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■国土交通省

大型ビルに緑化義務付け
国土交通省は都市の緑化と美しい景

観づくりのため，大規模ビル開発の際
に，市区町村が敷地面積の25%を上限に
緑化を義務付ける「緑化地域」制度を創
設する。歴史的な町並み保存などのため
に，一定区域内で市区町村が建築物のデ
ザインや色彩を規制する仕組みも作る。
早ければ04年度中に導入する。

（日経 1/13）
■経済産業省

光触媒試験方法のJIS制定
経済産業省は，光触媒に関する最初

のJISとなる「光触媒の空気浄化性能試
験方法」を制定した。今回のJIS制定に
より，光触媒の空気浄化性能の正確な測
定が可能となる。この結果，商品の信頼
性向上に伴う市場拡大（現在の国内市場
規模約400億円），消費者保護（正確な性
能情報に基づき商品選択が可能，メーカ
の商品開発の側面支援，環境・資源循環
型社会への貢献）などが期待できる。

統統    計計

■03年の新生児出生

112万人で過去最低更新の見通し
厚生労働省が公表した人口動態統計

の年間推計によると，03 年に生まれた
赤ちゃんは112万 1,000人と3年連続で
減少，過去最低を更新する見通しである
ことが分かった。推計では新たに生まれ
た赤ちゃんは前年の115万3,855人より
約3万3,000人減る見通し。死亡数は1947
年の 113万 8,238人に次いで戦後2番目
の102万5,000人となる見込みで，これ
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により自然増加数は9万6,000人と10万
人を割り込み，「人口減少時代」が一段
と近づいた。（日経 1/1）
■日本化学繊維協会

03年の化学繊維生産の概況
日本化学繊維協会は，03年の化学繊

維生産の概況（速報）を発表した。それ
によると，03年年間の化学繊維生産は
131.6万 t，前年比7.1%減。うち合成繊
維は115.7万 t，同7.7%減，セルロース
繊維は15.9万 t，同2.1%減であった。
■03年の国内自動車生産

2年連続で1,000万台を確保
日本自動車工業会（自工会）がまと

めた03年の国内自動車生産実績は，前
年比0.3%増の1,028万6,000台となり，
2年連続で1,000万台を確保した。小型
車の落ち込みが大きかった乗用車は減
少したが，排ガス規制の強化に伴い買
い替え需要が発生したトラックが2 ケ
タ増となり下支えした。乗用車は1.6%
減の847万8,000台。そのうち小型乗用
車は5.6%減の343万4,000台にとどまっ
た。トラックは11.1%増となり，9年ぶ
りに増加に転じた。（日経 1/31）
■日本車の海外生産

05年にも1,000万台突破
日本車の海外での生産台数が0 5 年

にも1,000万台を突破し，国内での生産
台数を超えそうだ。トヨタ自動車など
が北米，中国などで進める能力増強投
資が06年ごろまで活発に続き，日本か
らの輸出は85年のピーク時の6割弱の
水準まで減少。国内販売の低迷も長期
化する見通しで，自動車業界で国内工
場の設備余剰問題が改めて浮上する可
能性もある。（日経 12/22）
■リチウムイオン2次電池

03年の出荷量が対前年比31%増
03年のリチウムイオン2次電池の出荷

数量が7億8,800万個に達し，前年の6億
200万個を31%上回る過去最高となった。
また，出荷金額も3千54億7,000万円で
同18.2%増となり数量ともに過去最高を
記録した。（化学工業日報 1/20）
■03年の出版物販売

前年比3.6%減，7年連続減
出版科学研究所が発表した「出版販

売額推計」によると，03年の出版物販
売は2 兆 2,278 億 2,400 万円で前年比
3.6%減，7年連続のマイナス成長だっ
た。出版物販売は96年に過去最高を記

録後，減り続けている。（日経産業 1/27）

業業    界界・・団団    体体

■福祉用具の評価機関

今春設立に向け発起人会
全国の福祉団体や介護サービス事業

者，神戸市などは昨年末，都内で会合を
開き，車椅子など福祉用具の安全性や
使い勝手を評価する第3者機関「日本福
祉用具評価センター」（仮称）の設立に
向けた発起人会を発足させた。今年3月
に設立し，05 年度から業務を始める予
定。高齢者の増加で福祉用具の利用が
広がる中，製品の信頼性を確保するの
が狙い。（日刊工業 12/29）
■自動車リサイクル法

