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ファイバー／テキスタイル

1  2013年6月11 ～ 13日の 3日間、ドイツ・フランクフルトのメッセ（国際見本市会場）にて、テクテ
キスタイル展2013 が開催された。出展社・機関数は 1,322、来場者数は 27,500名と報告されており、
過去最高を記録した。また、来場者の 57% は海外（ドイツ国外）からであり、国際的なイベントである
ことが定着している。

2  今回の展示製品、特に革新賞などの受賞製品は、テクニカルテキスタイルの最新動向を捉えているものが
多く、軽量構造体、機能性、サステナビリティ、モビリティなどが主要コンセプトとなっていた。

3  企業からの展示が大多数を占めたが、大学や公的機関の展示もあり、中長期に向けた産官学連携研究のシー
ズ、特に、医療用途やコンポジットの紹介が目立った。

4  分野としては、医療（メディカル）、環境、土木・建築、防護、輸送（自動車など）が多く、幅広い分野に
関係するスマートテキスタイル（E-テキスタイル）の存在感が年々高まっている。これらに対応して、多
様な産業に繊維材料を適用するための異業種連携が必須となっている。

要　点

1．はじめに
2013年6月11 ～ 13日の 3日間、ドイツ・フラ

ンクフルトのメッセ（国際見本市会場）にて、テ
クテキスタイル展2013 が開催された。開催直後の
情報によると、今回は 48カ国から 1,322社・機関
からの出展があり、前回（2011年）の約1,200社・
機関を大幅に上回った。また、来場者は 97カ国か
ら 27,500名（前回24,915名）を数え、出展社・機
関とともに過去最高と伝えられている。また、同
時開催のテックスプロセス展（デザイン、裁断、
縫製、ロジスティクス、IT までの領域をカバー）
を合わせると、約40,000名が訪問した。メッセ正
面玄関、主要展示会場の外観、会場内の様子を写
真1 ～ 3 に示す。

テクテキスタイル展（以下、テクテキ展と記載）
の来場者の 57% は海外（ドイツ国外）からであり（前

回55%）、国際的なイベントであることが定着して
いる。国別訪問者は、ドイツ以外では、イタリア、
フランス、トルコ、英国、オランダ、ベルギーな
どが上位を占め、中国、日本、台湾などのアジア、
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出所：筆者撮影

写真1　メッセ（フランクフルト）の正面玄関
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ポーランド、ロシアなどの東欧、そして米国もか
なり多いということであった。また、13 の国家パ
ビリオンが開設された（ベルギー、中国、フランス、
イタリア、カナダ、ポルトガル、スペイン、台湾、チェ
コ、米国、英国、インド、クロアチア）。

このテクテキ展は 1986年に 195社・機関の規模
でスタートし、1987年以降、2年に 1度の頻度で
開催されている。事務局であるテクテキスタイル
フランクフルトフェアの役員Michael Jänecke は開
催前に次のようなコメントをしている。「テクテキ
展のモットーは『生活革新（Innovation for life）』
であり、最近では、展示会の革新賞へのエントリー
が急激に増加している。すなわち、繊維分野の革
新が、応用や材料の分野において、多くの新しい
製品を生み出している。特に、テクニカルテキス
タイルは、しばしば他材料との複合において使用
され、そのため、材料メーカー、技術メーカーな
どとの連携が重要である。このような状況におい
て、今回の展示製品はテクニカルテキスタイルの
最新動向を捉えているものが多く、軽量構造体、
機能性、サステナビリティ、モビリティなどが主
要なコンセプトとなっている」

2．�テキスタイル革新賞などの受賞製品・技術の紹介
1項でも触れたが、テクテキ展での受賞製品・技

術は、テクニカルテキスタイルのこれからの方向
性を端的に示しているので、今回の受賞内容を紹
介したい。革新賞には 80以上のエントリーがあり、
著名な専門家からなる審査委員会にて、8件のテキ
スタイル革新賞、2件の Avantex革新賞が選定され

