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■経済産業省

繊維ビジョンを発表
経済産業省は産業構造審議会繊維産

業分科会において，繊維ビジョン「日本
の繊維産業が進むべき方向ととるべき
政策」をとりまとめた。中国などから流
入する安価な衣類の比率が9割に達する
なか，日本の繊維産業が生き残るために
は，生産・流通工程を抜本的に変革し，
高度な技術とデザイン力を生かした高
付加価値品の開発に特化する必要があ
ると提言している。
■中小企業総合事業団

中小繊維製造事業者を助成
中小企業総合事業団では厳しい状況

に置かれているものの，自ら商品の企
画・開発・生産・販売を行い，活路を切
り拓く意欲と能力を持つ中小の繊維製
造事業者に対して助成を行っているが，
このほど575件の申請があり，厳正な審
査の結果，110件を採択することを決定
した。1件当たり助成規模は平均で，約
3千万円程度。
■東京都

屋上緑化の効果を検証
東京都は，既存建築物に適応した屋

上緑化技術を開発し，その普及を図るた
め，軽量・薄層，ローコスト・ローメン
テナンスな屋上緑化技術が持つヒート
アイランド緩和効果を定量的に明らか
にする研究を実施する。
■国土交通省

大型ビルに緑化義務づけ
国土交通省は，都市部の緑化とオー

プンスペース確保を推進するため，0 4
年度から新たに建設する大規模ビルの

緑化義務づけや駐車場，店舗上部を立
体公園として整備する新制度を創設す
る。都市化によるヒートアイランド現
象の緩和や防災空間の確保，環境負荷
の少ない都市空間を狙いに，貴重な都
市施設を階層的に有効利用する。

（日刊工業 8/26）

統統    計計

■総務省・人口調査

出生者は115万1507人で過去最少
総務省は，03年 3月末時点の住民基

本台帳に基づく人口調査の結果を発表
した。総人口は1億2,668万8,364人と
なり，前年同期比では20万 9,692人増
えた。ただ，人口増加率はわずかに
0.17%の増で4年連続で0.2%を割った。
国立社会保障・人口問題研究所は，00年
の国勢調査に基づき「総人口は06年が
ピーク」と推計している。
■総務省・高齢者推計人口

65歳以上が2431万人に
総務省が「敬老の日」にちなんで発

表した高齢者推計人口によると，65歳
以上の人口は2,431万人で，前年比で71
万人増えた。総人口に占める割合も
19.0%で同0.5ポイント上昇し，高齢者
の人数，比率ともに過去最高を更新。と
くに男性の高齢者人口は1,026 万人と
なり，初めて1,000万人を超えた。
■上半期の国内自動車生産台数

前年同期比1.6%増の約513万台
日本自動車工業会は，03年上半期の

国内自動車生産台数が前年同期比
1.6%増の513万4,903台となり，上半期
では2年連続で増加したと発表した。乗
用車の輸出が堅調だったことに加え，
排ガス規制前の買替え需要でトラック
の生産が6 年ぶりに増えたことが貢献
した。
■4～6月のパソコン出荷実績

国内出荷台数は前年より4%増加
03年度第1四半期（4～6月）におけ

る日本のパソコンの本体総出荷台数
（国内出荷＋輸出）は268万4,000台（前
年同期比105%）となった。本体総出荷
金額は4,159億円（同93%）。うち，国
内本体出荷台数は前年同期比4% 増の
252万 4,000台となった。
■03冷凍年家庭用エアコン出荷台数

前年約4%減の660万台の見通し
家庭用エアコンの03年冷凍年度（02

年10月～03年9月）の国内出荷台数は
660万台前後と，前年度実績を4%程度
割り込む見通しとなった。冷夏の影響
で需要期の7 月以降の販売が予想以上
に低迷した。出荷台数が前年度実績を
下回るのは2年連続で，エアコン不振が
家電メーカーの業績回復の足を引っ張
る可能性がある。
■日本政策投資銀行