トヨタ，日産を中核に協業
トヨタ自動車，日産自動車など国内

自動車メーカー12社は，05年1月に施
行される「自動車リサイクル法」に対応
し，自動車の破砕後に出るシュレッ
ダーダストのリサイクル処理に向け，
トヨタ，日産がそれぞれ中核となり2つ
の企業コンソーシアム（協業組織）を発
足した。（日本工業 1/13）
■乾溜リサイクル総合技術研究会

廃自動車を蒸し焼きにして再生
乾溜リサイクル総合技術研究会は，

廃自動車を蒸し焼きにしてリサイクル
「乾溜リサイクル方式」を確立した。リ
サイクル率は95%に達し，今年中に完
全施行される廃車リサイクル率95%を
掲げた自動車リサイクル法に対応す
る。（日刊工業 1/14）
■屋上開発研究会

今春めどに会員3倍強に
屋上緑化を核に屋上利用の調査・研

究事業を行っているNPO（民間非営利
団体）の屋上開発研究会は，事業活動の
活性化を図るために，04年度から約100
社と大幅に拡大する。これに伴い，資格
制度を立上げるなど，事業の多様化を
図る。（日刊工業 2/3）
　　　　　　　　　
企企    業業

■東洋紡績

ダウの弾性繊維の独占販売契約
東洋紡績は，ザ・ダウ・ケミカル・カ

ンパニーのDFS（ダウ・ファイバー・ソ
リューションズ）部門との合意により，
世界初のポリオレフィン系弾性繊維，
“DOW XLA”繊維（ダウXLA繊維）の
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国内独占製造・販売を開始する。ダウの
ポリマー製造技術と東洋紡の製糸技術
を組み合わせて国内向けに製造される
新しい弾性繊維。“DOW XLA”繊維が
持つストレッチ性，加工性，デザイン
性，耐久性という特長により，加工の段
階から製品にいたるまでの自由なアパ
レルデザインへの活用ができる。
■ニッポン高度紙工業

DVD部品で中国合弁
コンデンサー用絶縁紙最大手のニッ

ポン高度紙工業は，中国・蘇州市に日台
3社による合弁会社を設立し，超薄型フ
レキシブル基板（FFC）を使ったDVD向
け部品を製造する。部品は蘇州周辺の
日系電機メーカーなど2社に供給する。

（日経産業 10/10）
■スズキ

ドア部品に紙おむつ端材採用
スズキは環境対策の一環として，紙

おむつの端材をドアトリム基材（ドア
の内張りのなかの芯材となる板状の部
品）に採用した。実用化した紙おむつ利
用基材は，木質繊維やポリプロピレン
繊維，さらにトリム自体の端材と混合
して製造する。（日刊工業 10/9）
■ダイキン工業

中国・清華大学と空調技術で提携
ダイキン工業は，空調分野の技術開

発を加速させるため，清華大学（中国北
京市）内に「清華 -ダイキンR&Dセン
ター」を設立する。空調技術研究の盛ん
な中国で最先端の研究をリードする清
華大学と提携することにより優れた空
調技術を取り入れ，同社の商品化技術
を融合させることで，顧客のニーズに
応える空調機器をタイムリーに提供し
ていく。
■帝人・ユニー

糸くずを再生し一般衣料に
帝人とユニーは，工場で発生する糸

くずなどを再生したリサイクル繊維を
使った一般衣料を共同で企画開発し，
衣料品を扱うユニーの約150 店舗で販
売を始めた。紳士用のジャケットや
スーツなどまず10品目で開始。24品目
まで増やして，年間20万着の販売をめ
ざす。（日経 10/8）
■トスコ

ヤシの実繊維で断熱材
麻紡績大手のトスコは，自動車部材

メーカーのいそのボディーと共同で，

ヤシの実の繊維を使った冷凍庫や保存
車のボディ向け断熱材を開発した。従
来の発泡ポリスチレン製に比べ，冷凍
庫で厚さを半分の約50mmと薄くし，断
熱性は5度ほど向上した。

（日経産業 10/7）
■ホギメディカル

手術用材料をフルキットで発売
ホギメディカルは，手術で使用する

医療材料がフルキットでまとまった製
品を販売する。手術法や医師別のフル
キット製品の注文を1 パック単位から
筑波の最新キット工場で最短4 日間で
製造，受発注などの情報管理システム
により手術前日の納品を実現した。

