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宇部日東化成㈱大阪支店
機能繊維事業部 機能繊維営業部長

浮 気  敬 之 氏

●特集Ⅱ/ 新規市場を創造する不織布開発商品･････････宇部日東化成

宇部日東化成は，新たに策定した3ヵ年ビジョンに基づき，機能性をもたせ

た差別化商品による新規事業への転換を推進している。その事業戦略を同社機

能繊維営業部長の浮気敬之氏にお聞きした。

差別化商品で新規事業への転換を推進

－新規・従来事業の比率を将来は50/50に－

チョップ事業で電子材料に期待

当社では2003 年の社長交替を機

に，従来の柔軟性をもたせた事業計

画を改め，5年，10年先といったより

遠くの未来を見据えた実効性のある

新たな3ヵ年ビジョンを策定した。

われわれ機能繊維事業部もその

ビジョンに基づき，新たな将来像を

想定して現在事業転換を進めている

ところだ。

将来的には新規・従来事業の比率

を50/50 にすることをめざしている

が，当面の目標として1/4ほどを新規

事業に切り替えたいと考えている。

機能繊維事業部の柱は新ビジョ

ンのもとで，素材の形体により以下

の4分野に集約できる。

すなわち，①ステープル，②フィ

ラメント，③チョップ，④モノフィラ

メントである。

以下にそれぞれの事業内容を簡

単に紹介する。

(1)ステープル

ステープルは，03年まで当部のメ

イン商品として，原着や複合繊維な

ど品種別に細かく分類し，それぞれ

独自に開発・営業活動を行っていた。

しかし，新ビジョンではそれらを

「ステープル」としてひと括りにし

た。マーケットの縮小がその背景に

ある。

PP原着繊維は主に，車両とインテ

リア用カーペットに使われてきた

が，車両用の国内販売は85年に約1

万tだったものが，03年には約250tに

まで激減した。また，インテリア用

も，同約5,700t から同2,200t と半分

以下にまで落ち込んでいる。

車両用がシュリンクした最大の

理由は，カーペット素材がポリエス

テル（PET）に移行したからである。

欧米の自動車メーカーは環境問題

（リサイクル）の面からPP原着を主

体繊維として採用しているものの，

日本の大手メーカーはコスト・加工

適正重視でP P 原着の採用に踏み切

ろうとしない。また，インテリア用途

もこれ以上の大幅な増加は見込めな

い状況にある。

こうしたP P 原着を取り巻く環境

変化のなかで，製造メーカー3社のう

ち1社が撤退。そしてこのほど当社も

PP原着繊維の生産を縮小し，05年度

にはすべてOEM 販売に移行する予

定である。

一方，複合繊維を取り巻くいまの

状況も決して楽観視できない。

紙おむつ表面材など衛生材料を

中心に採用されてきた複合繊維は，

85年の約1万tから98年の約37,000t

に至るまでほぼ右肩上りの成長を続

けてきた。

しかし99年から02年に至る期間，

その販売量は35,000t前後で推移，04

年には多少の持ち直しが見込まれて

いるが，03年には32,000tを割るとこ

ろにまで落ち込んでいる。

この原因は，PPスパンボンドの台

頭にある。高い性能が求められない

紙おむつ部位に，コスト優位性を活

かしたP P スパンボンドの転用が進

んだ結果である。これに韓国などか

らの輸入増も拍車をかけている。

今後もおそらく，同分野における

短繊維需要の減少傾向は続くと推測

される。さらに最近の原料価格の高

騰につれ，ますますその傾向が強

まっている。いまの数字が5年，10年

先まで維持できるかといえば，おそ

らく無理だと言わざるを得ない。

その対抗策としてわれわれは，コ

スト競争に巻き込まれない，機能性

が付与できる複合繊維に軸足を移し

ていく考えでいる。既存品の数量を

できる限り維持しつつ，数量が少な

くても機能を生かした品種数を増や

していくことで，コストと利益のバ

ランスをとっていきたい。

(2)フィラメント

オレフィン樹脂は，フィルターな

かでも液体濾過で，どの素材よりも

優れた性能を発揮する。その特長を

活かすため，当社は福島に関連の

カートリッジフィルターの製造会社

を設立し，加工にまで手を拡げた

フィルター事業を以前から展開して

いる。

このフィルター事業は，オレフィ
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ン素材を主体としながらも，プラス

