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1．はじめに
2018年6月6～8日の 3日間、東京ビッグサ

イトにおいて、ANEX2018（アジア不織布産業
総合展）が開催された。ANFA（アジア不織布
協会）と ANNA（日本不織布協会）の主催であ
り、経済産業省、INDA（米国不織布工業会）、
EDANA（欧州不織布工業会）、中国・韓国・イ
ンドネシア他の不織布協会等が後援した。

ANEX は、INDA、EDANA がそれぞれ主催
する IDEA（米国不織布産業総合展）、INDEX（欧
州不織布産業総合展）と並ぶ世界3大不織布展
の 1 つで、世界中から注目されるアジア最大の
不織布産業の展示会である。3大不織布展は、

欧米アジア3団体（EDANA、INDA、ANFA）
間の相互協力契約に基づき、3地域持ち回りで
開催されている。したがって、アジアでも 3年
に 1回の周期で開催されており、過去6回の
ANEX は、日本で 2回（2000年 大阪、2006年　
東京）、中国で 3回（2003、2009、2015年 上海）、
韓国で 1回（2012年 ソウル）行われてきた。
今回は、実に 12年ぶりとなる日本での開催で
ある。

世界的な展示会の久々の日本での開催という
こともあり、日本を代表する産官学からの基調
講演も行われた。東京都知事・小池百合子氏に
よる「東京都の産業振興」、信州大学学長・濱
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田州博氏による「世界の繊維系大学の取組とこ
れからの繊維協力」、東レ（株）代表取締役社
長CEO兼COO・日覺昭廣氏による「素材には
社会を変える力がある－東レの研究・技術開発
とグローバル展開－」の 3件である。

今回の ANEX2018 は出展社数約670社とい
われているが、これに各ブースでの共同出展社
などを加えると 700社を超え、過去最大規模と
なった（会場の様子は写真1参照）。これは、世
界の不織布業界におけるアジア勢、特に中国の
台頭を如実に示すものである。国・地域別の出
展社状況を見ると、日本企業は全体の約37%、
中国企業が約39% であり、この 2国で 8割近く
を占めていた。筆者の印象では、アジアでの開
催ということで、欧米メーカーの出展が相対的
に少なく感じたが、欧米メーカーの中国の現地
法人が出展しているケースも多かった。

世界的に不織布の生産量は増大しているが、
中国の伸びは群を抜いている。1997年時点で中
国 の 不 織 布 生 産 量 は 21.1万 ト ン（2008年
INDA・EDANA調査）と日本（29.8万トン）
を下回るレベルであった。その後5年で 47.8万
トンと 2倍以上に拡大し、2016年にはその約7
倍に相当する 326.1万トンとなっている。これ
に対して、日本はこの間、国内需要の伸び悩み
と各社による海外生産の拡大により、2016年の

生産量は 34万トンにとどまっている。ただし、
その中身は異なり、中国が汎用品の大量生産に
重点を置いているのに対して、日本は特に高機
能品、高付加価値品への注力が目立っている。
また、日本と同様の産業構造である欧米（特に
欧州）においても、同様の傾向と思われる。

本レポートにおいては、特に日本（一部は欧
米）の技術力に焦点を当て、ナノファイバー、
高機能化商品、エコフレンドリー商品、ユニー
クな設備・機器のトピックスを紹介したい。

2．ナノファイバー
最近の不織布の技術発展を象徴する製品とし

てナノファイバーがあるが、今回の ANEX2018
においても、アカデミア／ナノファイバーパビ
リオンが設置された。特に、不織布の研究に関
係の深い大学や公設研究機関、学会のためのも
ので、小間、ミニ小間、パネル展示、プレゼンテー
ション会場から構成されていた。

信州大学は産学連携によるナノファイバー応
用製品を積極的に PR した。ナノテク繊維素材
“NafiaS（ナフィアス）” は、信州大学内にある

（株）ナフィアスが製造するポリプロピレン不
織布であり、100nm の細さのナノファイバーか
ら成る。“NafiaS”は、マスク、工業用フィルター、
アパレル産業、再生医療、エネルギーデバイス

