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－機能素材“hitoe”の概要について教えてください。

東レ株式会社機能製品事業部東京ユニフォーム課
勅使川原課長（以下、勅使川原）：“hitoe” は、人
体に密着することで、心拍数や心電波形といった生
体信号の計測を可能にする機能素材です。具体的
な使用イメージとしては、“hitoe” をシート状の電
極として心臓付近に数か所配置し、計測した数値を

専用のトランスミッターで、スマートホンなどの端
末に送信するというものです（図表 1）。

“hitoe” は、ポリエステルナノファイバーの繊維
間に、導電性高分子（PEDOT-PSS1）を含浸した
構造となっており、T シャツなどの衣料として肌に

東レの機能素材 “hitoe（ヒトエ）” は、ウエアラブル製品への関心の高まりとともに、高い注目を集めている。
本稿では、東レ株式会社機能製品事業部東京ユニフォーム課の勅使川原課長に、数あるスマートテキスタイル
の中で、“hitoe” が持つ独自性や、新規事業としての用途展開の可能性について聞いた。
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図表 1　“hitoe” を採用したウエアサンプル

出所：東レ株式会社

1：PEDOT-PSS：導電性高分子のひとつ。導電性が良好で環境安定性が優れることから液晶ディスプレーや静電気防止コートにも活用される。
PEDOT-PSS は 1988 年 Bayer 社（独）が開発。現在はHeraeus 社（独）よりCleviosTM-P として市販されている。
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密着した面の電極から、生体信号を安定的にとらえ
ることができます（図表 2）。

－ “hitoe” は日本電信電話株式会社（以下、
NTT）との共同開発です。

勅使川原：もともとの開発の流れとしては、導電性
高分子をベースとする繊維導電化新技術を持つ
NTT がパートナーを公募し、東レが参画しました。
東レは “hitoe” 自体の開発においてはナノファイ
バー技術や、先端高次加工技術、またシャツなどの
ウエア製造では、身頃となる着圧制御素材設計や、
生体信号計測縫製技術などを提供する形で協業し
ています。NTT の開発した技術のメカニズムを理
解し、それを基にどうしたら効果的に製品化できる
かという視点で開発してきました。

－ “hitoe” の素材特性、独自性について教えてく
ださい。

勅使川原：“hitoe” は、導電性高分子をテキスタイ
ルに含浸させたシート状の電極素材です。ポリエス
テルナノファイバーの丸編をベースとし、裏側に樹

脂をコーティングしていますが、素材自体は柔らか
く伸縮性や通気性にも優れています。また、同分野
に多い金属繊維を採用していませんので、肌に直接
触れても金属アレルギーの心配がありません。高導
電性を備えながら、一般のテキスタイルと同等の柔
らかさを持ち、量産化に至っているのはこの “hitoe”
だけです。

－ “hitoe” の用途展開計画は。

勅使川原：現在、「スポーツ（健康増進）」「労務管理」
「医療」の 3 分野について活動しています。スポー
ツ分野では株式会社ゴールドウインの “C3fit（シー
スリーフィット）” ブランドに採用され、2014 年 12
月に “C3fit　IN-pulse（インパルス）” シリーズ 2

として販売に至りました（写真 1）。目標としてい
た 2014 年度中の上市が達成できましたし、スポー
ツ用途で新たなオファーも受けており、今後は横方
向に広げていきます。労務管理分野では、それぞれ
独自の労働環境を持つ企業と個別に取り組んで要
望を吸い上げ、研究を進めている段階です。この分
野に関しては 2015 年度中に上市することを目標と
しています。最後に、医療分野については、申請に

2：“C3fit IN-pulse” シリーズ：株式会社ゴールドウインによる “hitoe” を採用したトレーニングウエア。「hitoe トランスミッター 01（別売）」と連携
することで、“C3fit IN-pulse” シリーズで取得した心拍数をスマートホンに転送可能となり、心拍数トレーニングを行うことができる。http://www.
goldwin.co.jp/c3fit/inpulse/
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機能素材 の技術のポイント図表 2　機能素材 “hitoe” の技術のポイント

出所：東レ株式会社
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かかる期間を考慮したうえで、医療機器としての認
証を経て、2016 年度中の上市を目指しています。

－実際にウエアとして市場に出るまでの東レの具
体的な役割は。

勅使川原：東レグループでは、NTT の持つ技術を
基に、“hitoe” という素材の開発・製造だけではなく、
身頃に適した生地の開発・製造、“hitoe” からの配
線やトランスミッター装着用のボタンの配置など
全体の設計、張り合わせや縫製作業による組み立
て と、 最 終 製 品 ま で 関 わ っ て い ま す。“C3fit　
IN-pulse” の事例では、ここにゴールドウインによ
る “C3fit” ブランドの高いデザイン性も加わりま
した。

“hitoe” において、NTT と東レは連携が深くほぼ
一つの組織体のような状況です。そこに “hitoe” を
採用した最終製品のメーカーや “hitoe” を活用した
サービスを提供する企業が加わり、常に 3 社、4 社
でお互いの持ち味を活かして協業しています。

