NEWS DOMESTIC

NEWS DOMESTIC

国内
ニュース

期比 59.6% 増え，2ヵ月連続で前年同月

した。アジアとの貿易額がデジタル関

を上回った。7 月に 100 万台を超えるの

連を中心に大きく伸びたため。貿易黒

は 02 年の 7 月以来 2 年ぶり。猛暑を受

字は 21.4% 増の 6 兆 964 億円と，昨年度

けた需要増に対応して，メーカーが供

下半期から 2 期連続増だった。

給を増やした。（日経 8/25）
■自動車国内販売台数

業 界・ 団 体

1 〜 8 月累計は前年割れ

■日本ファインセラミックス協会

日本自動車販売協会連合会（自販

光触媒の ISO 標準化を提案

連）の調べによると，1 〜 8 月の登録車

日本ファインセラミックス協会は，

の国内新車販売台数は，264 万 2,800 台

光触媒に関する日本側の I S O の提案内

で，前年実績に比べ 2 . 3 % 減少してい

容について支持をとりつけるため，欧

る。自販連が目標にしてきた年間400万

州，中国の標準化関連団体と相次いで

台に到達するには，9 〜 12 月で前年実

会合を開く。とくにアジア4ヵ国の理解

■厚労省

績に比べ 2.6% 増，昨年実績の 402 万台

を得る必要があることから，韓国，マ

要介護者増加 10 年で 40 万人抑制

には 4 . 7 % 増という高い伸びがそれぞ

レーシア，インドネシアに対して 05 年

厚生労働省は，来年の介護保険制度

れ必要になる。（日刊工業 9/9）

初頭にも支持の取付けに動く。

行

政

の見直しにより，介護サービス利用者の

■総務省

増加を今後 10 年間で 40 万人抑制する目

65 歳以上人口が過去最高に

標をまとめた。筋力トレーニングなど新

総務省統計局では，
「敬老の日」にち

設する予防サービスを活用し，介護が必

なんで，統計からみた日本の高齢者の

トヨタ自動車やホンダなど8社は，05

要な状態になったり悪化したりするの

姿について取りまとめた。65 歳以上人

年1月に施行される「自動車リサイクル

を防ぐ。

口（04 年 9 月 15 日現在推計）は 2,484 万

法」で適正処理が義務づけられている

■大阪府

人で総人口の19.5%を占め，人口・割合

「破砕くず」の処理委託先を決定した。

府認定のリサイクル製品を決定

とも過去最高となった。これを男女別

全国 51 個所に処理を委託し，破砕くず

大阪府は，第 1 回認定申請に応募の

にみると，男性は 1,049 万人（男性人口

の 45% 程度をリサイクルする考え。

あったリサイクル製品のうち，106 製品

の 16.9%），女性は 1,435 万人（女性人

を「大阪府認定リサイクル製品」に決定

