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1.  緒　言

日本での国際不織布産業総合展

で過去2回，1994年および97年の私

のキーノート・スピーチに続いて今

回は3回目となる＊｡

( 1 )  1 9 9 4 年には“Quo  V a d i s

Nonwovens”（不織布よ，いづこに行

き給う）という表題で，不織布という

ものが一般にはほとんど認識されて

いないということで，その啓蒙のた

め不織布はソフト材料（繊維製品，紙

製品，皮革製品）の材料革命であると

いう考え方を「RB chartⅠ」を用いて

披瀝した。

また，不織布の本質は Fibrousであ

るという概念に基づき，不織布，つま

りFibrous Materialとしての用途・機

能の解析と工程・製法の技術面から

の将来への発展性を論じた。

最後に，不織布のアイデンティ

ティはFibrousであることから，その

新しいネーミングを“FIBROTEC”と

してはどうかということも提唱して

みた。

(2) 1997年には21世紀を目前にし

て，経済・社会がより変化を遂げてい

くなかで不織布の将来占めるべき位

置・役割について「世界的変化と不織

布産業」という表題で論じた。

とくに不織布の本質，アイデン

ティティは Fibrous/Porous にあると

いうことで，基本的特徴と用途の多

様性が広範なニーズに適応できると

いうことを詳細に解説し，不織布こ

そ変化に適応できる材料であり，産

業であることを強調した。

さらにこのスピーチの後半では，

従来材料と比べたコストとパフォー

マンスのバランスについて論じた。

不織布は当初の代替的材料の時代を

経て，コスト/パフォーマンスが格段

に向上し，相当の水準に到達してい

ることを説明した。

次の大きなステップとしてはテ

キスタイル分野への挑戦が依然とし

て残されていることが認識されるべ

きと指摘した。

(3) 2000年のキーノート・スピーチ

としては，世紀の区切りということ

で，まず20世紀を振り返って不織布

の歩みについて概観をし，次に21世

紀に向けての不織布の進む方向と課

題につき，以前の2つのキーノート・

スピーチの内容も継承して論じてみ

たい。

とくに，90年代の後半より開発が

進み，次世代の不織布として大手の

不織布企業が手がけつつある革新的

技術とその製品について考察を加え

てみたい。

いよいよ，不織布がテキスタイル

に対する本格的チャレンジの時代に

入ったと言えよう。

2.  20世紀を振り返って

   不織布の歩みについて

2-1．不織布の歴史と現在

(1) 耐久性不織布の上市

フロイデンベルグのDr. Nottebohm

が1936（昭和11）年に乾式耐久性不

織布の開発を始めた。第2次大戦後，

1949（昭和24）年にフロイデンベル

グは不織布芯地と人工セーム皮ワイ

ピングクロスの上市によって，世界

で初めて耐久性不織布の商業生産に

成功し，爾来事業拡大を続け，昨年上

市50周年を迎え，現在世界でトップ

の総合不織布企業となっている。

当初のこの2つの成功例の技術面

を振り返ると，芯地はナイロン合繊/

合成ゴムのメラミンによる架橋結合

と泡立含浸といういくつかの特許に

裏付けられ，また人工セーム皮は繊

維に吸水性のため木綿を使い，合成

ゴムの尿素造孔法という当時の先端

技術を使っている。

これは不織布の機能を設計して

もっとも用途に適合させたという顕

著な例であり，この考え方は現在で

も不織布に普遍的にあてはまる製品

開発コンセプトである。

不織布；その歩みと新世紀への新たな発展
（Nonwovens；Review on its progress and future in the 21st Century）
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(2) 不織布の技術の進展

