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所者 1 人の交換を終えるごとに職員が

国内
ニュース

行うべき手洗いや手の消毒を実施して

統

いない施設が，回答した約1,900施設の

■総務省統計局

38% に上ることが分かった。

推計人口は 1 億 2,768 万 7 千人

高齢者は抵抗力が弱い上，集団生活

総務省統計局は，05 年 10 月 1 日現在

で感染が広がりやすく，昨年末に広島

の推計人口は 1 億 2,768 万 7 千人と発表

県福山市の特養ホームで起きたノロウ

した。この 1 年間に 6 万 7 千人（0.05%）

イルス集団感染は，おむつ交換で被害

増加したが，増加数，増加率とも戦後最

が拡大したとみられている。
（共同 4/11)

政

低。増減の内訳をみると，自然増減数は

■経産省・中小企業庁

10 万 2 千人増，社会増減数は 3 万 5 千人

2005年版「中小企業白書」を発刊

減となっている。男女別では，男性は

経済産業省と中小企業庁は，2005 年

6,229万5千人，女性は6,539万2千人で，

版「中小企業白書」を発刊した。第 1 部

行

計

「中小企業の動向」，第2部「経済構造変

女性が 309 万 6 千人多い。
■ 90 歳以上の人口

■経産省

化と中小企業の経営革新等」，第3部「日

初めて 100 万人突破

ディーゼル車の普及を支援

本社会の活力と中小企業」の3部で構成

総務省が発表した 04 年 10 月 1 日現在

経済産業省は温暖化対策に効果の高

される。日本の社会構造が変化するな

の推計人口によると，90歳以上の人口が

いディーゼル乗用車を普及させるため，

か，中小企業の果たす役割などを展望

80 年の調査開始以来，初めて 100 万人を

ハイブリッド乗用車なみの導入支援策

している。

突破した。前年比で人口が減少した都道

を講じる方針を固めた。同時にディーゼ

■文部科学省

府県は，過去最多の 02 年と並ぶ 35 道府

ル車のイメージアップを図るため，新し

感染症研究の拠点形成へ

県。少子高齢化の進展が改めて浮き彫り

い排ガス規制に対応したディーゼル乗

文部科学省は，新興・再興感染症研

になる結果となった。
（日経 3/14）

用車を「クリーンディーゼル乗用車」と

究拠点づくりの具体化に着手した。大

■こどもの数 1,765 万人，

して普及させることを支援する。

学などを中心とした国内研究体制を整

総人口の 13.8% で過去最低

■農水省

備するとともに，海外の発生国や発生

務省統計局では，5 月 5 日の「こども

バイオマスマーク試験運用開始

源となり得る国に連携拠点を設置，共

の日」にちなんで，05 年 4 月 1 日現在に

農林水産省は，バイオマス由来の商

同研究を進める。

おけるわが国のこどもの数を推計し

品にバイオマスマークを用いて消費者

■経産省

た。それによると，こどもの数（15歳未

に知らせ，これらの商品を普及させるこ

中小の素材・部品企業を支援

満人口）は前年より 15万人少ない 1,765

とで，自然の恵みで持続的に発展可能な

経済産業省は，日本の産業競争力強

万人で，8 2 年から 2 4 年連続の減少と

社会の構築に貢献することを目的とし

化を支援するため，先端産業分野の裾

なった。男女別では，男性が 904 万人，

て，バイオマスマークの試験運用を開始

野を支える中小の素材・部品企業や中

女性が860万人で，男性が女性より44万

した。06 年度からの本格運用を目指す。

小企業重点的に支援する「高度部材産

人多く，女性 1 0 0 人に対する男性の数

■京都議定書

業・ものづくり中小企業強化プログラ

（性比）は105.1。総人口に占めるこども

目標達成計画案固まる

ム」を立上げる方針を固めた。同時に高

の割合は 13.8%（前年比 0.1 ポイント低

京都議定書が定めた日本の温室効果

度なものづくり人材を育成するため，

下）で，過去最低となった。

ガス削減目標の達成に向けた議定書目

ロボットや金型など分野ごとに専門職

■中国の輸出額

標達成計画案が固まった。計画案では，

大学院を設置する「ものづくり専門職

日本を抜き 3 位に

省エネ設備・機器の普及や物流の効率化

大学院」構想も推進する。

世界貿易機関（WTO）が発表した世界

などの対策により，1 0 年度の二酸化炭

■東京都

貿易統計によると，04年の中国の輸出額

素（CO2）排出量を 90 年比で 0.6% 増に

大型工場の緑化規制を緩和

は5,930億ドル（約64兆円）で前年比35%

抑える。

東京都は，大規模工場の新設・建替え

の高い伸びを記録し，昨年の4位から3位

時に一定以上の緑地面積を確保するよ

に浮上した。一方，日本は 5,650 億ドル

う義務づけた規制を見直した。一律で

で同 20% 増だったが，中国に抜かれ 3 位

■特養でのおむつ交換後の手洗い

「毎回しない」が 38%
厚生労働省が全国の特別養護老人

敷地の 20% 以上としているのを工業地

から 4 位に転落，世界貿易に占める地位

ホームを対象に，感染症拡大の原因とな

帯は15%以上に引き下げ，代わりに建物

が相対的に低下していることを示す結

るおむつ交換の状況を調べたところ，入

の壁面緑化を推奨する。
（日経 3/23）

果となった。
（時事通信社 4/14）
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業 界・ 団 体
■日本自動車工業会

