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に基づき，03年度における悪臭・騒音・

国内
ニュース

時に支払うことになる。

振動苦情の状況及および該当規制法の

最大の焦点である ASR のリサイクル

施行状況を取りまとめた。それによる

は全国 27 個所の処理施設でスタートし

と，騒音に係る苦情の件数は，15,928件

た。トヨタ自動車とホンダを中心とす

（前年度 15,461 件）で，前年度に比べて

る「TH チーム」と，日産自動車を中心

467 件（約 3.0%）増加，悪臭苦情件数は

とする「ATRチーム」とで再資源化施設

24,587 件であり，過去最高であった 01

との契約などを進めてきた。ASR の発

年度（23,776 件）を上回る苦情件数と

生量は 05 年度の見込みで，両陣営それ

なった。

ぞれ 18 万〜 38 万 t の見込み。

サービス業に対する苦情が減少した
一方で，野外焼却に対する苦情が

統

10,902 件と過去最高を記録した。振動

■ 04 年の貿易黒字

苦情の件数は，2,608 件（前年度 2,614

17.9% 増の 12 兆 109 億円

■厚労省

件）で，前年度に比べ 6 件（約 0.2%）減

財務省が発表した 0 4 年の貿易統計

施設用感染症対策マニュアル作成

少した。

行

政

厚生労働省は，各地で続発している

計

（速報，通関ベース）によると，輸出額

■大阪府と緑化関連企業

は前の年に比べ12.2%増の61兆1,830億

ノロウイルスなど高齢者施設で発生し

壁面緑化システムの実証試験開始

円，輸入額は同 10.8% 増の 49 兆 1721 億

やすい感染症の予防や拡大防止のため，

大阪府は，今後の伸びが期待される

円で，輸出額から輸入額を差し引いた

3月をめどに施設職員向けの分かりやす

環境関連産業育成の一環として，府内

輸出超過額（貿易黒字）は同17.9% 増の

いマニュアルをつくることを決めた。

中小企業（緑化関連事業者）の新分野・

12兆109億円となった。貿易黒字が前年

新商品開発支援を目的に，クリエイ

の水準を上回ったのは 3 年連続になる。

■環境省

ション・コア東大阪で壁面緑化システ

（日経 1/26）

環境省花粉観測システムが稼働

ムの実証試験を12月1日から開始した。

（日経夕 1/14）

環境省では，花粉症の症状を軽減す

■企業物価指数

■東京都

04 年は 1.3% 上昇

るため，従来の関東地域，関西地域に加

医療廃棄物に IC タグ

日銀が発表した 04 年の国内企業物価

え，中部地域にも花粉自動計測器を配置

東京都は 0 5 年秋をめどに医療廃棄

指数（速報）は96.1と，03年に比べ1.3%

し，花粉の飛散状況をリアルタイムで観

物の不法投棄を防ぐため IC タグ（電子

上昇した。7 年ぶりに前年比上昇に転

測し，国民の皆様に情報を提供する。花

荷札）を使った追跡システムを導入す

じ，上昇率としては 90 年のプラス 1.5%

粉の飛散状況データは，「環境省花粉観

る。使用済みの注射器など人に感染を

以来の高い水準となった。世界的な景

測システム（愛称：はなこさん）」のホー

引き起こす危険性のある廃棄物にタグ

気回復を背景にした原油，鉄鋼などの

ムページで提供する。

を付ける。（日経 12/9）

市況高騰が影響した。（日経 1/14）

また，同省は今年春のスギ・ヒノキ花

■自動車リサイクル法

■ 04 年の企業倒産

粉の飛散量を都道府県（沖縄を除く）ご

1 月 1 日から本格施行

過去 10 年で最少

とに予測した速報値を発表した。飛散量

使用済み自動車の資源化を促進する

帝国データバンクによると，04 年の

が少なかった昨春よりも東京で 1 3 倍，

「自動車リサイクル法」が 1 月 1 日から

企業倒産の件数が過去 1 0 年で最少に

大阪で 23 倍それぞれ多く，過去 10 年の

施行された。廃車になった自動車の部

なった模様。前年に比べ約15%減の1万

平均値と比べても2倍前後に増える見通

品や鉄などを回収した後の ASR（破砕

4 千件弱になる見込み。（日経 1/4）

し。昨夏の記録的な猛暑の影響で，北海

くず），エアバッグ，フロン類のリサイ

■ 04 年の自動車生産台数

道を除く各地で大量飛散を見込んでい

クルと回収を自動車メーカーや輸入業

前年比 2.2% 増の 1051 万台

る。

者に義務づけるもので，現在 80% のリ

日本自動車工業会が発表した 04年の

■環境省

サイクル率を15年には95%に高めるこ

自動車生産台数は 0 3 年比 2 . 2 % 増の

悪臭・騒音・振動の苦情件数公表

とを目指している。リサイクルにかか

1,051 万 1,518 台と，3 年連続で前年実績

環境省は，全国の都道府県等の報告

る費用は所有者が負担，購入時や車検

を上回った。車種別内訳では，乗用車が
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日本は，セルフクリーニング（防汚，防