生分解性プラの普及を予測
日本政策投資銀行は，生分解性プラ

スチックが15年ごろに国内樹脂需要の
1割を占めるという市場予測をまとめ
た。15年の国内需要は150万t，2,250億
円に拡大，樹脂原料の国内出荷額全体
の 1 割に達すると予測した。同プラス
チックは現在，1kgあたり500円前後だ
が，150万 tの需要があれば同150円ま
で下がると予測している。
■PETボトルリサイクル推進協議会

02年度のPETボトル回収率は53%
ペットボトルを利用する業界団体か

らなるPET ボトルリサイクル推進協議
会は，事業系回収を含む02年度のペッ
トボトル回収率が世界最高水準の
53.4%に達したと発表した。容器包装廃
棄物の分別収集・再商品化を促す「容器
包装リサイクル法」が97年に施行され
たのを機に市町村での分別収集の徹底
が図られたことや，事業者の再生用途
の開発が促進したことなどが回収率の
向上につながった。

業業    界界・・団団    体体

■CO2排出権取引

100社・団体が参加
松下電器産業，リコー，住友商事，日

本経団連，電気事業連合会など100を超
える企業・団体が，経済産業省の進める
国内の二酸化炭素（CO2）排出権取引制
度に参加する。先進国に温暖化ガス削
減を義務付ける地球温暖化防止・京都
議定書の発効が近いと判断，官民で実
際の売買の仕組みや会計ルールを詰め
る。05 年度にも取引が可能になる見通
しで，国内で1兆円ともいわれる排出権
市場が動き出す。（日経 9/3）
■日本書籍出版協会・日本雑誌協会

容リ法などのガイドライン作成
日本書籍出版協会と日本雑誌協会

は，「出版関係における再商品化委託契
約・容器包装識別表示のガイドライン」
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を作成し会員社に配付した。家庭ごみ
の再商品化と分別排出・分別収集促進
のための容器包装リサイクル法と，資
源有効利用促進法が，今年4月から義務
違反に対して罰則規定が適用されるこ
ととなった。出版関係では，シュリンク
パック，雑誌の投げ込み付録を入れた
ビニール袋などが該当するため，両協
会で判断基準を示したガイドラインを
示した。
　　　　　　　　　
企企    業業

■日清紡

浜松工場の操業を停止
日清紡は，浜松工場（静岡県浜北市）

の操業を停止する。同社繊維部門は，こ
こ数年にわたり海外展開強化とともに
国内生産規模の適正化を実施し，加速
するグローバル化に対応してきたが，
業界を取り巻く環境はますます厳しさ
を増し，同社においてもさらなる国内
生産規模の縮小が必要となった。
■ダイキン工業

光触媒利用のフィルターを開発
ダイキン工業は，「光触媒チタンアパ

タイト」がインフルエンザウイルスや
細菌の毒素に対してすぐれた吸着力と
分解力を発揮することに着目し，同社
と東京大学先端科学技術研究センター
の渡部俊也教授，富士通研究所の共同
取組みにより，家庭用製品に展開可能
なフィルターとして応用開発した。
■ホギメディカル

医療材料を完全にセット化
ホギメディカルは，一つの症例に対

するすべての医療材料をセット化した
「フルキットシステム」の販売に乗り出
す。同システムの導入を提案していく
病院を，今年度から1,000に絞り込み売
り込む。（化学工業日報 7/17）
■小津産業

不織布部門好調で経常利益43%増
小津産業の03年5月期の連結決算は

売上高が314億2,900万円（前期比5.7%
増），経常利益が9億9,600万円（同42.8%
増），当期純利益が4億 8,900 万円（同
45.7%増）となった。エレクトロニクス
関連分野を中心に不織布部門の売上が
大きく伸び，増収増益に結び付いた。
■クラレ