口の 22.0%）となっている。

（日刊工業 10/8）
■トヨタなど 8 社

「破砕くず」委託先を決定

（日経 10/30）

した。認定した製品は，ペットボトルや

■ IDC ジャパン

企

プラスチックをリサイクルした毛布，文

上半期の国内パソコンが 7% 増

■住友精化

房具などのプラスチック製品39製品，ガ

調査会社の IDC ジャパンがまとめた

シンガポールの SAP 設備を増設

レキなどをリサイクルした再生路盤材

04 年上半期（1 〜 6 月期）の国内パソコ

住友精化は，連結子会社のスミトモ

3 7 製品のほか，再生紙を利用したトイ

ン出荷実績によると，総台数は前年同

セイカシンガポールプライベートリミ

レットペーパー，間伐材を利用したベン

期比 7% 増の 702 万台だった。法人需要

テッドで年産 2 万 t の高吸水性樹脂製造

チなど多岐にわたる。不織布関連では，

が好調だったことに加え，個人向けが

設備を増設する。今後，需要の伸長が予

田中（ニードルパンチマット），根来産

上半期としては 3 年ぶりにプラスに転

想されるアジア地域の生産拠点シンガ

業（カーペット）が入っている。

じた。

ポールでの増設を決定した。完成後の

統

計

■７月の家庭用エアコン出荷

業

■上期貿易統計

シンガポールにおける高吸水性樹脂事

輸出入とも最高アジア向け伸長

業の生産能力は 5 万 5,000t，国内と併せ

財務省が発表した 0 4 年度上半期の

た同社の生産能力は，約 11 万 t となる。

前年同期比 59.6% 増加

貿易統計（速報）によると，輸出は前年

■セーレン

日本冷凍空調工業会が発表した 7 月

同期比 12.9% 増の 30 兆 6,752 億円，輸

欧州に自動車内装材の生産拠点

のエアコンの国内出荷実績によると，家

入は 11% 増の 24 兆 5,788 億円で，半期

セーレンは 05 〜 06 年に，欧州に自動

庭用エアコンは 136 万 6,000 台と前年同

ごとの統計ではともに過去最高を更新

車内装材の生産拠点を設ける。米国，中
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国などにカーシートなど内装材の生産
拠点を持つが欧州は初めて。日系自動
車メーカーの欧州での生産拡大に対応
し，欧州メーカーからの受注獲得も目
指す。（日経 8/20）
■イトーヨーカドー

介護用品コーナーを全店に拡大
イトーヨーカドーは，97 年より大井

■ GZINE2005/ 広州国際不織布展

05 年 6 月 2 〜 4 日，広州で開催
GZINE2005（The Guangzhou International Nonwoven Exhibition/広州国際不

