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1．はじめに
不織布産業は繊維産業群の中で、世界的に最も成

長性の高い分野である。織編物の布帛とは性能や生
産性が異なり、これまで既存のテキスタイル分野に
食い込むと同時に新しい用途が次々に開発展開され
てきた。1900 年代にドイツの羊毛フェルト業者の間
で開発された不織布は、その後、技術開発が進み今
や衣料用ばかりでなく、むしろ産業資材などのテク
ニカル・テキスタイルに発展してきた。これらの展
開を含めて成長著しい不織布産業の現状に焦点を当
ててみたい。

2．世界の不織布産業動向
不織布の需要は経済不況で多少の浮沈はあった

が、世界的に年率 7％前後の成長を遂げている。
2007 年の世界の不織布生産は 570 万トンを記録し、
その後、若干の停滞のあと、2012 年には 800 万トン
近くに成長すると見込まれる。世界の不織布の地域
別の需要量と生産推移を図表 1 と 2 に示す。各地域
とも着実に伸びているが、なかでも数量的にアジア
の成長が大きい。

図表 2 は Oerlikon Textile 社の調査データによる
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1  不織布産業は繊維産業の中では世界的に最も成長性の高い分野で、引き続き年率7％の成長が見込まれ、
2012年には800万トンの生産が見込まれる。これは世界の繊維生産量の約15％を占める重要分野である。

2  主力生産地域は西欧、米国、日本であったが、近年中国を中心とするアジア地域の伸びが顕著である。
3  不織布の用途展開は衛材、芯地分野から自動車内装資材、フィルターやワイピングなど工業資材、建築・
土木資材、農業資材まで幅広く、従来のプラスチックや木材、コンクリートに置き換わる軽量で加工のし
やすい素材として普及している。

4  製造技術では生産性のよいスパンボンドや繊細構造布のマイクロ、ナノファイバー、多層構造布や導電性
不織布などが注目される。
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出所：Man-Made Fiber Year Book 2010

図表 2　世界の不織布生産の推移
単位：100万トン

図表 1　世界の不織布の地域別需要量
単位：千トン

地域 2002 2007 2012 年成長率％
07/02 12/07

西欧 1,020 1,320 1,670 5.3 4.8 
米国 1,160 1,470 1,820 4.7 4.5 
東欧 210 310 440 8.1 7.3 
アジア 1,220 2,050 3,230 10.9 9.5 
中南米 240 340 480 7.2 7.1 
中近東/Af 160 240 350 8.4 7.8 
全体 4,010 5,720 7,990 7.4 6.9 

出所：EDANA資料
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過去 10 年間の世界の不織布の生産実績の推移であ
るが、これには詰め綿も含まれているので EDANA
の数字よりは若干多い。

不織布先進国の欧州は成熟しているが、後述のよ
うに革新技術の開発は依然として世界のリーダーで
ある。近年の欧州の主な国、地域の不織布の生産推
移を図表 3 に示す。ドイツ、イタリア、フランスが
数量的には大きいが、最近はイタリアが伸び悩みで
ある。一方、北欧、ベネルクス 3 国の進展が注目さ
れる。また、近年は近辺諸国ではトルコの不織布生
産の伸びが目立つようになった。

図表 3　欧州不織布国別生産推移
単位：千トン

国・地域 2007 2008 2009 年成長率％
09/07

ドイツ 416 437 412 −1.0 
イタリア 368 345 312 −15.2 
フランス 162 163 154 −4.9 
北欧 182 179 159 −12.6 
ベネルクス 111 130 106 −4.5 
トルコ 98 98 103 5.0 
英国・アイルランド 79 82 70 −11.3 
スペイン 95 79 84 −11.6 
その他 192 212 210 9.4 
合計 1,698 1,719 1,610 −5.2 