た。また、布帛構造体に関する学生コンテストも
合わせて実施された。

（1）テキスタイル革新賞
A．新規応用の分野
・デンケンドルフ研究所（ドイツ）

「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」に関する内容であり、ドイツ4
社との共同受賞である。エネルギー発生・蓄積の
ための革新的な太陽光発熱システムと蓄熱装置の
組み合せによるものであり、ビルの布帛外装に組
み込まれた太陽光集熱装置が優れた効果を発揮し、
熱源のない大型テント内を暖かくする（写真4）。
 ・D’ Appolonia社、Ziplast社（イタリア）

イタリアの 2社が中心になり、スペイン、ギリ
シャ、チェコの企業と連携し、「大量の水を海上輸
送できる布帛ベースの水タンク “REFRESH”」を

出所：筆者撮影

写真2　主要展示会場の外観

出所：筆者撮影

写真3　会場内の様子

出所：デンケンドルフ研究所の展示パネルを筆者が撮影

写真4　エネルギー自給布帛膜構造物
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開発した。布帛タンクのキー技術は、非常に高強
力で水漏れしないファスナーであり、会場にも展
示されていた（写真5）。このタンクをクレーンに
よってタグボートに搭載する（写真6）。
・EMPA研究所（スイス）

「床ずれを防止する新タイプの医療用ベッドシー

ト」に関する開発であり、スイスの医療機関及び
Schoeller社との共同である（写真7）。特殊な布帛
構造により、長時間寝ている人の摩擦（床ずれ）
を軽減する。具体的には、肌との接触面積を低減
させる構造によって、接触点の間に微細な空間を
形成し、汗からの湿気を吸収する。
・Beaulieu Technical Textiles 社（ベルギー）

「雑草を防ぎ、土を保護する織物ベースの生分解
性で堆肥化できる農業用シート」が対象になって
おり、“Ökolys” という製品で販売されている。2
種類のバイオポリマーを使用し、1 つは生分解性の
もの、1 つは堆肥化可能なものとしている。

B．新技術の分野
・LIBA Maschinenfabrik 社（ドイツ）

「マルチコンパクトな織物」による受賞である。
特殊な製織技術により、布帛の表層部を構成する糸
が最小の距離になるように設計されている（写真8）。
・ザクセンテキスタイル研究所（ドイツ）

「断面積を変化させられる円形の織物」の開発で
ある（写真9）。直径可変のシームレス中空形状の出所：筆者撮影

写真5　布帛ベースの水タンク用ファスナー

出所：D’ Appolonia社、Ziplast社他の展示パネルを筆者が撮影

写真6　 海上輸送できる布帛ベースの水タンク
“REFRESH”

出所：EMPA研究所他、筆者撮影

写真7　床ずれ防止用ベッドシート

出所：LIBA Maschinenfabrik 社、筆者撮影

写真8　マルチコンパクトな織物

出所：ザクセンテキスタイル研究所、筆者撮影

写真9　断面積を変化させられる円形の織物
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プリフォームとして、繊維強化コンポジットパイ
プなどに適用される。

C．新材料の分野
・ Massebeuf Textiles社、Bluestar Silicones社、

MDB Texinov社（フランス）
3社の共同による「シリコーンベース経編テキス

タイル」の開発である。特殊なシリコーン弾性体
を鞘にコーティングすることにより、機械的強度、
粘着強度、耐久性に優れている。また、3D の立体
構造にすることにより、注目すべき弾性構造体と
なる。メディカル用途（絆創膏類、インプラント）
と複合材料の分野において、重要な発明となって
いる。
・Devan Chemicals社（ベルギー）

「染色・プリント可能なポリプロピレン用新規マ
スターバッチ製法」が受賞対象となっている。新
しいマスターバッチ添加物が PP繊維を従来の方法
で染色可能とする。添加物は 90℃で繊維構造を開
き、染料を物理的に繊維構造内に入れることがで
きる。これによって、繊維の表面よりむしろ芯を
染めることが特徴である。

