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－まず日本不織布協会の新会長になられた抱負を

お聞かせ下さい。

田　中　山田前会長から「後任をお願いします」との

お話しをいただいたとき，これまでの歴代会長はじめ，

協会へ発展する以前の組織（旧日本不織布連合会など）

をリードされてきた業界のそうそうたる方々が大きな功

績を残されてきたのに比べ，私は業界活動に関わる機会

も少なく経験や知識も浅いので務まらないと固辞したの

ですが，強く推挙されましたので微力ながらお引き受け

することにしました。任期は2年ですが，初年度の平成14

年度に取り組むべき事業は山田前会長や前年度の理事の

方々が討議を重ね活動方針を定めて事業計画を立てられ

ており，“会長見習い”の私としてはそれを着実に実行し

ていくことから始めたいと考えています。

また同時に，協会活動としては基盤が確立し事業内容

は充実しているものの経済環境が厳しさを増しているた

めか会員数の目減り傾向が出てきましたので，新会長就

任を機会に会員の皆さんが協会活動に何を期待している

のか，またそれにどのように応えていけばよいのかを改

めて確認すべくアンケート調査を行いました。さきごろ

調査結果がまとまりましたが，その内容は事業活動をさ

らに強化するために最良の材料を提供してくれています

ので，結果内容を十分に吟味・検討し今後の活動に活か

していきたいと思っています。

－アンケートの回答のなかで，とくに関心がもたれ

たのはどのような内容でしょう。

田　中　アンケートではいくつかの質問項目を設定

しましたが，「協会活動への期待」という質問項目でもっ

とも多かった回答が「海外情報の把握・提供」で，近年

のグローバル化進展を反映したものとなっています。次

いで「会員同士の情報交換」や「懇親の場の充実化」と

いった協会による交流の場の提供への期待も多く，「会

員のための講演会・セミナーなどの開催」などが続きま

す。また，協会に設置している各部会・委員会の活性化

や他の団体が主催するイベントへの出展などを要望する

意見も目立ちました。こうした声にも応えていけるよう

協会会長として注力していきます。

ゼロ成長・空洞化は続くが
市場環境は変動なく安定推移に

－新会長としてわが国不織布産業の現況をどのよ

うに見られていますか。

田　中　協会会長というより会社社長の視点になる

かもしれませんが，製造業一般同様，不織布製品につい

ても生産拠点が次第に海外へシフトし，同時にある分野

では逆に日本へ輸入される製品も相当多くなってきたと

いうのが率直な印象です。国内生産のボリュームやビジ

ネスが海外へ移動しているのは最近のもっとも目立った

現象であり，それにともなっていろんな問題も派生して

いるように思われます。

－すると，グローバル化時代に対応した事業展開が

協会にとっても大きなテーマとなりますね。

田　中　いずれの産業でも，かつて業界団体を設立し

たときは取り組むべき課題は明快な方向性をもっていた

ように思いますが，近年は国内状況だけではなく国際的
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その実行力で協会事業の活性化が期待されている。
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な動きを見ながら経営判断をしていくことも求められて