出所：EDANA 資料

最新情報の 2009 年は世界経済の不況で数字が異
常に低いが、その中でドイツ、フランス、トルコが
健闘している。EDANA の説明によると 2009 年は
軽量化が進んだことが重量でみた生産数量減の原因
となっている。ちなみに面積当たりの変化を見ると、
2009 年は 50,677 千 m2 であり、これは 2007 年の
48,646 千 m2 に対して 4.2％の伸びである。

成長著しいアジアの中国、韓国、台湾、そして日本とい
う4 大不織布生産国の近年の生産実績を図表 4に示す。

図表 4　 アジア 4 大不織布生産国の 
近年の不織布生産推移

単位：トン

国・地域 2007 2008 2009 年成長率％
09/07

日本 338,281 338,436 283,378 −16.2 
韓国 213,065 214,836 220,160 3.3 
台湾 160,038 150,033 140,075 −12.5 
中国 1,150,600 1,347,000 1,685,000 46.4 
合計 1,861,984 2,050,305 2,328,613 25.1 

出所：日本不織布協会　ANNA 資料

4 カ国の合計では過去 3 年間に 25％の伸びを記録
しているが、日本と台湾は途中経済不況の影響で落
ち込みがあり、中国が 46％と唯一驚異的な伸びを記

録した。この他アジアでは最近、インドの不織布生
産が伸びていると報じられている。

3．不織布製造技術の展開
繊維の集合体で布帛状を形成する不織布は、技術

的にはウエブと称するフリース状のわた集合体と、
それを物理的、化学的に接合・絡合させるバインディ
ング工程の組み合わせで形成される。

乾式のウエブ形成は元来、繊維の紡績工程の機器
から出発して生産性と品質の均一性の点から改良が
加えられ、欧州の機器メーカーを中心として開発が
進められてきた。また、紙の抄紙法から出発した湿
式方式は使用可能な繊維素材の範囲も広く、やや硬
いが薄く軽量なシートが製造可能なプロセスである。
もう一つのウエブ形成法はエアレイド法と称する短
繊維をローターで撹拌してスクリーン開孔より吐出
する方法がある。

引き続いてウエブの繊維を結合させる工程は、化
学的に結合するケミカルボンド法、熱的な溶融によ
り繊維を結合させるサーマルボンド法、物理的に絡
合させるニードルパンチ法や高圧の水流をノズルか
ら噴射して繊維間を絡ませる水流交絡法（スパンレー
ス）などがある。

さらに近年最も成長著しいのが、原料のポリマー
から合成繊維の紡糸と同じ方法で繊維を紡糸し、ウ
エブ形成と結合・絡合を 1 工程で行うことで直接に
不織布を形成するスパンボンドがある。さらに繊維
形成時に熱風を吹き付けて微細繊維の不織布を形成
するメルトブローン法がある。これらを総称してス
パンレイドといわれている。2009 年の欧州における
不織布製法別の生産実績でウエブ形成法とバイン
ディング方式の分布は図表 5、6 に示す通りである。
ウエブ形成法では、スパンレイド（スパンメルト）
法が全体の半数近くに伸びており、バインディング
方式では各方式が競り合っているが、この中で水流
方式が徐々に伸びてきている。

乾式
38.9％

湿式
6.3％

スパンメルト
44.7％

エアレイド
10.1％

出所：EDANA 資料

図表 5　  欧州不織布の製法別実績 
（ウエブ形成　2009 年　総量　1,609,800トン）
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アジアの主要 4 カ国の不織布製法別の生産実績は
図表 7 に示すようにスパンレイド（スパンボンド／メ
ルトブロー）が多く、特に中国でその傾向が顕著である。

図表7　アジア4カ国の不織布製法別生産実績（2009年）
単位：トン

日本 韓国 台湾 中国 合計
ケミカルボンド 20,269 30,792 3,569 95,000 149,630
サーマルボンド 33,399 27,315 6,500 89,000 156,214
ニードルパンチ 66,681 78,074 44,040 425,000 613,795
スパンレース 31,951 7,851 39,990 145,000 224,792
スパンボンド／メルトブロー 76,987 72,157 29,602 845,000 1,023,746
その他乾式 20,032 3,971 16,375 73,000 113,378
湿式 34,058 − − 13,000 47,058

