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1．はじめに
第57回 ド ル ン ビ ル ン 国 際 繊 維 会 議（57th 

Dornbirn Global Fiber Congress：略称GFC 
2018）は、例年通り、オーストリアの小都市ド
ルンビルン（図表1）で開催された（オーストリ

ア化繊協会主催）。前回（第56回）までは、
MFC（Man-Made Fibers Congress）と呼んでい
たが、今回から GFC（Global Fiber Congress）
となった。この会議は、欧州を中心とする産官
学交流、川上（素材）～川中（テキスタイル）
～川下（最終製品）の情報交流の場であり、
1962年から毎年、この地で開催されている。筆
者は 2018年9月12日～14日の全日程に出席
し、この国際会議の内容を取材したので、以下
に速報として、そのトピックスを紹介する。

2．会議全般の状況について
今回の会議には、欧州を中心に 36カ国から

約700名が参加した（主催者発表）。昨年まで
は参加者名簿があり、各国からの参加人数が集

第57回ドルンビルン国際繊維会議
（GFC	2018）　報告

1   第57回ドルンビルン国際繊維会議（GFC2018）は 2018年9月12日～ 14日に開催され、36カ国
から約700名が参加した。

2   発表件数は計101件で例年並み。日本からの発表件数は 6件（昨年と同数）であったが、ドイツ、オース
トリアに次ぐ 3位であり、近年は常に上位に入っている。

3   スマートテキスタイルに関するマイクロソフト社へのインタビュー、また、欧州、アジアの有力繊維企業
CEO によるパネルディスカッションなどもあり、会議の新たな方向性も見られた。

4   全体を通して目立ったテーマは、「バイオベース繊維、材料」「リサイクル」「自動車用繊維、材料」「エネ
ルギー対応」「スマートテキスタイルへの展開」であった。

要 点

技術ジャーナリスト

塩谷	隆（しおたに たかし）
1976 年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、東レ（株）入社。産業資材、人工皮革等の開発、
全社技術企画、開発戦略策定等の業務に従事。機能資材・商品開発センター所長等を担当。
現在、技術ジャーナリスト、技術コンサルタントとして活動中。（株）不織布情報・編集顧問、大村塗料（株）
取締役技術顧問、中小企業診断士（大阪府中小企業診断協会所属）、信州大学産学連携特別講義講師など。
シオタニ&オフィス代表。

出所： 日本化学繊維協会

図表1　ドルンビルンの地理的位置
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計できたが、今回は個人を特定する参加者名簿
がなく、正確な人数の集計ができなかった。欧
州にも個人情報保護の機運が高まっているよう
である。参加会社の発表はあり、全体では 294
社、国別では、ドイツ113社、オーストリア36
社、スイス18社、トルコ13社、米国11社と続き、
日本は 10社であった。その他の欧州諸国は 5
～ 9社程度の参加が多く、中国、韓国は各4社
であった（図表2、日本化繊協会集計）。

また、会議は 3会場に分かれ、図表3 に示す
セッションで計101件の発表が行われた（1件当
たり、質疑含め 25分）。国別発表件数は、①ド
イツ（45件）、②オーストリア（16件）、③日本（6
件）、④米国（4件）、⑤ベルギー、オランダ、
スペイン、ポルトガル（各3件）の順であり、
日本は堂々の第3位であった。日本からの発表
について、図表4 に示す。

3．オープニングセッション
前回と同様、オーストリア化繊協会の F. 

Weninger氏から開会の挨拶があり、引き続き、
オーストリア化繊協会会長の R. Van De Kerkhof
氏から歓迎の挨拶があった。また、地元を代表
して、フォアアールベルク州政府知事の K. 
Rüdisser氏からも歓迎の挨拶があった。続いて、
欧州化繊協会（CIRFS）（ベルギー）会長の N. 
Altin氏からは、「欧州の化合繊産業：未来への
挑戦」の講演があった。

また、オープニングセッションの中では、例
年通り、開発に貢献した研究者に贈呈される
Paul Schlack賞の授与式があり、2件が表彰さ
れた。1件は、「布帛蓄電デバイスのためのグラ
フェン改質長繊維の開発」で、マーストリヒト
大学（オランダ）が受賞した。グラフェンをポ
リアミド6に練り込み溶融紡糸した研究であり、
織物にして、コンデンサー等に展開するとのこ
とであった。また、デンケンドルフ繊維研究所／
フロイデンベルク社（ドイツ）が、「高耐熱性
PETメルトブロー不織布の開発」で受賞した。
ろ過材料等への展開が期待される。

