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海外情報

■米国

紙おむつの評価を発表

米国の消費者保護出版物，コン

シューマー・レポート誌によれば，消費

者はブランドの紙おむつを買わずにプ

ライベートレーベルの紙おむつを購入

することで，年間200ドル程度節約でき

るという。

紙おむつは漏れを防ぎ，乳幼児の肌

をドライに保つなど，その性能は予想

以上に改善されている。高級ブランド

紙おむつはコンシューマー・レポート

誌の行ったすべてのテストで最良の結

果を出した。

しかも，もっとも性能の劣っていた

紙おむつでさえ，わずか2.4%の漏れを

示しただけで，肌が湿ったと感じたも

のは3.5%に留まった。

同誌は，まずストアブランドで性能

の高い製品を最初に試してみることを

薦めている。プライベートレーベルの

紙おむつは1個あたり20セントである

のに対し，高級ブランドの製品は30セ

ントであった。

同誌はトレーニングパンツについて

は，紙おむつは安い製品でも十分に機

能を果たしていると結論づけた。また，

トレーニングパンツは肌をドライに保

ちすぎるため，幼児がトイレに行かな

くなるので，使用しない方が賢明だと

している。

同誌は漏れ防止，ドライ感，フィッ

ト・締め付け感の項目に分けて，ブラン

ド製品にランク付けを行った。

1 位はプロクター＆ギャンブル社の

パンパース・カスタム・フィット・ク

ルーザーズ，2位はキンバリー-クラー

ク社のハギーズ・サプリームであった

と発表している。

■N・Rスパンテック・インダストリー

ズ社（米国）

スパンレースライン新設を計画

イスラエルのスパンレースメー

カー，N・Rスパンテック・インダスト

リーズ社は，米国でスパンレースライ

ンの新設を計画していると発表した。

計画の詳細は4 月にフロリダで行われ

た IDEA トレードショー＆コンファレ

ンスで発表した。

同社は2003年 1月，米国工場の新設

計画を発表したが，それ以後，計画を延

期していた。スパンテック社は，4月に

コネチカット州に米国子会社スパン

テック・インダストリーズ社を設立。

同社は現在，米国での工場拡張を発

表したスパンレースメーカー4 社の中

で，最初に計画を実行する企業となる

見込み。

米国では，グリーン・ベイ・ノンウー

ヴンズ社が水流絡合ラインの増設を発

表しているが，この計画は実施されて

いない。また，イタリアのオーランディ

社やフランスのヤコブ・ホーム・インダ

ストリーズ社がアメリカでの事業を模

索中である。

さらに，02年4月にはBBAファイバー

ウェブ社がスパンレースラインの増設

を明らかにした。

■ハイジニテック社（米国）

ワイパー第４加工ラインを増設

ワイパー加工メーカー，ハイジニ

テック社は，500万ドルを投じ，ほぼ倍

の広さに拡張した工場に第4 ラインを

新設する。

同社は，ネバダ州で開催されたヴィ

ジョン2004コンシューマー・プロダク

ツ・コンファレンスの席上で，5月をメ

ドに2,700㎡拡張し，ペーパー・コンバー

ティング・マシーン（PCMC）社製ク

リッパー・ラインを新設すると発表し

た。

新ラインは4台目のPCMC社製ライ

ンで巻き戻し，湿潤，折りたたみ，リボ

ンフォーム，断裁を行い，毎分300個ま

で加工することができる。包装個数は

10から120シートの範囲。

同社は生産設備の拡張に伴い，従業

員を04年末までに53人から100人に増

員し，4月までに週7日稼働態勢をとる

計画である。

一方，同社は8月から3万6,000平方

フィートのグリーンベイ工場での生産

を開始した。同社は米国食品医薬品局

（FDA），環境保護局認可の製造ライセ

ンスを保有しており，ワイパー加工だ

けでなく，ブランド/プライベートレー

ベル顧客向けのプラスチック包装箱の

製造も行っている。

■キンバリークラーク社（米国）

10年間に2～3億ドルで工場拡張

キンバリー-クラーク（K-C）社は，今

後10年間で2～3億ドルを投じ，サウス

カロライナ州の紙おむつ，ティシュ，

ウェット・ワイパー工場を拡張する。

同社は現在，工場拡張に備えて，固定

資産税の減税を求め，エーケン郡と交

渉中である。要請を受けた同郡は，新プ

ロジェクトの年間資産評価額比率を

10.5%から4%に引き下げ，ドル当たり

ミル数（課税率）を194.9ミル（1ミル

＝1/1000 ドル）で固定することを決定

した。

�計画通り工場が拡張されると，従業

員数は1,000名強から1,200名強に増員

される。K-C社は，すでに同工場に5,000

万ドルの資本投下を行っているが，従

44



Vol. 15   No.  1 45

NEWS OVERSEASNEWS   OVERSEAS

業員の高度な技術・生産性・貢献度，

エーケン郡全体の良好な事業環境を考

慮し，新たな拡張計画の実施を決めた。

なお，エーケン郡によれば，同社は96

年の工場拡張工事に2,300万ドル以上を

投資し，150名を新規雇用している。

■オルランディ社（米国）

米国にスパンレース工場建設