αの機能（オイルレス・抗菌・木炭練

り込みなど）を採り入れる形での素

材展開を考えている。

(3)チョップ

われわれがもっとも期待をして

いる分野がチョップである。具体的

な事業展開としては，混和材と湿式

の2つを考えている。

混和材は，無機のセメントに有機

のポリマーを複合化することによ

り，セメント本来の機能に耐久性・密

着性といった高機能性を実現させる

ために用いられる。92年に約800tだっ

た市場規模が，03年には約1,400tにま

で拡大している。

もうひとつの湿式とは，紙のよう

に抄紙機で抄いてつくる湿式不織布

のことで，これも85年の約1,000tが

03年には約2,600tにまで大きく伸長

している。

湿式用途は今後，さらなる伸びが

期待できる。その最大の需要先であ

る電子材料が今後，大きな成長が見

込まれているからだ。

言い換えれば，成長が期待できる

電子材料分野にわれわれオレフィン

メーカーが参入するには，高強度や

耐薬品性など各種機能が付与できる

差別化したチョップを開発するしか

道がなかったのである。

われわれは電子材料のなかでも

とくに電池セパレータを最重視して

いる。現実に当社が開発した高強度

PP繊維“SIMTEX”が，ニッケル水

素電池のセパレータに採用された。

“SIMTEX”が採用された理由は，

その高強度・高弾性の特長が高く評

価されたからである。というのは，

セパレータは表面が凹凸した電極

に巻かれるため，強度が劣ると穴が

開いてショートに繋がる恐れがあ

るからだ。“SIMTEX”を同用途に用

いたところ優れた性能を発揮した

ことから，採用に繋がった経緯があ

る。

二次電池の用途は大きく車用と

民生用に分けられる。“SIMTEX”は

これまで主に民生用二次電池のセパ

レータとして供給してきた。しかし

今後は環境問題から，ハイブリッド

カーの普及が予想され車用の需要増

が期待できる。数年後“SIMTEX”が

電池セパレータとして使われている

二次電池の最大用途は自動車になる

可能性が高い。

“SIMTEX”のさらなる用途展開と

してわれわれは，耐薬品性や表面特

性を活かしたフィルター用途の展開

も考えている。表面の泡発生が少な

い消泡性技術を組み合わせることに

より高機能フィルターの製造が

“SIMTEX”で可能となる。

このほか，低融点で融着したり，

パルプと強固に接着するチョップな

どを顧客に提案して用途展開を進め

ているところである。

このようにチョップの市場展開

はますます拡大する見込みだ。その

ため当社では現在チョップの生産設

備の増強を行っている。

(4) モノフィラメント

以上のステープル，フィラメン

ト，チョップのPP繊維の3形体は，当

社の福島工場（郡山市）でつくられて

いる。残るモノフィラメント（漁網

ロープなど）関連は，かつて岐阜工場

（岐阜市）で製造していたが，03年度

に生産を全量，中国・無錫の子会社に

移管した。

そのため現在は中国の子会社か

ら製品を逆輸入し国内・海外に市場

展開している。ただし同製品はコス

トダウンを主眼とする事業展開なの

で，差別化は難しいと見ている。

超撥水繊維を本格展開

われわれ事業部は，糸自体の物

性，オレフィンの特性，表面油剤の機

能，練り込みなどさまざまな角度か

ら，次ページの一覧表にあるような

機能性繊維を開発している。ここで

はそのなかから，いくつかの製品に

絞って紹介する。

当社のポリオレフィン繊維は，単

一繊維と複合繊維の2 つに大別でき

る。

単一繊維は，当社にとって歴史の

長い製品であり，ポリプロピレン

100%素材である。単一繊維には原着

とナチュラルの2タイプあり，原着は

カーペットが主体であるが，ナチュ

ラルはフィルターやマスク，灰汁取

りシートなど，生活関連分野のさま

ざまな商品に使われている。

複合繊維には，PE（ポリエチレン）

とPPの鞘芯構造のHRタイプおよび

低融点PPとPPの鞘芯構造のPRタイ

プがあり，“UCファイバー”の製品