この後、　「スマートテキスタイルの社会性と
社会・産業のための潜在能力」というテーマで、
J. Holbery氏 （マイクロソフト社）（米国）への 
インタビューがあり、開会の挨拶をした F. 
Weninger氏が対応した（写真1）。更には、オー

国 会社数 国 会社数
ドイツ 113（116） イギリス 9 （4）

オーストリア 36 （28） ベルギー 7 （9）
スイス 18 （17） インド 7 （2）
トルコ 13 （12） フランス 6 （13）
米国 11 （19） オランダ 5 （3）
日本 10 （10） 中国 4 （21）

イタリア 9 （13） 韓国 4 （3）
スペイン 9 （9） その他 47 （24）

（注）　（ ）内は昨年度の会社数　（日本化繊協会集計）
出所： 日本化学繊維協会

図表2　第57回ドルンビルン会議の国別参加会社数

セッション 発表件数
オープニングセッション 3件
①ファイバーの革新 33件
②輸送及び移動用途 22件
③リサイクル　ー　循環型経済 16件
④エネルギー発生と貯蔵 11件
⑤表面改質と添加技術 16件

計 101件
出所：GFC2018プログラム

図表3　2018年度各セッション内容と発表件数

会社 発表テーマ
帝人 コンクリート補強用アラミド繊維の開発
東レ 新規な液晶ポリエステル長繊維

東洋紡 高性能エレクトレットフィルター媒体
旭化成 高弾性発熱布帛の開発

三菱ケミカル 特殊ポリプロピレン繊維 “Pylen”
スパイバー 合成スパイダーシルク コンポジット材料

出所：GFC2018プログラム

図表4　日本企業の 2018年度発表テーマ

出所：筆者撮影

写真1　  James Holbery氏（マイクロソフト社）への
インタビュー
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ストリアの代表的な自動車部材メーカーである
AVL List社の T. Sams氏が、「将来の自動車用
繊維」という演題で講演をした。同社は、従業
員9,500名で、うち技術者・研究者が 60%、研
究開発費が売上高の 10%、という研究開発型企
業であり、規制対応（CO2 排出など）、燃料/エ
ネルギーインフラ（サステナビリティ、分配/
蓄積、コスト）、顧客要求（価格、性能など）
重視に重点を置き、開発を進めている。今後は、
自動車材料用の繊維コンポジットの拡大に重点
を置くことを強調した。

最後に、欧州、アジアの有力繊維企業の CEO
に よる パ ネ ル デ ィスカッション が 行 わ れ、

「PLANET、PEOPLE、PROFIT の観点におい
て、リーダー的な欧州およびアジアの企業はど
のように行動するか？」というテーマで熱い議

論が展開された（写真2）。参加企業は、Zorlu
社（トルコ）、Dralon社（ドイツ）、Indorama社

（タイ）、Lenzing社（オーストリア）、Reliance 
Industries社（インド）であった。

続いて、図表3に示すセッションの分類に沿っ
て、トレンドという観点で注目すべき発表を紹
介する。

4．ファイバーの革新
このセッションの主な発表内容は、①バイオ

ベース繊維、材料（ポリ乳酸、セルロース系、
スパンデックスなど）、②高性能繊維（アラミド、
ポリイミド、液晶ポリエステルなど）、③炭素
繊維（バイオベース原料）、④その他（ナノファ
イバー、工程改善、高機能化）、であった。　

バイオベース材料関連では、ユニークな開発
が 多 か っ た が、 そ の う ち の 1 つ が Xylinum 
Fabrics社（オーストリア）による「細菌から
作られた革新的バイオ材料」の発表であった。

「細菌＋水＋糖のみで衣料を作りたい」という
の が 原 点 で あ り、 基 本 コ ン セ プ ト は Bio-
Fabrication（糖を発酵させてバイオフィルム作
成：図表5）である。アプローチは次の通り。
①糖を栄養源とした培地で細菌を培養。②温度、
時間、pH など培養条件をコントロールするこ出所：筆者撮影