■ 04 年のスパンボンド生産量

で前年比 14.8% 増（同 11.9% 増）
。ポリ

PETが2桁成長で過去最高を更新

プロピレンが2,471,169千㎡（50,223t）で

日本化学繊維協会・合繊長繊維不織

前年比 4.4% 増（同 1.5% 増）だった。3

05 年度国内需要を 1.9% 増と予測

布専門委員会は，加盟7社（旭化成せん

品種合せた 0 4 年末の設備能力は日産

日本自動車工業会は，05 年度の四輪

い，チッソ，東洋紡績，東レ，三井化

327.2t で 03 年末と変わらない。

車総需要を，5 9 3 万 5 千台（前年度比

学，ユニセル，ユニチカ）による 04 年

04 年の最大の特長は，PET が大きく

101.9%）と予想している。うち，登録車

の合繊長繊維不織布生産実績を発表

伸長したことである。ここ数年PPが他

は410万台（同 103.7 %），軽四輪車は183

した。

素材の落込みをカバーし牽引役を果

万 5 千台（同 97.9 %）。

面積ベースで 3,306,869 千㎡（重量

たすケースが多かったが，今回は PET

年度前半は輸出の減速や生産の鈍化

ベースで85,991t）と前年比 6.4 %増（同

が PP の約 4% 増（面積ベース）をも大

など景気の調整局面となり，経済成長

5.0% 増）の伸びを記録した。品種別で

きく上回る2桁増の754,522千㎡を記録

の鈍化が懸念される。しかし，年度後半

は，ナイロンが 81,178 千㎡（2,642t）で

した。これは PET の過去最高の生産量

には米国景気を中心に，世界経済の成

前年比 1.2% 減（同 7.0% 減）。

である716,572 千㎡（01年）も上回り記

長が加速。それに伴い，輸出や生産もゆ

ポリエステルが754,522千㎡（33,126t）

録を更新した。

るやかな回復傾向に転じ，所得や雇用
の回復は足踏みするものの一段の悪化

資を拡大する。トヨタ自動車は過去最高

9.4% 増の 33 万 5千 t，出荷は同 8.2% 増の

は避けられ個人消費は底固く推移す

だった昨年度より13%増やし，1兆2,000

32万7千t。主力用途の紙おむつをはじめ

る，と見ている。

億円強を計画。日産自動車も 1 3 % 増の

とした衛生材料分野の堅調な需要拡大

■日本自動車工業会

5,400億円に引き上げる。主要6社の投資

に加え，土木・建築や農業，工業用など

車室内 VOC 低減に自主的取組み

総額は昨年度に比べて約 2 割多い 2 兆

市場の広がりがSAPの生産・出荷を押上

日本自動車工業会は，車室内の VOC

6000 億円前後となり，2 年連続で過去最

げている。
（化学工業日報 4/25）

（揮発性有機化合物）低減について自主

高を更新する見通し。
（日経 4/27）

的な取り組みを進める。濃度測定に必

■日本プリント回路工業会

企

要な「車室内 VOC 試験方法（乗用車）」

09 年まで年 2.7% 成長と予測

■トヨタ

