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1．はじめに
東レグループの概要と繊維を取り巻く環境

皆さんこんにちは。東レ株式会社で繊維生産を担
当します西本でございます。本日は「東レの繊維新
素材･新技術開発戦略」についてお話しします。

当社は 1926年に設立され、今年で 88周年を迎
えました。東レの事業セグメントとしては、「繊維」

「プラスチック･ケミカル」「情報通信材料・機器」「炭
素繊維複合材料」「環境･エンジニアリング」「ライ
フサイエンス」の 6 つがあります。このうち繊維は、
連結売上高の約40％を占めており、プラスチック･
ケミカルと共に、東レの安定的な事業拡大を牽引す
る「基幹事業」と位置付けています。

まず、世界の主要繊維生産量と、人口の推移を
概括します。1900年から 2012年までの 110年あま
りにわたって、繊維の生産量は年間400万トンから
7,800万トンと 19倍の規模に拡大しました。同期間
の人口の伸びは 16億人から 70億人と約4倍ですの
で、1人当たりの繊維消費量が平均で約5倍増加し、
世界の繊維需要量が着実に増え続けていることが
分かります。今後も繊維の生産量はポリエステル繊
維を中心に拡大が続くと見込まれており、世界的に
見て繊維は成長産業であると言えます。

また、合繊の生産については、1970年代は日本
や欧米が主役でしたが、それ以降は韓国や台湾が
躍進してきました。そして 1995年頃から中国が急
成長しています。また 2005年以降はインドや
ASEAN も徐々に生産量を拡大しています。繊維の
事業環境は常に変化しており、当社はこれらの変化
に対応して戦略を立案し、実行することが重要と考
えています。

特別レポート

去る 3月7日に、金沢市の ANA クラウンプラザホテルにおいて、東レ株式会社と株式会社東レ経営研究所
の共催で、繊維産業シンポジウム『北陸産地が目指す新しい方向性』を開催しました。当日は、早稲田大学商
学学術院鵜飼信一教授、株式会社良品計画金井政明代表取締役社長、東レ株式会社西本安信常任理事の 3人の
講師にご講演いただきました。本号では、そのうち、西本常任理事の講演内容をご紹介します。なお、鵜飼教
授の講演内容については、弊社の経営情報誌『経営センサー』5月号にて別途ご紹介します。

東レ株式会社　常任理事　生産本部（繊維生産）担当
（2014年4月から常任理事　Toray Chemical 
Korea Inc.代表理事副会長）
西本 安信（にしもと やすのぶ）氏
1976年3月京都大学工学部工業化学科修士卒業、同年4月東
レ株式会社入社。生産技術第1部次長、愛媛工場トレカ製造部
次長、トーレ・セハン社理事、総合企画室主幹、経営企画室参
事、生産技術第1部長兼技術センター企画室参事、愛媛工場長、
取締役生産本部（複合材料生産）担当、常任理事生産総務室
長を経て現職。

東レ株式会社・株式会社東レ経営研究所 共催　繊維産業シンポジウム講演抄録
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図表1 は 3大合繊（ポリエステル･ナイロン･ア
クリル）の生産能力ランキングを示しています。
1995年当時は、帝人、東レの日本勢以外は欧米や
台湾のメーカーがベスト10 を占めていました。そ
の後、欧米メーカーでの分社化・事業売却といった
再編が進む一方、中国、インドが台頭してきたため、
2012年のベスト10 は様変わりしました。

その中で東レグループは ､川下事業とのサプライ
チェーン構築や特品展開により事業規模を拡大し ､
直近でのウンジンケミカル社買収の効果も加味する
と、現在も世界第8位の生産能力を保有しています。

今後とも、東レは全素材の国内生産を堅持してい
き ､ お客様への供給責任を果たしてまいります。

2．東レの繊維研究・技術開発戦略
1）研究・技術開発基本戦略

続いて当社の繊維研究・技術開発戦略について
ご説明します。図表2、3 は当社繊維事業の国内、
海外における生産・研究・開発拠点を示しています。

図表3右下の東レグループ繊維生産量推移のグラ
フが示す通り、1990年代後半～ 2009年までは、国
内生産量は縮小し、海外での生産量、生産比率を拡
大してきましたが、今後は国内生産量は現状規模を
維持しながら、海外での事業拡大を推進する方針で
す。マザー工場としての位置付けである国内生産工
場は、研究・開発の場として堅持し、先端材料の開
発による高付加価値製品の創出と、革新的なプロセ
スの開発による抜本的なコストダウンを進めます。
そして、国内マザー工場で確立した技術を海外拠点