写真2　CEO　パネルディスカッション

図表5　Bio-Fabrication
（左）基本コンセプト、（右）フィルム状布帛

出所：T. Haschka （Xylinum Fabrics社） 、 GFC 2018
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とにより、フィルム状材料を生成。③化学物質
を使用し、フィルム状材料を疎水性に変化させ、
不織布様材料に（Fiber は存在しないが）。④培
養時間により、ティッシュ調から皮革調までの
特性範囲を持つ布帛を作製（図表5）。特殊ファッ
ション素材として、直接顧客に販売する高級
テーラーへのビジネスモデル（BtoB）を確立し
たいということである。

また、ドイツバイオテクノロジー産業協会は、
「ゲノム編集、CRISPA/Cas と繊維への挑戦」
の演題で、ゲノム編集技術の繊維分野への適用
を PR した。この技術は、医療、医薬、農業（食
品、燃料）、材料、動物モデルなど多くの分野で
展開されている。いくつかの手法の中でも、
CRISPA/Cas は低コストであり、繊維への適用
としては、①原料改質（リグニン生合成の調整、
植物中のセルロース蓄積増大）、②バイオベース
合成（サトウキビ、コーンシュガー、スパイダー
シルク（クモ糸））、③合成繊維のバイオ工程（合
成繊維の表面改質のための微生物酵素）などが
考えられる。欧州においても、ゲノム編集に関
する規制があり、それらを前提に検討する必要
がある。　

 この会議では、地域特性として、セルロース
に関する発表が多いが、今回もいくつか興味深
い内容のものがあった。その 1 つが、Kelheim 
Fibres社（ドイツ）の “Leonardo” に関する報

告である。セルロースの特殊形状化による新た
な展開を目的にしており、この繊維の形状は極
端な扁平である（写真3）。幅：厚み＝ 20：1　
～　40：1 で、表面が非常に平滑で、均一な断
面を持ち、繊維表面が完全に平行で、かつ透明
という特徴がある。繊度：2.5dtex/9.0dtex、厚
み 3μm/4μm、幅60μm/150μm のバリエー
ションで、展開例には次のようなものがある。
①ウェットレイドの不織布、紙（透明性増大、
通常のセルロースよりも強度大）、②ドライレイ
ドの不織布（透明性、吸収性、肌へのフィット
性が増大）、③テキスタイル（ニット等）への展
開（通常のセルロース糸に 5%程度混紡すると
光沢効果増大）。また、Lenzing社（オーストリア）
の「リヨセル繊維を用いた布帛の水解性の強化」
の発表は、衛材用不織布の現状の問題に対応し
ていた。下水管の詰まり、損傷により公的に多
額の費用がかかっている。公衆に対しトイレに
流せるもの、流せないものを明確にして伝える
ため、パッケージへのラベル化が必須である。
同社は水解性（Flushability）に関する 2 つの基
本評価への対応（短時間での分解性、生分解性）
を行い、リヨセル繊維 “VEOCEL” を適用した。
この繊維は、良好な固有特性（植物由来、生分
解性、強度、水分吸収性）、調和特性（他繊維
との適合性、乾燥・湿潤時強力、軽量性）を持つ。

今回はスパンデックスの発表も目立ったが、

出所： I. Bernt （Kelheim Fibres社）  、 GFC 2018

写真3　“Leonardo” の形態
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Invista社（米国）は「サステナブルなスパンデッ
クス　－　挑戦と機会」の演題で、2018年に上
市した “LYCRA” T400 を紹介した。同社は、
企業戦略の 1 つとして、製品サステナビリティ
に向けて、“LYCRA” 製品群のバイオベース化、
リサイクル化を推進している。“LYCRA” T400
は、リサイクルPET と植物由来ポリマーの 2
種のポリマーが 1本の繊維を形成しており（図
表6）、ポリマーの収縮率差でストレッチ性を発
揮する。また、68% がサステナブルとなり、地
球環境保護に貢献できる。

高性能繊維に関しては、図表4 にも示した通
り、日本からは 3社が発表した。「コンクリー
ト補強用アラミド繊維の開発」（帝人）、「新規
な液晶ポリエステル長繊維」（東レ）、「特殊ポ
リプロピレン繊維 “Pylen”」（三菱ケミカル）の
3件である。帝人は、コンクリート補強用アラ
ミド繊維の最近の採用事例として、“Technora”
DCF（Dipped Chopped Fiber）で高強力化され
たコンクリートによる古い橋梁の劣化鋼板上面
の補強を紹介した。また、東レは LCP（液晶
ポリエステル）ポリマーと繊維の両方を生産す
る世界唯一のメーカーであり、多くのスーパー
繊維は撚り等の加工後の強力が低下するが、東
レの LCP繊維は、強力保持率が高いことを PR