販売，利用の重要な基地で 142 の不織

織布展）が 05 年 6 月 2 〜 4 日，中国・

布企業があり，312 の先進的な不織布

広州市で開催される。現在，10ヵ国・

生産ラインがある。年間の不織布生産

地域から 107 の企業・団体が出展を予

量は約 23 万 t に達する。

定している。広東省は，不織布の生産，

http://www.toprepute.com.hk/

町店で展開してきた介護用品コーナー
「安心サポートショップ」を全国のイ

ドアトリム，成形天井などの自動車内

なかった。

トーヨーカドー各店舗166店（一部店舗

■東邦テナックス

を除く）に拡大した｡介護食，トイレ用

米国で炭素繊維事業買収

■豊田紡織・アラコ・アイシン精機

品など約800品目をそろえる。今年度中

東邦テナックスは，オランダの大手

広州に車シート部品生産会社設立

に 50 店に新設する計画を顧客の要望で

繊維メーカー，アコーディス社と米国

全店に拡大した。

における PAN 系炭素繊維事業の買収で

中国広州市にシート用フレームおよび

■旭化成せんい

合意した。日米欧供給体制の確立を重

機能部品の生産会社「豊愛（広州）汽車

点戦略の一つとして，北米の同社シェ

座椅部件有限公司」を設立した。自動車

アの拡大を目指す。

用シートのフレームとシート用機能部

ベンベルグ

ブランド浸透へ

旭化成せんいは，再生セルロース繊

装品を生産する。

豊田紡織，アラコ，アイシン精機は，

維 ベンベルグ のブランドの浸透を図

■松下エコシステムズ

るため日本，中国，欧州でグローバルプ

フィルタを固形燃料にリサイクル

■川本産業

ロモーションを9月から開始した。未利

松下エコシステムズは，ビルや工場

埼玉県加須市に埼玉工場を新設

用繊維を使用した

品を一体生産する。

元祖エコロジー素

で使用済みになった空調フィルタを固

川本産業は，今年12月稼働予定で，埼

材 を訴求する。コンセプトは「心を満

形燃料（RDF）にリサイクルする事業を

玉県加須市に「埼玉工場」を新設，バッ

たすエコロジー繊維。ベンベルグ」。

始めた。収集の対象となるのは同社が

ク入りガーゼや脱脂綿製品などを製造

■アラコ

製造する産業用中性能フィルタ。塩素

する。今後大幅な需要の増加が予想さ

ケナフ原料の部品を増産

をほとんど含まないフィルタを開発し

れ，大津川工場のみでは生産設備が近

アラコは植物のケナフを原料とする

たことから，サーマルリサイクルシス

い将来不足すると見込んでおり，今後

テムを確立できた。（日刊工業 9/24）

埼玉工場を大津川工場に次ぐ主要な生

「環境にやさしい自動車部品」を増産す
る。05年早々の稼働をメドに，インドネ

■日本バイリーン

シアのスラバヤ工場を増設，ドアトリ

天津に車用フロアマット製造販社

■ピジョン

ムなど内装材などに使うケナフ素材の

日本バイリーンは，中国における自

中国・北米で販路拡大

生産能力をほぼ倍増し，年間3,000tとす

動車製造の主要拠点のひとつである天

ピジョンは海外事業を強化する。人

る。（日刊工業 9/3）

津市に，自動車用フロアマット製造販

口の多い中国や出生率の高まっている

■三菱製紙

売の新会社「天津バイアム オートモー

北米で販路を広げる。3 年後の 08年 1 月

坑アレルゲンフィルターを商品化

ティブ プロダクツ

期までに海外事業の売上高を前期の 2

三菱製紙は銀杏エキスにより空気中

テッド」を 9 月 2 日付で設立した。

産拠点にする予定。

カンパニー リミ

倍に当たる年商 80 億円に育てる考え。

の浮遊アレルゲンを低減化できるフィ

■豊田紡織・アラコ・タカニチ

ルター（商品名：アレル・スイープ）を

広州に内装品生産会社を設立

■クラレ

商品化した。家電メーカでは独自技術

豊田紡織，アラコ，タカニチと広州汽

化学物質対策を転換

によりアレルゲンを捕集，低減化でき

車グループの広州汽車零部件有限公司

クラレは，化学物質排出量削減対策

る抗アレルゲンフィルターを商品化し

の4社が合弁で，中国広州市に自動車内

の方針を転換した。これまで焼却処理

ているが，これらフィルターを広く一

装部品生産会社「広州桜泰汽車飾件有

により排出物質の削減を進めてきた

般に提供できるフィルターメーカーは

限公司」を設立した。自動車用シート，

が，今後は回収・再利用に重点を置いた
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施策に転換，技術開発を促進する。資源