合計 283,378 220,160 140,075 1,685,000 2,328,613
出所：ANNA News Letter Vol49 2010

これらの不織布生産技術は使用するポリマー、繊
維素材の改良と共に、各種の新規技術の開発が進め
られ、性能・機能の優れた不織布の登場と共に新し
い用途の開発に貢献している。

最近の注目の不織布製造設備の開発はドイツ
Reifenhauser 社の “Reicofil4” である。マルチビー
ム化した高生産性追求のスパンメルト設備で世界的
に採用が進んでいる。

PET 素材では 5,500m/min の高生産性であり、既
に 2009 年末時点で 180 台の量産機が世界各地で稼
働している超ヒット設備である。さらにこれに対抗し
て、Rieter 社や Neumag 社が競合機を発売している。

スパンボンド技術はさらに口金の多様化、複合紡
糸による新品種の開発が進んでいる。この技術は国
内でも各社が多機能の不織布の開発を進めている。
旭化成はさらにこの技術に積層技術を取り入れ極細
で高表面積、高強度の高機能不織布 “プレシゼ” を
市場化している。サブミクロンベースのスパンボン
ドで 注目され ているのがドイツで 開 発され た
“Nanoval” プロセスで、1.5 ミクロンレベルの超微細
繊維の不織布が得られる。ドイツのサクソンテキス
タイル研究所（STFI）が開発した多層構造のメルト
ブロー不織布 “Hycospun” はニードルパンチをベー
スとする基礎構造層と極細メルトブローン層、表面
のサーマルボンドで構成する保護層の 3 層からなる
特徴のある構造の不織布である。

独特の製法では DuPont 社が開発したフラッシュ紡
糸法が大きな実績をあげている。網状繊維の不織布
は広い範囲の繊度分布の高強力、高比表面積が得ら
れ、同社は “Tyvek” の商標で世界的に建材、包装用
途などに展開されているヒット商品を提供している。

また、特殊なスパンボンドでは湿式のスパンボン
ドが旭化成のベンベルグ不織布で開発されている。
エアレイド方式は欧州の M ＆ J 法や Dan − Web 法
が著名であるが、本州製紙の開発した本州法は歴史
のあるベーシックな方法である。パルプシートや 3 〜
12mm 前後の短繊維をほぐして空気に分散し、ネッ
ト上でウエブを形成する不織布は吸収性、強度、ソ
フトな風合いで独自の用途が展開されている。

最近、注目されているのが、三菱レイヨン・エン

ニードルパンチ
23.6％

水流交路
31.8％

ケミカルボンド
22.0％

サーマルボンド
20.6％

複合
2.0％

出所：EDANA 資料

図表 6　 欧州不織布の製法別実績 
（バインディング工程別　2009年　総量　625,500トン）

出所：土田陽　スパンボンド　P150　日本不織布協会

図表 8　“Reicofil4” レイアウト

出所：岩崎博文　フラッシュ紡糸法　P156　日本不織布協会

図表 9　フラッシュ紡糸設備の概略図
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ジニアリング社が開発した、水流に代わり蒸気を吹
き付けてウエブを結合させるスチームジェット（SJ）
法である。乾燥工程が不用で低融点・高収縮タイプ
の繊維に効果的なプロセスとして関心を呼んでいる。
クラレが “フレクスター” の商標で医療用途資材な
どに開発を進めている。

 
Rieter 社が開発した水流系のウオータージェット

にスパンボンド法を連結した “Jetlace 3000” はスパ
ンレイドに比べ強度と嵩高性がアップしている。ド
イツの Hydro Spun Nonwoven 社が “Hyjet” という
ブランドで年産 5,000 トンで商業生産を始めている。
衛材や建材用途に適用して開発が進んでいる。