20世紀の後半において不織布産業

の発展を支えてきた大きな要素は，

① 製造プロセスの進展とそれに

   伴う装置の発展

② 不織布の基本要素の一つであ

   る繊維の開発進歩

にある。

製造プロセスは乾式不織布では

泡立法，カード，クロスラッパー，ア

クセラレーターに始まり，ポイント

シール，ファイバーボンド，ニードル

パンチ，水流絡合の工程開発や，湿式

不織布での抄紙技術，また直接紡糸

によるスパンボンドやメルトブロー

の製法，装置の発展があった。

繊維ではMelt fiber，Side by Side，

Microfine Split fiber，海島fiberおよび

多様な高機能 fiber の開発発展によ

り大きく伸びた。

不織布は機能性・経済性・利便性，

さらに多様性という基本的な性能ポ

テンシャルを活かす方向で伸びてき

ており，今後もこの方向で発展を続

けていくだろう。この発展を裏付け

支えるものは，いつに不織布のアイ

デンティティのより深い理解と，そ

れに基づくより幅広い探求と開拓で

あろう。

・機能性；求められる性能を設計

でき，作り出せる

・経済性；生産工程が短縮され，

生産スピードが高い

・利便性；手間が省け使いやすい

・多様性；きわめて用途範囲が広い

Fibrous/Porous materialとしてファ

イバー原料，メカニカルプロセス，生

産性，高次後処理，ハイブリッド（複

合）などの開発進展が不織布を不断

に革新してきたものと言える。

(3) 不織布の市場と用途

不織布は多様な市場のニーズにク

ウィック・レスポンスできるという

ことが最大の発展の要素であった。

2 0 世紀における発展の推移を見

るのに不織布をテキスタイル・ペー

パー・レザーのソフト材料に対する

革命と捉えた場合，レザー領域につ

いて言えば不織布人工皮革はすでに

大きな成功を収めている。

また，ペーパー領域（シート材料

的分野）では新たな機能を具現した

ものが広く工業製品部材・包材・建築

用などの分野で成功し，さらにその

方向での発展を続けている｡

テキスタイル領域では，布帛の分

野でない中入綿，フェルト的材料の

用途に関しては不織布はむしろ従来

の材料に取って代わってしまってい

ると言える。

また，衣料用付属材（芯地），工業用・

産業用における布帛材料分野では強

度をあまり必要としない用途，または

ソフトさ，ドレープが必要でないもの

に関しては，不織布としての本質的機

能が市場に認められ，多くの用途で成

功を収め，むしろこの方向が不織布の

本命的なものと考える。

工業用・産業用のいわゆるニッチ

な高機能用途とは別に不織布が量的

にもっとも多く使われている成功し

ている分野はHygiene とメディカル

                              1978年  1988年                             1998年
1,000t 全体比 1,000t 全体比 1,000t 全体比

アジア 70 12.0 274 20.8 808 31.6

（内 日本） (60) (144) (302)
対前 10年伸び － × 3.91 × 2.95
98/78伸び － ×11.54

西  欧 152 26.1 365 27.7 836 32.7

対前 10年伸び － × 2.40 × 2.29
98/78伸び － － × 5.50

北  米 366 62.9 680 51.5 912 35.7

対前 10年伸び － × 1.86 × 1.34
98/78伸び － － × 2.49

合  計 582 100.0 1,319 100.0 2,556 100.0

対前 10年伸び － × 2.27 × 1.94
98/78伸び － － × 4.39

表1  過去20年の世界3極（アジア・西欧・北米）における生産量の推移

アジア＝日本＋中国＋韓国＋台湾
西   欧＝ヨーロッパ（除 東欧､中近東）

北   米＝ＵＳＡ＋カナダ
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図 1  日本・西欧・北米の不織布生産推移