燃料電池車向け活性炭を開発
クラレは高性能活性炭事業を強化す

る。不純物が少なく電気特性の優れた
燃料電池車向けの活性炭を開発，この
ほどホンダの燃料電池車“FCX”に採用
された。（日経産業 7/28）
■トヨタ

バイオプラ生産実証プラント建設
トヨタ自動車は，植物資源を原料と

したバイオプラスチック（ポリ乳酸）を
生産する年産1,000t クラスの実証プラ
ントを，日本国内の既存工場内に建設
する。自動車用に耐久性・耐熱性を向上
させた“トヨタ エコプラスチック”と
して，今年5月にモデルチェンジした新
型“ラウム”に採用を開始している。
■河西工業

収益管理の情報システムを刷新
河西工業は，国内外で収益管理の情

報システムを刷新する。今後3年間で受
注車種ごと，取引先ごとなどの収益を
個別に算定できるしくみに切り替え
る。（日経産業 7/25）
■太陽工業

世界初の酸化チタン恒久膜を開発
大型膜面構造物のトップメーカー，

太陽工業は，世界初の屋根膜材「酸化チ
タン恒久膜」を開発，スポーツ施設など
各種膜構造施設向けに販売を開始し
た。フッ素樹脂の撥水性能と酸化チタ
ンの光触媒機能の2 つを兼ね備えた抜
群の防汚性能がある。
■P&G

サステナビリティ啓発のHP開設
P&Gは，サステナビリティ（持続可

能性）を消費者に啓発するホームペー
ジを開設した。「環境」「経済」「社会」の
3つのバランスがとれた世界をめざす。
■クラレ

繊維・不織布事業で原料を多様化
クラレは，繊維・不織布事業における

原料ポリマーの多様化を推進する。高
耐熱ポリアミド樹脂やポリアリレート
樹脂，ポリ乳酸（PLA）など高機能樹脂
を活用し，電気・電子分野などのユー
ザーとの共同開発を強化する。

（化学工業日報 7/30）
■三井金属

介護向け消臭・除湿マット販売
三井金属は，100%子会社である三井

金属資源開発において，天然鉱物のゼ
オライトを使用した消臭・除湿効果の
ある寝具用マット“ゼオライトマット”
を開発した。表面は不織布加工が施さ

れ肌触りがよく吸湿性にも優れる。
■フォルクスワーゲンジャパン

輸入車を不織布で保護
独フォルクスワーゲン（VW）の日本

法人，フォルクスワーゲングループ
ジャパンは，04年7月をメドに車両を輸
入する際の外装保護用ワックスを全廃
し，不織布製のカバーで覆う方式に切
り替える。ワックス洗浄時に出る有害
な排水をなくして，環境負荷を低減す
る。（日経産業 7/29）
■日産自動車

シュレッダーを流動床炉で処理
日産自動車は，05年1月から施行の自

動車リサイクル法での95%リサイクル
率実現への課題であるカーシュレッ
ダーダスト（ASR）の処理で，既設の流
動床炉を用い炉の上部の温度を1,000℃
以下にコントロールし，ASR の投入方
法も熱量で制御するサーマルリサイク
ル技術を確立した。（日刊工業 7/30）
■池上機械

青竹ほぐし繊維に加工
池上機械は，青竹をほぐして繊維に

加工する爆砕竹用特殊開繊機“BH 型”
を製品化，発売した。レーヨン化工程な
しで竹繊維の製品化ができるのが特
長。竹繊維は広範な用途で需要が高
まっており，初年度で30台の販売を見
込む。（日刊工業 7/29）
■花王

タイ・バンコク郊外に新工場建設
花王は，東南アジアの主力会社であ

るタイ花王に，家庭品，化学品の新工場
を建設し，タイ国内およびアセアン地
域の生産拠点としての機能を強化す
る。新工場は，バンコク市にある現工場
の生産設備を拡張するかたちで，バン
コク近郊のアマタ・ナコーン工業団地
に移転するもので，敷地面積は現工場
の約3倍の約16万㎡となる。
■東洋紡