帝人系のユニセル社が開発したトウ開繊法とバー
ストファイバー法を組み合わせた独自の積層構造の
不織布製法や、高分子研究所が開発し新日本プラス
ト社が商業生産している “ミライフ” と称する特殊
な構造の経緯直交不織布は薄くて強度のある通気性
のある素材として特殊な分野で活用されている。

湿式不織布（ウエットレイド）は短繊維を水中に

分散させ、その繊維懸濁液をスクリーン上に抄きとっ
て、薄いシート状のウエブを形成する法である。も
ともと米国の Dexter 社が開発したが、最近は日本で
の生産が伸びており、いろいろな種類や形態の繊維
の使用が可能である。特に PET 繊維のクリンプの
ない、12mm 以下のショートカット繊維の使用が伸
び て い る。Subject Fiber と 称 す る 主 体 繊 維 と
Binder Fiber と称する接着繊維を組み合わせて、
0.5dtex 程度の極細繊維の不織布を製造する。電池
セパレーターや各種フィルター、医療衣などポリエ
ステル繊維の新しい用途分野で成長が見られる。

4．不織布の主な用途展開
不織布は当初衣服の芯地や中入れ綿など衣料用途

で開発が進んでいたが、その後、不織布の性能・機
能の向上につれて、医療衛生用や産業用途、自動車
などの車両用途、土木・建築や生活関連資材など広
い用途に展開されてきた。欧州で不織布が出荷され
ている用途分野は図表 11 に示す通りであり、衛材
用途が最も大きい。次いで最近急速に伸びているワ
イパー用途である。また、屋根材などの建材・土木
用途が占める。その他、フィルター、コーティング
基布など広い分野にわたっている。この傾向は米国
もほぼ同じである。ただ、耐用性のある製品用途で
自動車内装資材、工業資材、防護用途や土木・建材
の割合が多い。

この中で最近の動向や注目される用途開発の実例
を紹介する。

4.1　衛生材料用途
量的面に最も大きいおむつ市場は 300 億 US ＄（約

出所：谷口正博　不織布の新製法　P69　シーエムシー出版　2009 年

図表 10　スチームジェット法の概略図

出所：Nonwovens Report International P27 1/2007

写真 1　“Jetlace 3000” 設備の外観

出所：EDANA 資料　2008 年

図表 11　 欧州不織布の用途別出荷割合 
（重量ベース、2008 年）
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2.64 兆円）で引き続き年率 8％の成長を続けている。
おむつ製品は基本的にはテープ止め、パンツ型、フ
ラット型、尿取りパッド、軽失禁ライナーなどの 5
種類である。また、生理用ナプキンは表面材に不織
布やフィルムを使用する。これらの衛生材料は高分
子吸収材（SAP）の開発やサイドギャザーなどの構
造上の改良で 2000 年頃に市場が一気に拡大し、数
量的には不織布の最大用途となった。

素材としてコスト競争力のある PP スパンボンドが
主力であるが、軽量で吸水性にすぐれているエアレ
イドや湿式不織布、スパンレース不織布も性能によっ
て使い分けられている。海外では米国の P ＆ G 社や
Kimberley − Clark 社、日本ではユニチャーム社が
著名なメーカーである。これからは高齢化社会に対
応して大人用おむつの高機能化、普及が予想される。

4.2　工業資材　−　フィルター用途
工業用資材はシール材、研磨材、摩擦材など多種

多様でいろいろな用途で不織布が使われている。こ
の中で数量的にも、また環境保持という時代の要請
の重要な役割を担っている資材として、フィルター

（濾材）は年額 200 億 US ＄を超え、年率 6％の成長
を見込む重要な資材となっている。その中で不織布
はフィルター材が 90％を占めている。最近は特にア
ジア、中国での需要が大きい。

