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■環境省

CO2排出権売買を提案

環境省は，CO2などの温室効果ガス排

出削減対策として，一定の排出量を超え

る大規模な事業所を対象に排出枠を設

定して売買できる制度を導入する方針

を，中央環境審議会総合政策・地球環境

合同部会で提案した。また，東京工業品

取引所でも排出権取引制度の導入案を

まとめた。

■経済産業省

04年版「通商白書」を発表

経済産業省は，東アジアの経済統合

が進展するなか，日本は知的資産など多

様な役割で貿易に参画する必要がある，

と提言した04年版「通商白書」を発表し

た。白書は日本を含む東アジアの域内輸

出額が，02年までの10年間で約2倍に

増加したと指摘。日本が東アジアで競争

力を維持するためには商品企画や研究

開発，システム設計など「知的資産」の

充実が必要と強調している｡

■高齢社会白書

65歳以上男性が1,000万人突破

04年版「高齢社会白書」によると，65

歳以上の高齢者人口は，03年 10月 1日

現在で前年を68万人上回る2,431万人。

このうち男性は1,026万人となり，初め

て1,000 万人を超えた。女性は93 年に

1,000万人を突破。白書は40年には3人

に1人が高齢者になると予測している。

統統    計計

■合計特殊出生率

初めて1.3を下回る

1 人の女性が生涯に産む子どもの平

均数（合計特殊出生率）が，03年は1.29

に低下した。02年の1.32を下回り過去

最低を更新，初めて1 . 3 代を割り込ん

だ。政府の予測を上回るスピードで少

子化が進んでいる。

■日本人の平均寿命

過去最高を更新

0 3 年の日本人の平均寿命は女性が

85.33歳，男性が78.36歳で，男女とも

過去最高を更新したことが，厚生労働

省の公表した「03年簡易生命表」で分

かった。男女とも00年から4年連続で

延び，女性は85年から連続世界1，男

性はアイスランド，香港に次ぐ3位。

■人口増加率

過去最低の0.11%の伸率

総務省は，04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1億2,682万4,166人で，

前年同期比で13万5,802人，0.11%増え

たが，人数，増加率ともに過去最低の伸

びだった。出生者数も112万9,239人で

過去最低を更新した。

■04年上半期の貿易統計速報

対アジアの貿易黒字が過去最高

財務省が発表した04年上半期（1～

6月）の貿易統計速報（通関ベース）に

よると，対アジアの貿易黒字が前年同

期比58.4%増の 3兆7,090億円となり，

過去最高を更新した。対中国を中心に

輸出・輸入額とも過去最高で，黒字額は

6年半（13期）ぶりに対米黒字を上回っ

た。（日経 7/22）

■03年の世界の自動車販売台数

前年比2.6%増の5千794万台

自動車産業調査会社のフォーイン

は，03年の世界の自動車販売台数は前

年に比べ147万台，2.6%増の5千794万

台との調査結果を発表した。地域別で

は中国を中心とするアジア・パシ

フィックが137万台，中・東欧が52万

台増加したが，北米が36万台，西欧が

21万台それぞれ減少した。

業業    界界・・団団    体体

■特許庁

光触媒市場が10年に1,000億円

特許庁は光触媒市場規模について，

10年に1,000億円になるとの予想を発表

した。光触媒の市場規模は，上下水水質

浄化，大気環境浄化などによる公共事

業が加わって10年まで年率20%以上の

伸びが続き1,000億円に拡大，さらに20

年には海外展開も含めて2,000億円に拡

大するとしている。

■自動車各社

リサイクル料金を発表

自動車各社は05年1月の「自動車リサ

イクル法」施行後に消費者が負担するリ

サイクル料金の水準を決めた。軽自動車

と小型乗用車を1万円前後，普通乗用車

を1万5,000円前後とし，消費者が車の購

入・車検時に上乗せして支払う。

■自動車破砕残さリサイクル促進チーム

「全部再資源化コンソシアム」を設立

日産自動車など自動車メーカー11 社

で構成する自動車破砕残さリサイクル

促進チーム「ART（Automobile shredder

residue Recycling promotion Team）」は，

「全部再資源化コンソシアム」を設立す

る。自動車リサイクル法で自動車メー

カーなどに引取り・破壊・再資源化を義

務づけているエアバッグ，フロン，シュ

レッダーダスト（ASR）のうちASRを生

じさせない手法で再資源化を進める。

　　　　　　　　　

