 15
・『みんなで創るオリンピック・パラリンピック』「出版記念交流会」 
　開く（元気ネット）

トップニュース� 2
「PVC Design Award 2015」デザイナー向けセミナー

名古屋、東京、大阪で連続開催

リサイクルの現場から� 7
創業60年、光洋ビニールの塩ビリサイクル事業
塩ビの工場スクラップを回収、多彩な技術でシート・マット等にリサイクル

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく� 4
高級ビニール傘に見る「人とつながるモノづくり」
「 傘というのは風と雨と雪から人間を守るための道具。 

でも、実はお客様とのコミュニケーションツールでもあると認識しているんです」
ホワイトローズ㈱ 代表取締役 社長　
宮内庁御用ビニール傘 十代目創作職人　須藤 宰 氏

講演会レポート� 12
JPEC研修会、今年も東京・大阪で好評開催
塩ビの最新情報、高周波技術の応用、欧州の化学物質規制状況などを紹介

インフォメーション　1� 9
お花見の風景を変えた「花びらピクニックシート」
塩ビデザイン・アワード入賞作品を商品化。被災地支援にもひと役

インフォメーション　2� 11
ユニーク展示会！
「土のうプロジェクト」の面白さと先進性

塩ビ最前線�� 13
雨水を大地に！プラスチック製｢雨水浸透ます｣の効用
宅地でできる「身近な環境保全と浸水被害対策」
簡単施工で蘇る、自然な水のリサイクル
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れる事例も増えてきました。
　 デ ザイナー ・クリエイ
ターを対象としたセミナー
は、できるだけ多くの作品を
応募してもらうため、第３回
目のアワードから実施してい
るものですが、今回は、主
催団体関係者らとの直接対
話 や 相 談、様 々なソフト
PVC製品の実見などにより、
早期にコラボの機会を作っ
てもらおうという狙いから、
従来より１月ほど早い４月の
開催となりました。

トップニュース

　ソフトPVC（軟質塩ビ）のフレッシュなデザイン発掘をめざし
て、関係業界が一丸で取り組む公募イベント「PVC Design 
Award」の季節が、今年もやってきました。主催団体では、５回
目となる「PVC Design Award 2015」のスタートを前に、デザイ
ナー ・クリエイターを対象としたセミナーを、名古屋（４月22日
／国際デザインセンター）、大阪（４月23日／メビック扇町）、東京

（４月27日／VEC住友六甲ビル２F）の３都市で連続開催。情報提
供と交流のひとときを設けて、積極的な応募を呼びかけました。

「PVC Design Award 2015」
デザイナー向けセミナー
名古屋、東京、大阪で連続開催

「PVC Design Award 2015」
のテーマは「安心・安全・
快適」。既にデザイン提案の
募集が５月７日にスタートし
ました（製品応募は７月１日
～９月25日）。

●主催団体関係者とデザイナーが直接対話
　 PVC Design Awardは、塩ビ関連業界６団体（東日
本・中日本・西日本各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）が主催する軟質塩ビのデザインコンテス
ト。毎年決められたテーマに沿い、ソフトPVCならでは
の素材特性（耐久性、加工性、透明性や着色性）を活
かした清新な作品を募集しています。
　募集はデザイン提案と製品応募の２部門からなり、そ
れぞれ一次審査を経て、デザイン提案から選ばれた作品
については加工メーカーとのコラボレーションにより製
品に仕上げ、製品応募で選ばれた作品とともに最終審査
が行われます。今号でご紹介した「花びらピクニック
シート」（９頁）のように、最近では受賞作品が商品化さ

大阪会場名古屋会場
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●説明会＋交流会の２部構成
　セミナーの開催時間は、デザイナーが参加しやすくな
るよう夕方６時から８時に開催（デザイナーの参加者数
は３会場合わせて約50名）。会場には、塩ビへの知見を
深めてもらうため、これまでのアワードの受賞作品と、
素材メーカーや商業会から提供された100種以上のソフ
トPVCが展示されました。
　プログラムは２部構成で、第１部ではアワード事務局
の関係者や主催団体の関係者が、塩ビの特性や加工方
法、アワードの実施概要などについて説明を行ったほ
か、質疑応答の時間も設けられました。
　続く第２部ではデザイナーと主催団体との交流会が行
われ、参加者はソフトPVCの見本を実際に手に取った
り、サンプルをカットしたり、主催者と懇談するなどし
て、素材や加工方法への理解を深めました。

●３会場とも実りの多いセミナーに
　セミナーを準備したアワード事務局の関係者は、出席

したデザイナーの反応、「PVC Design Award 2015」へ
の期待などについて、次のように語っています。
　「いずれの会場でも、デザイナーの方々から素材につ
いての質問を多く受けたほか、加工や試作の相談などで
も、参加した加工メーカーの関係者らに熱心に質問して
いるデザイナーの姿が見受けられました。中には、実際
のデザインアイデアを持参して、主催団体である素材
メーカーや加工メーカー、商業会のメンバーとコラボ
レーションの可能性などを相談する方もあり、たいへん
意欲的な姿勢を感じることができました。３会場とも、
実りの多いセミナーになったと思います」
　「PVC Design Award 2015」のテーマは『安心・安
全・快適』。今回のセミナーにより早期のコラボが実現
して、人々の生活を守り快適にする、あっと驚くような
新しいデザインが数多く提案されることを期待したいも
のです。

