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1．はじめに
第58回ドルンビルン国際繊維会議（58t h 

Dornbirn Global Fiber Congress： 略 称
GFC2019）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）。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 2019年9月11日〜 13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、以下にトピックスを紹介する。

1   第58回ドルンビルン国際繊維会議（GFC2019）は 2019年9月11日～13日に開催され、30カ国以上から
約700名が参加した。

2   発表件数は計99 件で例年並み。日本からの発表件数は 6件（前回と同数）であったが、ドイツ、オーストリア
に次ぐ 3位であり、同数の米国、トルコとともに、欧州以外の国としては存在感を示した。

3   前回に続き、世界の有力繊維企業CEO によるパネルディスカッションなどのほか、今回は初めての企画として、
起業家（ベンチャー企業）によるプレゼンおよびネットワーク構築の場が設営され、新たな方向性が示された。

4   全体を通して目立ったテーマは、「サステナビリティ／循環型経済」「デジタル化」「不織布」「高性能繊維」「スマー
トテキスタイル」「機能性付与・布帛構造形成」であった。

要 点

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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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 30カ国以上

から約700名が参加した（主催者発表）。参加
会社数は計287社で、ドイツ（99社）、オース
トリア（37社）、スイス（21社）の順に多く、
日本からは 8社が参加した（図表2、日本化学
繊維協会集計）。

会議は 3会場に分かれ、図表3 に示すセッショ
ンで計99件の発表が行われた（1件当たり、質
疑含め 25分）。日本からは、旭化成から 2件、
帝人、クラレ、竹本油脂、スパイバーから各1件、
計6件の発表があった（図表4）。また、海外の
日系企業からは、帝人アラミド社（オランダ）「ア
ラミド繊維の特性　－いかにしてアラミド糸は
循環型経済に寄与するか」、東レ繊維研究所中

国社（TFRC）（中国）「環境に優しい材料に使
用される東レの PPS繊維」の発表があった。
国別発表件数は、いつもながらドイツが圧倒的
に多く、46件と約半数を占め、次いでオースト
リア11件、日本、米国、トルコ各6件、スイス、
ベルギー各4件、オランダ、英国各3件と続いた。
最近、日本は常時5 〜 8件程度の発表数があり、
存在感を放っている。

3．オープニングセッション
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、「温度反応性ナノファイバー膜　－ポリ
ウレタンベース形状記憶ポリマー工程のための
エレクトロスピニングによるサステナビリティ」
であり、ニーダーライン大学、Schoeller社（ド
イツ）が受賞した。紡糸溶液の改良と撥水性付
与、形状記憶および微多孔形成のための極細繊
維作製、温度制御衣料への適合に関する内容で
ある。もう 1件は、ドレスデン工科大学（ドイツ）
の「炭素繊維製造時のパラメーター安定化への
グラフェンの効果」に関する研究であった。

この後、基調講演が続き、Indorama Ventures
社（タイ）の CEO である U. Gill氏が、「サス
テナビリティ挑戦と前進」という演題で講演を
した。更に、マイクロソフト・オーストリア社
の R. Rosellen氏が、「技術はいかにして循環型
経済とサステナビリティに対して積極的な影響
を与えることができるか？」という演題で続い
た。また、Palo Alto Networks社（米国）の S. 
Achleitner氏が、「サイバーセキュリティの展望　
－脅威と挑戦の展開」の講演をした。同社は、
2012年設立、従業員6,500名、30%/年の成長
率の企業であり、ユーザー 65,000社を保有する。
Fortune100 の 85% がユーザーであり、次世代
ファイアウォール（不法アクセス防止ソフト）、
クラウドセキュリティ、AIベースセキュリティ

図表2　第58回ドルンビルン会議の国別参加会社数
国 会社数 国 会社数

ドイツ 99（113） 日本 8 （10）
オーストリア 37 （36） ベルギー 8 （7）

スイス 21 （18） フランス 7 （6）
トルコ 18 （13） オランダ 5 （5）
中国 15 （4） スペイン 4 （9）
米国 13 （11） インド 3 （7）