を新たに策定し，07 年度以降の新型乗

日本プリント回路工業会は，電子基

北米で小型車生産

用車について厚生労働省の定めた 13 物

板の国内生産額に関する将来予測をま

トヨタ自動車は 08 年にも，北米の自

質の室内濃度指針値を満足させる「車

とめた。それによると，09年まで年2.7%

社工場で排気量2,000cc以下の小型乗用

室内の VOC低減に対する自主的な取組

成長を示し，全体では 1 兆 2,739 億円に

車の生産に乗り出す。米GMとの現地合

み」を始める。

達すると予想した。とくに両面フレキ

弁に加えて，自社工場でも小型車を生

■ 04 年度の国内新車販売

シブルプリント配線板（FPC）が9.2%成

産，北米市場で販売攻勢をかける。

３年ぶりに 400 万台割れ

長を示し，電子基板の生産額合計に占

日本自動車販売協会連合会（自販連）

める割合は FPC の割合は 04 年の 18% か

■北越製紙

ら22%に上昇する。
（化学工業日報 4/8）

古紙と生分解樹脂複合素材を販売

が発表した 04 年度の国内新車販売台数
（軽自動車除く）は，前年度比 2.2% 減の
393 万 9,734 台と，2 年連続で減少。3 年
ぶりに 400 万台の大台を割り込んだ。

■日本繊維輸入組合

原産国表示で新指針

業

（日経 2/11）

北越製紙は，コップや皿などの食器
向けに，古紙と生分解樹脂の複合素材

輸入商社などで組織する日本繊維輸

EL ペレット を本格的に販売する。土

車種別では，普通乗用車は各社の新車

入組合は，外国製衣料などの原産国表

に分解され，ポリプロピレン以上の強

効果などで2.5%増だったが，小型乗用車

示を適正化するための指針をまとめ

度や耐熱性をもつ。これまではサンプ

は軽自動車に人気が集まった影響もあ

た。原産国の定義の明確化，原産国情報

ル出荷に留まっていたが，愛知万博の

り，1.9%減。トラックも12.8%減少した。

の確認，国内取引先への原産国情報の

食器への大量採用が決まったことから

一方，全国軽自動車協会連合会が同時発

開示など 3 つのポイントからなる。

本格販売する。

表した04年度の軽自動車販売台数は，新

（日経流通 2/16）

■積水化成品工業

型車が好調で1.1%増の約188万台と2年

■高吸水性樹脂の 04 年の生産・出荷

余分な水吸う樹脂シート開発

連続で増加した。（共同通信 4/1）

過去最高記録を更新

積水化成品工業は，食品包装材など

■自動車 6 社の設備投資

高吸水性樹脂（SAP）の04年の生産と

に使われる発泡ポリスチレンシート

2 割増の 2.6 兆円

出荷が過去最高記録を更新した。経済産

（PSP）で，余分な水分を吸収できる新タ

自動車各社が今年度，相次いで設備投

業省のまとめによると，生産は 0 3 年比

イプを開発した。シート内の気泡同士
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がつながった構造になっているのが特