PBO繊維“ザイロン”を増産
東洋紡は，PBO（ポリパラフェニレン

ベンゾビスオキサゾール）繊維“ザイロ
ン”を増産する。2～3年以内に，つる
が工場（福井県敦賀市）に年300t能力の
生産設備を1系列新たに増設する計画。

（化学工業日報 8/6）
■カネボウ合繊

来年3月末でアクリル事業撤退
カネボウは，100%子会社であるカネ
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ボウ合繊が事業展開しているアクリル
事業からの撤収を決定した。期間収益
力向上と財務体質改善を進め，合繊事
業の構造改革を実現するためには，長
期的に回復が見込めない同事業から撤
収せざるをえないと判断した。
■昭和電工

光触媒を壁紙や蛍光灯に応用
昭和電工は，光触媒を壁紙や蛍光灯

に応用するため顧客企業と共同で取り
組む。同社では昨年12月に可視光に対
応し，屋内で利用しやすい光触媒を商
品化した。04年の商品化をめざし，05年
に光触媒事業の売上高を現在の10倍の
15億円に拡大する計画。（日経産業 8/5）
■旭化成

Li電池セパレータ樹脂膜を増産
旭化成は，リチウムイオン電池のセ

パレータ向け樹脂膜を3割増産する。約
20 億円を投資して守山支社（滋賀県守
山市）に年産能力1,200万㎡の設備を建
設，04年秋に稼働する。（日経 8/7）
■NECトーキン

Li電池の中国生産を80%に拡大
NECトーキンは，リチウムイオン二

次電池の中国生産比率を80%弱にまで
高める計画。同社は国内生産を縮小，中
国シフトを強めており，今年12月には
江蘇省・呉江市に中国で2番目の生産拠
点が完成する。（化学工業日報 8/11）
■豊田紡織

大口工場（愛知県）で成形天井増産
豊田紡織は，大口工場（愛知県大口

町）での成形天井の生産能力を月間12
万枚から同1 5 万枚程度に引き上げた。
大幅にコストを低減した新工法「KT工
法」の生産ラインを本格稼働させたこ
とによる。トヨタ自動車では成形天井
の外注化を進めており，豊田紡織は能
力を増強してトヨタの受注に対応す
る。（日刊工業 8/13）
■豊田紡織

単一素材エンジンフィルター増産
豊田紡織は，単一素材製で再生しや

すいエンジン用エアフィルターを増産
する。04年1月をメドに刈谷工場（愛知
県刈谷市）で1ラインを増設，月産能力
を10万個弱増やして55万個弱とする。

（日経産業 8/15）
■ユニ・チャーム

“ムーニーマン”を全国発売へ
ユニ・チャームは，新型のはかせるお

むつ“ムーニーマン”（Lサイズ，ビッ
グサイズ）を，既発売の九州，中四国，
沖縄，近畿，中部・北陸地区に加え，8
月に北海道・東北地区で，10月に関東地
区で発売し，全国発売を完了した。
■日本特殊塗料

自動車防音材などで中国展開強化
日本特殊塗料は，社内に新設した「中

国ビジネス室」を軸に，自動車防音材や
制振材の現地生産に向けたFS（事業化
調査）を進めており，具体的な生産展開
が視野に入ってきた。協業関係を締結
しているスイス・リエタ社と共同で広
州周辺へ合弁会社を設立する方向にあ
る。（化学工業日報 8/21）
■三乗工業

自動車内装材のリサイクル設備増強
三乗工業は，自動車内装材のリサイ

クル設備を増設，10 月から本格稼働し
た。主力納入先である三菱自動車向け
が順調なのに加え，他社からの受注が
増えていることが背景にある。
■クラレ

機能素材で介護用品
クラレは，消臭繊維など機能素材の

用途拡大に乗り出す。これまで衣料品
メーカーに供給していたが，独自ブラ
ンドの最終商品を開発，まず介護用品
の販売を始めた。機能の高さへの認知
を広げることで，素材の拡販に結びつ
ける考え。（日経産業 8/20）
■ユニ・チャーム

