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国際フロンティア産業メッセ 2022 出展報告

戸﨑　寿人 *

トピックス

* 戸﨑産業株式会社

　2022年 9月 1日、2日に開催されました国際フロン
ティア産業メッセ 2022 に出展させて頂きましたこと
に関しましてご報告させて頂きます。
　本展示会に弊社としまして昨年に引続きの出展と
なっておりますが改めまして本展示会の概要をご説明
させて頂きます。
　この展示会は西日本最大級の産業総合展示会とし
て、2004 年から毎年この時期に兵庫県神戸市の神戸
ポートアイランドにあります神戸国際展示場で開催さ
れております。
　この展示会の開催概要は「企業や大学・研究機関に
よる先端技術の紹介や新事業創出の基盤となる製品展
示を中心に、基調講演、特別講演、各種セミナーや交
流会など多彩なプグラムを展開し、技術交流・ビジネ
スマッチングを進める機会を提供します」となってお
り、主催は国際フロンティア産業メッセ実行委員会と
なっておりますが主導しているのは、兵庫県・神戸市・
（公財）新産業創造研究機構・（公財）ひょうご科学技
術協会・（公財）ひょうご産業活性化センター他等です。
また、同時開催として主に地場銀行各社が取引先会社
にブースを提供して行う展示会も隣の建屋にて行われ
おります。
　本年度の入場者数は 1日目が大雨にも関わらずに約
5,800 人、2日間が約 7,100 人で合計約 12,900 人となり
昨年の約 7.100 人から比べるとコロナ禍が過ぎ去った
ような賑わいで会場内も一時は来場者でごった返すよ
うな状況で、出展社数も昨年の 368社・団体 420小間
から今年は 427社・団体 496小間と増加している状態

でした。
　本展示会の今年の目玉として特別展示の「次世代モ
ビリティ＆ドローン」に沢山の人だかりができており、
特に今話題の空飛ぶ車や無人ヘリコプターが会場正面
に展示され来場者の目をくぎ付けにしておりました。
　戸﨑産業としての出展テーマは「塗装でSDGsに挑
戦」とさせて頂き弊社の戸﨑産業株式会社グリーンプ
ロジェクトを全面に打ち出して環境配慮型塗装である
粉体塗装を積極的にPRさせて頂きました。その他の
展示品ではゴム、合成皮革への塗装によるSDGsを提
案させて頂きました。
　また、昨年に引き続き出展者プレゼンテーションに
エントリーさせて頂き「サステナブル塗装への挑戦」
という題目で戸﨑産業株式会社グリーンプロジェク
トの概要と取組内容を発表させて頂き、約 20名程の

空飛ぶ車

展示会場入り口

無人ヘリコプター
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聴講者で満席近くになるという出展者プレゼンテー
ションの中でもトップクラスの聴講者数でした（昨年
同様に取引関係者ばかりでしたが）。
　弊社ブースへの来訪者からも多くの質問を頂きまし
たが、一番多い質問としては昨年同様に「塗装におけ
るSDGs対応とは？」というSDGsや環境対応につい
てでした。

　特にこの内容についての質問者は、銀行関係・経済
産業省や兵庫県等の官公庁関係者から多く質問され参
考にしたいとメモを取っておられました。また、変わっ
たところでは某大学教授からも研究テーマ―の参考に
したいという様な声を頂きました。
　塗装に関しての引合いとしては、現在の溶剤塗装を
環境対策の粉体塗装に変更を検討しているので相談に
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乗って欲しいという話が2件あり、どちらも某大手電
機メーカー系の会社で自社製品の製造過程での環境負
荷物質低減を検討しているということで粉体塗装の長
所及び短所を説明させて頂き粉体塗装への切替の推奨
を行いました。
　また、偶然にも塗料メーカーの久保考ペイント殿の
ブースが目の前にあったことから塗料の説明に関しま
しても15 kgまたは 3.6 kgから購入できるカラーカー
ド色により小ロット生産対応ができるので少量からで
も粉体塗装の対応ができることを説明し、粉体化への
推進を勧めていきました。
　昨年の出展に於いても塗装の環境対応への関心の高
さは予想以上でしたが、今年はより以上に塗装に対す
る環境対応や粉体塗装に対する期待がより高まってき
ているのを肌で感じた展示会でした。

