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■中央環境審議会

「循環型社会形成推進基本計画」案

中央環境審議会（環境相の諮問機関）

は，2010年度までに資源のリサイクル率

を現状の10%から14%に引き上げ，ゴミ

の量を半減させることを柱とした「循環

型社会形成推進基本計画」案をまとめた。

■環境省・経産省

廃車処理の実態明らかに

使用済み自動車の解体，破砕業の廃

棄物処理法に基づく業許可の取得状況，

年間処理台数などの実態が環境省，経済

産業省の調査で初めて明らかになった。

それによると，シュレッダーダストの処

分方法は埋立てが84%，焼却が50%，溶

融処理などその他が10%（複数回答）と

なっている。

■経済産業省

シュレッダーダスト70%再生へ

経済産業省は，自動車リサイクル法

に基づいた指定3品目のうち，カーシュ

レッダーダストについて，リサイクル率

を2015年までに3段階で70%まで向上

させることをめざす報告書をまとめた。

（日刊工業 3/11）

■経済産業省

抗菌加工製品のガイドライン

経済産業省では，抗菌加工製品のガイ

ドラインのフォローアップ結果として，

抗菌加工製品ガイドラインに基づくルー

ル策定状況や抗菌効果の国際標準化の

取組み，また抗菌加工製品に対する国際

的関心の高まりについて公表した。

■経済産業省

繊維セーフガード調査を延長

経済産業省貿易経済協力局特殊関税

等調査チームは，4月15日に調査期限

を迎えた繊維セーフガード調査を，今

後の輸入量全体の動向について，さら

に慎重に見極める必要があるとして，

調査期間の6ヵ月間（10月15日まで）の

延長を決定した。

■愛媛県

県紙産業研究センターが完成　

愛媛県川之江市に県紙産業研究セン

ターが完成，4月1日にオープンした。

西日本有数の紙の産地に製紙業界が求

める研究，技術開発だけではなく，紙文

化全般に対する理解を深める最新施

設，と位置づけている。

統統    計計

■環境省

00年度の一般廃棄物の処理状況

環境省は，2000年度の一般廃棄物の

排出および処理状況を発表した。それ

によると，家庭ごみなど一般廃棄物の

全国の排出量は，5,236万 tと東京ドー

ム141杯分に達し過去最多だった。これ

は前年度より91万t，1.8%の増加だが，

ゴミの一部を再利用するリサイクル率

が14.3% と 1.2 ポイント高くなったた

め，埋立てに回すゴミの最終量は1,051

万 tと 36万 t減少した。

■日本化学繊維協会

02年の化学繊維生産の概況

2 0 0 2 年の日本の年間の化学繊維生

産は141.5万t（前年比9.5%減）と75年

以来の150万t割れとなった。うち合成

繊維は125.3万t（同8.4%減），セルロー

ス繊維は16.2万 t（同17.4%減）であっ

た。主要品種の生産では，ナイロンFは

3 月に会員メーカーの工場火災が発生

し生産が停止したことやパンスト，靴

下などの衣料用途の需要が低迷したこ

となどで，12.6万 t（同 22.5%減）と大

きく落ち込んだ。

■日本自動車工業会

02年の自動車生産台数が1千万台超

日本自動車工業会の調査によると，

2002年（1～12月）の国内の自動車（四

輪）生産台数は1,025万 7,690台で，前

年の977万7,191台から48万499台，4.9%

の増加となり，2年ぶりに対前年でプラ

ス成長となった。しかし国内需要は579

万2,094台で，同1.9%の減少となり，2

年連続のマイナスを記録した。

■02年の高吸水性樹脂出荷量

28万 1,301tで前年比12.1%増加

経済産業省・製造産業化学課がまとめ

た02年の高吸水性樹脂（SAP）の生産・

出荷実績によると，生産量が27万6,686t

（前年比10.0%増），国内外を含めた出荷

量は28万1,301t（同12.1%増）となり，

前年に続き2桁の伸びを確保した。

業業    界界・・団団    体体

■経済同友会

21世紀グリーンプランを発表

経済同友会は，「森林再生とバイオマ

スエネルギー利用促進のための21世紀

グリーンプラン」を発表した。森林は，

木材やバイオマスエネルギーなどの再

生可能，かつカーボンニュートラルな

資源の宝庫であると同時に，生物多様

性の保全などさまざまな機能を有して

おり，人類の生存にとって不可欠の存

在である，と冒頭に同プランの目標を

掲げている。

■日本紡績協会など繊維系業界団体

繊維製品の3Rを推進

日本紡績協会など繊維系業界団体

は，繊維製品の3R（リデュース，リユー

ス，リサイクル）の推進に向けたアク

ションプランをまとめた。紡績，寝具，

カーペットなどの各分野で事業者が今
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■ANEX03

開催を12月に延期

アジア不織布協会（戴榮吉会長）は