渡を受け 3 月から営業をスタートした。

リミテッド（HVN）は，ベトナム政府よ

徴で，気泡内に水がたまりやすい。果物

不織布事業に本格進出し，08 年度には

り四輪車の製造・販売事業の認可を取

用パックや弁当用トレーなどに利用で

18 億円の事業規模に育成する。

得した。この認可を受け，HVN は四輪

きる。（日経 2/11）

（化学工業日報 3/3）

車ビジネスを開始するために，現在の

■デュポン

■川島織物

H V N 敷地内に四輪車工場を新設する。

年 10% の成長の中期目標を設定

セルコンと合併前提に業務提携

新工場は，生産能力年間 1 万台，06 年中

米デュポンの日本法人デュポンは，売

川島織物と川島織物販売およびセル

頃の稼働を目指しており，10 年までの

上高で年 1 0 % 以上の成長を維持する中

コンは，インテリアファブリックス事

期目標を設定した。自動車，エレクトロ

業の強化を目的に，06年4 月を目処に合

■王子製紙

ニクス向け材料を中心に収益を拡大す

併することを前提とした包括的業務提

古紙から生分解プラ

るほか，各事業で事業部やグループ会社

携に入ることに合意した。川島織物を

王子製紙は地球環境産業技術研究機

などの相互乗り入れでソリューション

存続会社とする吸収合併方式で，セル

構（RITE）と共同で，古紙から生分解プ

提供力を強化する。
（日刊工業 2/11）

コンおよび川島織物販売は解散する。

ラスチックの原料となる乳酸や琥珀酸

■セーレン

両社の経営資源を連携・統合すること

などを発酵生産する技術を開発した。

肌に優しい自動車内装材6割増産

で，インテリア業界においてより強固

今後，実用化に向けた研究について検

セーレンは，繊維にたんぱく質を付

な基盤を築く。

討する方針。（日刊工業 3/18）

総投資額は約6,000万USドルを見込む。

着し，肌への負担を軽減した自動車内

■旭ファイバーグラス

■カネボウ

装材を6割増産する。繭から抽出した天

ガラス長繊維事業の戦略を転換

繊維から撤退，セーレンに譲渡

然たんぱく質「セリシン」をポリエステ

旭ファイバーグラスは，一昨年作成

産業再生機構の支援下で経営再建中

した中期経営計画「ビジョン 50」を，資

のカネボウは，繊維事業から撤退する

産効率重視の観点から見直すと同時

方針を固めた。染色大手のセーレンと

■積水化学工業と米 H.B. フーラー社

に，選択と集中を加速させるために長

近く共同出資で新会社を設立し，国内2

中国に接着剤事業合弁会社を設立

繊維事業の高収益分野への特化を決定

工場を含め一括して営業を譲渡。1年以

積水化学工業と米 H . B . フーラー社

した。これに伴い，一部の熱硬化性樹脂

内に新会社をセーレンの全額出資子会

は，接着剤事業で日本と中国に合弁会

補強用のガラス繊維製品については自

社とする計画。すでに羊毛工場などの

