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行行    政政

■経産省

光触媒に性能評価規格

経済産業省は，汚れの分解や脱臭な

どの機能を持つ光触媒の性能を正しく

評価する規格づくりに乗り出す。関連商

品の市場が急成長する一方で，まがい物

商品も目立ち始めている。標準化した評

価法がないためで，約1年かけて日本工

業規格（JIS）に向けた基本案を固める。

（日経夕 6/20）

■農水省

生分解性プラでCO2を削減

農水省は新たな二酸化炭素（CO2）を

排出しない植物や食品廃棄物からつく

る生分解性プラスチックについて，国内

プラスチック市場に占める割合を2015

年に 10% とすることを目標に普及を後

押しする。                             （日経 6/20）

■経済産業省

古着再使用促進の回収・販売仲介

経済産業省は，古着の再使用を促進

するため，回収業者（故繊維業者）と古

着販売業者の連携を仲介する。現在，大

半の古着は工業用ぞうきんに加工され

たり，廃棄処分されているが，実際には

衣料として使用可能なものの多いこと

から，協議会の設立を後押しする。

（日経流通 7/2）

■中央環境審議会

水底ダイオキシンの環境基準設定

環境相の諮問機関である中央環境審

議会は，川底や湖底，海底の泥や砂に含

まれるダイオキシンの濃度の環境基準

値を，泥など1g当たり150ピコg以下

とする報告書をまとめ，大木浩環境相

に答申した。ダイオキシン類特別措置

法に基づいて環境省が7月にも告示，管

理者などに義務づける。    （日経 6/25）

■厚労省

新築建造物の化学物質の測定義務化

新築の建物で発生するシックハウス

症候群が社会問題となるなか，厚生労

働省は，学校やホテル，百貨店の新築時

や大規模な改修時に，原因のひとつと

される化学物質ホルムアルデヒドの測

定を義務づける方針を決めた。違反す

れば都道府県などが改善命令を出し，

従わなければ建物の使用を中止させる

「罰則」も適用する。         （日経 6/25）

統統    計計

■子供の数

1,817万人(14.3%)で過去最低

総務省が「こどもの日」にちなんで

発表した4月1日時点の人口推計で，全

国の15歳未満の子供の数が前年比20万

人減の1,817万人となり，戦後の最低記

録を更新した。

総人口に占める割合も前年比0.2 ポ

イント低下の14.3%と主要先進国中最

低の水準に落ち込み，少子化傾向に歯

止めがかからない実態が浮き彫りに

なった。

■2001年の出生率

1.33と過去最低に

厚生労働省は「人口動態統計（概

数）」を発表した。それによると，2001

年に生れた赤ちゃんは前年より約2 万

人減り，女性が生涯に産む子供の数を

示す出生率（合計特殊出生率）は1.33と

過去最低を更新した。

30代前半だけでなく，20代後半の出

生率（25～29歳の女性が出産した子供

の平均数）も大幅に減少したことが響

いた。今年1月に発表した「将来推計人

口」では，2001年の出生率を1.34と予

測しており，早くもこの見通しを下

回った。

■2001年度国内パソコン出荷概要

出荷台数が前年比13.2%減

マルチメディア総合研究所がまとめ

た 2001年度の国内パソコン出荷実績に

よると国内パソコン総出荷量は，前年

度比13.2%減の1,214万台に大きく後退

した｡ タイプ別ではノートタイプが増

え，デスクトップを上回った｡総出荷金

額は1兆9,000億円となり2兆円を割り

込んだ。

■日本のインターネット人口

5,500万人，普及率44%に上昇

総務省では，世帯（世帯構成員など），

事業所および企業における電気通信・

放送サービスの利用実態を把握するた

め，平成13年の「通信利用動向調査」調

査を実施，その結果を発表した。

それによると，インターネットを職

場や家庭で使う利用人口（携帯電話に

よる利用を含む）が2 0 0 1 年末時点で

5,593万人に達した。この1年間で約900

万人が増えた。

■携帯電話の加入台数

7,000万台を突破

PHS を除く国内の携帯電話加入台数

が5月末に7,000万台を突破した。総人

口に対する普及率は55.1%になった。携

帯電話はこのところほぼ1年に1千万台

増加してきたが，2001年は909万台に減

少。今年の増加数は700万台程度まで下

る見通し。                             （日経 6/8）

■第88回中小企業景況調査

全産業の業況判断は上昇

経済産業省中小企業庁調査室は，第

88回中小企業景況調査（2002年4～6月

期の実績及び同年～9月期の見通しに）

をこのほど発表した。

それによると，今期の全産業ベース
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の業況判断DI（前年同期比，「好転」－

