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国内
ニュース

大台を超えた。

求める方針を固めた。食品メーカーや

■環境白書

小売業などが対象で，負担割合は最大3

社会全体で脱温暖化実現を

割で調整する。来年の通常国会に容器

05 年度版の環境白書では，地球温暖

包装リサイクル法の改正案を提出，0 7

化の原因となる二酸化炭素（CO2）など

年度から実施する考えだが，企業には

温室効果ガスの排出を減らす「脱温暖

反対も根強く，難航が予想される。

化社会」を実現するため，家庭や学校，

■ POPs 条約

企業などさまざまな場での人材育成や

国内実施計画を策定

環境保全活動が重要としている。

地球環境保全に関する関係閣僚会議

■労働経済白書

において，残留性有機汚染物質（POPs）

労働力供給制約下での持続的発展

に関するストックホルム条約に基づく

厚生労働省が発表した 05 年版「労働

国内実施計画が了承された。今後，本国

経済の分析」
（労働経済白書）の第 II 部

内実施計画に基づき，関係省庁一体と

■通商白書

では「人口減少社会における労働政策

なって，POPsの排出削減，適正処理，環

中国事業リスクに警鐘

の課題」を分析。07 年以降経済成長に

境監視，国際協力などに取り組む。

0 5 年版の通商白書では，少子高齢化

大きく貢献してきた「団塊の世代」の多

■経産省・環境省

が進む日本が経済成長を持続するには

くが企業で引退過程を迎えることか

自動車バッテリーをリサイクル

東アジアとの連携を強化することが重

ら，労働力供給制約下での持続的発展

産業構造審議会（経済産業相の諮問

要と強調している。そのうえで域内経済

に向け取り組むべきとしている。

行

政

機関）と中央環境審議会（環境相の諮問

のカギを握る中国については投資の過

■ものづくり白書

機関）の合同委員会は，自動車用バッテ

熱など構造問題が深刻化していると指

根強い製造業の中国進出

リーのリサイクルを国内メーカーと輸

摘。現地進出している日本企業の事業リ

05年度版の「ものづくり白書」は，主

入業者に義務づけるとする報告書案を

スクが高まっていることに警鐘を鳴ら

要製造企業の 11.5% が中国に研究所を

まとめた。経産省と環境省はこれを受

した。

設置するなど，製造業の中国進出が依

け，来春をめどに義務付けを実施する

■経済財政白書

然として続いている現状を紹介。6 3 %

方向で作業を進める。

労働力減に備え生産性の向上を

の企業が人材の引抜きに脅威を感じて

■東京都

0 5 年度の年次経済財政報告（経済財

いるとの調査結果も示し，海外進出の

みどりの新戦略ガイドライン公表

政白書）では，07年から人口減少と団塊

際には人材や技術の流出防止に向けた

東京都は東京らしいみどりづくりを

世代の退職が始まり，現役世代の経済的

対策が重要になると提唱した。

誘導するための指針として「みどりの

な負担が高まると分析。企業は人材育成

■経産省

新戦略ガイドライン」を策定した。ま

や技術革新を通じ，労働生産性の向上が

新産業創造戦略 2005 を策定

た，都市計画公園・緑地の整備を促進す

急務になると訴えた。公共サービスの改

経済産業省は，日本産業の国際競争