4月16日大阪で緊急理事会を開催し，5

月21～ 23日，中国・上海市で主催す

る「アジア国際不織布産業総合展示

会・会議（略称：ANEX2003）」の開催

を12月に延期することを決定した。

後5 年間で取り組むべき項目を提示す

とともに，原材料の再利用率や製造工

程で発生する材料くずの減量化の目標

値も設定した。経済産業省の研究会「繊

維製品3R推進会議」で報告した。

■日本アパレル産業協会

リサイクル事業を開始

縫製品メーカーの団体である日本ア

パレル産業協会は，アパレル製品のリ

サイクル事業に乗り出した。ファッ

ション性の面から複数の素材を使い勝

ちな製品特性を改めるため，ポリエス

テル100%など5種類の易リサイクル基

準に合った製品に「エコメート」マーク

の認定を始めたほか，素材メーカーや

デパート，スーパーなどの流通業界と

共同で，古着（ボロ）の回収システムを

構築，家庭排出のアパレル品で05年に

は30%のリサイクル率をめざす。

（日刊工業 2/26）

■日本防音床材工業会

02年の防音床材の出荷量を発表

日本防音床材工業会がまとめた02 年

（1～12月）の防音床材の出荷統計による

と，加盟建材メーカー12社の総出荷量は

前年比2.4%減の890万2,000㎡となった。

主力市場のマンション着工が前年比

3.3%減に終わったことが響いた。

■日本壁装協会

塩ビ製壁紙をリサイクル

壁紙メーカーなどでつくる日本壁装

協会は，ポリ塩化ビニール（塩ビ）製壁

紙の廃材をリサイクルするモデル事業

を開始すると発表した。工事現場から集

めた廃材を圧縮して北九州のリサイク

ル施設に運び，セメント原料製造の助燃

剤として再利用する。（日経産業 3/25）

企企    業業

■日産自動車

リサイクル率高い車を設計

日産自動車は仏ルノーと共同で，リ

サイクル可能率が高い車の設計を支援

するシミュレーションシステムを開発

した。05 年に新型車のリサイクル可能

率を95%（重量ベース）に高めるのが目

標。（日経産業 1/29）

■豊田紡織

ケンタッキーで成形天井

豊田紡織は，4月から米ケンタッキー

州で成形天井の委託生産に乗り出す。

内装部品メーカーの中川産業の米国工

場に生産を委託して，トヨタ自動車の

ケンタッキー工場向けに供給する。

■旭化成

速乾性のポリエステル生地を開発

旭化成は，洗濯後10分と従来の半分

の時間で乾くポリエステル製の生地を

開発した。太さと断面が異なる2種類の

糸を使用して繊維の表面積を増やし，

水分が拡散する速度を速めた。

（日経産業 1/29）

■ユニチカ

トイレに流せるおむつを試作

ユニチカは廃棄後に水と二酸化炭素

に完全分解するおむつを試作した。お

むつの吸水材に使う高吸水性樹脂

（SAP）で生分解性タイプを開発。肌に

触れる面のほか，保水材まですべて水

や地中で分解することを可能にした。

（日経 2/1）

■アクア工房

ダイオキシンを吸着除去

アクア工房は，焼却炉に取り付け有

害なダイオキシンを吸着除去できる濾

過フィルター技術を開発した。大きさ

が通常の数十分の1から100分の1の活

性炭粒子をフィルター上に特殊コー

ティング加工した。（日刊工業 1/29）

■帝人

新コーポレートブランドを導入

テイジングループは4 月の持株会社

制移行を機に「テイジングループの認

知度向上と正確な理解の促進」や「テイ

ジングループの一体感と求心力の向

上」などを目的に，コーポレートブラン

ドを確立し，「新たなテイジングループ

の創生」を宣言した。ブランドロゴも刷

新し，その確立に向けた活動を積極的

に展開する。

■クラレ

防虫繊維を開発

クラレは，蚊などの虫が寄り付きに

くい防虫繊維を開発した。蚊取り線香

などに使うピレスロイド系の物質を繊

維に練り込むことで，防虫の効果を発

揮することに成功した。網戸や蚊帳向

け用に売り込む。（日経産業 2/5）

■昭和高分子

生分解性樹脂の生産能力を倍増

昭和高分子は，水や土の中で無害な

物質に分解する生分解性樹脂の生産能

力を増産する。04 年秋をメドに龍野工

場（兵庫県龍野市）の製造設備を増強，

年産能力を現在の2倍の6,000tに引き上

げる。（日経産業 2/4）

■旭化成

スパンデックスの中国生産を倍増

旭化成は，ゴムのように伸び縮みす

るポリウレタン弾性繊維（スパンデッ

クス）事業を拡大する。今春稼働する中

この決定は現在，中国を中心に世界

的な広がりを見せているSARS（重症

急性呼吸器症候群）の問題に対して，

主催者として「安全を優先する立場か

ら当面事態を見守る必要がある」との

判断によるもの。延期開催の期日は，

12月15～17日，会議は16～17日。会

場は従来通り「インテックス上海」。
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国の工場での生産能力を2倍に増やす。

