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■経済産業省

繊維製品のLCA調査報告書発表

経済産業省製造産業局繊維課は，繊

維製品（衣料品）について，ライフサイ

クル全体を通じて環境負荷を考慮する

ための統一した考え方を構築し，環境負

荷の全容を把握することを目的に調査

を行い，このほどLCA調査報告書を発

表した。対象製品は素材としてポリエス

テル，綿，羊毛を対象とし，それらを用

いた服種としてジャケット，ブラウス，

ブルゾン，ワンピース，スーツの5製品

を選定した。

■環境省

感染性廃棄物処理マニュアルを改正

環境省は，感染性廃棄物の適正処理

を推進するため，「廃棄物処理法に基づ

く感染性廃棄物処理マニュアル」の改正

を行い，各都道府県および保健所設置市

に通知した。今回の改正は，感染性廃棄

物の判断基準について「廃棄物の形状」

「排出場所」「感染症の種類」の観点か

ら，医療関係機関などがより客観的に感

染性廃棄物を判断できる基準に変更，感

染性廃棄物の判断基準をより客観的な

ものにすることが主な目的。

■経済産業省

タオルの繊維セーフガード調査終了

経済産業省は，タオルに係る繊維

セーフガード調査について，調査を終了

した。01年から03年までと直近1年間

（03年3月～04年2月）の過去3年程度

の輸入動向を見ると，繊維セーフガー

ドの発動水準には達していないと判

断。また，直近6ヵ月の輸入伸率も安定

的に推移しているとしている。

■環境省

2004年版「環境白書」を公表

環境省は，公害白書から数えて36 回

目となる，2004年版「環境白書」をま

とめ公表した。今回の白書は，「広がれ

環境のわざと心」が総説テーマ。優れた

環境技術や環境に配慮した事業形態な

どの「環境のわざ」と，環境を大切にし

敬う「環境の心」とを組み合わせること

により，環境と経済の好循環を生み出

せることを説明している。

■科学技術振興機構

保水性ゲルを屋上緑化に応用

独立行政法人科学技術振興機構

（JST）は，委託開発事業の開発課題「高

保水性軽量化マットを用いた屋上緑化

技術」の開発結果を成功と認定した。ゲ

ルを配合した人工軽量土壌とトレーユ

ニットを用いることで，ほぼ自然灌水

のみで植物が生育する屋上緑化システ

ムを実現した。

統統    計計

■2003年のスパンボンド生産量

PPの好調で全体では高成長

日本化学繊維協会・合繊長繊維不織

布専門委員会がまとめている，加盟7社

（旭化成せんい，チッソ，東洋紡績，東

レ，三井化学，ユニセル，ユニチカ）に

よる03年の合繊長繊維不織布（スパン

ボンド）の生産量は，面積で3,106,696

千㎡（対前年比7.0%増），重量で81,906t

（同 3.7%増）と伸長した。

ちなみに，経済産業省発表の「繊維・

生活用品統計」によると，昨年1年間の

不織布生産量は29万6,753t（同100.3%）

と微増。

■日本製紙連合会

2003年度の紙・板紙出荷量

日本製紙連合会がまとめた03年度の

紙・板紙の出荷量は，前年度比0.9%減

の3,053万tと2年ぶりのマイナスとなっ

た。年度前半は商業向けの印刷用紙は

じめ全般の需要がふるわなかった。年

度後半にはデジタル家電の好調などか

ら関連製品が伸び始めたものの，前半

の落込みをカバーできなかった。

■ウレタンフォームの03年生産量

3年連続のマイナス

経済産業省の統計によると，03年の

ウレタンフォームの生産実績は2 5 万

3,903tで前年比0.5%減少，3年連続のマ

イナスとなった。軟質フォームが主力