（化学工業日報 10/20）
■三井化学

ポリ乳酸で販売攻勢
三井化学は，ポリ乳酸“レイシア”で

05年度に1万t以上の販売をめざす。包
装容器を核に農業土木資材やコンポス
ト資材，自動車，家電製品など幅広い用
途で採用拡大を図る。現在進めている
数百社のユーザーの評価を成果に結び
つける。（化学工業日報 10/20）
■帝松サービス

中国でPETボトル再生事業
帝人の子会社，帝松サービスは，中国

でPETボトル再生事業に乗り出す。北京
市内にリサイクル工場を新設，04年4月
に稼働する。再生原料は当初年間1,200t
製造，ぬいぐるみの詰め綿用などとし
て現地で販売する。（日経産業 10/16）
■旭化成せんい

タイにスパンデックス製造拠点

旭化成せんいは，タイにスパンデッ
クス（ポリウレタン弾性繊維）“ロイカ”
の製造・販売会社を設立する。 すでに98
年に台湾に，03年に中国に2製造拠点を
有し，それぞれ順調に展開している。ア
セアン諸国を中心とする南アジア地区
での需要増に対応し，さらなる適地生
産を実現するために，タイで新拠点を
建設することにした。
■豊田紡織

ポーランドにフィルター工場
豊田紡織はベルギーの内装部品メー

カー，メカプラストおよびデンソーと，
ポーランドに自動車用フィルター生産
の合弁会社を設立する。04 年春までに
会社を設立し，05年に稼働する計画。ト
ヨタ自動車のポーランド工場で生産さ
れるエンジン向けに供給。豊田紡織の
海外フィルター工場としてはタイ，米
国に次いで3ヵ所目となり，世界4極で
の供給体制を確立することになる。
■宇部興産

光触媒繊維の出荷を開始
宇部興産は，高強度チタニア繊維を

用いた光触媒繊維の出荷を開始した。
同繊維は紫外線を当てることにより，
あらゆる有機物を酸化分解する。レジ
オネラ菌対策が死活問題となっている
温泉地での採用が進んでいる。
■カネボウ合繊

強度補強したポリ乳酸複合材開発
カネボウ合繊は，竹やケナフで衝撃

強度を補強したポリ乳酸複合材料を開
発，市場開拓に乗り出した。竹あるいは
ケナフをポリ乳酸に20%添加，ポリ乳

■日本不織布協会

IDEA04の視察ツアーを募集
世界の3大不織布展のひとつIDEA04

が4月27日から29日まで，米マイアミ
ビーチで開催されるが，日本不織布協
会では，同展への視察ツアーを募集し
ている。
日程は4月25日から30日までの5泊

6日。ツアーではThe College of Textiles
of North Carolina State Universityの中に
ある不織布研究開発機関であるNCRC
（Nonwovens Cooperative Research Center）
の見学も予定されている。
問合せ先

日本不織布協会
TEL03-5699-4041  FAX03-5688-4042

TEL06-6945-4088  FAX06-6945-6066
http://www.anna.gr.jp/index2.html
（株）インセンティブ
TEL06-6543-8875  FAX06-6543-8856
TEL0120-887587
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酸の欠点とされる衝撃強度を向上させ
たもので，緩衝材や家電の筐体材料な
どの用途でユーザーによる評価作業が
進みつつある。（化学工業日報 10/23）
■鹿島・萩原工業

コンクリート剥落防止用繊維開発
鹿島は萩原工業と共同で，コンク

リート剥落防止用繊維“バルチップ
PW-Jr”（特許出願済）を開発した。ポリ
プロピレン製の短繊維からなり，繊維
の直径と長さを最適化するとともに，
形状を連糸状にすることで，コンク
リートの諸物性（施工性，圧縮・曲げ・
引張りの各強度や弾性係数）に影響を
与えることなくコンクリート全体に繊
維が均等に分散する。
■西日本技術開発

竹やケナフで建材ボードを製造
西日本技術開発は，竹やケナフを

使って建築材用のボードを製造する技
術を考案した。竹やケナフを独自に開
発した紙片解繊機を使って粉砕し，綿
状や粉末状になった原料をプレス成形
してつくる。（日刊工業 10/21）
■ダイキン