日本国内でも付加価値の高い糸を中心

に1割増産する。（日経産業 2/6）

■カネボウ合繊

生分解性素材を本格展開

カネボウ合繊は，生分解性素材“ラ

クトロン”事業を数年で100 億円規模

に育成する。従来は繊維化した衣料，

土木・農園芸分野向け加工品などに展

開してきたが，生活資材分野での用途

拡大を見込み非繊維分野の拡大に力

を入れる。従来の衣料品に加え，ゴミ

収集袋や魚箱の製作に成功した。

（日刊工業 2/7）

■三井化学

タイの不織布工場が稼働

三井化学のタイ法人，ミツイ・ハイ

ジーン・マテリアルズがタイ・ラヨン県

で進めてきた不織布工場の建設を完

了，本格稼働を開始した。PPスパンボ

ンドとメルトブローの多層製品（SMS）

を生産する。生産能力は年産1万4,000t。

主にP&Gやユニ・チャームの現地紙お

むつ工場向けに供給する。

（化学工業日報 2/7）

■根来産業

天津でリサイクルカーペット生産

カーペットメーカーの根来産業は，

中国・天津市で使用済みペットボトル

を原料にしたリサイクルカーペットの

生産を始めた。半製品を日本から輸出

して現地で紡績工程以降を手掛ける。

製品は全量日本向け。（日本工業 2/7）

■ユニチカ

燃料電池セパレータの焼成を短縮

ユニチカは，燃料電池の発電素子（セ

ル）を積層するための絶縁物（セパレー

タ）のコストダウンに成功した。これま

で7～10日費やしていた焼成時間を数

十時間まで短縮できる技術の確立によ

り，1枚当たり数千円かかっていたコス

トを，数百円まで抑えることができた。

（日刊工業 2/11）

■東洋紡

綿紡績の生産能力を半減

東洋紡は，国内の綿紡織加工事業の

構造改善事業を発表した。6月末をメド

に3工場を閉鎖し，綿紡績，織布の生産

能力をそれぞれ半減，4割減とする。約

2 8 0 人いる社員はグループ内で配置転

換する。（日経 2/20）

■ダイニック

軟質発泡の生分解性樹脂シート開発

ダイニックは，軟質発泡タイプの生

分解性樹脂シートを開発した。脂肪族

ポリエステルとでんぷん系樹脂が原料

で，加工段階の耐熱性といった課題を

克服することで軟質発泡シート化に成

功した。（化学工業日報 2/21）

■豊田紡織

成形天井などの国内生産を増強

豊田紡織は，国内工場で成形天井や

補習用バンパーの生産能力を増強す

る。主力納入先であるトヨタ自動車か

らの一部の生産移管を受けるのに対応

するとともに，競争力の高い生産ライ

ンを構築し受注拡大をめざす。

（日経産業 2/21）

■ユニチカファイバー

快適素材を2種投入

ユニチカファイバーは，スポーツ衣

料を重点分野とした機能性衣料素材の

販売を強化する。04 年春夏シーズンに

向けて，既販素材である吸放湿性ナイ

ロン素材“ハイグラ”シリーズなど9種

類の拡販を図るとともに，新たに開発

した新素材2種類を市場投入する。

（化学工業日報 2/20）

■帝人ファイバー

ノンハロゲン系PET防炎素材開発

帝人ファイバーは，防炎性能に優れ

た，ポリエステル用ノンハロゲン系防

炎加工技術“スーパーエクスターTM セ

フレームTM”を開発した。同技術は，従

来，ハロゲンを含まない防炎剤の課題

であった防炎性能を大幅に改善しただ

けでなく，安全性についても日本防炎

協会より認定を受けている。

■帝人

ウェブサイト「エコWEB」開設

帝人はインターネット上に帝人グ

ループの環境・安全活動を総合的に案

内したウェブサイト「エコWEB」を開

設した。帝人のホームページに散在し

ていた環境関連情報を集約し，「貢献

（エコ派宣言など独自の取組み紹介）」

と「責任（環境活動報告）」の両輪でグ

ループの環境活動を紹介する。

■ジョンソン・エンド・ジョンソン

人工真皮市場に本格的参入

ジョンソン・エンド・ジョンソンは，

人工真皮“ペルナック”の販売権を興和

より引継ぎ，人工真皮の領域に本格的

に参入する。同製品は全層皮膚欠損創

に対して真皮組織を再建させる医療材

料。同社では，褥瘡用ドレッシング材な

ど創傷治癒を専門とする部門を有して

いることから，人工真皮領域でも総合

的な展開を行っていく。

■三菱レイヨン

家庭用浄水器で中国進出

三菱レイヨンは，中国の家庭用浄水

器市場に本格参入する。南開大学（天津

市）と共同で中国各地の水についての

情報を取得し，浄化ノウハウを研究。現

地の水質に合わせたろ過膜などを開発

し，現地生産で価格を引き下げる。

（日経産業 2/20）

■フジ電材

自動おしぼり製造機を拡販

フジ電材は，自動おしぼり製造機事

業を強化する。最大径4cmのおしぼりが

製造できる装置“プールス”を開発，原

反（ロール状不織布）とともに販売する

ため子会社を3月に設立した。

（日刊工業 2/20）

■日本バイリーン

米で自動車用マットを増産

日本バイリーンは米国で自動車用フ
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ロアマットを増産する。テネシー州の