の自動車クッション向けは，自動車分

野の好調を映し堅調で生産量は1 5 万

3,010t（前年比0.9%増）となった。一方，

建材関連の断熱用途を主力とする硬質

フォームは，住宅着工件数の低迷から

10万 893t（同 2.5%減）となった。

■北米の自動車生産台数

07年に1,700万台を予測

米自動車調査会社CSMワールドワイ

ドは，北米の自動車生産台数は03年の

1,590万台から07年には1,708万台に増

えると予測している。牽引役はトヨタ

自動車など日本の3社。ビッグスリーが

同期間に約4%減るのに対して日本3社

は40%近く増加すると予想。（日経 3/2）

■03年の住宅着工戸数

対前年2.5%増の117万 3,649戸

国土交通省が発表した03年度の新設

住宅着工戸数は持屋，貸家，分譲住宅が

増加し総戸数は約117万戸となり，前年

度比では 2.5%増となり，4年ぶりの増

加となった。金利の先高観や住宅ロー

ン減税の延長措置の不透明感に伴う駆

け込み需要が要因。

■03年の外食市場

対前年で1.7%減

外食産業総合調査研究センター（外
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食総研）がまとめた03年の外食市場は，

前年比で1.7%減の25兆 269億円で，6

年連続でマイナスとなった。個人消費

の低迷で外食支出が減っているうえ，

法人需要もふるわなかった。

■パソコンの03年度出荷実績

電子情報技術産業協会（JEITA）は，

03 年度の日本のパソコンの出荷実績を

発表した。それによると，本体総出荷台

数（国内出荷＋輸出）は1,156万8,000台

（前年比111%），本体総出荷金額は1兆

7,164億円（同 101%）となった。

■03年のトイレタリー製品販売額

前年比3％減の約6,962億円

日本石鹸洗剤工業会がまとめた03年

1 ～ 12 月の洗浄剤などの家庭用製品販

売統計は，販売金額が前年比3%減の約

6,962億円となった。販売数量は同1％減

の約205万 t。

■財務省

03年度の貿易統計速報を発表

財務省は03年度の貿易統計速報（通

関ベース）を発表した。それによると輸

出額から輸入額を差し引いた貿易黒字

額（出超額）は，前年度比16.3%増の11

兆2,376 億円で2年連続の増加。10兆円

の大台を超えたのは99年度以来4年ぶ

り。輸出総額は同6.3%増の56兆634億

円，輸入総額は同4.1%増の44兆 8258

億円となり，輸出入とも2年連続で前年

度を上回り過去最高を更新した。

業業    界界・・団団    体体

■日本衛生材料工業連合会

紙おむつのエコマーク化に反対

日本衛生材料工業連合会では，日本

環境協会が提案するエコマーク認定商

品の新しい類型基準案に対して反対の

意向を表明し，協会側に伝えた。この新

商 品 類 型 基 準 案 は 「 日 用 品

（Version1.0）」で，03年4月末を期限と

するパブリックコメントを公募，基準

制定委員会で検討された後，早ければ7

月1日から施行・適用される予定。今回

の「日用品」基準案の最大の特徴は，対

象範囲が非常に広範なことにある。

■光触媒製品フォーラム

「光触媒テクノフェア2004」を開催

光触媒製品フォーラムは7月6～8日，

東京・有明の東京ビッグサイトで，“光

触媒ビジネスの創出”をテーマに，初の

展示会「光触媒テクノフェア2004」を開

催する。光触媒の国際標準化機構（ISO）

化の進展を機に，日本発の独創技術で

ある光触媒の世界市場での拡大をめざ

すもので，今後の動向が注目される。

　　　　　　　　　

