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特別レポート

東レ株式会社・株式会社東レ経営研究所共催　繊維産業シンポジウム講演抄録

合繊が果たしてきた役割と
これからの素材革命、技術の可能性

去る3月9日に、東レ株式会社と株式会社東レ経営研究所の共催で、繊維産業シンポジウム『北陸産地の
復活を目指して』を開催しました（福井市のフェニックス・プラザ大ホール）。当日は、京都工芸繊維大学大
学院工芸科学研究科デザイン経営工学専攻佐藤哲也教授、YKK株式会社猿丸雅之代表取締役社長、東レ株式
会社佐々木久衛取締役の3人の講師にご講演いただきました。本号では、そのうち、佐々木取締役、佐藤教授
の講演内容をご紹介いたします。なお、猿丸代表取締役社長の講演内容については、弊社の経営情報誌『経営
センサー』5月号にて別途ご紹介いたします。

はじめに
ただいま紹介いただきました、東レの佐々木です。

産地企業の皆さまには、日頃から大変にお世話にな
り、あらためてお礼を申し上げます。本日は、「合
繊が果たしてきた役割とこれからの素材革命、技術
の可能性」というテーマでお話しさせていただきま

す。日本の繊維産業が合繊の発展を通じて培ってき
た技術力を、より多くの皆さまに再確認していただ
き、今後の繊維ビジネスを考える機会となればと思
います。あくまで合繊の進化の大きな流れを主題と
していることから、やや具体性に欠けるきらいもあ
りますが、繊維技術の無限の広がりと可能性を感じ
ていただくことを狙いとしていますので、ご容赦願
いたいと思います。

さて、昨年の3月11日に起きた東日本大震災から、
間もなく 1 年です。多くのかけがえのない命が失わ
れました。犠牲になられた方々に対して、心からご
冥福をお祈りしたいと思います。この 1 月に開催さ
れた日本繊維産業連盟の役員総会で、下村会長が本
年度の活動方針の中で「本格的な復興に向けて、繊
維産業が、省エネルギー・節電対策の新しいライフ
スタイルやインフラを支えていくことが重要な使命
である」と言われています。繊維に携わる私どもが、
今、被災地に対して何ができるのか、真剣に考えて
行動する必要性を強く感じています。

東レの繊維事業の位置づけ
それでは、最初に東レの繊維事業の位置づけにつ

いて簡単に紹介します。東レの繊維事業は、2010
年度連結売上高で 5,841 億円と東レ全体の 38％を
占めています。繊維事業は、2011 年 4 月にスター
トした長期経営ビジョンでは、安定的な収益拡大を
けん引する「基幹事業」として位置づけており、「国
内は全素材の生産維持、海外は成長地域・分野に向
けた事業拡大」を原則に、「基幹事業としての安定
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的な収益体質強化とグローバルな事業拡大を目指
す」方針で、2020 年には売上高 3 兆円を目指します。
特にキーとなるのは成長分野・成長地域の拡大です。
成長地域である「アジア・新興国事業拡大プロジェ
クト」と、成長分野として環境製品を中心に置いた

「グリーンイノベーション事業拡大プロジェクト」
を成長戦略の要としています。特にグリーンイノ
ベーションでは、地球規模の課題に正面から取り組
んでいます。

世界と日本の繊維産業の動向
図表 1 の日本における主要繊維の生産量の推移を

見ますと、60 年代後半から三大合繊が急成長し、
70 年代以降、天然繊維の減少をポリエステルがカ
バーするかたちで、年間 180 万トンの生産規模をし
ばらくの間は維持していました。90 年に入り、中
国をはじめとした繊維製品の輸入増加で国内の合繊
生産量が減少に転じたことは、ご承知のとおりです。

他方、世界に目を向けてみますと、繊維生産量は
20 世紀初頭の 4 百万トンから、2010 年には 7 千 3

百万トンと、18 倍に拡大しました（図表 2）。合繊は
20 世紀半ばから生産が開始され、1990 年代には全繊
維の 50％以上を占めるようになり、その後も増加が
続いています。拡大の中心はポリエステル繊維であ
り、地域別では中国の成長が群を抜いています。今
後もポリエステル中心に生産は拡大しますが、その
けん引役は中国とインドです。ここで、合繊の量的
拡大を見ますと、1980 年を 1 とすると、この 30 年
間の成長率で 3.4 倍となり、これは、世界の人口増
加よりはるかに高いレベルです。また、産業の基幹
素材である粗鋼生産量や世界の GDP の伸びに比べ
ても高いことから、合繊産業は、まさに世界レベル
では「成長産業」であることの証しといえるでしょう。

合繊が果たしてきた役割
合繊は、1935 年のナイロンの発明に続いて、ポ

リエステル・アクリルも産声を上げ、20 世紀半ば
には三大合繊が相次いで商業化されたことはご承知
のとおりです。その後、ポリマー・製糸から高次加
工までの技術を発展・拡大させて、多様なテキスタ
イル開発や用途の展開がなされてきました。特に直
近では、高機能・高性能なスーパー繊維やバイオベー
ス繊維の実用化が進み、高次加工でも、ナノスケー
ル加工で代表される高度な加工技術が開発されるな
ど事業の拡大は続いています。