企企    業業

■日本特殊塗料

タイに車用吸・遮音材の生産拠点

日本特殊塗料は，タイに自動車用吸・
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遮音材の生産拠点を新設する。日系の自

動車メーカーの需要に対応する。スイス

のリエタオートモーティブシステムズ

社，タイのサミットオートシート社と合

弁会社を設立する。（日刊工業 6/8）

■旭化成せんい

“ベンリーゼ”ラインを増設

旭化成せんいは，延岡でキュプラ不

織布“ベンリーゼ”1系列を増設する。低

発塵性など機能性に優れていることか

ら，クリーンルーム用などエレクトロ

ニクス向けワイパーを中心に日本，ア

ジアで順調に拡大しているため，来春

の稼働をメドに能力を25～30%拡大す

る。（化学工業日報 6/3）

■カネボウ

再生計画で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）

■日本航空システム

制服を自動車の防音・吸音材に

日本航空システムはこれまで焼却処

分していた客室乗務員などの制服をリ

サイクルする。繊維商社のチクマとリ

サイクル網を構築。自動車の防音・吸音

材に再資源化する。（日経産業 6/2）

■東大先端研・エコグローバル研究所

光触媒利用の土壌浄化シート開発

東京大学先端科学技術研究センター

の橋本和仁教授と環境関連ベンチャー

企業のエコグローバル研究所は，光触

媒技術を活用した土壌浄化シートを開

発した。シートには不織布に吸着剤と

しての効果がある活性炭と，光を当て

ると有機物を分解する光触媒効果があ

る酸化チタンが入っている。

■三菱電機ビルテクノサービス

空調フィルターの洗浄事業を拡大

三菱電機ビルテクノサービスは，ビ

ル空調機用中高性能フィルターの洗浄

サービス事業を拡大する。同社では3波

による超音波洗浄を使用し，フィル

ターへの負担が少ない。（日刊工業 6/2）

■花王・資生堂

アレルギー性を動物実験せず判定

花王と資生堂は，培養細胞を用いて

金属や化学物質に対する皮膚アレル

ギー性を試験する方法を共同で開発し

た。動物実験をせずに化粧品や医薬品

など直接肌に塗る製品に含まれる物質

がアレルギーの原因となるか確認でき

る。（フジサンケイビジネス 6/3）

■住江織物・積水化学

ダニアレルギー抑制カーペット開発

住江織物は積水化学工業と共同で，

ダニの死骸や糞によるアレルギーを抑

制する高機能カーペットを開発した。

積水化学の製品であるアレルゲン低減

薬剤を使って抑制機能を高めた。

（日刊工業 6/4）

■デンソー・豊田紡織

車用フィルターを中国で増産

デンソーと豊田紡織は，中国で自動

車用フィルター生産の合弁会社「天津

豊田紡汽車部件有限公司」を設立した。

05年の稼働予定で，トヨタ自動車の中

国工場に供給する。デンソーと豊田紡

織は，米国やタイでもフィルターを合

弁生産しているほか，05 年には欧州で

も合弁工場を稼働する予定。

（日刊工業 6/11）

■ユニ・チャーム

タンポン普及のため啓発活動実施

ユニ・チャームは，タンポン啓発活動

を実施した。高校生・大学生，OL，主

婦それぞれのライフステージを考えた

3つのスタイルの使用啓発広告を6月中

旬から全国誌で展開した。また，タンポ

ンのサイト「教えて！タンポン」

（www.unicharm.co.jp/tampon/）に加え，

タンポンの正しい使用方法・情報を伝

えるリーフレットを8 月上旬から店頭

に設置した。

■日新工業

屋上防水施工時の「臭い」を改善

日新工業は，施工時の溶融温度を170

～ 1 9 0℃に低下させた屋上防水用アス

ファルト“シグマートE”を開発した。

溶融温度が低いため臭いの元である硫

化水素がほとんど発生しない。

■東レ

地球環境配慮型カーペットを発売

東レは，家庭用カーペット（ラグおよ

びピース）で，パイル（立毛部）に植物

由来の素材PLA（ポリ乳酸）繊維“エコ

ディア”を用いた製品を，世界で初めて

■国際光触媒テクノフェア2004

日本バイリーンが出展

「国際光触媒テクノフェア2004」が

7月 6～ 8日，東京ビッグサイトで開

催され，日本バイリーンが出展した。

同社は，光のエンジニアリング企

業，光波と共同出展。独自開発による

“光触媒担持不織布”はじめ，その応

用例の脱臭フィルタやオゾン分解

日本バイリーンの展示ブース

フィルタ，超親水性不織布などを展示

し来場者の関心を集めた。
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開発した。再生可能資源を使用したバ