イタリア 10 （9） 韓国 3 （4）
英国 10 （9） その他 26 （47）

（注）（ ）内は前回の会社数（日本化学繊維協会集計）
出所：日本化学繊維協会

図表3　2019年度各セッション内容と発表件数
セッション 発表件数

オープニングセッション 4件
①ファイバーの革新 29件
②循環型経済およびサステナビリティ 23件
③デジタル化およびスマートテキスタイル 10件
④表面改質と添加技術 12件
⑤スポーツ・レジャーウエア 5件
⑥不織布およびテクニカルテキスタイル 16件

計 99件
出所：GFC2019プログラム

図表4　日本企業の 2019年度発表テーマ
会社 発表テーマ

帝人 ゴム補強のための接着技術の繊維表面改質
　ー　環境に優しい接着剤に関する考察

旭化成 新タイプの高機能不織布 “Precisé”
旭化成 環境に優しい撥水性布帛の基礎的研究
クラレ 新規な耐熱性繊維「PA9T繊維」の開発

竹本油脂 ポリエステル長繊維用の新タイプ紡糸仕上げ油剤による
省エネ

スパイバー 合成スパイダーシルク蛋白繊維の生産
出所：GFC2019プログラム
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プラットフォームに重点を置いている。
最後に、2018 年と同様、世界の有力企業・機

関の CEO によるパネルディスカッションが行わ
れ、「サステナビリティ／循環型経済　－我々は
先導しているのか、それとも躊躇しているのか？」
というテーマで議論が展開された。参加企業・
機関は、Lulu lemon 社（カナダ）、Indorama 
Ventures 社（ タイ）、Euratex（ ベ ル ギー）、
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高性能

繊維（耐熱性ナイロン繊維、液晶ポリエステル
繊維、炭素繊維、シリカ繊維、PPS繊維など）、
②特殊繊維（光ファイバー、コラーゲン繊維、
スパイダーシルクなど）、③特殊紡糸技術（2成
分系繊維、機能剤添加など）、④その他（医療
用途、コンポジット、エネルギー発生など）、
であった。

高性能繊維関連では、非常に幅広い繊維を用
いての開発が印象的であったが、そのうちの 1
つが、ドレスデン工科大学（ドイツ）の「Li-S
電池の正極としての微多孔HDPEベース炭素繊

維」の発表であり、フラウンホーファー IWS
研究所他2機関との共同である。背景としては、
現在、自動車、航空機分野などでリチウムイオ
ン電池の需要が急増しているが、エネルギー密
度増大とコスト低減が大きな課題となってい
る。リチウムイオン技術はエネルギー密度とコ
ストが既に限界といわれているため、正極に関
して、より大きなエネルギー密度を持つ材料を
創出することが狙いである。これによって、よ
り小型、軽量で、パワーのある電池の開発に結
びつける。アプローチは次の通り。①＜コンセ
プト＞正極として、微多孔炭素を摘出。→微多
孔は Li-S電池のメリットを強化。②コスト優
位の HDPE（高密度ポリエチレン）の溶融紡糸。
③製織→電子線による安定化→スルホン化によ
る安定化。④炭化（3,000℃）。以上によって、
靭性や伸び弾性率は目標の範囲内に入った。
SEM画像では、従来の PAN（ポリアクリロニ
トリル）系と比較し、今回の HDPE系には微多
孔が存在している（写真1）。微多孔HDPEベー
ス炭素繊維の高エネルギー密度を確認した。

また、高性能繊維の中では、最近、無機繊維
の発表が増加傾向にあるが、今回、ドイツの
Cerafib社、KIセラミック研究所は、「シリカ繊
維とそのコンポジット」の発表をした。バサル
ト繊維やセラミック繊維を紡糸・製織後、無機
系のスラリー・マトリックスを加え、コンポジッ

写真1　PAN系炭素繊維と HDPE系炭素繊維の SEM画像

出所：C. Cherif（ドレスデン工科大学・ITM）、GFC 2019
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トにしている。長時間の高温耐熱性（〜 750℃
または〜 1,450℃）を保有し、①バーナーノズル、
パイプ部材、ホットガス反応器、中空構造材（写
真2）、②電力（発電プラント、ケーブル保護）、
エネルギー（ガスタービン）、航空宇宙（ミサ
イルケース、絶縁系、補強系）、化学（熱排出系）、
医療（インプラント）などに展開していく。