に展開し、現地ニーズに対応した用途開発と需要地
立地・コスト競争力の観点から現地生産を実施し、
更なる事業拡大を図ります。また海外拠点で得た利
益をマザー工場での研究・開発へ再投資することで、
次の高付加価値品の創出につなげるサイクルをまわ
し、持続的な研究・開発を継続して推進します。

当社はこれまで 1926年のレーヨンに始まり、ナ
イロン、ポリエステル、アクリルの 3大合繊、そし
てエクセーヌ、炭素繊維などの高機能繊維、さらに
はバイオ素材に至るまで、数多くの繊維を開発・上
市し、事業を拡大してきました。この長年の研究開
発による多彩な素材群と膨大な技術情報は当社の大
きな財産であり、強みの一つであると考えています。

図表1　

出所：東レ（株）

図表2　

出所：東レ（株）

図表3　

出所：東レ（株）
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図表4 に示す通り、研究・開発・生産体制の中で、
探索・研究ステージでは繊維研究所を中心に、先端
材料研究所、TFRC（東麗繊維研究所〔中国〕有限
公司：中国江蘇省南通市）といった国内外の研究所
が連携しながら繊維先端材料の基礎探索研究を推
進しています。開発ステージにおいては、重合・原
糸・原綿ではフィラメント技術部をはじめとする 4
つの技術部、高次加工・縫製品では、テキスタイル・
機能資材開発センター、繊維加工技術部が中心とな
り、エンジニアリング部門とも連携しながら開発を
進めています。生産移管にあたっては、国内外の工
場や産地企業の皆様との連携のもと進めており、研
究から生産に至るまでのマトリックス体制を構築し
ています。また、当社他事業との技術融合、大手
SPA、アパレルメーカー、自工メーカー、IT関連
企業などとの連携を積極的に行っています。このよ
うに、当社繊維の研究・開発は、連携と融合をキー
ワードに戦略的に進めています。

また、この研究・開発マトリックス体制での横断
的な仕掛け作りを、現在主に 2 つ推進しています。
1 つ目は、テーマ創出力強化を目的とした「繊維研
究運営委員会」の設置、運営です。市場ニーズを
精度良く捉えた基礎探索開発テーマを取り上げ、出
口を見据えて組織横断的に推進しています。2 つ目
は、重要要素技術の深化を目的とした「要素技術連
絡会」で、重要ユニット技術の極限追求による深化
を目指して、組織横断的な検討を行っています。こ
れらの施策をより強力に進めるため、当社は繊維研
究・開発戦力を増強するとともに、研究者・技術者
の育成も強化いたします。開発スピードアップ、開

発成功率アップを図り、次世代大型新製品を創出し
てまいります。

2）繊維技術の極限追求
（衣料における快適性の追求）
次に繊維技術の極限追求として、衣料における

「快適性の追求」を例に報告します。まず、「快適性」
とは何かを整理しますと、当社が考える「快適性」
には、「暖かい・涼しい」や「清潔」「軽い」といっ
た直接的な機能の他にも、「かっこいい」や「高級
感がある」など、心理的な快適性も含まれます。こ
れらの快適さを実現するために、これまでにさまざ
まなアプローチで機能性原糸を創出し、お客様に対
してソリューションを提供して参りました。

“シルック” の例
数ある快適素材の中で、絹のような質感を追及し

た “シルック” は当社のポリエステル差別化特品の
代表格です。1963年に開発、1964年に上市して以
降、実に 50年間にわたり産地企業の皆様と共に、“シ
ルック” 原糸の開発を進めてきました。

これまでの歴史を大きく分けると、絹の模倣から
スタートし、1980年代にはいわゆる新合繊といわ
れる合繊独自の質感を追求した素材を創出、さらに
1990年代後半からは、合繊テクノロジーの極限追
求や先端テクノロジーを融合させた技術により、ハ
イブリッド合繊を生み出してきました。“シルック”
は業界におけるシルキー素材のパイオニアであり、
絶え間ない開発により進化を続けています。