した（図表7）。更に、三菱ケミカルは、キー技
術であるヒンダードアミン光安定化剤（HALS）
による PP繊維の光劣化抑制を強調した。

その他のテーマの中の工程改善に関しては、
アーヘン工科大学（ドイツ）が、「紡糸工程中の
分散方法としての超音波適用」を発表した。こ
こでは、ナノ粒子を均一に繊維に取り込むため
の効率的な方法を探索し、紡糸機械への超音波
発生器の組み込みを行った。グラフェン（0.1wt%）
/ポリアミド6等の系で、250℃以上での超音波
処理でナノ粒子の均一分散に成功した。

出所：G. Hietpas（Invista社） 、 GFC 2018

図表6　“LYCRA” T400　の糸構造

出所：K. Nakamura（東レ）  、 GFC 2018

図表7　各繊維の撚り後の強力保持率
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5．輸送および移動用途
自動車用途への展開が中心であるが、主な発

表内容は、①コンポジット、複合材（炭素繊維、
セラミックス、3Dプリントなど）、②自動車部
材（エアバッグ、タイヤ補強、カーシート、カー
ペットなど）、③その他（快適性評価、不織布
材料など）、であった。

コンポジットに関しては、DSM Dyneema社（オ
ランダ）が、「“Dyneema” 繊維による炭素繊維コ
ンポジットの性能のカスタマイズ化」を報告し
た。超高分子量ポリエチレン繊維（UHMWPE）
“Dyneema” と炭素繊維の複合により、炭素繊維
の利点を保持したまま、不利を克服することが
狙いであり、衝撃特性や安全性の向上、快適性
のための振動軽減などが期待できる。“Dyneema”
繊維と炭素繊維の複合化のため、特殊な撚り技
術（Intraply）を適用し（図表8）、特に軽量の
“Dyneema” 繊維のメリットを活かし、超軽量の
高強度コンポジットを製造した。レーシング
カーなどの自動車用途（軽量、高強力、安全）、
ホッケースティックなどのスポーツ用途（軽量、
高強力、振動吸収性）に展開中である。

最近は構造形成に 3Dプリントを用いるケー
スが多く、今回も興味深い発表があった。ニー
ダーライン大学（ドイツ）は、「3Dプリントさ
れた樹脂／布帛コンポジット」を報告した。著

名なフラウンフォーファー研究所（UMSICHT）
（ドイツ）他と Additexプロジェクトとして、共
同推進しており、　「室内用の吸音最適化のため
の日よけ」「細幅布帛上のコネクター」などへ
の適用を目的としている。布帛表面を改質し、
その上に立体的な 3Dプリントを行う。また、
Pedox社（ドイツ）は Perlon社（ドイツ）との
共同研究を発表したが、ここでは、3Dプリン
トのための新材料として、一般的なポリマーで
なく、セラミックスを取り上げた。高温におけ
る機械的・電気的特性に優れたセラミックスを
ベースに複雑な形状を実現し、航空用途などに
展開することが目的である。基本技術として
FFF（Fused Filament Fabrication）を検討し
たが、この技術は熱可塑性ポリマーのみならず、
セラミックスにも適用できる。

自動車部材に関しては、それぞれの部材のト
レンドに的を絞った発表が行われた。

PHP Fibers社（ドイツ）は、「次世代エアバッ
グ糸と布帛」の演題において、エアバッグ素材
については、PA（ポリアミド）66 が中心であ
るが、近年の PET（ポリエステル）参入に対
応し、PET の再設計を論じた。PET と PA66
の最大の違いは熱容量（PA66 の約半分）であり、
熱容量は短期の耐熱性に重要である。PET布帛
の特性を標準的な PA66布帛の特性に近づける

出所：K. Nakamura（東レ）  、 GFC 2018

図表8　  “Dyneema” 繊維と炭素繊維の撚り技術（Intraply）　　
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べく、添加剤による改質を推進し、PA66 に近
い短時間の耐熱性を獲得できた。

