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行行    政政

■中央環境審議会

2005年以降の自動車排ガス規制案

中央環境審議会（環境相の諮問機関）

は2 0 0 5 年以降の自動車排ガス規制案

で，トラックなどディーゼル車が排出す

る粒子状物質（PM）を今年から適用する

規制の約4 分の1 に抑えるなど世界で

もっとも厳しい内容を打ち出した。

新規制案ではディーゼル車の窒素酸

化物（NOx）排出基準を，今年10月に導

入する基準に比べ41～50%，PMは75～

85%それぞれ削減する。       （日経 3/6）

■環境省

2000年度の悪臭と騒音苦情調査

環境省は，2000 年度の悪臭と騒音の

苦情件数をまとめた。悪臭は前年度比

2,473件増の21,205件で過去2番目の多

さ。騒音も1,614件増の14,066件と4年

ぶりに増えた。              （日本工業 3/25）

■厚労省

ホルムアルデヒド濃度のガイド策定

厚生労働省は，職域における屋内空

気中のホルムアルデヒド濃度低減のた

めのガイドラインを策定した。同ガイド

ラインでは，職域における屋内空気中の

ホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm 以

下とすることを求めている。

そのため事業者は，換気装置の設置・

増設や継続的な換気の励行，発散源と

なっている合板，繊維板など建材の撤

去・交換などに努めるとしている。

■経産省

タオルのセーフガード見送り

経済産業省は，中国製などのタオル

に対する繊維セーフガード（緊急輸入

制限）の発動を見送り，発動の是非を決

める調査期間を15日から半年間再延長

することを決めた。また，中国の世界貿

易機関（WTO）加盟に伴い設けられた

対中国経過的セーフガード措置の運用

方針を決定した。発動の条件や手続き

などの運用ガイドラインを定めたほ

か，発動決定前に関係者が参加する公

聴会の制度を導入する。（日経 4/2・4/6）

統統    計計

■日本石鹸洗剤工業会

トイレタリー製品の販売量は3%増

日本石鹸洗剤工業会がまとめた洗浄

剤などの家庭用製品販売統計による

と，2001年のトイレタリー市場は販売

量が前年比3%増，販売金額は同3%減

となった。主力の洗濯用粉末合成洗剤

は，数量では前年並みと底を打ったが，

金額で同8%減と，流通の競争激化のあ

おりを受けた低価格化に歯止めがか

かっていない。     （化学工業日報 2/27）

■日本政策投資銀行

設備投資は来年度2.7%減

日本政策投資銀行は，2001，2002年

度の設備投資計画を発表した。2001年

度の全産業（除く電力）ベースの設備投

資実施見込みを前回8月予測（前年度比

0.6%増）から同6.6%減の21兆5,589億

円に下方修正した。とくに製造業は前

回予想の同6.2%増から同7.0%減と大

幅に下方修正。2002年度も製造業の投

資減少は続く見通しで，全産業ベース

の設備投資は2 年連続で減少すると予

測している。                       （日経 3/19）

■国際自動車工業連合会

世界の自動車総生産台数が減少

国際自動車工業連合会（OICA）がま

とめた2001年の世界の自動車総生産台

数は前年比3.9%減の5,580万台と3年ぶ