社を設立する。両社はホットメルト系

社生産を中止する。

売却も決めており，87年の創業以来，主

ル繊維に付着させたシート用素材。
（日経産業 2/21）

接着剤を主力としていることから，販

■トヨタのロシア工場

売面，原料調達，生産統合によるメリッ

サンクトペテルブルクで 07 年稼働

■昭和高分子

トが大きいと判断。日本においては両

トヨタ自動車が新設を検討してきた

ビオノーレ

社が互いの粘接着剤技術の強みを持ち

ロシア工場の概要がほぼ固まった。建

寄り，ホットメルト系接着剤で市場優

設地はサンクトペテルブルク市で主力

ノーレ の生産能力を増強する。龍野工

位性を強固にし，中国においても両社

セダン カムリ を生産する。年産 5 万

場（兵庫県龍野市）のプラントを部分改

の製品群を統合し売上拡大を図る。

台を目標に 07 年に稼働する。投資額は

造し，現在の年産 3,000t から 1,000t 増産

■住江織物

150億円程度になる見込み。トヨタは自

する。（化学工業日報 3/23）

自動車内装材で国際供給体制構築

動車需要が拡大しているロシアを有力

■タチエス

住江織物は自動車内装材の国際供給

市場と位置付けており，現地生産で本

英にシート生産拠点

格的に開拓する。（日経 3/11）

独立系シートメーカーのタチエス

体制を構築する。05 年末をメドに中国

力だった繊維事業を手放す。

の生産能力増強

昭和高分子は，生分解性樹脂

ビオ

に新たな生産拠点を設立。米国では全

■河西工業

は，05 年度中に英国に自動車用シート

額出資子会社である「スミノエテキス

広州に内装部品の新工場

の生産会社を設立する方針を固めた。

タイル・オブ・アンリカ」
（サウスカロ

河西工業は，中国広州市に内装部品

米国リアとの合弁で進出する。日産自

ライナ州）が本格稼働するなど，海外展

の新工場を建設する。投資額は約 10 億

動車の欧州プロジェクトに対応した動

開に弾みをつける。（日刊工業 3/3）

円で，既存工場も集約して中国での主

き。
（日刊工業 3/28）

■帝人ファイバー

力拠点とする。
（日経産業 3/11）

買収した不織布事業の営業を開始

■ホンダ

帝人ファイバーは，カネボウ合繊か

ベトナムに四輪車工場を新設

ら不織布事業をコアとする新規市場開

ホンダのベトナムにおける合弁会社

発事業を買収したが，同事業の正式譲

であるホンダ・ベトナム・カンパニー・
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■市川毛織

上海市に現地法人を設立
市川毛織は，中国での受注活動およ
び技術サービス体制の強化を目指し，
駐在事務所を発展的に解消，上海に製
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紙用抄紙用具などの輸入販売を行う現