Glanzstoff　Industries社（オーストリア）は、
「タイヤ補強ポリマーの機能化のための新規な
酵素アプローチ」を発表した。オーストリア産
業バイオテクノロジーセンター他との共同研究
であり、現在、タイヤコード用糸とゴムとの接
着に使用されている RFL（レゾルシノール・ホ
ルムアルデヒド・ラテックス）に代わるサステ
ナブルな方法を創出することが狙いである。酵
素により PET のエステル部分にマイルドな加
水分解を行い、プラズマ、NaOH処理などで新
たな官能基を生成する。

また、Radicifil社（イタリア）は、「自動車
用カーペットの新しい動向」を発表した。

自動車用カーペットのトレンドは、軽量、コ
スト低減、創造的デザイン、サステナブル材料、
耐摩耗性、クリーン能力などであり、これらに
対応して、PA6（ナイロン6）BCF糸の特性を
変えていく。軽量化、コスト低減に関しては、
1,000dtex の糸の単糸繊度を、8→10→12dtex
とアップすることにより、達成した（設計最適
化で物性保持し、最大20%目付ダウン）。また、
サステナブル材料に関しては、ヒマシ油を原料
とするセバシン酸を用いて 64%バイオ化した
PA6.10 “Radipol” DC使いを製品化した。

カーシートの快適性評価に関しては、ホーエ
ンシュタイン研究所（ドイツ）からユニークな

内 容 の 報 告 が あ っ た。「 熱 的 発 汗 マ ネ キ ン
“Sherlock” による自動車シート快適性評価の革
新的方法」である。自動車シートの快適性は主観
的印象が大きく、生理学的側面とバイオメカニカ
ル的側面の両方が重要である。この快適性を客
観的に評価する方法の追求であり、“Sherlock”
による評価（写真4）は、シート/運転者間の
微気候における実際の湿度の上昇をシミュレー
トできた。この評価によってシート素材として
適切な素材のスクリーニングが可能であるとと
もに、客観的に信頼できる結果が得られ、評価
コストと時間が節約可能である。　　

6．リサイクル　ー　循環型経済
このセッションの主な発表内容は、①マイク

ロプラスチック、②リサイクル（リサイクルシ
ステム、リサイクル技術など）、であった。

 地球規模でのマイクロプラスチックによる海
洋汚染およびその対応に関しては、前回（2017
年）のドルンビルン会議でも話題になったが、
今 回 も 3件 の 発 表 が あ っ た。 そ の う ち、
SEAQUAL 4U社（スペイン）、ニーダーライ
ン大学／ドイツスポーツ用品産業連合（ドイツ）
による2件は全般的な対策に関する内容であり、
1件は Lenzing社による生分解性に優れたビス
コース繊維の PR に関する内容であった。前者
の全般的な対策としては、1 つの解決策でなく、
多くの対策の組合せが重要という点が印象的で

出所：H. Scheffelmeier（ホーエンシュタイン研究所） 、GFC 2018

写真4　熱的発汗マネキン “Sherlock” による評価
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あった。布帛（繊度、糸構造、布帛構造など）／
仕上げ方法の新開発、代替ポリマーの探索（生
分 解 性 ポ リ マ ー な ど ）、 リ サ イ ク ル の 強 化

（Cradle to Cradle、熱的リサイクルなど幅広
く）、洗濯方法、排水ろ過装置などの改良、公
的な廃水処理設備の改良などである。

リサイクルに関しては、単一の技術のみでな
く、技術の組合せによるシステムの研究開発が
目立った。オーストリアの材料クラスター

（ecoplus）が発表した「TEX2MAT　－　多材
料組合せ布帛廃棄物のリサイクルのための新規
処理法・工程の開発」（図表9）は、2012年1月
にスタートした EUプロジェクトが原点である。
この流れで、2017年11月から “TEX2MAT” プ
ロジェクトとして、2年間の予定で推進中で、
木綿/ポリエステル製品については、木綿の酵
素処理でポリエステルを分離/再紡糸し再利用
する。テクニカル不織布（フリース、ろ過材料
など）については、機械的に開繊後、PA6、
PA6.6、PA6.10、PET等に分類し、プラスチッ
ク（一部は繊維）として、再利用する。