りにマイナスに転じた。EUと南米地区

は同1%と伸びたものの，世界最大の自

動車マーケットである北米が10.5% 減

と落込んだことが響いた。

（日本工業 3/25）

■2002年度の住宅着工見通し

前年比1.7%減の115万戸と予想

みずほファイナンシャルグループ

は，20002年度の住宅着工見通しを発表

した。それによると，所得回復の遅れや

実質金利高止まりなど中期的な下押し

要因などから，新設住宅着工戸数は前

年度比1.7%減の115万戸となる見通し。

（日刊工業 4/3）

■2001年度国内新車販売

2.6%減の約582万 5千台に

日本自動車販売協会連合会（自販連）

と，全国軽自動車協会連合会（全軽協）

がまとめた2001 年の国内新車販売は，

前年度比2.6%減の582万4,769台と2年

ぶりのマイナスに終った。デフレ経済

に伴う消費の冷え込みで，新車販売の

不振が再び深刻化している。総販売台

数600万台割れは4年連続。02年度も個

人消費の低迷が予想され，さらに販売

が落込む可能性もある。（日刊工業 4/2）

■中国パソコン需要予測

2006年に2000万台

国際情報産業省傘下の中国電子情報

産業発展研究会（CCID）は，中国のパ

ソコン市場の需要予測をまとめた。

2001年実績の785万台から毎年20%程

度の成長を続け，2006年には1,980万台

に達する見通し。同年以降は成熟期に

入り，年間2,000万台程度の需要が見込

めるとみている。                  （日経 4/2）

■グリーン購入ネットワーク

グリーン購入導入状況を調査

企業や自治体など約2,660 団体が加

盟するグリーン購入ネットワークは，

環境配慮型製品を優先購入するグリー
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■ANEX2003

出展募集を本格的に開始

アジア不織布業界最大のトレード

ショー，ANEX2003（アジア国際不織

布産業総合展示会・会議，2003年5月

21日～23日，インテックス上海）の開

催を1年後に控えて，主催者（ANFA，

CTMA）では国内からの出展社の本格

的な募集を開始した。

http://www.anex2003.com

問合せ先

ANEX2003運営事務局（CMPジャパ

ン㈱内）担当：岡田氏

ン購入の導入状況について，企業や自

治体などを対象に実施したアンケート

結果をまとめた。

商品別の取組み状況については，印

刷用紙と文具・事務用品がいずれも

80%と導入率が高く，コピー機・プリン

ターが62%と続く。

■国連統計

60歳以上人口が2050年に20億人

国連経済社会局は，世界の高齢者人

口統計を発表した。2050年には60歳以

上の高齢者が19億6,300万人と世界人口

の21%に達すると予測した。2002年現

在は6億2,800万人と全体の約10%だが，

2050年までに「史上初めて高齢者が15

歳未満年少人口を上回る」と指摘した。

業業    界界

■日本自動車工業会

02年の国内需要を588万台と予想

日本自動車工業会は，2002年（暦年）

の自動車国内需要を前年比 0.7 % 減の

588万台と予想している。米国経済を中

心に世界経済の回復が遅れるため，輸

出や設備投資の回復が年後半にずれ込

むことや，また日本経済再生に向けた

構造改革プログラムの進行により，厳