「悪化」）は前期（2002年1-3月期）に比

べて7.5ポイント上昇し，マイナス幅が

縮小（前期▲ 50.0→今期▲ 42.5）した。

業業    界界・・団団    体体

■家庭紙３団体

衛生薄葉紙会会長に山下洋志氏

衛生薄葉紙会，全国家庭用薄葉紙工

業組合連合会（全家連），全国家庭紙同

業会連合会（家同連）の家庭紙3団体は

5 月24 日，それぞれ定時総会を開催し

た。全家連は佐野廣彦理事長，家同連は

田中作次理事長がそれぞれ留任した

が，衛生薄葉紙会では原勘一郎会長が

退任し，山下洋志・ネピア常務が新会長

に就任した。

■日本アパレル産業協会

リサイクル認証マークの受付開始

日本アパレル産業協会は，リサイク

ルしやすい衣料品に付与する認証マー

ク「エコメイト」の使用申請受付を始め

た。同マークはポリエステルやナイロ

ンなど生地の素材によって5 種類に分

類し，それぞれ基準に適合する衣料品

に付与する。                （日経流通 6/27）

■PETトレイ協議会

食品安全性に自主規制

PET トレイ協議会は，使用済みペッ

トボトルを樹脂原料に使用したシート

やトレイの食品衛生安全性に関する自

主規制基準を策定した。基準では食品

に使用するシート，トレイの表裏には

原則的にバージン原料を使うことを定

めた。                              （日本工業 7/9）

■日欧の繊維機械団体

大型展示会を共同開催

日本繊維機械協会と欧州繊維機械協

会（CEMATEX）は，世界の繊維機械需

要がアジアにシフトしていることか

ら，両団体がそれぞれアジア太平洋地

域で開催してきた4年に1度の大型展示

会を統合し，今後は両団体が共同開催

することで合意した。   （日本工業 7/9）

■リネンサービス

介護施設向けの料金が下落

布おむつなどを定期的にクリーニン

グして貸し出す介護施設向けリネン

サービスの料金が下落している。老人

ホームなど介護施設の数や利用者数は

増えているが，参入増に加えて使い捨

ての紙おむつの普及で布おむつのリー

ス需要が減っているためだ。リース料

はここ4，5年で約2割下っており，布

おむつを扱うリネン業者の採算も悪化

している。                     （日経産業 7/16）

■日本プリント回路工業会

銅張積層板が36.4%の大幅減

日本プリント回路工業会は，2001年

の銅張積層板の購入量実績をまとめ

た。それによるとプリント回路メー

カーが2001年に購入した銅張積層板の

数量は，41,351㎡ と前年に比べ36.4%の

大幅減少となった。

企企    業業

■ユニチカ

スパンボンドの増設計画を見直し

ユニチカはスパンボンドの増設計画

を見直す。来年度に予定していた新設

備導入の方針を転換，当面既存設備改

良による増産で対応することにした。

紙おむつや生活資材向けに需要が拡大

しているものの，近年の国内消費不振

に加え，各社の増設ラッシュなどから，

新設備導入には時期尚早と判断した。

（化学工業日報 4/23）

■フジコー

