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意匠性・付加価値を持たせた

製品を開発提案しシェアを拡大

ーはじめに御社が手掛けてお

られる自動車内装用不織布事業の概

要についてお聞かせください。

南 村 自動車用内装材と一口に

いっても天井材はじめフロアカー

ペット，フロアマット，リアパーセ

ル，ドアトリムなど範囲が広い。

このうち当社が現在注力してい

ない部位は，フロアカーペットだけ

だ。付加価値が付けにくいというの

が，現状同分野に積極参入していな

い理由だが，内装材の性能をトータ

ルで考えるとフロアカーペットも今

後視野に入れていかなければならな

いと考えている。

トータルに考えるということは，

内装材全体をひっくるめた提案をし

ていくということだ。内装材にはさ

まざまな機能が求められているが，

とくに吸音・消音が差別化のひとつ

のポイントになっている。この機能

を発揮させるためには，内装材を全

体として捉えていかなければならな

いと考えている。

自動車用内装材で当社がコアビ
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ジネスとしているのが天井材にな

る。その国内の市場規模は全体で年

間約2,600万㎡で，不織布への転換率

は80%弱に達している。

当社は内装材全体で年間約1,500

万㎡製造しているが，天井材分野で

は約45%のトップシェアを有してい

る。

当社の売上高（連結）は全体で約

500億円だが，そのうち自動車資材本

部の売上は約150億円を占める。自動

車資材が当社の中核事業のひとつで

あることは間違いない。

ートリコットや塩ビから不織

布製の内装材に転換が進んできた理

由をどのようにお考えですか。

南 村 それらを比較したとき不織

布製内装材のメリットが大きいから

だと考えている。まず第一に不織布

は吸音性や通気性など性能面で優れ

ており，しかもコストが安い。

製造面ではトリコットの成型が

難しいのに対し，不織布は加工性が

非常に優れている。とくに深絞りに

なると，トリコットの成型性は著し

く劣る。

また，塩ビは冷たい印象や環境問

題などがあるが，不織布はファイ

バーをいろいろな加工方法を用いて

絡めているので温かみを感じさせ

る。

このような特長が評価され，日本

では不織布製の内装材が圧倒的に多

く採用されるに至っている。しかし

これは日本だけの特長で，欧米では

まだトリコットが主流で不織布製内

装材の普及はこれからだ。

ー日本の自動車内装材市場で

不織布のシェアが今後も拡大し続け

る余地はありますか。

南 村 天井材ではすでに8 割弱が

不織布化されている現状でさらに

シェアを伸ばせるのか，という疑問

はあるが，残りの2割でも大きな市場

なので，意匠性・付加価値をもたせた

製品を開発してトリコットあるいは

他社の不織布製品と差別化をして

シェア拡大を図りたいと考えてい

る。

例えば，いまの日本の若い人たち

は欧州車のもつフィーリングに共感

を示すため，日本の自動車メーカー

は乗り心地や内装面で，欧州車の感

覚を意識して取り入れようとしてい

る。

つまり，内装材でもトリコット調

が若者に好まれる傾向もあるため，

そのトレンドに対応した意匠性や付

加価値を持たせた製品を今後提案し

ていこうと考えている。

プリントやエンボスによる不織

布表面の加工技術が進歩した結果，

グローバルな機能分化がグループの強さの源泉

1981年に世界で初めて不織布製の自動車天井材を開発した日本バイリー

ンは，いまもなお同分野のトップを走り続けている。その強さの源泉は，

PET 再生繊維などエコ資材を用いた意匠性・付加価値に富んだ製品に加え

「提案営業」「世界対応」という企業戦略にある。同社の自動車内装材事業の

現状を同社理事・第二事業部自動車資材本部長の南村昇氏にお聞きした。

特集 /自動車用不織布の現状と今後

ー厳しいいまの時代こそ「総合力」を活かすときー
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トリコットに似せた内装材を不織布