■日本不織布協会

曇）の試験方法原案を国際標準化機構

国際化テーマに分科会を開催

（ISO）に提案する。作業は日本ファイン

日本不織布協会は 12 月 17 日，大阪

セラミックス協会の光触媒標準化委員

産業創造館で分科会を開催，不織布産

会があたる。

業の国際化をテーマに，以下の講演が

■光触媒

行われ約 40 人が聴講した。
( 1 )「中国の現状から見た日本の取

医療分野へ浸透

約 40 人が聴講した

環境技術として期待される光触媒

り組み」㈲東亜科技代表取締役・高木

が，光触媒コーティングガラスの働き

俊男氏

で空気浄化が可能な手術室や，酸化エ

(2)「不織布業界団体の Global Link-

チレンガス（EOG）処理装置など医療環

age の現状」ANNA/ANFA 事務局長・

境分野でも浸透してきた。脱臭・空気清

吉村輝夫氏
(3)意見交換

浄機の関連製品でも光触媒フィルター
高木俊男氏

吉村輝夫氏

の性能が決め手になっている。

同 2.9% 増の 872 万 385 台で，うち普通

万tとなり，前年度より1%減少した。産

乗用車が同 7.8% 増の 404 万 4,563 台，小

業廃棄物の総排出量は3億9,300万t（2%

■自動車リサイクル促進センター

型乗用車が同 3.7% 減の 330 万 9,147 台。

減）で，95 年度以来 7 年ぶりに 4 億 t を

ホームページを開設

トラックは同0.9%減の173万691台だっ

下回った。

自動車リサイクル促進センターおよ

（日刊工業 11/26）

■ 04 年生まれ人口

び自動車再資源化協力機構など関連 4

■自動車 6 社の 04 年海外生産

過去最少を更新

団体は，リサイクルシステムのホーム

三菱自除き過去最高に

厚生労働省が公表した，人口動態統

ページ（http://www.jars.gr.jp/）を立上げ

計の年間推計で 04 年の出生数は 110 万

た。リサイクル業者の登録，リサイクル

輸出実績を発表した。6社合計の国内生

7,000 人で，03 年の 112 万 3,610 人より

費用の徴収・管理などを一元的に管理

産は 2% 増の 886 万 6,829 台。昨年後半

1 万 7,000 人減と推計され，過去最少を

する。

に円高が進行したものの，輸出が 4% 増

更新した。また，出生率（人口千対）も

■リネンサプライ

と好調だったことが寄与した。海外生

8.8 となり，03 年の 8.9 を下回った。

3 期連続減少も減少幅は縮小

た。
（日経 1/26）

自動車主要6社は，04年の生産，販売，

産は 14% 増の 876 万 7,161 台で，三菱自

■新成人の人口

動車を除く 5 社がいずれも過去最高を

男性 77 万人，女性 73 万人

の市場動向を調査した「リネンサプラ

更新した。（日経 1/25）

総務省統計局では，05 年 1 月 1 日現