生産拠点に300 万ドルを投じて新生産

設備を建設，04年の稼働をめざす。カリ

フォルニア州の生産拠点と合わせて米

で年産能力を現在の約1.5 倍の 450 万

セットに高める。（日経産業 3/3）

■東レ

新しい質感のナイロン素材開発

東レは，今までにない新しい質感を

持つナイロン素材“ミラマット”を開発

した。本来のナイロンの特徴であるソ

フトでしなやかな風合いを持ちつつ，

新たに上質できめ細やかな羽毛のよう

な触感（“Fine Feather Feeling”），さらっ

とした肌触りの良さ，適度なドレープ

性，清涼感を有した新素材。また，UV

カット性，防透け性が高く，生地を薄く

しても効果を発揮するため，衣料の軽

量化が図れる。

■クラレ

上海で面ファスナーを加工

クラレは今年8月から中国・上海市で

面ファスナー“マジックテープ”の加工

を始める。子会社で繊維商社のクラレ

トレーディングと共同で新会社を設立

し，マジックテープを年間1,000万㎡製

造する。（日経産業 3/3）

■高砂熱学

脱ガスデータベースを構築

高砂熱学工業は，クリーンルームの

構成部材から発生するケミカルガス

（脱ガス）の特性をまとめた「資機材脱

ガスデータベース」を構築し本格運用

を開始した。（日刊工業 2/26）

■日立プラント

バグフィルター交換作業を軽減

日立プラントは，廃棄物焼却炉用バ

グフィルターの濾布交換時に発生する

粉塵を低減し，作業者のダイオキシン

類暴露を防ぐ「濾布抜取り装置」を開発

した。従来方式に比べ作業者の防護具

が軽減でき，抜き取り時間も半減する。

（日刊工業 2/28）

■埼玉工技センター・埼玉大学・忍足

研究所

光触媒でマットの臭いを除去

埼玉県工業技術センターは，埼玉大

学やフィルター製造の忍足研究所など

と共同でベッドにこもる臭いを効率的

に除去する消臭マットを開発した。活

性炭と光触媒を組み合わせた。

（日経産業 3/3）

■バン

爆砕機で竹繊維を綿状に

竹素材ベンチャーのバンは，爆砕機

を使って青竹から繊維を取り出し，綿

状に加工する技術を開発した。爆砕し

た竹繊維は吸着効果に優れ，畳の芯材

や介護用品への利用が期待できるとい

う。環境に優しい天然素材として発売

する一方，機能性不織布としての商品

化をめざす。（日刊工業 3/3）

■旭化成

衣服内温度を低く保つ生地を開発

旭化成は，衣服内温度を低く保つ生

地を開発した。ポリエステルとキュプ

ラの両繊維を組み合わせることで，吸

水性に優れると同時に，太陽光などの

熱を遮る性能や接触冷感性をもたせ

た。（日経産業 3/4）

■シキボウ

着るだけで美白になる繊維を開発

シキボウは，江崎グリコとの共同研

究により，スキンケア化粧品用原料で

ある「α-アルブチン」を繊維に結合さ

せることに成功し，α-アルブチン配合

繊維素材“ウリアントαホワイト”を開

発した。着るだけでシミやそばかす，日

焼けを抑える効果が期待できる。肌着

やTシャツ，寝装品向けに展開する。

■クラレトレーディング

介護製品事業を本格展開

クラレグループの専門商社，クラレ

トレーディングは，昨年末から大阪中

心にホームセンターや専門店などへ介

護製品の販売を開始したが，同グルー

プの製品販売ルートや大手リネン会社

を活用して，介護サービス会社や医療

機関へも進出を図り介護ビジネスを本

格展開する。また，営業部員の増員など

で関東地域での事業展開に乗り出す。

（化学工業日報 3/4）

■東京鉄鋼

シュレッダー処理事業に参入

東京鉄鋼は04年9月をメドに，シュ

レッダー（自動車の破砕くず）の処理事

業を始める。約35億円を投資して，全

額出資子会社の東北東京鉄鋼（青森県

八戸市）に破砕くずを燃料や製鋼原料

に再生する設備を導入する。

（日経産業 3/9）

■東洋紡

湿気通す耐水生地を開発

東洋紡は耐水性が高いだけでなく，