フィルターには気体を濾過する乾式フィルターと
化学工業、製薬工業、水処理などに利用する液体フィ
ルターがある。乾式フィルターの代表的なバッグフィ
ルターは都市環境、産業廃棄物処理や工場の環境改
善に大きく貢献している。世界的に年間約 25,000 ト
ンの需要があり、PPS やアラミド繊維など耐熱性の
高い合繊が高い評価を受けている。また、乾式では
クリーンルーム用のエアーフィルターやビル空調な
どのエアコン等に使われる PP ニードルパンチ製不
織布の需要が大きい。液体フィルターは濾過対象物
の粒子の大きさでいろいろなタイプの濾材が対応さ
れ、カートリッジタイプやフィルタープレスなどの形
状で利用する。スペーサー材やサポート材を含めて
その具体的な用途とその使用例を図表 13 に示す。

最近のフィルター用途で注目されているのはマイ

出所：Nonwovens Report International P12 6/2010

写真 2　ベビーおむつ
出所：Nonwovens Report International P12 6/2010

図表 12　おむつの構造

図表 13　不織布液体フィルターなどの応用具体例
用途 代表品番 主な使用繊維 製法 特徴 実用性

沪過材
FC− ポリオレフィン ニードルパンチ ・補強材との複合

・表面剥離性
フィルター

プレス

PMC− ポリプロピレン メルトブローン ・多様な繊維径のラインナップ
・クリーン構造

デプス／プリーツ
カートリッジ

スペーサー材 H− ポリエステル サーマルボンド ・加工性
・強度

プリーツ
カートリッジ

サポート材 JH− ポリエステル サーマルボンド ・リントフリー性
・表面平滑性 RO膜／ MF膜／ UF膜

出所：テクニカル・テキスタイルの用途開発と市場動向　東レリサーチセンター　2009 年
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クロファイバーやナノファイバーなど微細構造繊維
濾材による微粒子濾過の開発である。先に紹介した
空気流を利用したスピリット法のミクロンレベルの
微細な繊維を形成する “Nanoval Process” はドイツ
で “Nanoviltz” というブランドでフィルター素材と
して展開されている。最近、ドイツの Irema Filter
社は “Intergated Nanofiber” と称する 1 〜 20 ミク
ロンレベルマイクロファイバーと 500nm レベルのナ
ノファイバーを 2 ヘッド配した複合システムを開発
している。

ナノファイバーがフィルター用素材として開発さ
れてきたのは、ナノファイバーのもつ超高表面積に
よる微粒子捕獲機会を高めるメカニズムを利用する
事である。同じような超高表面積構造へのアプロー
チは分割型複合紡糸法で製造した複合紡糸繊維の表
面部分を溶解して製造する技術として米国 Allasso 
Industries 社が “Winged Fiber” を開発している（詳
細　本誌　2010 年 11/12 月号　P22 参照）。

4.3　建材・土木用途
建築用繊維資材の中で不織布の占める割合は約

40％であるが、近年は年率4〜5％と伸び率が大きい。
軽量で加工がしやすい事が成長を支えている。この
中で屋根材（ルーフィング材）と仮設形態で使用さ
れる天幕・天蓋、ハウスラッピングなどに不織布が
多く利用されている。ルーフィングの主力素材はポ
リエステル不織布であり、単に雨よけばかりでなく
建築物の保護材、防音・保温材としての機能が評価
されている。この分野ではフラッシュ紡糸法による
PE 不織布の DuPont 社製の “Tyvek” が世界の市場
をリードしている。土木用途の不織布は年間 400 万
トンが使用されているが、これからは年率 4.6％程度

の伸びが期待される。その用途は地盤安定、土壌補
強、埋立地補強、浸食防止などで、素材としては
PP と PE で 80％を占めている。最近は再生 PET
が伸びているという。

最近のトピックスでは、昨年メキシコ湾で発生し
た BP Oil の事故で流失した重油を吸収処理した不
織布吸収ロープが環境対策に貢献したという報告が
話題であった。