イオマス素材として二酸化炭素排出量

を抑制するPLA繊維の持つ特長を活か

したCO2循環（カーボンニュートラル）

型の製品として，04 年秋より二次製品

の販売を開始する。

■日本ポール

燃料電池関連ビジネスに進出

日本ポールは，燃料電池関連ビジネ

スの事業化に乗り出す。定置用燃料電

池を運転する際に，改質器やセルス

タックの性能を阻害する不純物用の除

去モジュールを同社の吸着・分離技術

やカートリッジ化技術を応用して開発

する。（化学工業日報 6/15）

■王子キノクロス

中国に現地法人子会社を設立

王子キノクロスは，パルプ不織布（エ

アレイド）の伸びが著しく，発展の余地

が大きい中国を中心とするアジア市場

に本格的に事業を展開するため，中国

上海市に新会社「王子奇能紙業（上海）

有限公司」を設立し，生産拠点として加

工工場を建設する。

■日産

タイでの新事業計画を発表

日産自動車は，タイでの新事業計画

を発表した。今後5 年間に，サイアム

ニッサンオートモービル（SNA）に100

億バーツ（約280億円）以上の投資を行

い，商品ラインアップと生産能力を増

強する。

■日産

燃料電池開発へ3年内に搭載車

日産自動車は自動車用燃料電池を独

自開発し，07 年度までに搭載車を実用

化する。神奈川県に専用施設を設け，今

後5年間に500億円以上を投資する。燃

料電池車の開発と普及は日本のメー

カーが先導する形だ。（日経 7/3）

■河西工業

ドア内装組立てで4ライン増設

河西工業は，国内主力拠点の寒川事

業部（神奈川県寒川町）で，ドア内装部

品の組立てラインを増設する。5億円程

度を投資して4ラインを増設し，15ライ

ン体制とする。主力取引先の日産自動

車の追浜工場（同横須賀市）の生産台数

増に対応する。（日経産業 6/28）

■トヨタ

屋上緑化事業を拡大

トヨタ自動車は，子会社のトヨタ

ルーフガーデンを通じて手掛ける屋上

緑化事業を拡大する。工場立地法の改

正などが追風となり同市場の拡大が見

込めるためで，今後屋上緑化用の植栽

のラインナップの拡充に取り組む方

針。（日刊工業 7/5）

■旭化成せんい

スパンデックスの生産を3割増強

旭化成せんいは，年内にスパンデッ

クス（ポリウレタン弾性繊維）の生産能

力を30%増強する。9月にタイで新工場

が稼働，守山工場（滋賀県守山市）と中

国でも増設に踏み切る。（日経 7/3）

■旭ファイバー

自動車向け断熱吸音材事業を買収

旭硝子の全額出資子会社の旭ファイ