年

（1,000t）
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分野およびワイピングクロス分野で

ある。

一方，簡易テキスタイル代替材

料，使い捨て生活資材もスパンボン

ドを中心に市場では大きな進出を果

たしている。

しかし，布帛の主用途である一般

の衣料用外衣材料としてはまったく

成功を収めていない｡

編物，織物に対抗する衣料用外衣

分野に関しては，90年代の後半より，

それを狙いとする開発が具体的に始

まっており，後に述べる21世紀への

見通しのところで，これについてコ

メントしたいと考えている。

いずれにしても，衣料用外衣分野

はこれからの不織布の新たな大きな

チャレンジ課題である。

2-2. 不織布の生産統計－アジア

     地域の進展

(1) 過去と現在（アジア・西欧・北米）

不織布は商業的上市以来約5 0 年

になるが，20世紀において発展して

きた軌跡を，過去20年の世界3極(ア

ジア・西欧・北米)における生産量の

推移で見ると表１，図１ようになる。

この3極全体では1978～88年の10

年間では約2.27倍，1988～98年の次

の10年間では1.94倍伸びている。1.94

倍の10年間での平均伸び率は，年間

7％に近く，90年以降の先進諸国の製

造業年平均伸び率（西欧1.4％， 米国

5.2％，日本 ▲ 1.0％）よりはるかに

高く，成長産業であることを裏付け

ている。

3 極のなかでア

ジアの伸長率が著

しく高く，1978～

98 年の20 年間で

11.54倍，西欧5.50

倍，北米4.39倍に

比べ格段に高く，

20年前は全体の12

％しか占めてな

かったのが，他地域に近いところま

でとなり，今やいずれも3分の1ずつ

占めるようなところになっている。

今後とくに中国の伸長が予想さ

れるので，21世紀にはアジア地域が

トップになることが推察される。ア

ジアのこれ以外の地域（タイ，マレー

シア，インドネシア）はこの統計に

入っていないが， 98年の生産量は4

万 tと推定されるが，主要4国の5％

にすぎない。

また，人口1人当たりの不織布生

産量を比べると（98年）次の表２の

ようになる｡

(2)  製法別・用途別（アジア・西欧・

    北米）

20世紀において達成した前記世界

の3極地域の製法別・用途別統計（98

年度）を示すと図２のようになる｡

製法別ではアジアは欧 / 米に比べ

スパンボンドの割合が半分以下

（42.6/41.0に対し20.7％）というのが

特徴。これはスパンボンドの主用途

であるHygieneが欧米の量が約2倍近

いということに連動していると思わ

れる｡

アジアは依然として，乾式（この

なかには重量の多いニードルパンチ

不織布が多い）の占める割合が圧倒

的に高い（欧米の倍に近い生産量）。

欧米では乾式，スパンボンドは，

ほぼ同じレベルの生産量になってい

る。また，用途別では98年でもアジ

アと北米 / 西欧の間には一つ大きな

差があり，それは医療・衛材，すなわ

ちHygieneの分野で，アジアは欧米に

比べてトータル量も少なく，また人

口割にするとさらに極端に低い。

(3) アジア地域（国別）

また，とくにアジアの地域を日本，

中国，韓国，台湾の国別に製法と用途

について，98 年の数字とそれぞれの

シェアを示すと図3のようになる｡

製法ではいずれも乾式が70 ～ 80

％を占め（台湾81％，中国77％，韓

国74％，日本70％）と欧米の40％水

準に比べると高い。逆にスパンボン

ドでは32～13％であり（日本32％，

韓国26％，中国20％，台湾13％）で，

欧米41～ 43％の約半分である。

用途では，全体の比率的なもので

は中国の衣料用/芯地が（30％）顕著

に大きく，日本は4％しかない（縫製

の地域シフト）。

また，医療・衛生＋生活関連では，

日本・台湾が高く（50～45％），中国

は26％とまだ低い。

産業＋土木では，日本・韓国が高

く（40％），中国・台湾が30％。

3.  21世紀を迎えての不織布の

   進む方向と課題

3-1．社会・経済の潮流と不織布

(1) 社会・経済の潮流と不織布の市場

Intellect，Healthcare，Environment，

およびGlobalが21世紀のキーワード

であり，それらへの傾斜の潮流のな

かにあって変革の本質を把握し，そ

れに対処するためにスピーデｨ に実

行することが成功への必須の鍵とな

ろう｡

不織布産業においても，この置か

れているマクロな外的要因，すなわ

ち市場へのニーズへの対応がプライ

オリティであることをまず認識し，

それぞれ求められるであろう具体的

ニーズを先取りし，そのニーズを満

たすよう，不織布だからこそ可能な

幅広いシーズの開発を土台として設

人口 生産量 1人当たり
（100万人） （1,000t） （生産量kg/人）

アジア 1,430 808 0.6
（日本） (126) (302) (2.4)
（中国） (1,236) (255) (0.2)
（韓国） (46) (127) (2.8)
（台湾） (22) (124) (5.6)
西欧 390 836 2.1
米国 300 912 3.0

表2  人口 1人当たりの不織布生産量（1998年）
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計，具体化していくことである｡この

