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国内
ニュース

化を図るため，03 年度から先進のナノ

日本化学繊維協会は，ナノテクノロ

テクノロジーを駆使した繊維加工技術

ジーなど先端技術を活用した高機能繊

の開発に乗り出す。繊維1本の分子構造

維の研究開発を促進する。ナノメート

を 10 〜 100 ナノメートル単位できめ細

ルオーダーで高分子の配列を制御する

かく制御できる微細加工方法を確立

ことにより，これまでにない機能が繊

し，超軽量の自動車用内装材や吸湿・撥

維に付与できるとしており，国家プロ

水性に優れたスポーツウェア，寝具な

ジェクトとして現在申請中だ。
(化学工業日報 8/5)

ど付加価値の高い商品開発をめざす。
（日本工業 8/21）

■光触媒製品フォーラム

■環境省

JIS・ISO 制度化へ

9 物質に初の土壌環境基準

光触媒にかかわる117のメーカー・団

環境省は，汚染土壌の砂ぼこりを吸

体によって構成される光触媒製品

行 政

うなどして，人が口から摂取する恐れ

フォーラムは2年後をメドに，同製品に

■経産省・農水省

のある重金属など 9 物質に初めて土壌

ついて JIS（日本工業規格）と ISO（国

シックハウス対策で新基準値

環境基準を設定，11 月に省令を公布す

際標準化機構）規格としての制度化を

経済産業省と農林水産省は，建材に

る。対象は水銀，鉛，ヒ素などで水道水

めざす。市場拡大に伴い，東南アジアな

の水質基準以下の濃度とした。

どから十分な性能を発揮していない製

含まれる化学物質が原因となる「シック
ハウス症候群」の対策を強化するため，

（日本工業 9/13）

品が流入しているのに対応するのが目

原因物質のホルムアルデヒドに新たな

統 計

的。規格の取得によって製品の信頼度

基準値を設ける。有害物質の使用を抑え

■厚生労働省

を高める考え。

た建材の普及を促すのが狙いで，来夏ま
での基準制定をめざす。
（日本工業 8/9）

「2001 年簡易生命表」発表
日本人の平均寿命は男性が 78.07 歳，

（日本工業 8/1）

■屋上開発研究会

NPO 法人の認証取得

■環境省

女性は84.93歳となり，過去最高を更新

屋上開発研究会は，内閣府から屋上

CO2 削減に成果主義

したことが，厚生労働省がまとめた

緑化を柱とする団体で初の NPO（特定

「2001年簡易生命表」で分かった。男女

非営利活動）法人の認証を取得した。こ

環境省は，店舗や家庭など民生部門
の温暖化対策を抜本強化するため，二酸

とも世界一となる見込み。

れを受けて新たに資格制度などを設

化炭素（CO2）の削減量に応じ，CO2 1kg

01 年に生まれた赤ちゃんのうち，男

当たり 50 円を交付する補助金制度を 03

性の半数以上，女性の4人に3人が80歳

年度に導入する。

の誕生日を迎える計算になり，今世紀

■東京都医師会

後半の長寿社会が浮かび上がった。

在宅患者の医療廃棄物回収

（日本工業 8/9）

■化学防護服

日本工業規格（JIS）の改正を検討中
9 8 年に制定された化学防護服の日本

（日経 8/1）

け，屋上緑化の普及活動に一段と力を
入れていく。

（日本工業 9/11）

東京都医師会は，急増が見込まれる