（2）Avantex革新賞
A．新プロセスの分野
・チューリンゲンテキスタイル研究所（ドイツ）

LED を埋め込んだ発光布帛を製造する新規な完
全自動工程を確立した。発光布帛はこれまで人手
がかかり、非常に時間を要する工程が必要であっ
た。TITV（チューリンゲンテキスタイル研究所）は、
従来の刺繍機を改良し、導体の経路、成分の位置、

LED との連結など、自動組み立て方法を開発した。
この革新は、MOUNTEK社、Tajima社のマルチヘッ
ドの刺繍機をベースにしている。この工程で作ら
れた発光衣料が展示されていた（写真10）。

B．新材料の分野
・ CEA-Leti（仏原子力庁電子情報技術研究所）/

DSIS（フランス）
いわゆる電子部品を繊維の中に組み込むことに

より、革新的な “e-thread” 技術（電子回路パッケー
ジ技術）を開発した。

（3）�ニュービルディング2013のための�
布帛構造体の学生コンテスト

このコンテストは、学生を対象に、建築、土木、
製品デザインに関するアイデアを競わせるもので、
大学、テクニカルテキスタイル産業、建築産業の
交流を促進することを目的としている。シュトゥッ
トガルト大学の軽量構造物コンセプトデザイン研
究所長の Werner Sobek教授が審査委員長を務めて
おり、軽量、フレキシブル、再利用・リサイクル
などが重要なテーマとなっている。TensiNet協会
がスポンサーとなり、計10件に対して、計8,000
ユーロの賞金が用意された。以下に代表的な作品
を紹介する。
・ テンセグリティ膜の塔（チェコ工科大、プラハ）

マクロ建築部門の受賞作品の 1 つである。テン
セグリティ（Tensegrity）は tensional と integrity
の造語であり、引っ張る力と圧縮する力によって
均衡を保つ構造（写真11）。プラハ中心部の再設計
のためのコンセプトであり、この監視塔の構造を

出所：チューリンゲンテキスタイル研究所、筆者撮影

写真10　LED を埋め込んだ発光布帛で作られた衣料

出所：チェコ工科大、Techtextil  innovation prize 2013　パンフレット

写真11　テンセグリティ膜の塔（イメージ）
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通して、都市空間をより魅力的な環境にする。
・ メタモルフォシス（ブダペスト工科・経済大）

ミクロ建築部門の受賞作品の 1 つである。フレキ
シブルな層状織物で、非常に多様な構造となり得る。
材料の細片を非常に細い高弾性の糸で織り混ぜてお
り、最大限のフレキシビリティ、適合性、美的感覚
を保有している。強度の検証が必要となろう（写真
12）。
・ 大型テントの 1例（シュツットガルト大）

コンポジット・複合構造体部門の受賞作品であ
る。デジタル・ロボットにサポートされた製造工
程を使って、短繊維（炭素繊維、ガラス繊維）の
束からコンパクトな大型テント膜を作るプロジェ
クトを推進中であり、学生、専門家、コンサルタ
ント、スポンサーが参画・連携している。コンピュー
タで設計された軽量構造体は、建築に対して極め
て大きな可能性を持っている（写真13）。

3．産官学連携の取り組み
展示会の大きな目的の 1 つは、商売のきっかけ

をつかむことであり、企業間の商談が活発である。
今回のテクテキ展では、大学や公的機関の展示も
多く、かなり産官学連携研究のシーズの紹介もさ
れていたので、目立ったものを報告したい。ここ
でのテーマは前項と同様、テクニカルテキスタイ
ルの将来の布石となる。

ドイツの名門アーヘン工科大学（RWTH）付属
のアーヘンテキスタイル研究所（ITA）からは、炭
素繊維不織布、テキスタイル強化心臓弁、多軸織
物などが紹介されていた。コンポジットなど自動
車産業等への対応、メディカル用途の拡大などが
中心テーマのようである。

