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令和 2年　新年ご挨拶

海老名　孝 *

巻 頭 言

*	日本塗料商業組合　理事長

　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、健やかな新年をご家族お揃
いでお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、日頃より皆様には、日塗商の組合活動、運営
に際しまして、ご指導、ご鞭撻を賜り、心より厚くお
礼申し上げます。
　さて、昨年５月に開催いたしました、当組合創立
70 周年記念式典・祝賀会には、ご来賓をはじめ、関
係各位多数のご臨席を賜り、お陰様で盛会裡に終える
ことができました。改めまして皆様にお礼と感謝を申
し上げます。
　昨年を振り返りますと、5 月に元号が令和と改元さ
れ、新天皇の即位に関わる一連の行事もつつがなく執
り行われ、大変おめでたい雰囲気に包まれた一年であ
りました。その一方で、自然災害も多く発生いたしま
した。お亡くなりになられた方々には謹んでお悔やみ
を申し上げますとともに、被災された皆様には心より
お見舞いを申し上げます。
　10 月には消費税率が引き上げられ、業種によって
は駆け込み需要もあったようですが、塗料販売業では
目立った動きはありませんでした。また、11 月 20 日
に安倍首相の在職日数が憲政史上最長となりました
が、９月の内閣改造では組閣一ヶ月余りで二人の閣僚

が辞任に追い込まれ、また、桜を見る会に関する問題
など、足元でも不祥事が続いています。
　私共の組合活動を顧みますと、当組合独自の認定制
度であります「塗料マイスター制度」への取り組みで
は、教材や試験問題の作成なども始まり、実施に向け
具体的に進んできています。
青年部も３年目となり、富澤新会長の下、「新たなる
一歩を踏み出そう～フュージョン～」をスローガンと
して、日本塗装機械工業会との共同事業「次世代塗装
チームラボ」をスタートさせるなど、ますます活発に
事業を行っています。
　今年は庚子（かのえ・ね）年です。十二支の最初で
ある子年は変化が生まれる年、新しい何かが始まる年
と言われています。株式市場でも「子年は繁栄」とい
う格言があり、株価が上昇する傾向にあると言われて
います。まさにその年に東京オリンピック・パラリン
ピックが開催されます。56 年ぶりに東京で行われる
オリンピック・パラリンピックの経済効果に期待しつ
つ、国民が心を一つにして応援したいと思っておりま
す。
　末筆ではございますが、今年が皆様方にとって幸多
い年になりますことをお祈り申し上げ、年頭のご挨拶
とさせていただきます。
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新年ご挨拶

窪井　要 *

巻 頭 言

*	一般社団法人国際工業塗装高度化協議会　理事長

　あけましておめでとうございます。IPCO 理事長の
窪井	要です。
　2020 年が皆様にとりまして素晴らしい一年になり
ますよう心よりお祈り申し上げます。旧年中は IPCO
の活動に対しご理解とご協力を賜り心より御礼申し上
げます。また、本年も工業塗装のあるべき姿を具現化
すべく活動し、地球環境保全に最大の努力をしてまい
りますので、どうぞ宜しくお願い致します。
　さて、2019 年を振り返りますと、冬の寒さが尋常
でなかったことを思い出します。一方で７月以降、極
端な温度変化に見舞われ、それまでの低温状況から一
挙に猛暑へと移行するあたり、日常生活においても地
球温暖化を実感しました。それを裏付けるニュースが
昨年末に飛び込んできました。ドイツの環境NGOは、
去年１年間に異常気象により世界で最も深刻な被害
を受けたのは、記録的な豪雨や猛暑に見舞われた日本
だったとする分析を発表するとともに、温暖化対策の
強化を呼びかけました。発表の中で「同じ年に複数の
極めて異例な気象災害に見舞われるのは地球温暖化の
影響を抜きには考えにくい」としています（2019 年
12 月５日　NHK	NEWS	WEB より）。
　このような地球が抱える問題を解決するための世界
共通の目標として、2015 年 9 月に 193 の国連加盟国
が、2016 年から 2030 年の 15 年間かけてより良き未
来を実現するための計画「アジェンダ 2030」を採択
しました。この計画が、最近いろいろなところで耳に
する「持続可能な開発目標：Sustainable	Development	
Goals、略して SDGs」です。SDGs は 17 の目標と 169
のターゲットからなり、私たちは地球環境の悪化を加
速させないためにも、この SDGs（エスディージーズ）
を基軸としたモノづくりを実行して行かなければなり
ません。中でもとりわけ工業塗装の現場では 12 番目
の目標「つくる責任、つかう責任」が大変重要です。
具体的には環境負荷を最小にする生産行動と、その
行動の環境対応度を確認しなければなりません。2020
年こそ SDGs マインドをすべての生産者が持ち、今で
きることからすぐに実行する時です。特別な設備を導
入するのでなくとも、塗着効率を上げて化石資源の使
用量を削減することや、工場内整備をしっかりと行い
不良率を低減することも SDGs に対する積極的な行動
だと考えます。これまではコスト削減や顧客満足を
中心とした取り組みであったものが、実は人類にとっ
て大変重要な取り組みでもあったのです。これからの
10 年間、大きな変化が生まれるものと思います。環