しい雇用環境が続く，などの要因が考

えられる。

■国内トラック4社

ディーゼル排ガス自主基準を設定

日野自動車，三菱自動車工業など国

内トラック4社は，ディーゼルエンジン

搭載のトラック・バスの排ガスに混じ

る黒鉛などの削減で規制値よりも厳し

い共通の自主基準を設けることで合意

した。

来年以降発売する全車に最新の燃料

噴射装置などを搭載，有害物質の粒子

状物質（PM）の排出量を規制値より7割

削減する。規制より先行して抑制技術

を確立し，今後世界規模で激化する環

境技術の開発競争で優位に立つことを

目指す。                               （日経 3/19）

■日本被服工業組合連合会

繊維製品のリサイクル状況を調査

日本被服工業組合連合会（日被連）

は，ユニホームや作業服などを生産す

る加盟324社を対象に実施した「繊維製

品のリサイクルに関するアンケート調

査」結果をまとめた。それによると，製

品回収では「実施している」が18%，「検

討している」が10%。このうちワーキン

グウェア分野だけを見ると50%が実施

しており，検討中も含めると75%と際

立って多い。                （日本工業 3/19）

企企    業業

■イーストマンケミカル

生分解性コポリエステルを不織布に

イーストマンケミカルは，日本にお

ける生分解性コポリエステル（グリ

コール変性ポリエステル）の市場開拓

を農業用マルチフィルムと不織布の 2

つの分野に絞り込んで進める。

（化学工業日報 2/14）

■ダイニック

有機EL向け水分除去シートを量産

ダイニックは，有機EL（エレクトロ

ルミネッセンス）ディスプレイ向け水

分除去シートを量産する。滋賀工場（滋

賀県犬上郡）内に第一段階として月産

約50万枚の設備を導入，3月から稼働さ

せた。順次増強し，近い将来には同500

万枚に引き上げる予定。

（化学工業日報 2/18）

■クラレ

不織布の新製品開発を強化

クラレは不織布の新製品開発を強化

する。衛生材料用など既存の生活関連

では，新グレードやリニューアル品の

開発を加速し，新規需要を開拓する。一

方，スパンレース，サーマルボンドおよ

びメルトブローの複合品開発を急ぎ，

医療用や工業用などをターゲットに機

能向上による差別化戦略を推進する。

（化学工業日報 3/12）

■出光ユニテック

複合不織布で用途開発加速

出光ユニテックは，不織布事業の高

機能化戦略を加速する。世界で唯一生

産する直鎖状低密度ポリエチレン（L -

LDPE）スパンボンドのヒートシール性

を活用，PET スパンボンド，マイクロ

ファイバー不織布，紙，透湿フィルムな

どの基材を積層化することで，ユー

ザーの要望に合った複合製品の展開を

進める。                （化学工業日報 3/14）

■花王

介護の新しいサポートサービス開始

花王では92年より介護に関するさま

〒103-0001　東京都中央区日本橋

小伝馬町7-17　朝日ビル

TEL03-3669-5811   FAX03-3669-5830

E-mail info@cmpjapan.com

http://www.cmpjapan.com

上海の夜景とANEX2003のロゴマーク
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ざまな相談に答える無料の電話相談