企企    業業

■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）

■フジコーなど日・タイ産学共同

高温集塵用フィルター開発

フジコーなど日本企業とタイのチュ

ラロンコン大学からなる日・タイ産学

共同研究グループは，浮遊性粒子状物

質中の粒子径2.5μ（PM2.5）以下の粒

子に対応した高温集塵用セラミック

フィルターを開発した。不織布フィル

ターでは使用できなかった250～400℃

の高温域でPM2.5物質をほぼ100%補集

が可能という。（化学工業日報 2/19）

■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，

直島精錬所やグループ会社の総受入れ

量を，最大処理能力である年約22万tま

で引き上げる。（化学工業日報 2/10）

■ユニ・チャーム

上海に2番目の衛材工場を新設

ユニ・チャームは今年6月中にも，中

国・上海に新工場を完成する。生産する

のは“ソフィー”ブランドの生理用品と

“マミーポコ”ブランドの紙おむつの2

品。96 年に稼働した第一工場に隣接し

て建設している。（日刊工業 2/19）

■トヨタ自動車

新型花粉フィルターが完成

トヨタ自動車は，豊田紡織，デンソー

と共同で，通気抵抗を抑えながら除塵

効果を高めた花粉対策のエアフィル

ター“クリーン・エア・フィルター花粉

除去タイプ”を完成した。直径13～30

μの比較的大きな花粉を除去する層

と，同4～8μの帯電した繊維層で構成

した2層よりなる。（日刊工業 2/19）

■帝人ファイバー

構造発色ナノ積層繊維を増産

帝人ファイバーは，松山事業所（愛媛

県松山市）で構造発色ナノ積層繊維“モ

ルフォテックス”を増産する。04年度中

に月産3tの生産能力を3倍増の同9tに

増産する。塗料・印刷材料用途などの新

規用途での採用拡大を見込む。

（化学工業日報 2/18）

■新日石プラスト

易引裂性活かし一般包材向け開発

新日石プラストは，ポリエステル不

織布“ミライフ”の容易に引裂ける特性

を活かし，食品はじめ幅広い分野で包

装材料としてマーケティングを強化す

る。すでに菓子包材として採用されて

おり，今後は食品だけでなく一般包材

としても採用を働きかける。

（化学工業日報 3/1）

■日本特殊塗料

中国で吸・遮音材を増産

日本特殊塗料は，中国で吸・遮音材を

核とした自動車関連事業を強化する。

進出した日系自動車メーカーの需要が
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旺盛で，中・長期的に成長が見込めると