“シルック” の技術の変遷を見ますと、ポリマー
技術においては、ポリマー改質、特殊セラミックス
添加、ポリマーブレンドなどの技術を、製糸技術に
おいては、異型断面から始まり、異収縮混繊や海島
複合紡糸、シックアンドシン延伸などを開発・生産
化してきました。ポリマー、製糸両面での要素技術
の高度化により、素材の進化を実現しています。

また、2013年に “シルック” は販売開始50周年
を迎え、記念素材として、“シルック奏美” “シルッ
クジュピテール”の 2素材を開発・上市しました。“シ
ルック奏美” は、制電成分練り込みや嵩高捲回加工
などにより、和装で要求されるまとわりつき防止や
軽量などの快適さを追求した素材であり、一方の、
“シルックジュピテール” は、繊度・配向度差複合
紡糸技術と特殊なランダム延伸加工技術を組み合
わせ、温かく軽やかな触感と、濃淡がミックスされ
た表情を表現した洋装素材です。これまでの“シルッ

図表4　

出所：東レ（株）
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ク”の展開と、この 50周年記念素材の開発について、
繊研合繊賞グランプリを受賞しました（図表5）。

また、ここ 15年程において当社が創出してきた
快適素材の代表例には以下のようなものがありま
す。まず、ナイロン素材では、“アーティローザ・ディ
ノーバ” “キュープ・ファリーロ” “ボディクール” “ア
ミランBK” といった素材を開発・上市してきました。
例えば、2011年に上市した “ボディクール” は、繊
維表面にシャープな凸凹を形成することにより、比
表面積がアップし、接触冷感性の向上と、毛細管現
象による吸水速乾性を発現させたものであり、春夏
用のインナー向け素材として好適です。また、ポリ
エステル素材では、“シルック・デュエット” “UTS
アルトフィーノ” “シルック・ルミスティ” “エアリー・
サムロン・プラスC” などを開発・上市してきました。
昨年上市した “エアリー・サムロン・プラスC” は、
アルカリ溶出速度を精密に制御した新規ポリマー設
計、C型断面の複合紡糸技術、アルカリ処理による
後溶出加工技術を組み合わせることで、業界最高水
準の中空率50％を達成する軽量素材で、冬の重衣料
に好適な軽量・嵩高性、軽量保温性を有しています。

このように、当社はポリマー、製糸、高次加工技
術の融合により数多くの新素材を創出してきました
が、今後とも快適性を追求した素材開発をさらに加
速して進めてまいります。

3．革新技術による繊維新素材の創出
1）バイオベース繊維の展開

続いて、革新技術による繊維新素材の創出とし

て、バイオベース繊維の展開についてご説明します。
現在の地球を取り巻く環境は、人口増加、文明進

化や経済発展が進み、2010年の世界人口は 70億人
と 1900年対比で約4倍、消費エネルギーは 120億
トンと実に約30倍となっています。これに伴い、
資源・化石エネルギーの枯渇、食糧問題、水不足問
題、地球温暖化問題などの種々の問題が顕在化して
います。

このような状況下、当社は中期経営課題におい
て、世界が直面する課題の解決に資する製品や技術
の開発を通じて、持続可能な低炭素社会の実現に
貢献するため、グリーンイノベーション事業拡大プ
ロジェクトを設置し、推進しています。

このグリーンイノベーション製品とは、当社の
“Chemistry” の力を駆使して、地球環境や資源・エ
ネルギー問題の解決に貢献する製品のことを指し
ています（図表6）。

地球温暖化防止、環境負荷低減および資源枯渇
対応など、さまざまな社会問題に対して、当社のコ
ア技術である有機合成、高分子、バイオ、ナノテク
技術などを活かした製品開発を進め、省エネルギー、
新エネルギーなどといった貢献項目区分ごとに、先
端材料の提供を拡大していきます。

バイオマス由来繊維
例として図表6中の「バイオマス由来繊維」につ

いて紹介します。従来は、化石原料を精製・合成し
た原料を用いて、ナイロン、ポリエステルなどのポ
リマーを重合した後、繊維や織編物、衣料製品を製

図表5　

出所：東レ（株）

図表6　

出所：東レ（株）
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造していましたが、「バイオマス由来繊維」は、こ
の化石原料をバイオマス原料に置き換えることで、
製品を廃棄した後に発生する水・二酸化炭素を植物
の光合成で使用するサイクルを構築することがで
き、環境に配慮した製品となります。当社は、「バ
イオマス由来繊維」として熱可塑性セルロース繊維
“フォレッセ” や、ナイロン610、ナイロン56、バ
イオベースPET、3GT、PLA を開発、商品展開し
ています。