境負荷を低減するために「塗装レス」などという、塗
装関係者としては聞きたくない言葉も議論のテーブル
に上がるでしょう。しかし、環境負荷もトータルバラ
ンスの視点で見れば、現在の塗装技術は非常に優れて
います。耐久消費財のライフサイクルを飛躍的に伸ば
し、その塗膜が作り出す色や艶は工業製品に素晴らし
い価値を生み、その製品は所有者にとって大切なもの
となり、結果としてその製品を長く大切に使おうと思
う気持ちを育むことにつながることでしょう。
　さて、2020 年の IPCO は「塗装技術の持つ素晴ら
しい機能（価値）を地球環境に適合する方法で作り上
げ SDGs の目標達成を目指す」というビジョンを掲げ
活動してまいります。具体的な行動として、「グッド
コート規格」の制定を目指しています。これは IPCO
のビジョンを具現化するための方法です。SDGs12 番
目の目標、「つくる責任、つかう責任」を実行するた
めに、今後私たちは SDGs に合致したものづくりを実
行しなければなりません。前述の塗着効率を上げるた
めの行動についても、実験段階でよい結果が出ても、
日々の生産活動に反映され、実行され続けなければ意
味がありません。モノづくりの現場における作業で必
ず守るべきことがあります。それらの「こと」を精度
高く行い続けることを目指した仕組みが IPCO グッド
コートです。作業内容の正しさはもとより、毎回間違
えのない繰り返しを実行することがグッドコートの肝
となりますが、その繰り返し精度を上げるためのツー
ルとして IPCOでは IoTシステムの導入とその進化を
目指し行動しています。IoT システムと聞くと未来の
話で、現在の現場にはなじまないと考える方もおられ
ると思います。しかし、近年顕在化している人手不足
と、その解消のための塗装未経験者の方や外国人労働
者の方々に間違えのない塗装作業を続けて頂くために
IoT システムは非常に重要なツールとなることは間違
えありません。この IoT システムを進化させ、塗装
現場の確認事項を常に作業者とやり取りし、ポカミス
を無くすことはもとより、塗装におけるパラメーター
を全て記録し失敗しない生産活動に活かします、また、
現場の温湿度をはじめとする環境データや、VOC 濃
度等、リスクアセスメントに関するデータも収集し、
お客様に対する塗装品質の安心と共に、現場技術者の
安全、安心についてもデータ化し「つくる責任、つか
う責任」を果たしてゆきたいと考えています。

　IPCO では 2018 年度に続き、今年度も IPCO ムック
の発刊を計画しています。そこでは、前述の SDGs の
目標達成につながるモノづくりのヒントや、塗装技術
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の有効性、塗装工場の公害対策の取り組み紹介や地球
温暖化対策と塗装工場、環境負荷と塗料について掲載
する予定です。
　私自身は零細工業塗装メーカーであり小さな力しか
持っていません。しかし、IPCO には業界の枠を超え
た人々が集まり、議論し、工業塗装のあるべき姿を目
指しています。IPCO は一般社団法人化して今年で３
年目を迎えます。成果として経済産業省、東京都、埼
玉県等からの公の仕事を担わせていただくことが増
え、一つの成果を上げていると自負しています。結果
を出せている要因として IPCO に集う方々の「志の高

さと実行力」という人のパワーによるところであると
日々感謝をしています。今年も皆様のご支援に励まさ
れながら工業塗装のあるべき姿を目指します。
　結びに、ロケットの父と呼ばれているロバート・H・
ゴダード（1882 年～ 1945 年）の言葉を紹介します、「何
が不可能なのかを言うのは難しい。なぜなら昨日の夢
は今日の希望であり、明日の現実なのだから。」

　共に力を合わせ、心を一つにして 2020 年を素晴ら
しい一年にしましょう。