久保考ペイント殿ブース
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株式会社三王でのワークショップ取組み報告

髙橋　大 *

トピックス

* 株式会社三王　代表取締役

　9/29（木）、9/30（金）、10/3（月）の三日間にわた
り、多摩美術大学CMTEL（シムテル）にて粉体塗装
のワークショップを開催。
　粉体塗装は、地球環境に優しく製造業においては世
界的に長く歴史のある塗装方法であるにもかかわら
ず、工業系やプロダクト系などものづくりに関わる教
育の場においては、残念ながら授業に取り入れている
学校はほとんど無いのが現状。多摩美術大学は、塗装
ガンや塗装ブース、オーブン、コンプレッサなど最小
限の設備が揃っており、粉体塗装の環境が整う数少な
い大学である。
　（株）三王ではかねてより、オープンキャンパスで
のワークショップや学生の作品作りなどで粉体塗装に
よるサポートを行っており多摩美術大学との関係を築

いている。
　CMTELでの前期後期年二回のワークショップは今
年で３年目となった。
　今回のワークショップは、３日間にわたり午前午後
の２回開催、うち１日は海外からの留学生枠とし、延
べ39人もの学生が粉体塗装を体験した。
　粉体塗装の仕組みや採用事例などを解説したのち、
三王のお手軽粉体塗装ガン「コナールショット」と、
ペットボトル入り粉体塗料「チョコナ」を使用しなが
ら使い方をレクチャー。
　これまでは大学側が準備した金属製の雑貨や学生が
持ち込んだ作品などを素材として粉体塗装を行なって
いたが、今回は新たな試みとして、素材にアルミホイ
ルを使用し、各自が自由に造形したものを粉体塗料す

全体

造形
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色選定

はじめて粉体塗装

完成
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電解＋キャンディ シルク粉体塗装

廃粉シリコン型タイル

DIY 設備

る、ということにチャレンジ。
　造形された柔らかなアルミホイルの作品が、焼きあ
がると厚く丈夫な粉体塗膜でコーティングされて形状
が安定し作品を固く守っているような状態になった姿
に、参加者は粉体塗装の塗膜の強度なども体感できた。
　自分で作った形に対しての学生のこだわりも強く、
複数の異なる色やテクスチャーの塗料を重ね塗りした
り、グラデーションしたりなど様々な塗り方を試して
いた。
　今回のアルミホイル造形への粉体塗装を始め、前期
ワークショップで実施された電解マーキング作品＋
キャンディトーン（カラークリア）や、シルクスクリー
ンを利用して粉体２コートで作成した幾何学模様の作
品、シリコン型に廃粉体を入れて作るタイルなど、粉
体塗装ならではの表現力と新たな可能性を学生達の豊
かな発想でさらに広げていくものと感じられる。
　そして、将来的にものづくりやデザインの一役を担
う学生に対し、ワークショップを通じて就学中に粉体
塗装の特徴と意匠性を知ることで、環境に優しい作品
づくりに活かしてもらえることに期待したい。
　（株）三王としては、このような活動を通して学生
たちが塗装という分野に興味を持つことで、将来的な
粉体塗装の発展に少しでも貢献できれば、との思いか
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ら今後も継続して粉体塗装の普及活動を進めていく。

＜CMTEL説明＞
　CMTEL（シムテル）とは、Color（色彩）、Material（材
料）、Trend（傾向）、をExplora-tion（調査）するこ
とによって教員や学生自身が制作物の材料や考え方、
アイデアの糸口を見つけるための多摩美術大学内の
Laboratory（研究室）です。様々な素材や資料が展示、
収蔵されており、素材のワークショップやレクチャー
などのイベントも定期的に開催されている、日本初の
素材研究室。
　（株）三王は 2015年より粉体塗料の素材サンプルと
してペットボトル入り粉体塗料「チョコナ」と、お手
軽粉体塗装ガン「コナールショット」を提供している。