湿気などを衣服の外に出す透湿性にも

優れた生地の加工法を開発した。ポリ

ウレタン樹脂の防水層に無数の細かい

穴を開け，同時に吸湿性のあるアクリ

レート樹脂粉末を防水層に混ぜて2 つ

■JAPANTEX

インテリア全般の展示会に再編

国内外のインテリアファブリック

ス関連メーカーおよび関連業種が出

展するアジア最大のインテリアファ

ブリックスショー「JAPANTEX」は，11

月の開催で22回目を迎えるが，インテ

リア業界全体を視野に入れた新しい

コンセプトを取り入れる。

インテリア産業活性化のために貢

献する新しい国際展示会のあり方を

目指し，インテリアファブリックス

という枠を越え照明器具，日用雑貨，

テーブルウェア，インテリアギフト

など，インテリアを構成する品目全

般へ拡大すると同時に，名称を「イン

テリアトレンドショー」へと変更す

る。
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の機能を両立させた。（日経産業 3/17）

■旭化成

生活製品開発を迅速化

旭化成は生活製品カンパニーの研究

開発体制を強化する。営業から企画，開

発，製造までの横断的組織づくりを進

め，製品開発をスピードアップ。05年度

までに研究開発人員を70人から100人

に増強する。（日刊工業 3/17）

■セーレン

内装材を一貫生産

染色大手のセーレンは，自動車用の

内装材を一貫生産できる体制を整え

る。福井市内にある自社工場を増設し

て編みから縫製まで手掛けるラインを

構築した。（日経産業 3/12）

■帝人

定期券からポリエステル原料

帝人は，近畿日本鉄道と共同で定期

券のリサイクル事業を開始する。近鉄

が回収した使用済みの定期券や回数券

を帝人ファイバーのリサイクル施設

で，ポリエステル繊維の原料に再生す

る。（日本工業 3/13）

■帝人ファイバー

消臭性を高めたPET織編物を開発

帝人ファイバーは，汗による体臭を

消臭する性能に優れたポリエステル織

編物“パーマフレッシィTM”を，ナノテ

クノロジーを利用して開発した。織編

物を構成するポリエステル繊維の表面

に，ナノオーダーに制御されたバイン

ダーで消臭剤を接着させる，ナノテク

ノロジーを使用している。

■三菱化学

生分解性樹脂に参入

三菱化学は，生分解性樹脂事業に参

入する。中部地区の関連会社で生産し，

4月から販売する。（日刊工業 3/13）

■日立造船

フルターンキー受注取りやめ

日立造船はプラント事業の収益率を

高めるため，設計から機器調達，建設施

工までを一括して請け負うフルターン

キー受注を取りやめる。主力の造水プ

ラントを除き，設計や機器供給，据え付

け・試運転などの単体業務に特化し，海

外案件中心とする損失計上リスクを最

小化する。（日刊工業 3/11）

■東レ

PLA製品を自動車内装材に

東レは，植物由来のプラスチック製

品であるポリ乳酸（PLA）を用いた自動

車内装材の開発を進めている。昨秋開

催されたモーターショーで，トヨタ自

動車が出展したコンセプトカーにPLA

製カーペットなどが搭載されており，

実用化をめざす。（化学工業日報 3/19）

■トヨタ自動車

成形天井の生産を豊田紡織に集約

トヨタ自動車は，国内主力車両工場

での成形天井の生産を，グループの豊

田紡織に集約していく方針。まず，堤工

場（愛知県豊田市）で8月に成形天井生

産をとりやめ，その生産を豊田紡織に

移管。今後は順次，元町工場（同）や田

原工場（愛知県田原町）でも展開する。

（日刊工業 3/20）

■福助工業

複合包材を本格育成

福助工業は，合成フィルム・シート，

不織布，紙などの基材を複合化した包

装資材の市場展開を本格化する。安値

輸入品の増大を背景に，レジ袋，ごみ袋

など主力のポリエチレンフィルムが伸

び悩むなか，新たな柱として重点育成

する。（化学工業日報 3/18）

■東レ