第１部では、主催団体関係者らが塩ビの特性やアワードの概要を説明（左　東京会場、右　名古屋会場）

▲ 手にとって塩ビを実感
（大阪会場）

▲

 東京会場の交流会も盛
況でした

３会場とも過去のアワード受賞作を展示（写真は東京会場）
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進化し続ける究極のビニール傘
　先代の須藤三男氏がビニー
ル傘の原型を完成したのは昭
和30年代の初め。以来60年、

「透明で完全防水」を誇る同
社のビニール傘は、低価格輸
入傘の攻勢など、幾たびもの
試練にさらされながらも、着
実に進化し続けてきました。
　昭和50年代半ばには、某都議会議員の依頼で選挙用
の雨傘を試作したことから、グラスファイバーの骨、逆
支弁構造（傘が裏返るのを防ぐ抜け穴）などを備えた、
高級化路線の第一弾「カテール」が誕生（写真）。現在
では、その発展型となる「シンカテール」、皇后陛下もご
使用の女性向け「縁結（えんゆう）」、大型の墓前読経用

「TERRA BOZEN（テラ・ボゼン）」、アウトドア用の「カ
テール・ピッコロ」と多彩なアイテムがズラリ。先頃来
日した英国ウイリアム王子が同社の傘を使われたことも
話題になりました。

シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

●老舗雨具商が成し遂げた「雨傘革命」
　うちは今年で創業294年になります。甲斐武田家の血
筋だった武田勝政が、長五郎と名を改めて浅草に「武田
長五郎商店」を開いたのが享保６年（1721年）。これが
始まりで、当初は刻み煙草を商っていたんですが、二代
目長五郎という人がなかなかアイデアマンだったらしく
て、煙草を包む油紙で雨合羽を作って売り出したら、軽
くて携帯性があるというので、参勤交代の供侍の間で大
流行した。それから各藩との取り引きが広がって、四代
目の時から完全に雨具商に転向したんです。
　浅草合羽橋の、いま道具街になっているあたりは、江
戸時代は運河が通ってましてね。菊屋橋という橋が架
かっていて、天気のいい日には、その欄干に合羽を並べ
て塗ったばかりの油を乾かしていたそうです。それが地
名の由来になったとも言われています。
　そんなことで、江戸から明治維新、日清・日露戦争を
経て関東大震災、太平洋戦争と、激動の時代を雨具商と
して潜り抜けてきたわけですが、昭和28年に９代目の父

（須藤三男氏。現会長）がホワイトローズを設立し、世

「傘というのは
  風と雨と雪から人間を守るための道具。
  でも、実はお客様との
  コミュニケーションツールでもあると
  認識しているんです」

高級ビニール傘に見る
「人とつながるモノづくり」
高級ビニール傘に見る
「人とつながるモノづくり」

ホワイトローズ㈱ 代表取締役 社長
宮内庁御用ビニール傘 十代目創作職人
ホワイトローズ㈱ 代表取締役 社長
宮内庁御用ビニール傘 十代目創作職人 須 藤  宰 氏

つかさす  ど う

「カテール」

界初の透明ビニール傘を開発したことで、新たな歴史が
始まることになりました。
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●お客さまを見捨てない傘
　いま国内でビニール傘を作って販売しているのはうち
だけです。危うく500円の輸入傘ばかりになってしまうと
ころだったのを、辛うじて孤塁を守っている状態ですけ
ど、何より拘っているのは、うちの傘だけは途中でお客
さまを見捨てたりは絶対にしない、500円傘のようにノシ
イカみたいになって捨てるしかない、なんてことには絶
対にならない、ということです。
　もちろん、何かの拍子で壊れることもあるかもしれま
せんが、それでも傘の形状はきちっと保ち続けるし、何
度でも修理して使っていただける、というのがホワイト
ローズの商品の身上なんです。ですから、新しい商品を
開発するのにも、１年も２年も掛けて悩みながら作って
いくわけです。出来上がったものを見れば簡単そうです
けど、フィルムを裁断して、高周波ウェルダーで一本ず
つ手作業で溶着（はぎあわせ）していくので、そもそも
大量生産できるような商品ではないんです。
　ただ、そういうことはデパートの傘売り場にぶら下げ

台東区、足立区、墨田区、葛飾区
が共同で取り組むTASKプロジェク
ト（４区内の企業、デザイナーを対
象に様々な製品の工場見学バスツ
アーなど実施して、ビジネスマッチ
ングを促進する活動）も、ホワイト
ローズのものづくりに注目。写真
は、去年の11月に行われたツアー
で、参加者を前にビニール傘の話
をする須藤社長。

ているだけでは伝わらないんですね。所詮はビニール傘
としか思われないし、なんでこんな値段（５千円～
１万２千円）なんだという話になってしまう。それで最
近は、うちのような商品にふさわしい販売はどうあるべ
きなのか、ということをずっと考えています。