■国土交通省調査

在宅看護による医療廃棄物に関し，地

工業規格（JIS T 8115）の改正が検討さ

シックハウスの原因物質が低減

元の薬局を介して回収するシステムを

れている。同規格は，酸，アルカリ，有

国土交通省が行った調査によると，

構築する。今年度中にシステムの基本

機薬品，その他の気体および液体または

入居者がめまいや吐き気などを引き起

計画を決定し，03 年度中にモデル地域

粒子状の有害化学物質を取り扱う作業

こす「シックハウス症候群」の原因とな

を選定する。

に従事するときに着用し，化学物質の透

る化学物質の室内平均濃度が00年度の

■ PET ボトルリサイクル推進協議会

過および / または浸透の防止を目的とし

調査に比べ3〜5割低減していることが

国内 PET ボトル回収率が 40.1% に

て使用する化学防護服について規定し

分かった。

P E T ボトルリサイクル推進協議会

ている。

（日本工業 9/24）

は，01 年度の国内の PET ボトル回収率

■経産省

業 界・団 体

が前年度比 5.6 ポイント増の 40.1% とな

繊維加工のナノテクを後押し

■日本化学繊維協会

り，昨年に続いて世界最高水準を達成

経済産業省は，国内繊維産業の活性

ナノテク利用し高機能品を開発

したと発表した。
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■愛知県産業技術研究所

分していた老朽カーペットのリサイク

万㎡以上に引上げる。

繊維廃棄物を不織布状の活性炭に

主力の衣料用途に加え，自動車内装

ルを開始する。ビル管理会社を通じて

愛知県産業技術研究所三河繊維技術

材などの産業資材用途でも国内外の需

分別回収し，東リの工場で再生し，それ

要が高まっている。
（化学工業日報 8/1）

を三井不動産が買い取り，再びビルに

センターは，織物製造工程で生じる繊
維廃棄物を吸着性の高い不織布状の活

■ユニチカ

性炭にする技術を開発した。廃棄物を

燃料電池セパレータのコスト低減

■東レ

不織布に加工後，炭化・表面処理をし，

ユニチカは，固体高分子型燃料電池

不織布の海外展開を加速

敷く。

（日経 8/14）

脱臭フィルターや廃水浄化材へ応用で

用のセパレータを低コストで生産する

東レグループは，不織布事業でグ

きるようにした。

方法を開発した。材料のフェノール樹

ローバル展開を加速する。韓国合繊最

■ドラッグストア市場

脂を焼成する温度を制御し，従来の半

大手セハンとの合弁である東レセハン

前年比 +9% の 1 兆 9,000 億円超に

分の時間で焼き上げることで，生産コ

（TSI）では，05年までに中国にポリプロ

日本ホームセンター研究所は先頃，

ストを従来の 1/3 程度に削減できる。

（日刊工業 10/8）

「ドラッグストア名鑑 2003（第 8 版）」を

（日経産業 8/9）

ピレン（PP）スパンボンド生産拠点を構
築，紙おむつなど衛生材料向けに拡販

発行した。それによると国内のドラッ

■昭和高分子

を図る考え。TSI では昨年末に SMMSS

グストアの店舗数，売上高とも前年を

生分解性プラの生産能力を倍増

という5層の超低目付品の第4系列を完

上回っていることが分かった。

昭和高分子は，生分解性プラスチック

