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国内
ニュース

■東京都

数は，第 1 位が悪性新生物で 30 万 4,000

CO2 削減義務づけ

人，第 2 位心疾患 15 万 1000 人，第 3 位

東京都は，地球環境温暖化対策として

脳血管疾患 12万 8,000人と推計される。

都内の約 1,000 カ所の大規模事業所に対

■東京商工リサーチ

し，二酸化炭素（CO2）の排出削減を条例

02 年の全国企業倒産状況を発表

で義務づける方針を固めた。都の環境審

東京商工リサーチは，02年（1〜12月）

議会に諮問して数値目標の設定や罰則

の全国企業倒産状況を発表した。 それ

などを検討する。（日経夕 11/13）

によると，全国企業倒産（負債総額1,000
万円以上）は，19,087 件。負債総額は 13

統 計

兆 7,824 億 3,100 万円となり，戦後 4 番

■日本貿易振興会

目の件数，負債額。上場企業倒産は過去

「03年東アジアの経済見通し」発表
行 政

日本貿易振興会アジア経済研究所

最多の 29 件にのぼった。
■環境省

■環境省・中央環境審議会

は，東アジア10か国・地域（中国，NIES，

00 年一般廃棄物の状況を発表

ゴミ最終処分量を2010年度に半減

ASEAN5ヵ国）経済の 2002 年実績推計

環境省は 00 年度の一般廃棄物の排出

環境省の中央環境審議会は，資源を

と 2003 年経済予測「03年東アジアの経

および処理状況を発表した。それによ

済見通し」を発表した。

ると家庭ごみなど一般廃棄物の全国の

有効活用する循環型社会を築くため，廃
棄物の発生抑制とリサイクル活用の推

それによると2003年は，東アジア全

排出量は，5,236 万 t と東京ドーム 141 杯

進でゴミ最終処分量を 2010 年度に 2000

体では投資が回復に向かうため，1.6%

分に達し過去最多だった。前年度より

年度の半分の 3 千万 t にすることを政策

の低インフレのもとで，前年と同率の

91万t，1.8%増えたがゴミの一部を再利

目標とするよう提言した。

堅調な 5.8% の成長と予測している。

用するリサイクル率が 14.3% と 1.2 ポイ

■経済産業省

■日本大学人口研究所

ント高くなったため，埋立てに回すゴ

容リ法「フリーライダー」対策強化

合計特殊出生率が 1.24 に低下

ミの最終量は 1,051 万 t と 36 万 t 減少。

経済産業省は，容器包装リサイクル

日本大学人口研究所は，1 人の女性

法における事業者間の公平性を確保す

が生涯に生む子供の数（合計特殊出生

02 年のパソコン国内販売 11% 減

るために「フリーライダー」
（特定事業者

率）は 2017 年に 1.24 と政府推計を超え

JEITA（電子情報技術産業協会）が発

であって再商品化義務を果たしていな

て下がる，という推計をまとめた。晩

表した 02 年のパソコンの国内販売台数

い事業者）対策を強める。従来から行っ

婚・未婚化傾向が続くと見ているため

は前年比11%減の1千2万7千台となり，

てきた捕捉システム整備事業を継続す

で，公的年金財政は政府見通より悪化

同協会が統計をとり始めて以来最大の

るとともに，義務を履行しない事業者に

する恐れが大きいとしている。

下げ幅となった。出荷金額も前年比

対しては勧告や事業者名の公表，命令な
ど法的措置を実施しようというもの。

（日経 10/29）
■厚労省

■ JEITA

11% 減の 1 兆 6 千 793 億円と最大の下げ
幅となった。

02 年の出生数が過去最低を更新

■日本記録メディア工業会

厚生労働省が公表した人口動態統計

03年の世界需要・生産予測を発表

シックハウスの環境 JIS 制定改正

の年間推計で，02 年に生まれた赤ちゃ

日本記録メディア工業会は，記録メ

経済産業省は，シックハウス対策を

んは115万6,000人で，前年の117万662

ディア製品（オーディオテープ，録音用

織り込んだ建築基準法の改正を受けて，

人より 1 万 5000 人減と推計され，過去

ミニディスク，音楽用 C D - R ，ビデオ

関連JISの制定・改正の審議を行った。そ

最低を更新する見込み。出生率（人口千

テープ，フロッピーディスク，MO，CD-

の第 1 弾として，試験方法（小形チャン

対）は 9.2 となり，01 年の 9.3 を下回る。

R/RW，記録型 DVD）の 03 年の世界需

（化学工業日報 12/12）
■経済産業省

バー法）の JIS を 1 月 20 日付けで制定公

死亡数は 97 万 8,000 人で，01 年の 97

要予測と国内生産予測（日系メーカー

示した。さらに，ホルムアルデヒドの規

万 331 人より 8,000 人増と推計される。

生産予測）を，02年の推定実績に基づい

定を追加した建材関連の JIS を本年 3 月

死亡率（人口千対）は 7.8 となり，01 年

てまとめた。

20 日付けで制定・改正公示する予定。

の 7.7 を上回る。なお，3 大死因の死亡
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需要は 15% 増の 7,030 百万枚で 70 億枚
の大台を突破。CD-RW（データ・録音
用含む）の世界需要は33%増の477百万
枚で市場の拡大に弾みがついてきた。

業 界・団 体
■日本不織布協会

「不織布関係資料集」などを発行
日本不織布協会は昨年末，01年度「不
織布関係資料集」を発行した。
「日本の

■日本不織布協会

環境問題の分科会を東京で開催
日本不織布協会は11月28日午後，東
京・千代田区外神田のダイドーホール
で，講師に経済産業省製造産業局繊維
課環境技術係長・是枝憲一郎氏を招い
て環境問題に関する分科会を開催，会
員ら約 60 名が参加し熱心に聴講した。
講演内容は，①繊維リサイクル問題
について，②グリーン購入法につい