判断。04 年末まで広東省広州にある生

産拠点の能力を倍増し，月間40万台分

の供給体制を敷く。（日刊工業 3/5）

■ペットリバース

川崎にPET再生プラント

ペットリバースは，川崎市で廃PET

ボトルのリサイクルに乗り出す。原料

入荷量で年産2万7,500tのプラントを完

成，操業に入った。PETからPETへの化

学的リサイクルは，帝人に次いで2番目

となる。（日刊工業 3/2）

■旭化成せんい

工業用ワイパーで米国市場に参入

旭化成せんいは，工業用不織布ワイ

パー“ベンコット”で米国市場に参入す

る。半導体や液晶工場のクリーニング

作業用布としてシリコンバレーを対象

に売り込む。また，“ベンリーゼ”の国

内生産拠点（宮崎県延岡市）の増産も併

せて行い，米国のほか中国や東南アジ

ア向けワイパーの需要増にも対応す

る。（日刊工業 3/11）

■コルテック

自動紙管切断機を発売

コルテックは，手動機に頼っていた

紙管の切断工程を効率化する“自動紙

管切断機CP-370”を発売した。1分間で

1,500mmの紙管を50mm幅に切断でき

る。各種シートを扱う業界に向け，初年

度20台程度の販売をめざす。

（日刊工業 3/12）

■松下電池工業

リチウムイオン電池を中国で生産

松下電池工業は，携帯電話，ノートパ

ソコンやデジタルスチールカメラの電

源として用いられているリチウムイオ

ン電池の需要拡大に対応するため，中

国・無錫松下電池で4月より角型リチウ

ムイオン電池生産を開始した。

■ヒューテック

サンプル検査の施設を拡充

ヒューテックは，フィルムや印刷物

などのサンプル品を検査する「サンプ

ル・シミュレーション・テストルーム

（SST）」を拡充した。本社工場の増設を

機に，既存施設の2.5倍の約100㎡に広

げ，クリーンルームとしての環境を整

えた。（日刊工業 3/19）

■トムテック

澱粉使った紙おむつを開発

技術開発コンサルティングのトム

テックは，環境にやさしい澱粉ポリ

マーを使った介護用紙おむつ“ラ

フィーネHG”を開発した。医療・福祉

施設での利用を想定しており，4月から

リネン会社などに販売している。三菱

重工業子会社の菱重産業機械エンジニ

アリングと東亜亜鉛子会社のTDEと協

力して開発した。（日経 3/24）

■東レ

外壁タイルの剥落防止工事本格化

東レは工学院大学，大林組，および鹿

島建設と共同で，建築物などの外壁タ

イルの剥落防止技術“ループボンド・タ

フバインダー工法”について，下地モル

タル層を設けない「直張り工法」への適

用技術を確立した。

■和光堂

東京工場を閉鎖

和光堂は生産・物流の効率化に乗り

出す。老朽化が進む東京工場（東京都調

布市）を閉鎖，生産設備や人員は栃木工

場（栃木県氏家町）などに移管する。あ

わせて東京工場に隣接する配送拠点も

栃木に建設中の配送センターに移す。

（日経産業 3/30）

■東海パルプ

ペーパータオルを中国で販売

東海パルプは，中国でキッチンやト

イレで使う業務用ペーパータオルの販

売を開始した。日本から輸出し，現地に

ある三菱商事系の卸売販売会社の販路

に乗せてホテルやビルに納入する。加

工工場の建設も検討していく。国内需

要が頭打ちとなるなか，需要拡大が見

込める中国市場を開拓する。

（日経産業 3/31）

■住江織物

内装材でスウェーデン社と提携

住江織物は，自動車内装材事業での

グローバル戦略の一環として，ス

ウェーデンのボルグステナ・テキスタ

イル社と自動車用ファブリックに関す

る業務提携を締結した。海外事業にお

ける投資効率を高め，また両社が有す

る海外拠点の機能を相互有効活用する

ことにより，自動車ファブリック事業

の強化，拡大を目的とした開発・生産・

■クラレ

JAL国内線ヘッドレストに採用

クラレの不織布を用いたヘッドレ

ストカバーが，6月1日からスタートし

たJALの国内線新クラス「クラス J」に

採用された（写真左）。レーヨンを素材

とするヘッドレストカバーは，“クラ

フレックス”の商品名で展開してお

り，吸水性，通気性，柔軟性，肌触り，

しなやかさ，高級感の演出などの点で

高い評価を得ている。

また，クラレと細野（カルツェリア・

ホソノ）との共同企画によって誕生し

た“美脚パンプス”が，JALUXが展開

するJAL グループの機内通販カタロ

グ「JALSHOP」に登場する（写真右）。

靴の表素材には，天然皮革の仕上げ手

法を人工皮革に採用したクラレの最

高級人工皮革“パーカッシオ”を採用。

また，靴の中敷材にはストッキングで

も滑りにくい加工を施した人工皮革

を用いている。
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販売にわたる包括提携となる。

■阿波製紙

T.U.A.の抄紙設備を増設

阿波製紙では昨年，グローバルカン

パニーを目指し，中国に「阿波製紙 （上

海）有限公司」を設立，さらにこのほど，

タイの現地工場T.U.A.（タイ・ユナイ