るため，都区市町が共同で「都市計画公

善に努め，小さな政府を実現することも

力や人材育成など，国が取り組むべき

園・緑地の整備方針」の策定を進めてい

課題と指摘した。

産業政策の方針をまとめた「新産業創

る。25 年度までにみどり率を区部では

■高齢社会白書

造戦略 2005」を策定した。日本が成長

29% から 35% 前後に高める目標を設定

高齢者人口が過去最高

するために燃料電池，ロボットなど重

した。

高齢化の状況をまとめた 0 5 年度の

点7分野を強化・育成すべきという方針

「高齢社会白書」によると 04 年 10 月 1 日

を打ち出した。（日刊工業 6/9）

統

計

時点での 65 歳以上の高齢者人口は過去

■容器包装リサイクル

■ 04 年の地域別国際収支

最高の 2,488 万人で，総人口に占める割

企業も収集費負担へ

対アジア経常黒字7年ぶり過去最高

合（高齢化率）は前年比 0.5 ポイント増

政府はペットボトルなど容器包装材

財務省が発表した 04年の地域別国際

の 19.5% に達した。90 歳以上の人口は

のリサイクルで，地方自治体が全額負

収支によると，海外とのモノやサービ

101 万 6,000人に達し，初めて 100万人の

担している分別収集費の一部を企業に

スの取引状況を示す経常収支で，対ア

34

NONWOVENS REVIEW

NEWS DOMESTIC

NEWS DOMESTIC
ジアの黒字額が前の年に比べて 3 2 . 8 %

■国際光触媒展 2005

増の 8 兆 8,623 億円と，7 年ぶりに過去

9 月 14 〜 16 日，東京ビッグサイ

最高を更新した。デジタル家電の生産

トで開催

拠点となっている台湾や韓国向けの半

環境の時代である 2 1 世紀のキーテ

導体部品や半導体製造装置の輸出が好

クノロジー 光触媒 の技術・製品が

調だった。

一堂に集結した「国際光触媒展 2005」

■世界経済の潮流―2005 年春

が 9 月 14 〜 16 日， 光触媒の大いなる

05年世界経済，3.2%増で回復持続

発展を目指して をテーマに東京ビッ

内閣府は，海外の経済情勢を分析し

グサイトで開催される。

展示場内の特設ルームでは，無料の
セミナーも開かれる。
http://www.ipie-expo.com

た「世界経済の潮流―2005年春」を公表
した。今年の世界経済の成長率は，米国

態統計で，1人の女性が生涯に産むとさ

前年同期比 3.4% 増の 548 万 4,421 台と，

の成長鈍化などを映しプラス 3.2% とや

れる子どもの数（合計特殊出生率）が過

上半期としては4年連続で増加した。車

や減速するが，堅調な回復が続くとの

去最低の1.28となった。過去最低の更新

種別内訳では，乗用車が同3.5%増の456

見通しを示した。

は4年連続。政府は保育所の整備など育

万2,849台で，トラックは同1.9%増の88

■設備投資調査

児支援策に重点を置いた少子化対策を

万 3684 台だった。（日経 7/29）

今年度の設備投資 14% 増

とってきたが，十分な効果があがって

■シックハウス対策

経済産業省の 05年度の設備投資調査

いない。少子化は政府の想定を上回る

自動車業界も VOC 削減

ペースで進んでいる。（日経 5/25）

シックハウス症候群の原因といわれ