4.4　自動車資材用途
自動車用途に使われる不織布は編織物に比べてい

まだそれほど多くなく、全体のテキスタイル素材の
中で 11％程度である。内装資材ではニードルパンチ
やスパンボンドが敷き物に多く使われている。また
天井材やトランクトリム、ドアートリムなどにニード
ルパンチが多く使われている。特に遮音効果や保温
効果に利用されるケースが多い。図表 15 に不織布
の応用内容が紹介されている。最近、注目されてい
るのが次世代自動車のリチウムイオン電池のセパ
レーター用に不織布や膜材の開発が試みられている。

図表 15 にも示されているように自動車用のエンジ
ンフィルターやキャビンフィルターでの不織布の採
用が伸びている。エンジンフィルターではこれまで
セルロース系素材が多かったが、最近はポリエステ
ル系の素材が耐用性の点で増加している。ドイツの
フィルターメーカーの MANN ＋ HUMMEL 社は
“Micro Grade” と称するマイクロ PET 系のエンジ
ンフィルターが集塵率を顕著にあげて注目されてい
る。 室 内 キ ャ ビ ン フ ィ ル タ ー で は ド イ ツ の
Freudenberg 社は新車でよく発生する VOC などの
有害物質の除去効果の大きい “MicroAir” と称する
キャビンフィルターを上市、米国 GEI の認証も得て、
既に Volvo、Mercerdes、Toyota、BMW などに採用
が進んでいる。

出所：Technical Textiles P115 3/2008

図表 14　 Intergrated Nanofiber システムの 
フィルター基材製造プロセス

出所：Nonwovens Report International P14 2010

写真 3　BP 重油流失事故で活躍する不織布吸収ロープ
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ファイバー／テキスタイル

リチウムイオン電池のセパレーター用の不織布で
は DuPont 社が “Energain” というナノファイバー、
長繊維ベースのウエブを開発し本格的な生産工場の
建設に入っている。電池の電力パワーが 15 〜 30％、
電池寿命が 20％向上し走行距離が長くなる事が特徴
であるという。

一方、最近はサステナビリティの概念からケナフ
やジュートなどの天然繊維の不織布が自動車資材に
使用されるケースがドイツなどで増えている。遮音
効果が良く、軽量である事が特徴である。日本でも
トヨタ紡織やトヨタ車体が採用を始めている。

4.5　ワイパー用途の広がり
不織布の大きな用途としては家庭用品があるが、

その中でワイパーの需要の伸びが大きい。ワイパー
には家庭用ワイパーと産業用ワイパーがあり市場規
模はそれぞれ年額38億US＄と23億US＄であるが、
産業用ワイパーの伸びが大きい。図表 11 に示すよう
に不織布全体に占めるワイパーの比率は 16％と重要
な用途である。地域的には米国と欧州が主力市場で
あるが、最近は中国の急成長が見込まれる。用途的
には医療用ワイパーやクリーンルーム用途などの伸
びが予想され、世界的に今後さらに年率 6.7％の成

長が見込まれる用途である。最近のトピックスでは
DuPont 社がスパンレース製の “ソンタラ” でクリー
ンルーム用のワイパー素材 “Sontara MicroPure” と
いう新製品を 4 種グレードで上市している。マイク
ロファイバー構成なので、微粒子のごみのふき取り
機能が優れている。クリーンルームに加え、エレク
トロニクス、食品、医薬品、光学、自動車用途など
に用途が展開される事が予想される。

用途展開が進んでいる不織布はこのほか、防護衣

図表 15　不織布の自動車資材への応用展開例
適応分野 不織布タイプ 繊維素材 適応機能

エ
ン
ジ
ン
部

フードカバー NPヒートボンデイング PET 防音と金属シートカバー
トランスミッシヨン
トンネル NPヒートボンデイング PET 遮音

バッテリー保護 NP ガラス繊維 セパレーターとして使用
オイルフィルター NP PET 5〜30μm微粒子濾過
トランスミッシヨン
フィルター NP PET 40〜80μm微粒子濾過

