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日本バイリーンの自動車用不織布は2 8 年の歴史を有

する。人工セーム皮のワイピングクロス“ビレダ”から

始まり，ニーパンおよびタフトのフロアマットから天井

材ヘ，さらにドアパネル，シート材へと開発が進められ

ている。自動車メーカーの海外進出に伴い，現地生産で

対応してきたのも同社ならではの機動力だ。さる9月に

はフロイデンベルグ社と共同でアメリカで不織布天井材

の生産を開始すると発表して業界を驚かせた。自動車向

け不織布資材とともに歩んでこられた中山浩夫取締役自

動車資材営業本部長に，同社の不織布内装材の辿ってき

た道のりと今後の世界戦略についてお伺いした。

　　自動車営業部は“ビレダ”からスタート

日本バイリーンの自動車用不織布資材は，独カール・

フロイデンベルグから1968年（昭和43年）に技術導入し，

生活用品向けに販売した人工セーム皮のワイピングクロ

ス“ビレダ”からスタートした。ヨーロッパではセーム

皮を皿拭きに使用する伝統があるため，それを模してつ

くられた商品だったが，わが国にはふきんを使う習慣が

あったため売れなかった。そこでビレダを自動車向けに

販売しようとしたことが自動車営業部の発足に繋がっ

た。

現在ではドイツから輸入されたビレダが，トヨタをは

じめ各自動車メーカーから純正品として売られているほ

か，ガソリンスタンドルートを通じて消費者に届けられ

ている。

自動車営業部がビレダの次に展開したのがフロア

マットで，同社はこの分野でも先駆的な役割を果たして

きた。

日本バイリーンは昔からインテリア営業部でオフィ

スや展示場向けにニードルパンチカーペットを販売して

いたが，自動車営業部はこれを車に利用しようと考え

た。フロアマットが普及している自動車先進国からサン

プルを取り寄せたりして研究を重ねた結果，広島化成と

リスクをもった進出が
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提携してニーパンに塩ビを貼りつけたカーペットマット