－先述の3分野への進出を経た後の将来的な可能
性について教えてください。

勅使川原：高齢者の介護や、成人の生活習慣病予
防、子供の熱中症予防といった、さまざまな視点

での一般健康管理に展開できると考えています。
日常の中で自然に身にまとうアイテムでありなが
らいつの間にか大量の生体情報を管理できる状況
が理想です。そこへ至るまでには、これからの知
見の積み上げも必要になるでしょう。

また、機能面では現在の心拍数、心電波形に加え
てトランスミッターやスマートホンとの複合で活動
量を計測したり、全く新しい技術として血圧や体温
といった記録の付加も可能性があります。さまざま
な生体情報の集計を継続することで、病気の探り出
しも視野に入れることができます。

一方で、より日常的に使用いただくため、洗濯耐
久性や、装着感のさらなる向上も課題となります。
違和感のない着心地を追求した設計精度の向上や、
シャツ型だけでなく腹巻きやサポーターのような形
状への展開も検討しています。また身頃となる素材
の自由度も高く、着用シーンや使用者の好みに合わ
せた選択ができます。トランスミッターについても、
今後はより小さく、バッテリー機能も向上すること
でしょう。

さらに、価格帯も 1 つの検討課題です。最終的に、
誰もが気軽に手に取れるような状況を実現するた
めには、リースなどの定額制なども含めて相応の価
格を実現する必要があります。

－展示会への出展でも、引き合いが多いと聞いて
います。

勅使川原：“hitoe” は東レ本社内での展示会や、ナ
ノテクの総合展である「nano tech2015（東京 2015
年 1 月 28 ～ 30 日）」、東レのライフイノベーショ
ングループとして参加した「メディカルジャパン

写真 1　“C3fit IN-pulse”

出所：株式会社ゴールドウイン

写真 2　“hitoe” 展示（2014 東レ機能製品事業部展示会）

出所：東レ株式会社
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2015（大阪 2015 年 2 月 4 ～ 6 日）」、海外のスポー
ツ総合展「ISPO MUNICH 2015（独ミュンヘン
2015 年 2 月 5 ～ 8 日）」などで紹介しています。ま
た、今後は国際労働安全機材・技術展の「A+A2015

（エー・プラス・エー　独デュッセルドルフ 2015
年 10 月 27 ～ 30 日）」　にも出展を予定しています

（写真 2）。さらに現在、web での専用サイト開設を
準備しているところです。

昨今のウエアラブル製品への注目もあり、展示
会では常に高い興味を持っていただいています。
“hitoe” は既に B2C の形で商品化されていること
もあり、特性が分かりやすく、問い合わせも多い
ですね。

－ウエアラブル製品には、他にリストバンド、ア
イウエアといった形状がありますが、テキスタ
イルあるいはウエアが持つ優位性、また期待さ
れる特性等について教えてください。

勅使川原：ウエアラブル製品には、さまざまな用途
がありますが、特に、生体情報の継続的な収集とい
う点ではウエアに強みがあると考えています。心臓
に近い身体の表面に一番近く、面で密着しているた
め、情報収集の精度が高いことが最重要であると同
時に、起床時から就寝時まで無理なく装着できるた
めです。例えば、暖かい下着を着たら、そこに“hitoe”
の機能も加わっていたというような、日常生活に自
然に寄り添う能力が高いのです。

－「InternetofThings」の「ヘルスケア、医療」
への活用といったテーマが関心を集める中、今
回の “hitoe” のようなウエアラブル素材の登場
は、国内の繊維産業にどのような影響を与える
でしょうか。

勅使川原：ウエアによる生体情報のデータ計測は、
まだ始まったばかりの事業ですが、こういった「見
守り」のビジネスは、今後勃興期に入るでしょう。
現在のアスリート向け、あるいは特定分野の労務向
けといった開発が先端とすれば、より万人向けにな
り、誰もが手に取るような裾野への広がりを果たす
ことがビジネスの拡大に不可欠です。今後は、この
市場形成を目指して、国内の繊維素材の開発も進む
と考えます。その時、東レは先駆者としての立場を
維持する必要があります。

社内の具体的な開発という意味では、素材の改良
や、新機能追加、コスト低減といった観点での研究
は常に行っています。また生体情報収集＝ “hitoe”
という 1 つの分かりやすいイメージが作られたこと
で、他部署から声をかけられることも増えました。
“hitoe” は、さまざまな分野で発展性のある素材で
すから、まだ気づいていない開発の芽をつかむため
にも、今後も社内外問わず多くの方に興味を持って
事業に参加してほしいですね。

プレスリリースから1年を経た “hitoe” は、ス
ポーツ分野を皮切りに労務管理、医療分野への展
開を具体化しつつ、将来的には、誰もが自然に手
に取る日常の健康管理の定番としての地位確立を
目指している。日々、技術の高度化が進む中、繊
維業界内での競争にとどまらず、リストバンドな
どのウエアラブル製品とも競合が生まれている。
一方で、最終製品の形態やそれを活かしたサービ
ス展開には、無限の可能性があり、現在の競合が
協業へ転換する可能性も高い。「生体情報の連続計
測」は、今後も需要が高まることが見込まれる中、
どんな発展過程を経て市場が熟成されていくのか
期待が高まる。