特殊繊維に関しては、スイス連邦材料試験研
究所（EMPA）は、「2成分系溶融紡糸によって
製造される柔軟な光ファイバー」を発表した。
柔軟性、高強力、低い光損失を狙いとしており、
2成分系繊維は、芯：シクロオレフィンポリマー

（高屈折率）、鞘：トリブロック共重合体（低屈
折率）（テトラフルオロエチレン、フッ化ビニリ
デンなど）である。2成分系繊維の製造方法とし
て、①2種類のポリマーによる複合紡糸、②モ
ノフィラメントの紡糸/ポリマーコーティング、
③オーバージャケッティング紡糸の検討をした。
圧力センサー用布帛、光診断用発光布帛、太陽
光の集積等への展開が期待される。特に、光診
断用発光布帛はパルスオキシメーター（酸素飽
和度と脈拍のモニタリング）に使われ、皮膚に
光を照射し、スペクトルの吸収を見る（写真3）。

上記は特殊紡糸技術の 1例でもあるが、機能
剤添加案件として、今回はアフリカからの発表
があり、African Applied Chemical社（南アフ
リカ）が「マラリア対応揮発性防蚊剤の放出コ
ントロールのための 2成分系繊維」を報告。プ
レトリア大学（南アフリカ）、ライプニッツポ
リマー研究所（ドイツ）、ドレスデン工科大学（ド
イツ）との共同である。マラリアによる死亡者
数はサハラ砂漠以南のアフリカで世界の 90% を
占め、現在の防蚊技術は、殺虫剤の屋内散布、
持続性の殺虫剤含浸ネットである。屋外で蚊に
かまれる主な身体部分である下肢の中でも、そ
の 90％以上が足首より下である（図表5）。本

写真2　シリカ繊維コンポジットの展開例

出所： J. Petzold（Cerafib社、KI セラミック研究所）、GFC 2019

写真3　光診断への発光布帛の適用

出所：R. Hufenus（スイス連邦材料試験研究所（EMPA）、GFC 2019

図表5　上下肢の蚊にかまれる身体箇所

出所：M. Sibanda（African Applied Chemical社）、GFC 2019
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テーマの目標は、防蚊剤の布帛上の残存効果向
上と防蚊製品を安くして購入しやすくすること
である。芯：液体状の防蚊剤＋ポリマー、鞘：
透 過 性 の あ る ポ リ マ ー と い う 構 成 で、 芯

（HDPE）/鞘（EVA：エチレン酢酸ビニルコポ
リマー）の複合紡糸を 160℃で実施した。防蚊
剤の DEET（N,N-ジエチル-3-メチルベンズア
ミド）の熱安定性がポイントである。防蚊繊維
を用いた布帛の耐久性確認を行い、居住用ネッ
トとしての効果は、33週で 50%以上保持、ニッ
ト製品の洗濯耐久性は 20回で 100%、25回で
60%以上保持を確認した。蚊帳（ネット）、長
めの靴下（ニット）として展開していく。

その他のユニークな内容としては、ホフ応用
科学大学（ドイツ）がフラウンホーファー研究
所と共同で、「医療工学のための布帛構造　－複
合ステント」の発表を行った。

材料への要求は、フレキシブルで曲げられる
こと、高強度、高耐摩耗性、小体積中で折り曲

げ可能、細胞分裂抑制物質をコート可能などで
あり、ニチノール（ニッケル・チタン合金）の
紐状ワイヤでシンプルな分岐ステントを作った

（写真4）。パターンを解析し、機械パラメーター
を調整して身体に埋め込む。

このセッションでの日本企業の発表は、クラ
レ「新規な耐熱性繊維『PA9T繊維』の開発」、
スパイバー社「合成スパイダーシルク蛋白繊維
の生産」の 2件であり（図表4参照）、日系企業
では、東レ繊維研究所中国社（TFRC）（中国）
が「環境に優しい材料に使用される東レの PPS
繊維」を発表した。クラレの PA9T は半芳香族
ポリアミド樹脂（クラレ “Genestar”）であり、
高いガラス転移温度（Tg）（120℃）、低吸水性