イ白書2004」を発行した。それによると

■ 04 年のパソコン出荷

在の「酉（とり）年生まれ」の人口と「新

0 3 年のリネンサプライの市場規模は

国内出荷台数が 8% 増

成人」の人口を推計した。それによる

5,617 億円と 3 期連続減少したものの減

電子情報技術産業協会（JEITA）によ

と，酉年生まれの人口は 943 万人。うち

少幅は縮小した。主力であるホテルリ

男性は 457 万人，女性は 486 万人。

ネン，病院リネンは前期の市場規模を

ると，04 年（1 〜 12 月）のパソコン本体

矢野経済研究所は，リネンサプライ

の総出荷台数（国内出荷＋輸出）は1,236

また，新成人（84 年生まれ）人口は

上回っている。今後期待される分野と

万 7 千台（前年同期比 110%）
，本体総出

150万人。うち男性は77万人，女性は 73

しては，ユニフォームレンタル，個人向

荷金額は1兆7,758億円（同104%）となっ

万人で，総人口に占める割合は1.18%に

けリネンサプライがあげられる。

た。また，国内出荷は本体出荷台数が

なる。新成人の人口は今後も減少傾向

■紙の 04 年国内出荷量

1,145 万 1 千台（同 108%）
，本体出荷金額

が続く。

対前年 2% 増の約 1,800 万 t

が 1 兆 6,569 億円（同 103%）となった。

日本製紙連合会によると，04 年の紙

■環境省

業 界・ 団 体

の国内出荷量は対前年 2% 増の 1,781 万

02 年度の一般廃棄物が 1% 減少

■日本ファインセラミックス協会

7 千 t と 4 年ぶりの増加に転じた。景気

環境省がまとめた家庭ゴミなど一般

光触媒の国際標準化へ日本案

が回復基調を辿ったことで，広告ペー

光触媒に関する国際標準化をめざす

ジが増加したほか，デジタル家電関連

廃棄物の排出量は02年度は全国で5,161
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の需要などが牽引役となった。
（日経 1/17）

企

業

03年度「不織布関係資料集」発刊
日本不織布協会は，03 年度「不織布

■伊藤忠商事

関係資料集」を発刊した。日本の統計

衣料向け中綿で米デュポンと提携
伊藤忠商事は，米デュポンとデュポ
ンがもつ衣料向け高級中綿
マックス

■日本不織布協会

コンフォ

について全世界で販売代理

店契約を結んだ。高い保温性に加えて，
中綿で防水できるため表地に制約がな
くさまざまな生地が使えるのが特長。
（日経産業 11/1）
■福助工業

（2003），世界の統計（2003），その他の
3 章からなる。
日本の統計では，わが国の生産方式
や用途別による不織布生産量はじめ
輸出入統計，おむつの生産量，ビル空
調フィルター，バッグフィルターなど
の統計が収録されている。
世界の統計では，世界全体の不織布