●客と作り手の気持ちが繋がる
　取扱店を増やして、もっとたくさん売ったらいいん
じゃないかといったアドバイスをいただくことも多いん
ですが、私はむしろ、従来の定石的営業は念頭から外そ
うと思っています。拡大路線ではなく、販路も絞り込ん
で、買いにくい状況を作る。ひと言で言えば希少性を高
めるということですね。
　それに、お客様にとっても、探さないと見つからな
い、欲しいものにやっとたどり着くというほうが心地い
いみたいなんです。この快感を突き詰めていくと、こん
なふうにしてこの傘を手に入れたんだよ、この傘にはこ
んなストーリーがあって、こんな人が作ってるんだとい
うようなことを人に語りたくなる。それは、お客様と
我々作り手が気持ち的に直接つながることを意味しま
す。そんな形の販売方法を見つけたいと考えているわけ
です。

●モノをめぐるストーリーの重要さ
　最近うちの傘は祝儀の引き出物に使われたり、子ども
が母親にプレゼントしたりすることが多くて、あるお母

平 成25年 度 第８回
TASKものづくり大賞
優 秀 賞を受 賞した

「カテール・ピッコロ」
は、トレッキングやハ
イキングなどアウトド
ア向けに企画された
オシャレな最新アイテ
ム。軽量コンパクトサ
イズで携帯性バツグ
ンです。

淑女の気品を極立たせる
「縁結（えんゆう）」
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シリーズインタビュー／さきがけびとにきく

すどう・つかさ
　1955年、東京浅草生まれ。1983年、ホワイトローズ㈱入
社。1989年から現職。老舗雨具商の十代目として、また国産
ビニール傘のパイオニアとしてチャレンジングな活動を続け、
メディアの注目も高い。
塩ビ業界主催の PVC 
Design Award 2013 
では、新感覚のビニー
ル傘「雨宿り」（写真）
が入賞作品に選ばれた。
東京都洋傘ショール商
工協同組合 副理事長、
(公社)浅草法人会 総務委
員長。

略　歴

さんから「私のことを気遣ってくれているのがわかって
うれしかった」という電話をいただいたこともあります。
つまり、贈る人、贈られた人、そして作った人それぞの
ストーリーがあるわけで、そういう物語が重要なんだと
思います。そういう物語があれば、大切に修理して最後
まで使いたくなるはずなんです。
　私は、傘というのは風と雨と雪から人間を守るための
道具だと思って作っているんですけど、実はお客様との
コミュニケーションツールでもあると認識しているんで
す。本来、ものを作る人と使う人の間には、そういう直
接的なコミュニケーションがあったはずで、村の鍛冶屋
さんはお百姓との話し合いの中でより性能の良い農具を
作っていったわけです。いまは両者の間にたくさんの障
害が介在して、価格設定も含めて消費者とは全然関係な
いところで物事が決まってしまいます。でも、うちの商
品はたくさんの消費者と直接関わり合わなければならな
い商品なんです。その関わりをもっと濃くすれば、商品
の価値はより高まると思います。
　そのためのひとつの案として、５人から10人ぐらいの
お客様に集まっていただいてビニール傘のセミナーをや
りたいと考えています。傘の歴史やビニール傘の話、
我々のような中小企業が国内でものづくりに取り組む意
味とかをテーマに、１時間程度のセミナーを想定してい
るんですが、原則として販売はせずに、新しい商品を手
に取ってもらったり、買っていただいた傘を無料でお直
ししたりして、うちの商品は使い捨ての消耗品ではない
ということを実感してもらえればと思います。

●2020年、東京オリンピック開催に向けて
　話は違いますが、2020年の東京オリンピック開催が決
まって、これから外国の観光客もどんどん増えてきます
よね。これは傘業界にとっても大きなチャンスなんです。
私はいま東京都洋傘ショール商工協同組合の副理事長を
仰せつかっていて、都の助成を受けながら、オリンピッ
クに向けて東京の傘をアピールする活動を進めていま
す。テーマは、①伝統工芸品の指定獲得、②組合員50
社それぞれの自社ブランド（東京アンブレラ）の確立、
③日本人独特の傘文化の伝達、の３つ。①については、
ビニール傘は伝統工芸品の指定基準である100年に満た
ないので対象外ですが、ものづくりをしている人の地位
を高めて次代を担う傘職人を育成するのが狙いです。②
は、東京に来たらこういう傘をさしてほしいということ
を各社が世界に示すことで、借り物ではない自社のブラ
ンドを作り上げようということ。これからの傘屋は、自
社ブランドなしに生き残れることはできません。
　③は、日本人の生活と傘の係わり合いを紹介するのが
狙いです。日本では雨が降るとみんな一斉に傘をさすと
いうので、向こうの人はとてもビックリするらしいんで
すね。つまり、彼らにとっては、自分の理解を超えたフ
シギなニッポンこそ面白いので、合理的なニッポンなん
てあまり価値がないんです。いずれにせよ、オリンピッ
ク開催まで５年間の活動次第で、2021年以降の業界の行
き先が決まると思います。 【取材日2015.４.10】
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●たゆまざる技術研鑽の成果
　光洋ビニールの創業は昭和33
年。金沢専務の祖父・金沢清志
氏が塩ビのスクラップを集める会
社を起業したのがはじまりで、以
来57年にわたり塩ビの加工・リ
サイクル製品の取り扱いひと筋に
事業を展開してきました。金沢
専務によれば「大阪にはプラスチックの加工をやってい
る会社はたくさんありますが、塩ビだけを扱っているの
は珍しく同業社の数も減ってきている」とのことです。
　同社の主な事業内容は、大阪近郊の塩ビ製品メーカー
から出る工場端材を引き取り、リサイクルシートやリサ
イクルマットに再生加工する、ということになりますが、
注目すべきはその多彩な加工技術。バリエーション豊か
な凹凸柄の押し模様を入れるエンボス加工、不織布や綿
布と貼り合わせたりするラミネート加工、タガネ（型）
を使って様々なサイズ、デザインを形にする打ち抜き加
工、さらにはロール状のシートなどを指定のサイズに正
確にカット（輪切り）するスリッター加工といった高度
な技術の蓄積が、競合他社が多かった大阪市で半世紀
以上に及ぶ事業継続を可能にした最大要因といえます。
　「指定した厚さのマットがほしいとか、塩ビと綿布を

