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日本バイリーン（岩熊昭社長）は

3月13日，東京千代田区の本社ビル

で，岩熊社長はじめ同社幹部が出席

して画期的な新技術の不織布

“EVOLON”（エボロン，欧米での商

標 ） の 記 者 発 表 を 行 っ た 。

“E V O L O N”は世界最大の不織布

メーカーであり，また同社の提携先

でもあるフロイデンベルグ社（独・ワ

インハイム，H.M.ダールストローム

代表）と共同で開発した不織布。フロ

イデンベルグ社が3月23日～25日，

米国・アトランタで開催されたドイ

ツ繊維産業連合会のH I G H - T E X

Show（Techtex North America展示

会と同時開催）で行った発表に合わ

せて記者発表会を開催した。冒頭挨

拶に立った岩熊社長は「現段階では

まだ具体的なことは申し上げられな

い」と断った上で，新製品の概要を以

下のように紹介した。

第3の技術ブレーク・スルー

“EVOLON”は，50年の歴史をもつ

フロイデンベルグ社の不織布の技術

革新の歴史から見たとき，乾式不織

布，スパンボンド不織布に続く第3の

技術，ブレーク・スルー（Breakthrough）

としての画期的不織布であり，連続

マイクロファイバーのスパンレース

を一工程で製造する初めての技術で

ある。

すなわち紡糸した多成分フィラ

メントをウェブ集積し，それを高圧

水流ジェットにより連続繊維の0．05

～ 2．5dtexに分割すると同時に，強

固に絡合するという新規な製法であ

る。一貴した工程で製造されるため，

生産スピードが高く，コスト面で織

布などに比較して格段に高い優位性

をもつと言える。

この新技術は従来，不織布が使用

されてきた多くの用途でその性能水

準を高め，適用範囲が大きく広がる

ことが期待されている。とくに不織

布の本質的特長であるFibrous-Po-

rous（繊維質・多孔質）構造に由来す

る濾過性・透湿性・防バクテリア性・

通気性・保温性などの機能は，均一に

分割され，絡合したマイクロファイ

バーによってもう一段向上すること

になる。

素材として使用できる繊維は幅

広く，ポリエステルやナイロンなど

の分割繊維が考えられている。

日本バイリーンは創立以来，技

術，マーケテイングの両面でフロイ

デンベルグ社と緊密に連繋し，多く

の国際事業を共同で事業化してきて

いる。また，定常的に技術者を同社に

長期派遣し，技術開発に協力してい

る 。 今 回 発 表 さ れ た 新 技 術

“EVOLON”の開発においても，同社

の水流絡合技術，マイクロファイン

ファイバー紡糸技術が大いに貢献し

ている。

衣料用表地への適用も可能

この新しい不織布“EVOLON”は，

用途的な面から言えば，いわゆる第2

世代の不織布に位置づけられる。従

来の不織布（スパンレースを含む）と

比べて，強度・耐久性（引裂，引張，

摩耗，着用，洗濯耐性）と柔らかさ・

ドレープ性のバランスが格段に向上

し，不織布の一つの大きな夢であっ

た衣料用表地への適用も一部可能と

なった。

“EVOLON”のこの衣服の表地的

用途においては，衣服素材として必

須の柔らかさ・ドレープ性があり，ま

た強度・耐久性に優れ，通気・透湿・

保温性や，速乾性・ノーアイロン性も

有することから有望視されている。

さらに衣服の表地としての着用快適

性も専門の繊維研究所などでテスト

され，良好という結果を得ている。

不織布の特性として，裁断しても

ほつれがなく，超音波縫製も可能で

縫製生産性の向上に大きく寄与でき

ることが期待されている。もちろん，

従来の織編物と同様に染色・プリン

トまたは種々の仕上もできる。

衣服の表地として“EVOLON”の

使用を想定したときの課題もある。

それは同用途に使用する場合，素材

画期的な新技術による不織布“EVOLON”を発表

フロイデンベルグ・日本バイリーン
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のプライオリティー（優先順位）はそ

れほど考慮されず，色や柄，触感，織

網の構造の変化などが優先されるか

らである。そのため不織布のマイク

ロポーラスという機能を活かしたス

ポーツ・レジャーウェアや制服，作業

服などをターゲットに市場をつくり

だすことに重点を置く。

一方でアパレル業界は斬新な素

材を常に求めているので，ジャケッ

“EVOLON”