尿漏れ商品の市場を開拓
ユニ・チャームは，女性向け軽度尿失

禁関連商品を新たな事業の柱に据え
る。今秋の新商品投入に合わせ陳列方
法を生理用品と同位置に変更，購入者
の心理的な抵抗を和らげる。ホーム
ページに「尿もれケアナビ」も開設し
た。（日経流通 8/19）
■ユニ・チャーム

アジア市場のトップ狙う
ユニ・チャームはアジアで生理用品，

ベビー用紙おむつなどのカテゴリーご
とに各国でトップシェアをとる戦略を
本格化する。中国，タイ，インドネシア
をはじめとして主要な地域に生産，営
業拠点を構築し，カテゴリーの強化を
進める。（日刊工業 8/22）
■花王

健康関連の専門研究施設を建設
花王は，健康関連商品に的を絞った

研究施設を都内に建設する。投資額は
26 億円で，04年 3月の稼働予定。同社
は食用油や茶飲料など健康維持機能を
強調した商品で相次ぎヒットを飛ばし
ており，健康関連分野の研究開発体制
を一段と強化する。（日経 8/24）
■日産自動車

消臭内装材の採用を拡大
日産自動車は，消臭効果のある自動

車用内装材の採用を拡大する。住江織
物の新素材“トリプルフレッシュ”を新
型ミニバン“プレサージュ”のシートに
採用したのを皮切りに，新型車などに
順次採用する。（日経産業 8/19）
■住江織物

消臭剤の用途拡大
住江織物は，消臭剤“トリプルフレッ

シュ”の販売強化と用途拡大を進める。
欧州に続き，米国への輸出もスタート
させ，販売量と展開エリアの拡大を図
る。用途拡大の第一段として自動車内
装材用途へ投入した。（日刊工業 8/21）
■帝人

海外で繊維新素材を開発
帝人は海外にある生産拠点で繊維の

新素材開発に乗り出す。第一弾として
タイのポリエステル長繊維合弁会社が
スーツ・ジャケットなどに使う独自素
材を製品化，衣料品を欧米で販売する。

（日経産業 8/22）
■オーミケンシ

不織布に光触媒
オーミケンシは不織布事業で，光触

媒繊維を使った商品など高機能タイプ
の品揃えを拡大する。従来はレーヨン
繊維の不織布をおむつ向け中心に販売
していたが，高機能化でフィルター分
野など新用途を広げる。

（日経産業 8/25）
■東邦テナックス

アクリル系耐火繊維を倍増へ
東邦テナックスは，アクリル系耐火

繊維の生産設備を04年度をめどに2倍
に増設する。車両用断熱材や溶接の火
花受けシートといった従来の用途に加
え，電池電極材料などに新規用途が拡
大しているため増産に踏み切る。

（日本工業 8/19）
■高島屋

紳士服をリサイクル回収
高島屋は，百貨店業界で初めて独自

に紳士服のリサイクル回収に乗り出
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す。まず東京店が，不要になったスー
ツ，ジャケット，スラックスを無料で回
収し，提携業者に提供。加工処理後に自
動車の断熱材などに再利用する。

（日経 8/30）
■ワコール

中国・大連に新たな生産拠点
ワコールは，中国での同社製品の売

上拡大と生産の海外シフト進展に対応
するために，中国・大連に新たな生産拠
点「大連ワコール時装有限公司」を設立
した。中国国内での販売用及び日本へ
の輸出用製品を生産する。
■東邦テナックス

炭素繊維の生産性向上
東邦テナックスは，帝人と連携し，自

動車や航空機部品などに使用する炭素
繊維の生産性を，従来比で約2割向上さ
せることに成功した。短繊維による炭
素繊維の製造プロセスに，帝人がもつ
長繊維の製造技術を新たに加えること
で，繊維の収率や歩留まりを向上させ
た。（日本工業 8/29）
■三乗工業