創業60年、光洋ビニールの塩ビリサイクル事業
塩ビの工場スクラップを回収、多彩な技術でシート・マット等にリサイクル

リサイクルの現場から

　今回訪れたリサイクルの現場は、プラスチックリサイクルのメッカ・大阪でおよ
そ60年にわたって塩ビの再生加工に取り組む光洋ビニール（金沢辰男社長／大阪
市生野区小路東４丁目３番22号、☎ 06−6754−4690）。塩ビのスクラップに新た
な命を吹き込む独自技術の多彩さ、そして顧客のニーズに徹底して応えようとす
る経営姿勢が印象的です。同社の金沢泰勲専務にお話をうかがいました。

若き後継者、金沢専務

ラミネートしたい、塩ビ製品にエンボス加工をしたい、
あるいはコストダウンをしたい、自分で上手く加工でき
ないので信頼できる業者に頼みたいなど、お客様のニー
ズは多種多様。当社では、そうしたニーズに対応するた
め怠らず誠実に技術を磨いてきました。当社の製品は大
阪府の認定を受けたエコ商品であり、そうした環境性能
もお客様の信用に繋がっていると思います」

●１次加工から４次加工まで
　同社の製品づくりは、１次加工（リサイクルシートの
製造）→ ２次加工（リサイクルマットの製造）→ ３次

「大阪府リサイクル製品」に認定
　光洋ビニールの製品（デスク
マット、養生シート、養生マット）
は、大阪府の「大阪府リサイクル
製品」に認定されています。
　この制度は、循環型社会の形成に寄与する事業者を
育成するため、主として「府内で排出された循環資源を
日本国内のプラントで再生した製品」を対象に、循環的
な利用の促進に特に資する製品を認定するもの（認定基
準は「循環資源使用率、JIS規格等への適合、有害物質
の不使用」など）。認定を受けた製品は府のグリーン調
達方針に基づく率先購入の対象となります。
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どを行ったもので、厚さは0.5mm～５mmまで調整可能。
養生マットとして建築・工事現場や工場内で使用される
ほか、型抜きして学習・業務用のデスクマットやマウス
パッド等に加工されます。
　また、特殊加工すれば、鞄などの裏地等に使用するビ
ニールレザーの素材にも生まれ変わります。
 
●既存の枠組みにとらわれない新製品開発
　昨年からはPVC next（大阪の若手塩ビ加工業者が組
織するアクショングループ）にも加入したという金沢専
務。「若手経営者として会に参加し、同じプラスチック
加工業者と横の繋がりもできました。経営や製品開発な
どについて、いろいろと情報を得られるようになったこ
とはとてもよかったと思います」とのことで、「今後は既
存の枠組みに捉われない新製品の開発や、自社ホーム
ページ（http://www.k-koyo.com/）での注文依頼の強
化などに取り組みたい」と、意気込みを示しています。
　新たな試みとし
て製作された、さ
まざまなエンボス
柄を施したハート
型 の 塩 ビ マ ット

（右の写真）は、そ
んな意気込みの表
れと言えそうです。

加工（打ち抜き、スリッター加工）→４次加工（各種製
品）という流れで進められます。
　１次製品のリサイクルシートは、工場端材を熱で溶か
し、薬品と顔料を少量添加して練り直したもので、それ
自体イベント用のフロアシートや建築現場の養生シート
などに利用されますが、２次加工以下の素材にもなりま
す。面白いのは、このリサイクルシートについてのみ製
造を外部の協力業者と提携していることで（自社工場に
保管してある端材を、必要に応じ協力業者に持ち込み
シートを製造委託する手法）、この方法により顧客の求
めるコストダウンに対応しています。
　２次製品のリサイクルマットは、１次製品のシートを
ラミネート（熱圧着）して厚みを増し、エンボス加工な

リサイクルの現場から

▲ ラミネート加工してリサイクルマットを製造。三層の製品の場
合、表面に要望どおりの色のシート、中地・下地に厚みを出
すためのシート（下地には裏面の柄を活かす場合もある）を
貼り合わせる。エンボス加工は、貼り合わせるさい、同時に
押し模様柄をつける

ビニールレザー エンボス加工

リサイクルシート

打ち抜き加工

リサイクルマット

スリッター加工

デスクマット

様々なエンボス柄を施した塩ビマット

製品と
加工技術

▲ 様々なデザイン
を自在に形にす
る打ち抜き機
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インフォメーション　1