経済・社会の志向する方向に発展の

チャンスがあることは間違いない｡

不織布が21世紀に向けて，伸びる

と考えられる市場分野を概括的に挙

げるならIntellectの方向はすなわち，

情報産業であり，Healthcareはメディ

カル/Hygieneであり，Environmentは

環境整備，汚染防止，リサイクルであ

り，またGlobalは技術・マーケティ

ングの世界的な統合・共有化という

ことである。

不織布の役割がそれぞれの用途

目的において，どう機能していくか

は前回の97年のENA97における私

のキーノート・スピーチで不織布の

具体的アイデンティティの関連で詳

細に述べているので改めてご参考に

していただきたい。

とくに今回はGlobalについて付け

加えて言うとすれば，これは企業・組

織・国・地域という単位を越えて，市

場・ニーズ別にすべての産業活動が

世界的に運営統合され，技術・生産・

販売のすべての面で交流が進み，そ

の伝播が世界的であるということで

ある。

21世紀には，かつて中進国，後進国

と目されていた国々および地域にお

ける民度は急速に向上し，まず

Hygiene，生活用ワイピングから始まり

民需産業資材へと，不織布需要が急激

に増していくことが予見される。

(2) 不織布における生産・技術の方向

21世紀に向けて不織布産業が，事

業として発展していく生産・技術の

方向を整理すると次のようになる。

①繊維素材の開発

新しい機能の高分子，多成分，新

形状，分割の繊維の紡糸，紡糸でのメ

カニカル条件の開発

②繊維絡合法の開発

強力水流による強固な絡合およ

び分割絡合，水流による自在制御パ

ターニング

③生産性の向上コストダウン

スピードアップ，広幅化，一貫工

程化，自動化

④工程，製法の複合化

製品機能の複合化（例えばSMS，

湿式と乾式の複合など）

⑤高次加工

ケミカル，ガス処理，プラズマ処

理などによる特殊機能の付与

⑥コンポジット

他素材同志の加工複合

⑦コンバーティング

不織布を部材としたツールの開

発，よりエンドユースに近い方向で

の事業開発

(3) ソフト材料革命としての不織

布の位置づけ

RB chart- Ⅲ（添付資料1）

3-2. 不織布の新たな段階への開発

　　  －次世代不織布

(1) 不織布と織編物

数量：1,000t図 2   日本・北米・欧州の不織布市場の製法別・用途別比較（1998年）

その他
88

その他
105
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「不織布」のネーミングは英語の

“Nonwovens”の直訳から生まれたも

ので，紡がず織らずに布状のものが

できるということにあったが，現実

には織物のもつソフトさ/ドレープ性

と，強度・耐久性とのバランスの点で

はほど遠く，衣服用の外衣に本格的

に使われている例はほとんどない。

つまり，ソフトさを保って強度・

耐久性（着用，洗濯）を織物なみに出

すということが，技術的に今までは

できなかったということである。

したがって，これまでは織物代替

用途といっても強度・耐久性があま

り必要でない使い捨て用途および雑

貨用途にしか使われていない。しか

し，不織布の本命はむしろこのよう

な織物の主用途の範疇を超えたとこ

ろで，まったく独自の領域を築いて

きたといえる。

不織布は基本的アイデンティ

ティであるFibrous/Porous構造と，原

料・製法を自在に選べるという技術

多様性を武器として，市場の多様な

ニーズを自ら設計できるというポテ

ンシャルを生かし，きわめて広い分

野に用途を広げてきた。

この観点からすれば，不織布はす

でにテキスタイルを超越した新素材

ということもできる（ここに不織布

という名前にこだわる大きな矛盾が

出てくる）。

不織布はソフト材料の材料革命