NAS電池向け電極材を生産

フジコーは，次世代の大容量電池と

して期待されるNAS（ナトリウム硫黄）

電池の電極材用フェルトの営業生産を

始めた。東邦テナックスの耐炎繊維“パ

イロメックス”を独自の不織布加工技

術により高密度フェルト化する。3年後

に年間10億円の売上を見込んでいる。

（日経産業 4/25）

■旭化成

アジア向け不織布ワイパー強化

旭化成は，台湾系紡績企業と提携し，

マレーシア拠点における委託生産を

ベースに工業用不織布ワイパー“ベン

コット”（商品名）のアジア市場の開拓

を加速する。シンガポールの事業拠点

を販売のベースに，需要の急増が見込

める中国におけるクリーンルーム用需

要に対応する。       （化学工業日報 5/7）

■クラボウ

廃棄衣料を繊維に再生

クラボウは，廃棄衣料を再び衣料の

原料に戻すマテリアルリサイクル事業

に本格参入する。新しいリサイクル技

術の開発にめどがついたためで，現在

■第29回国際福祉機器展/H.C.R.2002

9月10～12日，東京・有明で開催

第29回国際福祉機器展/H.C.R.2002が

9月10～12日の3日間，東京国際展示場

「東京ビックサイト」東展示ホールで開

催される。16ヵ国から610社が出展し，入

場者数13万人を予定している。

展示機器は，車椅子や福祉車両，介護・

日常生活用品など。国内の主だった紙お

むつメーカーも毎回出展している。入場

は無料。

また，特別セミナー（有料）が「高齢

者の転倒を防ぐ～

その予防，発生か

ら寝たきりになら

ないためのリハビ

リまで～」をテー

マに11日（11:00～

15:00）に開催され

る予定。

問合せ先

（財）保健福祉広報協会

TEL03-3580-3052 FAX03-5512-9798

http://www.hcr.or.jp
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ユニフォームの製造販売会社から回収

している年間100t の廃棄ユニフォーム

を対象に事業化する。   （日刊工業 5/8）

■ニッパツ

繊維混ぜ込みカード偽造を防止

バネ大手のニッパツは，クレジット

カードやキャッシュカードの偽造を防

止する新技術を開発した。カード1枚ず

つに特殊繊維を混ぜ込み，繊維の絡み

合った形状を指紋に見立てて真贋を鑑

定する。

■旭化成

生分解プラに本格参入

旭化成は生分解性プラスチック市場

に本格参入する。さる3月に鈴鹿工場に

ポリ乳酸（PLA）系フィルム“ビオクリ

ア”（商品名）の生産を中心とする多目

的プラントを1系列設置，現在ロングラ

ン運転の最終テスト中。市場評価を併

せて実施している。当面の用途として，

NTT ドコモなどが採用している封筒の

窓貼りフィルム向けに特化する。

（化学工業日報 5/13）

■出光テクノファイン

人工皮革事業で米社と提携

出光テクノファインは，レザーメー

カーで北米最大手のカナディアンゼネ

ラルタワー（CGT）と北米における人工

レザー事業で提携すると発表した。自

動車や家具向けの“プロテインレザー”