バイオフィルター技術を開発
ダイキン工業の100%子会社，ダイキ

ン環境研究所は，早稲田大学をはじめ
とする5機関との共同研究により，鶏卵
抗体を活用し，空気中のインフルエン
ザウイルスを瞬時に不活化するバイオ
フィルター技術を開発した。生物体内
でおこる免疫反応をフィルター上で再
現する。
■JALグループ

難燃カーペットなどを再資源化
日本航空システム（JAL）グループ

は，燃えにくい特殊素材の採用で従来
は困難とされていた機内のカーペット
やカーテンの再資源化に乗り出した。
廃棄品の繊維部分だけを効率よく回収
し，防音材などの原料に活かす。
■川島織物

米中で自動車用生地の生産を拡大
川島織物は，米国と中国で自動車用

シート生地の生産を拡大する。中国上
海市で，生地の縫製加工を始めた。米国
では0 4 年春から生地の生産を開始す
る。コスト削減や自動車メーカーの現
地生産拡大に対応する。（日経 11/3）
■池上機械

バナナ茎を繊維素材にリサイクル

池上機械は，東京都立産業技術研究
所と共同で，バナナの茎を繊維素材に
リサイクルする小型再資源化装置を開
発した。乾燥させた茎から薄いシート
状に繊維を剥ぎ取る切削機のローラー
幅を，試作機段階の2mから30cmに縮
小。量産化に対応すると同時に機動性
も高めた。（日本工業 11/4）
■三井化学

タイでPPスパンボンド増設検討
三井化学は，PP製スパンボンドの事

業拡大を加速する。今春から操業を開
始したタイの生産拠点が，紙おむつの
旺盛な需要により来年初からフル稼働
となることから，次期増設に向けた本
格的な検討を開始する。

（化学工業日報 11/17）
■三井化学

通気性フィルムをタイで生産
三井化学は，紙おむつのバックシー

トに使われる通気性フィルムをタイで
事業化する。今年3月から稼働を開始し
たP P スパンボンドの新工場内に，年
2,000t能力の設備を設置する計画。新ラ
インを導入するか，名古屋工場の既存
設備の一部を移設するか早急に決定
し，05年をメドに稼働させる。

（化学工業日報 11/12）
■がんばらない介護生活を考える会

排泄介助方法の冊子を作成
介護者を支援する団体，がんばらな

い介護生活を考える会は，排泄介助の
方法を掲載した冊子「がんばらない介
護生活のための排泄ケアチェックシー
ト」を作成した。紙おむつの使い方など
を解説するとともに，介護者が排泄介
助に対して過度な負担を感じていない
かをチェックする項目も付けた。
■日本バイリーン

光触媒事業に参入
日本バイリーンは光触媒事業に参入

する。光触媒の原料である酸化チタン
を付着させた不織布を開発，カーテン
や壁紙，エアコンのフィルター向けに
商品化する。04 年秋をメドに東京工場
（茨城県総和町）に年産能力500万㎡の
設備を導入する。投資額は約5億円。

（日経産業 11/19）
■呉羽テック

米で車向け不織布フィルター増産
呉羽テックは，米国の拠点「TOYOBO

KUREHA AMERICA」（オハイオ州）で

自動車エアクリーナーに使われる不織
布フィルターを増産する。数億円を投
じ，年250万㎡能力の設備を増設するも
ので，12月から立ち上げる。

（化学工業日報 11/19）
■帝人

「ボトルtoボトル」再生施設稼働
帝人グループは，使用済みPETボト

ルを化学的にポリエステル原料に戻
し，再びPETボトル用樹脂として再生す
る「ボトルtoボトル」リサイクル施設を
帝人ファイバー徳山事業所内に完成し
操業を開始した。

■日本バイリーン

自動車用フロアマットを米で増産
日本バイリーンは，米国で自動車用

フロアマットを増産する。4億円を投じ
てテネシー工場に生産設備を増設す
る。すでに着工しており，04年初にも完
成・稼働させる。日系自動車メーカーの
北米生産拡大に伴い，系列や採用車種
が増加したため。増産により現在13%
の北米シェアを20%に引き上げる。

（化学工業日報 11/26）
■日新工業

常温で屋上防水改修
日新工業は，屋上防水改修の次世代

型工法として“ダービー防水システム”
を開発，04年1月に発売する。ベルギー
のイッパーベル社との提携技術をもと
に開発した。常温工法で火気を使用し
ないため短期間で施工でき，耐久性も
高い。（日刊工業 11/26）
■池上機械