テッド・アワペーパー）の抄紙設備の増

設を決定した。T.U.A.社は，アジア地域

での自動車産業の発展が予想されるこ

とから，第二期工事として抄紙設備の

増設，加工設備の増強を行う。

■日本メディカルプロダクツ

東川町に新工場建設

日本メディカルプロダクツ（旭川市）

は，上川管内東川町に新工場を建設す

る。約4万3,000㎡の工場用地を取得，今

秋にも配送センターと一部工場の建設

に着手する。5 年後をメドに本格稼働

し，年間25億円の売り上げを見込む。院

内感染防止などによる需要拡大に対応

する。（日経 4/8）

■帝人コードレ

環境対応型人工皮革を開発

帝人コードレは，限りなく天然皮革

に近い肌触りをもつ環境対応型の人工

皮革“ロエルII”の開発に成功した。こ

れに合わせ，新規に設備投資を行い本

格的に事業展開する。環境問題への関

心の高まりに対応するため，従来の人

工皮革製造で使用されていた有機溶剤

を一切使用しない製造方法を導入。ま

た，製造を一貫工程とすることで，CO2

排出量を減少させることができる。

■パワーガード

介護用布おむつ新事業を開始

生ごみ処理機販売のパワーガード

（名古屋市）は，病院や特別養護老人

ホームなどに購入してもらった介護用

布おむつを回収，洗浄して配達する事

業に本格参入する。布おむつはグロー

バル・ケア（福井市）が製造する“テン

ダーGCパンツ”。使用感は肌着に近く

抗菌消臭効果があり360 回洗える。パ

ワーガードは本社内にランドリー工場

を併設。（中日新聞 4/15）

■建築緑化システム研究会

環境配慮の壁面緑化システム開発

岡谷鋼機など8 社で構成する建築緑

化システム研究会は，環境に配慮した

壁面緑化システムを開発した。リサイ

クル可能なケナフ繊維でできたパネル

のポットにバラなどの季節の草花を植

え込む。（日刊工業 4/14）

■エステー化学・住友スリーエム

家庭用品販売で業務提携

エステー化学は住友スリーエムとの

間で，家庭用スポンジ・家庭用防水スプ

レー・家庭用救急ばんそうこうなどの

家庭用品に関する販売業務提携を行う

ことで合意した。それぞれが持つブラ

ンド力およびマーケティング力のシナ

ジー効果による，両社家庭用品事業の

拡大をめざす。

■日本触媒

世界で年32万 t体制を構築

日本触媒は，今年度からスタートし

た新中期計画において高吸水性樹脂

（SAP）の生産体制を強化，06年度まで

に日米欧中の世界4極で年間32万t体制

を確立する。（化学工業日報 5/13）

■クラレ

中国に人工皮革の合弁会社を設立

クラレは，中国・浙江省に人工皮革の

生産や販売を目的とした合弁会社「夭

欣可楽麗超繊皮嘉興有限公司」を設立

する。05年春に稼働予定で，同社の人工

皮革“クラリーノ”を年間400万㎡を生

産する。

■豊田紡織・アラコ・タカニチ

合併契約を締結

豊田紡織，アラコ，タカニチの3社は，

03年10月3日付で締結した合併基本合

意に基づき，合併に向けた協議および

準備を進めてきたが，このほど合併の

ための合併契約を締結した。3社の合併

により，豊田紡織，アラコ（内装事業），

タカニチが個々に展開してきたシート

システム，内装システムが一体化され，

内装全体が事業領域となり，車室空間

をトータルにみた開発・提案が可能と

なる。

■伊藤忠・寿屋フロンテ

広州の内装材工場が完成

伊藤忠商事が03年7月，寿屋フロン

テと広州に自動車用フロアーカーペッ

トを中心とした内装部品を生産する合

弁会社「広州寿藤汽車配件有限公司」を

設立して建設を進めていた工場がこの

ほど完成した。日産自動車と中国東風

汽車の合弁会社「東風汽車有限公司」が

生産する高級セダンの部品生産から操

業を開始する。また中国自動車市場に

おいてブランドを確立している「広州

本田汽車」生産の車種に向けても部品

提案を展開していく。（日刊工業 5/17）

■日産の中国合弁会社

東風汽車有限公司が操業を開始

日産の中国合弁会社で中国最大の自

動車合弁企業，東風汽車有限公司は，広

州市花都区における新工場の操業を開

始した。立上り時の生産能力は年間15

万台で，「サニー（陽光）」の04年モデ

ルを頭出しとして，中国市場で販売さ

れる日産ブランドの新型乗用車を生産

する。

■三菱自動車

約1万1000人削減・再生計画発表

経営不振の三菱自動車は，総額4,500

億円の資本増強策を柱とする事業再生

計画を発表した。主力生産拠点の岡崎工

場（愛知県岡崎市）での車両生産を打ち

切るほか，世界人員の22%に相当する約

1万1,000人を削減。06年3月期の連結経

常黒字転換を目指す。（日経 5/22）

■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，10億円を投入し

て米国のテネシー工場で自動車用フロ
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アマットを今夏をメドに増産する。日