によると，主要企業による国内の設備
投資計画は 04 年度実績に比べて 14.0%

■屋上緑化施行面積調査

る揮発性有機化合物（VOC）を削減する

増えた。業績が好調な自動車や鉄鋼，化

00 年からの 5 年間で約 78ha

動きが自動車業界にも広がっている。

学メーカーなどが投資を積み増し，全

国土交通省は，最近（00 年〜 03 年の

住宅メーカーの対策が先行していた

5年間）の屋上緑化空間の創出状況の大

が，日産自動車やトヨタ自動車なども

■ 05 年度の設備投資

まかな把握を行うために，屋上緑化の

内装に含まれるVOCを減らした新型車

製造業は 3 年連続 2 桁増

実施に関連する主な企業等を対象に，

を投入し始めた。印刷業界も含めて，大

日本政策投資銀行は，05 年度の設備

近年の施工面積実績のアンケート調査

気汚染防止のために製造工程での排出

投資調査結果を発表した。それによる

を行った。それによると屋上緑化面積

を削減する動きも加速している。

と設備投資計画は，製造業がバブル期

は，00 年〜 04 年の 5 年間合計で約 78ha

■電池工業会

以来の 3 年連続 2 桁増となるほか，非製

で，施工年が最近になるほど多い結果

車バッテリーをリサイクル

造業も 5 年ぶりに増加に転じ，全産業

となった。

電池工業会は，自動車用バッテリー

体の伸び率は 15 年ぶりの高水準。

■今春のスギ・ヒノキ花粉飛散量

の回収・リサイクルシステム構築に乗

■国民生活基礎調査

過去 10 年平均の 3.8 倍

り出した。資源有効利用促進法の指定

高齢者世帯数が最多の 787 万

東京都は，今春のスギ・ヒノキ花粉の

再資源化製品への指定に向け，自主回

（11.6% 増）では 15 年ぶりの 2 桁増。

65 歳以上の高齢者だけか，高齢者と

観測結果についてとりまとめた。その

収・再資源化の仕組みづくりを進める。

1 8 歳未満の子供だけの「高齢者世帯」

結果，今春のスギ・ヒノキ花粉は，都の

（化学工業日報 6/9）

が，過去最多の 7 8 7 万世帯（全世帯の

観測史上最大の飛散となったことが，

■電気 2 重層キャパシタ

17%）に上ることが厚生労働省の 04 年

確認された。過去 10 年平均の 3.8 倍，昨

13 社でフォーラムを設立

の国民生活基礎調査で分かった。1 世帯

年の 41.9 倍になる。

キャパシター関連企業と地方自治体

あたりの人数は過去最少の 2.72 人とな

などによる「EC aSS（エネルギー・キャ

り，少子高齢化と核家族化の進展を裏

業 界・ 団 体

パシタ・システムズ）フォーラム」が設

付けている。

■ 05 年上半期の自動車生産台数

立された。リチウムイオン電池など化

前年同期比3.4%増の548万4,421台

学反応を伴う二次電池に代わる高蓄電

1.28 で最低更新，4 年連続で低下

日本自動車工業会が発表した 0 5 年

量の次世代蓄電デバイスとしての実用

厚生労働省がまとめた 04 年の人口動

上半期（1 〜 6 月）の自動車生産台数は

■ 04 年の出生率

Vol. 16 No. 2

化をめざす。
（化学工業日報 6/7）
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■光触媒 2 団体