同じくドイツのデンケンドルフ研究所（ITV）は、
軽量コンポジット用材料、再生医療用バイオ材料
やインプラント、災害対応の感知機能を特徴とす
るスマートテキスタイルなどを中心に PR してい
た。特に、人体骨格模型を使って、人工血管、イ
ンプラント、ステント、縫合糸などを幅広く紹介
していたのは、印象的であった（写真14、15）。

出所：シュツットガルト大、Techtextil  innovation prize 2013　パンフレット

写真13　大型テント（複合構造体）の 1例

出所：デンケンドルフ研究所カタログ

写真14　人体骨格模型を使ったメディカル製品の PR

出所：筆者撮影

写真15　デンケンドルフ研究所（ITV）のブース

出所：ブダペスト工科・経済大、筆者撮影

写真12　メタモルフォシスのイメージ模型
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旧東ドイツの名門ドレスデン工科大学（ITM）
からも、インプラントや足場材（Scaffold）用の生
体適合性材料、高性能繊維（炭素繊維、ガラス繊
維等）からの構造体、軽量化された 3D多機能コン
ポジット、NIR に反応する形状記憶ポリマーなど
が紹介されていた。同じく、旧東ドイツ勢のチュー
リンゲンテキスタイル研究所（TITV）、ザクセン
テキスタイル研究所（STFI）のブースも盛況であっ
た。TITV に関しては、非常に幅広いコーティング
やラミネートの技術、環境対応の真空抽出技術な
ど、仕上げ加工の取り組みが目立った。STFI では、
繊維コンポジットの技術センターを設置して見本
やプロトタイプを作製するとともに、炭素繊維廃
材のリサイクル研究なども進められている。同地
域のケムニッツ工科大学からは、形状を変化させ
た布帛で強化したコンポジット部品のための多成
分射出成型などの強力な PR があった。

また、詳細は省略するが、フランスからは、主
要クラスターからの総合的な展示があった。特に、
ローヌ・アルプ地方の techteraクラスターと北フ
ランスの UP-texクラスターは、その存在感を示し
ていた。

4．日本企業の活躍
欧州勢に比べると数は少ないが、日本企業もその

卓越した技術・製品によって、数多くの訪問者を得
ていた。日本の代表的な素材メーカーは、総じてそ
の事業戦略も含め、幅広い製品の展示をしていたが、
印象的であった内容を手短かに報告する。

旭化成については、“ベンリーゼ” “ラムース” “エ
ルタス” などの不織布、帝人については、パラ系
アラミド繊維 “トワロン” に力点が置かれているよ

うに感じた。20% の軽量化を達成しながら、防弾
性能等に寄与する極細の “トワロン”（“Twaron 
Ultra Micro”）（550dtex-1000f）は今後の拡大が期
待できる。クラレでは、液晶ポリマーを使用した
高性能繊維 “ベクトラン” が重点アイテムであり、
土木・建築、各種産業用、防護用、スポーツ用な
どに幅広く展開している。更には、東洋紡の PBO
繊維 “ザイロン” のケーブルカバー、三菱レイヨン
の “COREBRID-B” の太陽光による熱発生機能、
タッチパネル用導電性繊維なども面白い。

東レは、自動車用先端素材をブース正面に展示
するとともに（写真16）、各種の高性能繊維（PPS
繊維、フッ素繊維など）、南アフリカの砂漠緑化・
農地化プロジェクトにも対応中の PLA（ポリ乳酸）
繊維などを幅広く PR していた。

加工メーカーの中では、小松精練が炭素繊維を
活用した製品、新しいフィルム材料などを展示し
ていた。特に、浮体式洋上風力発電用に熱可塑性
樹脂で固めた炭素繊維撚りロッドは印象的であっ
た（写真17）。また、平岡織染は各種シート類を
PR していたが、フレキシブルな太陽光パネル“solar 
TARPO” に興味を引かれた。また、萩原工業はさ
まざまな用途に対応するバリエーション豊富な粘
着テープを展示していた。