●シンプルなデザイン、斬新な発想
　「ブルーシートを無造作に広げたお花見の風景が好き
になれなくて、何か新しいデザイン商品がないかと前か
ら考えてたんです。それで思いついたのが、塩ビ素材の

桜の花びら型シート。
これならお花見をする
人も楽しめるし、風景
も明るくなると確信し
ました」

　 　そう語るのは、花び
らピクニックシートを開
発したフラワーデザイ
ナーの鈴木淳史さん。
現在は、東京都調布市
で アトリエ 型 の 花 屋

「Plantʼs Orchestra」 を
営む鈴木さんですが、当
時はまだ生花会社務めの
サラリーマン。「商品化
を会社に提案してみたも
のの、予算の問題なども
あって実現しませんでし
た。それでも諦めきれず
にいたとき、デザイナー
の友人から『塩ビ業界が
毎年デザインアワードを開催している。試作品作りも手
伝ってもらえるらしい』と聞いて、個人で挑戦すること
決めたわけです。2013年の春のことでした」
　PVC Design Award 2013に出品された鈴木さんのデ
ザインは、合成樹脂加工商社の㈱三洋（東京都中央区）、

インフォメーション

お花見の風景を変えた「花びらピクニックシート」
塩ビデザイン・アワード入賞作品を商品化。被災地支援にもひと役

　ブルーシートだらけのお花見風景が、明るくなった！ PVC 

Design Award 2013の入賞作品を商品化した「花びらピクニッ

クシート」が話題を集めています。被災地を元気づけようと取り

組んだプロジェクトも成功し、ネット通販アマゾンでの販売もス

タートしました。開発者の鈴木淳史さんは草月流華道師範としても活躍

花びらピクニックシート
のプロトタイプになった
PVC Design Award 
2013入 賞 作 品「hana‒
saka｣

お花見がもっと楽しくなりまし
た。福島県南相馬市「夜の森公
園」で（右の写真も）

シートのサイズは90cm×65cm
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の協力を得て試作品化され（作品名「hana-saka」冒頭
の写真参照）、みごと入賞を果たします。
　「シンプルなデザインで、有りそうでなかった斬新な
発想」が評価された結果でした。さらに量産時にはグラ
ビア印刷のトップ企業の明和グラビア㈱（大阪府東大阪
市）に印刷加工の協力を得ました。

●｢花びらシートで被災地に笑顔を！」 
プロジェクト

　受賞後、意匠権を取得するなど商品化へ向けて準備を
進めていた鈴木さんが、知り合いの観光プランナーから

「震災の影響で観光客が減少している東北地方に届けた
ら喜んでもらえるのでは」とアドバイスを受けたのは、
2014年の秋のこと。
　「そういう考え方もあったのかと思いました。被災地
で使ってもらえたら地元の人たちを元気づけられるだけ
じゃなく、商品化にも弾みがつくかもしれない」
　こうしてスタートしたのが｢花びらシートで被災地に笑
顔を！」プロジェクト。一般から募った資金で東北地方
などの被災地に計1000枚のシートを贈り、お花見などに
役立ててもらおうという取り組みで、課題の資金集めに
はクラウドファウンディング（科学研究や製品開発など

特定の目的を実現するため、ネットを通じて不特定多数
の人から資金を募る方法）を活用。フェイスブックに
ファンドのサイトを立ち上げる一方、前出の観光プラン
ナーの協力で被災自治体や市民団体などへの呼びかけも
進み、寄贈先が決まっていきました。

●アマゾンでネット販売中（www.amazon.co.jp）
　クラウドファウンディングによる資金集めは2014年12
月24日に始まり、翌年２月14日までの50日間で、目標金
額の119万７千円を上回る124万円を達成。
　「初めての挑戦だったし、不安もありました。目標を
クリアできたのは、被災地支援というだけでなく、シー
トそのものの面白さが支持されたんだと思います。友人
や身内も含め、多くの人の支援で計15の自治体・団体に
シートを贈ることができました」
　寄贈は、長野北部地震（2011年３月）で被災した白馬
村と小谷村に100枚贈ったのが最初で、そのときの模様
は地元紙やケーブルテレビで紹介され注目を集めまし
た。このほか、福島県南相馬市の夜の森公園、福島県天
栄村の温浴施設、青森県むつ市の観光センターや宮城県
石巻市の商業施設などでお花見やイベント装飾用に利用
され、各地から「楽しい」「こういうの、いいよね」

「さっそく敷いてみまし
た」といったコメントが
寄せられています。
　４月からアマゾンでの
販売も始まった「花びら
ピクニックシート」（税
込 み１枚1080円、５枚
4590円）。地道な努力を
重ねて商品化に漕ぎつけ
た、鈴木さんのチャレン
ジ精神に拍手。

長野県白馬村の下川村長に花び
らシートを寄贈する鈴木さん

（中日新聞長野版、３月31日）

宮城県石巻市の商業施設「橋通りcommon」のオー
プニングを彩った花びらシート（４月25日）

一人で広げると、ひとひらの桜の花びら

五人で広げたら、一輪の桜の花

大勢で広げると、舞い降りた桜の花びら
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インフォメーション