なお、これら当社のバイオマス由来繊維は、“エ
コディア” の商標で展開を進めており、バイオマス
由来のポリマー素材・製品に関する統合ブランドと
して設定しています。当社は“エコディア”のグロー
バルな展開・用途拡大を通じて、環境問題へのソ
リューションを実現していきます。

図表7 は「バイオマス由来繊維」適用拡大へ向け
たロードマップです。まず、最初のステップとして、
既に商業化されているバイオベースポリマーの適用
があり、具体的には 3GT、PLAが挙げられます。
続いて、ステップ2 として、商業化されているバイ
オベースモノマーの適用があります。これには、部
分バイオベースPET、ナイロン610がありますが、
既に設備化が完了し、量産段階まで進んでいます。
ステップ3 としては研究・開発段階のバイオベース
モノマーの適用があります。当社で検討中のものと
して、完全バイオベースPETやナイロン56が挙
げられます。最後に、今後進めていく課題として、
非可食バイオマスを原料とする石油対比コスト競
争力のあるポリマーへの挑戦が挙げられます。これ
には当社が保有する膜分離技術を活用することで、

実現可能と考えています。

部分バイオベースPET
部分バイオベースPET は、バイオマス資源から

精製されたエチレングリコールと、化石原料由来の
テレフタル酸を重合することにより製造されていま
す。部分バイオベースPET のバイオ化度は約30％
です。当社は市販のバイオEG を用いて、部分バイ
オベースPET の重合・原糸開発を推進しており、
既に生産体制を構築し量産段階にあります。

この部分バイオベースPET は、菅公学生服株式
会社と共同開発した体育着に展開が決定していま
す。このように、他社に先駆け衣料各用途への展開
を推進しています（図表8）。

完全バイオベースPET
また、完全バイオベースPET は、エチレングリ

コールに続き、テレフタル酸もバイオマス資源から
製造する必要があり、バイオテレフタル酸の開発は
アメリカの Gevo社と協力し進めています。Gevo社
が開発した微生物を用いた発酵技術を活用してパ
ラキシレンを製造し、これに当社が保有する空気酸
化技術を用いてテレフタル酸を製造するものです。

これらのプロセスは、Gevo社と連携することで
他社に先駆け開発を進めており、当社は世界初の完
全バイオベースPET の繊維化に成功しています。
バイオベースPET の特徴として、石油由来品と同
等の物性・色調を有していることから、既存の
PET が使用されているあらゆる用途への適用が図
れると考えています。

図表7　

出所：東レ（株）

図表8　

出所：東レ（株）
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ナイロン610
ナイロン610 は、セバシン酸とヘキサメチレンジ

アミンから合成されるナイロンポリマーです。セバ
シン酸はトウゴマと呼ばれる植物からヒマシ油を経
由して精製されるため、ポリマーのバイオ化度は
60％であり、量産段階にあります。ナイロン610 は、
吸水率が低いという特徴が有り、湿潤時の物性変化
が小さく、寸法安定性に優れる素材です。この特徴
を活かし、世界最高水準の細繊度化技術と組み合
わせることにより、薄地織物用途での商品開発・展
開を推進しています。この薄地織物については、欧
州最大規模のアウトドア展示会ISPO展において、

「ISPO AWARD WINNER 2013」を受賞しました。

ナイロン56
ナイロン56 は、1，5－ペンタンジアミンとアジ

ピン酸から合成されるナイロンポリマーです。1，5－
ペンタンジアミンはサトウキビ等からリジンを経由
して精製されるため、ポリマーのバイオ化度は
47％であり、開発段階にあります。現在、味の素
株式会社と連携した研究・開発を推進しており、味
の素社が強みとする植物原料からリジン、1，5－
ペンタンジアミンを製造する技術と、当社が強みと
する重合・製糸技術を融合することで、世界初のナ
イロン56繊維事業化を目指しています。

図表10 のグラフに示しますように、ナイロン56
は、ナイロン6対比優れた吸放湿性を有しており、
更にこのナイロン56 に “キュープ” に適用してい
る吸湿ポリマー練り込み技術を応用することで、こ
れまで到達することのできなかった綿以上の吸放