でつくることができるようになって

いる。それらの加工を可能とする各

種設備が当社の生産工場には多くラ

インナップされているので広範な提

案ができる。

一方，トリコットサイドでも不織

布内装材のこのような動きに対抗し

て，起毛による高級感の演出で巻き

返しを図ろうとしている。

しかしその加工方法は高く付く

ので，不織布内装材の表面仕上げを

洗練していけば，トリコット市場に

食い込んでいくことは今後も十分可

能だと考えている。そのために開発

した新製品もほぼ完成に近づいてい

る。

さらにいまわれわれが力を入れ

ているのが，自動車内装材向けの人

工皮革の低廉化商品の開発だ。

自動車内装材にはすでにファイ

ンデニールの人工皮革があるが，い

かんせん高価である。そこで当社で

は，例えば座席シートの背凭れの裏

側など，耐摩耗性など要求品質がそ

れほど厳しくない部位を新たなニッ

チ市場として捉え，コストの安い人

工皮革を供給していきたいと考えて

現在開発を進めているところだ。

不織布の内装材にはいろいろな

可能性とメリットがあるので，それ

を追究して，さらなる市場拡大をめ

ざしたいと考えている。

持てる総合力を「提案営業」に

活かす

ー自動車メーカーに対してど

のような形で自社製品の採用を働き

かけられているのでしょうか。

南 村 われわれは「提案営業」を基

本としている。ユーザーからこうい

うものをつくってほしいといわれて

からスタートするのではなく，こち

らから積極的に色やデザインを提案

して売り込んでいくという営業を中

心に置いている。

提案営業は当社では芯地部隊が

嚆矢だ。ファッション動向と関連の

深い芯地を扱う同部隊は，カラート

レンドや素材など世の中の流行をい

ち早く収集して商品づくりに活かさ

なければならなかったからだ。

トータルで見ると，車もファッ

ション産業の一部と考えることがで

きる。つまり数年後の新車発売のと

きには多分このような色・素材が流

行しているだろうから，こういう形

の内装材を当社は提案したい，とい

うところまで踏み込む提案営業が成

り立つ。

このような営業方法を採ってい

る理由は，各社が競い合って採用が

決定するコンペ方式では製品に付加

価値を付けるのが難しいからだ。そ

れを避けるためには車の開発・設計

段階からプレゼンをしていく必要が

ある。

こうした提案営業は，芯地や自動

車内装材に限らず，さまざまなマー

ケットに入っていくときの当社の強

さになっている。

ーそうした提案営業に対して

自動車メーカーサイドからは，どの

ような要望・要求が返ってきますか。

南 村 色・デザインなどの意匠性

はじめ，軽量化や防音・消臭，リサイ

クル性など機能面も重要な要素にな

るが，いまのような経済情勢下では

コストダウンが最優先課題とならざ

るを得ないという現実がある。

ただしコストに関しては，いい製

品を開発しても，それまでの値段が

なかなか超えられないというジレン

マがある。自動車メーカーは現状の

製品に基づいてコスト計算をしてい

るから，後で付加価値がついた製品

を開発しても，高く買ってあげま

しょう，ということにはならない。

それを避けるために，数年後に発

売される新車開発プロジェクトに入

り込んで，時代のトレンドを取り入

れた部品を開発していきましょう，

というところから提案していかない

と，なかなかいい利益が得られない

という現状からも，提案営業が重要

になってくる。

また，新車開発期間が短くなって

きているので，短納期に対する対応

力の早さも，当社が信頼を得ている

不織布製の自動車天井材 オプショナルマット
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理由のひとつといえる。