ユニーク展示会！
「土のうプロジェクト」の面白さと先進性

　土のうって、あの土のう？そう、あの、土のうです。古典的な防災用具を

現代生活の中でもっと役立てようと、気鋭のデザイナーが果敢な挑戦を試み

た「土のうプロジェクト」の作品展示会が、3月27日～4月5日、東京港区の

芝浦工業大学キャンパス1Fギャラリーで開催されました。

　出品したのは、プロジェクトの中心メンバーであるプロダクトデザイナー

の梶本博司さんと14人の仲間たち。「水害や土砂災害対策の基本アイテムで

ある『土のう』を、日常生活でもっと前向きに捉え、使いやすくできない

か、というのが今回のテーマ。防災という正義にデザインが負けないよう、

また、平時は待機状態が続く防災用品が日常に違和感なく存在できるよう、どんな工夫をしたかが見所です｣（梶本さん）

　家庭や地域での災害対応。そんな時代の要請に応える、防災とデザインの超ユニークなコラボレーションをご覧あれ。

現代の祠？「どのうさん」
（早川貴章 作）

水害の見張り番「か
かし殿」（西山凌 作）

「DONOU SHOPPER」
（牧野貴大 作）

重量調節可「使える土
のう」（ヒョン・ダイン 作）

緊急時に便利「土嚢
前掛け」（鈴木大 作）

土のう立て「ふくろの
あし」（渋谷哲男 作）

サンドバッグにも使える「土嚢筋肉
トレーニンググッズ」（福沢嘉琳 作）

不要時は玄関イスに。「DONOU 
STOOL」（橋田規子 作）

ミラー効果で風景に溶け込む「ス
テルスどのう」（淺野康弘 作）

土のうにサインやイラストを描ける
「DONOPIN」（八幡純二 作）

重い土のうも楽々運べる「CONECO」
（梶本博司 作）

持ちにくい土のうもこれでOK。
「土嚢抱っこひも」（與安里美 作）

一家に一台。家庭の土のう作り
キット「どのこっぷ」（田島若菜 作）

土砂から高栄養価の土を取り出す
「サプリメント」（大畑五月 作）

防災をテーマにしたデザインの実験。随所に光る、アイデア＆ユーモア
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JPEC研修会、今年も東京・大阪で好評開催
塩ビの最新情報、高周波技術の応用、欧州の化学物質規制状況などを紹介
　塩化ビニル環境対策協議会（JPEC）主催の研修会が、大阪（２月23日、大阪市・阪急グランドビル）、
東京（３月６日、千代田区・如水会館）で開催され、両会場とも、JPEC会員団体のメンバーや塩ビに携
わる関係者ら50名以上が参加して、講師の話に熱心に耳を傾けました。

大阪会場の模様 東京会場の模様

講演会レポート 

●タイムリーなテーマ設定が魅力
　JPEC研修会は、会員団体
のメンバーや塩ビの製品関係
者に向けて、塩ビを取巻く最
近の状況などを紹介するため
に毎年開催されているもの。
JPEC事務局による基調講演に加えて、東京、大阪各会
場ごとに行われるゲスト講師の講演が、そのタイムリー
なテーマ設定で大きな魅力となっています。
　今年の研修会では、まず「塩ビをめぐる最近の状況」
と題して、JPEC事務局の小坂田史雄氏（塩ビ工業・環
境協会 環境・広報部長）が基調講演。国内外の需要動
向や規制動向（特に全国的な展開が期待される樹脂サッ
シの状況や、グリーン購入ネットワークのガイドライン
から塩ビの情報提供項目が削除された動きなど）につい
て報告したほか、日本壁装協会の新たなリサイクルシス
テム開発の取り組み、「PVC Design Award」の取組概
要などについても説明を行いました。

●山本ビニター ・梅本氏（大阪）とシャープ・
和田氏（東京）が講演

　ゲスト講師の講演は、大阪が山本ビニター㈱の梅本等

氏による「高周波技術の応用」、東京がシャープ㈱環境
安全推進本部 環境企画推進部の和田克士氏による「欧
州化学品規制の最新動向」。
　このうち梅本氏の講演は、高周波技術の基礎知識や応
用研究の現状などを紹介したもので、塩ビ業界では軟質
塩ビを溶着させる技術として知られている高周波が、が
ん治療をはじめ、木材の乾燥、冷凍食品の解凍技術など
さまざまな分野で応用されているという話が参加者に驚
きを与えました。
　一方、和田氏の講演は、電機･電子４団体欧州化学品
規制WGの2014年度主査を務める立場から、改正RoHS
指令（RoHS２）の概要と見直し動向、REACH規則に
対する電機電子業界の対応、RoHS２の追加制限４物質
の経緯などを解説したもの。このほか、REACH規制に
基づくCoRAP（物質評価計画）公表の動きなど、盛り
だくさんな内容を分かりやすく紹介して好評を博しま
した。
　参加者からは「塩ビの現在の国内及び海外の需要状
況について継続的な情報発信を望む」という意見や、