バーグラスは，繊維加工会社の山久特

殊硝子工業から自動車向け断熱吸音材

事業を買収した。約1億円で工場の加工

設備と断熱吸音材の営業権と買い取

り，7月 1日から営業を開始した。

（日経産業 6/29）

■オーミケンシ

“クラビオン”の輸出を促進

オーミケンシは，05年3月までに抗菌

防臭効果をもつ高機能繊維“クラビオ

ン”の輸出販売比率を50%以上に引き

上げる。04年3月期の輸出販売比率の実

績は約25%だったが，欧州や韓国向け

をメインターゲットに2倍増をめざす。

（日刊工業 7/1）

■三井化学

タイのPPスパンボンド設備を増設

三井化学は，タイのPPスパンボンド

拠点「ミツイ・ハイジーン・マテリアル

ズ（MHM）」設備を増設する。年産能力

2万t規模の第二系列を06年にも立上げ

る。昨春に立上げた年産1.4万 tの第一

系列がすでにフル稼働になっている。

（化学工業日報 7/8）

■ダイキン

光触媒フィルターでSARS不活化

ダイキン工業は，実験を委託した中

国科学院生物物理研究所が，光触媒チ

タンアパタイトフィルター（PTAF）に

よる新型肺炎（SARS）ウイルスの不活

化を実証したことを明らかにした。

（日刊工業 7/7）

■ダイフレックス

防水用水硬化ウレタンをOEM供給

ダイフレックスは，防水用の水硬化

ウレタンを田島ルーフィングと三菱化

学産資にOEM供給する。普及協議会も

設置し売込みを図る。（日経産業 7/20）

■トヨタ自動車

世界販売台数739万台で最高更新

トヨタ自動車は，04年の世界販売台

数（日野自動車とダイハツ工業を含む）

が前年比9%増の739万台程度と過去最

高を更新した。昨年末に公表した計画

の目標台数を31万台上回る水準。この

うち，海外の販売台数は12%増の501万

台，国内は3%増の238万台で海外の好

調ぶりが際立っている。（日経 7/20）

■東レ

スエード調人工皮革事業を拡大

東レは，スエード調人工皮革“エク

セーヌ”事業の拡大を促進する。顧客の

課題を解決する「ソリューション」の提

供と，ブランド価値向上をめざす「ブラ

ンドエクイティ」を柱に事業強化を進

める。（化学工業日報 7/16）

■豊田通商・長谷虎紡績

上海にタフトカーペットの合弁

豊田通商と長谷虎紡績は，中国･上海

市松江区において車両用を中心とした

タフトカーペット製造合弁会社を設立
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する。今後成長が見込まれる中国自動