単一の技術としては、センテクスベル研究所

（ベルギー）が、家庭で堆肥化できるバイオベー
ス繊維として PBS（ポリブチレンサクシネート）
を取り上げた。現在の PBS は 50%バイオベー
スで将来は 100% も可能である。今回は、共重
合ポリマーとして、PBS より速く分解するポリ
ブチレンサクシネートアジペートを選択し、
テープ、モノフィラメント、BCF（かさ高連続
マ ル チ フ ィ ラ メ ン ト ） の 紡 糸 を 検 討 し た。
PBS ＋共重合ポリマーは好気性細菌で分解し、
目的に合致する。また、数年前から本学会でも
よく取り上げられている炭素繊維のリサイクル
の発表もいくつかあったが、今回は内容を省略
する。

7．エネルギー発生と貯蔵
このセッションの主な発表内容は、①エネル

ギー発生（弾性発熱、熱電気発生、特殊水力発電、
圧電性繊維など）、②エネルギー貯蔵（相変換
物質活用、太陽光利用、コンデンサー用、蓄電
糸など）、であった。

エネルギー発生に関して、日本の旭化成は、
「高弾性発熱布帛の開発」について発表し、ス

出所：F. Kamleitner（材料クラスター /ecoplus） 、GFC 2018

図表9　“TEX2MAT” プロジェクトによるリサイクルコンセプト
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出所：T. Stegmaier他（デンケンドルフ繊維研究所（DITF）） 、GFC 2018

写真6　太陽光エネルギー活用集熱器（建物）

パンデックス繊維 “Roica” を用いた特殊ニット
構造において、ストレッチにより、布帛が熱を
発生するという新規で革新的なコンセプトを紹
介した。PU（ポリウレタン）分子は収縮（圧縮）
後、自由に動く時、運動エネルギーを保有し、
PU繊維の伸びを止めると、運動エネルギーが
熱エネルギーに変換される。“StretchEnergy”
として、1℃以上の発熱を布帛で検証した。また、
チューリンゲンテキスタイル研究所（TITV）（ド
イツ）の「布帛を利用した水力発電システム」
は非常にユニークな内容であった。サステナブ
ルな発電のための解決策として、場所に適合し
て設計された水力発電装置であり、川の流れや
魚の生息地に影響を与えない。膨張性のジオテ
キスタイル構造物を活用し、エネルギー産生と
流れ抑制の適合手段としてのダムを設計した

（写真5）。また、ザクセンテキスタイル研究所
（STFI）（ドイツ）は、「プリント可能な不織布
をベースとした柔軟な熱電気発生材」を発表し
た。温度差のある 2 つの導電性材料の接触点で
電圧が発生し（ゼーベック効果）、熱は電気へ
変換される。不織布にポリマーペーストをプリ
ントすることにより、熱電気発生材モジュール
を作製できた。今後、エネルギー自己供給型セ
ンサーネットワーク、熱コントロール機能の

カーシートへの統合、電力プラント等への適用
が期待されている。

エネルギー貯蔵のトピックスは、デンケンド
ルフ繊維研究所（DITF）（ドイツ）の「潜熱蓄
熱統合による布帛ベースの太陽光エネルギー活
用集熱器」（写真6）であった。熱源なしに、昼
に集めた熱を夜に使い、また、夏に蓄積した熱
を冬に使うようなことを可能にする。シリカゲ
ルの相変化を活用しており、テクテキスタイル
展2013 でテキスタイル革新賞を受賞した「北
極熊の毛皮の原理をベースにしたエネルギー自
給布帛膜構造物」がベースである。また、相変
化物質（PCM）活用による蓄熱に関しては、ド
レスデン工科大学・ITM（ドイツ）からも発表
があった。融点44℃、潜熱約110kJ/kg の PCM
を用いて、芯（PCM/PPブレンド）、鞘（PP）
の芯鞘型2成分系繊維の溶融紡糸を実施した。
PCM および PCM/PPブレンドの熱安定性に対
する温度と時間の影響に注意する必要がある
が、現在、準生産スケールまで進階している。

更には、オーストリアの Kompetenzzentrum 
Holz社は、「スーパーコンデンサー電極用の活
性化炭素繊維の調製と評価」の発表をした。高
表面積、化学的・熱的安定性に優れた活性化炭
素はスーパーコンデンサー電極に有望であり、
ビスコース繊維は活性化炭素のプリカーサとし
て適切であることを結論づけた。ビスコース繊
維に適切な添加剤を含浸・炭化後、CO2 を使用