「ふれあいダイヤル」を開設し，また昨

年春には介護サポートセンターを新設

し，介護の調査解析を重ねながら介護

現場の支援を続けてきた。

そこで培った豊富なノウハウを基

に，一人一人の実状に合わせて適切な

アドバイスをするため，４月から新し

いサポートサービスを開始し，より一

層介護現場の視点に立ったきめ細かい

支援を続ける。            （日経流通 3/12）

■東リ・三井不動産

使用済みカーペットを再資源化

東リと三井不動産は，オフィスビル

から発生する使用済みカーペットの再

資源化システムを構築，再生カーペッ

トの販売を開始した。使用済みのカー

ペットを回収して東リの工場で粉砕処

理し，主にカーペットの基材としてリ

サイクルする。            （日本工業 3/25）

■昭和電工

PEFC用セパレータ開発へ

昭和電工は，固体高分子型燃料電池

（PEFC）用セパレータに進出する。ファ

インカーボン事業の一環として電池材

料の開発を強化しており，そのなかで

も成長が見込めるPEFC 分野への参入

をめざす。

■王子製紙

ユーカリでオムツかぶれ抑制

王子製紙・新技術研究所では植物資

源の高度利用を目指し，社有林に自生

または植林している植物の新たな生理

活性作用を探索しているが今回，ユー

カリの葉にオムツかぶれを抑制する効

果を見出し，それを適用することによ

りネピアから発売している紙オムツな

どの商品に新しい機能を持たせること

に成功した。

■花王

チョウジエキスで肌のシミ抑制

花王は，これまで紫外線でのシミの

発生メカニズムにおける新たなシミ原

因因子“SCF（Stem Cell Factor）”とそ

の作用を発見・解明してきた。

そしてこのほど，SCF の働きを抑え

る効果の高いエキス（チョウジエキス）

の開発に成功し，このエキスが紫外線

によるシミを抑制することを新たに見

出した。

■三井化学

タイの不織布設備が年末から稼働

三井化学がタイで建設を進めている

ポリオレフィン系スパンボンド設備が

今年9月に完成，試運転を経て12月か

ら本格稼働に入る見通しとなった。新

設備は，タイおよび周辺市場でのおむ

つなど衛生材料の伸びに対応したもの

で，アジア市場での主導的なポジショ

ンを確立する。     （化学工業日報 3/26）

■大阪ガス・日本スピンドル製造

焼却炉ダイオキシン除去装置開発

大阪ガスと日本スピンドル製造は共

同で中小規模の焼却炉向けのダイオキ

シン除去装置を開発した。ダイオキシ

ン類の吸着力の高いピッチ系活性炭素

繊維（ACF）をフィルターに採用したの

が特長。                        （日経産業 3/28）

■ピジョン

子育て支援事業を拡大

ピジョンは，保育・託児施設の運営，

ベビーシッター派遣，託児教育を柱と

する子育て支援事業を拡大する。主力

の育児用品事業とサービス事業とのシ

ナジー効果により，ハードとソフト両

面で育児関連分野の充実を図る。

（日刊工業 3/28）

■東レ

繊維リサイクルを強化

東レは，本年1月に新設した繊維リサ

イクル室をヘッドクウォーターに，同

社繊維事業が展開するリサイクル活動

を一元化し，限られた地球資源を安全

にしかも効率良く再利用するための，

「トータルリサイクルシステム」の構築

を目指す。

■フジコー

中国生産を拡大

フェルト，不織布大手のフジコーは，

中国で生産を拡大する。5月をメドに現

地の合弁工場に新たに2ラインを増設，

稼働させる。現地需要の拡大が見込ま

れる自動車用の吸音材やピアノ用ハン

マーフェルトを生産する。

（日経産業 4/11）

■三井化学

高弾性のウレタン原料を開発

三井化学は，高機能のウレタン原料

を開発した。独自開発の触媒を使い反

応性を向上させ，純度や分子量を大幅

に高めることに成功した。弾性が高く，

主にクッションなどに使うウレタン原

料として来年から量産を始める。

（日経産業 4/12）

■三洋電機・ホンダ

ハイブリッド用電池を共同開発

三洋電機とホンダは，ガソリンエン

ジンと電気モーターの併用で動くハイ

ブリッド車向け電池を共同開発する。

同電池分野はトヨタ自動車と松下電器

産業のグループがほぼ独占している

が，三洋はホンダとの提携をテコに追

い上げる。                              （日経 4/2）

■ラサ工業

高機能消臭剤を本格事業化

ラサ工業は，高機能消臭剤を成長分

野と位置づけ，3年後に売上高で3倍増

の年20億円突破をめざす。昨秋の新工

場完成に続き，4月には「消臭・抗菌プ

ロジェクトチーム」を発展的に解消，本

格事業化した。       （化学工業日報 4/5）

■セーレン

米で自動車内装材を本格生産

セーレンは6 月から米国子会社のビ

スコテックス・オートモーティブ・プロ

ダクト（略称VAP，ノースカロライナ州

モルガントン市）で自動車用内装材の

生産を始める。年間生産量は当初200万

mで，3年後には700万mをめざす。日
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本から進出している自動車メーカーの