イタリアのスパンレースメーカー，

オルランディ社は，米国に新工場を建

設し，3.2 m幅のスパンレースラインを

新設すると発表した。

詳細は不明だが，新工場は05年夏に

開始する予定。また，水流絡合ライン

メーカー，フレッスナー社とリエタ・

パーフォジェット社によれば，未だに

オルランディ社からの発注はないとし

ている。

これによりオルランディ社は，米国

でのスパンレースラインの建設を決め

た2 社目の海外水流絡合不織布メー

カーとなる。04年2月，イスラエルのN・

R スパンテック・インダストリーズ社

は，1年前から米国子会社の設立を決め

ていたことを明らかにしている。同社

は事業資金調達のため，株式を売却す

る計画である。

また，フランスのヤコブ・ホルム社も

米国にスパンレースラインを新設する

計画だが，まだ実施の決定には至って

いない。さらに，グリーン・ベイ・ノン

ウーヴンズ社は02年に第2スパンレー

スラインの新設計画を発表したが，未

だに新設されていない。

6 月にオルランディ社は海外の新工

場に第5水流絡合ラインを新設する。同

ラインは04年夏稼働開始予定である。

■ BP社（米国）

ニーパン含む織物・繊維部門売却

英国の石油製品大手BP社は，3年前

に断念した織物・繊維部門の売却に向

けて再び動き出す。同社織物・繊維部門

は，織物・不織布製第1/第2ポリプロピ

レン・カーペット・バッキング，家具・

ベッド用ポリプロピレン不織布，織物・

不織布製ジオテキスタイルの大手メー

カー。

同部門は03年収益が5億ドルを超え，

世界中で4,000人以上の従業員を雇用し

ている。9工場のうち，ジョージア州と

サウスカロライナ州の2 工場はニード

ルパンチ不織布を生産している。

ジオテキスタイル製品は事業の不織

布製品ラインの売上を牽引している。

同社では不織布の資産については明ら

かにしていないが，同部門は15のニー

ドルパンチラインを所有し，年間生産

能力は1万6,000tである。

今回の織物・繊維事業の売却は石油

化学事業のための2 大戦略の一環。ま

た，同社はリニア・アルファ・オレフィ

ン，ポリ・アルファ・オレフィンの特殊

事業の売却も検討している。

■ファイバーマーク社（米国）

米国事業の破産保護申請

フィルターメディア・特殊紙生産

メーカー，ファイバーマーク社は，年間

損失の倍増と長期債務の増加により，

米国事業の破産保護を申請した。

同社はバーモント州破産審査裁判所

に連邦破産法の適用を申請し，事業を

継続するために3,000 万ドルの融資を

バーモント州のGEコマーシャル・ファ

イナンスに求めた。同社は，低迷する経

済と主要市場の長期にわたる不景気に

より，好調だったドイツと英国の事業

に悪影響が及んだとしている。

ファイバーマーク社は，03年第4四半

期に230万ドルの純損失を計上し，純売

上高は前年同期比で9,730 万ドルから

9,490万ドルに減少していた。通貨の影

響を除外した米国とドイツの事業の売

上はそれぞれ10.0%減，11.5%減であっ

た。03年の同社損失額は1億1,920万ド

ルを計上し，前年の損失5,400万ドルか

ら倍増した。

一方，売上は3億9,720万ドルから3

億9,740万ドルと若干増加したが，03年

のドイツの売上はほぼ横ばいで，米国

の売上は12.2%低下した。同社の03年

の長期債務額は4 億 290 万ドルであっ

た。

■ヤコブ・ホルム・インダストリーズ社

（米国）

米国に水流絡合ラインを建設

欧州のヤコブ・ホルム・インダスト

リーズ社は，米国に水流絡合ラインを

建設すると発表した。新ラインは4.5m

幅で，年間生産能力は約1万5,000t。設

備建設は05年夏に完了の予定。

高度な均質性，優れたエンボス加工

技術，多種原材料への対応性，処理後オ

プションの多様性といった製品特性を

売りに，米国市場に進出する。

新設備は，革新的でコスト効率に優

れたスパンレース製品を求める北米市

場の需要に応え，配送時間を縮小し，広

範な製品開発能力を持つ同社へのアク

セスを容易にするのが目的。

新ラインはヤコブ社にとって北米初

のラインとなり，世界全体では4機目と

なる。同社はフランスで2ライン，ドイ

ツで1ラインを操業し，ここ数年間米国

市場へスパンレースを輸出していた。

なお，同社はデンマークのヤコブ・ホ

ルム＆ソナー・グループが所有し，不織

布部門の従業員数は252名。03年の売上

は8,000万ユーロ。

■ポリマー・グループ（米国）

４億7,500万ドルの債務借り換え

ポリマー・グループは，4億7,500万

ドルの債務借り換えの契約を受け，貸

付期間の延長とコスト削減を行う。こ

の借換えにより，同社は，年間2,000万

ドルを超える利子の支払削減を達成

し，年間割賦金支払い額も3,000万ドル

から300万ドルに激減する。

この取引で，主要投資会社，マトリン

パターソン社は4,100万ドルの劣後株を
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優先株に転換する。