出所：N. Grawitter他（チューリンゲンテキスタイル研究所（TITV））、GFC 2018

写真5　  ミニチュアのジオテキスタイル構造物による
水力発電
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した高温活性化によって、高表面積が達成され、
電極に取り込まれる（図表10）。

8．表面改質と添加技術
このセッションの主な発表内容は、①表面改

質技術（コーティング、3Dプリント、無電解メッ
キなど）、②その他（高機能剤付与、布帛表面
評価など）、であった。

表面改質技術に関しては、ホーエンシュタイ
ン研究所が、「個人防護衣料用布帛のグラフェ
ンによる表面改質」の発表をした。単層で炭素
繊維が六角形に配置するグラフェンを用いて、
グラフェン/バインダー系（PU、PAN など）
の水ベース分散コーテイング（グラフェン　
7wt%）をすることにより、良好な難燃性・耐摩
耗性・耐洗濯性を達成した。また、ボラス大学（ス
ウェーデン）が、「金属フレークを含有したコー
ティング布帛の電気抵抗特性と耐久性」、ザク
センテキスタイル研究所（STFI）（ドイツ）が

「ホットメルト技術に基づく高透湿性布帛コー

ティング」を発表した。ホットメルト・ロール
コーティングは、コンパクトで環境に優しい省
エネ・低コストのコーティング技術の開発を目
的としている（図表11）。

また、UP-texクラスター（フランス）は、「布
帛と 3Dプリントしたバイオ材料の組合せによ
るソフトな組織再生」の報告をした。乳がんで
の乳房切除後の脂肪組織再生のためのインプラ
ントに関する内容である。脂肪細胞のマトリッ
クスとして、数種の 2D/3D布帛の適用テスト
を実施し、Leavers レース（フランス製の特殊
レース）は 3D構造で、内側に繊維組織があり、
脂肪組織再生のための十分なスペースを供給す
ることが分かった。これに生体吸収性バイオ材
料（ポリ乳酸、ポリグリコール酸）による 3D
プリンティングを行い、炎症を軽減する軽量イ
ンプラントを設計した（図表12）。2019年12
月までにコンセプトの認可を得て、2020年1～
12月に設計の検証、2021年1月～ 2022年6月
に臨床テストの予定である。

出所：J. Payen（UP-texクラスター） 、GFC 2018

図表12　軽量インプラント（イメージ）

　出所：R. Lungwitz（ザクセンテキスタイル研究所（STFI））、GFC 2018

図表11　ホットメルト・ロールコーティング設備

出所：S. Breitenbach他（Kompetenzzentrum Holz社） 、GFC 2018

図表10　活性化炭素のコンデンサー電極への適用
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9．展示会およびレセプション
GFC2018 では、3日間の発表に並行して、例

年通り、企業および大学・研究機関の展示ブー
スや専門誌の PRブースが設置されていた。

第1日目の 9月12日夜には、ドルンビルン市
内のメッセホール（Haus der Messe）にて、市
長主催のレセプションが開催された。例年通り、
ドルンビルン繊維専門学校の学生によるファッ
ションショーが会に華を添えた（写真7）。

10．まとめ
今 回 の ド ル ン ビ ル ン 会 議 の テ ー マ は、

「Communicating fiber innovations（ファイバー
の革新の連携）」であり、年々、新たな切り口

のユニークな内容の発表が多くなっているよう
に思う。

また、目立ったテーマは以下の通りであった。
① バイオベース繊維、材料
② リサイクル
③ 自動車用繊維、材料
④ エネルギー対応
⑤ スマートテキスタイルへの展開

テーマ推進の仕掛けとして、産官学連携、異
業種連携、地域内連携（クラスター活動など）
はより活発化している。

11．  第58回ドルンビルン国際繊維会議
（GFC2019）の予定

事務局から発表された 2019年のドルンビル
ン国際繊維会議の概要は次の通りである。

（1）期間：2019年9月11日（水）～ 13日（金）
（2）テーマ：  ①ファイバーの革新 

②循環型経済 
③繊維産業のデジタル化 
④表面改質と添加剤 
⑤ホームテキスタイル 
⑥スポーツおよびレジャーウエア 
⑦スマートテキスタイル 
⑧不織布

出所：筆者撮影

写真7　レセプションでのファッションショー