載している。
その他では，0 3 年の世界のワイプ
の傾向を紹介している。

生産量や原反売上高をはじめ，アジ

A4 版，68 ページ。

ア，韓国，台湾，中国，北米，米国，メ

問合せ先

キシコ，南米，ブラジル，欧州それぞ

日本不織布協会

れの不織布生産量など最新統計を掲

TEL03-5688-4041 FAX03-5688-4042

ければ 05 年 2 月にも稼働する。紙おむ

環境にやさしいシート表皮を開発し

スーパーソレイン工法 が大阪市役所

つなど衛材向けの多機能フィルムなど

た。トヨタがサトウキビから抽出した

本庁舎の屋上緑化に採用された。通気

を供給する。（化学工業日報 11/11）

ポリ乳酸を東レが繊維状にし，トヨタ

性，保肥性を兼ね備えた軽量人工土壌

紡織が糸にして染色，織物にした。

により，構造上の荷重制限から開放し

アジア市場に本格進出
福助工業は，ポリオレフィンフィル
ム製品で中国市場に本格進出する。建
設作業を進めている上海の新工場が早

■自動車大手

国内生産を増強

（日刊工業 11/19）

た。，また，発泡素材の特徴である空隙

■帝人

保有性により，土壌の固結防止，植生根

車大手が，国内生産体制の増強に相次

岩国事業所でゼロエミッション達成

への酸素供給など植生環境を整えた。

いで乗り出した。日産は自動車用エン

帝人はグループの環境負荷対応の一

ジンを生産するいわき工場（福島県）を

環として，研究開発から生産・販売など

福岡に新工場，来夏稼働

拡張する。トヨタは，国内の自動車生産

の各プロセスで，化学物質と産業廃棄

トヨタ紡織は，福岡県宮田町に自動

能力を現行から約1割り積み増しし，来

物の排出やエネルギーロスをゼロにす

車ドア部品などの新工場を建設し 05 年

年 10 月までに 380 万台規模に引き上げ

るなどの「ゼロへの挑戦」に向け積極的

夏に稼働する。トヨタ自動車九州の増

る。
（フジサンケイビジネスアイ 11/13）

に取り組んできたが，このほど岩国事

産を受け，約 20 万台分のドア部品やエ

■トスコ

業所（山口県岩国市）が，事業所内廃棄

アフィルターを増産する。

ディーゼル用排ガスフィルター開発

物のゼロエミッションを達成した。

トヨタ自動車，日産自動車など自動

■トヨタ紡織

（日経産業 12/6）

■和興産業

■日本フェルト

超高温材料研究所などと共同で，排ガ

乗用車向けフィルターを本格展開

台湾合弁の生産能力倍増

ス規制の強化にも対応できるディーゼ

和興産業は，主力の自動車用吸気系

日本フェルトは，05 年末に台湾で抄

ルエンジン用の排ガスフィルターを開

フィルターで乗用車部門の市場開拓を

紙用フェルトの生産能力を倍増させ

発した。粒子状物質（PM）とともに，窒

本格化する。研究開発体制の強化と生

る。既存の合弁工場に11億円を投資し，

素酸化物（NOx）も除去できる。

産拠点の拡充をテコに，自動車メー

生産能力を国内のフェルト販売量の

カー各社への売込みを図る。

63% に当たる年約 340t に引き上げる。

麻紡績大手のトスコは，宇部興産や

（日経産業 11/18）
■トヨタなど 3 社

（日刊工業 11/23）

（日経産業 12/1）

車用シート表皮原料にサトウキビ

■積水化成品工業

■日産

トヨタ自動車，トヨタ紡織，東レの 3

大阪市役所の屋上緑化に採用

07 年度世界戦略車 160 万台販売

積水化成品工業の軽量緑化システム

日産自動車は世界の 9 工場で生産し，

社は共同で，サトウキビを原料とする
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2 7 ヵ国・地域で販売する世界戦略車の