を73年に売りだしたのが，同社のマットビジネスの始ま

りとなった。

フロアマットの素材は塩ビから始まりニーパン，タフ

トへと変遷してきたが，現在では塩ビは姿を消し，ニー

パンを使用しているのも大衆車の一部とトラックくらい

で，タフトカーペットでほとんどが占められるように

なっている。

カーペットタイプフロアマットを日本で最初に純正

採用したのはトヨタである。モータリゼーションが進展

し，アクセサリーなど付加価値を追及したデラックス

カーやラグジャリーカーと呼ばれる車に人気が集まった

ことも，フロアマットの普及に一役買った。

オプショナルマット（タフトカーペット）への進出は

ニーパンマットの発売から2 年後の7 5 年になる。西川

ローズや広島化成，早川ゴムと技術提携をして製造を開

始，その提携は現在まで25年間続いており，トヨタをは

じめ三菱，マツダ，ベンツジャパン，フォルクスワーゲ

ンジャパン，オペルなど内外の自動車メーカーに採用さ

れている。

日本バイリーンのフロアマット事業はニーパンから

スタートしたが，現在では不織布ではないタフトカー

ペットを使ったオプショナルマットが主流になってい

る。同社がタフトカーペットを扱っている理由がこの間

の経緯から説明できる。

「ビレダからスタートして，73 年のオイルショックも

乗り越え，77年ころにはオプショナルマットも成功を納

めた。しかしマットも国内では限界があると考え，海外

への進出を考えた」と中山取締役は次のステップへと進

んだ。

　　オプショナルマットの現地生産を開始

日本の自動車メーカーとして初めて，日産が73年にア

メリカに進出，ホンダ，トヨタもそれに続いた。自動車

メーカーの海外進出の理由は，①円高，②貿易不均衡是

正の政治的圧力，③輸出台数の自主規制などが考えられ

る。

部品メーカーも自動車メーカーに追随して次々と海

を渡った。日本バイリーンの海外進出は77年，アメリカ

に貿易会社“VIAM  CORPORATION”（バイアム・コー

ポレーション）を設立したことに始まる。この現地法人

は日本からオプショナルマットを輸入し，主にトヨタア

メリカに販売していたが，円高が進行し採算が悪くなっ

たため，83年には“VIAM  MFG”（バイアム・マニファ

クチュアリング）を設立，現地生産を開始した。中山取

締役はVIAM  MFGの社長を歴任するなど，通算13年間

をアメリカで過ごしている。

VIAM  MFGは 87年から日本にオプショナルマットの

輸出を開始，最初に採用されたのはトヨタのクレスタ

だった。これは同社のマット事業のグローバリゼーショ

ン化の重要な出来事として位置づけられる。

VIAM  MFGは現在，オプショナルマットを年間12～

15億円ほど日本に輸出している。またアメリカ国内でも

アメリカトヨタをはじめアメリカマツダ，GM などに同

額程度の販売実績がある。

日本バイリーンはまたタイにもマット工場をもって

いる。これは日本バイリーンと麻製造国内最大手の日本

製麻および現地資本の3社により89年に設立された。生

産量の半分をタイに進出している日系自動車メーカーに

販売，残り半分を日本に輸出している。

ちなみに日本バイリーンの関連会社，日本ルトラビル

のスパンボンドはその成型性の良さから，オプショナル

マットのカーペット基布に圧倒的に多く採用されてい

る。

　　不織布天井材への進出

オプショナルマットによる日本バイリーンのアメリ

カへの進出は，内装材メーカーの勇気ある決断として自

動車メーカーからも評価された。しかしタフトカーペッ

トは本業の不織布製品ではなかった。そこで不織布メー

カーとしての真価を発揮すべく，日本バイリーンは不織

布天井材の開発に取り組んだのである。

そして81年，同社が開発した不織布天井材が初めて三

菱自動車に採用された。これは日本の自動車の歴史ばか

りか，不織布産業にとっても画期的な出来事である。

その後，プリントやエンボス加工の意匠も加わり，国

オプショナルマット
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内で不織布天井材の採用は増え続け，現在では日本車全