会場の光景

て，③ PRTR 制度について，④シック
ハウス問題について。講演会終了後，
場所を変えて懇親会がもたれた。

統計（2001）」
「世界の統計（2001）」
「そ
の他」からなる。わが国の 2001 年の不

研究機構（RITE）は，古紙から生分解性

織布生産量や輸出入統計などを掲載。

プラスチックをつくる技術を開発し

■日本機能性イオン協会

A4 判・74 頁。また同協会では，03 年度

た。従来材料に比べて加工しやすく，包

イオン測定の受付を開始

の「会員名簿」をこのほど発行した。

装材や産業資材など幅広い用途を開拓

日本機能性イオン協会ではイオン密

■日本化学繊維協会

できるという。（日経 11/8）

する技術を開発した。
（日刊工業 10/31）

度の測定を開始することを決定した。

02 年の化学繊維生産の概況

■日本自動車工業会

測定方法は，原則としてブランクとの2

02 年の日本の年間の化学繊維生産は

03年の自動車国内需要見通し発表

点比較測定を行い，正イオン（一般名

141.5 万 t，前年比 9.5% 減と 1975 年以来

日本自動車工業会は，03 年の自動車

称：プラスイオン）と負イオン（一般名

の 150 万 t 割れとなった。うち合成繊維

国内需要見通しを発表した。前年比

は 125.3 万 t，同 8.4% 減，セルロース繊

100.7% に相当する 5,850 千台の国内需

維は 16.2 万 t，同 17.4% 減であった。

要があると推定している。このうち，登

企 業

■繊維学会

録車は 4,000 千台（前年比 101.0%），軽

■王子製紙

ナノファイバーで研究会設立

四輪車は 1,850 千台（同 100.0%）と見込

P&G 蘇州工場を買収

繊維学会は，ナノファイバーに関連

まれる。

王子製紙は，プロクター・アンド・

称：マイナスイオン）を測定する。

するわが国の優れた技術開発と実用化

■ JEITA

ギャンブルグループの中国での製紙工

をさらに促進するために「ナノファイ

03年の電子工業の生産見通し発表

場である「蘇州宝潔紙品有限公司」の

バー技術戦略研究会」を設立した。活動

JEITA（電子情報産業技術協会）は，

100% 持株会社である B&C インターナ

の第一弾として1月に東京で「21世紀を

03 年のわが国の電子工業の国内生産見

ショナル社の株式買収契約を P & G 香

開くナノファイバーテクノロジー」を

通しを発表した。依然厳しい状況が続

港と締結した。今回の買収により王子

テーマに講演会を開催した。

くものの，民生用電子機器の堅調な伸

は，中国市場の中でも最大の消費地で

■ ITMA ASIA2005

びと産業用電子機器の回復を受け，電

ある上海地区に家庭用紙製品の生産拠

05 年 10 月にシンガポールで開催

子部品・デバイスも需要回復が見込ま

点を確保することになる。

日本繊維機械協会と欧州繊維機械協

れることなどから，20兆 139 億円，前年

■東レ

会（CEMATEX）は，05 年にシンガポー

比 103.6% と微増ながらプラスに転じる

ナノ技術によるナノファイバー開発

ルで「ITMA ASIA2005（アジア国際繊

と予測している。

東レは，繊維の細さの極限追求にお

維機械見本市）」を共同開催することで

■東京都立産業研究所

いて従来の極細繊維（一本一本の繊維

合意した。会期は 10月17日から 21日の

バナナの茎を紙，糸・織物に再利用

の直径が数ミクロンオーダー）よりも

5 日間。会場はシンガポール・エキシビ

東京都立産業研究所は，名古屋市立

繊維径が 2 桁細いナノオーダーの単糸

大学，多摩美術大学，ノーザン・カリブ

で構成されたマルチフィラメント形状

■地球環境産業技術研究機構

大学（ジャマイカ），ハイチ大学と共同

の｢ ナノファイバー｣ を得る新技術を創

古紙から生分解性樹脂

で，大量に廃棄されているバナナの茎

出した｡ 同社が得意とする繊維形成技

経済産業省所管の地球環境産業技術

部を資源として紙や糸・織物に再利用

術にナノ構造制御技術を組み合わせる

ション・センンター。
（日刊工業 11/29）
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ことによって，従来技術の延長線では