（1.8%）、耐薬品性などに特徴がある。繊維とし
ては、自動車用フィルター（エンジンオイルミ
ストフィルター）、不織布コンポジットとして
展開しており、更なる自動車部材の展開を目指
している。

写真4　分岐ステント例

出所： F. Ficker （ホフ応用科学大学）、 GFC 2019
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5．循環型経済およびサステナビリティ
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（リサイクル技
術、リサイクル用設計など）、③サステナビリ
ティを考慮した製品開発（廃棄物活用、省資源・
省エネルギーなど）、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（2018
年）、前々回（2017年）のドルンビルン会議で
も話題になったが、今回も 2件の発表があった。
米国の Scripps海洋学研究所は、「環境中のプ
ラスチックと極細繊維」の演題で報告した。海
洋へ流出する極細合成繊維は、2015年から
2050年の 35年間では 2,200万トンに達すると
推定されるという背景に対応して、Lenzing社

（オーストリア）の木材を原料とする繊維であ
る、ビスコース、モダール、リヨセルを取り上
げた。比較する合成繊維も含めて、ブイに布帛
を取り付け、海洋に係留して、生分解性を評価
した（写真5）。セルロース系繊維の布帛は 1カ
月以内にほぼ全て分解し（写真6）、木綿布帛も
2カ月以内には分解した。PES、PP などの合
成繊維、PLA（ポリ乳酸）から成る布帛は、77
日係留後も原型を留めていた。セルロース系繊
維の合成繊維に対する優位性を強調したが、

PR色が濃いように感じた。
一方、ドイツのニーダーライン大学とドイツ

スポーツ用品産業連合の「合成マイクロ粒子の
排出低減のための機能性テキスタイルの開発」
の発表は、地道な解決策の組合せが重要である
という考え方に立脚したものであり、納得感が
あった。材料と工程の改善とともに、マイクロ
プラスチック流出の少ない新布帛の開発が重要
であり、生分解性繊維適用、縫製・裁断の新方法、
仕上げ方法の改良なども含まれる。また、従来
からいわれているように、洗濯機・洗濯サイク
ル・洗濯技術の改良、廃水処理プラントの適正
化も重要である。今回の発表では、特に、縫製・
裁断の新技術開発（縫い目構造、超音波融着、
レーザー裁断）を強調していた。

リサイクル技術の開発に関しては、高性能繊
維のリサイクル技術の発表が興味深かった。ド
イツのデンケンドルフ繊維研究所（DITF）は、

「イオン溶液による高性能繊維ポリマーのリサ
イクル」を発表した。アラミド繊維は非常に高
価であり、環境対応の理由だけでなく、リサイ
クルには大きな意義がある点が動機である。リ
サイクルに関連する問題点としては、溶融しな
い、溶解が難しい、空気中で不燃、低生分解性、
しばしばブレンドで使用、しばしば顔料で染色、

写真5　海洋中に係留した布帛の状態（スタート時）

出所： S. J. Royer（Scripps海洋学研究所）、GFC 2019

写真6　海洋中に係留した布帛の状態（28日後）

出所： S. J. Royer（Scripps海洋学研究所）、GFC 2019
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などがある。アプローチは次の通り。①メタ系
アラミドの溶剤として、イオン溶液を使用（特
許技術）。②環境に優しい溶剤としてのイオン溶
液（室温で液体）（粘度調整可、水と混和、無毒、
非腐食性、ポリマーの優れた溶剤）⇒1-Ethyl-
3-methylimidazolium-diethylphosphate （EMIM 
DEP）を摘出。③アラミド布帛廃棄物→EMIM　
DEP に溶解→ろ過→アラミド溶液→顔料等添
加、粘度調整→紡糸、製膜、コーティングなど。
以上のアプローチで作られたリサイクルポリ
マーからの製品例としては、①裏面にリサイク
ルアラミド繊維を用いた 2層ニット、②工業用
および建築用の膜材（不燃性、透湿性）（写真7）、
③コンポジット用途（セルロースとのブレンド）、
④難燃紙用途、などがある。