麻袋を繊維ボードにリサイクル
池上機械は，これまで廃棄処分され

ていた麻袋を原料にした繊維ボードを
商品化した。繊維をほぐして素材に戻
す開繊機の拡販の一環として取組んで
いるもので，ボードの新用途を不織布
メーカーに提案していく。

（日刊工業 11/27）
■カネボウ合繊・呉羽合繊

植物由来の3次元立体不織布開発
カネボウ合繊は呉羽合繊と共同で，

植物由来原料“ラクトロン”を使用し
た，3次元立体不織布構造体“PLAロッ
ク材”を開発した。繊維同士が立体的に
絡み合いながら融着している不織布構
造で，従来の不織布に比べて軽くて通
気性に富み，引張り・曲げ強力が高くて
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（化学工業日報 12/10）
■日本無機

プレフィルターに生分解性素材
日本無機は，ポリ乳酸系繊維素材を

使った生分解性プレフィルター“生分
解性ダスクリーンエコフィルタ”を業
界で初めて開発した。従来品と同等の
補集効率を維持しながら，優れた難燃
性を有する。（化学工業日報 12/11）
■ホギメディカル

キット製品に新販売システム採用
ホギメディカルは，病院の経営を改

善する医療材料販売システムの本格普
及活動を開始した。手術時に使用する
医療材料をセットにしたフルキット製
品に，最短4日間で手術前日に納入する
物流システムと手術予定管理などの院
内の情報管理システムを加えた。

（化学工業日報 12/11）
■クラレ

光触媒利用のテント生地発売
クラレは，テント生地の表面に，酸化

チタン層をコーティングし，その光触
媒反応による有機物分解と優れた親水
性効果で高い防汚性能を発揮するオー
ニングなどの装飾用テント生地“エク
サランス”を新発売した。酸化チタンの
光触媒反応により，生地に付着した油
汚れなどの有機汚れを分解するととも
に，親水性効果で表面の汚れを落ちや
すくするという2つの“セルフクリーニ
ング”機能を有するため，テント表面を
長期間美しく保つ。
■ダイワボウ

消臭繊維を家電・車向けに攻勢
ダイワボウは，消臭機能をもつ高付

加価値繊維“デオメタフィ”の市場開拓
に乗り出す。掃除機フィルターなど家

97

つぶれにくく，寸法安定性に優れた構
造物。フィルター，梱包・緩衝資材，生
活関連資材用途など，工業・農業，生活
用品の幅広い分野に展開が可能。
■カネボウ合繊

“ラクトロン”SPの簡易衣料開発
カネボウ合繊は，植物由来原料“ラク

トロン”による長繊維不織布（スパンボ
ンド）を使用した工場見学者用「簡易衣
料」を開発した。工場見学者の白衣の代
わりや，各種軽作業着用途向けに，04年
1月より販売を開始した。
■河西工業

日産から中国生産の車用ドア受注
河西工業は，日産自動車から中国生

産向けに自動車用ドアを受注した。受
注規模は月産約4,000台で，日産と東風
汽車が05年 8月に合弁生産を立ち上げ
る新型車に供給する。河西工業はまだ
中国に拠点をもっていないが，これま
で実施してきた企業化調査（FS）の結果
を踏まえ，04 年には進出の可否を決め
る。（日刊工業 12/2）
■日本特殊塗料

天津に自動車用防音材の第二拠点
日本特殊塗料は，中国での日系自動

車メーカーの生産拡大に対応して，0 3
年9 月に華南に「日特固（広州）防音配
件有限公司」を設立済みだが，今般，中
国拠点網拡充計画の一環として，天津
にスイス・リエタオートモーティブシ
ステムズ社と合弁会社「日特固（天津）
防音配件有限公司」を設立，04年5月末
に稼働する。
■ダイワボウ

花粉症対策マスクを拡販
ダイワボウは，独自の消臭繊維“デオ

メタフィ”を使った花粉症対策マスク
の拡販に乗り出す。昨春のテスト販売
で，3ヵ月間に約10万枚販売したことか
ら，コンビニや一般の薬局にも販路を
拡大する計画。（日本工業 12/3）
■P&G

生理用品を見つけやすい売場提案
P&Gが女性の心理と購買行動に基づ

いた新たな生理用品の売場提案を始め
た。棚を縦横に碁盤の目のように区切
り，縦の烈に同じブランドを配置，横に
同じ用途の商品を並べ，目的の商品を
見つけやすくした。短時間で商品を選
びたいというニーズを汲み取った。