成・稼働させており，中国を除く東アジ

■大分県産業科学技術センター

ビオノーレ の本格量産をにらみ，04年

アに拡販を進めている。

油吸着材の堆肥化にメド

には現有設備能力を倍増の年6,000t体制

大分県産業科学技術センターは，油

に移行する。農業用マルチフィルムや発

■日本特殊塗料

吸着材を廃棄時に堆肥化する新リサイ

泡緩衝材向けに伸びているほか，04年に

自動車軽量防音材の専用工場新設

クル技術の開発にメドをつけた。スギ

は食品包装資材向けに新規参入できる

日本特殊塗料は，静岡工場（静岡県小

の間伐材などから採取した樹皮を細か

見込みにあることから生産体制を拡充

笠郡）の敷地内に自動車向け軽量防音

く砕き，不織布製の袋に詰めてマット

する。

材 リエタ・ウルトラライト の専用設

状に加工する。 （日本工業新聞 10/2）

企 業

（化学工業日報 8/9）

（化学工業日報 8/19）

■セーレン

備を新設する。設備投資額は13億円。第

米の自動車内装材生産能力を5倍に

1 期工事として 9 億円を投じ，専用工場

セーレンは，米国の自動車内装材工

と月産能力パーツ5万枚分の製造ライン

■東洋紡

場の生産能力を大幅に増強する。06 年

ポリエステル不織布を欧米に輸出

末までに約 70 億円を投資し，能力を現

■アラコ・高島屋日発

東洋紡は建材の防水シートや自動車

在の生産量の5倍強に引き上げる。主に

タイに合弁工場

日系の自動車メーカー向けに売込む。

アラコと高島屋日発工業のトヨタ系

の内装材などに使うポリエステル不織
布の輸出を開始した。国内需要の伸び

（日経 8/10）

を設置する。

（日刊工業 8/20）

シートメーカー2社が共同出資し，タイ

が期待できないため，海外市場を開拓

■ミサワホーム

にシート部品の合弁工場を設立するこ

し，今秋から稼働する新しい製造設備

古紙から新断熱材

とが明らかになった。両社は国内では

の稼働率を高める。03年度には，年間の

ミサワホームは，環境ベンチャーの

自動車用シートでトップシェアを競う

生産能力全体の1割弱に相当する1,500t前

環境経営総合研究所と共同で，古紙を

ライバルだが，トヨタ自動車の東南ア

後を欧米向けを中心に輸出する。

主原料とした新しい断熱材を開発し

ジア戦略の拡大に対応し，タイで手を

た。微細化した古紙とポリオレフィン

結ぶことになった。

（日経産業 7/30）

（日刊工業 9/4）

■三菱レイヨン

樹脂を 7 対 3 の割合で原料に用い，圧力

■東レ

アクリル人工皮革を増産

と水蒸気を注入して発泡させる。

韓国で PP 不織布を増産

三菱レイヨンは，アクリル人工皮革

（日経産業 8/13）

東レは韓国で P P 不織布を増産する。

の生産能力を増強する。現在，大竹事業

■三井不動産

50 億円を投じて現地工場の生産能力を

所（広島県）で年産 220 万㎡の生産能力

老朽カーペットのリサイクル開始

従来比 4 割増の年 4 万 5 千 t にする。増

を有するが，04年までに5割増強し，300

三井不動産は，産業廃棄物として処

設するのは東レが 70% 出資する東レセ
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ハン（ソウル）の亀尾第一工場。需要の

