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1.  はじめに

わが国の経済活動が1970年代の高度成長期以来，急激

な発展を遂げてきたのは，いろいろな分野で大量生産に

よる大量消費型の市場が形成され，旺盛な購買力による

産業の成長があったことによるものである。

その結果，世の中にモノが大量にあふれ，使い捨てを

含めて使用されたモノが大量に廃棄され，その処分のた

めに埋立て，焼却などで対処してきた。しかし，ここに

来て埋立て処分場の不足，焼却場のダイオキシン発生な

どの種々の環境問題が一気に噴き出してきた。

このような環境問題は大気汚染・水質汚濁・土壌汚染

などの従来型の産業公害による国内環境問題だけでな

く，地球温暖化・オゾン層破壊などの生活関連や，森林

破壊・土壌の劣化・砂漠化などの自然生態系関連の地球

環境問題へと拡大し，昨年末，国際的な「地球温暖化防

止京都会議」が開かれたように，地球規模の問題として

大きくクローズアップされてきた。

このようななかで，環境問題への対応のひとつとし

て，公害を出さずに環境に配慮し，限りある資源を有効

に活用しようするリサイクルへの取組みが，当社におい

ても当面の大きな課題となってきており，今春，環境マ

ネジメントシステム ISO14001 の認証取得をめざしてい

る。

2.  不織布とリサイクル

不織布の起源は非常に古く，植物繊維を抄いた紙状の

ものが紙衣，紙子といわれるものに加工され，フェルト

状のものは毛氈となり広く使われていたが，まだ工業的

なものではなかった。

当社の技術提携先のひとつであるドイツのカール・フ

ロイデンベルグ社が4 8 年に，皮革の代替物としてのレ

ザー状シートをつくる目的で研究を開始したのが，今日

の不織布の始まりである。当初は繊維の屑を集めて，合

成ゴムをバインダーとして繊維間を接着したものであっ

たが，バインダーの接着方法を種々検討した結果，いわ

ゆる泡立て法というソフトに接着する方法を開発した。

これが主として衣服用の芯地として好適であったことに

より，産業としての不織布が本格的にスタートしたので

ある。

このように今日の不織布そのものが，繊維屑を有効に

活用しようとするリサイクルの走りであったことにな

る。しかし不織布産業が芯地からエアフィルター，カー

ペット，人工皮革などの用途に拡大して，不織布は現代

の生活や産業活動にとって不可欠なものとなってきた。

その結果，生産量が増加し，これらの用途に応じて選

択される繊維，バインダーなどが大量に使用されるよう

になってきたが，これまでは一部の用途や目的を除いて

は，不織布にリサイクルした原料が大量に使用されるこ

とはほとんどなかった。

また，不織布自体のリサイクルについても，フリース

を構成する繊維は大半が2 種類以上を混合しており，そ

の上に複雑な組成のバインダーが付着している場合が多

いので不織布は本来，リサイクルに適さないものであ

り，これまではほとんど焼却して熱エネルギー化して利

用するだけで，本格的なリサイクルに取り組んでいな

かったのが現状である。

3.  使用済みPETボトルの回収

PETボトルの使用は年々増加しており，使用済みボト

ルのPET廃棄処理が大きな問題となって，適切な対応を

図るため82年10月に，PETボトルの樹脂メーカーおよび

成形メーカーからなる「PETボトル協議会」が設立され，

そして93年6月にはこれらのメーカーとPETボトルを使

用する飲料，食品などのメーカーとからなる「PETボト

ルリサイクル推進協議会」が設立され，リサイクルに関

する事業活動をしている。

また，93年6月に「再生資源の利用の促進に関する法
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律」（政令）の改正があり，95年6月には「容器包装に係

わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（略

称，容器包装リサイクル法）が施行され消費者，市町村，

事業者それぞれに責任が求められ，特定容器の指定を受

けたPETボトルは，97年4月より再商品化義務が生じて

いる。

リサイクル用に回収される使用済みPETボトルは，市

町村などの自治体による分別回収とスーパー，コンビニ

などの店頭回収とがあって，PETボトル協議会の96年 2

月の発表では，PETボトルの回収率（生産量に対する回

収量）は，92年で0.2%，95年で1.8%の実績しかなかっ

た。

しかし，PETボトルの回収は，自治体ルートが圧倒的

に多く，分別収集量は97年で21,000t，2000年で29,000t，

2003年には58,000tと約2.8倍になり，2005年には86,000t

と約 4.1倍に飛躍的に伸びると予測されている。

分別収集率（排出量に対する分別収集量）も，97年で

11%，2000年で14%，2003年には26%と約2.4倍になり，

2005年には37%と約3.4倍に伸びると予測されている1)。

なお，96年のボトル用PET樹脂の全需要（食品用，非

食品用の合計）のうちで，リサイクル用となる第2種指定

製品（食品用のうち，醤油，酒類，清涼飲料の3つをいう。

そのうちの約86%が清涼飲料）が，約85%を占めている。

今後，PETボトルの回収システムが順調に軌道に乗っ

て，リサイクル原料が安定して確保されれば，リサイク

ルに拍車がかかるはずである。

4. 回収PETボトルの再生処理

回収されたPETボトルの再生処理については，93年9

月に栃木県南河内町に，そして97年4月には三重県伊賀

町に，年8,000tの再生処理能力をもつ大規模なPETボト

ル再生処理工場が稼動を開始した。当面はそれぞれ関東

圏と近畿・中部圏とをカバーすることになるが，将来的

には全国に，このような年8,000～10,000t規模の処理工

場が8～ 10工場必要になると推測されている。

主として自治体ルートで分別回収された使用済みPET

ボトルは，図のように再生処理工場に集められ，洗浄・選

別の工程を繰り返し，フレーク状に粉砕されて，再び原

料として利用できるようになる。

再商品化のメーカーはフレークとして出荷される再

生樹脂を購入し，そのまままたはペレットに加工して，

繊維，シート，ボトルなどの商品に再生する。

　　　　　　年 1997 2000 2003 2005

ボトル排出量 194 213 224 235

分別収集量 21 29 58 86

分別収集率(%) 11 14 26 37

PETボトルの分別収集量の予測1) （単位：千t）
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日本におけるリサイクルPETボトルなどで再生した再

商品の総量は2,428t で，その内訳は繊維43.9%，シート

30.9%，ボトル21.4%，結束テープ3.0%，その他0.8%で

ある2)。

5. 再生繊維の利用の現状

リサイクルによる再生繊維のうちで，不織布の原料と

してもっとも多く供給されているのは，再生ポリエステ

ル繊維であって，通常の白繊維だけでなく，色繊維も生

産されている。

この再生ポリエステル繊維の原料は，市中から回収さ

れた使用済みPETボトルや工場で発生するPETフィルム

の耳屑，シートの加工屑などである。

当社ではいろいろな不織布用途の中で，ポリエステル

繊維を主体とする自動車用内装材が，この再生ポリエス

テル繊維をもっとも多く使用している。

また，衣料資材分野ではすでに，この再生ポリエステ

ル繊維を使用した中入れ綿の“バイウォームエコ”を上

市し，ワイピング材，コンシューマーグッズなどにも検

討している。

再生繊維はまだ量的にまとまらないので，コスト的に

も高くその利用が十分ではないが，今後は他の用途での

使用が拡大していく傾向がみられるので，コスト面でも

改善される見込みである。

上記の自動車用内装材は，当社の自動車資材分野にお

ける主力製品であって天井材，トランク材，フロア材，リ

ヤパーセル材として使われ，主に再生ポリエステル原着

繊維を使用したニードルパンチ品である。

とくにこの用途では色繊維の配合による色彩が重要

視され，物性的には耐摩擦堅牢度，耐光性などが求めら

れるので，原料のポリエステル樹脂にあらかじめ顔料を

混合して溶融紡糸した色繊維，いわゆる原着繊維が使用

される。

当社のポリエステル繊維の購入先の1つである小山化

学は，ポリエステル繊維，ポリエステル原着繊維および

リサイクルPETを原料とする再生ポリエステル繊維など

の製造に関して高いレベルの技術をもち，小ロットでも

多くの色品種を効率良く生産でき，年8,000t の生産能力

をもっている。

当社は97年の6月に，同社の親会社である新日本総業

から小山化学の発行済みの全株式を取得して，当社の自

動車用内装材の主原料であるポリエステル原着繊維など

をグループ内で確保し，原料から製品までの一貫体制を

築くことによって不織布事業の強化を図った。

また，当社としては小山化学が製造・販売しているポ

リエステル繊維およびポリエステル原着繊維などは，従

来通り他の自動車用内装材メーカーにも販売していくだ

けでなく，さらに米国の自動車用内装材メーカーにも販

売を拡大していく方針である。

6.  不織布リサイクルの現状

不織布自体のリサイクルには，一般に，(1)リユース（再

使用）と(2)リサイクル（再生）とがあり，(1)リユースは反

毛，フリースの耳屑などで，加工をせずにそのまま原料

として再度使用するものであり，(2)リサイクルはなんら

かの加工をして使用するもので，(2)リサイクル（再生）は

以下の3つのタイプに分けられている。

(1) マテリアルリサイクル：①再ペレット化，②押出成

形化

(2) ケミカルリサイクル　：①モノマー化，ファインケ

ミカル化，②可燃性オイル・ガス化

(3) サーマルリサイクル　：①固形燃料化，②焼却・熱

エネルギー化

以下にリサイクルの現状を詳しく説明する。

(1) リユース（再使用）の現状

当社の不織布の製造方法は，主にステープル繊維を用

スキーウェアの中入綿 自動車天井材
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いる狭義の乾式法で，フリースの形成方法の主体はカー