「塩ビ加工ではなじみ深い高周波技術のいろいろな使い
方、他業界の化学物質への取り組みが聞けてとても参考
になった」などの意見が寄せられました。

JPEC小坂田氏が基調講演



132015.6 PVC NEWS No.93

●重要性を増す「地下水の保全」の役割
　こうした問題を緩和する切り札として期待を集めてい
るのが、プラスチック製雨水浸透ます。メーカー６社で
構成するプラスチック・マスマンホール協会（中央区日
本橋）の田中高好事務局長は、その役割を次のように説
明します。
　「従来の雨水対策の基本は速やかに排除すること、つ
まり一刻も早く雨水管路や排水路に流してやるというこ
とで、従来から雨水をスムーズに集め流してやるために
雨水ますが用いられてきた。これに対して、雨水浸透ま
すは底面と側面に多くの穴が開いた多孔型の製品で、自
然に近い形で雨水を地下に浸透させることを目的に設計
されている。もともとは洪水被害の減少といった観点か
ら雨水の流出抑制のために開発されたものだが、最近は
地下水の涵養、保全という観点からの役割も重要視され
るようになってきた。雨水は速やかに排除するという考
え方から、できる限り貯留、浸透、利用するという方向
に雨水対策が変化してきたということです」

塩ビ最前線

　道路のアスファルト舗装で、私たちの生
活はとても便利になりましたが、一方で、
雨水の地中浸透を妨げることから様々な問
題が起こっています。そこで登場したのが
プラスチック製の雨水浸透ます。雨水を大
地に戻して自然な水サイクルを甦らせる

「環境新兵器」に注目！

プラスチック製雨水浸透ますのいろいろ

●アスファルト舗装が引き起こす問題
　近年耳にすることが多くなった、局地的豪雨による都
市型洪水のニュース。その一因として指摘されているの
が、都市化の進展に伴う宅地化道路・地表面の舗装の
拡大です。地面のほとんどが建物やアスファルト、コン
クリートで覆われた都会では、雨水が地中に浸透しにく
いため、激しい雨が降ると大量の水が排水路や下水道に
集中して排水ラインの対応力をオーバーしてしまいま
す。その水が溢れて浸水したり、河川に一気に流れ込ん
で洪水を引き起こすことになるのです。
　また、雨水が浸透しないことによる地下水の減少とい
う問題も大きくクローズアップされています。地下水と

して蓄えられた雨水が、土壌や河
川、人々の生活を潤すという自然
な水の循環が阻害された結果、
その影響は湧水の枯渇、平常時
の河川流量減少、地盤沈下、さら
にはヒートアイランドの深刻化と
いった問題にまで及んでいます。

宅地でできる「身近な環境保全と浸水被害対策」
簡単施工で蘇る、自然な水のリサイクル

雨水を大地に！プラスチック製｢雨水浸透ます｣の効用

田中事務局長
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塩ビ最前線

●塩ビ製とポリプロピレン製の２種類
　同協会のプラスチック製雨水浸透ますは主に宅地内に
設置されます。大型の貯留施設などと違い、生活の末端
で活躍する雨水設備であり、協会では「宅地でできる身
近な環境保全と浸水被害対策」というフレーズを使っ
て、その役割をアピールしています。
　素材は、塩ビ製とポリプロピレン製の２種類があり、
サイズの違い（ます径は塩ビ製が150mmと200mm、PP
製が250mm～400mmまで４種類）など、それぞれの特
徴を備えていますが、底部と立上り部、蓋で構成される
基本構造は同じ。雨どいを伝ってます内に流入した雨水
は、底部・側面の開口部から徐々に地中に浸透していき
ます。一戸建の場合は四隅に設置するのが平均的です
が、家の大きさ、集まる雨量の程度でサイズを選ぶこと
が可能。主な製品特長は以下のとおりです。

【プラスチック製雨水浸透ますの特長】
① 軽量・コンパクトで、運搬・据付け・配管も容易。
② 品揃えが豊富で、

設置場所に応じて
選択が可能。

③ 腐食せず劣化が少
ないなど耐久性に
優れ、長期間安定
した品質を保持。

④ 平滑な内面、開閉
しやすい蓋など、
点検・清掃作業に
も適した構造で維
持管理が容易。

●行政、住民の関心も上昇中
　「プラスチック製雨水浸透ます
の協会規格が作られたのは2003
年。世の中に登場してまだ15年程
度なので、本格的な普及はまだこ
れからだが、今後その役割がま
すます求められるのは間違いな
い。売上も少しずつ伸び続けており、それだけ将来性の
ある製品と言える」（同協会の松元聡技術部長）
　前述のとおり、プラスチック製雨水浸透ますは宅地内
施工が基本ですが、最近は住宅新築時に助成金を出すと
いう自治体も増えてきています（一例として、塩ビ製
150mmのます一個につき１万５千円、200mmで１万８千
円の補助）。一方で「義務化して助成はしない」という
自治体もあり、個々の都市ごとに制度はいろいろです
が、都市部の自治体を中心に、雨水浸透ますへの関心は
着実に高まりつつあるようです。
　「先日も名古屋のラジオ番組で雨水浸透ますが取り上
げられ、製品の役割などをお話してきた。行政と同様、
マスコミや住民の関心も高くなっている。全部役所に
やってもらうのではなく、住民自らもある程度の雨水対
策をやらねばという方向に意識が変わってきているのだ
と思う。この製品は、一軒だけででなく、地域全体で設
置しないと大きな効果が得られない。五月雨を集めて早
し、ではないが、地域が全体として取組み、数多く設置
することがいちばん大切です」（田中事務局長）
　なお、同協会では、塩化ビニル管・継手協会との協力
で塩ビ製のます・マンホールのリサイクルに取り組んで
おり、リサイクル原料（三層材）を用いた製品（立上り
部）も開発されています。