デイーゼルフィルター Meltblown PBT 3〜5μm微粒子濾過
ターボコンプレッサー NP PP、PET 騒音防止

イ
ン
テ
リ
ア

カーマット NP PP、PA、PET 防音、防汚
カーマットキヤリヤー SB PP、PET 安定固定
フロアー裏地 NP、AL PET、ケナフ、再生 防汚、防音
エアーバッグカバー NP　ラミネート PET 耐摩耗、摩擦音防止
シートクッシヨン MK/CL、NP PET
ドアー、サイドパネル NP、SL、Kunit PET、PP、ケナフ、PA ソフトタッチ、遮音
ABC支柱 SL、Multiknit PET 成形性
天井材 NP、SL PET、GL 遮音、耐熱
サンルーフ Malivlies、NP、Multiknit PET 遮音、外観装飾
キャビンフィルター MB、SL PET、CF 制電、高性能濾過　　

ト
ラ
ン
ク

後部棚 NP、Malive PET、MF 強固、耐摩耗、防汚
トランクカバー Malive PET、PU 軽量、防音
スペアータイヤカバー　 NP、CB PET、PP ガタガタ音や騒音の防止
貯蔵部のカバー AL　耐熱コーテイング PP、PA 騒音防止

外
装
カ
バ
ー

車輪外装テキスタイル NP PETケナフ 飛散防止、速乾
アンダーボデイ　 NP　耐熱ボンデイング PET、ガラス繊維 防油、防汚、軽量
排気システム NP、Maliwatt シリシウム 騒音低下
接着ストリップのサポート Malivi Kunit　不織布 PET 遮音、摩耗強度向上

（注） 不織布タイプ　NP　ニードルパンチ、AL　エアレイド、SB　スパンボンド、SL　スパンレース、MK　Multiknit、 
CL　Caliweb、CB　ケミカルボンド

出所：Allgemeiner Vliiestoff 2009

出所：TUT No.76 P8 2010

写真 4　DuPont 社ワイパー “Sontara MicroPure”
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料、農業資材、衣料資材用途、人工皮革やコーテイ
ングの基布、日本独特のマスク用途、医療用途など
多彩である。その中で最近、注目されているのが、E−
テキスタイルのベース素材になる導電性不織布であ
る。Kimberly − Clark 社の炭素繊維混入の薄型ペー
パータイプの “C − Nonwovens” は保温性能や簡易
RFID システム、電磁波遮蔽ペーパーなど新用途へ
の展開が注目されている。欧州では “Stella Project”
という EU プロジェクトのもとドイツの Freudenberg
などのトップメーカーが参加し、伸縮性のある導電
性不織布の開発を進めている。エレクトロニクス部
品や医療資材などの先端技術製品への応用を進めて
いる。

5．今後の不織布の展望
不織布は素材と製造技術の開発と新規性能を活用

した用途展開が進んでいるので今後ともその伸びが
大いに期待できる。一方、環境対応や資源保持など
のサステナビリティの概念の普及とともに物づくり
でも原料がバイオマテリアル指向になり、二酸化炭
素排出減などの観点からの設計が優先する時代とな
る。既に PLA やセルロース系繊維を原料とするス
パンボンド技術が開発軌道にのり、また麻繊維やコッ
トンなど天然繊維の利用が増えてくる。また、ナノ
ファイバーの普及でフィルター以外の用途展開が期
待される。

製布技術では複合紡糸技術や多層構造による高機
能不織布の製造技術がさらに多彩に展開される。ま
た 3D 嵩高構造の不織布で建材や防護用途への展開
があらたに進むとみられる。このように技術と応用
がますます多彩に展開する不織布の将来は興味津々
である。