として着実にこの方向で進み，すで

に多くの成果を生み出してはいる

が，唯一残っている大きな課題は，紡

がず織らずの不織布で織編物の牙城

に対抗でき，または凌駕するものが

果たして可能かということである。

これは不織布の大きな課題であり，

また夢でもある｡

かなり以前より，水流によるパ

ターン出し（代表的なものはチコ

ピーのワイピングクロス）があり，そ

の次の技術である水流による繊維絡

合，または織パターン出し（代表的な

ものはデュポンのソンタラ）では，布

的なソフトさと強度のバランスを向

上させることに成功した。

さらに分割繊維の水流絡合によ

り，繊維の絡みがより強くなり，布的

なソフトさと強度・耐久性のバラン

スが格段に向上し，そういった方向

に新たな開発の目標が芽生えてきた

といえよう。

(2) 新たな試み，織編物分野への挑

    戦－次世代不織布

このような経過のなかで，90年代後

半より新たな開発が進み，その新技術

とそれより生まれた新製品によって，

織編物への初めての具体的な挑戦が

不織布の世界的な大手2社（フロイデ

ンベルグとPGI）によって始められ，新

たな不織布産業の展開としてすでに

国際展示会でも紹介され，上市，生産

計画も発表されている。

個々の詳細については，すでに情

報として提供されているのでここで

はコメントはしない。

この2 社ともに，あえて不織布と

は言わずに「テキスタイルを超えた

新素材」という打ち出しで，従来の織

物代替のコモディティ的新製品とい

うようなコンセプトは避けている。

また，この新技術・新製品は織編

図3   日本・中国・韓国・台湾の不織布市場の製法別・用途別比較（1998年） 数量：1,000t

5

その他
37

その他
29
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物用途を狙うのみでなく，広く，新し

い不織布技術として，既存分野でも

性能が革新され，用途範囲が拡大す

ることをうたっている。

しかしながら，大半の用途では既

存不織布における延長線上の技術革

新，用途拡大とオーバーラップする

ため，この新技術が唯一無二のもの

ではないことを認識しておかなけれ

ばならない。

テキスタイルは長い歴史と技術

の蓄積によって，完成された素材で

ある。同時に，この素材に求められる

のは多様性に加うるに感性であり，

その点でこの新技術による不織布は

当初は限定された部分に進出すると

いうことにも止まろう。

織物に近い風合と強度を得られ

たにしても，例えば衣服の表地自体

は柄，色，さわった感触（風合）およ

びシルエットの世界であり，そこで

使われる素材が何であるかは買う人

のプライオリティではない。

千差万別の糸使い，織り方などが

生み出す素材の世界と多様な染色，

プリントが表現される仕上，外観の

世界には，そう簡単には入り込めな

い。

したがって，やはり素材の機能，

すなわち不織布であるからこそ発揮

できる機能・特徴（通気性，透湿性，

保温性，軽さ，Wash&Dryなど）も同

時に生かしたスポーツウェア，レ

ジャーウェアなどがまず対象と考え

られる領域であろう。

柔らかさ/ドレープ性と耐久性強度

のバランスが新技術により初めて可

能となると，衣類用ということだけで

なく，広く他の不織布用途にもプラス

をもたらすことは当然である。

生産性をさらに上げ，従来織物よ

りコスト的に有利になれば，基本的

な繊維資材織布（すなわち金巾，スフ

モス，タフタなど）市場に受入れら

れ，繊維資材の革命となり得る。

私はかねてから第2世代不織布と

か，次世代不織布という表現を使っ

ているが，混乱を避けるためここで

はあえて織編物分野をターゲットと

した不織布製品を次世代不織布と言

うこととする。

第2 世代と言ってとくに限定して