7%増の 803万台と，過去最高を見込む。

■ホギメディカル

開発に着手した。排気量 1,500cc 級の小

欧米を中心とした海外需要を取り込

手術用具の在庫管理を支援

型車で，同一の車台を使い生産コスト

み，初の 800 万台乗せを目指す。

ホギメディカルは，病院の経営効率

を下げて低価格にし，中国やロシアな

（日経 12/22）

を向上させる支援体制を整える。契約

ど新興市場を中心に 07 年度で 160 万台

■富士重工業

した病院でいつ，どの医師が手術をす

の販売を目指す。

レガシィシートに人工皮革

るか把握し，必要な手術用具だけを納

富士重工業は，スバルレガシィシ

入する「オペラマスター」と名付けた

日産の日本の大手 3 社が出そろう格好

リーズのツーリングワゴンおよび B 4

サービスを開始する。病院が用具在庫

で，新興市場を含む世界の自動車市場

に，東レのスエード調人工皮革 アルカ

を抱える必要がなく，在庫管理などの

での日系メーカーの攻勢が一段と鮮明

ンターラ

作業負担を減らせる。（日経産業 1/4）

になる。（日経 12/11）

た特別仕様車「アルカンターラ・セレク

■濤和化学

■トヨタ

ション」を設定，上質で落ち着いた室内

ウイルスマスク市場に参入

今秋から中国でプリウス生産

空間を演出する。

濤和化学は，SARSや各種菌類などに

世界戦略車でトヨタ自動車，ホンダ，

をシートとトリムに採用し

■三井化学

対し広範な抗・滅菌機能があるウエッ

リウス を 05 年秋から中国で現地生産

タイで通気性フィルムの製造開始

ト基布使用のウイルス対策マスク

する方針を固めた。中国の自動車大手，

三井化学は，衛生材料事業の東・東南

TOWA 濡れマスク を開発，市場に投

第一汽車の吉林省長春市にある子会社

アジアでのリーダーの地位の強化を図

入する。独自の湿潤保持材と有機抗菌

に 50% を出資して合弁会社とし，年間

るため，タイで紙おむつ向け不織布を

剤を組み合せた不織布ウエットガード

2,000 〜 3,000 台規模で生産を始める。

製造・販売している Mitsui Hygiene Ma-

をマスク内にセットして使用する。

トヨタ自動車は，ハイブリッド車 プ

（日経 12/14）

terials（Thailaned）Co., Ltd. に，紙おむ

（化学工業日報 12/24）

■川島織物・積水樹脂

つ向け通気性フィルムの製造設備を新

■ダスキン

吸音効果ある壁面機能材を開発

設し，日本の生産拠点に加え，タイで通

エコマークマットを市場投入

川島織物は積水樹脂と共同で，複合

気性フィルムを事業化することを決定

ダスキンの事業所用レンタル玄関

素材を使うことで吸音効果があり薄型

した。生産能力は 6,000t/ 年，商業生産

マットの主力製品である吸塵・吸水

テレビやスピーカーを設置できる壁面

の開始は 06 年 5 月の予定。

マットの中で，オーダーメイドマット

機能材 ウォールオン を開発した。ア

■タキロン

タイプのレンタルマット エコOMM吸

ルミ製のボードに，川島織物の壁装材

旭化成ジオテックと提携

塵・吸水マット が，
（財）日本環境協

タキロンの環境資材事業部は，盛土

会認定の「エコマーク」を取得した。レ

補強材 セルフォース ，法面用鋼製壁

ンタルマットでは初のエコマーク取得

■日本特殊塗料

面材 ジオメタフレーム およびそれら

製品の市場投入となる。

自動車用制振材を 50% 軽量化

の関連部品の販売について，旭化成ケ

■ユニ・チャーム

日本特殊塗料は，重量を 50% 低減し

ミカルズの子会社である旭化成ジオ

デザインが選べるキャンペーン実施

た自動車用制振材を開発した。比重が

テックとの間で日本国内の総販売特約

ユニ・チャームは，ウォルト・ディズ

従来品より高いが，優れた制振性能を

店とする契約を締結し，販売力の強化

ニー・ジャパンとのライセンス契約に

もつため同等性能の場合，厚み低減が

を図ることを決定した。

より，ベビーミッキーで人気の マミー

■クラレファスニング

ポコ （M・Lサイズ）
・ マミーポコパン

面ファスナーの中国生産能力5倍に

ツ （L・ビッグサイズ）から，消費者が

クラレファスニングは，中国を軸に

おむつの商品開発に参加できる日本で

05 年は世界販売 7% 増の 803 万台

面ファスナーのグローバル供給体制の

初めてのキャンペーン「おむつのデザ

トヨタ自動車は，05 年の生産・販売

構築に取り組む。その一環として 07 年

イン選べるキャンペーン」を実施する。

計画を発表した。子会社のダイハツ工

度をメドに中国生産拠点の年産能力を

ディズニーキャラクター 9 種類の中で

業と日野自動車を含めたグループ全体

04年度計画の5倍にあたる5,000万m（幅

人気投票 No.1 に選ばれたデザインを紙

の世界販売台数は，04 年実績見込み比

25mm）へと引き上げる。

おむつ自体とパッケージのデザインに

ファブエース

を取り付けた。
（日経産業 12/15）

可能で軽量化に繋がる。
（化学工業日報 12/20）
■トヨタ
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採用する。