出所：筆者撮影

写真1　ANEX2018 の会場（東京ビッグサイト）
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など幅広い分野での応用が可能である。今回は
特に N95認証マスクが注目された。“NafiaS. 　
N-95” は、内側に微粒子より小さく空気より大
きいメッシュ構造のフィルター “NafiaS” を使
用しているため、空気中の微粒子はフィルター
の空間を通過できないので、体内に取り込む空
気をクリーンにする（図表1）。また、従来の半
分の厚みで高いフィルター性能を実現してい
る。更に同大学は、韓国の（株）N2CELL と
共同で、“BREATH　silver” と称する抗菌マス
クも開発した。独創的な銀ナノシリカ（銀ナノ＋
シリカ複合球体）の製造技術で作られた新概念
の抗菌素材をポリマーに含有させた後、エレク
トロスピニング法で銀ナノファイバーとする。
このナノファイバーにより作られたマスクは、
ナノオーダーの微粒子を阻止するとともに、細
菌や有害感染菌を強力に抑えて再使用も可能で
ある。

また、鳥取大学は（株）マリンナノファイバー
を大学内ベンチャーとして設立し、カニ殻から
キチンを超極細繊維の状態で取り出したキチン
ナノファイバーを開発した。これを “マリンナ
ノファイバー” と名づけ、化粧品や食品への添
加（保湿効果、ダイエット効果など）、医薬品
への展開（やげど、傷の治癒など）、農業資材
への展開（病原菌への抗菌性など）、フィルム
などの補強等を進めている。特に、創傷治癒を

促進するとともに、アトピー性皮膚炎緩和に関
しては、ステロイドよりも強い効果が確認され
ている（写真2、3）。

海外の大学も参加しており、不織布研究が世
界的に有名なノースカロライナ州立大学（米国）
は、ろ過や分離に関するオンラインでの訓練
コースの宣伝もしていた。その他、アーヘン工
科大学（ドイツ）やディーキン大学（オースト
ラリア）のミニブースもあり、エレクトロスピ
ニング関連の紹介があった。

セルロースナノファイバーについては、最近
応用展開が進み始めている。京都市産業技術研
究所は、次世代のバイオマス素材として、セル
ロースナノファイバーの実用化を促進するため
の活動を PR した。天間特殊製紙（株）は建材
用紙、食品包装用紙、育果紙、加工紙などの特
殊紙を展開する製紙メーカーであるが、近年は、
セルロースナノファイバー分野にも進出し、生
産設備を導入している。今回は、セルロースナ

出所：ナフィアスカタログ

図表1　“ナフィアス” フィルター構成図

出所：マリンナノファイバー社カタログ

写真2　キチンナノファイバーの創傷治癒促進効果

出所：マリンナノファイバー社カタログ

写真3　キチンナノファイバーのアトピー性皮膚炎緩和効果
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ノファイバーを配合した機能紙を展示した。ま
た、シンワ（株）は「不織布の未来を作ってい
ます」をテーマに、ナノファイバー不織布を中
心に PR した。同社はエレクトロスピニング法を
ベースに、各種の樹脂を使用したナノファイバー
不織布の連続生産技術を確立した。今回の展示
品の中では、特に、キトサンナノファイバーによ
るコスメ基材（フェイスマスク）、創傷被覆材、
およびポリグルタミン酸ナノファイバーによる創
傷被覆材、癒着防止材がユニークであった。

3.高機能化商品
日本および欧米の不織布メーカーにとって、

高機能化商品による差別化は、特に中国・韓国
やこれから台頭してくるであろうインド、中東、
南米などの商品の一歩先を行く上で最も重要な
ポイントである。不織布専業メーカーは、高性
能・高機能繊維の活用や特殊な機能性付与加工
により複合化を図り、このニーズに対応してき
ている。

日本のメーカーが高機能化により高付加価値
化を図り、国内生産こそ横ばいで推移している
が、生産金額が伸びている実態を、今回の
ANEX2018 でも垣間見ることができた。

不織布専業メーカーでは、金井重要工業、ダ
イニック、日本バイリーン、倉敷繊維加工など
の展示が印象的であった。金井重要工業は、高
耐熱不織布、電磁波シールド材、炭素繊維不織
布成型基材などを PR した。高耐熱不織布では、
特にポリイミド製で耐熱温度300℃の超高耐熱

フィルター “トラベロン” RF-300 が今回の目玉
であり、高耐熱に加えて、軽量と易廃棄を謳っ
ている。電磁波シールド材は、合成樹脂と炭素
繊維を複合したものであり、金属繊維を積層さ
せ複合材料にすることで、電磁波シールド性を
向上させることができる（写真4）。ダイニック
は「環境保護」「健康」「介護」をターゲットに、
素材の特性を活かし、新機能を付加した複合化
材料を提案した。主な展示品は、“パネロンエア
フィルター”（ビル・工場向けや家電、自動車用
として空気の質の改善を提供するとともに、抗
菌・防カビ、消臭、吸脱着などの機能性を付与）、
インクジェットプリント不織布（インク耐久性
と印刷適性付与）、自動車天井材・内装材など
である。日本バイリーンは資本関係のあるドイ
ツのフロイデンベルク社やアジアの合弁会社と
の共同出展であった（写真5）。その共同ブース
では、革新的な機能素材を中心に、「Health」