体の65%が採用，そのうちの半分を日本バイリーンが供

給し，国内トップの地位を獲得している。

最近の天井材の状況について中山取締役は，「バブル

後とくにここ2，3年はコストダウンの要請が厳しい」と

いう。

自動車メーカーが内装材メーカーなどにコストダウ

ンを要請する第一の理由は，円高のため輸出向け自動車

の価格競争力が落ちたことにある。メーカーは円高対策

として現地での生産を進めている。しかし一方で，国内

の自動車産業を空洞化させないために，いまなお年間

300～ 400万台が輸出されている。

第二の理由は輸入車が国内乗用車のシェアの10%も占

めるという，日本の自動車産業が予想もしなかった事態

が生じていることだ。これはひとつには円高により外国

車の価格が下がったためだが，人気のあるドイツ車ばか

りか高をくくっていたフォードやGMなどのアメリカ車

も売れており，国内メーカーは輸入車対策も必要となっ

ている。

内装材そのものを安価な素材に変えようとする動き

も見られる。日本車は優れた品質と仕上げの良さで外国

で高い評価を得てきたが，外国車と対抗するためには行

き過ぎた品質をある程度見直しても許容されるのではな

いか，というのだ。

例えば目付けを落とすということが天井材だけでな

くシート地などにも出てきている。

「輸出競争力強化と，輸入車という外圧に対抗するた

め，日本のメーカーはコストダウンを余儀なくされてい

る。わが社もその要請に応えられるよう努力している」

と中山取締役は話す。

　　ドアパネルにも不織布を採用

日本バイリーンはこれまで不織布が内装材として使

われてこなかった部分にも，不織布が採用されるよう自

動車メーカーと共同開発を続けている。ドアパネルがそ

の好例で，数社の自動車メーカーとともに研究を続けて

きたが，ついにある自動車メーカーにより不織布がドア

パネルに採用された。

開発にあたってメーカーから与えられた課題は「限り

なくファブリックに近く，成型性の良い不織布」という

ものだった。最終的にメーカーが提示した耐摩耗性，水

濡れ，成型性などのスペックはすべて満足したが，最後

に車に合った“顔”をしているかが重要な要素になった。

ドアパネルへの不織布の採用はこれまでファブリッ

クが使われていた部分に不織布を採用するという，単な

る素材の変更だけではない画期的なことだ。というのは

ドアパネルは車にとって重要なインテリアであるだけで

なく，車内の一体感と広さを感じさせるために座席シー

トの友切れを使うのが一般的だからだ。

「不織布ドアパネルは成型性が良く，質感があり安さ

を感じさせない。今後不織布内装材のひとつのテーマに

なる」と中山取締役は期待する。

さらに日本バイリーンの研究所では不織布シートの

研究もしている。強度，通気性，プリント発色などに優

れる不織布の特長を利用すればおもしろい内装材ができ

ると考えている。「シートは座り心地のほか，立ち上がっ

たときシワが寄らないなど，他にない機能が求められる

が，将来不織布シートを採用する車がでてくるだろう」

（同）と予想する。

このほかジャケットなどをトランクに入れても汚れ

ないようにするためトランクサイドへの不織布採用も増

えている。中が覗ける車内は盗難の恐れがあるため，ト

ランクに貴重品を保管するような使い方に対応したもの

だ。

日本バイリーンの自動車資材の生産量は年間約1,200

万㎡。そのうちの約600万㎡を天井材が占める。残りはエ

アフィルタ，パッケージトレイ，ワゴンの荷室シート，ド

アサイドなどである。会社全体で生産する不織布が約 2

億㎡だから，自動車資材はまだ6%に過ぎず，その可能性

は大きいといえる。

　　フロイデンベルグと共同で米に進出

さる9月3日付けの新聞各紙に，日本バイリーンがフロ

イデンベルグと共同でアメリカで不織布内装材の生産を

不織布天井材



Vol. 7  No. 4 19

始めると報道された。この進出は日本バイリーンがイニ

シアチブをとりフロイデンベルグと2 年間にわたり交渉

した結果実現したもので，同事業を強力に推し進めたの

が自動車資材営業部である。この海外進出を理解するた

めにはアメリカの自動車内装材の現状を知ることが不可

欠だ。

アメリカでは日系のメーカーも含めて年間約1,300 万

台の車が生産されているが，その9 9 % の天井材にトリ

コットが使われており，不織布天井材の市場はほとんど

形成されていない。

新会社が生産を始める不織布天井材がこのトリコッ

ト全盛の市場に果たして入り込めるのか，という疑問の

声はフロイデンベルグはもちろん，日本バイリーン内部

からもあがった。「売れるのか，儲かるのか。失敗したと

きの損失はどれくらいになり，それはカバーできるの

か」等々。

担当の中山取締役は「時の流れは現地生産の増加，コ

ストダウンに向かっている。このなかでわが社は何をす

ればいいのか。マットの理屈，つまり海外進出を天井材

でも追いかければマーケットはある。3 年我慢すればな

んとかなる」と周囲を説得した。

一方のフロイデンベルグ側にも北米進出に期待する

事情があった。同社の衣料用芯地“ペロン”は北米で42

年の歴史をもつトップブランドだが，縫製メーカーが人

件費の安いアジアや南米などに去り，縫製産業の空洞化

が進んでいた。また他の不織布メーカーが参入して競争

が激しくなり，工業資材を北米で展開することに意欲を

見せ，「リスクだと思うがやってみよう」と最終的には

ゴーサインを出した。

　　不織布天井材2つの優位性

トリコットも不織布と同じく成型加工されているか

ら，自動車製造ライン上のアセンブル時間の短縮が，不

織布天井材導入の動機づけにはならない。それでもアメ