■日本不織布協会

と市場動向」と題する講演に続いて，

地法人「宜紙佳造紙脱水器材貿易（上

メディカルと生活資材の分科会開催

日向明 A N N A 関西支部長がツアーで

海）有限公司」を設立する。

日本不織布協会は 3 月 11 日，大阪産

訪問した INDEX05 の展示内応などに

■大王製紙

業創造会館でメディカル部会分科会

中国に生理用品製販の合弁

を開催，宇佐美光司氏（サクラ精機㈱

大王製紙は，中国の金光紙業投資有

法制室長）の「改正薬事法について」と

限公司との間で，生理用ナプキンの製

題する講演会を開催した。

造・販売を行う合弁会社を中国江蘇省

また同協会は 4 月 22 日，同所で生活

蘇州市に設立することに合意し，合弁

資材分科会を開催，石谷肇氏（㈱日本

契約書に調印した。

アプライドリサーチ研究所調査部主

■トヨタ

ついて紹介した。

任研究員）の「抗菌加工製品のニーズ

宇佐美光司氏

石谷肇氏

トヨタ自動車は，ダイハツ工業と日野

はこのほど，植物のケナフからBP原料を

■住友商事

自動車を含むグループ全体の 0 8 年の世

製造する実証プラントを愛知県豊田市の

米国でペット用品強化

界生産の計画を，970 万台に設定してい

トヨタ車体の寿工場に建設した。

住友商事は米国でペット用品事業を

08 年に 970 万台生産へ

る。04年実績より29%多いが，現在の生

■クラレ

強化する。ペット用品専門店向け独自

産・販売の好調さからみれば達成できる

米社から ベクトラン事業 買収

ブランド VMX ペットバンテージ を

可能性が高く，08年に米ゼネラル・モー

クラレは，米国 Celanese Advanced

立上げ，ペット用高級シャンプー，犬用

ターズ（GM）を抜いて自動車メーカー

Materials Inc.（以下 CAMI 社）のポリア

ガム，玩具などの商品を順次投入する。

世界一に躍り出る公算が大きい。主力市

リレート ベクトラン 繊維事業を買収

（日刊工業 4/8）

場の北米や高成長が続く中国などで現

することを決定し，4 月 1 日 CAMI 社と

■日清紡機械販売

地生産を拡大する。
（朝日 2/29）

契約を締結した。CAMI社のベクトラン

医療器具の使用履歴の追跡可能に

■トヨタ

事業に関する資産すべてを買収する。

日清紡の100%子会社，日清紡機械販

タイに新工場建設へ

■東レ

売はメスやハサミなど医療器具の使用

トヨタ自動車は，タイでは3ヵ所目と

PLA を基幹事業に育成

履歴を簡単に追跡できるソフトを近く

東レはPLA（ポリ乳酸）を重点事業に

発売する。レーザーで刻印した特殊な

最終調整に入った。 同国で世界戦略車

位置づけ，拡大戦略を加速させる。社長

記号をを読み取り洗浄履歴を把握，器

IMV の販売が好調なため，増産で対

直轄プロジェクトに格上げし，技術開

具を清潔に保ち院内感染を防ぐ。

応する。新工場の生産能力は年約 20 万

発，市場開拓を積極的に進め，規模の拡

■阿波製紙

台，08 年にも稼働する。総投資額は約

大をめざす。（化学工業日報 4/11）

新抄紙機を阿南工場に設置

なる新工場をバンコク郊外に建設する

500 億円の見通し。(読売新聞 3/30)

■大林組

阿波製紙では，合成繊維紙の需要増

■トヨタ

人工湿地で生活排水浄化

に対応するために，新抄紙機を阿南工

07 年から新原価低減策

大林組は，水性植物や微生物などが

場に設置することを決定した。品質と

トヨタ自動車は約 3 万点ある自動車

多数生息する「人工湿地」を造成し，家

コスト競争力を向上させる抄紙機とし

の部品を，制御系や駆動系など数十の

庭などの生活排水を浄化する技術を開

て，06 年末の稼動を目指す。

機能単位に集約し，これら部品群ごと

発した。大規模な下水処理施設は不要

また同社では地球環境問題への対応

にコストを削減する新たな原価低減活

で，コストは 10 分の 1 程度に下げられ

と社長方針による全グループ ISO14001

動「バリューイノベーション」
（VI）を

る見通し。（日経産業 4/7）

認証の推進を図るため，05年9月までに

始める。0 0 年に始めた原価低減活動
「CCC21」に続く全社的な取組みで，07
年に生産する新型車から適用する。
（日経 4/2）

■環境浄化研究所

阿南工場とグループ企業（日米加工，

原研技術を医療雑貨に応用

リード）への認証取得の拡大を目指す。

環境浄化研究所は，消毒液などとし
て使われるポピドンヨードを布やポリ

■旭化成せんい

ベンリーゼ

を 30% 増産

■トヨタグループ

エチレン繊維に安定的に固定化する技

旭化成せんいは，再生繊維 ベンベル

バイオプラ事業を本格化

術を確立し，殺菌作用をもつマスク用

グ の派生製品である長繊維不織布 ベ

トヨタ自動車グループは，植物を原料

フィルターを開発した。日本原子力研

ンリーゼ を 30% 増強する。6 月に内外

とする環境にやさしいバイオプラスチッ

究所高崎研究所のグラフト重合技術を

唯一の製造拠点であるベンベルグ工場

ク（BP）事業を本格化する。トヨタ車体

応用した。（日刊工業 4/8）
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■日本繊維機械学会・不織布研究会