入れする戦略を開始する。病院の経営

で，売り上げ規模で2倍の三菱製紙を吸

■トヨタ

効率を支援する情報管理システムと医

収合併する。三菱製紙は 05 年 3 月期に

米で新車販売 200 万台突破

療材料を融合したキット製品などの営

最終赤字に陥る見通しになるなど経営

トヨタ自動車の 04年の米国の新車販

業推進部を設置したほか，価格や高バ

不振が長引いており事実上，中越パル

売台数が前年比 10% 増の 206 万 49 台と

リア性を重視した不織布製品を投入

プが救済する。
（日経 2/1）

なり，米ビッグスリー以外で初めて 200

し，新規顧客開拓に乗り出す。

万台を突破した。ホンダ，日産自動車も

（化学工業日報 1/27）

■日本バイリーン

攻めの経営に転換

過去最高の販売台数を記録，日本車の

■クラレ

市場シェアは同 1 . 1 ポイント上昇して

アトピー症状改善する繊維を開発

て出る。この数年間取り組んできた経

30.5%となり，年間を通じて初めて30%

クラレは，着るだけでアトピー性皮

営資源効率化の成果が得られているこ

を超えた。日本車3社が好調だったこと

膚炎に効果がある エバール繊維 を開

とから，その資源を積極的に投資へ振

を受け，04 年の米国全体の新車販売台

発した。同繊維はクラレが 72 年に開発

り向ける。自動車向け不織布資材など

数は前年比 1.1% 増の 1,691 万 3,168 台と

したエチレンとビニールアルコールの

新たな設備投資を実施する。

4 年ぶりに増加に転じた。

分子が結合してできた化合物。今回開

日本バイリーンが攻めの経営に打っ

（化学工業日報 2/4）

■日本バイリーン

発した繊維は，従来品に比べ不純物の

■デュポン

光触媒不織布で空調用エアフィルタ

含有量が 1/10 〜 1/15 少ない。

次世代医療用不織布の供給開始

日本バイリーンは光触媒で加工した

（フジサンケイビジネスアイ 1/31）

デュポンは，先端的複合繊維技術を

不織布を使った空調用エアフィルタを

■トヨタ

用いた次世代医療用

商品化，今春から生産を開始する。同不

タイに新工場・世界戦略車増産へ

デュポンスープレル

織布は熱可塑性素材を使った不織布に

トヨタ自動車はタイに新工場を建設

ディカルへ供給開始する。デュポン社

熱加工で酸化チタンを担持するのが特

する。500 億円前後を投じ，年産能力が

が開発したACT（アドバンスド・コンポ

徴。これにより光触媒の有効面積を大

約20万台の組立て工場を08年にも稼働

ジット・テクノロジー）と呼ばれる先端

きくし，脱臭性能などを高めている。

させる。昨夏，アジアで生産を始めた世

的複合繊維技術を用いて製造されたバ

界戦略車 IMV が予想を上回る売行き

イコンポーネント・メルトスパン不織

■日本フエルト

のため増産で対応する。新工場稼働後

布で，ポリエステルの強度とポリエチ

排気浄化フィルターを 3 割増産

の ASEAN 域内での生産台数は年 100 万

レンの絹のような柔らかさを組み合わ

日本フエルトは，ゴミ焼却場や工場

台に達する見通し。南米や欧州にも供

せた複合繊維素材。理想的な防護性能

給，北米に次ぐ海外拠点になる。

と快適性を兼ね備える。

（日刊工業 1/13）

などで使う「排気浄化フィルター」を約
3 割増産した。多重構造の繊維を素材に

ファブ リック
不織布をホギメ

（日経 1/30）

使い，セ氏200度以上の耐熱性をもつ製

■日産

人 事・ 移 転・ 変 更

品を重点生産し，ダイオキシン排出抑

北米で専用小型車を 06 年にも生産

■小津産業

制効果の高い焼却炉向けを狙う。

日産自動車は北米専用小型車を現地

和紙専門店を新装オープン

（日経産業 1/13）
■旭化成せんい

生産し，早ければ 06 年にも販売を始め

小津産業では，本社近隣（小津ビル）

る計画を明らかにした。トヨタ自動車

で営業していた「小津和紙」を，創業の

は若者向け小型車を全米で展開中で，

地である本社ビルの1 ・2 階に移転し装

旭化成せんいは，再生セルロース繊

ホンダも来年に小型車の米国導入を予

いも新たにオープンした（下写真）。

維キュプラ ベンベルグ （商品名）の

定。日本車3社は得意の小型車分野で攻

染色加工工場を中国に開設する方針を

勢をかける。（日経 1/30）

中国に

ベンベルグ

の加工場

明らかにした。（日経産業 1/14）

■中越パルプ

■ホギメディカル

三菱製紙を吸収合併

戦略製品の営業強化

製紙業界第 7 位の中越パルプ工業と

ホギメディカルは，衣料材料のキッ

同5位の三菱製紙は10月1日付で合併す

ト製品増販と医療用不織布製品をテコ

ると発表した。存続会社は中越パルプ
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生分解性食器などの採用で 循環型社会