にかかわる独占製造販売権をカナダ，

米国，メキシコの3ヵ国限定でCGTに供

与する。                        （日刊工業 5/10）

■ユニチカ

コットン不織布の生産を拡大

ユニチカはコットン不織布事業を拡

大する。3年後をメドに生産を倍増する

ほか，生分解性繊維を不織布に使うこ

とも検討している。コットン不織布事

業の売上高は2001年度で15億円前後だ

が，3年後には30億円強をめざす。

同社は15 億円強を投じ，垂井事業所

（岐阜県垂井町）にコットン不織布製造

設備を1ライン増設した。生産能力は倍

増の年5,000tで，すでに試験生産を始め

ており，6月から本格的に供給を始める。

                        （日経産業 5/21）

■富士紡績

ビタミンC摂取繊維の用途拡大

富士紡績は着ているだけでビタミン

Cを摂取できる繊維加工技術“V-UP”を

施した高機能繊維の用途を拡大する。

ストッキング向けを投入し，今夏まで

に寝具向けも供給。輸出も開始する。

（日経産業 5/10）

■川島織物

自動車シート用生地を米で生産

川島織物は，米国サウスカロライナ

州に自動車シート用生地の工場を来年

1月にも開設する。日系自動車メーカー

の北米事業強化に対応するため，従来

の米国企業に対する生地の技術供与契

約を解消，現地での試作・生産に乗り出

す。                               （日経産業 5/15）

■王子製紙

不織布の高速配向測定方法に成功

王子製紙新技術研究所は，紙はもと

より不織布の繊維配向（繊維の分布状

態）や高分子フィルムの分子配向をオ

ンラインで，かつ難しいとされてきた

高速運転（1000m/min）での測定を可能

とする新方式による画期的な測定方法

の開発に成功した。

■トヨタ自動車

回収PETボトルをマットに再生

トヨタ自動車は社内で分別回収した

廃PET ボトルを自動車のフロアマット

にリサイクルする。5月に発売した新型

車“イスト”に導入した。廃棄物の完全

リサイクルをめざす活動の一環で，イ

ストのフロアマットは全量を再生品と

する方針。                             （日経 6/9）

■ダイハツ工業

天井材のリサイクル技術開発

ダイハツ工業は，廃棄物量削減への

取組みとして，みかん皮の汁「リモネ

ン」を用いた自動車用天井材（樹脂部

品）のマテリアルリサイクル（原料に戻

すリサイクル）技術を開発，年内には自

動車業界としては初めての実用化を目

指す。

■日清紡

燃料電池セパレータ生産能力引上げ

日清紡は，固体高分子型燃料電池

（PFTC）用カーボンセパレータの生産

能力を段階的に年数千万枚まで引上げ

る。家庭用やポータブルタイプの燃料

電池向けを中心とした出荷増に加え，

国内外の自動車メーカーからの引合い

が強まっており，このほど見合工場（愛

知県岡崎市）で能力増強を完了し，200

万枚体制を構築している。

（化学工業日報 6/10）

■帝人

再生繊維事業を開始

帝人の子会社，帝人ファバーは回収

したポリエステル繊維を繊維として再

生するリサイクル事業を，7月1日から

開始した。回収した繊維を徳山事業所

（山口県徳山市）の専用設備で再生し，

“エコペットEC100”ブランドとして販

売する。2004年度までに年間1万tの販

売をめざす。

■大和化学

繊維薬剤を中国生産

大和化学工業は，中国で繊維加工薬

剤の生産に乗り出す。近く江蘇省無錫

に台湾企業との合弁新会社を設立。今

年9月をめどに月間100t程度の設備を整

え，本格生産に入る計画。

（化学工業日報 6/17）

■三井化学

生分解性樹脂事業に本格参入

三井化学は，植物原料の生分解性樹

脂“ポリ乳酸（PLA）”事業に本格参入

した。提携先の米カーギル・ダウから調

達したPLAをベースに拡販と用途開発

の布陣を構築。国内販売で1万 tをめざ

す1，2年後には，普及の課題となるコ
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ストで1kgあたり300円以下を狙う。