■カネボウ

生産計画を固めたのを受け，07 年以降

の有効利用を促進し，焼却に伴うCO2 排

生分解性繊維事業を東レに売却

の早い時期に北米と中国で新工場を建

出量増加を回避するのが目的。

カネボウは，生分解性繊維事業を東

設する検討に入る。06年までに海外で4

レに売却する。カネボウでは防府工場

工場を稼働させる計画だが，それだけ

（化学工業日報 10/4）
■トヨタ紡織

（山口県防府市）で，植物由来のポリ乳

では需要増に対応しきれないため。

フィルター事業を拡大

酸でつくる生分解性繊維 ラクトロン

トヨタ紡織は 2010 年に，フィルター

を使い衣料品や生活資材，食品トレー

■トヨタ

などの製造を手がけている。

生産世界一視野に06年に840万台

事業の連結売上高を現在の 6 割増とな
る800億円に拡大する。フィルターの開

■ユニチカ

（日経 10/30）

トヨタ自動車は，グループの06年の世

発力強化を狙いに愛知県刈谷市の本社

テラマック が防炎製品認定を取得

界生産を03年実績比22%増の約840万台

敷地内に「実験棟」を建設，05 年 5 月を

ユニチカは日本ではじめて日本防炎

に引き上げる新生産計画を固めた。北米

協会の防炎製品認定委員会よりポリ乳

やアジアで予想以上に販売が伸びてお

■三井化学産資

酸繊維 テラマック の防炎製品認定を

り，従来の中期目標を実質的に 2 年前倒

屋上緑化事業に参入

取得し，寝具詰め綿やインテリア製品

しする。
（日経 10/30）

三井化学産資は05 年春をメドに屋上

向けに本格的販売活動を開始した。

メドに稼働する。（日刊工業 10/14）

■東洋紡

緑化ビジネスに参入する。盛土補強材

■日本植生

繊維事業の次期3カ年計画を発表

やウレタン防水材を活用し，小型の水

農業資材販売に参入

東洋紡は，繊維事業の次期中期3ヵ年

田などを備えたモデル庭園をこのほど

日本植生は，農業資材卸販売の岡山

計画の方向性を明らかにした。自動車

県最大手・井上商事の全株式を取得し

関連資材，製品化アパレル，生活・産業

た。今後，井上商事が持つ民間向けの販

関連資材を重点 3 事業として強化する。

■松下電器産業

売ノウハウや販路を引き継ぎ，農業分

また，素材複合テキスタイルの開発や

中国に最大級の家電生産基地建設

野の事業拡大をめざす。

中国市場の開拓に向け近々，繊維事務

埼玉工場（久喜市）に完成させた。
（化学工業日報 10/15）

松下電器産業は中国の浙江省に世界

■トヨタ

所を上海に開設する。

最大規模の家電生産基地を建設する。

IMV プロジェクトをスタート

洗濯機や掃除機，エアコン関連など生

トヨタ自動車は，世界140カ国以上の

活に身近な白物家電の工場を集約・拡

市場に導入することを前提に新しい

中国に新工場

充し，中国国内向けを中心とした一大

ピックアップトラックと多目的車を開

ホンダは中国で新工場を建設する。合

供給拠点とする。（日経 10/15）

発，世界規模の最適な生産・供給体制を

弁会社の広州本田汽車（広州ホンダ，広

■クレシア

構築するプロジェクトを進めてきた

東省）が約 15 億元（約 200 億円）を投じ

顧客別に営業組織を再編

が，タイで IMV シリーズ第 1 弾となる

て年産 1 2 万台の乗用車工場を広州市に

クレシアは，新たに販売経路別に営

新型ピックアップトラックを発表，プ

新設，06 年に稼働させる。

業組織を再編する。スーパーや病院な

（化学工業日報 11/1）
■ホンダ

（日経 11/8）

ロジェクトの第 1 歩を踏み出した。

ど顧客層に応じて担当を明確にし，取

■トヨタ

■昭和高分子

引ごとの収益管理を徹底する。

中国に開発拠点設立へ

生分解性樹脂の生産能力を倍増

トヨタ自動車は中国の第一汽車集団

昭和高分子は 05 年 5 月をメドに生分

（日経産業 10/21）
■カネボウ合繊

公司と合弁で，05年にも中国に技術・開

解性樹脂の生産能力を 2 倍に増強する。

新規市場開発事業を売却

発拠点「テクニカルセンター」
（仮称）を

加工設備に 2 億 5,000 万円を投じ，年間

産業再生機構の支援を受けて経営再

設立する方針を固めた。メーカーの命

3,000t のペレットを供給できる体制に

建中のカネボウは，子会社のカネボウ

綱である開発拠点を合弁で設立するの

する。（日経産業 11/5）

合繊が手掛ける新規市場開発事業（不

は極めて異例。
（日刊工業 10/29）

■花王

織布や高吸水性繊維を利用した製品の

■トヨタ

上海に研究所を設立

製造・販売）を帝人の子会社である帝人

北米・中国に新工場検討

花王は，中国の消費者ニーズに適応

ファイバーに売却する。

トヨタ自動車は 06 年を目標とする新
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的で，研究開発会社として，中国上海市