クを生産する第 6 工場（米テキサス州）

（05 年 1 〜 3 月）の自動車リサイク法に

秋にも統合へ

の来秋稼働と合わせ，小型から大型ま

基づく再資源化実績を発表した。両社

光触媒技術を使った製品の普及団体

で北米での全主力車種の生産体制が整

とも金属やガラスなどの破砕くず，エ

である光触媒製品技術協会と光触媒製

う。トヨタはカナダに続き，米国または

アバッグ類の再資源化率が法定基準を

品フォーラムが今秋にも統合，新団体

メキシコで 8 番目の工場も建設する方

達成した。とく破砕くずは再資源化率

の設立をめざして動き出した。一本化

針。一層の現地化推進により日米自動

が 50% を超え，10 年度の基準もクリア

により現在，日本が主導しているISOに

車摩擦の回避を狙う。
（日経 5/30）

した。

よる標準化にも弾みがつくと期待され

■トヨタ紡織と東レなど

■帝人ファイバー

ている。
（日刊工業 5/26）

高耐熱性の生分解性内装材を開発

衣料品リサイクルを拡大

トヨタ紡織は，トヨタ自動車と東レ，

帝人ファイバーは，使い古した制服

■光触媒製品フォーラム

04年度事業規模は8%増の273億円

豊田通商とともに高耐熱性のケナフ/ポ

などを企業などから回収し，化学処理

光触媒製品フォーラムが会員企業

リ乳酸製自動車内装材基材で耐熱性強

してポリエステル繊維（糸）に戻したう

（正会員 112 社）を対象にまとめた光触

化グレードを開発した。従来製品より

え，衣料品として再生するリサイクル

媒市場調査によると，04 年度の事業規

50℃アップの110℃の耐熱性を達成，自

システムを拡大する。従来は企業が中

模は前年度比 8 % 増の 2 7 3 億円となっ

動車内環境での適用を可能とした。

心だったが，今後は学校関係者や子供

た。事業分野別では，全体の48%を占め

（化学工業日報 5/30）

らに事業を公開し，制服や体操着など

るタイル，塗料などの外装材の売上は

■日本触媒

同16%増の129億円，ブラインドなどの

江蘇省で衛材向け SAP 本格生産

■米デュポン

内装材は同 40% 増の 47 億円となった。

日本触媒は，中国江蘇省の張家港市

名古屋にトヨタ向け素材研究施設

（化学工業日報 6/8）

で主に紙おむつに使う SAP（高吸水性

米デュポンは 10 月，名古屋市にトヨ

■不動産経済研究所

樹脂）の本格生産を開始した。これによ

タ自動車向けに塗料や電子材料などを

首都圏のペット可マンション 55%

り日米欧と並ぶ 4 極での生産体制が確

開発する研究施設を設ける。60 人の研

首都圏マンションのうち，ペット飼

立した。
（日経産業 6/6）

究員が燃料電池車向け素材，環境負荷

も回収の対象とする。（日経産業 6/3）

育を認めているところが 5 割を超えて

■旭化成せんい

の小さい水系塗料などを開発する計

いることが不動産経済研究所の調査で

不織布向け新規ポリマー開発ヘ

画。
（日経 6/10）

分かった。ペットブームの広がりに伴

旭化成せんいは，各分野で新規事業

い，マンションでもペット飼育可能が

の創出に向けた取り組みを加速する。

タイでPPスパンボンド2万t増設

業界標準になりつつある。（日経 6/28）

不織布分野では，これまで培った不織

三井化学は，タイで衛生材料を増産

布製造の知見を活かし不織布に最適な

する。約 50 億円を投じ PP スパンボンド

新規ポリマー・製法の組合せにより，3

で世界最大の年2万t設備を増設する。さ

■ユニ・チャーム

年間でユーザーニーズに合致した新素

らに同拠点内には，紙おむつ用通気

内外工場に 180 億円投資

材の開発をめざす。
（化学工業日報 6/7）

フィルムの新工場も建設しており，

企

業

■三井化学

■阿波製紙

6,000t 能力で 06 年から商業生産に入る

つで高付加価値商品の生産を強化す

上海工場の建設工事が完了

予定。（化学工業日報 6/14）

る。国内外の工場に今年度180億円を投

阿波製紙が中国・上海で進めていた

資し，高付加価値の生理用品などの生

阿波製紙（上海）有限公司の建設工事が

カーペット繊維の再生体制確立へ

産設備を拡充する。（日刊工業 5/12）

完了し，量産稼動を開始した。会社設立

業務用タイル状カーペットのリサイ

■トヨタ自動車

以来の拠点，上海市内事務所は 経理部

クルを手掛けるリファインバースは，

カナダに新工場，08 年にも稼働

門を除き，業務機能を工場事務所棟に

カーペット繊維を再生する体制を整え

トヨタ自動車は北米で 7 番目の新工

移転した。

る。繊維を織り込む布地から繊維を高

ユニ・チャームは生理用品や紙おむ

■リファインバース

場をカナダに建設する計画を固めた。

■トヨタとホンダ

速ではがす機械を開発し，自動車の断

08 年にも稼働，小型乗用車を年 10 万〜

自動車リサイクルの基準達成

熱材などに加工する業者に販売する。

15 万台生産する。ピックアップトラッ
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■トヨタとホンダ