■日海エヌエス

イティブは，トラックなどのディーゼ

到達し得なかった極限の細さを実現さ

布おむつに高吸水機能

ルエンジンに取り付ける空気フィル

せた。

介護・福祉用品製造・販売の日海エヌ

ターを新品同様に再生する手法を開発

■小松精練

エスは，吸水・保水性が高く，洗浄して

した。特殊な洗浄液と超音波で汚れを

保温・防臭性を高めた繊維を開発

繰り返し使用できる高齢者用の機能性

分解する。寿命が 4 倍以上に伸びる。

染色大手の小松精練は，銀を使って

布おむつ サーモダイア NS を商品化

蓄熱保温と抗菌防臭の効果を高めた繊

した。ポリマーの吸水と排水の可逆反

■東洋紡

維 エステディーマ Ag を開発，販売

応を活用した「吸排水ポリマー」粉を不

岩国事業所がISO14001の認証取得

を開始した。鱗状の銀がポリウレタン

織布に織り込むことによって，吸水・保

東洋紡績・岩国事業所（山口県岩国

の超薄膜フィルム全体に並ぶように加

水性を高め，滲み出しや横漏れを防ぎ，

市）は，環境管理に関わる国際規格

工した。（日経産業 10/30）

通気性にも優れる。（日本工業 11/6）

ISO14001 の認証登録を審査機関（日本

（日経産業 12/2）

■旭化成

■ユニチカ

検査キューエイ）から受け，昨年 11 月

人工皮革を欧州で拡販

コットン不織布の中国輸出を開始

に認証取得事業所として登録された。

旭化成は，人工皮革を欧州で拡販す

ユニチカはコットン不織布の中国へ

■クラレ

る。摩耗などに強い人工皮革を開発し，

の輸出を始めた。合成繊維の不織布よ

超極細繊維で人工皮革

現地自動車メーカーに売り込む。01 年

りも肌ざわりが良いことから，中国現

クラレは，高級家具や高級乗用車の

度に約 50億円だった同事業の売上を 05

地の衛生材料メーカーが採用を決め

シートに使える人工皮革を開発，量産

年度に60億円にする。
（日経産業 10/31）

た。供給規模は月数十 t と見られる。

を始めた。超極細の繊維を使って質感

■鹿島

（日経産業 11/14）

を高め，特殊な樹脂加工を施し耐久性

天然繊維で海底軟弱地盤を改良

■三洋化成

も向上した。0.1dtxの超極細ポリエステ

鹿島は，天然繊維を使って海底の軟

繊維用油剤などを中国で現地生産

ル繊維を使った

弱地盤を改良する工法を開発した。建

三洋化成工業は，04年春から中国で繊

0.0001dtx の超極細ナイロン繊維を素材

造費や維持費が嵩む専用作業船を使わ

維用油剤などの現地生産を始める。11月

ず，陸上の建設機械を転用できるよう

中旬に江蘇省の南通市に用地を取得し，

■豊田紡織

にした。（日経産業 10/29）

工場を新設する。
（日経産業 11/14）

自動車内装部品の新工場が稼働

アマレッタ P X

と

にした アマレッタ GS 。

■福助工業

■クラレ

高機能包装材開発を加速

介護製品分野に本格進出

車用内装部品の新工場「田原工場」を愛

福助工業は，合成樹脂フィルム・シー

クラレは，グループ各社の機能素材

知県渥美郡に完成，稼働した。カーペッ

ト，不織布，紙などの基材を複合化した

を生かした介護製品を商品化し，介護

ト，成形天井など内装部品の出荷準備

包装資材製品の開発を本格化する。高

される人たちにも介護する人たちにも

に加え，簡易加工も行い，物流，生産面

付加価値分野，機能性フィルム分野の

快適な居住空間を提案するため

の効率化を徹底する。

深耕により汎用フィルム依存からの脱

ニーワールド

却を図る。その一環として，不織布を

的に全国販売する。

豊田紡織は，倉庫機能を備えた自動

サ

の統一ブランドで本格

■カネボウ繊維

静電気の発生を抑える繊維を開発

ベースに備長炭をコーティングし，脱

■アラコ

臭機能を付与したクリーニング袋を実

自動車用シート端材を緩衝材に再生

える制電繊維 アンゼルスⅢ -SP を開

用化している。（化学工業日報 11/1）

アラコは，自動車用シート端材を自

発，発売した。半導体製造工場などのク

■ダイキン工業

動車用緩衝材としてリサイクルする技

リーンルーム用ユニホーム向けに売り

中国向けビル用大型空調を現地生産

術を開発した。 エルフール R として

込む。

ダイキン工業は，中国でビル用の大

製品化し，このほどトヨタ自動車に初

■東洋紡

採用された。

新型発汗マネキン SAM を開発

型空調機器の生産を拡大する。国内工

カネボウ繊維は，静電気の発生を抑

場から輸出していた中国市場向け製品

■日興クリエイティブ

を全面的に現地生産に切り替える。
（日

業務車両用フィルターを再生

を評価する代表的装置として発汗マネ

経 11/10）

自動車部品リサイクルの日興クリエ

キン TOM Ⅲ（トム・スリー） を発売
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しているが，さらに進化した新型発汗

