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■国交省

都市部のビルの緑化を義務付け
国土交通省は都市部の緑化を進める

ため，大規模ビル建設時に緑化区域の設
置を義務付ける。敷地の20%程度を最低
限とし，緑化面積に応じてビルの容積率
を割り増し，固定資産税の軽減も検討す
る。（日経 5/26）
■内閣府

03年版「高齢社会白書」を公表
高齢化の状況と対策をまとめた03年

版「高齢社会白書」が公表された。それ
によると02年10月1日現在で，65歳か
ら74歳までの「前期」高齢者人口は前年
比25万人増の1,359万人。75歳以上の「後
期」高齢者人口は同51万人増の1,004万
人に達し，初めて1,000万人を突破した。
■厚労省

院内感染対策でSARSが課題に
厚生労働省が開催した第7回「院内感

染対策有識者会議」では，SARS（重症急
性呼吸器症候群）が医療従事者を中心に
拡大したことから，院内感染対策の重要
性が改めて確認された。（日経産業 6/16）
■経産省

高齢者・障害者への配慮を提言
経済産業省産業技術環境局標準課の

環境生活標準化推進室に設置された日
本工業標準調査会消費者政策特別委員
会は，「高齢者・障害者への配慮に係る
標準化の進め方について（提言書）」を
取りまとめた。
■国交省

ヒートアイランド緩和効果を発表
国土交通省は，東京都心部の10km四

方で公園をつくる，建物の屋上を緑化す

るといった対策を進めれば，平均で気
温が0 . 3℃涼しくなる効果があるとの
試算を発表した。

統統    計計

■総務省

こどもの数は総人口の14.1%
総務省がこどもの日にちなんで発表

した，4月1日現在のこどもの数（15歳
未満人口）は，前年より17万人少ない
1,801 万人で，22 年連続の減少となっ
た。男女別では，男性が923万人，女性
が878万人で，男性が女性より45万人
多く，女性100 人に対する男性の数(性
比)は 105.1となっている。
■厚労省・国民生活基礎調査

高齢者世帯数が700万突破
厚生労働省の「2002年国民生活基礎

調査」によると，65歳以上の高齢者で
構成する「高齢者世帯」が初めて700万
世帯を突破した。調査によると，昨年6
月時点で，高齢者世帯（未婚の18歳未
満と同居している世帯も含む）は前年
の約665万 4,000世帯から約52万世帯
増え，約718万 2,000世帯に上った。
■厚労省

出生率1.32に低下，過去最低を更新
厚生労働省が発表した「人口動態統

計（概数）」によると，02年に生まれた
赤ちゃんは前年より1万6,796人減って
115万3,866人で，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）
も1.32と過去最低を更新した。昨年1月
に発表された将来推計人口の予測
（1.33）を下回り，少子化に歯止めがか
かっていない。
■厚労省

女性の平均寿命が初めて85歳超す
厚生労働省の「2002 年簡易生命表」

によると，日本人の平均寿命は女性が
85.23歳，男性が78.32歳になり，男女
とも過去最高を更新した。女性が85歳
を超えたのは初めて。女性の延びが大
きく，男女差は6.91歳と前年より0.05
歳拡大した。

業業    界界・・団団    体体

■日本化学繊維協会

繊維リサイクルを推進
日本化学繊維協会は，経済産業省が

発足させた「繊維製品3R推進会議」で，
繊維屑の減量化・熱回収などの推進に

より，01年度実績のリサイクル率93%
を今後も堅持する目標を設定。PETボト
ルからの再生PET樹脂の環境対応力を
アピールし，用途を産業資材や土木資
材に広げるなどのアクションプランを
策定した。
■国内自動車メーカー

中国での乗用車販売が急伸
トヨタ自動車，ホンダ，日産自動車な

ど国内自動車メーカーの中国での乗用
車販売が堅調に拡大している。新型肺炎
「重症急性呼吸器症候群」（SARS）の影響
が心配された4月の新車販売実績は大幅
な伸びを示した。（日本工業 5/28）
■自動車のシュレッダーダスト処理