■H.C.R.2005/第32回国際福祉機器展

燃料電池車が型式認証を取得

9 月 27 〜 29 日，東京ビッグサイ

トヨタ自動車とホンダは，燃料電池

トで開催

車の型式認証を国土交通省から取得し

H.C.R.2005/ 第 32 回「国際福祉機器

た。型式認証を得たことで，通常のガソ

展」が国内外から 600 社が出展して，9

リンエンジン車などと同様に不特定多

月27〜29日，東京ビッグサイトで開催

数の顧客へ販売できるようになる。

される。例年通り，有力な大人用紙お

■トヨタ自動車グループ

「植物性」内装材を増産

むつメーカーも出展する。
福祉機器の総合展示とともに，老人

トヨタ自動車グループはインドネシ

や障害児者の自立のための最新の情報

アを拠点に，CO2 吸収能力の高い熱帯植

提供や企画展示，各種セミナーも行わ

物「ケナフ」を原料とした自動車部品事

れる。

業を強化する。トヨタ紡織はケナフを

http://www.hcr.or.jp/

使った内装材工場の生産規模を倍増
し，トヨタ車体もトヨタ自動車の協力

資していた大手の旧系列部品メーカー

■トヨタ

で部品開発を進める。同国で収穫しや

では日産以外からの受注を拡大してい

トルコ工場の生産能力を増強

すいケナフを生かし，グループで環境

る企業が多いものの，全量をトヨタ系

トヨタ自動車は 06 年をめどに，トル

対策に取り組む。（日経 6/23）

に供給するための国内工場を新設する

コ工場の生産能力を現在より 10 万台増

のは珍しい。（日経夕 6/27）

の年産 25 万台に引き上げる。投資額は

■トヨタ紡織

トルコにシートフレーム生産工場

■河西工業

約 200 億円。欧州での カローラ の販

トヨタ紡織は，トルコ共和国の子会

メキシコ工場増強

売増に対応する。（日刊工業 7/12）

社の第2工場を建設し，自動車用シート

河西工業は，メキシコにあるドアト

■ホンダ

フレームおよび機能部品を生産する。

リムなど自動車用内装部品の生産拠点

07年度の四輪世界販売400万台に

トヨタ紡織が，欧州・トルコ地域でシー

「カサイメヒカーナ」を増強する。日産

ホンダは 07 年度に四輪車の世界販売

トフレームおよび機能部品を生産する

自動車のメキシコ工場向けの受注増に

台数を04年度実績比で約2割増の400万

のは初めて。

対応する。（日刊工業 8/9）

台へ拡大する。小型車を投入する米国

■トヨタ紡織

■トヨタ・ダイハツ

と中国市場が牽引するほか，国内も1割

南アにシート・ドアトリム生産会社

インドで共同生産

程度増える。米ゼネラル・モーターズ

トヨタ紡織と豊田通商は合弁で，南

トヨタ自動車は子会社のダイハツ工

（GM ）など上位欧米メーカーの伸びが

アフリカに自動車用シート，ドアトリ

業と共同でインドに小型乗用車の新工

鈍る一方，ホンダと並ぶ日産自動車，韓

ムを生産するトヨタ紡織南アフリカを

場を建設，07 年にも年間 10 万台規模で

国・現代自動車は高成長が続く見通し

設立する。トヨタ紡織は，世界 4 極（北

生産を始める。ロシア工場も同年の稼

で，シェア競争は一段と激化の様相を

中南米，中国，アセアン，欧州）でグロー

働を予定しており，ブラジルや中国と

強めそうだ。
（日経 7/17）

バルな展開を進めており，その一環と

合わせ，成長著しい新興市場国「BRICs」

■三菱自動車

して，アフリカ地域で初めての生産会

4ヵ国で拠点整備を急ぐ一環。

来春の新型軽から車室内 VOC低減

社を設立した。

■トヨタ

三菱自動車は，来春発売する新型軽

■河西工業

05年の世界生産台数16万台上積み

自動車 i（アイ） から，車室内の VOC

トヨタ向けに内装部品の新工場

トヨタ自動車は 05 年 1 〜 12 月の世界

（揮発性有機化合物）を，厚生労働省が

生産台数（ダイハツ，日野自動車含む）

定めた 13 物質の室内濃度の指針値以下

車部品メーカーの河西工業は，トヨタ

を当初計画より 16 万台積み増し，前年

に低減することとした。

自動車グループ向けに内装樹脂部品を

比10%増の828万台にする。米国やアジ

■ TOTO

生産する新工場を岩手県花巻市に新設

アでの好調を受け，海外生産と輸出を

シックハウス原因物質を壁紙が分解

する。総投資額は約 20 億円。日産が出

上方修正する。

TOTO はシックハウス症候群の原因

日産自動車を主力取引先とする自動
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のひとつとされるホルムアルデヒドな

■メディカルショージャパン 2005

5 月 26 〜 28 日，パシフィコ横浜で開催

どの VOC（揮発性有機化合物）を吸着，

ホギ，川本産業などが出展

され，医療機器・医療システム・病院

分解する壁紙を開発した。光触媒を壁

第 80回「日本医科器械学会大会」併

設備などが展示された。医療用不織布

紙の表面に塗り，光が当たると吸着し

設の機器展示会「メディカルショー

製品ではホギメディカルや川本産業

た VOC を分解する。（日経産業 7/20）

ジャパン& ビジネスエキスポ2005」が

などが出展した。

■阿波製紙

国内外で大幅増産
自動車用ろ紙など機能紙製造の阿波
製紙は，国内外で大幅増産に踏み切る。
阿南工場（徳島県阿南市）とタイ工場
（プラチンプリ県）に総額約26億円かけ
て新型抄紙機を導入，生産能力を2倍に
引き上げる。（日経産業 7/19）