車用内装材を防音壁に
三乗工業は，自動車用内装材を工場

向け防音壁として活用する事業を始め
た。吸音シートと遮音シートを張り合
わせ，空気層を挟んで耐風加工を施し
た。（日刊工業 8/28）
■東レ・デュポン

難燃・吸音の不織布を開発
東レ・デュポンと繊維原料リサイク

ルの高安，東レ子会社の繊維商社の一
村産業は，燃えにくく，音を吸収する合
成繊維製の不織布を開発した。難燃性
と吸音性を兼ね備えた不織布の実用化
は業界で初めてで，自動車の内装材や
建材などで応用を見込む。
■クラボウ

資材用補強材を土木向けに注力
クラボウは，各種資材用補強材“クレ

ネット”事業を強化する。コンクリート
補修・補強など土木用途向けに高強力
ポリエチレン繊維を使用した新商品を
市場投入し，アラミド繊維やカーボン
繊維を使った既存商品と合わせ，土木
用途向け商品の充実に乗り出す。

（日本工業 9/3）
■豊田紡織

天井内装材25%増産
豊田紡織は自動車内装部品の成形天

井を増産する。主取引先のトヨタ自動
車は自社生産分を豊田紡織に移管する
など外注に切り替え，完成車やエンジ
ンの生産に注力する。豊田紡織は受注
増に対応し，基材製造から成形まで一
貫生産する新ラインを導入。このほど
生産能力を25%引き上げて月15万枚と
した。（日経産業 9/4）
■マジックテープ

ISO14001 の認証を取得
クラレの100% 出資子会社であるマ

ジックテープは，国内で初めて「織成面
ファスナー」（クラレ商標“マジック
テープ”）および「成形面ファスナー」
（同“マジロック”）の設計・開発・製造
に関して，ISO（国際標準化機構）の定
める環境に関する管理システムの国際
規格「ISO14001」の認証を取得した。
■トータルケア・システム

紙おむつリサイクルが来年稼働
福岡県大牟田市など産学官が共同で

計画する使用済み紙おむつのリサイク
ル事業で，同事業を行うベンチャー企
業，トータルケア・システムは，同地区
にプラントを建設し来年6 月の稼働を
目指す。高齢社会の進展で排出量が増
加している紙おむつをパルプなどに再
生させる全国初の事業で，熱帯雨林の
伐採抑制にもつながると期待される。

（西日本新聞 9/6）
■クラレ

上海に面ファスナーの製造拠点
クラレは，中国・上海に面ファスナー

“マジックテープ”の生産を現地メー
カーに委託し，現地でOEMによる販売
に乗り出す。日系のアパレルや靴メー
カーを中心に販売する。（日本工業 9/11）
■ダイワボウ

肌の刺激を抑える綿繊維を開発
ダイワボウは残留洗剤や柔軟剤，染

色剤などの刺激物の働きを抑える綿繊
維を開発した。人の皮膚の成分に似た
高分子を綿の表面に付着させること
で，化学物質を取り込む仕組み。

（日経産業 9/9）
■日本バイリーン

防じんマスクを24時間生産
日本バイリーンは，防じんマスクの

生産能力を近く従来の3 倍に引き上げ
る。東京工場（茨城県総和町）の製造設
備を8時間稼働から24時間体制に切り
替える。今春の新型肺炎SARS拡大時に

需要が急増し生産が追いつかなかった
ため，今冬に再び流行した場合に備え
る狙い。（日経産業 9/15）
■クラレ

ビニロン繊維をコンクリ補強に
クラレはビニロン繊維“クラテック”

（ポリビニルアルコール）シリーズの拡
販を図る。トンネル二次覆工コンク
リート用を開発，日本道路公団のトン
ネル施工管理要領に補強繊維として認
定された。同市場はスチール繊維の独
壇場だった。（化学工業日報 9/16）
■クラレ

米に研究拠点
クラレは来年4月，米国に海外で初め

て研究拠点を新設する。ナノテクノロ
ジー（超微細技術）を活用した新素材の
開発に取り組む。米国で研究が活発な
ナノテク分野の先端技術を導入し，新
素材や電子材料などの研究開発力を強
化する。（日経 9/13）
■カネボウ合繊