名で販売している。

“HR- ID”は抗菌タイプの複合繊

維。オレフィン系の複合繊維で抗菌

性を有する繊維は“HR-ID”が唯一で

ある。抗菌性と安全性を両立させ，刺

身など食品用トレーマットや果実包

装材などに使われている。さらに変

色がない特長が買われ今後さらに採

用が進むと見ている。

加熱脱油複合繊維“HR-LE”は，原

綿自体は親水性だが熱風融着法で不

織布に加工すると油剤がなくなり撥

写真 “PR-UK”でつくった高反発不織布

手を離すと
元に戻る
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水性を示す複合繊維。

従来，エレクトレット不織布は油

剤を洗浄除去していたが，“HR-LE”

を使用すれば洗浄工程を省くことが

できる。この特長が買われフィル

ター向けに採用された。

このように“HR-ID”はじめ“HR-

LE”は複数用途で市場が拡大してい

ることから，来年度には需要が急増

すると期待している。

“PR-UK”は，丸めても手を離せば

すぐ元に戻る，という高反発性の不

織布がつくれる複合繊維（前頁写

真）。用途としては高反発が求められ

る衣料用芯地や帽子のツバなどでの

検討が進んでいる。

従来，ポリエステル系不織布がこ

うした反発性を得意としていたが，

当社の工夫によりオレフィン系不織

布でもかなりの反発性を発揮できる

ようになった。

PETと比べ一般的なPPはへたりが

マイナスポイントで，そこをなんと

かしたい，という思いから開発した

のがこの製品である。

“HR-DN”は，自然分解繊維という

表現をしている。なぜ生分解と謳わ

ず，あえて自然分解としたかという

と，トウモロコシなど植物由来素材

でなくオレフィン樹脂をベースにし

てつくられているからである。

つまり常温下で微生物だけの作

用では何らの変化も生じないが，太

陽光や熱，微生物など自然からの影

響が加わって分解速度が早まる。

その特長はポリ乳酸に比べ，柔ら

かく加工性に優れ，比重が軽く，低価

格など。なかでももっとも大きな特

長は複合繊維であることで，成形用

もしくは他の生分解性素材のバイン

ダー繊維としても使える。もちろん

1 0 0 % 単体使用で最終的に分解性

シートとしても使えるから，ポリ乳

酸が使えないバインダー用途もター

ゲットになる。

触媒木炭とは，備長炭などに比

べ，小さな穴が多く開いているので

表面積が大きく，消臭効果などに優

れる。この触媒木炭を繊維に練り込

んだのが“触媒木炭添加繊維”であ

る。

消臭・抗菌・吸湿効果のほか，マ

イナスイオンや遠赤外線効果も期待

できるため，温熱マットへの展開を

検討している。

また，同繊維不織布は石鹸で泡立

てるときめ細かな泡が立つことから

洗顔石鹸の泡立て布など化粧分野も

狙いたい。さらに水浄化用途も考え

ている。同繊維はステープルにも

フィラメントにも展開できる。

“超撥水繊維”は，このほど特許を

出願し，生産体制も整ってきたので，

これから本格的な用途展開を進めて

いく。なお，同繊維の詳細について

は，当社担当者による本誌への寄稿

記事に譲るので，ここでは簡単な紹

介に留める。

これまでも撥水不織布と呼ばれ

る製品はあったが，同繊維を用いる

とそれらに比べてはるかに撥水性に

優れる不織布ができる。しかも既存

の不織布製造ラインで超撥水不織布

をつくることを可能にした。

以上，当社が新しく策定した3 ヵ

年ビジョンのもとで推進する事業転

換と，それを支える差別化商品を紹

介した。

製造メーカーである限り量の追

求はある程度は避けられないが，当

事業部ではその他の分野で差別化品

のウエイトを高めていく方針であ

る。また，人員の配置・育成でも技術

系スタッフを開発営業として前面に

出すなど新たな方向を打ち出してい

る。われわれ機能繊維事業部がこれ

から進める新規事業・製品にぜひご

期待頂きたい。
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