しまうこと自体問題であろうし，不

織布全般を論じた時，切れ目のない

新規展開によって世代は変わってく

るし，今後も変わっていくであろう

からである。

今までの不織布ができなかった

織編物対象の不織布が可能になりつ

つあることに鑑み，これを次世代不

織布と明確に限定し，この次世代不

織布が繊維工業全体にも大きな変化

をもたらすほどのインパクトがある

ことを強調し，不織布産業の具体的

目標をクローズアップするという意

図があるわけである。

(3) 新しい技術の意味するものと

　　  将来への展開

新しい技術は大きく分けて二つ

の方向で進んでいる。

一つはスパンボンドによる分割

長繊維ウエブを水流絡合するという

方法で長繊維の分割絡合により，均

一で強度のある絡合とソフトさを得

ると同時に一貫工程による生産性向

上の大きな可能性をもっている。

もう一つは乾式不織布ウエブを

特殊なパターンニング技術により水

流絡合し，織編物のような外観を得

ると同時に，織物のもつソフトさと

強度をだし，さらに乾式不織布の特

長である多様な繊維原料の使用がで

きるというものである。

(1) 技術の基本は繊維絡合である

①不織布の単繊維（フィラメント

またはステープル）をいかに強固に

絡み合わせるかが課題であり，ウエ

ブで紡績糸を形成するようなことで

もある。

強力な水流を使い，Patterning plate

やWater-jet array により絡合させる

ことであり，さらに収縮Fiber，Melt

fiberを使うことによって絡合をを強

固にすることもできる。高圧水流で

は強度の大きいものが可能である

が，エネルギーコストとのバランス

に問題がある。

②分割繊維を水流で叩くことによ

り，細デニールに分割し，より強固な

絡合が可能となる。これにより不織布

のソフトさと耐久性のバランスは格

段に向上する。この技術自体はすでに

相当の水準まで開発されている。

③将来はニードルパンチの機械

的絡合技術の進歩など，新たなメカ

ニカルプロセスによる絡合の強化も

考えられる。

④かなり前よりPatterning plate の

選択によって，不織布でも多様のパ

ターンのものができている。今回の

技術では，このPattern形成と同時に

強固な絡合が生じ，織物，ニット状の

外観が可能で，しかもソフトで強度，

耐久性の高いものができている。

またPatterning plate をコンピュー

ター連動することにより，広範な織

物，編物状パターンを自動的に形成

させるという各種製品の生産も可能

であろう。

(2)  Carded staple fiber web（DL）法

    とSpunbond filament web（SB）法

    の対比

①繊維の多様性

DL が不織布のもつ基本的多様性

に優れる。したがって表地としての

基本的ニーズである素材の多様性の

点で有利。SBは原料高分子ペレット

自体にかなり限定条件があり，衣料

表地としては多様性に限界がある。

②生産性

D L は少量多品種生産に適するが，

生産コストについてはSBに比べ限界

6
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がある。SB は原料ペレット→紡糸→

SB ウエブ→水流絡合  という一貫生産

で生産コスト低減には有利である。

③強度，耐久性

S B のほうがフィラメントが絡合

するので強度，耐久性に優れる。フィ

ラメント分割繊維の均質で強固な絡

合。これにより，よりソフト/ドレー

プ性の高い，強度・耐久性のある不織

布ができる。

④Patterning

DLのほうが複雑，強固なPatterning

がしやすい（繊維自体の自由度が

大）。したがって表地など織編物の様

な外観が必要な場合にはDLが有利。

⑤製品

S B は比較的単一組成の不織布で