しかし反面，短納期になるとお金

と時間をかけて，いいものをじっく

り考えてつくるということが少なく

なってきていることは残念だ。

例えば，内装材の防音効果テスト

では，同じ路面をグレードの異なっ

た素材を使用して走行したときの騒

音を，熟練者が耳で聞いて比較判断

する官能テストだけで決められるこ

とが多いが，われわれとしてはこれ

と並行して客観的な評価が得られる

測定機器による数値データを，判断

可能項目のひとつとして増やすのが

望ましいと考えている。

自社製の独自素材が創造する

新たな市場

●PETボトル再生繊維

ー内装材原料に使用するPETボ

トル再生繊維を，グループ会社でつ

くられるようになったのどのような

理由からでしょうか。

南 村  当社の内装材のほとんどの

原料に，100%出資の子会社が製造す

るPETボトルの再生繊維が使用され

ている。内装材を製造する当社のよ

うな不織布メーカーが，再生繊維の

製造設備を自社で保有しているケー

スは稀有である。

98年以前は，原料は主に繊維メー

カーから購入していた。しかしそれ

では発注量が少ない機能繊維の場

合，非常に高い値段についたので新

しいアプリケーションの開発が難し

かった。そこで一層のこと自社で機

能繊維をつくってしまおうという試

みを行っている。

P E T ボトルの再生繊維製造メー

カーは他にもあるし，また単純なリ

サイクル繊維の製造だけなら既存設

備を導入すれば済む。しかしそれで

は得られない永年のノウハウの蓄積

がわれわれにはあった。

自動車内装材向けの繊維製造で

とくに難しいのが，自動車メーカー

指定の基本色を忠実に再現する色目

（カラーマッチング）だ。自動車の内

装はさまざまなパーツで構成されて

いるので，パーツごとに決められた

基本色を忠実に再現しないとトータ

ルな色目が出ない。日本の自動車

メーカーはこの色目に対してとくに

厳しい。

同じ条件下で紡糸してもロット

によって色目が微妙に異なってく

る。独特の勘や統計データに基づい

てそれを修正していくのだが，永年

に渡って培ったノウハウが必要とな

る。

生産現場において指定された色

目にまでもっていくには，ロスが相

当出る。言い換えれば指定された色

目に短時間でアジャストすることが

できれば，それだけロスが減少しコ

ストダウンに繋げることができると

いうメリットも出る。

ーグループ会社で繊維を製造

されているメリットはほかにもあり

ますか。

南 村 繊維を自社で製造している

と，繊維を抽出するときに最終用途

を想定したさまざまな機能や付加価

値をもたせることができる。

例えばマイナスイオンを発生す

るトルマリンなどの鉱石を繊維に固

着する技術も確立しているので，こ

れからはそうした付加価値のある機

能性繊維を用いた内装材を自動車

メーカーに提案していきたい。

PETボトルから再生したエコ繊維

以外に，このような機能性繊維を自

在につくれることも当社の強みとい

える。

しかし，天然繊維やエコ繊維を内

装材の広範な部位に使っていくとい

う作業にはまだ時間がかかると考え

ている。

●“ビニロンチョップドマット”

南 村 環境保護ということであれ

ば，工業資材本部で扱っている“ビニ

ロンチョップドマット”を，車両関係

のFRP成型品の芯材として展開しよ

うとしている。

他部門の資材を自動車部門が扱

うようになったのは，同じターゲッ

トに対しては全部門を総動員してか

かっていこう，という社内体制がで

きあがりつつあることの現れだ。

当社の田中社長が2002年1月に決

定した方針により本部長クラスの

ローテーションが行われた結果，そ

れまでは部門を中心として動いてい

たが，部門間の情報交換が非常によ

くなりお互いに協力し合うように

なった。

私が以前，工業資材本部の本部長

を務めていた経験が，“ビニロン

チョップドマット”の自動車資材へ

の応用を可能にしたともいえる。そ

ういう意味では，社長方針による

ローテーションの効果が各所に現れ

てきている。

ー“ビニロンチョップドマッ

ト”を自動車部品にどのように使わ

れるのでしょうか。

南 村“ビニロンチョップドマッ

ト”は，FRP芯材として使用されてい

るガラス繊維の代替として開発され

たエコ資材だ。

芯材にガラス繊維を使用してい

るFRPは，廃棄時に多大な労力とコ

ストをかけて粉砕した後，産業廃棄

物として処理しなければならないの

に対し，芯材に“ビニロンチョップド

マット”を使用して成型したFRPは，

大きく砕いただけで一般廃棄物とし

て処理することができる。

この“ビニロンチョップドマッ

ト”を使用したFRPを，エアロパー

ツなどの自動車成型部品に展開し，

自動車資材本部のコアビジネスに育
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てたいと，当社も当然，重要優先課題