繊維の統合ブランドを展開

東レは繊維事業におけるグローバル

な統合ブランドとして新ブランド

“TOREX”（トーレックス）を設定し，03

年度より展開を開始する。新しい快適

を作り出す高品質繊維を保証する同ブ

ランドのブランドメッセージは

「Brightens Your Life」。ユーザーの生活

により一層の輝きを，という意味を込

めている。

■伊藤忠商事

シルキータッチの綿織物を開発

伊藤忠商事は，合繊並のシルキー

タッチを実現した綿織物の販売を始め

た。表面が滑らかな綿糸“コンパクト

ヤーン”を用いて，繊維メーカーなどと

共同開発した。（日刊工業 3/26）

■日立化成ポリマー

反応性ホットメルトの展開を強化

日立化成ポリマーは，環境対応型接着

剤の主力製品の一つに位置づける反応

性ホットメルト接着剤の市場展開を強

化する。揮発性有機化合物（VOC）フリー

で高機能といった特性を武器に自動車

や建築分野などでの拡販を図るほか，新

しく引合いが出てきた製本用途にも展

開していく。（化学工業日報 3/26）

■旭化成

スパンボンドを全面値上げ

旭化成は4月1日出荷分から，衛生材料

などに使うスパンボンドの全面値上げを

決め，需要家と交渉に入った。基礎原料の

ナフサが原油高を理由に高値圏となり，

製品価格に転嫁する。（日経 3/26）

■トクデン

省エネ型の液体循環ロールを開発

トクデンは，高精度の均温性をもつ

ジャケット室を設けた液体循環ロール

“ハイブリッドロール”を開発した。

ジャケット室の均温効果により，従来

の液体循環ロールに比べ熱媒となる流

体流量が4分の1以下で済み，設備，ラ

ンニングコストが大幅に低減できる。

（日刊工業 3/25）

■住友化学・三井化学

統合を見送り

住友化学工業と三井化学は，03年10

月に予定した対等の精神に基づく全面

的事業統合に向け協議を重ねてきた

が，このほど本統合を見送ることで合

意した。
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両社は，グローバルな企業間競争が

激化するなか，将来の事業の発展を確

保し，株主の期待に応え企業価値のさ

らなる向上を達成するために，両社の

事業を全面的に統合することが最善の

選択と判断し，00年11月に「事業統合

に関する基本合意書」を締結していた。

■デュポン

生分解性樹脂を日本で拡販

デュポンは，生分解性樹脂で日本市

場に本格参入した。同社の製品はPET

（ポリエチレンテレフタレート）樹脂と

似た性質をもつ。強度や耐熱性に優れ

る点が特徴で，すでに農業資材や衣料

向けに採用が決まった。（日経産業 4/8）

■アラコ

自動車ドアにケナフを積極採用

トヨタ自動車系シート大手のアラコ

はドアの内装材に，二酸化炭素の吸収

効果が高いとされるケナフの使用を拡

大する。環境対応強化の流れを受け，03

年度は前年度実績の1.5倍超の10万台以

上にケナフ使用が増える見通し。

（日経産業 4/11）

■豊田紡織

米国に成形天井生産の新会社設立

豊田紡織は米国に100% 出資の新会

社「TOYODABO MANUFACTURING

KENTUCKY LLC.」を設立した。今回の

新会社設立のねらいは，北米に同社コ

ア部品である成形天井の生産会社を設

立し，主にトヨタ自動車の米国におけ

る自動車用内装材の技術力・生産力強

化に寄与することにある。

■帝人ファイバー

徳山事業所でゼロエミを達成

帝人ファイバー徳山事業所は，昨年8

月以降，帝人グループとして初めて「ご

みゼロ」を目指した活動に着手し推進

してきた。その活動の結果，廃棄物のほ

ぼ100%を再資源化・有効活用できるよ

うになりゼロエミッション（同社基準

で単純焼却・埋立など非有効活用廃棄

物が1%未満）を達成した。

■日本化学工業

ケミカルフィルター開発

日本化学工業は，高性能活性炭繊維