湿性を実現しました。当社は、この特徴を活かして、
衣料・資材用途への展開を推進していきます。

2）ナノテクノロジーによる新素材の創出
次に、ナノテクノロジーによる新素材の創出につ

いて報告します。ナノテクノロジー技術の分野では、
2000年にアメリカで、ナノテクノロジー国家戦略

「NNI」（National Nanotechnology Initiative）が発
表されて以降、世界各国で活発な開発が行われ、国
家投資額は右肩上がりに増加しています。同時期に
日本でもナノテクノロジー技術が科学技術基本計
画の重点推進4分野の 1 つに選定され、戦略的投資
が 行 わ れ て き ま し た。 ま た、2006年 頃 か ら は
BRICs各国や ASEAN においても国家レベルでの
研究開発が進められており、2009年のデータでは
世界の投資額は、2000年対比約10倍の約80億ド
ルにまで増加しています。これはナノテクノロジー
による素材や技術に対する期待の高さと言えます。

さて、ナノの効果としてはナノサイズ、超比表面
積、超分子配列が挙げられますが、それらの効果は、
力学的特性や熱的特性などの特性を飛躍的に向上さ
せることができます。これらの特性を生かして、材料・
素材として、ナノファイバーやナノコンポジットな
どが生み出され、製品として高性能なフィルター材
料や、太陽電池、フレキシブルディスプレーといった、
さまざまな用途に展開が進められています。

ここで当社の繊維事業における、ナノテクノロジー
を活用した革新的素材設計技術をご紹介します。

当社では、3 つの技術的な切り口で開発を進めて
いますが、まず 1 つ目はポリマー段階におけるナ

図表9　

出所：東レ（株）

図表10　

出所：東レ（株）
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ノアロイ技術です。これは、アロイ化による新たな
機能の創出を検討しています。2 つ目は製糸段階に
おけるナノ断面制御技術で、繊維の形態や配列の
精密制御に関する技術です。3 つ目は高次加工段階
におけるナノスケール加工技術で、精密後加工に
よる素材の高度化です。これらナノスケールの精密
制御技術を組み合わせることで、これまでにない革
新的素材の創出に取り組んでいます。

①ポリマー段階におけるナノアロイ技術
ナノアロイは、東レ独自のテクノロジーであり、

図表11 に示すロゴで商標登録も行っています。複
数のポリマーをナノメートルオーダーで混合させる
ことで、単に機能の足し算だけではなく、機能を飛
躍的に向上させたり、新たな機能、革新的な機能を
付与したりする技術です。当社の樹脂や炭素繊維複
合材料分野では、耐衝撃性や振動吸収性などの機
能を活用した展開が進んでいます。

樹脂分野でのナノアロイ技術の応用例として衝
撃吸収ナイロンがあります。衝撃吸収ナイロンは、
強度・剛性に優れるナイロン樹脂と、耐衝撃性に優
れるエラストマー（ゴム）をナノアロイ構造で混合
させることで、従来アロイよりも遥かに高い耐衝撃
性、衝撃吸収性を得ることができます。

繊維においても、このようなナノアロイ技術を適
用した新製品の創出を進めています。その一例が、
高機能ポリエステル繊維です。繊維を作る時には、
樹脂の成型よりも高速で急激な変形によって、微細
な形状に成型しますので、繊維を形成させるための

物性を維持することが必須条件です。一般に物性に
劣る機能性ポリマーをナノアロイ分散させること
で、機能性の飛躍的向上と繊維物性との両立化を
実現させます。これまで繊維への適用が難しかった
機能との融合を図っていきます。

②ナノ断面制御技術
ナノ断面制御技術では、当社が独自に開発した革

新的複合紡糸技術を駆使することで、繊維の断面を
任意に設計することができます。形態制御として、
△断面、Y断面、六角断面などの異型断面や高扁平
断面が、また配列の制御として、繊度ミックス、複
数成分を用いたもの、極細のバイメタル糸、あるい
は複合状態の配列制御が可能となっています（図表
12）。

いわゆる汎用繊維は、繊維の単糸として十数ミク
ロンの直径を有しますが、海島繊維によるマイクロ
ファイバーでは直径数ミクロンの極細繊維が得ら
れ、当社では人工皮革のエクセーヌや、ワイピング
クロス材で事業展開されています。近年では、直径
がナノオーダーとなるナノファイバーの開発を進め
ており、2006年からは短繊維型ナノファイバーの
上市を開始しています。さらに、長繊維型のナノファ
イバーの開発・高度化を進めており、ナノ断面制御
技術を駆使することにより、現状、世界で最も細い
150nm のナノファイバーの開発に成功しています。