る不織布の高機能化」㈲東亜科技・高

■米デュポン

第 46 回研究例会を大阪で開催

木俊夫氏

不織布の価格を改定

日本繊維機械学会・不織布研究会は

( 3 )「ひとはなぜ物を買うのか」㈱

3 月 2 9 日，西区の大阪科学技術セン

アークコンサルティング・太田典生氏

米国デュポン社は， デュポンソンタ
ラ

ソフテセ および先端的複合繊維

ターで第46回研究

技術（ACT）を用いた不織布 デュポン

例会を開催，以下

スープレル の価格を 5 月 2 日付けで引

の講演を行った。

き上げると発表した。日本においても

( 1 )「不織布ク

デュポン㈱高機能不織布事業部を通し

リーナーの最近の

て同様の値上げが 5 月出荷分から改定

動向」金井重要工

される。
■ FVI 社（日本バイリーン関係会社）

業㈱・小畑勉氏
(2「
) 中国におけ

小畑勉氏

高木俊夫氏

太田典生氏

中国の織物芯地メーカーを買収
日本バイリーンと独・フロイデンベ

を1ライン増設し，生産能力を現在の1.3

■昭和高分子

ルグ社は，両社折半出資の香港の衣料

倍の4,000tに引き上げる。工業用向けを

伊社と事業提携

資材販売会社であるFVI社（フロイデン

中心とした需要拡大に対応する。

昭和高分子は，伊ノバモント社（ノ

ベルグ＆バイリーンインターナショナ

■トヨタ紡織とデンソー

ヴァラ市）と生分解性樹脂フィルム事

ル）が中国企業・南通ハイモ社の全株を

中国佛山市にフィルター生産会社

業で提携した。自社の石油由来の樹脂

買取ることで合意し，7月から新会社と

トヨタ紡織とデンソーは，中国での

ビオノーレ と，伊社のデンプン加工

市場拡大に対応するため，中国広東省

技術を組合せた製品を開発，農業用保

佛山市にフィルターを生産する佛山豊

温フィルムなどとして 5 月から販売す

人 事・ 移 転・ 変 更

田紡織汽車零部件有限公司（仮称）を設

る。
（日経産業 4/19）

■東洋紡

してスタートさせる。

立する。新会社は，広東省佛山市に約

■東セロ

社長に取締役の坂元龍三氏

16,000㎡の工場を建設し，06年7月より

植物由来の生分解性樹脂事業拡大

東洋紡は，坂元龍三取締役（57）を社

オイルフィルターを生産する予定。

東セロは植物を原料とする生分解性

長に昇格させる方針を固めた。6月下旬

■東レ

樹脂事業を拡大する。性質が違う2種類

の株主総会後に就任する。津村準二社

炭素繊維の自動車への実用化加速

の植物樹脂を張り合わせて保存性を高

長（69）は代表権のある会長になる。

東レは，炭素繊維を用いた複合材料

めたフィルムを開発，サークルKサンク

（CFRP1）で，自動車車体などを大量生

スにオリジナル菓子の包装資材として

産できる高速成形技術の確立に世界で

納入した。（日経産業 4/25）

■クラレ

「部門」設置などの組織を改定
クラレは，4 月 1 日付けでカンパニー

初めて成功した。炭素繊維と組み合わ

■トスコ

の上位機関として「部門」を設置し，部

せる樹脂の加工特性を飛躍的に向上さ

排ガスフィルターで伊藤忠と提携

門担当を置く，などの組織改定を行っ

せることで成形時間を 10 分以下と大幅

トスコは，伊藤忠商事およびイト

た。これにより，繊維部門繊維資材カン

に短縮でき，CFRP 適用自動車の量産化

チューウールリミテッド日本支社との

パニーでは，クラフレックス事業部を

に大きく前進した。

間でディーゼルエンジン用次世代型排

分離，クラフレックス㈱と統合しクラ

■ダイワボウ

気ガス浄化フィルターの事業化に向け

レクラフレックス㈱とした。これに伴

シックハウス原因吸着シート開発

業務・資本提携を行う。

い，産業資材事業部は廃止となった。

ダイワボウは，ホルムアルデヒド・ト
ルエンなど揮発性有機化合物（VOC）吸
着シートとして新商品 ゲルリリーフ

■中越パルプ工業と三菱製紙

■日本バイリーン

合併を白紙撤回

グループの再編加速

中越パルプ工業と三菱製紙は，合併

日本バイリーンは，10月1日付けで産

を開発，販売を開始した。接着用の樹脂

の白紙撤回をした。合併による相互補

業用マスクなどの加工を手掛ける全額

をまったく使うことなく吸着材料を加

完的なメリットと規模の利益は存在す

出資の子会社，東京加工技術を吸収合

工物表面に固着させることができるた

るものの，販売および流通面に関する

併するほか，全額出資子会社バイリー

め，従来品に比べ VOC 成分の吸着性能

再編方針の相違など，合併効果を実現

ンメディカルを 3 月 31 日付けで解散し

を大幅に高めることができた。また，不

させるための方策などに関する基本的

た。また，韓国バイリーンインダスト

織布シート形状としたことで，交換の

な考え方において両社の意見合致を得

リーコリアインコーポレーテッドを 11

容易性・設置場所の自由性も実現した。

るには至らなかった。

月 30 日付けで解散する。
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