います。つまり，グローバル化の著しい進展により企業

経営を左右する要素も国際的な拡がりを見せている時代

にあるということです。それだけ同じ業界内にあって

も，企業展開は多様化してきていると言えます。

とりわけ当協会は不織布の原反メーカーはじめ，加工

メーカーや原料メーカー，機械メーカー，商社などそれ

ぞれ立場の異なる会員によって構成されていることか

ら，グローバル化や生産拠点の海外シフトなどの問題に

対する捉え方もさまざまです。そうした多岐にわたる会

員構成の協会として意見を集約し，一つの明快な旗印の

下で力を結集し共通の利益を追求していくというのはな

かなか難しいことです。

戦後経済のころは，日本の産業復興という大きな目的

意識をもち，ものをつくって輸出拡大を図り外貨を稼ぐ

ため業界組織が大きな方針を打ち出し一丸となって取り

組んでいくというスタイルがめずらしくありませんでし

た。しかし現在その方式は通用しません。例えば中国へ

の係わり方も，中国と競合している企業もあれば生産拠

点を中国へ移している企業もあり，また中国でつくった

製品を日本市場へもってくる企業もあります。立場に

よって中国へのアプローチの仕方も異なっており，そう

したなかで意見を統一して経済グローバル化に対応する

事業計画を打ち出していくというのは考えにくいことで

しょうね。

－生産拠点が海外へシフトすると，国内不織布産業

の量的成長は難しくなりますが。

田　中　やはり，ボリュームで勝負するのに適した

国・地域があり，日本はどうかと言えばそうした土俵で

勝負するのを得意とする国ではなくなりつつあります。

付加価値のある差別化された製品，技術的に高度な製品

の分野を狙っていき，そうした質的面での成長が今後の

課題となってくるのではないかと見ています。

確かに原反ベースで見ると，同じ先進国のヨーロッパ

で不織布生産量が前年比7～8％伸びており，日本の伸び

も期待してよさそうですが，ヨーロッパの伸びは業界組

織のEDANA（ヨーロッパ不織布工業会）が管理範囲を東

欧などへ拡げ統計の対象国を増やしていることが少なか

らず影響しているものと捉えています。つまり，特殊要

因により見かけ上伸びている。実際，ドイツ，イタリア，

フランスなど各国が7 ～8％伸ばしているわけではあり

ません。日本でも近年まで高い成長率を見せていました

が，昨年は数量ベースで前年比5 ％減とマイナス成長へ

転じました。今年上半期でようやく下げ止まり，今年1年

間では昨年並みに落ち着くと予想されています。要する

に，生産量自体は横這い状態が続くだろうと。

ただ中国の影響については，不織布の原反ベースで見

る限りわが国への輸入量におけるシェアはそれほど大き

いわけではなく，増加傾向にあるのは加工された最終製

品です。国際競争の問題にしても，それぞれ国内企業の

規模により競合する相手も異なっており，例えばPPスパ

ンボンドでは日本に大手メーカーがあり，やはり規模が

大きい世界的横綱級のメーカーがコンペチターとなりま

す。かえって小さい企業の方が棲み分けができているか

もしれません。あまり国内不織布メーカーの廃業や倒産

などがないところも見ると，中小規模でも自分なりの特

性を活かした守備範囲でやっている限り海外メーカーの

攻勢に苦しむということはないのでしょう。

逆説的に言えば，わが国の不織布産業は変化のない低

迷状態にあり，耐える時期にあるということにもなりま

すが。

成長性期待で相次ぐ中国の展示会
今後の課題は業界団体の一本化

－来年は5月にANEX2003（アジア国際不織布産業

総合展示会・会議）が上海で開催されますが，中国不織

布市場自体への進出は活発化しないのでしょうか。

田　中　中国のWTO 加盟により中国市場でのビジネ

スチャンスが拡がったとの論調は盛んですが，今回のア

ンケート調査を見るとANEX2003への出展を「予定ある

いは検討中か」との質問には回答数62社のうち49社がす

でに「出展しない」ことに決めています。必ずしも展示

（会長，副会長，監事，理事）
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会出展が海外進出を意味するとは限りませんが，出展が