分割細デニール組成により，不織布

としての本質的なFibrous/porous 性

による透湿，通気，保温にすぐれ，耐

洗濯性，着用耐久性とソフトさ，ド

レープ性の良好なことにより，レ

ジャーウェア，スポーツウェア，ワー

キングウェアの表地として適してい

よう。

DLはPatterningの表現により，イ

ンテリア用，家具用の表地としての

適用に道が開けよう。

SB，DL ともにファッショナブル

な衣服表地としての可能性もある

が，ごく限定されよう｡

⑥繊維資材布帛として

衣料用表地のほか，いわゆる基本

的定番布帛として，たとえばスフモ

ス，金巾，タフタなどがあり，とくに

強度的問題とコスト的問題をクリア

すれば，莫大な市場に進出できる。こ

の可能性はSBにある。

(3) ソフト材料革命としての不織

　　布の方向づけ

　RB chart- Ⅳ（添付資料2）

4.  むすび

本日は私の国際不織布展での第 3

回目のキーノート・スピーチが奇し

くも世紀の変わり目に当たり，私自

身としても長年携わってきた不織布

業界への意義あるMerkmalとして話

をさせていただいて感謝している次

第である。

また，たまたま不織布産業が次世

代へと大きく発展する節目に当た

り，20世紀を振り返り，21世紀を視

野に入れて将来発展への方向に対

し，私見も含めて述べさせていただ

いた｡

今回のANEX2000は｢アジアから21

RB chart-Ⅲ（添付資料1）
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世紀へのメッセージ｣というテーマを

打ち出し，中国を含めたアジアでの不

織布産業のこれからの興隆を世界に

アピールするということである。

2 1 世紀には中国全土もカバーす

るようなアジア不織布協会に組織変

えをし，名実ともにアジアを代表し，

アメリカおよびヨーロッパ，または

他の地域と肩を並べ，世界の不織布

産業振興のために尽くしていきたい

と考えている。

とくに今回は次世代不織布への

日本不織布協会は，7月7日に開催

した平成12年度の定時総会で，岩熊

昭三会長（日本バイリーン社長）の任

期満了に伴い，新会長に倉敷繊維加

工の山田忠美社長を選任した。

また，6 月度より関西支部の西川

文子良支部長が退職し，後任に日向

（ひなた）明氏が就任した。

さらに，ANIC（アジア不織布工業

協議会）が，6月1日付で発展的に解

消し，名称をANFA（Asia Nonwoven

Fabric Association，アジア不織布協

会）と変更して再スタートすること

が承認された。

ANFA発足の目的は，中国の不織

布企業の参画を促すのが狙い。従来

のANICは日韓台の不織布団体（タイ

2社とインドネシア1社は賛助会員）

であったため，中国が台湾との政治

的関係で加盟を拒んでいた。

ーANICがANFA（アジア不織布協会）として再スタートー

しかし，中国需要を見込む INDA

（米国不織布工業会）の強い要望もあ

り，正会員を「アジア地域に事業所を

有する不織布産業に関連する企業」

にして，中国企業の参加を求めるこ

とにした。

ANFAは，アジアの不織布産業を

代表する唯一の産業団体として，ア

ジアの不織布関連産業の健全な発展

と会員相互の利益，会員間の友好関

係の促進に貢献することを目的とし

て，今後活動していく。

年会費は100ドル。

日本不織布協会の新会長に倉敷繊維加工・山田忠美社長が就任

新展開ということで，不織布として

はまさに多年の夢を実現する可能性

が出てきたということと繊維産業全

般にも変革の大きなインパクトを与

えることは間違いないと思われる。

RB chart-Ⅳ（添付資料2）
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