設立し 3 社はその完全子会社として存

素材リサイクル促進技術研究開発」に

マネキン SAM（サム） を開発，より

続させるというもので，4 月 1 日の持株

参画して，研究に取り組んできた。

幅広い製品開発への活用を開始した。

会社設立を目指し準備を進めていた。

■トヨタ自動車・アイシン高丘

■日清紡

シュレッダーダスト再資源化へ

バナナを使った繊維製品を開発

トヨタ自動車と自動車部品製造のア

日清紡は，従来廃棄物として扱われ，

そしてこのほど，廃自動車を処理す
る際に発生するシュレッダーダスト
（破砕くず）のリサイクル技術を開発し
た。エネルギー源となる可燃性ガスな

イシン高丘は，使用済み自動車の破砕

利用されなかったバナナの茎から繊維

どを回収したり，銅を高純度まで精製

後に出るシュレッダーダスト（破砕く

を取出し，世界で初めて工業的に繊維

する技術の実用化にメドをつけた。

ず）を熱分解して再資源化するプラン

製品（テキスタイル）化することに成功

■日本毛織

トの実証試験に着手する。ガスや金属

した。開発した糸は，バナナ30%/綿70%

ピアノ用フェルトを中国で生産

などの資源を安定的に取り出す技術の

の混紡糸で，7〜12Sの太番手。今後，よ

日本毛織は，ピアノ用フェルトなど

実用化をめざす。（日本工業 12/5）

り細い番手の製造に取り組む予定。ま

不織布事業で中国に進出する。江蘇省

■埼玉工技・忍足研究所

た現在，バナナ 100% 糸の試作にも取り

江陰市に約 5 億円を投じて毛紡績子会

焼却処分フィルター開発

組んでいる。

社の隣接地に「江陰安碧克特殊紡織品」

■東レ

を設立する。生産能力は年130t。年内に

ター製造の忍足研究所と共同で，使用

竹の再生繊維複合素材を発売

着工し稼働は 2003 年 5 月の予定。2003

後に燃やし埋め立て処分のコストを削

東レはこのたび，竹を原料にしてビ

年度には全世界で 13 億円の売上高をめ

減するフィルターを開発した。セル

スコース法で製造された「バンブー繊

ロースなどの有機物系の繊維とポリエ

維」を使用することにより，吸放湿性や

■小松精練

ステルを組み合せた。食品工場などの

抗菌防臭性など，竹の持つ本来の機能

中国に染色加工の現地法人設立

空気清浄用に来年中の商品化をめざ

を活かした新しい植物再生繊維複合素

小松精練は，中国・江蘇省蘇州市に織

す。（日経産業 12/12）

材を開発した。 爽竹（そうたけ） のブ

物，編物の染色加工拠点となる「小松精

■三菱レイヨン

ランド名で4月からアウターやインナー，

練（蘇州）有限公司」
（仮称）を来年 3 月

アクリル事業で中国に生産 2 社

裏地用途向けに本格展開する。

にの設立する。資本金は約36億円で，小

埼玉県工業技術センターは，フィル

ざす。（日経産業 12/18）

■ユニチカ

松精練が 51%，残りをほかの日本企業

維とアクリル樹脂板を生産・販売する

生分解性の吸水性樹脂を開発

が出資する。（日刊工業 12/18）

と発表した。03年 2 月をメドに，中国浙

ユニチカは，グア豆を原料とする食

江省寧波市にアクリル繊維の製造販売

品用増粘剤グアーガムを用いた生分解

自動車内装材工場を中国に建設

会社を設立する。総投資額は約1億ドル

性をもつ吸水性樹脂を開発，紙おむつ

セーレンは，中国で自動車用内装材

を予定し，合弁先として寧波連合投資

などの使い捨て衛生用品向けを狙い本

の生産を始める。約 30 億円を投資して