ビジネス上効果的と受け止められていないのは確かなよ

うです。

とは言え，日本からは会期中に相当多くの人々が上海

を訪れると考えられます。展示会出展によりビジネス展

開を図るのでなく，会期中にそれぞれチャネルのある取

引先と親睦を深め，そのなかで具体的にビジネスを進め

るという，日本式の個別交渉で実をあげようという発想

なのでしょう。

－これまでANEX は日本で開催されていましたが，

今回上海での開催に決まった経緯について。

田　中　日本，台湾，韓国，中国の不織布 関連企業を

中心にアセアン地域の企業を加えたANFA（アジア不織

布協会）がANEXを主催するわけですが，アジア地域で

の国際展示会は1991年にENA（Expo Nonwovens Asia，国

際不織布産業総合展）を第1回目としてスタートし2000

年まで3年に1度の計4回，東京の晴海見本市会場やイン

テックス大阪で開催されてきました。今回初めて日本以

外の国で開催されるわけですが，これまでも日本の展示

会といった性格はなく，アジアの国際不織布展を同地域

のリーダー役である日本が開催してきたという恰好に

なっていました。

しかし，2000年の大阪開催が終わった段階で，欧米の

INDA（米国不織布工業会）やEDANAから2003年は中国

で開催してほしいとの要望があり，そうなると国単位の

参加としていた旧ANIC（アジア不織布工業協議会） では

中国・台湾問題が絡み中国政府の許可がおりにくいと

いった事情もあってANFAを設立させました。これによ

り中国の不織布メーカーも参加する一大組織となり，上

海での開催が行えるようになりました。

また，ANEXは産業展示会ですから日中のいずれで開

催するかが問題となるものではなく，ANFAの理事は中

国（香港を含む）の企業，日本の企業，韓国の企業，台

湾の企業それぞれ5人ずつで構成されており，その20名

が定期的にミーティングを開いて，情報・意見交換も継

続的に行いながら上海開催へ向けての準備を進めている

わけですが，問題なのは中国の不織布産業を代表する業

界団体がまだ一本化されていないということです。現在

中国では不織布関連の展示会が多く，この9月25～27日

には「CINTE テキスタイル中国」が上海で開催され，12

月には広東省で不織布関連の展示会があります。そして

来年5月 21～ 23日にANEX2003が上海で開催されるわ

けですから，短期間のあいだに3 つの不織布関連の展示

会が中国で開催されバッティングする形となります。

中国の不織布団体が一本化されれば，業界活動の範囲

にも広がりが出てくると思いますね。

－展示会が多いのは中国市場が期待されている現

れでもありませんか。

田　中　期待するところは大きいでしょうね。まず人

口の大きさが潜在需要を期待させる。しかし中国の市場

を考える場合，日本や欧米の企業には原反を輸出し中国

市場へ投入するという発想はないでしょう。かといっ

て，単独出資や合弁などにより原反を現地生産して中国

の内需に対応するという考えもあまりない。

中国へのアプローチとして多い事例は，原反などの材

料を中国へもっていき現地で2次加工・3次加工を施して

日本や欧米の市場で販売するといった加工基地としての

位置づけです。もう一つは，とくにヨーロッパの機械

メーカーや樹脂メーカー，ファイバーメーカーなどに多

く見られますが，高品質で機能性のある不織布がつくれ

るとか高速生産・効率生産ができるとのうたい文句で中

国の不織布メーカーに売り込むといった形態です。

だから中国を市場として注目するといっても，現在そ

の主体となっているのは原反メーカーではなく機械メー

カーなどでしょうね。

－機械メーカーにしても，中国市場へ進出する場

合，欧米企業ではそれぞれ国のバックアップがあるケー

スも少なくないようですが。

田　中　不思議に思うのは，かつてわが国では企業の

海外進出に政府のバックアップが少なからずあり，経済

が高度成長していた時代にはそれが欧米から官民一体の

取組みだと批判されました。しかし，最近ではその欧米

が企業の海外進出をバックアップするケースが目立って

います。

ただ，海外進出ではありませんが，国のバックアップ

という点では経産省が旧通産省時代から中小企業の保

護・育成に積極的であり，国内の中小企業が集積する地

域や不況業界を対象に新ビジネスの展開を図る企業へ補

助金や低金利貸付などの支援策を講じています。不織布

業界もその対象になって良さそうですが，過去5 年間の

生産推移などを判断基準として不況産業に認定しますの

で，昨年はマイナス成長だったもののそれ以前は右肩上

がりでしたから，残念ながらその対象に認定されませ

ん。「夢のある産業」だけに不況産業とはならず，雇用調
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整助成金を協会で申請しても通らないわけです（笑）。