「Mobility」「Energy」の 3 つの分野に対し、多

出所：金井重要工業カタログ

写真4　金井重要工業の電磁波シールド材の加工例

出所：筆者撮影

写真5　日本バイリーン/フロイデンベルク社の共同出展ブース
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数の有効なソリューションを提供した。「Health」
では、生体吸収性不織布、貼付薬用基布、産業
用防塵マスクなど、「Mobility」では、音響パッド、
天井表皮材、フロアマット、キャビンエアフィ
ルター、「Energy」では、リチウムイオン電池
用セパレーター、ハイブリッド車用ニッケル水
素電池セパレーターなどである。倉敷繊維加工
は、「高機能化への挑戦」をテーマにオリジナル
技術を発信した。今回の見どころは、“KranCsair”

（エアフィルター）、“KURANGRAFT”（微量金
属除去用液体フィルター）、“Kran-Shield”（自
動車用不織布）、“Silky Veil”（フェイスマスク用）
などである。“KURANGRAFT” は半導体業界
などで使用される各種薬液に溶存する金属イオ

ンを除去するカートリッジフィルターである。
同社は自動車のさまざまな部位に不織布製品を
提供しているが（図表2）、“Kran-Shield” は、サー
マルボンド不織布と高密度層（極細繊維不織布）
の 2層からなる軽量吸音不織布であり、高い吸
音効果を発揮する（図表3）。

日本の大手繊維メーカーの展示も非常に存在
感があった。これらのメーカーは独自の繊維・
樹脂やそれらに関連する技術を武器に、世界的
に競争力があると思われる商品を展示・PR し
た。クラレクラフレックスの “べクルス” はポ
リアリレート系液晶ポリマーをメルトブロー方
式で製造した不織布である。優れた耐熱性と高
強度に加え、非吸水性と低誘電特性を持ち、高
周波対応および長期信頼性が要求される IT基
材に適合した回路基板用強化材である。同社は
この他にも独自開発ポリマーづかいのユニーク
な商品を紹介していた。帝人グループは、アラ
ミド繊維やポリエステル湿式不織布用原綿、エ
アレイド不織布用原綿など、同社グループの得
意とする極細繊維や異型断面繊維を中心に紹介
した。その中で、グッドデザイン賞を 2017年
に受賞した超軽量天井材 “かるてん” は非常に
興味深い製品である。ポリエステル製タテ型不
織布 “V-Lap” に改良を加えることで、軽さ、
不燃性、面剛性を同時に実現した。重量は石膏
ボードの約1/10ということである。東洋紡の“ブ
レスエアー” は、同社の熱可塑性ポリエステル
系エラストマー “ヘルプレン” を繊維状にして

出所：倉敷繊維加工カタログ

図表2　自動車用不織布の展開例

出所：倉敷繊維加工カタログ

図表3　軽量吸音不織布 “Kran-Shield”
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複雑に組み合わせた三次元不織布構造体であ
る。軽量・高反発で耐久性や通気性に優れてい
る。 ま た、 超 高 分 子 量 ポ リ エ チ レ ン 繊 維
“IZANAS” の PR も し た。 東 レ は、「“More 
Freely” －もっと驚きの高機能化へ、東レの不
織布―」のテーマで展示した。“トルコン” バグ
フィルター用PPS繊維、“トヨフロン” バグフィ
ルター用PTFE繊維のほか、新規遮炎素材 “ガ
ルフェン” などを紹介した。“ガルフェン” は、
PAN系耐炎化糸と PPS繊維を複合した独自素
材で、優れた難燃性、遮炎性を有し、航空機や
寝具・家具用途などへの採用を目指している。
ユニチカでは活性炭繊維製品の展示が印象的で
あった（写真6）。活性炭繊維は、粒状、粉末状
の活性炭では得ることのできない優れた吸着速
度、吸着容量を有し、浄水、空気清浄、表面処
理液浄化などで極めて優れた機能を発揮する。

また、製紙メーカーである三菱製紙の “nanobase”
は、ポリエステル不織布にセラミックをコー
ティングした複合製品（写真7）で、リチウム
イオン電池に適合するセパレーターとして有望
であることを強調していた。

