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原料・製法を駆使した日本独自の不織布に期待
−複合化や微細繊維が今後の不織布開発の焦点−
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表1

日本の不織布生産実績（1997 〜 2004 年）

1997
1998
t/ 年
296,901 302,121
百万円 / 年 204,862 192,149
円 /kg
690
636

1999
2000
2001
2002
309,241 314,123 298,038 295,883
192,039 194,128 190,446 186,702
621
618
639
631

2003
296,753
183,097
617

2004
296,913
184,656
622

注）金額は生産数量（t/ 年）×出荷平均価格（円 /kg）で算出

NONWOVENS REVIEW

表2

ANEX の比較

参加者

日本人
その他
合計
出 展
国数
団体数
内日本
床面積
セミナー スピーカー
（含・基調講演）
参加者

（06 年 2 月 28 日現在）
2000
大阪・5/14 〜 19
16,842
1,230
18,172
24
253
87
3,716
17

2003
上海・12/15 〜 17
755
9,804
10,559
22
272
19
5,739
15

2006
東京・5/24 〜 26

しかしこの量的格差をあまり心
配する必要がないというデータもあ
る。日本の不織布の輸出入統計によ
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20
200
49
4,140
24+2

のに対し，金額では逆に日本の輸出
超過である。つまり日本は安価な不
織布を輸入して高価な不織布を輸出
していることになる。
このことは目付からも裏付けら
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