世界一細いPETフィラメント開発
カネボウ合繊は，ポリエステルでは

世界一細い17dt（デシテックス）のハイ
マルチフィラメントを開発，この糸で
高密度に織った35g/ ㎡の世界最軽量の
ポリエステルタフタ“軽密（かるみつ）”
を，スポーツウエア，カジュアルウエ
ア，コート，傘用途を中心に，04年秋冬
向けより販売を開始する。
■フジコー・ホソカワミクロン

抗菌・防臭濾布を共同開発
フジコーはホソカワミクロンと抗

菌・防臭濾布“タフセレント”（特許出
願中）を共同開発し，日本で初めて抗
菌・防臭濾布として発売を開始する。天
然高分子の「キトサン」を不織布に浸漬
処理することにより雑菌の繁殖を防止
する。
■池上機械

合繊ボール成形機の受注を開始
池上機械は，繊維ボールを量産でき

る“合繊ボール成形機”を完成，受注を
開始した。らせん溝をもった円筒状の
ローラーを回転させる仕組みで，原料
の綿塊（円柱形）が摩擦によって回転し
ながらボール状に成形される。価格は
標準タイプで250万円。（日刊工業 9/24）
■川本産業

首都圏営業を強化
衛生材大手の川本産業は，首都圏で
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の営業を大幅に強化する。08年3月期ま
でに首都圏での営業人員を4 割増やす
ほか，検査や手術・処置などに合わせて
必要な道具をセットした高付加価値製
品を軸に，近畿圏に比べてシェアの低
い首都圏での販売を底上げする。

（日経産業 9/29）
■セルコン

塩ビ再利用タイルカーペット拡充
セルコンは，廃棄する床材から塩ビ

を再利用したタイルカーペットの品揃
えを拡充，100%塩ビ製のタイルも発売
する。環境への配慮を打ち出して，オ
フィスビルや官庁などに売り込む。同
社では8月に，再利用タイルカーペット
でエコマーク認証を取得している。

（日経産業 9/26）
■日立プラント

石炭ボイラバグフィルタ技術導入
日立プラントは，米Environmental

Elements Corporation（EEC）社と，石炭
焚ボイラ用バグフィルタに関する技術
導入契約を締結した。これにより同社
は，EEC 社が保有する石炭焚ボイラ用
パルスジェット式バグフィルタおよび
関連設備に関する販売・製造・使用権を
取得した。
■王子キノクロス

合成繊維を配合し吸水力3倍に
王子キノクロスは，パルプ繊維にポ

リエステルなど合成繊維を加えた不織
布を開発した。以前から生産するパル
プ繊維のみの不織布に比べ，さまざま
な素材の重ね合わせができる。一般的
な合成繊維だけの不織布より吸水力が
約3倍高いのを特長に，生理用品やおむ
つなど生活用品向けに売り込む。

（日経産業 10/1）
■王子キノクロス

防水シートを開発
王子キノクロスは，吸収層にパルプ

のエアレイド，裏面にポリエチレン
フィルムを使用した“防水シート”（商
品名）を開発した。病院のシーツ用に使
うと従来の綿製に比べ吸水力が約20倍
に高まるという。（日経産業 10/6）
■帝人

欧米で産業用繊維の市場開拓
帝人グループは，産業用繊維のテク

ニカルセンターをオランダに設置，現
地ニーズに対応した市場開拓に乗り出
す。グローバル戦略拡大の一環で，市場

規模の大きい欧米でアラミド繊維や炭
素繊維など既存素材の用途開発に加
え，ナノテクを活用した新素材開発や
新規ポリマーによる次世代素材開発に
取り組む。（化学工業日報 9/30）
■ライオン