トヨタ・日産の2陣営で
自動車メーカーは04 年末から施行さ

れる自動車リサイクル法で進めるカー
シュレッダーダスト（ASR）の処理を，ト
ヨタ自動車と日産自動車を中核企業と
した2 グループで取り組むことになっ
た。複数グループで対応することで競争
力を高め，低コストで効率的な処理の実
現をめざす。（日刊工業 5/16）
■中央農業総合研究センター

水稲ロングマットの実演会開催
中央農業総合研究センターでは，稲

作の省力化，軽労化，低コスト化を目指
して，ロングマット苗の育苗・移植技術
の開発を進めているが，この同マット
水耕苗移植技術の啓蒙，普及促進を図
るために実演会を実施した。
■日本壁装協会

塩ビ壁紙リサイクルの実証試験へ
日本壁装協会は，塩ビ製壁紙のリサ

イクルシステムを提案，このほど回収・
減容梱包・搬送，さらにセメント原料な
どとする一連の実証試験（モデル事業）
に入った。（化学工業日報 6/10）
■岐阜県生活技術研究所

リグニンから高吸水性素材開発
岐阜県生活技術研究所では植物系資

源に含まれるリグニンから高吸水性素
材の開発を進めたところ，従来，リグニ
ンは吸水し難いという常識を覆し，極
めて高い吸水能力を有する素材の開発
に成功した。　　　　　　　　　　

企企    業業

■三菱レイヨン

旭化成のアクリル長繊維を取得
三菱レイヨンは，旭化成の所有する
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アクリル長繊維に関する技術，一部の生
産設備を今年4月，一部の商標権（ピュー
ロン，タクタス，リーカス）を同7月を
もって譲り受けた。
■東レ

米カーギル・ダウとPLAで提携
東レと米国カーギル・ダウLLC は，

カーギル・ダウが開発したトウモロコ
シを原料とするPLA（ポリ乳酸）を使用
して東レがPLA繊維を製造・販売する
事業について，ブランド，技術ライセン
ス，PLA チップ供給などを含む包括的
な契約を締結した。
■ホギメディカル

キット製品を戦略商品に育成
ホギメディカルは，手術の際に医師

が使用する用具を揃えたキット製品を
戦略商品として育成する。とくに必要
部材をワンパック化したフルキットを
中核に据え，07年までに全社売上の約4
割まで引き上げ，ガウンなどソンタラ
製品に代わる経営の柱にする方針。

（化学工業日報 5/7）
■ユニチカ

中国でスパンボンドを本格展開
ユニチカは中国でのスパンボンド事

業に乗り出す。タイルカーペットと自
動車内装材用途をメインに中国市場を
開拓する。近く営業活動を始め，04年度
からタイの現地法人「タスコ」を拠点に
供給を本格化させる。4～5年後には年
500～ 1,000tの販売をめざす。

（日刊工業 5/9）
■日本触媒

中国・張家港市でSAPを生産
日本触媒は，中国・江蘇省張家港市で

高吸水性樹脂（SAP）の生産プラントを
建設する方針を正式に決めた。近く同
市の化学工業団地内へSAP生産のため
の新会社を設立，同時に年間3万t前後
のプラント設備建築に向けた具体策に
着手する。（化学工業日報 5/12）
■丸紅

中国での販売業務を強化
丸紅は新設した上海の現地法人を拠

点に中国での繊維原料とテキスタイル
の輸出入や中国国内での販売業務を強
化し，3年後には売上を現在の約2倍に
当たる年3億ドルに引き上げる。

（日刊工業 5/12）
■東洋インキ

抗菌剤事業に参入

東洋インキ製造は，MRSA（メチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌）などの感染防
御に有効な天然抗菌剤を，ベンチャー
企業の鳳凰堂と共同開発，抗菌剤分野
に新規参入する。天然の笹から抽出し
たエキスを主成分とした抗菌剤で，院
内感染防止用マスク，換気用抗菌フィ
ルター，抗菌シートなどの応用製品を
開発中。（化学工業日報 5/12）
■徳山ポリプロ