（日経流通 12/2）

■排泄総合研究所

京都に排泄ケアの情報館開設
排泄総合研究所は昨年11月，排泄用具

の情報館「むつき庵」を京都にオープン
した。同情報館は，介護の現場で必要と
なる排泄に関する用具や機器を展示。一
部の排泄用具などは販売も行う。また，
排泄介護についての相談を受けるほか，
排泄用具を製造するメーカーとの情報
交流を進める。おむつを意味する「むつ
き（襁褓）」から名前を取った。
■豊田紡織

三重県に内装部品組付け工場稼働
豊田紡織は来春に，三重県いなべ市

に内装部品の組付け工場「いなべ工場」
（仮称）を稼働する。トヨタ車体のワン
ボックス系車両の組立工場の敷地内に
サテライト工場として建設する。

（日刊工業 12/11）
■豊田通商

車両リサイクル事業を全国に拡大
豊田通商は，現在中部地域で展開し

ている使用済み車両のリサイクル事業
を全国規模で拡大する。同地域で培っ
た回収・処理事業の手法の確立にめど
がついたためで，廃車処理台数ベース
で，現在の20万台から08年度には160
万台まで拡大する計画。

（日本工業 12/12）
■ダイキン工業

フッ素樹脂系エアフィルター開発
ダイキン工業は，汎用タイプのフッ

素樹脂系エアフィルター開発，本格的
な市場展開に乗り出す。従来は半導体
製造工場向けクリーンルーム用の超高
性能ULPA フィルターを軸に販売して
いたが，より市場規模の大きいHEPA
フィルターとして市場投入する。

■日本繊維機械学会

「不織布研究会研究例会」を12月
に大阪で開催
日本繊維機械学

会不織布研究会（矢
井田修委員長）は，
第4 3 回の研究交流
会となる「不織布研
究会研究例会」を12
月11日午後，大阪科
学技術センターで開催し，次の3題の
講演を行った。
(1)「最近の不織布研究事例」

京都女子大学・矢井田修氏
( 2 )「極細繊維の技術的進歩－人工

皮革を中心として」
八木技術士事務所・ 八木健吉氏
(3)「不織布の高機能化技術」
東洋紡績・田中茂樹氏

矢井田修委員長
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総受け入れ量を，最大処理能力である
年約22万tまで引き上げることにした。

（化学工業日報 2/10）
■日本板硝子

中国で自動車用材料を拡大
日本板硝子は，中国で自動車向け材料

の生産を拡大する。バッテリーセパレー
タは天津の拠点に新たな製造設備を設
置し，生産能力を月間200tと従来と比べ
3倍近く高めた。（化学工業日報 2/10）
■小松精練

ダニアレルギー抑える生地を発売
小松精練は，積水化学工業と共同開

発したダニアレルギーの原因物質，ア
レルゲンを抑える繊維生地“アレルバ
スター”を2月中旬から本格発売した。
シーツやカーテンなど寝装具素材に活
用する。（日経 2/10）

人事人事・・移転移転・・変更変更

■三木特種製紙

三木雅人専務が社長に就任
三木特種製紙では03年10月8日に開

催した定時株主総会および取締役会で
三木雅人専務が新社長に，三木輝久社
長が代表権のある会長に就任すること
を決めた。
■クラレ

上海に現地法人を設立へ
クラレは中国進出を本格化する。0 4

年 3 月をメドに上海市にマーケティン
グ拠点となる現地法人を設立する。需
要拡大が見込まれるガス遮断性樹脂や
アクリル樹脂，人工皮革などの製造・販
売に取り組む。（日経 11/1）
■日立造船富岡機械

事業部制を廃止
日立造船富岡機械は事業部制を廃止

する。従来は製紙機械事業部と産機・防
錆事業部の2 事業部制のもとに営業や
設計，製造などの部門が所属していた
が，各部が社長に直結する形に変える。
■東燃タピルス

「タピルス㈱」として営業開始
東燃タピルスは，03年12月12日付け

で東燃化学から日栄工業に譲渡された
が，これを機に社名を「タピルス株式会
社」に変更した。また，本社住所も下記
に移転した。
〒108-0074　東京都港区高輪3-19-15