4.エコフレンドリー商品
サステナビリティ、環境対応のコンセプトが

市場に行き渡ってから久しいが、今回も数々の
エコフレンドリー商品の展示が見られた。天然
系繊維によるサステナビリティと身体への優し
さが中心となっている。

オーミケンシは、レーヨン繊維を “ECF（エ
コロジー・クリーン・ファイバー）” と位置づけ、
環境配慮型素材として提案した。製品の中で特
筆すべきものは、各種植物オイルをレーヨンに
練り込んだ「ボタニフルシリーズ」である。「紅
椿」「アボカド」「ひまわり」の 3種類がある。「紅
椿」にはオレイン酸が練り込まれ、肌の表面に
潤いベールを作ることにより、水分バランスを
保つ。スキンケアやヘアケア等に幅広く使用さ
れる。「アボカド」に使用されるアボカドオイ
ルもオレイン酸と肌を内部から美しくするパル
ミトレイン酸を含み、ビタミンE も豊富である。

「ひまわり」はひまわりの種から抽出したオイ
ルを使用している。ひまわりオイルは、エイジ
ングケアに有効なビタミンE が植物オイル中
トップクラスである（図表4）。また、同社は、
“HOPE” 極（きわみ）シリーズの第二弾として、

出所：ユニチカ　カタログ

写真6　ユニチカの活性炭繊維製品

出所：オーミケンシ カタログ

図表4　植物オイルのビタミンE含有量

出所：三菱製紙カタログ

写真7　三菱製紙の “nanobase”
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“HIQUVIS（ハイキュビス）” を紹介した。これ
は、Y型断面×練り込みのレーヨン繊維であり

（写真8）、Y型構造によって生まれる繊維間の
空隙により、通常レーヨンと比べて 2倍近くの
吸水速度、約1.5倍の保水力を発揮する。

ダイワボウグループは、繊維事業4社（ダイ
ワボウポリテック、ダイワボウレーヨン、ダイ
ワボウプログレス、カンボウプラス）の共同出
展により、「サステナブル・エコ」を表現した。
ダイワボウレーヨンの主な見どころは、撥水性
レーヨンやヒ素吸着レーヨンなどの機能性素材
であった。ダイワボウポリテックは、天然系の
コットン、レーヨンを使用した不織布を中心に
出展した。特に、興味深かった商品は、「三層構
造不織布」「弱酸性エアスルー不織布」であった。

「三層構造不織布」は、ソフトな風合いで肌に優
しく、中層パルプがタンクの役割を担うことで
高い保水性能を実現した。「弱酸性エアスルー不
織布」は、表面に弱酸性化剤をコーティングし
た繊維を使用し、肌に優しく、肌荒れしにくい。

日清紡テキスタイルは、「環境」「健康・快適」
をコンセプトに、環境負荷の低減と、健康で快
適な暮らしの実現に役立つ製品開発を進めてい
る。同社が展開するスパンレース不織布 “オイ
コス” は、コットン100% のほか、レーヨン、
ポリエステル、ポリプロピレンなどの混用が可
能であり、ジェット水流で繊維を交絡させる。

肌触りが優しく、丈夫であるとともに、天然系
100% のものは、廃棄が容易で土中で自然分解
する。また、“オイコス” と伸縮繊維 “モビロン”
を組み合わせ、伸縮性を持たせたハイブリッド
ストレッチ不織布も強力に PR していた。“モビ
ロン” は同社のスパンデックス繊維であるが、
この編地を不織布ではさみ、水流交絡で貼り合
わせた。

レンチンググループはオーストリアに本社を
置き、世界中のテキスタイル、不織布産業に高
品質のボタニックセルロース繊維を供給してい
る世界的なマーケットリーダーである。溶解パ
ルプから一般および特殊用途向けセルロース繊
維まで幅広い製品を展開している。今回の
ANEX2018 には、香港にある現地法人が代表し
て出展した。同グループは、80年に及ぶ経験を
もとに、三世代のセルロース繊維、すなわち、
“LENZING” Lyocell繊維、“LENZING” Modal
繊維、“LENZING” Viscose繊維を量産する世
界唯一の企業であり、そこから派生した数々の
商品をテキスタイル業界に送り出している。ま
た、同グループは、極めて高水準の環境基準に
基づくサステナブルな経営理念の実践に取り組
んでいる。今回の展示では、「Purely for you」
をテーマに “Veocel” を大々的に紹介した。こ
の繊維の表面には、「Quat」リリース技術を使
用している（写真9）。この技術は、4級アンモ
ニウム化合物をウエットティッシュの表面に放