ド法である。ステープル繊維をカーディングマシンなど

によって形成したフリースの幅方向の両端部，いわゆる

耳部を揃えるために，トリミングして回収することによ

り製品の均一性を上げている。

この回収したフリースの耳部は繊維組成が同一で，他

のバインダーなども含まれておらず汚れもないので，製

品の種類によっては，これをカーディングマシンなどに

再度投入して使用することによって原料ロスの減少を図

り，原料の歩留まり向上とともに資源の有効活用，廃棄

物の少量化を行っている。

(2) リサイクル（再生）の現状

一般的には不織布自体のリサイクルは，大半が(1)マテ

リアルリサイクルか，( 3 ) サーマルリサイクルであって，

技術的にも困難な( 2 ) ケミカルリサイクルを行うことは

ほとんどない。

当社の不織布は，上記のようなカード法によるフリー

スの繊維間を種々の方法で結合してつくられるが，その

フリースの結合方法としては，液状または繊維状のバイ

ンダーによる(a)接着法，水流，ニードリング，ステッチ

ングなどによる(b)絡合法があり，これらを単独または組

み合わせてフリースを結合する。

一般的に前者の(a)接着法では，とくに液状バインダー

の場合には繊維以外に他の樹脂成分，界面活性剤などを

含んでいるため，分離することが技術的に困難な場合が

多く，(1)マテリアルリサイクルに適さないので，(3)サー

マルリサイクルの②焼却・熱エネルギー化することにな

る。

一方，(b)後者の絡合法は繊維のみからなり，他の樹脂

などを含まない場合が多いので，(1)マテリアルリサイク

ルするにはより好適である。つまり，フリースの繊維配

合が単一成分であれば， (1)マテリアルリサイクルのう

ち，①再ペレット化して，再生繊維の原料とすることが

できる。しかし，繊維配合が複数成分であっても，成分

が類似して，多少混合しても性能や外観上で問題がなけ

れば，①再ペレット化する場合があるが，通常は②押出

成形化する場合が多い。

このように，(1)マテリアルリサイクルをすれば，廃棄

物として処分するものがほとんどなく，環境への負荷が

著しく低減される。

さらに，フリースの繊維間をなんらかの手段で結合し

て得られた不織布のうちで，品質・品位・巻長などが規

格に入らない格外品は，そのままで他の用途への転用す

る場合がある。

例えばフィルター，中入綿のように嵩高いものであれ

ば，梱包用パッキング材として，フェルト状のものであ

ればクッション材として，薄くて強度があれば結束用

テープに転用でき，資源の有効活用となり販売に繋がら

ない場合でも，廃棄物をなくすことができるので環境に

負荷を与えないことになる。

7. リサイクルの今後の展開

自動車メーカー各社は，環境問題に総合的に取り組む

姿勢を明確にしてきており，リサイクル性をより向上さ

せるために，自動車の内装部品の材料を統合し，単一化

するように自動車用内装材メーカーに要求してきてい

る。従来自動車用内装材は，ポリプロピレン，ポリエス

テル，ナイロンなどの各種の繊維が使用されていたが，

自動車メーカーの要望でポリエステル繊維に統合する方

向であり，フロア材についてはすでに，ポリプロピン繊

維からポリエステル繊維へ切り替えられている。

また壁装材分野では，宝酒造は建設中の本社のロ

ビー，来客室などの内装に，回収PETボトルによる小山

化学の再生ポリエステル繊維を利用した当社の表皮材を

使用したコクヨのローパーテーションを採用し，環境に

やさしいリサイクル材の積極的な利用を展開している。

さらに衣料用分野では，現在6社の共同出資で構成す

る「㈱エコログ・リサイクリング・ジャパン」が，生産

工程で出る繊維資材，不要となった繊維製品などを回収

して，限りある資源を有効に再利用して循環させていこ

うとするシステム「エコログ・リサイクリング・ネット

ワーク」を展開している。

このように今後は，自動車用以外のあらゆる分野にお

いても，再生ポリエステル繊維などの再生繊維を積極的

に利用するとともに，あらかじめリサイクルを考慮した

製品設計を行った不織布を開発することにより，地球の

限りある資源を有効に再利用して，循環させることを重

点的に指向すべきであろう。

また今後も用途によっては，回収が困難で，廃棄処分

される可能性が高いものには，環境への負荷を配慮し，

生分解性の繊維・バインダーなどを利用した不織布を開

発することも課題の1つである。
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