＜ワークショップ概要＞
・ 粉体塗装　ワークショップ
・ 日付：2022 年　9/29（木）、9/30（金）、10/3（月）
の３日間
 各日　午前と午後の２回　合計６回開催
・ 時間：第１回／10：30～ 13：00
  第２回／14：50～ 17：20
・ 人数：各回 4～ 10名　合計 39名
・ 対象：多摩美術大学　各学科在籍学生、院生
 および提携校留学生（Art Center College of Design）
・ 主催：多摩美術大学（八王子キャンパス）
  メディアセンターCMTEL
  〒 192-0375　東京都八王子市鑓水 2-1723
  Tel：042-679-5686（直通）
  Fax：042-679-5615
  cmtel@tamabi.ac.jp
  https://www.tamabi.ac.jp/mc/cmtel/about.htm
  担当者：チャクスエッジ志保氏、伊藤絢香氏
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IPCO〔（一社）国際工業塗装高度化推進会議〕活動報告

髙橋　大 *

トピックス

* IPCO副理事長、当協会理事

　平素は当社団へのご理解、ご協力を賜り誌上をお借
りして厚く御礼申し上げます。一般社団法人国際工業
塗装高度化推進会議（以下 IPCO）は、環境問題をは
じめとして工業塗装に数多く立ちはだかる諸問題を解
決するべく 2007 年に立ち上げた「工業塗装高度化協
議会」を前身とし、2017 年 10月に一般社団法人化し
現在に至ります。
　IPCOは、前年度に引き続き今年度もリアル・オン
ラインを併用したハイブリッド形式で活発な活動を
行っています。今年度は、直面している課題に対し、
新たにチャレンジテーマを設定し、継続事業とともに、
工業塗装の高度化に向けて業界を横断化した取り組み
を推進しています。今回はその活動の一端をご紹介し
ます。

１．継続事業
（1）合同会議、IPCO STUDY
定期的に開催し、講演及び講習により会員間の情
報共有とスキルアップ推進を図ります。

（2）IPCOポスター作成
昨年に引き続き工業塗装現場での注意喚起用に
IPCOポスターの新版を作成します。

（3）コーティングジャパン内での塗装セミナー
関東・関西で開催される塗料・塗装の展示会「コー
ティングジャパン」内での講演会を継続し、IPCO
の活動を業界内外へPRします。

（4）第３回 IPCOカンファレンス準備
コロナ禍で開催休止していましたが、再開を目指
して準備を進めます。

（5）受発信基地としての情報力アップ
HP、Facebook、Twitter などを通して情報発信を
行います。

２．チャレンジテーマ
（1）コーティング・コンソーシアム
日塗工、CEMAとともに「コーティング・コンソー
シアム」を設立し、当面は下記２テーマを中心に、
業界横断的に工業塗装の諸問題の解決を図ります。
・ カーボンニュートラル実現に向け、LCA手法を
用いたGHG排出量の算定及び把握
・ 塗料及び塗装業界の次世代に向かっての提案

（2）塗装工場の環境改善
・ 工場内外でのVOC及び悪臭の常時監視の製品化
を実現します。

・ バイオ等を活用したVOCの除去手法技術の確立
を支援していきます。

（3）塗装技術の革新
・ 着脱、検査等、IoTを用いた自動化を推進し労働
人口減少対策を図ります。

・ 塗装プロセスの改善を提案します。
（4）塗装関連団体との交流促進
製・販・装各団体と積極的に交流します。
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（5）IPCOカレッジ創設準備
新たなリカレント教育の場として IPCOカレッジの
創設に向けて定期的に懇話会を開催します。

　メンバーには、塗装企業、塗料メーカー、塗装機器
メーカー、塗料販売店の現業部門から、自治体、大学、
研究機関そして先端技術分野からも参加いただき、次
世代に向けた現場実験的な活動を進めております。
　活動をオンライン・オフライン共用するようになり
今年度より団体会員の人数制限枠を撤廃しました。パ
ウダー協会員の皆様にはいつでも IPCOに参加いただ
けるようになりましたので、IPCOの活動をご理解い
ただくとともに、工業塗装を持続可能な産業として維
持していく仲間として気軽に参加いただくようお願い
致します。
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