PP製造設備が稼働
徳山ポリプロは，5月1日よりポリプ

ロピレン（PP）製造設備の営業運転を開
始した。出光石油化学とトクヤマの折
半出資によるPP製造会社である徳山ポ
リプロでは，かねてより国内最大級の
ポリプロピレン製造プラントを建設し
ていたが，本年1月に完成，試運転を経
て，このたび営業運転を開始した。
■東洋紡

ガス吸着・金属防錆繊維を発売
東洋紡績は，今までにないまったく

新しいタイプのガス吸着・金属防錆（変
色防止）アクリレート系繊維“セルファ
イン”の開発に成功し，本格的に販売を
開始する。大気中や水中の臭気物質を
吸着するガス吸着繊維で，従来からあ
る粒状や繊維状の活性炭などの吸着材
に比べ，優れた吸着能力を持ち，消臭機
能，金属の防錆（変色防止）機能，抗菌
防臭機能などを兼ね備えている。
■東レ

PLAを自動車用内装部材に
東レは，地球に優しい植物由来の素

材であるPLA（ポリ乳酸）繊維“エコ
ディア”を用いた自動車内装部材を開
発し，世界で初めて本格生産を開始し
た。この内装部材は，トヨタ自動車，ア
ラコと共同で開発したもので，トヨタ
自動車の新型「ラウム」のスペアタイヤ
カバーとフロアマット（販売店装着オ
プション）に採用された。
■四国化成工業

シックハウスに備長炭入り内装材
壁材の総合メーカーである四国化成

工業は，シックハウス対策にかかわる
改正建築基準法（7月1日施行）に適合
した備長炭配合の高機能内装材の新製
品，炭壁シリーズ“さやか”の販売を開
始した。
■サンエムパッケージ

SARS対策マスクに内外から注文

新型肺炎「重症急性呼吸器症候群」
（SARS）の被害が拡大する中，不織布
マスクの生産で世界でも有数のシェ
アを誇るサンエムパッケージに，国内
外から注文が殺到した。4月の中国，香
港，シンガポールへのマスクの出荷は
前年比100倍の1,000万枚。月産3,000
万枚から4,000万枚に増産し，工場の稼
働時間や従業員を増やすなど対応に
追われた。
■松下電器産業

SARS対策向け空気清浄機を増産
松下電器産業は，新型肺炎SARSの広

がりを受けて，6月から8月までの間，香
港市場向けの空気清浄機を月2,000台増
産した。従来は月産100台程度だった。

（日本工業 5/15）
■アラコ・高島屋日発工業

欧州車を意識した商品企画体制へ
トヨタ自動車系のシート大手，アラ

コと高島屋日発工業が欧州車を意識し
た商品企画体制を整える。アラコがベ
ルギーにデザイナーを常駐させ，高島
屋日発工業は技術系社員のフランス研
修を制度化した。（日経産業 5/20）
■御美商・コクヨグループ

タイルカーペットを再生
御美商とコクヨグループは，オフィ

ス家具業界ではじめてタイルカーペッ
トの循環型リサイクル事業を構築す
る。廃棄タイルカーペットに使われて
いる塩ビとその他の素材を分別し，リ
サイクルする技術を御美商が開発した
ことで，産業廃棄物の最終処分量を削
減する循環型リサイクルシステムを構
築することが可能となった。
■日本バイリーン

自動車資材の中国でのFSを開始
日本バイリーンは，自動車用不織布

資材の中国での事業化に向けFS（企業
化調査）を開始した。中国でのモータリ
ゼーション加速に伴い，需要家からの
現地供給ニーズが強まっていることか
ら，生産・販売体制の構築に向けFSを
推進する。（化学工業日報 5/28）
■ライオン

光触媒で防臭繊維
ライオンは繊維に混ぜ込んでも素材

を劣化させない光触媒を開発した。
ペット用の消臭砂に使っている多孔質
ケイ酸塩の技術や界面活性剤技術を活
用した。（日経産業 6/2）
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■花王