系自動車メーカーの北米生産強化に対

応する。（化学工業日報 5/27）

■フジコー・ホソカワミクロン

使用済み濾布リサイクル事業に参入

フジコーは，ホソカワミクロンと共同

で，使用済み濾布フィルターのリサイク

ル事業に参入する。濾布フィルターを回

収，洗浄後に解体，繊維に分解した後，不

織布に再生，新生の濾布フィルターに縫

製する。（化学工業日報 5/31）

■カネボウ

繊維事業を大幅縮小

産業再生機構と同機構の支援で経営

再建を目指すカネボウは，繊維事業の

大幅縮小などを柱にした事業再生計画

を発表した。国内の全従業員の37%に

当たる1,800 人程度を削減し家庭用品，

薬品を事業の柱にする。

■田島ルーフィング

水硬化型ウレタン防水材で提携

田島ルーフィングは，水硬化型ウレ

タン防水材分野でダイフレックスと提

携した。ダイフレックス製の水硬化型

ウレタン防水材をOEM調達し今秋発売

するとともに，新製品の共同開発や工

事業者の教育についても協力してい

く。（日刊工業 6/1）

■日本バイリーン

中国に自動車用フィルタの合弁

日本バイリーンは，ドイツのフロイ

デンベルグ社と共同で，中国の自動車

製造拠点である長春市に自動車用フィ

ルタ（下写真）製造の新会社「フロイデ

ンベルグ＆バイリーンフィルタ（長春）

カンパニーリミテッド（FVFC）」を設立

した。

■クラレ

プリント配線基板用不織布を開発

クラレは，溶融液晶ポリマーである

ポリアリレート（全芳香族ポリエステ

ル）を使ったプリント配線基板用不織

布“ベルクス”を開発し，本格販売を開

始する。（化学工業日報 6/2）

人事人事・・移転移転・・変更変更

■サンエムパッケージ

三宅隆夫会長に旭日双光章

中小企業振興功労が認められ，今春

の旭日双光章受勲者に，サンエムパッ

ケージの三宅隆夫会長が選ばれた。

■三晶

本社事務所を移転

三晶は，本社事務所を下記に移転し，

5月6日から業務を開始した。

〒540-6123 大阪市中央区城見2-1-61

ツイン21MIDタワー23階

TEL06-6941-7271  FAX06-6941-7278

■新日石プラスト

本社を移転

新日石プラストは，下記に本社を移

転，4月 26日から業務を開始した。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-6

（新日本石油虎ノ門ビル11F）

TEL03-3501-7030  FAX03-3501-7638

■デュポン

本社を移転

デュポン・ジャパンは，5月1日付で

本社所在地を目黒区から千代田区永田

■池上機械

「2004 NEW環境展」に出展

池上機械は，5月 25～ 28日の4日

間，「人と地球の未来を守る環境革命

への挑戦！」をテーマに東京ビッグサ

イトで開催された「2004 NEW環境展

（N-EXPO 2004）」に出展した。繊維リ

サイクル機械（リサイクラーおよびリ

サイクルブレーカー）を写真パネルと

処理サンプルを用いて紹介。併せてバ

ナナ，竹など天然エコ繊維の紡出サ

ンプルを展示した。また，同社の不織

布製造機械をビデオで紹介した。

町の山王パークタワーへ移転した。同

社の合弁会社，旭・デュポンフラッシュ

スパンプロダクツもともに移転した。

〒100-6111東京都千代田区永田町2-

11-1　山王パークタワー

■ダイワボウ

東京事務所を移転・統合

ダイワボウおよびグループ6 社の東

京事務所が下記に移転・統合した。

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-26-5

大和紡績㈱東京支店

 TEL03-4332-8220  FAX03-4332-8235

ダイワシザイ㈱

 TEL03-4332-5220  FAX03-4332-5221

■岸製作所

岸泰子取締役が逝去

㈱岸製作所取締役の岸泰子氏は予て

病気療養中のところ，3月10日午後6時

30分心不全で逝去した。享年67歳。葬

儀は3月12日午後1時半より愛媛県伊予

三島市（現・四国中央市）の「プリエー

ルうま」にて厳粛に執り行われ，故人の

遺徳を偲ぶ300余名が会葬，焼香した。

喪主は夫で同社代表取締役社長の岸

美津正氏と，長男で同社専務取締役の

義正氏が務めた。義正氏は，「今後残さ

れた遺族は故人の意思を引き継いで頑

張って生きていく所存。皆様から故人

に頂いたご厚情に心より感謝し，今後

変わらぬご好意を切にお願い申し上げ

る」と，会葬の御礼を述べた。

池上機械の展示
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