ナノファイバーによる期待効果には、大きく 2 つ
あります。1 つはナノサイズによる効果で、直径
100nmレベルのナノファイバーは、汎用のポリエス

図表11　

出所：東レ（株）

図表12　

出所：東レ（株）
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テル繊維（12μm ＝ 12,000nm）とのサイズの違い
により、柔軟性や密着性に優れるといった特長が期
待されます。また、ナノファイバーによるもう 1 つ
の期待効果は、超比表面積効果です。繊維の直径
がナノレベルとなると、その比表面積は飛躍的に大
きくなることから、ダストの捕集性や拭き取り性の
向上などが期待されます。

このようなナノファイバーの特長を活かした用途
展開例の 1 つがクリーニング用途で、ナノファイ
バー化により、繊維が拭き取り面に密着し、拭き残
し無く仕上げられ、ワイピングクロス、研磨布など
への応用が期待できます。

また、ナノファイバーの特長を活かした用途展開
例として、NTT社、NTTドコモ社と共同開発した
生体情報を取得できる機能素材 “hitoe” について
ご紹介します。図表13 に模式図を示しますが、ナ
ノファイバー繊維の生地は、無数の小さな空隙を有
しており、この空隙に特殊コーティング技術で導電
性高分子を高含浸させ、樹脂の連続層を形成するこ
とにより、生体信号の高度な検出を可能とするとと
もに、優れた耐久性を実現しました。また、ナノファ
イバー故の、皮膚への密着、変形効果により、生体
信号の高信頼検出性能を得ることに成功していま
す。図表13写真の生体情報計測用ウエアは、生体
インターフェイスに “hitoe” を用い、配線の取り付
け方にもストレッチ性を損なわないような縫製技術
を駆使しています。小型の専用端末からスマート
フォン等への無線転送が可能であり、心電波形を測
定するなど、将来の用途拡大が期待できます。

③染色・加工段階におけるナノスケール加工技術
つづいて 3 つ目の染色・加工段階におけるナノス

ケール加工技術についてご説明します。当社では、
ナノレベルの微細構造制御による機能加工技術、い
わゆる「ナノスケール加工技術」を展開しています。
2004年に単繊維被覆加工技術であるナノマトリッ
クスの発表を皮切りに、これまでナノスケール加工
として、ナノプレム、ナノラメラ、ナノモディの 4
つの基本技術を創出してきました。ナノマトリック
ス技術では、「花粉付着抑制加工」「襟垢汚れ防止加
工」といった機能商品を展開しています。

また、4番目の「ナノモディ」技術は、「機能薬
剤の設計技術」により一般には繊維の内部に入らな
い薬剤を対象繊維に浸透する薬剤に変化させたの
ち、温度・湿度・濃度・圧力など、さまざまな加工
条件の制御によって、機能薬剤を繊維の内部まで浸
透・拡散させ、繊維を構成するポリマー鎖を分子レ
ベルの反応で改質するもので、この技術を用いるこ
とで機能薬剤をすみやかに拡散させ、繊維内部まで
均一に改質することが可能となります。その結果、
ポリマー改質により繊維そのものの物性の大幅な向
上や、まったく新しい機能の付与を自在にコント
ロールできるようになります。

この「ナノモディ」技術による機能商品展開の一
例として、高機能消臭加工 “ムッシュオン” があり
ます。“ムッシュオン” は「ナノモディ」技術によ
り繊維を内部改質し、繊維そのものに高度な消臭機
能をもたせるのと同時に、優れた洗濯耐久性を両立
させた商品です。洗濯耐久性に関する実験では、

図表13　

出所：東レ（株）

図表14　

出所：東レ（株）
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“ムッシュオン” は、工業洗濯50回後においても消
臭率80％を維持し、優れた消臭性能を維持してい
ます。この消臭加工技術は、衣類の洗濯ができない
宇宙において、アンモニア臭を素早く消臭する宇宙
服素材として開発が進められたもので、“ムッシュ
オン” はこれを日常衣料に展開した素材として、
JAXA（宇宙航空研究開発機構）が進める「JAXA 
COSMODE PROJECT」ブランドのビジネスシャ
ツ用途に採用されています。