アジアで生理用品を拡販
花王はアジアで生理用ナプキンを拡

販する。市場拡大が見込めるとともに
競合他社にシェアでリードを取られて
いる中国市場を軸にてこ入れを図る。
来春にも新製品を投入し商品，広告，販
売が一体となった拡販体制を整備す
る。（日刊工業 6/5）
■大協企業・金井重要工業

不織布で油煙除去・脱臭装置開発
大協企業は，不織布大手の金井重要

工業，日立造船系のグリーンテックと
共同で不織布フィルターと活性炭セラ
ミックを使用した油煙除去・脱臭装置
を開発した。（日刊工業 6/4）
■日本無機

生分解性プレフィルター開発
日本無機は，業界初の生分解性プレ

フィルターを開発した。原料にポリ乳
酸の生分解性繊維を使用しており，使
用後に土中に埋設すれば水と炭酸ガス
に分解する。（化学工業日報 6/9）
■三菱商事

SARS対策防護服を中・台に寄贈
三菱商事は，新型肺炎SARS（重症急性

呼吸器症候群）対策に取り組む中国，台湾
に米デュポン製の高機能不織布製保護服
を16,000着寄贈した。（日本工業 6/4）
■クラレ

人工皮革がNECパソコンに採用
クラレの人工皮革“アマレッタ”の新

タイプが，日本電気の高性能個人向け
A4オールインワンタイプのノートパソ
コン“LaVie C”の上位モデルに採用さ
れた。“アマレッタ”は，ノートパソコ
ンのパームレスト用に新規に開発した
人工皮革で，従来のパームレスト用素
材にはない感性とファッション性を有
している。
■日本バイリーン

SARS対策マスクの設備投資見送り
日本バイリーンは，SARS（重症急性

呼吸器症候群）対策マスクとして受注
が殺到している「N95」規格相当の性能
を有する新国家検定「DS2」適合の防塵
マスクの設備投資を見送ることにし
た。（化学工業日報 6/11）
■旭・デュポンフラッシュスパン

SARS対策で防護服出荷が3割増
旭・デュポンフラッシュスパンプロ

ダクツでは，SARS対策として使用する

防護服“タイベックプロテック”のここ
数ヵ月の出荷量が20～30%増に膨らん
でいる。WHO（世界保健機関）が患者
などに接する際に同製品の着用を勧め
ている。（日刊工業 6/11）
■トヨタ自動車

「自動車環境総合評価体制」強化
トヨタ自動車は，自動車に係わる環

境対応を一層推進するため，新たな環
境評価システムの導入を決定し，今後，
総合的な環境評価への取り組みを強化
していく。
■カネボウ繊維

“環境・健康・快適”を重点テーマに
カネボウ繊維は，光触媒により汚れや

臭いを分解する新素材“サンアルファ”
をはじめ，業界から評価が高い「環境・
健康・快適」をテーマとした重点素材群
を「I  Save Our Planetクラブ」として展
開，環境問題などに意識の高いメー
カー・消費者を対象に，「地球に，環境に，
人にやさしい」生活を提案する。
■ユニ・チャーム

アジアで紙おむつを拡販
ユニ・チャームは，アジアでベビー用

紙おむつの販売を拡大する。02 年度に
本格進出した中国，フィリピンの販路
開拓を進めるとともに，パンツタイプ
の高機能品の普及に乗り出す。

（日刊工業 6/26）
■日産自動車

自動車シュレッダーを再資源化
日産自動車は，同社追浜工場（神奈川

県横須賀市）内の廃棄物処理用焼却炉
を一部改造し，使用済み自動車のシュ
レッダーダスト（破砕残さ）の再資源化
を03年秋より開始する。
■ナガイレーベン

手術用ガウンを再利用
病院向け白衣大手のナガイレーベン

は，手術時に医師らが着用するガウン
などの繊維製品をリサイクルするシス
テムを構築した。米スタンダードテキ
スタイルと，数十回洗濯・滅菌しても感
染防止性能が落ちない特殊な防水加工
技術で提携した。（日経産業 6/26）
■東洋紡