　二葉高輪ビル5階
TEL03-5449-7911   FAX03-5449-2485
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電製品の分野で売上拡大をめざすほ
か，排ガス中のNOxやSOxの吸着分解
能力を活かして自動車分野の攻略も狙
う。（日刊工業 12/22）
■日本エクスラン

光触媒の除菌性能持つ繊維発売
日本エクスラン工業は，今までの繊

維製品にはなかった安全で高度な除菌
性能を持つ繊維“銀世界”の販売を来春
より開始する。アクリル繊維に銀を保
持させることにより，繊維上での直接
的な効能と，光触媒機能による効能で，
繊維上のさまざまな細菌や真菌の増殖
を抑制，除菌する。
■ニッポン高度紙工業

裁断加工工場を新設
ニッポン高度紙工業は，電解コンデン

サ用セパレータおよび各種電池用セパ
レータの後工程である裁断加工工場を
新設する。国内の裁断加工は現在，本社
春野工場，安芸工場および外注工場の3
工場で行っているが，生産効率の向上と
将来の需要増に対処するため，本社春野
工場と安芸工場を統合し，高知みなみ流
通団地内に新たに工場を設立する。
■クラレ

新世代ポバールを開発
クラレは，このほど独自技術により，

より高性能で，使用特性にも優れる新
世代のポバール“HPポリマー”を開発
し，販売を開始した。ポバール（ポリビ
ニルアルコール PVA）は，ビニロン繊
維の原料として，同社が世界に先駆け
て工業化した機能性樹脂。合成高分子
の一種でありながら「水に溶ける」とい
うユニークな性質を持つほか，造膜性，
接着性，乳化性，耐油性，耐薬品性など
に優れている。
■田島ルーフィング

屋上緑化で独社と提携
田島ルーフィングは，ドイツの屋上緑

化最大手のツィンコ社と業務提携した。
ツィンコ社がもつ植物や土壌に関する
技術を導入するほか，屋上緑化システム
事業全般で協力する。（日経産業 1/5）
■旭・デュポン

化学防護服のブランド再編
旭・デュポン フラッシュスパン プロ

ダクツは，化学防護服“タイベック プ
ロテック”シリーズのブランドを，米
デュポンの世界展開策に合わせて再
編，今月から名称変更する。今後は，乾

燥粒子に対し高いバリア性をもつ“タ
イベックソフトウェア”，幅広い化学物
質に対し高い防護性能を有する“タイ
ケムC/同 F”のブランドで展開する。

（化学工業日報 1/13）
■東洋紡

ポリ乳酸を岩国で本格生産
東洋紡は，ポリ乳酸事業の本格展開に

乗り出す。ポリ乳酸製の塗料・接着剤な
ど副資材の需要が高まりつつあること
から，同用途に適した独自のポリ乳酸を
岩国事業所で今春から本格生産する。既
存の共重合ポリエステル樹脂設備を改
良し伴産プラントとして，年200t程度生
産する予定。（化学工業日報 1/27）
■東レ

生分解性カーペットを開発
東レは世界で初めて，生分解性繊維

を使った家庭用のカーペットを開発し
た。価格は一般のカーペットに比べ2，3
割高くなるが，環境保護意識の高い消
費者向けに高級品分野を開拓する。

（日経産業 1/27）
■東レ

PLA製自動車内装材開発を加速
東レは，植物由来プラスチックのポ

リ乳酸（PLA）を用いた自動車内装材の
開発を加速する。昨年，トヨタ車にフロ
アマットなどを供給した実績を踏ま
え，ドアトリム，カーシート，天井材，
ラインマットといった内装材の開発を
進め，05 年から順次投入される環境対
応型モデルへの採用に繋げるねらい。

（化学工業日報 2/3）
■瑞光

上海に生産子会社新設
瑞光は，中国・上海に衛生用品製造機

の生産子会社を3月に新設する。現地企
業や進出している日系企業に販売し，
中国での事業拡大に繋げるほか，製造
コストの削減を図る。100%出資の子会
社「瑞光（上海）電気設備」は資本金が
5億2,500万円。工場建屋面積は約2,270
㎡で，05 年度の売上高は5億円を見込
む。（日経産業 2/5）
■三菱マテリアル

シュレッダーダスト処理量を増加
三菱マテリアルは，シュレッダーダ

ストの受け入れ・処理量を高める。05年
1月1日に施行される自動車リサイクル
法に伴い，自動車シュレッダーダスト
（ASR）の増加が見込まれることから，