松元技術部長

塩ビ製雨水浸透ますの構造

雨水浸透ますの設置の模様。①土の逆流などを防ぐため透水シートで囲い、②砂利を敷き詰め、③蓋をして完了

① ② ③
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『みんなで創るオリンピック・パラリンピック』「出版記念交流会」開く（元気ネット）
　「持続可能な社会をつくる元気ネット」（通称元気ネット）は、ごみ問題
の解決や環境のまちづくりなど、市民、事業者、行政の連携で持続可能な
社会を実現しようと活動を続けるNPO法人。４月17日の夕べ、同会による
新著『みんなで創るオリンピック・パラリンピック−ロンドンに学ぶ「ごみ
ゼロ」への挑戦−』（環境新聞社刊）の出版を記念する交流会が、東京西新
宿のＴＯＫＹＯ都庁　議事堂レストランで開催され、2020年東京オリンピッ
クに向け「ごみゼロ大会」を実現しようと願う関係者が参加して、貴重な
交流のひとときを過ごしました。

●東京大会をロンドン以上の「ごみゼロイベント」に
　2012年のロンドンオリンピック・パラリンピックは、スクラッ
プ＆ビルドではない、持続可能性を目指して運営された「史上最も
環境に優しい大会」と言われます。『みんなで創るオリンピック・
パラリンピック』は、元気ネットのメンバーが2014年に行った閉
会後の状況視察の内容をまとめたもので、タイトルには、2020年
の東京大会をロンドンを超える「ごみゼロイベント」にするため
「一緒に考え行動しよう」という願いが込められています。
　その出版を祝って開かれたのが、この夜の交流会。環境省小林正明総合環境政策局長をはじめ、行政、市
民・NPO、企業・団体などから約200名が集った会場では、視察団（崎田裕子理事長、鬼沢良子事務局長
と事務局の足立夏子さん）を代表して鬼沢事務局長が出版の趣旨と視察内容を紹介した後、趣旨に賛同する
参加者が次々にリレートークを行って場内を盛り上げました。
　同書の中には、東京大会の開催を機に、市民一人ひとりが持続可能な暮らしや都市を共に創る意思を持つ
ことの大切さ、そして、その市民力を活かして「持続可能な社会」を実現するための元気ネットからの提案
が述べられています。同NPOの協力で中央区環境まつりなどに参加してきた塩ビ業界としても、その提案が
実現されることを祈らずにいられない一夜となりました。

広 報 だ よ り

ロンドン五輪で大活躍の塩ビ製品が、様々な形で再利用されています
　ロンドンオリンピック・パラリンピックでは、リユース、リサイクルが可
能な塩ビ製品が大活躍。メインスタジアムやバスケット競技場、水泳競技場
などでシート、ケーブル、パイプ、椅子などに使われたほか、競技場のモダ
ンなデザイン表現に役立ったターポリンは、総面積14万平米余り、東京ドー
ムの３倍の面積が使われています。
　これらの製品のうち、オリンピック期間のみ使用された部材は、閉会後、
極力再利用、リサイクルされており、例えばバスケット競技場で使用された
ものは、2016年開催のリオデジャネイロ・オリンピックで再利用される予定。
また、同競技場の床材は小学校に提供され、「チャンピオンの廊下」（Corridor 
of Champions）として再使用されています（左の写真）。さらにシート材も、
繊維部分を分離した後、樹脂部分の一部は、学校の体育で使うマットなどに
生まれ変わっています。（以上は、欧州の塩ビ関連団体からの情報による）床材は小学校の廊下に再利用

交流会の様子（下の写真。右は
視察報告を行う鬼沢事務局長）

購入希望の方は元気ネット
まで（info@genki-net.jp）
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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 2015」の東京、名古屋、大阪会場での説明会の模様です。今年は、特に主催団体とクリエイター・

デザイナーの方々との早期のコラボによる作品の提案・募集に焦点を当てて実施しました。「さきがけびとにきく」は、日本で最初に塩ビ製のビニール
傘を考案・販売されているホワイトローズ㈱の須藤宰社長です。オリンピックに向けた東京の傘をアピールされるとのことで、どんな傘ができるか楽
しみです。「リサイクルの現場から」は大阪で塩ビのみを扱われている光洋ビニールさんです。60年の老舗で多彩な高度の加工技術により顧客のニーズ
に応えておられます。インフォーメーション１は、鈴木淳史さんの2013年のアワード入賞作品「花びらピクニックシート」を用いて被災地を元気づけ
るプロジェクトの紹介です。このような使われ方がされると嬉しいです。インフォメーション２では、言葉だけ聞くと不思議な「土のうプロジェクト」
です。土のうに関連するユニークな作品展示会で百聞は一見に如かず的なプロジェクトでした。防災関連では、雨水浸透ますを環境最前線で紹介して
います。広報だよりで紹介しているNPO法人・元気ネットは、東京大会をごみゼロの大会実現に向け活動されています。ロンドン大会では塩ビがリサ
イクル性能からごみ削減に大きく貢献しました。建築関連資材として有用な塩ビが東京大会でも多く利用されることを期待しています。 （小坂田史雄）
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