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新年のご挨拶

坂井　秀也 *

巻 頭 言

*	一般社団法人国際工業塗装高度化推進会議　理事長（技術士）

　新年あけましておめでとうございます。
　日本パウダーコーティング協同組合の皆様におかれ
ましては、2023 年の新春をお健やかにお迎えになら
れたことと心よりお喜び申し上げます。また、弊会の
活動に日頃より多くのご指導ご支援を賜り厚く御礼申
し上げます。
　近年、新たな科学技術の進展により利便性や快適性
の恩恵が得られる時代である一方、自然環境の破壊と
醜い争いによって、その影響があらゆる地域に蔓延し
ています。特に地球温暖化の主因の一つである「ノー
リターン資源」からの転換が注視されており、ある面
においては時代を遡る意識改革までもが問われており
ます。自分たちの生活レベルを見なおすことは非常に
難しい面がありますが、このように、環境問題やリサ
イクルといった点では、日本人の「もったいない」精
神が世界共通語となっているように西欧の生活様式に
も、ある具合の悪いところを事前に直してモノを大事
に使うように、次第に消費者意識が変わっていくこと
もあります。ここに、作る側も、回収して分離・加工
して再利用しやすいようなモノづくりが進んでおり、
最後まで作ったものの面倒を見ることが求められてお
ります。
　また、塗料・塗装では、モノの機能維持を持続可能
な「再塗装」がサステナブル社会に対応されており、
自己修復、遮熱、自動運転支援などの新たな塗膜の能
動効果などが最適事例であり、あらゆる分野で社会貢
献度の高い存在となっています。そして、IPCO は塗
料・塗装業界の受発信基地を目指しており、IPCO ス
タディや合同会議の参加者による協業化も生まれてお
り、それぞれの立場とメリットを高めております。
　最近の LCA 追求から、素材や加工においてそのプ
ロセスまでメスが入る時代となっているため、環境適

応型である粉体塗装の採用効果を訴求することが注視
されます。過去に薄膜化・低温硬化の確認実験として、
紙への粉体塗装を試み、被塗物の用途拡大や省エネな
どの塗装条件の確認をおこなっております。今後も、
さらなる技術開発により、粉体塗装への適用が拡大さ
れることに期待しております。
　このような動きに対しては、モノの流れを把握する
上で『つくる→塗る』の各段階における情報の共有化
が必要不可欠となります。特に、環境対応を推進する
には、このワークジョイントを高度化させていかなけ
ればなりません。そこには塗料・塗装業界のみならず
関連分野からの参加も求めた場として、IPCO は事業
活動しております。
　昨年 7 月には、塗装業界の繋がりより高度に実践す
るため、一般社団法人日本塗料工業会（JPMA）、日
本塗装機械工業会（CEMA）そして IPCO も参加して、
コーティング・コンソーシアム（CoCo）がスタート
しました。まず「塗料・塗装における LCA への取り
組み」として工業塗装事業所様向けのアンケートに着
手します。この構想には、次世代への提案を主とした
課題抽出が基本であり、塗料・塗装業界の躍進と従事
者の希望を目標としております。
　日本の歴史に培われた「漆」にみられる感性と耐性、

「重防食」を担う力などから得られる塗膜は、生活用品、
工業製品、社会資本財に至るまで用途は異なりますが、

『つくる→塗る』は共通テーマであり、さらなる探究
によりその存在価値を高めていくことが、現在携わる
ものとしての使命と言えます。
　最後に、この一年も、貴会のさらなるご活躍並びに
ご繁栄と会員みなさまのご健康と御事業のご攻勢を祈
念して、年頭の挨拶とさせていただきます。
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新年のご挨拶