3）高機能ポリマー繊維の高度化
次に高機能ポリマー繊維の高度化についてご報

告します。まず、用途となる産業資材についてご説
明しますと、産業資材用途で求められる機能は、機
械的性質、熱的性質、化学的性質、電気的性質など
の特性に分類されます。それぞれの要求特性はさら
に細分化され、例えば機械的性質であれば、高強力、
ハイモジュラス、耐摩耗性、耐衝撃性、防弾・耐切
創性などに分けられます。各用途における要求特性
と要求レベルに応じて、さまざまな機能繊維が使用
されています。

産業資材のうち、例えばタイヤコード用原糸では、
最も重要な特性である強度について、ポリマーの高
重合度化、紡糸延伸直結のスピンドロー化、ポリマー
のクリーン化などの技術進化により、性能向上を果
たしてきました。この性能向上で、自動車のみなら
ず、航空機用タイヤへの展開も可能となり、用途の
拡大が図られました。

また、釣り糸テグスについても同様に高重合度
化、表面配向制御技術により結節強度の向上を図っ
てきました。このように、産業資材用繊維の歴史は、

技術の進化による性能向上の歴史であると言えま
す（図表15）。

さて、現在当社は高機能ポリマー素材として、
PPS繊維、フッ素繊維、アラミド繊維、そして炭素
繊維を保有していますが、これらは汎用繊維と比較
して、耐熱性、耐薬品性、強度などに優れており、
それぞれの長所を生かした用途展開を進めていま
す。続いて、このうち耐熱繊維であり、当社が世界
トップレベルのシェアを誇る PPS繊維とフッ素繊
維の開発・展開状況についてご報告します。PPS繊
維、フッ素繊維は主に耐熱バグフィルター、モーター
結束糸、シール材、自動車用摺動材などに使用され
ており、拡大戦略として、耐熱バグフィルターの高
度化、新製品・新規用途の創出を推進しています。

耐熱バグフィルター
中でも耐熱バグフィルターは PPS繊維とフッ素

繊維の最重要用途です。耐熱バグフィルターとは、
火力発電所の石炭ボイラーやゴミ焼却炉で発生す
る高温の排出ガスから、大気汚染の原因となる煤

ばい

塵
えん

を除去するための濾
ろ

過
か

布です。PPS繊維、フッ素
繊維といった主要な素材は、その使用可能温度と耐
薬品性で適用される用途が分類されます。フッ素繊
維は高温グレードで使用されており、ゴミ焼却炉の
ように最も厳しい温度と、酸性条件下で使用され、
耐熱バグフィルターの頂点素材に位置付けられま
す。また中温グレードで使用される PPS繊維は、
耐酸性に優れることから、火力発電所用の石炭ボイ
ラー向けに広く使用されています。

ここで、環境問題の動向として、大気汚染の歴史
をふり返りますと、明治時代から今日まで、石炭工
業や石油化学工業の発展、自動車の増大などにより、
硫黄酸化物、煤塵、窒素酸化物が増加し、さまざま
な公害問題が発生してきました。さらに、現在では
環境問題はグローバル化しており、最近では中国で
の大気汚染による PM2.5問題が取りざたされてい
ます。PM2.5 は粒径が 2.5ミクロン以下の粒子状物
質であり、呼吸器系の奥深くまで入りやすいため健
康への影響が懸念されている物質です。工場の煤煙
なども原因とされており、当社はバグフィルター製
品の高度化により、大気汚染低減に貢献しています。

PPS繊維
続いて、PPS繊維を用いた PPS耐熱バグフィル

ターの技術開発戦略についてご紹介します。当社

図表15　

出所：東レ（株）
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は、PPS樹脂から繊維までの一貫生産・開発体制
を有しており、これを活かした製品の高度化を推進
しています。高度化の 1 つ目は細繊度化による捕
集性能向上であり、繊維向け樹脂の開発と製糸技術
の高度化で、繊度1デシテックスの細繊度品を上市
しています。これにより、捕集性能が向上すること
を確認しており、中国各地へ展開を進めています。
2 つ目は耐久性向上を目指した原綿の高強度化であ
り、バグフィルターフェルト強力の経時変化の実験
でも、初期強度は当社従来品対比約15%アップ、
高温で長時間晒された後も高い強度を保持し、長寿
命化が確認できます（図表16）。