（日刊工業 6/12）

■松村石油研究所

中国工場が本格稼働

松村石油研究所は，台湾企業との合

弁事業として中国・江蘇省にホットメ

ルト接着剤および特殊潤滑油の工場を

建設していたが，このほど完成，本格稼

働と販売を開始した。製品は中国国内

の市場を主対象としており，ホットメ

ルト接着剤は紙おむつや生理用品向け

に需要開拓していく。

（化学工業日報 6/20）

■日本触媒

高吸水性樹脂の欧州での製販統合

日本触媒は紙おむつなどに使う高吸

水性樹脂（SAP）の欧州での製造と販売

を一本化した。ドイツの販売子会社か

らベルギーの製造子会社に営業権を移

転，販売会社は移転する。

（日経産業 6/20）

■ダイニック

生分解性シートに本格参入

ダイニックは，生分解性樹脂シート

事業に本格参入する。塩化ビニル樹脂

製と同等の柔軟性をもたせた超軟質タ

イプ，印刷・立方体成形が可能な半硬質

タイプ，繊維基布の両面に樹脂を皮膜

した繊維強化タイプの3 技術を確立し

た。                          （化学工業日報 7/5）

■ニッポン高度紙工業

マレーシアに工場進出

ニッポン高度紙工業は，マレーシア

に全額出資子会社を設立する。同社に

とって初の海外拠点。主力製品である

電解コンデンサー用絶縁紙と電池用絶

縁紙を裁断加工し，東南アジアの需要

家向けに短期間に供給するのが狙い。

2003年 2月の稼働予定。

■高島屋日発工業

北米にシート工場

トヨタ自動車系の内装品メーカー，

高島屋日発工業は北米市場でシート供

給体制を整えた。米インディアナ州で

のシート工場を今年末に立ち上げ，同

時にメキシコでシートカバーの生産を

始める。                          （日経産業 7/9）

■YUASA

タイに自動車用鉛蓄電池の新工場

YUASAのタイ現地法人は，自動車用

鉛蓄電池の新工場を建設し，今後7年間

かけて生産を倍増する。投資額は約5億

バーツ（約15億円）。自動車産業の集積

が進むタイで今後見込まれる鉛蓄電池

の需要の拡大に対応する。

（日経産業 7/22）

■日本特殊塗料

自動車用軽量防音材を増産

日本特殊塗料は，自動車用軽量防音

材を増産する。このほど静岡工場（静岡

県浜岡町）に9億円を投じ新ラインの建

設に着手し，10月の稼働をめざす。

（日経産業 7/23）

■ファーストリテイリング

フリース商品のリサイクルを開始

“ユニクロ”を展開するファーストリ

テイリングは，フリース商品のリサイ

クルを本格的に開始した。昨秋から全

国の店舗で回収を始めた不用フリース

約5万点を，土木工事用のシートに作り

替える。                        （日経流通 7/23）

■コグネックス

Accu-Sort Systems社と提携

マシンビジョン・システムの世界的

なリーディング・サプライヤーである

コグネックスは，オートメーション・シ

ステムの世界的プロバイダである

Accu-Sort Systems社と，今後数年にわた

る製品開発およびOEM契約を結んだ。

コグネックスはこの契約により，今

後Accu-Sort Systems社に対し，材料搬

送ライン上を高速で移動するパッケー

ジの画像を自動的に取込み，その画像

を解析してさまざまなタスクを実行す

る新しいマシンビジョン製品を開発し

ていくことになる。

人人    事事

■小津産業

中田範三現常務が社長昇格

小津産業は７月17日開催の取締役会

で，中田範三現常務の社長昇格を決議

した。北村純夫現社長は代表権を持つ

会長に，また長谷川識現代取副社長は

代取副会長に，それぞれ就任する。就任

予定日はいずれも８月27日。

移転移転・・変更変更

■東邦テナックス

東邦レーヨン徳島を解散

東邦テナックスは，レーヨン製造の

子会社，東邦レーヨン徳島（徳島県北島

町）を6月28日付で解散した。2000年

に決定した「繊維事業の再構築計画」に

基づくレーヨン事業撤収に伴う措置。

（日経産業 5/27）

■ユニ・ハートス

「ユニ・チャームペットケア」に変更

ユニ・チャームは，ペット関連商品を

扱う子会社「ユニ・ハートス株式会社」

の商号を，10月1日付で「ユニ・チャー

ムペットケア株式会社」に変更する。

グループ企業としてのシナジー効果

発揮と，商号を事業内容に即したもの

にするのが狙い。

■日石プラスト

社名を新日石プラストに変更

日石プラストでは，6月26日をもって

社名を「新日石プラスト株式会社」に変

更した。住所，電話番号，ファクシミリ

番号は従来通り。

■三晶

新研究所が稼働を開始

三晶が昨年末から総工費4 億円をか

けて建設していた中央研究所がこのほ

ど完成，業務を開始した。新研究所は，

関西文化学術研究都市の文化学術研究

ゾーンである氷室・津田地区に設置し

た。

47