出所：オーミケンシ カタログ

写真8　  Y型断面×練り込みのレーヨン繊維 
“HIQUVIS（ハイキュビス）”

出所：レンチンググループ カタログ

写真9　「Quat」リリース技術の適用例
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出したもので、家庭やビジネス環境で洗浄と消
毒を可能にする。“Veocel” は吸水性に優れ、衛
材、ベビーケア製品、フェイスマスク、コスメ
用品など、さまざまなウエット、ドライワイパー
に採用されている。

5.ユニークな装置や評価機器
繊維産業、特に不織布産業に重要な役割を担

う装置や評価機器の展示も目立っていた。その
中から、ユニークなものをいくつか紹介したい。

ウスターテクノロジーズ社（スイス）は、繊
維産業における品質測定と証明に関わる高度な
技術機器で世界をリードするメーカーである。
同社の異物検知装置 “USTER JOSSI VISION 
SHIELD” は、天然・合成繊維のいわゆるワタ
に含まれる自然・人造異物を検知・除去する。
高度技術センサーと画像認識技術により、極め
て競争力のある検知能力を提供する。この技術

により、1mm以上の異物ゼロを達成し、品質要
求が厳しくなっているスパンレース不織布等の
品質管理に確固たる保証を提供している。また、
日本のフロンティアシステム（株）は、多種多
様な不織布に対して最適な画像処理装置KE/
XGXシリーズを PR した。元の KG/XGシリー
ズは内部に多彩な画像処理機能を搭載してお
り、品種の異なる製品個々に対応できる検査装
置となっている。これの上位機種である KE/
XGXシリーズでは画像処理能力を向上させた
だけではなく、処理速度を 3倍まで引き上げた。

また、長年にわたり布帛の風合いを計測する
「KES風合い計測システム」の製造・販売を行っ
ているカトーテック（株）（日本）は、紙おむ
つの漏れ検証を行う「紙おむつ・サニタリー用
品評価用ダミー人形」を大々的に紹介した。ま
た、ダミー人形を取り付け、実際の人間の動き
を再現し評価可能な「ウォーキング試験機」も
PR した（写真10）。布帛の風合い評価に関し
ては、京都工芸繊維大学繊維学系やわらかさデ
ザイン研究室（佐久間研究室）が、モノの「や
わらかさ」分析を高度化し触感を数値化するテ
クノロジー戦術を紹介した。

ユニークな装置として興味深く感じたのは、
トクデン（株）（日本）のジャケットロール（写
真11）である。近年、基材幅5,000mm超やライ
ンスピード1,000m/分超の高速化が進むスパン
ボンド不織布のカレンダー、プレコンパクショ

出所：カトーテック　カタログ

写真10　  紙おむつ・サニタリー用品評価用ダミー人形付
ウォーキング試験機

出所：トクデン カタログ

写真11　誘導発熱ジャケットロール
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ン用途で、「誘導発熱ジャケットロール」が重
用されている。①±0.5℃以内の精密な温度制
御性による均一な表面温度、②最高400℃が可
能な広範囲な温度設定、③水・オイル不使用の
電気式で省エネ・省メンテ、など多くの利点が
ある。また、1954年に製紙用連続リファイナー

（湿式解繊装置）の国産化に成功した相川鉄工
（株）は、以来製紙用パルプ設備を中心に開発・
製造・販売に携わってきた。30年以上にわたり
3,000台以上の製紙用リファイナリーの実績で
培ってきた技術をもとに、繊維の解繊・切断・
叩解やフィブリル化など、繊維の高機能化への
提案を進めており、セルロースナノファイバー
処理にも適用している（写真12）。

6. まとめ
日本で 12年ぶりに開催された ANEX2018（ア

ジア不織布産業総合展）は非常に活況を呈し、
3万人以上の来場者を得た。日本のみならず海
外からの来場者も目立ち、特に、中国や韓国な
どのアジア近隣国については、展示内容も含め、
不織布産業が急速に発展、拡大していることが
見て取れた。本レポートでは、開発に関して一

日の長がある日本を中心に、一部欧米を含めて
紹介した。しかし、後発国である中国などの不
織布産業の発展の様子から、近いうちに、高機
能化技術、高付加価値商品なども日本、欧米と
肩を並べることが予想される。それに対抗する
ため、日本の不織布産業も、特に生産面の海外
展開は当然のことながら、技術・商品開発面で
も更なる高度化を図ることが必須であると強く
認識した。
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