需要に対応する。          （日刊工業 4/8）

人人    事事

■日本ルトラビル

新社長に獅子倉氏が就任

フロイデンベルググループのスパン

ボンド不織布販売会社である日本ルト

ラビル（JLC）では，4月1日付で獅子

倉雅人氏（写真）が社長に就任した。

同氏は82年，中央大学卒業後，日本

バイリーンに入社。スパンボンド一筋

に84年 JLC設立から参画し，台湾，米

国のフロイデン

ベルグ系企業勤

務を経て01 年同

社営業部長に就

任した。なお，福

士稔前社長は常

勤顧問に就任。

■旭・デュポンフラッシュスパンプ

ロダクツ

新社長に河野氏

旭・デュポンフラッシュスパンプロ

ダクツでは，社長に河野嘉夫デュポン

（日本法人）高機能不織布生産業務部長

（兼務）が3月15日付で就任した。

これに伴い，アンドリュー・V・ホー

ルズワース社長は，デュポン高機能不

織布事業部門アジア太平洋地域担当事

業本部長に就任した。

移転移転・・変更変更

■日本フェルト・市川毛織・日本フイ

ルコン

3社の経営統合を発表

日本フェルト，市川毛織および日本

フイルコンの3社は，総合抄紙用具メー

カーとして，企業体質の強化，国際競争

力の向上と企業の成長を図るために持

株会社を設立することに合意した。統

合によりグループの経営体質を強化

し，抄紙用具の高度化ならびに多様化

するユーザーニーズに迅速に対応し得

る，世界一流の総合抄紙用具グループ

を目指す。

■日本毛織

アンビックを完全子会社化

日本毛織は，フェルト事業を手掛け

るアンビックを株式交換により8 月に

完全子会社化する。日本毛織は主力の

衣料用繊維が低迷しており，産業資材

分野の経営を一体化することで事業規

模を拡大する。            （日経産業 3/22）

■クラレ

4月から9カンパニー体制に

クラレは4 月社内カンパニー制を導

入した。繊維資材，生活資材，クラリー

ノ，ポバール，エバール，アクリル樹脂，

化学品，エラストマー，オプトスクリー

ンの9カンパニーに，機能材料事業部お

よびポリエステル長繊維原糸事業部の

2事業部体制となる。

（化学工業日報 3/19）

■大王製紙

家庭紙事業部を名称変更

大王製紙は4月1日付で，家庭紙事業

部の名称を「ホーム＆パーソナルケア

事業部」（略称：H&PC事業部）に変更

した。さらなる成長と企業価値の創造

を目指し，ベビー用紙おむつの新ブラ

ンド“GOO.N（グーン）”の発売を機に

事業部名称を刷新することにした。

■旭化成

中国に“ロイカ”の製造拠点建設

旭化成の繊維カンパニーは，中国浙

江省杭州市杭州経済技術開発区にス

パンデックス（ポリウレタン弾性繊

維）“ロイカ”の製造・販売会社を設立

する。

同社は95年10月，中国の同開発区に

杭州旭化成紡織有限公司（杭州旭）を設

立，“ロイカ”の経編生地の製造・販売

を行ってきたが，すでに当初の計画規

模に達し，今後さらに事業拡大を計画

している。

■丸紅・丸昌商店

中国でカーペット用紡績糸製造

丸紅と丸昌商店はトンテックスエン

タープライズ社（本社：台湾）とともに

カーペット用紡績糸の製造販売会社

「蘇州丸昌装飾品有限公司」を中国江蘇

省太倉市に設立，6月より稼動を始める。

丸昌商店はカーペット用紡績糸の国内

最大手メーカーで，合繊糸では40% の

シェアを持ち，油剤のかわりに温泉水を

使用した紡績手法を開発するなど，製品

の安全性や地球環境に配慮した生産活

動を行っている。

■パシフィック技研

skkiにホームページをオープン

日本バイリーン100% 出資の加工会

社，パシフィック技研（住井義征社長）

は，3月25日付で，（財）滋賀県産業支

援プラザが主催する「滋賀県企業情報

検索市場skki（すっき）」に登録しホー

ムページをオープンした。

skki は滋賀県内の企業や団体を対象

に，商品・製品・技術・サービス情報や

受発注情報などを集め，インターネッ

トを使って県内外に発信する検索市場

で，昨年7月にスタートした。

同社では，とくに不織布加工部門と

機器加工部門双方に対応窓口を設ける

など，取引拡大の手段として位置づけ，

新たなビジネスチャンスに期待してい

る。アドレスは次の通り。

http://skki.shigaplaza.or.jp/

●お詫びと訂正

弊誌2002年臨時増刊号「不織布・機

械資材薬品ガイド」の旭化成の広告で

以下の誤りがあり，関係の方々に多大

なご迷惑をおかけしました。ここにお

詫びするとともに，訂正広告を本号に

掲載致します。

増刊号広告の中付3に「旭化成工業株

式会社」とあるのは，正しくは，本号中

付5の通り「旭化成株式会社」です。同

社は2001年1月1日をもって，社名を変

更しました。                            （編集部）
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