トや婦人衣料などの用途も期待でき

る。

日本バイリーンでは芯地を通じ

てアパレル業界とは永いつきあいが

あり，縫製サービスなどのノウハウ

も提供してきた同社の得意分野であ

る。しかし，海外への生産拠点の移転

で芯地の国内生産は最盛期の半分以

下 に ま で 落 ち 込 ん で い る 。

「“EVOLON”は衣料資材事業を大き

く建て直す意味合いもある」と岩熊

社長は期待している。

“EVOLON”はこのような衣料用

途のほか自動車内装用，インテリア・

家具などの用途でも，従来の不織布

に比べて適用範囲が広がり，また人

工皮革基布やシューズコンポーネン

トとしても拡大が期待されている。

さらにシーツや寝具，介護用衣料と

しての可能性も高い。

現在，フロイデンベルグ社では各

用途にマーケティングを開始した段

階で，今年半ば以降にコマーシャル

スケールの設備を稼動させる予定で

ある。

一方，日本バイリーンではまず，

日本における市場開発を行うことに

より，“EVOLON”事業の推進の一翼

を担い，商業生産の開始を待って本

格的事業展開に取りかかる計画であ

る。日本での“EVOLON”の生産は

現段階では考えておらず，ドイツか

らの輸入品で対応する。

岩熊社長は最後に，「“EVOLON”

の新たな事業展開が，2 1 世紀に向

かっての第2 世代の不織布の具現化

であり，不織布産業にとってまこと

に大きな意義がある」と締め括った。

日本バイリーンの機構改革と人事異
動（2000年 4月 1日付）
【機構改革】
〈第一事業部衣料資材本部〉
1.営業統括部を新設する。
2.東京第一営業部と東京第二営業部を

統合し，東京営業部とする。
3.加工開発部，スポーツ資材営業部を

廃止し，同部の販売機能を東京，大阪，名
古屋の各営業部に移管する。
4.西日本営業部を廃止し，同部管轄の

福山駐在員事務所を大阪営業部内に移
管する。
〈第三事業部工業資材本部〉
5.OA 機材営業部を機能材料営業部に

名称変更する。
6.営業開発部，レザー資材営業部，水

環境事業開発部を廃止し，各機能を工業
材料営業部と機能材料営業部に移管す
る。
7. 第一技術部と第二技術部を統合し，

技術部とする。
〈滋賀工場〉
8.試作部を新設し，同部に製造部試作

課を移管し設置する。
【人事異動】
〈総務人事部付〉
� Freudenberg & Vilene International

Ltd. 出向（第一事業部衣料資材本部副本
部長）田代武之
〈第一事業部衣料資材本部〉
� ISCR担当部長（衣料資材本部東京

第二営業部長一）細見栄次
�営業統括部長，（衣料資材本部副本

部長）アパレル開発センター所長  山崎

美紀男
�営業統括部パイノバ担当部長（衣料

資材本部パイノバ担当部長）津下雅和
�営業統括部加工企画担当課長（衣料

資材本部加工開発部加工開発担当課長）
中西輝美
�営業統括部営業開発担当課長（衣料

資材本部加工開発部開発担当課長）桃井
潤二
�営業統括部不織布製品担当課長（衣

料資材本部東京第二営業部営業担当課
長）横山雅明
�東京営業部長（衣料資材本部スポー

ツ資材営業部長）中尾雅史
�大阪営業部西日本営業担当部長，

（衣料資材本部西日本営業部長）福山駐在
員事務所長  植野好和
〈第二事業部自動車資材本部〉
�第二営業部販売促進担当課長（第一

事業部衣料資材本部加工開発部販売企画
担当課長）深谷正己
�インテリア営業部長（自動車資材本

部改革推進担当部長）佐伯信三
〈第二事業部空調資材本部〉
�東京営業部アフターマーケット担

当部長（第一事業部衣料資材本部加工開
発部長）西尾一夫
〈第三事業部メディコン資材本部〉
�メディコン資材本部長兼企画学術

部長（メディコン資材本部第一営業部長）
高田修
�第一営業部長（第一事業部衣料資材

本部東京第一営業部長）山田誠
〈第三事業部工業資材本部〉
�工業材料営業部レザー資材担当部

長（工業資材本部レザー資材営業部長）島
田博
�工業材料営業部環境関連事業担当

課長（工業資材本部水環境事業開発部東
京開発担当課長）鈴木達
�機能材料営業部長（工業資材本部第

一技術部長）中尾悦郎
�技術部長（工業資材本部第二技術部

長）下野直彦
〈第三事業部電気材料本部〉
�営業開発部東京担当課長（電気材料

本部東京営業部東京営業担当課長）山根
元
�営業開発部大阪担当課長（電気材料

本部大阪営業部大阪営業担当課長）木村
英孝
�東京営業部東京担当課長（電気材料

営業本部営業開発部電気絶縁材開発担当
課長）切田秀典
�技術部新規技術担当課長（電気材料

本部営業開発部EV開発担当課長）木村文
紀
〈滋賀工場〉
�試作部長（製造部試作担当部長）松

井登
�試作部試作課長（製造部試作課長）

田中宣廣
〈開発本部〉
�生産技術部基礎技術開発担当課長

（総務人事部付Freudenberg & Vilene 出
向）松林章浩
【目的】
1.事業収支管理の徹底と組織運営体制

の強化
2.製品開発の業務効率向上