また、さらなる捕集性能の向上を目指して、基礎
検討段階ですが PPS繊維のナノファイバー化を進
めています。図表17中の左の写真にあるように、
繊維径650nm のナノファイバーとレギュラー品を
積層して濾過布を作成し、右の図にあるような評価
方法を用いて、フィルターの入口側と出口側で粒子
数を計測し捕集効率を評価しました。初期フィル
ター性能評価において、PM2.5 の捕集効率はナノ
ファイバー適用により 42% から 99.9% まで向上し、
圧損も低下するといった結果が得られました。ナノ
ファイバーの活用により、捕集性能の大幅向上の可
能性を見出したため、今後耐久性評価などを進めて
いく計画です。

フッ素繊維
次に、もう一つの高性能ポリマー素材であるフッ

素繊維を紹介します。フッ素繊維は、ポリテトラフ
ルオロエチレンを繊維化した高機能繊維です。フッ

素繊維は他の繊維と比較して特異的な特長を有し
ており、耐熱性は合繊で最高レベルにあり、耐薬品
性についても、ほとんどの薬品に侵されません。ま
た、摩擦係数は全繊維中、最低の値を示し、高い摺

しょう

動性を有しています。その他、難燃性、撥水･撥油
性、離型性、耐候性に優れるという特長を持ってい
ます。

フッ素繊維の用途展開に関しては、PPS と同様
の耐熱バグフィルターの他、低摩擦特性を活かした
シール材や自動車用摺動材等に展開しています。
フッ素繊維は “テフロン” 加工のフライパンと同じ
素材であり、プラスチックやフィルムなどでは他素
材と接着が困難ですが、繊維であることを活かして、
テキスタイル技術との融合による二重織物などによ
る他繊維との複合によって、接着が可能となります。

図表16　

出所：東レ（株）

図表17　

出所：東レ（株）

図表18　

出所：東レ（株）
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実際には、自動車の防振ゴムライナーなどに、ナイ
ロンとの二重織物を使用しており、今後も繊維であ
ることを活かした用途展開を進めてまいります。

4．まとめ
当社は、これまでの長期間の研究開発により、有

機合成化学、高分子化学に加えて、ナノ技術・バイ
オ技術といったコア技術を膨大に蓄積しており、こ
れらを活用して融合していくことが可能です。また、
ナイロン・ポリエステル・アクリルや高機能ポリマー
などの多彩なポリマー、さらには、フィラメント、
ステープル、不織布などの多様なプロセスを保有し
ています。

また、原糸・原綿からテキスタイル、縫製品まで
の幅広いサプライチェーンによる事業展開を行って
います。これらの強みを徹底的に活用・強化するこ
とにより、今回報告しましたような、「快適衣料用
繊維」「高機能繊維」から、「バイオベース繊維」「ナ
ノテク繊維」といった従来にない革新的素材まで幅
広いラインナップの新素材を開発してまいります。

当社は今後もバイオおよびナノテクノロジーを中
心に革新的な素材を創造してまいりますが、日本か

ら新しい価値を提供できる先端材料を発信してい
くためには、先にも述べました通り、素材を活かす

「産地企業」の皆様との連携が重要であります。当
社の原糸・原綿、高次加工技術開発力と、産地企
業の加工技術・商品開発力の複合により、世界に類
のない原糸／高次一貫の連携体制を構築し、日本オ
リジナルの繊維製品をグローバルに発信していきた
いと考えています。当社は、この先端材料の創出が
日本の繊維産業の拡大につながるよう、全力を尽く
す所存でございますので、引き続き皆様のご支援と
ご鞭撻をお願い申し上げたいと思います。

東レ合繊クラスターの皆様には以上のような主旨
を十分ご理解いただき、これまでも協力して商品開
発を進めてまいりました。現在、技術・素材開発部
会の 6 つの分科会でさまざまな開発を進めていた
だいていますが、当社は今後とも、革新的素材の開
発／提供を通じて、東レ合繊クラスターとの連携を
更に強化していきたいと思います。

最後に私どもは「素材には社会を変える力がある」
と考えています。東レは今後も繊維新素材・新技術
開発により、社会に貢献してまいります。ご清聴あ
りがとうございました。

図表19　

出所：東レ（株）