浄し，機能を再生したうえで納入する。

材 テラマックシート を使用し電子レ

伸びが見込まれる中国向け輸出などを

（日本工業 9/13）

ンジに対応できる高耐熱容器を開発し

■新日本空調

た。耐熱温度を130℃に高めることに成

■ユニチカ

空調設備の抗菌性能試験を開発

功した。

PLA 事業を拡大

新日本空調は，実機運転による空調設

拡大する。

（日経 9/5）

■ユニチカ

ユニチカは，生分解性プラスチック

備の抗菌性能試験および評価方法（特許

PET 不織布の製造能力 25% 増

であるポリ乳酸（PLA）事業を拡大強化

出願中）
」を開発した。今回開発した「空

ユニチカはフィルムや自動車内装材

する。新規用途として PLA のスパンボ

調設備の抗菌性能試験方法」は，材質の

などに使うポリエステル不織布の生産

ンンド素材が，地方自治体の最終処分

異なるフィンを備えた 2 台の FCU（ファ

能力を 05 年までにグループ全体で 25%

場におけるゴミ飛散防止シートとして

ンコイルユニット）の所定表面に菌液を

程度増やし，年産 3 万 t にする。国内で

評価を受けており，機能が評価されれ

塗布し，時間の経過とともに試料を採取

は岡崎工場，海外ではタイの現地法人

ば全国の最終処分場への本格採用に向

し，所定培地に植え付けて培養後，コロ

で能力を増強する。既存分野の需要が

け積極展開していく考え。

ニ−を計数する。

堅調に推移しているうえ，生分解性不

（化学工業日報 9/6）

■住友精化

織布の量産に備える。

■ノーウエイスト

SAP 生産を拡大

紙おむつリサイクル装置をリース

住友精化は，国内外で高吸収性樹脂

カナダの紙おむつリサイクル装置

（SAP）の生産体制を拡充する。来年を

フィリピンでベビー用紙オムツ発売

メーカー，ノーウエイストは来年1月に

メドに国内の姫路工場で年 2,000t 程度

ユニ・チャームは，フィリピンでベ

も日本法人を設立し，国内で紙おむつ

の増産を図る。シンガポール工場は 0 5

ビー用紙オムツ Mamy Poko の発売を

リサイクル装置のリース事業を始め

年をメドに現在の倍の同 6 万 t 体制を確

開始した。同社は，すでにアジア域内に

る。年間 3 千 t の紙おむつを処理できる

立する方向で検討している。アジア地

おいて，台湾・タイ・中国・インドネシ

装置を各地域の産業廃棄物業者などに

域をはじめ世界的には紙おむつ用途を

ア・マレーシア・シンガポールの 6ヵ国

リースする。産廃業者は病院や老人

中心に需要拡大が見込めるため。

で，ベビー用紙オムツ Mamy Poko を

ホームなどから使用済み紙おむつを回

（日経産業 10/16）

（化学工業日報 9/24）

■ユニ・チャーム

発売している。

■出光ユニテック

■ダイニック

■サンアッド

柔軟・伸縮性スパンボンド開発

不織布の生産能力増強

高吸湿・吸水性を実現した不織布

出光ユニテックは，柔軟性・伸縮性に

ダイニックは空調機器用フィルター

収する。

（日経産業 9/6）

サンアッドは高い吸湿・吸水性能を

ストラフ

や自動車内装材に使う不織布を増産す

を発売し

レックス の開発に成功した。特殊弾性樹

る。来年度中に埼玉工場（埼玉県深谷

た。アクリル酸ナトリウムを主成分と

脂をベースに，独自の樹脂設計技術と不

市）でフィルター用不織布の高機能化

する共重合ポリマーの水溶性材料で樹

織布成形技術によって開発した。ポリオ

設備の能力を倍増。滋賀工場（滋賀県多

脂加工を施した不織布。水溶性のため，

レフィン系の A グレードとポリアミド系

賀町）で内装用不織布の増産工事を計

汎用ポリエステルなどこれまで吸湿・

の P グレードの 2 タイプがある。

画している。両工場への投資額は3億円

実現した不織布

エクオス

優れるスパンボンド不織布

吸水性能の低かった素材を簡単に加工

■日本触媒

できるのが特徴。初年度 3 億円，3 年後

中国で SAP 生産

には年商 10 億円への育成を目指す。

日本触媒は，中国で高吸収性樹脂

（化学工業日報 9/11）

超と見られる。

（SAP）を生産する方針を固めた。04 年

（日経産業 10/22）

移 転・ 変 更
■キンダイ

■関電興業

の稼働をめざし，年内に最終決定，来年

会社更生法が受理，再建へ

空調フィルターの再生事業に参入

にも建設に着手する意向。

裁断機メーカーのキンダイ（大阪府

関西電力子会社の関電興業は，ビル

（化学工業日報 9/30）

泉佐野市）は，さる 1 月 28 日付で大阪

空調用フィルターの洗浄・再生事業に

■ユニチカ

地方裁判所に民事再生手続き開始の申

参入する。産業廃棄物として捨てられ

高耐熱性生分解プラシートを開発

立てをしていたが，6 月 5 日付で同申立

ていた使用済みフィルターを超音波洗

ユニチカは，植物由来の生分解性素

てが認められ，会社再建に入った。
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