ホギメディカルの展示

川本産業の展示

■花王

新開発ナプキン表面材の効果実証

業所の再編を行う。

人 事・ 移 転・ 変 更

■日本バイリーン

ごせる研究」を進めており，その成果と

■日本化学繊維協会

不織布製品加工の子会社を統合

して，このたび生理時の不快要因を解

新会長に榊原東レ社長

日本バイリーンは，東京工場内で不

明し，さらに新開発の生理用ナプキン

日本化学繊維協会では，津村準二会

織布製品の加工事業を行う連結子会社

表面材「超吸収エフファイバー」
（新不

長（東洋紡会長）に代わり，東レの榊原

の東京加工技研を 10 月 1 日付けで吸収

織布）の肌環境の改善効果を実証した。

定征社長が新会長に就任した。副会長

合併し，東京工場の一部署として一体

には旭化成の蛭田史郎社長が就いた。

運営する。

花王は，
「女性が生理期間を快適に過

■住江織物

VOC 分解する自動車内装材開発

■倉敷繊維加工

■ダイワボウレーヨン

住江織物は，シックハウス症候群の

山田社長が顧問に

本社を移転

原因とされるホルムアルデヒドなどの

倉敷繊維加工の社長で日本不織布協

ダイワボウレーヨンは，8 月 1 日付け

VOC （揮発性有機化合物）を吸着・分

会の前々会長を務めた山田忠美氏が同

解する自動車用内装材を開発した。光

社顧問に就任した。なお後任の社長に

触媒を利用し，分解できる VOC の種類

は，則永正好専務取締役が昇格した。

を増やした。車内の厳しい使用環境に

■ホギメディカル

も耐え，効果が 10 年以上もつという。

新社長に保木潤一専務が昇格

（日経産業 8/4）

が社長兼最高執行責任者（COO）に昇格

塗装ラインの有害ガスを削減

した。保木将夫社長兼最高経営責任者
（CEO）は，会長兼 CEO になる。

VOC排出量を04年度比で約25%削減す

■クラレ

る。一部工程に VOC 発生量の少ない水

倉敷事業所を再編

性塗料の設備を導入するほか，車体へ

クラレは倉敷事業所の再編を決定し

の塗着効率が高い塗装ロボットに全面

た。同社では新事業創出を経営の最重

的に切り替え塗料使用量を減らすこと

要課題の一つに掲げ，本年4月には新事

で実現する。

業企画本部と研究開発本部を組織的に

来春の国内規制導入を控え，大気汚

一体化した新事業開発本部を発足させ

染防止に 力を入れる姿勢を鮮明にす

るなど，研究開発体制の整備・強化を

る。（日経 8/15）

図ってきたが，その一環として倉敷事
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〈移転先〉
〒 541-0054 大阪市中央区南本町 1-814 堺筋本町ビル 11 階
TEL06-6265-8022（代）FAX06-6265-8105

ホギメディカルでは，保木潤一専務

■日産車体

日産車体は 07 年度に塗装ラインでの

で本社を下記に移転した。

＜お詫びと訂正＞
弊誌前号 Vol.16 No.1 の 35 頁に掲載した
高安㈱の記事中に，不正確な表現がありま
したので，下記の通り訂正いたします。ご
迷惑をお掛けした関係の皆様には，お詫び
を申し上げます（編集部）。
〔訂正部分〕
① 35 頁左段 30 行目から32 行目までを以
下の通りに。
「ボトルからの再生綿は東レグループ経
由で流通し，エコマークを取得している。」
② 同頁中段11 行目から17行目までを以
下の通りに。
「原因は中国の樹脂の買い付けによる価
格の高騰によるものである。そのため，協
会の機能が弱められてしまう。また」
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