控股有限公司，三菱商事，伊藤忠商事，

格的な研究開発に乗り出した。宇治工

高蘇州の蘇州市に座席シート材やエア

丸紅を予定している。

場（京都府宇治市）内に月産 200kg 能力

バッグなどの工場を建設する。04年1月

■抄紙用具 3 社

のパイ ロット設備を建設，スケール

に稼働させる予定。（日経 12/20）

経営統合を断念

アップ試験を開始した。

三菱レイヨンは，中国でアクリル繊

日本フエルト，市川毛織および日本

（化学工業日報 12/24）

■セーレン

■ノードソン

ホットメルターの主力機を一新

フイルコンの抄紙用具3社は，経営統合

■三菱マテリアルなど非鉄金属 4 社

を 4 月に行うことで基本的合意に達し

シュレッダーダストを再資源化

付け装置であるホットメルター製品群

実現へ向け作業を進めていたが，公正

三菱マテリアル，古河機械金属，三井

を一新し プロブルーシリーズ として

取引委員会により競争制限の指摘を受

金属鉱業，住友金属鉱山の非鉄製錬4社

売り出す。日本国内では7年ぶりの主力

け昨年 12 月 18 日，3 社の経営統合を取

は，経済産業省の補助事業としての新

機種の全面更新。従来の主力機 3000シ

り止めると発表した。

エネルギー・産業技術総合開発機構

リーズ に比べ，外観やコントロールパ

抄紙用具 3 社による経営統合の計画

（NEDO）と財団法人資源環境センター

ネルの操作性，メンテナンス性を高め

は，株式移転により共同で持株会社を

（CEM）との共同研究事業「非鉄金属系

た。（日刊工業 1/6）
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NEWS DOMESTIC

NEWS DOMESTIC
■クラレ

をめざす。（日経産業 1/23）

天然皮革の質感の PET 繊維開発
クラレは，水溶性樹脂を活用した極
細タイプのポリエステル繊維を開発し

事業の発展を図る。
■帝人

移 転・ 変 更

産業繊維事業グループを分社化

■ JETRO

帝人は，4 月 1 日をもって産業繊維事

た。樹脂を溶かして極細繊維に仕上げ

「日本貿易振興機構」として新発足

業グループを会社分割し、昨年 11 月 26

る方式を採用し，天然皮革に近い質感

日本貿易振興会（JETRO）は 10 月 1

日に設立した帝人テクノプロダクツ株

を生み出したほか，濃い色への染色も

日付で解散し，新たに独立行政法人日

式会社に承継させる吸収分割を行うこ

可能にした。（日経産業 1/6）

本貿易振興機構として発足する。新法

とを決定した。

■ダイワボウ

人はわが国貿易の振興事業を実施する

■日本メディコ

かゆみ抑制繊維を実用化

とともに，アジア地域などの経済関連

社名変更ならびに本社移転

ダイワボウは今春から，かゆみ抑制

の諸事情について調査研究・その成果

日本メディコは，69年設立以来，ディ

する効果があるとされる繊維を使った

の普及を行い，貿易の拡大および経済

スポーザブル製品を中心に各種医療機

花粉症対策マスクなどの商品を販売す

協力の促進に寄与する。

器を販売してきたが，今後の業容の拡

る。繊維に付けた化合物がかゆみを引

■日商岩井とニチメン

大・発展を期し 12 月 1 日付けで社名を

き起こす物質を分解する効果があると

共同持ち株会社設立，経営統合へ

「スミスメディカル・ジャパン株式会

いう。（日経 1/6）

総合商社6位の日商岩井と9位のニチ