リサイクル用設計の発表では、アーヘン工科
大学（ドイツ）の「多材料系布帛のよりよいリ
サイクル性のためのマイクロカプセル」には面
白いアイデアが感じられた。全体の布帛製造
チェーンを考慮したリサイクル性の向上のた
め、使用後に分解を促進するマイクロカプセル
を予めポリマーに入れて紡糸/使用後、加熱し
分解するというアイデアである（図表6）。アプ
ローチは次の通り。①活性化成分（酸化鉄など）
をシリカでコーティングしたマイクロカプセル

（粉末化）の作製。②マイクロカプセルのポリ
マー（PBT）への練り込み（コンパウンド化）。
③コンパウンドを紡糸ポリマーに混ぜて溶融紡
糸。④マイクロカプセルの活性化→ポリマー分
解。構想としては、使用済み衣料をリサイクル
プラントに導入し、ポリマーをプラント中で分
解することにより、多材料系布帛中のポリマー
が選択的に分解され、衣料構成材料の事前分離
がかなり省略できる。

廃棄物活用による製品開発に関して、トルコ
の Kipas Textile社は、「紙とアラミド繊維廃棄
物を使用したサンドイッチ型コンポジットの開
発」について、発表した。アプローチは次の通り。
①芯材：菱形のリサイクル紙→発泡ポリウレタ
ンを充填し低温（21℃）でキュア。表面材：パ
ラ系アラミド布帛の切れ端廃棄物。②表面材/
芯材/表面材　の構造にし、エポキシ樹脂で接

写真7 　繊維廃棄物からのメタ系アラミド膜

出所： F. Gaehr（デンケンドルフ繊維研究所（DITF））、GFC 2019

図表6　マイクロカプセル導入による分解アイデア

出所：M. Pelzer（アーヘン工科大学・ITA）、GFC 2019
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着（写真8）。以上の工程で得られる製品につい
ては、熱伝導率を調整し、自動車や建物の断熱
材料として展開予定である。

廃棄物活用による製品開発については、その
他にも興味深い内容があった。英国の ELeather
グループによる「皮革廃棄物の革新的コンポ
ジット製品への変換」の内容はユニークであっ
た。寿命の尽きた皮革製品の循環型リサイクル
の可能性を追求したものであり、セン毛（毛の
刈り取り）→皮革繊維→皮革繊維ウェブ→水流
交絡→コンポジットの工程において、水流交絡
がカギとなり、幅広いコンポジットを生産する
ため、単層または複層のエアレイドウェブを水
流交絡によって補強および機能化している。水
のみで交絡させるため、接着用の化学品は不使
用である。航空機用座席シート（軽量、安全基
準合格）、スポーツシューズ（50%以上リサイ

クル皮革繊維使用、軽量、耐久性）などに展開
されている（写真9）。

6．デジタル化およびスマートテキスタイル
このセッションでの主な発表内容は、①繊維

産業のデジタル化（サプライチェーン効率化、
工場効率化、ロボット化など）、②スマートテ
キスタイル、であった。

工場効率化のトピックスとしては、ドイツの
ザクセンテキスタイル研究所（STFI）が、「布
帛工程への適用のためのモバイルロボットシス
テム」を発表した。単純作業軽減、重量物運搬、
危険環境への適用という点で、産業用ロボット
に焦点を当て、最近の投資コスト低減傾向、プ
ログラミングの進展に対応した。「どの工程、
作業に適用していくか？」について、特に、縫
製工程、自動車や航空産業用軽量構造物製作工

写真8　サンドイッチ型コンポジットの製造

出所： A. Oruc （Kipas Textile社）、GFC 2019

写真9　コンポジット材料への展開例

出所： J. Wang（ELeatherグループ）、GFC 2019
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程などを取り上げ、モバイルロボットシステム
を説明した（写真10 に事例）。固定的な操作/
運搬システムを上回るフレキシビリティ、自律
的な誘導機能、自動運行/ナビゲーション、電
力供給/コントロール技術/安全技術/IT等の
統合がポイントである。