以上のように、日本の素材メーカー、加工メーカー
の活躍を目の当たりにしたが、誌面の関係で全てを
紹介できないことは、ご容赦いただきたい。

5．耐熱・難燃素材のトピックス
日本企業からも耐熱・難燃素材の紹介はあった

が、ここでは海外企業の情報からその一部を紹介
する。

KERMEL社（フランス）からは、メタ系アラミ
ド（ポリアミドイミド）繊維（Kermel繊維と呼称）
を用いた衣料設計の提案があった。Kermel繊維と

出所：筆者撮影

写真16　東レのブース

出所：小松精練（株）カタログ

写真17　小松精練の炭素繊維撚りロッド
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ナイロン等を混綿し、あるいは Kermel繊維と
Lenzing社（オーストリア）の難燃ビスコース
“LenzingFR” を混綿し、防火服やユニフォーム等
に適用している（写真18）。また、パイロット用の
カバーオールや軍隊用の戦闘服にも展開している。
LOI値を 30以上に保ち、吸湿素材による快適性を
合わせ持つことがポイントである。Kynol社（ドイ
ツ）はノボロイド繊維（キュアしたフェノールア
ルデヒド繊維）を展示していた。1.3-1.8g/d の引張
強力ながら、LOI値30-34 を示し、不融で耐薬品
性にも優れている。また、Texsalt社（ドイツ）か
らは 1,450℃まで不融といわれるバサルト繊維（玄
武岩繊維）の展示があった。Kelteks社（クロアチア）
からも、ガラス繊維、アラミド繊維等と合わせて
バサルト繊維の PR があった。更に、アジア勢では、
韓国の Huvis社が PPS繊維、メタ系アラミド繊維
を強力に PR していた。

耐熱素材の興味深い展開例としては、３M のグ
ループ会社である Dyneon社（ドイツ）はガラス繊
維に高耐候・難燃性のフッ素系ポリマー PTFE を
コーティングし、83,000名の観衆を収容できるキ
エフ（ウクライナ）のスタジアムの軽量構造の屋
根材に適用している（写真19）。

一方、合成繊維の難燃性向上という観点では、
PyroTex社（ ド イ ツ ） は ア ク リ ル 糸 を 改 質 し

（“Pyrotex” と呼称）、LOI値43 とするとともに、酸、
アルカリ、溶剤、紫外線などへの抵抗性も向上さ
せた。また、Devan Chemicals社（ベルギー）は、
天然繊維、合成繊維等に幅広く適用できる非ハロ
ゲン系難燃剤“ECO-FLAM”を開発した。スプレー、

コーティング、パディングなどで布帛を処理する
ことができ、繊維本来の特性やリサイクル性など
を阻害することはないということである。

難燃性に優れた植物系繊維としては、Lenzing社
（オーストリア）が先述した “Lenzing FR”（難燃
ビスコース）の快適性（吸湿性）を強調して、乗
物シートやインテリアへの適用を推奨していた。
また、SSM Industries社（米国）は軽量の難燃木
綿布帛を展示・PR した。

6．不織布技術・製品のトピックス
不織布に関しては、発展途上地域は言うに及ば

ず、欧米や日本などの先進地域でも今後の拡大が
予想されており、テクニカルテキスタイルの有望
材料であると言える。今回のテクテキ展において
は、不織布関連の展示が非常に目立っていたので、
その一部を以下に報告する。

Freudenberg社（ドイツ）からは、リチウムイオ
ン電池セパレーター用の “Viledon” 最新タイプ、
抗アレルギー寝具や自動車産業・電子産業用のリ
ントフリーワイパーに適用される “Evolon”、靴の
インソールなどの透湿性を増強する“Vildona”など、
幅広い産業向けの不織布を訴求していた。また、
Technical Absorbent社（英国）は高吸収性繊維