社」に変更。また本社住所を下記に移転

■ユニチカ

メンは，4月に経営統合することを決め

した。スミスグループは，航空・産業機

燃料電池セパレータを本格事業化

た。共同持ち株会社を設立して両社が

器・医療器具などを手掛ける英国ロン

ユニチカは，特殊フェノール樹脂を

傘下に入り，04 年 3 月末に事業を再編

ドンに本部を置く多国籍企業。

活用した射出成形が可能な燃料電池用

し，統合を完了する。両社の主取引銀行

〒 113-0033 東京都文京区本郷 2-38-3

セパレータの本格事業化に乗り出す。

のUFJ銀行と米投資銀行のリーマン・ブ

TEL03-3816-6892（総務）

従来の黒鉛製品に比べ電気電導性，ガ

ラザーズなどが持ち株会社の増資を引

■仏 NSC NON WOVEN SYSTEMS

スバリア性，耐腐食性に優れる特長を

き受け，役員の派遣も検討する。

日本法人を設立

もつ。宇治工場（京都府宇治市）に年 10

■トーメン

万枚能力の生産設備を設置し，国内外

豊田通商と経営統合めざす

の自動車メーカーやバッテリーメー

トーメンは，12 月に開催した取締役

NON WOVEN SYSTEMS は，12 月 1 日

会において，
「トーメングループ中期経

付で日本法人「エヌエスシージャパン

営計画」を決定した。同社筆頭株主であ

（NSC JAPAN）」を設立した。これまで

■住江織物

る豊田通商とともに将来の経営統合を

日商岩井マシナリーシステムを通じて

中国にホットカーペットの合弁

目指し，トヨタグループによる指導の

販売していた両社の不織布製造機器を

住江織物は，中国におけるホット

もとに，抜本的な事業構造の改革と大

直接販売する。

カーペットの本体（発熱体）および，表

幅なコスト削減を断行し，真に競争力

連絡先は以下の通り。

皮材生産拠点を確保するため，中日合

のある企業として市場の信任を獲得す

エヌエスシージャパン㈱

資による合弁会社「蘇州住江兄弟織物

ることを目標とする。

〒 550-0002 大阪市西区江戸堀 2-1-1

有限公司」を設立した。所在地は，江蘇

■王子製紙グループ

江戸堀センタービル 9F

省蘇州市，従業員数は約 50 名。03 年度

家庭用紙事業を統合

TEL06-6225-1125 FAX06-6225-1126

の売上は 4 億円をめざす。

王子製紙と王子製紙グループの家庭

■三菱製紙

カーなどにサンプル出荷を開始した。
（化学工業日報 1/8）

チボー（T h i b e a u ）およびアスラン
（Asselin）が形成するフランスの NSC

用紙販売会社であるネピアおよび家庭

社長に佐藤健氏が就任

を拡大する。これまでの一般家庭に加

用紙メーカーであるホクシーの 3 社は，

三菱製紙は 1 月 28 日開催の取締役会

え，自動車のシートなど産業資材分野

王子製紙グループの家庭用紙事業に関

において，代表取締役に佐藤健（さとう

の用途を拡大する。消臭加工に使う薬

して，製販一体化を図るため事業の統

たけし）氏を選任した。現社長恩田怡彦

剤の輸出も新たに始める。05 年度には

合を決定した。経営環境の変化への迅

氏は代表権のない取締役相談役に就任

02 年度見込み比 2.5 倍の 100 億円の売上

速な対応とコスト削減により，更なる

する。

また同社では消臭加工の内装材事業
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