衣料用繊維の発展する過程において合繊は、創生
期を第 1 世代と定義すれば、第 2 世代は天然繊維
の模倣であったといえます。典型は、図表 3 に示す
シルクライク素材とウールライク素材です。シルク
ライク素材のキー技術は三角断面繊維とアルカリ減
量加工、ウールライク素材は捲縮・嵩高化の技術で
あったことは、よく知られています。その次の第 3

図表 1　日本の主要繊維生産量

出所：東レ㈱

図表 3　合繊の第 2 世代 1964 〜天然繊維ライク

出所：東レ㈱

図表 2　世界の主要繊維生産量

出所：東レ㈱
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世代は、合繊が新合繊として一世を風靡した時代で
す（図表 4）。新合繊は、実は新しいポリマーによ
る繊維ではありません。第 2 世代で培われた合繊
メーカーの技術と産地企業の加工技術の深化によ
り作り出された新しい合繊の表現方法でしたが、天
然繊維にはない合繊独自の質感が強調されました。
当時、「新合繊はどんなポリマーから出来ているの
か？」とよく聞かれたものですが、新合繊は原糸と
加工の技術を最大限に活かして生み出された、日本
でしか生まれないであろうアプリケーション・イノ
ベーションの典型であったといえます。確かに、新
合繊ブームの後の 1996 年をピークに、その後、上
市件数は減少しました。本当に新商品開発が停滞し
たのか？　私自身は自らを振り返ってみても合繊の
進化は歩みを止めていなかったと確信しています。
そこでポスト新合繊としての開発を振り返ってみた
いと思います。各社は強みを活かす形で、それぞれ
の得意分野でさまざまな開発が行われていました。
開発の方向性としては、素材・加工・材料・快適・
機能における追求が見られます（図表 5）。

当社素材を中心に、この方向に沿った新商品開発
の事例を紹介したいと思います。

まず、素材の追求の例として、“シルックデュエッ
ト−μ” と “アーティローザ” を挙げます。高度な
ポリマー制御技術や複合紡糸技術、そして新しい加
工技術も生みだしながら、さらに進化したファッ
ション頂点素材の開発に成功しています。合繊の新
たなファッション文化を創出した事例といえます。

次に、加工の追求では産地企業の独自加工技術の
進化を事例にしたいと思います。繊維業界で歴史あ
る賞の「繊研合繊賞」をさかのぼって見てみますと、
近年、産地企業単独での受賞が多くなってきた事実

があります。川中企業が、技術力と開発力を着実に
高めて、独自のハイセンスな商品開発が進んでいる
証しといえます。

三つ目の材料の追求では、バイオ技術により植物
由来原料から生まれた新規ポリマーの開発事例で
す。当社の事例として、PTT 繊維、ポリ乳酸の “エ
コディア”、溶融紡糸可能なセルロース繊維である
“フォレッセ” が挙げられますが、これらは、環境
配慮型素材として生まれた新商品です。

四つ目の快適の追求は、高機能汗処理素材“フィー
ルドセンサー” の事例ですが、毛細管現象を応用し
て汗を素早く吸って、しかも素早く乾かすというコ
ンセプトの商品です。最新の “フィールドセンサー
秒乾” は汗処理能力を極限まで高めた素材です。夏
場の衣料は、従来、天然繊維が一般的でしたが、こ
のような素材の出現により、暑い夏場の衣料や、激
しい汗をかくスポーツで着用する衣料として、合繊
の快適さが認知され、定着が進んでいます。また、
冬場の衣料も同様で、高い保温性のある高機能イン
ナーや超軽量ダウンウエアなどは、冬場の衣料を一
変させました。非常に軽量で、薄く、保温性に優れ
た素材は、またたく間に一般消費者に受け入れられ、
社会現象といっても過言ではない変化が見られるよ
うになりました。これはまさに衣料文化における一
種の革命といえます。さらにもう一つ快適の追求事
例は、コンプレッションウエアです。当社の事例と
して運動追随性の高い “プログレススキン” を紹介
しますが、コンプレッションウエアは、姿勢保持や
運動能力をサポートする衣料として、競技向けトッ
プアスリートから、一般用向けのジョギング、ゴル
フ用のウエアとして定着した感があります。

最後は、機能の追求です。当社では、ナノレベル

図表 4　合繊の第 3 世代 1988 〜新合繊への深化

出所：東レ㈱

図表 5　合繊の第 4 世代の開発方向

出所：東レ㈱
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の構造制御による機能加工技術、いわゆるナノスケー
ル加工技術を展開しています。この技術による機能
商品の事例としては、化粧品防汚加工、花粉付着抑
制加工、襟垢汚れ防止加工などで、個々のニーズに
対応した新しい機能商品を展開しています。