光触媒の展開を本格化
ライオンは，紙にも布にも使用でき

る光触媒“ライオナイトPCシリーズ”の
展開を本格化する。昨年来テスト販売
を行ってきたが，このほどクラボウの
抗菌・消臭繊維“SUNTOUCH（サンタッ
チ）”（商品名）シリーズに採用されたの
をはじめ，シーツなど寝装具やカーテ
ンなどインテリア製品に同製品の応用
が拡大している。（化学工業日報 10/6）

移転移転・・変更変更

■日栄工業

東燃タピルスの全株式を取得
日栄工業は，東燃化学から東燃化学

1 0 0% 子会社である東燃タピルスの全
株式を取得する。日栄工業は伊勢原工
場で東燃タピルスの不織布の受注生産
を22年間行ってきたが，不織布ビジネ
スの強化を図るため製販一貫体制を構
築することにした。12 月に全株式取得
後，東燃タピルスは日栄工業の子会社
として運営し，社名を「タピルス株式会
社」に変更する予定。
■伊藤忠・寿屋フロンテ

中国広東省に自動車内装材の合弁
伊藤忠商事と寿屋フロンテは，中国・

広東省に自動車内装材の生産合弁会社
を設立，来年6月からフロアカーペット
の生産を始める。日産自動車と東風汽
車の新合弁会社で生産する高級セダン
向けに納入が決まり，ホンダの現地合
弁向けにも売り込む。（日刊工業 7/24）
■日本バイリーン

販売子会社2社を統合
日本バイリーンは経営課題である

「国内衣料資材事業の再編と販売体制
の整備強化」の一環として10月 1日付
けで，販売子会社2社を統合し，同時に
同社衣料資材本部の販売機能の一部を
移管した。同社100% 出資販売子会社
「バイリーンクリエイト㈱｣ へ，同じく
100%出資販売子会社「ファッションマ
テリアルズ㈱」の営業の大部分を譲渡
し，同時に同社の衣料資材本部の国内
販売機能を移管する。

■サンケミカル

事業再構築計画が認定
中部経済産業局は，企業の立て直し

を支援する産業活力再生特別措置法
（産業再生法）で，ニードルパンチ式不
織布製造のサンケミカル（岐阜県南濃
町）の事業再構築計画を認定した。4月
の同法改正後，中部経産局管内では初
めての認定で，増資の登録免許税の軽
減措置などを受けることができる。
■和光堂

東日本の物流を栃木に統合
和光堂は，東日本の配送拠点を統合

する。04年7月までに7億円を投じて栃
木配送センター（栃木県氏家町）を増設
し，配送拠点を2ヵ所から1ヵ所に集約
する。（日経産業 8/12）
■伊藤忠

中国・繊維会社の株取得
伊藤忠商事は中国の繊維・縫製メー

カー，寧波維科精華集団有限公司の発
行済み株式の6.13%を 3,744万元（約5
億3,000万円）で取得する意向書に調印
した。繊維原料納入で07年度に60億円
規模の取引を見込む。（日刊工業 9/11）
■旭化成

分社・持株会社制へ移行
旭化成は10月1日，中核となる全事

業を分社化した「分社・持株会社制」に
移行した。同社事業を会社分割により7
つの分社に承継させるとともに，経営
の透明性と迅速性を高めるため，執行
役員制度の導入，取締役の少数化およ
び経営諮問委員会の設置など経営体制
の変更を図る。繊維カンパニーおよび
守山支社に関する一切の営業は「旭化
成せんい株式会社」に承継される。
■トヨタ系自動車内装３社

来年10月，経営統合
トヨタ自動車は子会社の内装部品

メーカー，豊田紡織，アラコ，タカニチ
の 3社を，04年10月1日付けで経営統
合することを正式に決めた。今回，3社
が合併することにより，シート，ドアト
リム，天井，カーペットなど内装全体が
事業領域となり，個々の技術の高度化
に加え，車室空間をトータルにみた開
発・提案が可能となる。これにより，こ
れまで進めてきたシートシステム，内
装システムの開発が一体化され，名実
ともにフル内装システム開発が可能と
なる。
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