として取り組んでいることは言うま

でもない。

ーどのような販売体制を採ら

れるのですか。

南 村 トヨタ自動車の主力ディー

ラーと自動車用品成型メーカー，そ

して当社を含めた3社が，大型のプレ

ス成型マシンを備えた合弁加工会社

を5年ほど前に設立したが，この会社

を通して販売する体制ができあがっ

ている。

この合弁加工会社は設立当時は

カスタムカーの製造を収益源として

いたが，いまでは複合材料と特装車

両のメーカーとして実績を積んでい

る。

これまで自動車資材本部は，フロ

アマットと内装材という2 つの安定

したコアビジネスを手掛けてきた関

係から，車の他部位に不織布を使う

とか，その流行を予想するといった

感覚が意外に少なかったように思

う。

自動車業界にこれだけ強力な

チャネルをもっているのだから，不

織布ならではという用途に市場展開

していこうと考えている。

「世界対応」による機能分化

ー日系自動車メーカーはグ

ローバル化への対応として，海外に

工場進出して現地生産を進めていま

すが，国内産業が空洞化して内装材

需要が落ち込む恐れはありません

か。

南 村 国内需要だけを見ている

と悲観的になるが，世界的に見る

と自動車は年間5,600 ～ 5,700万台

が生産されておりいまだ伸びて続

けている。ただし国内の自動車生

産台数は減ることはあっても，増

えることはないという基本認識は

もっている。

多くの自動車部品メーカーが空

洞化への対応を迫られ苦慮している

が，当社にとって空洞化はマイナス

ではなく，むしろわれわれの強さを

活かすセールスポイントにさえなる

と考えている。それは次のような理

由による。

日系の自動車メーカーは，生産を

海外工場にシフトしているものの，

車の基本設計は日本でコントロール

している。つまり，海外で生産される

自動車内装材のスペックインも国内

で行っている訳だ。

それならそこに対して営業活動

を行って，当社の海外のグループ工

場で生産できるようにもっていけば

いいのである。スペックさえ決まれ

ば，日本でできる内装材と同じ製品

を現地工場でつくります，というよ

うに話せば安心して仕事を任せても

らえる。

しかしこのような海外工場での

生産を進める営業活動が，タダ働き

に終わっては力が入らないので，あ

げた業績に見合った利益が還元され

るシステムができあがっている。海

外のグループ工場が利益を生めば，

キャピタルゲインも期待できる。

このように日系の自動車メー

カーが進める生産のグローバル化

に，当社のように海外拠点をすでに

もっている会社は，それほど苦労な

く対応できる。

ー御社の海外の生産拠点はア

メリカや中国になりますか。

南 村  米国マサチューセッツ州に

9 7 年に設立した不織布製の自動車用

天井材の生産会社，FVLP（Freudenberg

Vitech Ltd. Partnership/フロイデンベル

グ・バイテック・リミッテッド・パー

トナーシップ）社は，設立から約5年

が経過したが，01年にはケンタッキー

州の新工場も稼働し，業績は順調に伸

長して毎年2桁成長を続けている。

アメリカの自動車天井材市場は

以前，トリコットがほぼ独占し不織

布製はほとんど採用されていなかっ

た。しかしFVLP社が市場に参入する

と，不織布の成型性・加工性の良さ

や，優れたコストパフォーマンスが

“ビニロンチョップドマット”（商

品名：VMマット）は，日本バイリー

ンが開発した高強度・高弾性なビニ

ロンチョップドストランド繊維と

スチレン可溶接着繊維からなる。

従来のスチレン可溶タイプのガ

ラス繊維マットと同様な扱いがで

き，かつ次のような優れた特長を有

している。

(1) 繊維組成（ビニロン）に依存

する特性

① 繊維粉塵による皮膚刺激（チ

クチク感）がない

② 繊維の破断に伴う粉塵が少な

く作業（施工）現場がきれい

③ 耐候性，耐薬品性に優れる

④ 繊維比重の関係から，同厚みの

ガラス繊維補強FRPに比べて軽量

⑤ 廃棄物の焼却処理が可能

(2)繊維物性および繊維状態に依

存する特性

①非常に優れた耐衝撃性能を

FRPに付与する

② 樹脂の含浸性および脱泡性

が優れる

③ サーフェイス付きマットは，

平滑で美しい仕上がり外観をFR P

に付与する

④ はさみで裁断可能で，かつ手

でも引きちぎれる

優れた特長を有する“ビニロンチョップドマット”
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評価され，日系の自動車メーカーば