スマートテキスタイルについては、従来から
の延長線上で導電性布帛の課題に対応するテー
マがいくつかあった。チューリンゲンテキスタ
イル研究所（TITV）は、「布帛による大面積の
電気的接触」の発表をした。背景として、高電
流が流れる時、布帛表面の広範囲な電気的接触
には問題がある。部分的に熱が発生することも
あり、また、はんだ付け、導電性接着、縫製/
刺繍などの接続法には、強度不十分、高い接触
抵抗、電気的不均一、接触部の堅さなど、欠陥
がある。そのため、導電性布帛が確実に電気を

通すことができるような接触を実現する新しい
方法が必要であり、次の 2 つの方法でアプロー
チした。①導電性のある接着性不織布（写真
11：導電性を得るため、導電性銀ベーストによっ
て、接着性不織布をコーティング）。②導電性
布帛の超音波融着（写真11：接合部で熱可塑性
材料を高周波で振動させ、内部摩擦で接着）。2
つの技術は、いずれも布帛回路の電気的接触を
改善させた。電気的接触の精度向上は、加熱、
光照射、エネルギー、自動車、医療技術分野な
どのさまざまな課題の実現に有効である。

また、分類は広義のデジタル化あるいはス
マートテキスタイル化といえるかもしれない
が、繊維原料の追跡可能な技術の発表があった。
それは、Kelheim Fibres社（ドイツ）の「布帛
サプライチェーンにおける原材料透明性のため
の指紋化技術」である。背景には、オーガニッ

写真10　モバイルロボットシステムの事例

出所： Y. S. Gloy他（ザクセンテキスタイル研究所（STFI））、GFC 2019

写真11　導電性の接着性不織布（左）、超音波融着機（右）

出所： K. Ullrich他（チューリンゲンテキスタイル研究所（TITV））、GFC 2019
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クコットンは需要が急増する一方、生産量が低
下傾向にあり、そのため、詐欺や偽造が増大し
ていることが、業界内の問題となっている（図
表7）。そのため、繊維構造内に永久的に取り込
まれる特殊顔料を選択し、糸の製造前に特殊顔
料を原料ビスコースに少量添加する。その「マー
カー繊維」として機能するビスコース特殊繊維
を供給し、オーガニックコットンなどに極少量
添加することで、最終製品までの全体の布帛サ
プライチェーンを通して、明白な同一性と追跡
可能性を保証できる。スキャナーによる認証に
は、わずか 1秒を要するのみであり、製品に損
傷を起こさない（非侵襲的技術）。

7．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特殊技

術による表面改質（環境対応加工、プラズマ加工、
コーティング、グラフェン活用など）、②特殊布
帛形成技術（バイオミメティック構造、干渉発
色構造など）であった。

表面改質のトピックスとしては、ワールドテ
キスタイル情報ネットワーク社（英国）が、「ス
マートテキスタイル用途のためのグラフェン技
術の概観」の発表をした。導電性、熱伝導性、
熱的安定性（難燃性）、光学的性能（光透過性、
UV吸収性）を活用し、グラフェンの繊維への
取り込みが進んでおり、最近のスマートテキス

タイルへの適用を強調していた。第1世代：金属、
第2世代：導電性ポリマーに続く第3世代とし
てグラフェンを適用し、インクジェットでプリ
ントしたグラフェンセンサーや、心拍・呼吸な
どのモニタリングのために布帛に埋め込んだグ
ラフェンセンサーなどを紹介した。

また、日本の帝人フロンティアは、「ゴム補
強のための接着技術の繊維表面改質 －環境に優
しい接着剤に関する考察」の発表をした。タイ
ヤや伝動ベルトなどのゴム資材の接着剤として
は、従来から RFL（Resorcinol-Formaldehyde-
Latex）が使用されてきた。近年、Resorcinol、
Formaldehyde のような有害化学物質は環境、
安全、健康面で使われない方向になっているた
め、代替技術を検討し、RF樹脂を置き換える
ことが狙いである。環境に優しい RFフリーの
ポリマーを抽出し、このポリマーとラテックス
を使って、繊維やゴムとの間の化学親和性に
よって、良好な接着力を獲得した。