リカで不織布天井材の採用が進むと考えられるのは，

「トリコット天井材には，現状に適さない2つの問題点が

あるからだ」と中山取締役は指摘する。

第一の問題はトリコットが環境問題から考えてリサ

イクルに適さない素材であるということ。

トリコット天井材の接着にはウレタンフォームやグ

ラスウールが使用されており，これらはリサイクルがで

きない素材だ。一方，不織布天井材はポリエステル100%

で，基材には段ボールや再生不織布，屑綿を固めた素材

などが使用できリサイクルが可能である。

アメリカの環境保護政策はヨーロッパに比べて遅れ

ているといわれるが，自動車が環境破壊の大きな元凶で

あることはアメリカ人にも分かっており，PETボトルや

ニッケル／アルミニウムバッテリーのリサイクル化の研

究も大学や研究機関で進められている。

アメリカ社会の特長は法制化により一挙に物事が進

展することで，その好例を自動車の排ガス規制「マス

キー法」とカリフォルニア州の「ZEV（ゼロ・エミッショ

ン・ビークル）規制」に見ることができる。

ZEV 規制とは2003 年以降，カリフォルニア州で年間

35,000台以上の車を販売するメーカーに対し，販売台数

の10%を電気自動車にすることを義務づけた州法。

日本の自動車メーカーが電気自動車の開発を積極的

に進めているのは，ひとつにはカリフォルニア州の先進

的な法律への対応でもある。「ゆくゆくはアメリカで自

動車内装材のリサイクル化が法律により義務づけられる

のではないか」と中山取締役は考えている。

第二点はアメリカでの人気車種の変化である。日本で

もすでに乗用車の32%がRV車になっているが，アメリ

カでも日本のRV車ブームと同様，四駆やSPV（スポーツ

ユーティリティビークル）と呼ばれる多目的車の比率が

高まっており，とくにミニバンの増加が著しい。セダン

からミニバンに移行する人が増えているだけでなく，セ

9月3日付けの日刊工業新聞
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カンドカーとしてミニバンを買う家庭が増加している。

一家に一台が普通の日本と異なる車社会，アメリカの特

長である。

なぜミニバンの普及が不織布天井材に有利なのかは

その製造技術と関連してくる。ミニバンはセダンと比べ

て天井が大きく，当然大きな面積の天井材が必要とな

る。

不織布はどこをとっても一定の品質が保てる安定性

があり，またワンボックス（箱型）といわれるように，天

井材に深絞りの成型が必要なことも不織布に有利な点で

ある。

　　NAFTA圏に600万㎡の天井材供給も

不織布天井材の市場がアメリカで形成されていない

段階で日本バイリーンが工場進出に踏み切ったのは，潜

在需要家による立会検査への対応を考えてのことでもあ

る。日本の工場で生産した不織布天井材を見せて，これ

と同じ商品をつくりますといっても通用しない。実際に

現地の工場で生産した商品を確かめてもらう必要があ

る。

NAFTA3国（アメリカ，カナダ，メキシコ）では現在

年間1 , 2 0 0 万台の車が生産されているが，将来的には

1,700万台が見込まれている。日系自動車メーカーは現在

そのうち250万～300万台を生産しているが，300万～350

万台をNAFTA域内で生産しようとしている。この量はト

ヨタが日本で生産する台数とほぼ同じである。言い換え

ればトヨタが日本からそっくりなくなってしまうことを

意味し，それが日本経済に及ぼす影響は図り知れない。

乗用車の天井材面積が1.8～2.0㎡であるのに対し，ミ

ニバンのそれは3 . 5 ～ 4 . 0 ㎡と大きいことも魅力だ。

NAFTA圏の将来の生産台数1,700万台のうちの10%がミ

ニバンになったと仮定すると，天井材に使用される量は

600万㎡を越す。

アメリカの自動車メーカーが一度不織布天井材の採

用に動いたらその量は日本の比ではない。日本バイリー

ンが国内で2 0 年近くかかって築き上げた量を数年で達

成することも夢ではないのである。

不織布天井材の普及を予感させるもうひとつの動き

がある。ニューハンプシャー州にある自動車向けニーパ

ンのトップメーカー，FOSS（フォス）の対応だ。同社は

アメリカで不織布天井材を生産している唯一のメーカー

だが，今度の日本バイリーンの進出を見て不織布天井材

に携わっている研究・営業スタッフを7人から37人に増

やした。FOSS の技術部長がオートモーティブセミナー

で，「不織布資材の現状と将来」というテーマで講演をし

ていることからも，その本格的な取組みが窺われる。

競争のないところに進歩がないの喩え通り，アメリカ

では不織布天井材をFOSS だけしか手掛けていなかった

ため良い製品ができず評価も低かった。しかしこの分野

に2社揃ったのを見て，GMやフォードが不織布天井材の

研究チームをつくったことからも，その将来性を感じさ

せる。

「アメリカでは経営者が赤字を出せばすぐにクビにな

る。こうした風土では売れるモノはそのまま売っていこ

う，余計なことをしてリスクを負いたくないと考える傾

向が強い。トリコット天井材が広く採用されている現状

では，いますぐに不織布天井材に置き替わっていくのは

難しいだろうが，普及してゆく可能性は十分ある。

しかしそうなってから参入していては遅い。進出時期

を見きわめるのは難しいが，なるだろうという予測での

参入が機先を制することになる。リサイクル化の進展と

ミニバンの増加が不織布天井材の採用を拡げるというの

は一種の賭けではあるが，成算のある賭けであって闇雲

の賭けではない」と中山取締役はアメリカへの今回の進

出に確固たる自信を示すのである。

バイアム・マニファクチュアリング
（カリフォルニア）