（SAF）を多くの用途に供給している。これは
Koolsorb技術と名づけられ、防護衣など重い衣料
の着用中に湿気を吸収する水洗い可能な布帛とし
て、アパレル市場にも寄与している。更に、同社
はこの技術を、傷のケア用パッド、生理用品、濾
過媒体、食品用パッド、水を遮断するジオテキス

出所：Dyneon社カタログ

写真19　 フッ素樹脂コーティングした屋根材を 
使用したスタジアム（キエフ）

写真18　Kermel繊維混綿による防護衣料展開

出所：Kermel社カタログ
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タイル、農業用テキスタイルなどに適用している。
J.H.Ziegler社（ドイツ）は “HACObond” という
絶縁材料を展示していたが、これは建設分野に貢
献するものである。300mm までの厚みの不織布が
入手でき、優れた吸音特性によって特徴づけられ
る。“HACObond” の非常に低い熱伝導性は建築物
の断熱性を高め、CO2 低減に寄与する（写真20）。
また、カーシート用の “HACOflexLT” は熱を使わ
ずに皮革上にラミネートできるので、初のフォー
ム／不織布コンポジットとして PR されていた。

Trevira社（ドイツ）は、最近特にテクニカルテ
キスタイル分野への展開を推進しており、不織布
産業への対応がその中心である。これまでも、エ
アレイド、ウェットレイド用途のための同社の標
準的な短繊維は防炎タイプとして拡大してきた。
一方、PET/PE、PET/co-PET、PET/PBT の 2
成分系芯鞘タイプは、自動車用絶縁（吸音・保温）
材料、濾過材料、生理用品用に熱接着不織布とし
て適用されている。今回は、より環境に優しい対
応策として、工程中の熱エネルギーを低減するた
め、低融点の PET/PE繊維を開発するとともに、
PLAベースの 2成分系繊維も上市した。不織布専
業メーカー Sandler社（ドイツ）は広範囲の不織布
を取り扱っているが、特に自動車用に注力してい
る。高効率の繊維吸音材 “Sawsorb” 製品シリーズ
を提供し、優れた吸音特性を発揮するとともに、
自動車の軽量化にも寄与している。

Oerlikon Neumag社（ドイツ）は、不織布技術の
リーディングメーカーとしてスパンボンドを提供
しているが、特にアスファルト道路や屋根の下敷
き材などジオテキスタイルに力を入れている（写
真21）。建設分野内において、使用エネルギーや保

全作業コストを低減することで、短繊維やガラス
繊維の代わりにスパンボンドを使うトレンドを強
調した。また、Dilo社（米国）は操作効率、ウェ
ブ品質、均一性を改善する工程を検討し、最大の
コスト要素である原料としての繊維消費量を低減
するための連続的な均一供給方法を確立した。ひ
ときわ大きなブースを設置していた Groz-Beckert
社（ドイツ）はニードルのスペシャリストである。
同社はニードルパンチ製造のための新しい Board 
Master System を提示した。より効率的なニードル
ボ ー ド 管 理 の た め に、 速 く て 効 率 的 な
NeedleMaster と い う ニ ー ド ル 挿 入 シ ス テ ム、
BoardsScoot というニードルボードの安全な移動の
ための自動ワゴンの 2 つの構成要素からなる。

Wellman International社（アイルランド）は不
織布産業に対して、約40年間サービスを提供して
いる。現在、Indorama Ventures社（タイ）の子会
社となっているが、PETボトルの最大のリサイク
ル業者であり、ポリエステル短繊維メーカーの欧
州のリーダーでもある。同社は 40年間、多様な不
織布市場を発展させたが、最近では、衛生材料、
医療用途、産業分野にもかなり進出してきている。
また、メディカル用不織布については、Don & 
Low社（英国）など、生分解性の PLA不織布につ
いては、DE SAEDELEIR社（ベルギー）など多
くの会社が PR していた。