調湿機能もつPETスパンボンド開発
東洋紡は，薄くて調湿機能がある高

性能な複合ポリエステルスパンボンド
快適ドライシート“ドライモン™”の開
発に成功し， 除湿効果が求められてい

る用途への素材として販売を本格的に
開始する。
■不二機販

中国で光触媒活かした不織布展開
不二機販は，光触媒事業の中国展開

を始めた。新型肺炎（SARS）対策用と
して抗菌などの光触媒機能を活かした
不織布を売り込むほか，開発した光触
媒製品を市場投入する。（日刊工業 7/3）
■日東電工

米経皮吸収型テープメーカー買収
日東電工は，米国の経皮吸収型テー

プ製剤メーカーを買収すると発表し
た。医療部門強化策の一環で買収額は
約54億円。買収するのはフロリダ州に
本社を置く「エラン・トランスダーマ
ル・テクノロジーズ（ETT）」で，禁煙
やぜんそく予防，糖尿病予防のテープ
製剤を製造している。（日経 7/5）
■王子ネピア

東京工場でISO 14001の認証取得
王子ネピアの東京工場（埼玉県草加

市）は，去る4月7日付で日本規格協会
からISO 14001の認証を取得した。同工
場はトイレットペーパーやポケット
ティシュを製造しており，従来からオ
フィス古紙の使用比率を拡大している。
■ダイワボウ

高性能の帯電不織布を開発
ダイワボウは空気フィルター向けに

高性能の帯電不織布を開発した。繊維
表面にまんべんなく電気を帯びている
ため，従来に比べ，ほこりや雑菌などを
3倍以上とらえることが可能という。

（日経産業 7/8）
■ソフティックジャパン

感染性廃棄物を完全処理
環境機器ベンチャーのソフティック

ジャパンは，特殊加工した木炭ボール
を使い，2,500℃で感染性廃棄物を処理
する超高温熱分解装置を完成，本格販
売を開始した。医療現場で発生する注
射器などの感染性廃棄物を，高温で完
全分解処理する。（日刊工業 7/8）
■アスクル

病院・介護施設向けにカタログ
アスクルは11月をメドに病院・介護

施設向けのカタログサービスを始め
る。業務用洗剤や消臭剤，紙おむつ，
シーツなどに事務用品を加えた病院・
介護施設専門の通販カタログを発行す
る。（日刊工業 7/11）
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■日本化学繊維協会