を先取り

− 3 月 25 日〜 9 月 25 日まで名古屋東部丘陵で開催−

愛・地球博（2005年日本国際博覧会）
が， 自然の叡智（Nature's Wisdom）
をメインテーマに3 月 25日から 9 月 25
日までの 185 日間，世界から 127ヵ国
が参加して名古屋東部丘陵（長久手

公式キャラクター，森の精
キッコロ（左）とモリゾー

町・豊田市・瀬戸市）で開催される。

段や新エネルギー，楽しみながら環境
について学ぶ機会の提供など，来場者

愛・地球博のサブテーマのひとつに

た。また，既存施設を壊した後のコンク

「循環型社会（Development for Eco-

リート塊の 100% 再使用や間伐材・リサ

また，会場内のレストランなどで使

Communities）が掲げられており，随所

イクル材の利用など3R（リデュース・リ

用する食器類には使用後に堆肥化で

に環境への配慮が窺われる。

ユース・リサイクル）も徹底される。

きる「バイオマスプラスチック（生分

環境アセスメント（環境影響評価）

そのほか，環境負荷の少ない交通手

に循環型社会をアピールする。

解性プラスチック）」が導入される。

に基づいて会場がつくられた世界初

使い切りの食器は皿，コップ，ス

の博覧会で評価項目は 2 1 7 にのぼっ

プーン，フォークなど24種類，約2,000
万個が用意され，使用後は生ゴミと一
緒に堆肥にして農家に譲り渡し，栽培
された野菜は再び会場内のレストラ
ンで食材として使われる。
さらに，会場では各国の首脳クラス
など重要人物が乗った車を先導する

生分解性プラスチック製の食器

リニューアルオープンとなる新施設

会場で使用される燃料電池車

化学工業による完全子会社化に伴い，

は，高級手漉き和紙および和紙関連小

社名を「ニチゴー・モビニール株式会

物を販売する「小津和紙博物舗」，創業

社」に変更した。

ために燃料電池車が使用される。
を統一し，不織布グループを設置した。
（日経産業 1/6）
■日立造船富岡機械

3 5 2 年を迎える同社に関する古文書類

■東洋紡

会社を解散

などを展示する「小津史料館」，書道や

上海市に駐在員事務所を開設

日立造船富岡機械は，主力事業であ

押花，和紙文化など日本文化と触れ合

東洋紡績は，上海市に駐在員事務所

う場を提供する「小津文化教室」，およ

を開設した。中国におけるグル−プ全

受注が低迷し業績の不振が続いたこと

び「小津ギャラリー」で構成され，これ

体の情報の一元化，中国情報の発信，グ

から解散を決定した。

らの施設の総称を「小津和紙」とした。

ル−プの新規進出の支援活動などの強

■日本不織布協会

化を図る。

関西支部が移転

■日本合成化学

る製紙機械事業を取巻く環境が悪化，

クラリアントポリマーを子会社化

■三井化学

日本合成化学工業は，クラリアントポ

特殊化学品事業を再編

部長）は下記住所に移転，2 月 1 日より

三井化学は，不織布など特殊化学品

業務を開始した。

リマーの株式を取得し子会社化した。

日本不織布協会・関西支部（日向明支

■クラリアントポリマー

を手掛ける機能化学品事業グループを

〒 541-0051 大阪市中央区備後町 2-5-8

ニチゴー・モビニールに社名変更

再編，紙おむつや農業資材など用途ご

綿業会館本館 4 階

クラリアントポリマーは，日本合成

とにチームが分かれていた不織布事業

TEL06-6233-0842 FAX06-6233-0843
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