車市場において，主に高級車に使用さ

れるタフトカーペットで日本製と同一

品質を確保して現地自動車メーカーに

供給する。

■ダイワボウ

アレルゲン分解不織布を開発

ダイワボウはアレルゲン（アレル

ギー誘引物質）を高効率で分解する不

織布“アレルキャッチャ”を開発した。

優れた抗菌性をもつ消臭繊維“デオメ

タフィ”を不織布化したもので，持続的

な高い分解能力を有している。

（化学工業日報 7/14）

■イトーヨーカ堂

介護用品を多店舗展開

イトーヨーカ堂は介護用品を集めた

コーナー「あんしんサポートショップ」

を，今年度中に全国主要約50店に設け

る。車いす，大人用おむつ，血圧計，老

眼鏡，介護食など800品目程度を揃えた

160㎡規模の売り場。初年度に計50億円

の売上げをめざす。（日刊工業 7/20）

■小津産業

エレクトロニクス用ワイパーが好調

小津産業では，不織布部門の主力製

品である「エレクトロニクス用ワイパ

－」の販売が，国内外のデジタル家電の

生産拡大に合せ順調に推移している｡

また，不織布部門では従来より不織布

の機能性を活かした製品の展開を図っ

ているが，メディカル，コスメティック

関連製品も順調に推移し業績の向上に

寄与している｡

■日本油脂

紙おむつ向け生体適合材を本格販売

日本油脂は，紙おむつなどの不織布

製品向けに人体の組織細胞に近い成分

をもつ生体適合材の本格販売を始め

た。肌に触れると皮膚から水分が蒸発

しにくくなる効果があり，不織布に浸

すことで，肌荒れを抑えるおむつなど

の開発に繋がる。（日経産業 7/26）

■豊田紡織

オイルフィルターを25%増産

豊田紡織は04年度の自動車用オイル

フィルター生産量を03年度比25%増の

約5千万個増やす。納入先のトヨタ自動

車の海外生産増に対応。タイで増産す

るほか，12月にポーランド，05年 2月

に中国で現地生産に乗り出す。10 年を

メドに年産1億個体制をめざす。

（日経産業 7/28）

■三井化学

タイに通気性フィルムの新工場

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の新工場

をタイに建設，06 年初に稼働を開始す

る予定。競合するトクヤマが上海に，三

菱樹脂が台湾に生産進出しており，同

社でも現地生産に向けた検討を重ねて

きた。（化学工業日報 8/2）

■東レ

PPスパンボンドを中国で生産

東レグループは，アジアでスパンボ

ンド事業を強化する。中国では紙おむ

つを中心とした衛生材料需要の拡大に

対応，06年をメドにPP（ポリプロピレ

ン）スパンボンド年産2万tの大型設備

を建設して進出する方針で，年内にも

詳細を固める。（化学工業日報 8/4）

■ニッポン高度紙工業

中国から不織布製造プラント受注

ニッポン高度紙工業では02年のイン

ドネシアの案件に続き，中国国営の中

国石油の子会社，中國石油遼陽石油化

繊公司（遼陽）から不織布製造プラント

の設備を受注した。マシン幅は3.4m，年

産8,000tの生産能力をもつSMS製造設

備で，PEスパンボンドも製造できる。

■松岡紙業

古紙で油吸着マットを開発

古紙卸の松岡紙業（静岡県富士市）

は，古紙を使って油を吸着させるマッ

トを開発した。現在使われているポリ

プロピレンなどを原料とした油吸着

マットなどに比べて3～ 4割安い。

（日経産業 8/11）

■トヨタ

ロシアで08年から車を生産

トヨタ自動車は08年にロシアに工場

を建設し，現地生産を始める方針を固

めた。小型乗用車「カローラ」や中型乗

用車「カムリ」を軸に車種を詰めてお

り，年間1万5000台規模で生産を開始

する。（日経 8/14）

■アラコ

植物素材の車部品を倍増

トヨタ自動車系のシート最大手，ア

ラコは植物「ケナフ」を原料とする自動

車用繊維素材を増産する。05 年度に今

年度の約2倍の3,000tを生産。現行のド

ア部品だけでなく，ボンネットや内装

パネルにも用途を広げる。（日経 8/16）

人事人事・・移転移転・・変更変更

■化繊協会

新会長に津村東洋紡社長

日本化学繊維協会の新会長に津村準

二副会長（東洋紡社長）が就任した。ま

た副会長にはクラレの和久井康明社長

が就任，ともに任期は7月から1年間。

■オーミケンシ

本社（本店）を移転

オーミケンシは，本社（本店）を下記

に移転，7月20日から業務を開始した。

〒541-8541 大阪市中央区瓦町2-5-14

TEL 06-6205-7300  FAX 06-6205-7313

■リブドゥコーポレーション

2本社制を導入

リブドゥコーポレーションでは，2本

社制を導入し，従来の本社（四国中央

市）を四国本社とし，営業本部（大阪市）

を大阪本社とした。

■東レ

蝶理を連結子会社化

東レは，蝶理の発行する普通株式の

追加取得を公開買付けにより実施，蝶

理を連結子会社とした。
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