かりでなくGM（ゼネラル・モーター

ズ）など米国メーカーにも採用され，

いまではアメリカの自動車天井材市

場全体の10%近いシェアを獲得する

までに成長している。

FVLP 社では天井材の生産が間に

合わないため，最新鋭の大型マシン

に入れ替えたほどで，今後もまだ市

場拡大が見込まれている。

同社が生産している天井材の原

料には日本と同様，PET再生繊維が

使用されている。現地メーカーから

調達するだけでなく，当社やK V C

（Korea Vilene Co.,Ltd./ 韓国バイ

リーン）からも相当量を輸入してい

る。

PET再生繊維を天井材の原料に使

用することは，「コスト」と「エコ」に

対応するために欠かせない。した

がって海外展開をするときにも，再

生繊維製造技術を前提とした事業化

が基本と考えている。

日本バイリーンが，タイヤ補強

用に開発したアラミド繊維不織布

が，ブリヂストンが開発した大型

トラック超偏平シングルタイヤ

“GREATEC”用の急激な空気漏れ

に 対 応 す る 画 期 的 安 全 装 置

“AIRCEPT（エアーセプト）”に採用

された。

今回開発したタイヤ補強用不織

布は，

(1)急激なゴムの膨張にも追従す

る構造

(2)高強力な特殊繊維を使用する

ことで補強･剛性のアップ

などの基本特性があるが，これ

らの特徴が評価された結果，今回ブ

リヂストンの安全装置“AIRCEPT”

の構造材料として採用された。

ブリヂストンが開発した安全装置

“AIRCEPT”は，アラミド不織布にゴ

ムを覆った構造で超偏平シングルタ

イヤとリムの間にセットされ，通常

走行時には適切な形状を保持し，タ

イヤの圧力が著しく低下した場合に

はタイヤ内で均一に拡張できるよう

な特性をもつ。

すなわち，走行中なんらかの要因

でタイヤ内の空気が急激に低下する

と，この安全装置が膨らみ空気圧低

下を抑える。

同安全装置“AIRCEPT”は，ダ

イムラークライスラー社の大型ト

ラック，アクトロスの新型車への

採用が予定されている。

日本バイリーンでは今回の実績

を基に，さらに不織布の製品開発

を推進し，産業資材分野での用途

開発に注力する考え。

日本バイリーン製アラミド不織布が
ブリヂストンの超偏平タイヤに採用

一方，オプショナルマットでは当

社は83年にVIAM Manufacturing, Inc.

（バイアム・マニュファクチャリン

グ）を米国カリフォルニア州に設立，

さらに01年にVIAM (TN) Ltd. Part-

nership （バイアム・パートナーシッ

プ）を同テネシー州に設立して，現在

ではこの2工場で同マットを製造し，

現地の自動車メーカーへ供給すると

ともに日本へも輸出している。

当社はじめ数社の出資により9 8

年に韓国・ソウルに設立された合弁

会社，KVCでも自動車内装材を製造

している。KVCと当社は強い連携で

結ばれており，市場に対応したもの

づくりを行っている。

また，中国での自動車内装材の生

産は将来，グループを支える中核事

業に成長すると考えている。

中国の自動車生産台数は2010 年

には600 万台体制になると予想して

いる。そのため，95年に中国・蘇州

に設立した独フロイデンベルグ社と

の合弁による衣料用不織布芯地の製

造・販売会社，FVC（Freudenberg &

Vilene Nonwovens(Suzhou)） 社 を，産

業用途向け資材の生産拠点として有

効活用しようという計画もある。

われわれグループの最大の強さ

は，同じグレードの製品を世界中の

どこでも同じような価格で供給でき

る，いわゆる「世界対応」ができると

ころにある。

世界的な機能分化によって営業・

生産活動ができることが，われわれ

グループの強さの源泉である。

自動車メーカーからの要望・要求

は年々きつくなっているので，内装

材事業を取り巻く環境は厳しくなっ

てきているのは確かだが，逆に総合

力を有する当社にとっては，いまこ

そが出番だと考えている。持てる力

を発揮して取り組めば，必ずいい結

実が得られると信じている。

ー本日はありがとうございま

した。
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