新会長に皇芳之副会長が就任

日本化学繊維協会の新会長に皇芳之
（すめらぎ・よしゆき）副会長（三菱レ
イヨン社長）が就任する。また，副会長
には東洋紡の津村準二社長が就く。
■チッソ

新社長に岡田氏
チッソでは6月27日付けで，岡田俊

一常務執行役員が新社長に就任した。
後藤舜吉社長は代表権のある会長に就
いた。
■ダイワボウ

新社長に菅野常務が昇格
ダイワボウは6月27日付けで，武藤

治太社長が代表取締役会長に就任し，
菅野肇常務が社長に昇格した。
■日本フエルト

社長に山本常務が昇格
日本フエルトでは，山本洋一常務が6

月27日付けで社長に昇格した。松浦治
社長は代表権のある会長に就任した。
■クレシア

羽田副社長が社長に昇格
クレシアでは，羽田昭彦副社長が6月

27 日付けで社長に昇格した。高山武彦
社長は顧問に退いた。
■ヒラノテクシード

社長に三浦常務が就任
ヒラノテクシードでは6月27日付け

で，三浦日出男常務が社長に昇格した。
中川久明社長は代表権のある会長に就
任した。
■由利ロール機械

新社長に由利修氏が就任
由利ロール機械の代表取締役社長に

由利修氏が就任した。由利哲男前社長
は取締役会長に就いた。
■日本バイリーン

岩熊相談役が退任
日本バイリーン前社長の岩熊昭三相

談役が6月末で退任した。同氏は日本不
織布協会の会長を務めるなど，日本の
不織布業界の発展に貢献した。

移転移転・・変更変更

■小松精練・住江織物

自動車内装材で合弁会社を設立
小松精練と住江織物は，自動車用内

装表皮材の開発及び生産を目的とする

共同出資の合弁会社「小松住江テック
株式会社」を設立した。
■東レ・デュポン

ライクラ事業を分離
東レ・デュポンは，ポリウレタン弾性

繊維（スパンデックス）“ライクラ”事
業を分離した。6月1日付けで東レ・デュ
ポン100% 子会社のオペロンテックス
営業譲渡により事業移管した。

（化学工業日報 6/2）
■日本バイリーン

マレーシアに駐在員事務所を開設
日本バイリーンは，7月1日付けでマ

レーシア駐在員事務所を首都クアラル
ンプール市内に開設した。当面，エア
フィルタ製商品全般の販売促進・市場
調査・情報収集を業務とする。海外駐在
員事務所としては昨年7 月の上海に続
き2つめとなる。
■ダイワボウ

上海に初の販売拠点
ダイワボウは，中国・上海市に販売拠

点を年内に設置する。同社がアジアに販
売拠点を設けるのは初めて。将来的には
日本から繊維製品を輸出して現地で販
売する体制を構築する。（日本工業 5/2）
■日本触媒

中国での高吸水性樹脂の新会社設立
日本触媒は中国での高吸水性樹脂

（SAP）企業化に向け，中国江蘇省張家
港市に新会社を設立・登記した。同社で
は，SAPをコア事業と位置付け，これを
グローバル展開することで世界シェア
25% 以上獲得することを基本戦略とし
ている。
■三洋化成

中国・南通市に製販会社を設立
三洋化成工業では，中国江蘇省南通

市に同社100%出資の子会社「三洋化成
精細化学品（南通）有限公司」を設立し
た。同社では昨年3月，上海に駐在員事
務所を開設し，中国での市場調査・市場
開発を積極的に進めていた。
■サンダイヤポリマー

中国にSAP製販会社を設立
サンダイヤポリマーは，中国江蘇省

に高吸収性樹脂（SAP）の製造・販売会
社「三大雅精細化学品（南通）有限公司」
を設立した。資本金は1,200万ドルで，董
事長には黒田昭サンダイヤポリマー社
長が就任した。03年10月に新工場建設
に着手し，05 年夏の稼働を予定してい

る。（日刊工業 7/4）
■日産と東風

新会社「東風汽車有限公司」を設立
日産自動車と東風汽車公司は，中国

における包括的，戦略的な提携に基づ
き，新会社「東風汽車有限公司」を設立
し，その事業を7月 1日から開始した。
■東レ

「先端研究所」を開所
東レは，創立75周年記念事業の一環

として，02年3月から神奈川県鎌倉市に
バイオテクノロジーとナノテクノロ
ジーに中心的に取り組む「先端研究所」
の建設を進めていたが，5月16日に開所
した。
■三菱レイヨン株式会社

三菱バーリントンの社名を変更
三菱レイヨンは，カーペット事業を

展開しているグループ会社の三菱バー
リントンの社名を，７月１日をもって
「三菱レイヨン・カーペット株式会社」
に変更した。
■王子キノクロス・王子タイムリー

営業本部事務所を移転
王子キノクロスと王子タイムリー

は，東京の営業本部を下記に移転，6月
30日から営業を開始した。
移転先および新電話・新FAX番号は

以下の通り。
〒105-0004東京都港区新橋1-10-7　
ダイヤ新橋ビル3階
王子キノクロス　
TEL03-3572-1700  FAX03-3572-1711
王子タイムリー　
TEL03-3572-2200  FAX03-3572-2233
■王子ファイバー

事務所を移転
王子ファイバーは事務所を下記に移

転，6月9日から業務を開始した。
〒104-0061東京都中央区銀座4-9-8
王子製紙2号館 6階
TEL503-5565-9261  FAX03-3248-8022
■日本スピンドル製造

販売拠点を上野に集結
日本スピンドル製造は，東京支店を

下記に移転し，7月22日から業務を開始
した。
新所在地
〒110-0014　
東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館6階
TEL03-5246-5610（代） FAX03-5246-5601
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