を基材としたシートをミニプリーツ状

に加工したケミカルフィルターを開発

した。美術館で発生する酸性物質やア

ルカリ性物質の除去などが目的。

（化学工業日報 4/11）

■三井化学・北越製紙

合成・天然パルプを共同開発

三井化学と北越製紙は，プラスチッ

クが原料の合成パルプと天然パルプと

混合した印刷用合成紙を共同開発し

た。9月をめどに国内外で発売する。プ

ラスチック合成紙と天然パルプによる

通常紙の両方の性質を併せ持ち，耐水

性や寸法安定性などが高く，優れた印

刷適性を実現した。（日本工業 4/18）

人事人事

■ダイニック

新社長に細田氏を決定

ダイニックでは，新社長に全額出資

子会社である大平製紙の細田敏夫社長

が就任すると発表した。6月下旬に就任

する予定。坂部三司社長は代表権のあ

る会長に就く。

■旭化成

新社長に蛭田副社長が就任

旭化成では蛭田史郎副社長が4月1日

付けで社長に就任した。山本一元社長

は代表権のない副会長に退き，山口信

夫会長は続投する。　

■SARS対策用マスク

国内メーカーに大量の注文

新型肺炎「重症急性呼吸器症候群」

（SARS）が香港や中国を中心に広がっ

ていることを受け，国内のマスクメー

カーに大量の注文が入っている。

日本バイリーンは，香港など日系企

業を中心に引合いが殺到しているた

め東京工場（茨城県）などでマスクを

3倍に増産する体制を整えた。

医療用マスク国内最大手のサンエ

ムパッケージは，香港から手術用マス

クを1千万個受注し，4月は前年同月よ

り5割多い1千万枚増産して月産4千万

枚体制に引き上げた。

住友スリーエムでは，米国の防塵マ

スク基準の認定を受けた病院向けマ

スクに，香港や東南アジアに現地法人

をもつ日本企業から注文が急増。在庫

が不足し追加注文に応じられない状

況だ。

日本メディカルプロダクツは，医療

用マスクを4割増産する。SARSの流行

で，大手商社や輸出バイヤー，医療卸

などからの問合せや注文が相次いで

いるため。

興和ヘルスケアーも，商社経由で香

港に数千枚を送ったほか，ユニ・

チャームも香港の政府関係機関から

要請を受け輸出を検討している。

マスク大手の白十字は，西友とイオ

ンの香港店などに計1万 5,000 枚を空

輸した。

竹虎が医療機関向けに製造販売す

る業務用マスクの3月の出荷は，前年

同月比で4 0 % 増と大幅に増加した。

SARS対策向けと見られ，4月は3月の

出荷をさらに上回る勢いという。

SARS被害の広がりにより，マスク

需要は日本国内でも急増している。香

港ではマスクは医療機関しか使わず

日本のように駅の売店などで買えな

いため，国内需要に加え日本企業が国

内で大量に注文し駐在員らに送って

いる影響も出ていると見られる。

S A R S 対策用に国内のマスクメー

カーに大量の注文が入っている背景

には，花粉症対策などで日本製マスク

の性能が大幅に向上した側面もある

ようだ。
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■旭・デュポンフラッシュスパン

社長に黒田氏

旭・デュポンフラッシュスパンプロ

ダクツでは，5月1日付けでデュポンの

黒田良チタニウムテクノロジー事業部

長代理兼営業部長兼アジア太平洋地区

製紙セグメントマネージャーが社長に

就任した。黒田氏はデュポンの高機能

不織布事業部長も兼務する。

■三洋化成工業

新社長に家永専務が就任　

三洋化成工業では，代表取締役社長

に家永昌明専務取締役が昇格する人事

を発表した。筧哲男社長は代表権のあ

る会長に就く。

移転移転・・変更変更

■ダイニック

大平製紙を吸収合併

ダイニックでは，食品包装用資材な

どを手掛ける大平製紙を7月1日付けで

吸収合併すると発表した。また，同社で

は本装丁用繊維など重複事業を集約

し，全国5ヵ所の生産拠点を06年までに