特殊布帛形成技術に関しては、スイス連邦材
料試験研究所（EMPA）が、「温度反応性カラー
変化コーティングをベースにした布帛セン
サー」の発表をした。温度変化を光学的に検知
する受動センサーの開発が狙いであり、詳細は
省略するが、干渉発色、プラズマ加工、相変化
材料（非晶質→結晶構造）などの技術を駆使し
ており、材料の積層構造がポイントである。

8．スポーツ・レジャーウエア
このセッションの主な発表内容は、①機能性

付与加工（環境対応撥水、熱反応性ポリマー適
用など）、②特殊布帛構造（3Dプリント適用な
ど）であった。

日本の旭化成は、「環境に優しい撥水性布帛
の基礎的研究」の発表を行った。撥水剤成分で
ある C8 のフッ化炭素には環境規制があり、環
境に優しい撥水剤が要求されているが、単なる
適用では撥水性に劣ることが背景にある。その

図表7　オーガニックコットン偽造可能性

出所： A. Bachmann（Kelheim Fibres社）、GFC 2019
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ため、環境に優しい工程による撥水性布帛が必
須である。高撥水性には布帛構造の適正化が重
要であり、繊維表面に微細な粗さ（凹凸）をつ
けることで、撥水性が向上することを確認した。

アルプシュタット大学（ドイツ）は、「布帛バ
リューチェーンにおける熱反応性ポリマーとそ
の展開」について、発表した。熱によって膨張・
収縮する熱反応性ポリマーを布帛設計に取り込
み、スポーツ・レジャー衣料等に熱生理学的快
適性を付与することが狙いである。アプローチ
は次の通り。①＜コンセプト＞繊維表面にコー
トした熱反応性ポリマーを膨張・収縮させ温湿
度を調節（図表8）。②適切な熱反応性ポリマー
の抽出。③共重合して臨界溶解温度を調整。 
④繊維表面に共重合ポリマーのマクロ粒子を架
橋。以上の工程で作製した糸を織布にして、透湿
性、通気性等の機能、洗濯耐久性を評価中である。

最近は 3Dプリントなどを適用した特殊布帛
構造の発表が増えてきている。今回、ニーダー
ライン大学（ドイツ）が発表した「3Dプリン
ト技術を用いた身体の輪郭に適合したプロテク
ター」もその 1 つである。ベルギーのセンテク
スベル研究所との共同であり、3Dプリント技
術を用いて、衣料などの設計を行い、複雑でカ
スタマイズ化された製品（プロテクターなど）
を創出した。

9．不織布およびテクニカルテキスタイル
このセッションの主な発表内容は、①機能性

不織布（エアロゲル、セラミック、生分解、フィ
ルター、軽量など）、②不織布用特殊繊維（バ
イオ、リサイクル、セルロース系、抗菌など）、
③コンポジット、④不織布やテクニカルテキス
タイル製造時の工程改善、であった。

機能性不織布のトピックスとしては、アーヘ
ン工科大学（ドイツ）が「エアロゲル不織布の
工業スケール生産」について、発表した。断熱性・
吸音性・軽量性・不燃性に優れた高性能エアロ
ゲル不織布の生産技術開発が目的である。材料
はセルロース、ポリアクリロニトリル（PAN）
で検討した。紡糸液をノズルから凝固浴に湿式
紡糸し、溶剤除去、繊維固化した。次いで、浴
中に浸漬したボビンで繊維を巻き取り、オート
クレーブで超臨界乾燥した（写真12）。繊維が

図表8　熱反応性ポリマーによる温湿度調節の原理

出所： J. Luebben（アルプシュタット大学）、GFC 2019

写真12　エアロゲル繊維の拡大写真

出所： D. Wolters他 （アーヘン工科大学・ITA）、GFC 2019
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脆いので、巻き返しは不可である。そのため、
不織布化に関しては、紡糸工程内で不織布化し、
その状態で超臨界乾燥する。防火、触媒系、航
空宇宙産業、微多孔フィルター、断熱・吸音分
野への展開が期待されている。

