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日本バイリーン㈱
取締役第一事業部長

水 谷  良 明 氏

アジア地区の芯地生産の受皿

としてまず香港に販売会社設立

日本バイリーンはアジア地区の

芯地ビジネスを，提携関係にあるド

イツ・フロイデンベルグとの合弁に

より設立したグループ4会社（中国，

台湾，韓国，香港）との連携のもとに

展開している。

当グループがアジア地区の芯地

ビジネスで，なぜこのようなグロー

バルオペレーションを展開するよう

になったか，という理由からまず説

明したい。

日本のアパレルメーカーは1 0 数

年前から，安い人件費を求めて中国

へと縫製工程を移転している。いま

では低単価のカジュアルウェアや大

量生産の衣料品のほとんどが中国で

縫製されるようになり，日本国内の

縫製作業は高級品か小ロットに限ら

れるようになった。

アパレル産業に生じたこの地殻

変動は，当社が手掛ける芯地ビジネ

スにも大きな変化をもたらした。

中国に進出したアパレルメー

カーは当初，素材を中国へもってい

き，そこで縫製を行い完成品として

日本へ持ち帰った。この段階ではま

だ従来通り国内のアパレルメーカー

に芯地を販売することができた。

これを第一段階とするなら，第二

段階はデザインは日本で決めるが，

素材や縫製は現地で調達する，とい

うことになる。こうなると芯地販売

にも2通りの方法が必要となる。

ひとつは日本でつくった芯地を

中国に持ち込んでストックしてお

き，現地の日系アパレルに販売する

というもの。もうひとつは，芯地メー

カーも中国へ進出して，現地でつ

くった製品を販売するというもの
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③韓国バイリーン（韓国）
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アジア地区に芯地ビジネスを展開する日本バイリーン・フロイデンベルググループ

「グローバルオペレーション」を標榜する日本バイリーンのアジア芯地ビジネ

スは，中枢となる香港の販売会社と各地の工場が連携して市場に対応する。その

誕生の経緯と今後の戦略を同社・水谷良明取締役第一事業部長にお聞きした。

特集 / アジア不織布産業の展望･････････････････････日本バイリーン

グローバルオペレーションの拡大めざす

－芯地ビジネスの成功を他分野にも活用－

日本バイリーンは，世界最大の不織布
メーカーであるドイツのブロイデンベル
グを核とするグループの一員として，技
術や生産，マーケティングなど緊密な連
携の下に，世界に拡がる総合的な不織布
企業体の一翼を担っている。
このグローバルネットワークは，より

高機能･ 高付加価値製品の提供を可能に
するとともに，地球規模の情報をいち早
くとらえ，ユーザー支援に活用する。
一方，日本バイリーンを核として台

湾，香港，韓国，中国，米国などに販売会
社，工場を有し，ユーザーに密着した体制
を目指している。
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だ。時の経過とともに前者から後者