同社によれば，これは03年に開始し

た安定化プロセスの重要な最終段階で

あり，この取引が完了すると，今後，同

社は将来の成長に向けて注力できる。

この借換えで，同社は09年満期5,000

万ドルのリヴォルヴィング貸付枠，1 0

年満期3億ドルの優先ローン，11年満期

1億2,500万ドルの劣後ローンを利用で

きる。

スタンダード＆プアーズ（S&P）社の

分析によれば，これらの融資は，06年12

月満期の銀行融資の未払分返済にあて

られる。S&P社はポリマー・グループに

B+の信用格付けを付与し，見通しは安

定していると評価している。

■サウラー社（スイス）

デンマーク社を買収

スイスのテキスタイル機器メー

カー，サウラー社はデンマークのエア

レイド設備メーカー，M&Jファイバー

テック社の買収を発表した。

サウラー社のドイツ子会社ノイマグ

社によれば，エアレイドは各種製品の

組合せ販売により復調のきざしが見込

まれる，非常に先行きの明るい分野で

あり，同社スパンボンドと組合せるこ

とで，製品ライン，サービスの拡充が可

能としている。

ノイマグ社は，02年米国のスパンボ

ンド設備メーカー，エーソン・エンジニ

アリング社を買収しており，2種類以上

の技術を一度に提供できるサプライ

ヤーに期待が集まっている。

自ら紡績，加工糸，撚糸，刺繍機器の

世界大手メーカーと位置付けているサ

ウラー社は，M&J社の買収を4～5ヵ月

以内に完了する予定である。

M&J社はバイコンポーネント・エア

レイドにスパンボンドを組み合わせた

マルチボンド・ラインを販売し，ナプキ

ン吸収体生産ラインを4 ライン納入の

実績がある。

■セリ・ノンウーヴンズ社（イタリア）

エアレイド機器事業を開始

イタリアのワインダー・スリッター

設備メーカー，セリ・ノンウーヴンズ社

は，エアレイド機器事業に乗り出す。同

社はエアレイドの複合素材を生産する

「ウィングフォーマー」ラインの開発を

近々発表する計画である。

同社によれば，エアレイド単独ライ

ンの実用性には限界があるが，他技術

との組合せにより新たな実用性が獲得

できるという。

ウィングフォーマーラインは，安価

で吸収性のあるフラッフ・パルプをス

パンボンドやスパンレースのワイ

パー，サニタリー製品の吸収体に統合

できる設計となっている。

セリ社はエアレイドラインの製造は

初めてであるが，第二次世界大戦以降，

製紙機械一筋の機械メーカー。同社は，

新ラインの開発を3年前から開始し，パ

イロットラインをリエタ・パーフォ

ジェット・テクニカルセンターに設置

した。

新ラインに加えて，同社は第4四半期

に不織布の顧客に向けて，より高速の

スリッター・リワインダーを発表する

計画である。新マシンの運転速度は毎

分1,500mから2,000mに，サイクルタイ

ムは80秒から40秒に向上している。

■スヴェンスカ・セルローサ・アクティ

エボラゲット社（マレーシア）

ドライパーズ・アジア社を買収

スウェーデンの世界的サニタリー

メーカー，スヴェンスカ・セルローサ・

アクティエボラゲット（SCA）社は，マ

レーシアのベビー用・大人用紙おむつ

メーカー，ドライパーズ・アジア社を

8 , 7 0 0 万ドルで買収したことを発表し

た。

ドライパーズ社は，マレーシアの最

大手紙おむつメーカーで，マレーシア

で27%，シンガポールで32%の市場シェ

アを有し，タイやフィリピンでも製品

を販売している。

ドライパーズ社の03年度売上は7,500

万ドルで，フィリピンのフィリピンズ・

スター紙によれば，今年の収益は9,000

万ドルに上ると予想されていた。従業員

数は580名，紙おむつ生産能力は年間8

億個である。

SCA社は，フィリピンで大人用紙お

むつの生産統合を行っているが，今回

の買収により，フィリピンの女性用製

品市場に参入したい考え。ドライパー

ズ社の収益を含めると，同社のオース

トラリア・アジアでの売上高は2億7,100

万ドルになると予想される。
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■コグネックス

In-Sightビジョンセンサで新製品

コグネックスは，In-Sight 5100およ

びIn-Sight 5400ビジョンセンサの2つ

の新モデルを投入して In-Sight ビジョ

ンセンサファミリを拡張する。

価格で競合する他社製品の4倍の処

理能力と堅牢な工業設計を備えたこ

れらの新製品で，マシンビジョンの新

しい業界標準の確立をめざす。

いずれのモデルも IEC対衝撃 /振動

規格に準拠し，防塵防水保護等級IP67

（NEMA 6）規格をクリアしている。

問合せ先

コグネックス㈱ 東京本社　

〒113-6591 東京都文京区本駒込 2-

28-8 文京グリーンコート 23 階

TEL 03-5977-5400  FAX03-5977-5401