また、ドレスデン工科大学は、「高性能摩耗用
途に適合した熱伝導性をもった C/C-SiC-セラ
ミックコンポジット」について、発表した。セラ
ミック材料工学研究所（ドイツ）との共同である。
繊維強化セラミックコンポジットは耐摩耗、耐
熱、耐衝撃用途に展開されているが、C/SiC は
高生産コストである上、従来の鋳造鉄よりも熱
容量、熱伝導率が低く、ブレーキ系の周囲に大
きな熱ストレスが掛かる。そのため、構成部材
の体積・コストの低減が必要である。アプロー
チは次の通り。①フェノール樹脂による炭素繊
維コーティング後、高温高圧プレスで CFRP と
した。②それを熱分解し多孔性炭素繊維強化炭
素（C/C）を作製。③1,600℃で液体シリコーン
を注入し、C/C-SiC（セラミックコンポジット）
とした。作製した材料に関しては、ブレーキパッ
ド、ブレーキディスクとしての耐摩耗性、耐熱
性が確認できた（写真13）。プリフォームの炭素

繊維の配向性がコンポジットの機械的特性、熱
伝導性に大きな影響を与えている。

不織布用特殊繊維のトピックスとしては、
Kelheim Fibres社（ドイツ）が、「表面殺菌用
でサステナビリティタイプのビスコース繊維
“Danufil” QR」を発表した。この繊維は、特に
表面の清浄・殺菌用の抗菌性ウエットワイパー
用に設計された。ここでは、抗菌剤として、
ADBAC を用いている（図表9）。標準的なビス
コース繊維とは対照的に、プラスに帯電する
“Danufil” QR は、抗菌剤である第4級アンモニ
ウム化合物とわずか（10%未満）しか結合しな
い。このようにして、“Danufil” QR は生分解性
ビスコース繊維からの効率的な抗菌ワイパーの
製造を可能にする。この繊維は環境に優しく、
特に便利な使い捨て用に設計されている。この
新しい繊維の開発に対して、同社は、最近、
INDA（米国不織布工業会）の World of Wipes
賞を受賞した。

10．展示およびスタートアップデー
ドルンビルン会議では、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

写真13　セラミックコンポジットのブレーキ系材料への展開

出所： D. Weise他（ドレスデン工科大学・ITM）、GFC 2019

図表9　抗菌剤ADBAC の化学構造式

出所： R. Scholz （Kelheim Fibres社）、GFC 2019
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展示ブースや専門誌の PRブースが設置されて
いた（写真14）。また、第1回ドルンビルン・
スタートアップデーとして、屋外の特設スペー
スにおいて、起業家（ベンチャー企業）による
プレゼンおよびネットワーク構築の場（スター
トアップイベント）が設営され、革新性を来場
者に PR した（写真15）。

また、第1日目の 9月11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。

11．まとめ
セッション構成に依存していることもある

が、今回の会議で目立ったテーマは以下の通り
である。

①サステナビリティ／循環型経済
②デジタル化
③不織布
④高性能繊維
⑤スマートテキスタイル
⑥機能性付与・布帛構造形成
また、テーマ推進の仕掛けとして、EUプロ

ジェクトなど大型プロジェクトは減少している
印象を受けたが、公的資金を受けた産官学連携
は活発である。EU の現行の研究開発プログラ
ム「Horizon 2020」は、2021年から「Horizon 
Europe （〜 2027年）」に名称を変え、予算総額
は現行から約30%増額されて、1,000億ユーロ
規模になるという情報がある。欧州繊維産業の
研究開発基盤となる予算であり、今後の動向を
注視したい。

なお、次回の第59回ドルンビルン国際繊維会
議は 2020年9月9日（水）〜 11日（金）に開
催される予定である。

写真14　展示コーナー

出所：筆者撮影

写真15　特設テント内のベンチャー企業
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