それは別にしても，監督官庁へのロビー活動強化の会

員からの要請はあり，実際に今年度の活動方針のなかに

も盛り込まれています。直接的な国の支援は得られなく

ても，関連法人の協力を得ることは今後とも重要な課題

になってくるでしょうからね。

利益出す業界となるには
代替素材も取り込む意気込みで

－国内での展示会は当分なさそうですが，協会とし

て不織布の啓蒙・アピールなどはどのようにされるので

しょう。

田　中　こうした経済状況下では，果たして国内で不

織布の展示会を行うのが不織布メーカーの業績に繋がる

のかと疑問に思われる向きも少なくありません。それよ

りも，不織布の最終ユーザーが主体となる異業種の展示

会に出展する方が効果的だとの意見が多く見られます。

そうした展示会に協会として出展し不織布の有用性や利

便性をアピールすれば，その展示会に関連する不織布

メーカーの販路開拓に繋がってくる可能性は高く，実際

的な効果も期待できます。そうした異業種の展示会出展

を協会として進めていく考えです。

－会員同士による生産面での協業化促進について

は取り組まれないのでしょうか。

田　中　それは協会の事業として取り組まなくても

すでに会員同士で生産委託などの動きが出ており，生産

余力を有効活用する好例となっています。当協会として

はそうした個々の会員間の結びつきを促進するため，ア

ンケート結果でも要望が多かったように情報・意見交換

や交流の場を充実させ，人と人との接触の機会を増やし

企業間の協力関係を今以上に醸成させる方向へもってい

きます。

例えば原反メーカーと機械メーカー，原反メーカーと

原料メーカーの協力関係，あるいは原反メーカー同士で

お互いがもっていない製品分野で補い合う関係をもてる

きっかけとなる場の提供です。そうした意味では，多岐

にわたる会員構成が協力関係を進めるうえでの大きなメ

リットになるでしょう。

－最後に，不織布業界発展のキーワードを。

田　中　とくにこれと言って思いつきませんが，何と

か「不織布の仕事をやっていてよかった」と言えるよう

な利益を生み出す業界にしたいと考えています。それに

は市場を活性化するような新技術や新製品が求められる

でしょうし，たとえ不織布の代替素材が開発されても受

け身で捉えるのでなく，それは「次世代の不織布だ」と

言えるくらいの意気込みが必要とされます。

－つまり，「不織布に代わるものも不織布だ」と。

田　中　不織布が果たしている役割を他の素材や製

品によって代替される可能性もないわけではありませ

ん。そうした素材・製品が登場したとしても被害者意識

をもつのでなく，逆にわれわれの業界に取り込んでいく

んだという意識をもつ。そのためには夢をもっていない

といけない。先輩たちはよく「アウターウェアをつくる

んだ」と言って頑張ってこられましたが，そうした理想

があったからこそここまで不織布産業を発展させてこれ

たのだと思います。

当協会の会員の皆さんも日々そうした意識で取り組

んでおられるでしょうから，当協会としてはそうした取

組みをバックアップしていけるようそのヒントとなるよ

うな最新の各種情報を提供していくことも大きな役割の

一つだと確信しています。

－今日はご多忙ななか，貴重なお話しありがとうご

ざいました。

  日本不織布協会の平成14年度活動計画

  ＜国　内＞

1．講演会の実施

   ・年次総会講演会（7月12日）

   ・公開講演会（ANFA講演，2月予定）

   ・不織布講演会（関東・関西・四国，9月）

2．委員会・分野別部会の活性化

   ・技術委員会；JIS（医療用不織布試験方法）の見直し作業

   ・編集委員会；出版物の発行計画

   ・企画運営委員会；公開講演会および平成15年度年次総会

       講演会の企画

   ・分野別部会；分科会の企画・実施

3．ANEX 03（上海）への支援

     日本パビリオンの設置と参加勧誘ワーク

4．異業種展示会での啓蒙活動

5．新会員の勧誘活動（賛助会員から正会員への移行を含む）

6．経済産業省繊維関連団体（3S会）との連携

7．監督官庁へのロビー活動

  ＜海　外＞

1．ANFA事務局機能の充実

2．ISO，マーケット情報など欧米からの入手資料のANFA連絡

     事務所（台北，ソウル，上海）への提供

3．ANFAホームページ開設の予備作業

4．欧米団体との連携
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