7．その他機能素材のトピックス
ナノ材料、バイオ材料等については、これまで

の内容にも含まれているが、その他の興味深いも
のを、かいつまんで報告する。

チェコの ELMARCO社は、2000年に設立された

出所：J.H.Ziegler社カタログ

写真20　“HACObond” の建築物断熱性向上への寄与

出所：Oerlikon Neumag社カタログ

写真21　スパンボンドのジオテキスタイルへの展開
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ナノファイバー機械装置のメーカーであり、最も
早くから工業規模でのナノファイバー製造装置の
供給に乗り出したリーディングカンパニーである。
特に “Nanospider”（ナノスパイダー）技術は、高
電圧によるエレクトロスピニング工程であるため、
ノズルや注射器を使用しないナノファイバー生産
が可能となっている。今回も、いくつかのタイプ
の “Nanospider” 製造ラインの紹介があった（写真
22）。また、rasmaterials社（ドイツ）は “ECOS”
という銀製のナノワイヤを PR していた（写真
23）。これは新タイプの導電性材料で、革新的な銀
のナノテクノロジーであるとしている。“ECOS”
の直径は 50nm で長さは 100µm、アスペクト比は
2,000 である。この分散液はコーティング材料とし
て、非常に扱いやすいということである。永久的
な導電性を柔軟性のある材料に付与することがで
き、光透過性も高い。スマートテキスタイル、発
熱材料、太陽電池、ディスプレイ材料、赤外線シー

ルド材料等への展開が期待されている。
面白いバイオ材料としては、Qmilch社（ドイツ）

が、牛乳タンパクのカゼインから作られた繊維
“Q-Milk” を打ち上げた。再生可能な天然原料から
作られており、生分解性でもある。また、細胞の
成長を助け、皮膚の老化を防止するため、メディ
カル材料としても好適であると言われている。更
に、紫外線防護効果もあり、約20% の取り込みで、
抗菌性能を示す。2013年半ばに本格的な生産の拡
大が計画されている。

また、2009年のテクテキ展において、革新的な
製品として、革新賞を授与された “Outlast”（相変
化物質による積極保温材料）が、Outlast ヨーロッ
パ社（ドイツ）から、改めて PR されていた。

8．まとめ
1,300社・機関を超える出展があり、筆者自身、

この全ての内容を十分に把握できているとは言え
ない。その中で、今後のテクニカルテキスタイル
の方向性を示唆していると思われる革新賞や産学
官連携の取り組み等に重点をおいて報告した。
「1．はじめに」にも述べたように、コンセプト

は軽量構造体、機能性、サステナビリティ、モビ
リティなどが中心であり、分野としては、医療（メ
ディカル）、環境、土木・建築、防護、輸送（自動
車など）が目立つ印象を受けた。

また、幅広い分野に関係するスマートテキスタ
イル（E-テキスタイル）の存在感も年々高まって
いる。

以上のような多様な産業に繊維材料を適用する
ためには、異業種連携が必須であり、研究開発推
進のためには、産官学連携が重要となる。また、

出所：ELMARCO社カタログ

写真22　“Nanospider” 製造ラインの 1例

出所：rasmaterials社カタログ

写真23　銀製ナノ材料 “ECOS”



13繊維トレンド　2013 年 9･10 月号

テクテキスタイル展2013（フランクフルト）報告

革新的な新製品の開発のためには、キーとなる技
術にも革新的な要素が必要となる。更に、今回、
同時開催のテックスプロセス展も見て感じたが、
垂直連携も意識する必要があり、全体を通して、「連
携」という概念がますます重みを持つと考えられる。

次回のテクテキスタイル展2015 は、フランクフ
ルトにて 2015年5月5 ～ 7日に開催される。現在、
欧州が中心となっているテクニカルテキスタイル
の開発そして生産が、今後、地球規模でどのよう
に進展するのであろうか。
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