指す。

グループ横断的な情報交換・情報収集

に「花王（中国）研究開発中心有限公司」

■日本無機

や新規市場開拓のサポートにきめ細か

を設立する。研究分野としては中国事

日本板硝子へ電池セパレータを承継

な対応するため 11 月 1 日付で上海事務

業において主力となるパーソナルケア

日本板硝子と日本無機は，日本無機

所を開設した。

商品を中心にし，衣料用洗剤や生理用

の電池セパレータ部門を 10 月 1 日付で

■二村化学工業

品など家庭用品全般に対象を広げる。

会社分割（吸収分割）により日本板硝子

フタムラ化学に社名を変更

へ承継することで基本合意した。

二村化学工業は，10 月 25 日付けで社

人 事・ 移 転・ 変 更

■鐘淵化学工業

名を「フタムラ化学株式会社」に変更し

■秋の褒章

カネカに社名を変更

た。

ユニ・チャーム

鐘淵化学工業は今年創立 55周年を迎

■日衛連

高原慶一朗会長に旭日重光章

えたが，9 月 1 日の創立記念日をもって

事務所を移転

ユニ・チャームの高原慶一朗会長が，

社名を「鐘淵化学工業株式会社」から

日本衛生材料工業連合会は，10月4日

秋の褒章で産業振興の功労が認められ

「株式会社カネカ」に変更した。

より下記に事務所を移転した。

■旭メディカル

〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-1

産業技術総合研究所四国センター

旭化成メディカルに社名を変更

第一大門ビル 7 階

小林良生氏に瑞宝双光章

旭メディカルは，10月1日より社名を

TEL 03-6403-5351代 FAX 03-6403-5350

旭日重光章を受章した。

■リンテック

機能紙研究会の専務理事で，元工業

「旭化成メディカル株式会社」に変更し

技術院四国工業技術試験所企画課技術

た。旭化成グループにおける医療機器

神田事務所が移転

交流 推進センター所長の小林良生氏

事業会社としての位置づけを対外的に

リンテックの神田事務所（事業統括
本部）は下記に移転した。新事務所では

（現・産業技術総合研究所四国セン

明確化するのが目的。

ター）が秋の褒章で瑞宝双光章を受章

■マジックテープ

した。

社名をクラレファスニングに変更

〒 112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2

クラレグループのマジックテープ

興和飯田橋ビル

三木特種製紙

デモスペースなども充実させた。

三木輝久会長に旭日小綬章

は，10 月 1日より社名を「クラレファス

■リブドゥコーポレーション

三木特種製紙会長で，愛媛県中小企

ニング株式会社」に変更した。クラレグ

東京の拠点を移転

業団体中央会長を務める三木輝久氏が

ループとしてのコーポレートイメージ

リブドゥコーポレーションは，紙お

秋の褒章で旭日小綬章を受章した。

を明確化しその認知度向上・浸透を図

むつ営業本部東京営業所およびメディ

■旭化成せんい

る。また，面ファスナー事業およびその

カル本部の事務所を下記に移転，10 月

インドネシアの繊維子会社を清算

関連事業の拡大を図る。

25日より業務を開始した。電話・FAXも

旭化成せんいは，インドネシアの繊

■三菱製紙

変更した。

維子会社であるインドネシア旭化成を

中国に初めての事務所を開設

〒 164-0011 東京都中野区中央 1-38-1

清算する。72 年に設立され 30 年間にわ

三菱製紙は 10 月 1 日付けで中国山東

住友中野坂上ビル 16F

たり繊維事業を行ってきたが，ここ数

省青島市に中国初の事務所を開設し

TEL03-5338-5151代 FAX03-5338-5158

年，事業環境が悪化していた。

た。中国国内における同社製品の市場

■訃報

■豊田紡織・アラコ・タカニチ

調査，中国製の原材料および加工メー

旭化成せんい・中山一郎氏

トヨタ紡織が発足

カーの情報入手，協力会社との仲介な

旭化成せんいの元不織布生産業務室

豊田紡織，アラコ，タカニチは合併し

どを主業務として行い，中国国内での

長（現在・貴和化学薬品出向中）の中山

活動の迅速化を図る。

一郎氏はかねてから病気療養中のとこ

10 月 1 日に「トヨタ紡織株式会社」とし
てスタートを切った。今後，世界トップ

■帝人グループ

レベルの内装システムサプライヤー，

上海事務所を開設

フィルターメーカーとして，快適な車

帝人は，帝人グループ各事業の中国

府茨木市の「セレモール花廣」でそれ

室内空間と世界トップのフィルターを

でのビジネス展開に伴い，多くのグ

ぞれ執り行われた。喪主は長男の雄一

グローバルに提供できる企業集団を目

ループ企業が進出している華東地区の

郎氏。

92

ろ 10 月 20 日逝去した。享年 57 歳。
通夜は 22 日，告別式は 23 日，大阪
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