3ヵ所にする。

■日本フイルコン

関西金網を子会社に

日本フイルコンは，関西金網の発行

済全株式160 万株を取得することを決

議した。この株式取得により，同社と関

西金網はそれぞれが一般工業用金網分

野において保有する販売，生産，技術，

物流などの事業能力を活用し，一層の

発展成長をめざす。なお，関西金網は引

続き同社名で事業活動を継続する。

■日本メディカルプロダクツ

米キンバリー・クラークと提携

医療用不織布製品大手の日本メディ

カルプロダクツは，同分野で世界的規

模を有する米キンバリー・クラークと

業務提携した。キンバリーが日本で販

売する医師の手術用ガウンなどをマ

レーシア工場で今春から生産し，OEM

供給する。（日経産業 2/7）

■ラフィアキャピタル

ロキテクノを買収

投資会社のラフィアキャピタルは，

産業用フィルターメーカーでジャス

ダック上場のロキテクノを株式公開買

い付け（TOB）で買収すると発表した。

（日経 2/13）

■ユニチカ

不織布製造部門を分社化

ユニチカでは，岡崎，豊橋，垂井の各

事業所・工場の不織布製造部門を分社

化し「ユニチカスパンボンドプロダク

ツ」を3月31日付けで設立した。生産

管理を一体化し，コスト削減と収益の

拡大を図る。資本金は4億5,000万円，従

業員は100名。本社は岡崎に置く。

■トヨタ自動車

高島屋日発を子会社化

トヨタ自動車は，高島屋が保有する

自動車用シートメーカー，高島屋日発

工業の全株式を譲り受け子会社化する

ことで高島屋と基本合意した。5月末の

高島屋の株主総会後の取締役会で正式

決定する。これにより高島屋日発はト

ヨタの連結対象子会社となり，6月にも

社名を「タカニチ」に変更する。

■帝人

エヌアイ帝人商事を完全子会社化

帝人は，株式譲受により子会社であ

るエヌアイ帝人商事を完全子会社化し

た。エヌアイ帝人商事は，帝人グループ

において流通・製品事業の中核だが，完

全子会社化することで，従来以上にグ

ループの戦略を迅速に実施することが

可能となる。

■帝人

産業繊維事業グループを分社化

帝人は，4月1日をもって産業繊維事

業グループを会社分割し，昨年11月26

日に設立した帝人テクノプロダクツ株

式会社に承継させる吸収分割を行うこ

とを決定した。

■エステー化学

マイコールと温熱用具で販売提携

エステー化学はマイコールおよびマ

イコール・プロダクツとの間で，カイロ

等の温熱用具に関する販売業務提携を

行うことを決めた。エステー化学の冬

季商材の強化などが目的。

■丸紅

上海に現地法人を設立

丸紅は，繊維原料およびテキスタイ

ル販売の丸紅グループ100% 出資の事

業会社として中国上海外高橋保税区に

丸紅繊維（上海）有限公司を設立し，5

月1日より営業を開始した｡

■クラレ

「執行役員制度」を導入

クラレは，コーポレートガバナンス

強化の一環として，経営の戦略的な意

思決定・監督機能と，事業運営の迅速な

執行機能を分離する，などを目的に6 月

下旬開催予定の定時株主総会終了後よ

り「執行役員制度」を導入する。

■ユニ・チャーム

組織名称を改定

ユニ・チャームは，①コーポレート・

ソシアル・レスポンシビリティ（CSR：

企業の社会的責任）の強化，②広域流通

へ適合した営業組織の再編，③ロジス

ティクス機能の統合，④ヘルスケア事

業企画機能の強化を打ちだした。

また，ベビー事業本部をベビーケア

事業本部へ，サニタリー事業本部を

フェミニンケア事業本部へ，それぞれ

組織名称を変更した。

■日本ルトラビル

東京営業所を移転

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，日本ルトラ

ビルでは，業容の拡大に伴い東京営業

所を下記に移転した。
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