へとシフトが進み，いまでは後者の

比率が圧倒的に大きくなっている。

香港の販売会社がアジアの芯

地ビジネスを一元的に管理

このような日本のアパレルメー

カーの中国移転に対応するために，

当グループが最初に手掛けたこと

は，香港に芯地販売会社Freudenberg

& Vilene International Ltd.（略称FVI）

を設立することだった（1983年）。

これはまず商圏の確立から入っ

ていこうという考えに基づいてい

る。現地で「ものづくり」ができる受

皿となる販売会社を最初につくった

ことが，その後の当グループの芯地

ビジネスを成功に導いたと考えてい

る。

FVI は当初，主に日本（日本バイ

リーン）やドイツ（フロイデンベル

グ）から芯地を輸入し，香港や中国，

アジア各地のアパレルメーカーにそ

れを販売して実績を積んでいった。

こうしてFVIがアジア地区に確固

とした市場を確立したのを見届ける

と，当グループはアジア各地に芯地

製造工場を設立するという次のス

テップへと移った。

89年に台湾に設立したFreudenberg

& Vilene Nonwovens （Taiwan） Co.,

Ltd.（同FVT）を皮切りに，95年には

中国にF r e u d e n b e r g  &  V i l e n e

Nonwovens （Suzhou） Co., Ltd.（同

FVC）を立ち上げ，そして01年には

韓国にKorea Vilene Co.,Ltd.（同

KVC）を完全なグループ会社とし，

アジア地区における当グループの芯

地ビジネスのインフラを完成させ

た。

上記3工場とも操業開始時から需

要が供給を上回る順風の環境のもと

で船出し，現在に至るまで黒字経営

を続けている。FVI が先行して進め

た市場開拓の賜といえる。

FVI は現在，アジア地区の芯地ビ

ジネスの指揮命令系統を一元的に管

理するヘッドクオーターの役割りを

担う。そこで販売する芯地の半分以

上が，グループの3工場から供給され

ている。

その販売先は，香港と中国向けが

半分以上を占め，残りが台湾，韓国，

インドネシア，インド，その他アジア

諸国向けとなる。年商は約130億円に

達する。

日本での芯地づくりは技術開

発のために不可欠

このようなアジア地区の芯地ビ

ジネスの隆盛とは対照的に，日本の

それは衰退の一途を辿っている。日

本市場の芯地売上は今後も伸びない

と考えている。国内で芯地を必要と

するアパレルメーカーがどんどん少

なくなっているのだからやむを得な

い。

日本のアパレル産業が空洞化し

ているいまのような状況下で，果た

して当社の国内工場で芯地を生産し

続ける必要性があるのか，と疑問に

感じられる方も少なくないようだ。

しかし，芯地の国内生産は，海外

の厳しい市場競争を勝ち抜く礎と

なっている，技術の優位性を保つた

めに絶対欠かせないものだ。

機能性だけでなく風合いなどの

感性面でも，芯地に対する要求が世

界でもっとも厳しいマーケットであ

る日本に生産現場があるからこそ，

その技術開発が進み海外のグループ

フロイデンベルグ&バイリーン･

ノンウーブンズ蘇州（FVC）は，1995

年に設立され，現在月産5 0 0 万～

600万mの芯地を生産している。

その供給先は中国本土が主体。

日本や韓国，台湾から持ち込まれた

芯地も販売している。

芯地に使用する不織布は，熱融

着繊維を使用したポイントシール

（サーマルボンド）製法でつくられ

ている。

FVC を将来的に自動車内装材や

電池セパレータな

ど産業用不織布の

生産基地としても

活用しようという

アイデアがあるが，

具体的な計画は決

まっていない。

新たな試みとし

て，基材を日本とド

イツから持ち込ん

■フロイデンベルグ&バイリーン･ノンウーブンズ蘇州

フィルターの組立加工も開始

でフィルターの組立加工を開始し

ている。

「FVCは順調に事業展開をしてお

り，利益も確実にあげ配当を親会社

に送ってくれる孝行息子に育って

いる」（水谷取締役）という。
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うになった。ジーンズに限らず夏の

婦人衣料でもウォッシュ加工の

ファッションは最近増えている。

同芯地のポイントは水洗いをし

ても剥がれない接着性にある。芯地

の接着性は接着樹脂の接着力およ

びその付け方に拠るところが大き

い。

接着樹脂の付け方には，シングル

ドットあるいはダブルドットと呼ば

れる加工方法があるが，当社では昨

年，ダブルドットを一歩進めた

“ニューダブルドット加工”（特許出

願中）を採用した芯地を発表した。こ

れは接着樹脂にも工夫こらして接着

力を格段に向上させている。

環境問題，ファッションとも日本

国内に限らず世界的な広がりを有す

るので，今後水洗い対応の芯地需要

は伸びると期待している。

同製品は現時点では日本でしか

販売していないが，アジアでも徐々

に展開していきたい。

芯地に続くアジアでの新たな

不織布ビジネスが検討課題

日本のすべての産業のなかでア

会社に技術移転ができるのである。

もし日本で芯地生産をやめてし

まえば，新しい技術が生まれなくな

り，海外のグループ会社も立ち枯れ

てしまうだろう。

日本に芯地の生産現場を残して

技術開発を続けていくことが，海外

へ新しい技術をインプットしていく

ためにも非常に重要なことだと考え

ている。

その良い例が「水洗い対応」と呼

ばれている衣料に使用可能な芯地の

開発だ。このような衣類が流行する

ようになった理由は大きく2 つ考え

られる。

第一が環境問題である。ドライク

リーニング時に発生する有害物質が

環境に悪影響を及ぼすことを避ける

ために，水洗いが可能な衣料品が求

められるようになっている。

第二が，ジーンズによくある古着

感を出すためにウォッシュ（洗い）加

工を施した衣類が増えていることが

あげられる。

生地段階に留まらず完成品で同

加工を行うケースもあるため，水洗

いに耐えられる芯地が求められるよ

日本バイリーンの衣料資材本部

は，芯地のベース（基布）表面に樹

脂によるプリント層を付与する新

しい技術“ニュー・ダブルドット加

工”を開発，今後芯地生産に本格的

に採用することを決定した。

開発したニュー・ダブルドット技

術（特許申請中）は，特殊な樹脂の配

合からなるプリント配合設計によ

り，強い接着力を発揮することが最

大の特徴。

このニュー・ダブルドット加工を

施すことで，従来のダブルドット加

工に比べても初期接着力・耐ドライ

クリーニング性・耐洗濯性・耐スチー

ムブロー性などの接着性能が1.5～2

倍と格段に向上する。

■日本バイリーン

衣料用芯地に格段の接着性能を実現した
“ニュー・ダブルドット加工”

パレルが最初に中国に進出し，現地

調達を開始した。このような現地調

達の動きは今後，自動車や電池など

当社が関わっている他産業でも進ん

でいくと考えている。

現実に当社の多くのユーザーが

中国に進出されているので，モノを

送るだけでは対応し切れなくなって

いる。現地で素材を手当てする必要

性がますます高まっているといえ

る。

そうなると当グループが芯地で

築きあげたグローバルオペレーショ

ンのような仕組みが，他資材でも必

要になってくるだろう。

ただし現段階では，何をどのよう

な形で中国で展開するのか，といっ

た具体的な計画は検討をしている最

中だ。

アパレルの生産移転に対応し当

社が芯地の現地生産を開始したよう

に，他の不織布資材でも現地生産が

要求される時代が来ている。

また，日本のユーザーへの対応だ

けでなく，中国の内需を視野に入れ

た事業展開を考えることも重要であ

る。

［特  長］

(1)新開発樹脂＆革新的ベース技術

(2)強力な接着力

(3)ドライ・水洗い耐性の向上

(4)スチームブロー耐性の向上
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