宮越　一郎 *

巻 頭 言

*	アルミニウム合金材料工場塗装工業会　会長

　皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。日頃よ
り我々アルミニウム合金材料工場塗装工業会（以下
ABA）の活動に対しご理解とご協力いただいており
ますことに厚く御礼申し上げます。本年も何卒ご指導
賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　昨年の我国経済は、世界的な高インフレと欧米各国
の金利引き上げ政策の影響を受け、コロナ危機からの
景気回復は鈍化傾向となりました。またロシアによる
ウクライナ侵攻の長期化は、原材料価格の高騰や様々
なモノの供給制約を生み、世界の不確実性が高まって
います。
　我々の主材料である塗料・シンナー、さらにはガス
や電力等のエネルギー価格も過去に類を見ない上昇幅
となりました。皆様におかれましても、このコスト高
を受け価格改定やあらゆる経費削減等に奔走され苦労
の絶えない年であったことと思います。本年に入って
もこうした状況から改善の傾向は窺えず、先行きの不
透明さは増しています。また政府の賃金アップ要請や
防衛費アップに関する増税、続く円安等、目の前の経
営リスクは増大しているように見えます。
　さてこうした中、コロナ禍ではありますが、我々
ABAは一部を除き年間の事業計画を進めて来ました。
ABA の主たる活動は、様々な場面を通して日本建築
仕上学会編纂の「溶剤形塗装標準仕様書・同解説」、「粉
体塗装仕様標準指針・同解説」の内容に従い、正しい
塗装を遵守し当業界をはじめ広くこれらの普及・展開
を図ることです。
　主な事業として、昨年 6 月には「第 2 回工場塗装
管理技術者の資格認定講習・試験」、同月「第 26 回リ
フォーム＆リニューアル建築再生展 2022」への出展、
12月には「第7回建材・住設EXPO」に出展致しました。
どの事業も会員各位の熱意の賜物ですが、特に 6 月の
資格認定講習・試験については、一昨年よりスタート
した当会独自の事業であり、（アルミニウムの主に建
築材料向けの）工場塗装の品質管理に関する公的な資
格制度がこれまでなかったことから、その制度構築に
向け実行委員会を立ち上げ、講習テキストや試験問題
の作成、関連のルール作り等について、コロナでのロ
スもありながら、4 年余の時間を要して完成しました。
工場塗装管理技術者とは、長期間にわたる実務経験と
金属や塗料の材料及び塗装技術の十分な知識を有して
いることが望ましく、さらには塗装以外の建築仕上げ、

建築工事に関する作業内容や施工管理、また ISO な
どのマネジメント管理について理解していることも必
要としています。この 2 回の試験を経て累計有資格者
が 21 人となりました。会員企業だけでなく、主旨に
賛同いただいてもらえる企業様にも、今後受験者を幅
広く募り、工場塗装の信頼維持・向上に繋げて行きた
いと考えています。
※参考：https://aba-jp.org/certification/
　同月の建築再生展は当会が毎年恒例参加するイベン
トとなっていますが、リアル開催は 3 年ぶりというこ
とで楽しみに臨みました。来場者数は 2 万人とのこと

建材・住設EXPO2022の様子

資格認定試験会場の様子
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ですが、まだ行動制限があるせいか以前より少なく感
じました。12 月の建材・住設 EXPO は行動制限が緩
和され、3 万人を超える参加者で賑わいました。当会
ブースにも息つく間もなく設計事務所やゼネコン等の
お客様が訪問され、良いプレゼンができたのではない
かと感じました。
　この 1 年はリモート開催の総会や役員会等、ウィズ
コロナに沿った活動の反面、やはり色々な情報交換や

親睦会等によるフェイス・トゥ・フェイスの会合の必
要性を感じました。今年こそみなさんと顔を合わせた
活動を通して、会の活性化や貴組合との交流に注力し
ていきたいと思います。
　本年が貴組合のご発展、また皆様の会社のご繁栄並
びに皆様のご健勝をお祈り申し上げ、幣会共々引き続
きご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、年頭
のご挨拶に代えさせていただきます。