ポスト新合繊として生まれた具体的な新商品事例
を述べてきました。第 3 世代の新合繊が「合繊独自
の質感の追求」であるとすれば、ポスト新合繊に当
たる第 4 世代は、感性と機能の融合による「新たな
価値の追求」であるといえます（図表 6）。また、先
に紹介した夏場や冬場の合繊衣料、そしてコンプレッ
ションウエアの衣料文化への定着は、一言で言えば

「合繊が起こした衣料革命」です。合繊が衣料文化を
変える役割を果たしたといえます。

次に生活資材・産業資材用途の発展の話をします。
資材用途への繊維の展開は多種多様です。当社の代
表的な資材用途商品を時系列に見ますと、図表 7 に
示すように、1970 年までは、ナイロン、ポリエス
テルを中心に、天然繊維からの置き換えが主流でし
たが、その後、エアバッグのような安全性と機能性
が要求される用途にも展開が始まりました。1990
年以降は、高性能繊維の登場により、より高度な用
途への展開が進んでいます。資材用途への展開は、
柔軟性や高強力のような繊維の強みと特長を活かし
ながら、幅広い用途に展開が進んでいます。世界の
資材用途における繊維消費量は、着実に伸びて
2010 年で約 2 千 5 百万トンの規模であり、この拡
大基調は、今後も続くものと思われます。日本国内
の繊維消費の用途別比率では、資材用途のウエート
が高まっています。大まかに分類すると、①汎用繊
維の着実な拡大に加えて、特に、②炭素繊維、③高

性能繊維の用途拡大が注目されます。また、布帛形
態としては、④不織布が大きく伸びていることも注
目されます。

次に、具体的な事例を紹介します。
①ポリエステルやナイロンのような一般汎用繊維

が使われる生活資材において、多くの量が消費され
る分野はインテリア用途です。耐久性と価格面の要
求からこの用途は、ほとんどが合繊で占められます。
また、特殊な用途の事例として注目される分野は、
医療用途です。安全性と安定性の観点から、人工血
管のようなインプラント製品まで使われています。

②炭素繊維は、導入初期には「軽くて強い」特長
を活かし、釣り竿、ラケットなど趣味の分野に展開さ
れていましたが、1987 年には、はや、航空機用途に
採用され始めています。その後、パソコン筐体や船
舶などの産業用途にも展開が進み、最近では自動車
用途や風力発電用ブレードが注目されています。特
に、航空機・自動車は大幅な軽量化が可能になり、
燃費低減による CO2 削減効果が期待されていること
は、ご承知のとおりです。炭素繊維の航空機用途で
の拡大は、当初は 2 次構造材として一部の採用で炭
素繊維の使用はわずかでしたが、炭素繊維の高弾性・
高強度化により、1990 年代から 1 次構造材への採用
が決まり、一気に使用量が増加しました。最近、話
題となっている「ボーイング 787」では、炭素繊維複
合材の使用比率は航空機の全体重量の 50％にもなっ
ています。これにより、航空機は従来比 20％の軽量
化がなされています。今後、航空機用途の伸びを中
心に、年率 15％程度の成長が見込まれています。

③高性能繊維の展開では、パラ系アラミド繊維や
高分子量ポリエチレン繊維などは高強力に特長があ
り、PPS 繊維やフッ素繊維は耐熱性・耐薬品性に

図表 6　衣料素材開発の第 4 世代とは

出所：東レ㈱

図表 7　生活・産業資材用途への着実な展開

出所：東レ㈱
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優れた特性を有しています。これらの高性能繊維は、
その特長を活かしながら用途開拓が進んでいます。
高性能繊維の世界生産量の推移を見ますと、パラ、
メタ系の両アラミドを筆頭に、確実に拡大し、現在、
年間で 10 万トンの規模と推定されています。中国
における動きでは、メタ系アラミドと高強力ポリエ
チレンを中心に、急速な増設が計画されています。
メタ系アラミドは電気絶縁部材としてモーターや
バッテリーに多く使われていることから、中国での
内需拡大に合わせた計画と思われます。

次に、当社の高性能繊維である PPS 繊維、フッ
素繊維、アラミド繊維の活用事例を紹介します。
PPS 繊維は、優れた耐熱性・耐薬品性を活かして、
石炭火力発電所のバグフィルターに多く使用されて
います。フッ素繊維は、低摩擦抵抗の摺動性の特長
を活かし、橋と橋桁の間に設置して、風や地震によ
る橋の振動を吸収する用途にも使われています。パ
ラ系アラミド繊維の “ケブラー” は、高い強度や耐
熱性を活かし、防護衣料用途などに用いられていま
す。資材用途において、急成長を遂げている不織布
についても触れておきます。不織布は使い捨ての衛
材や生活関連製品など、幅広い用途に使用され、大
きく伸びています。昨今では、多重構造、後加工に
よる機能付与の技術開発も進み、さらに用途範囲を
拡大していくと思われます。不織布は、おむつ、マ
スクなどの代表的な用途に加え、産業資材用途にも
拡大しています。自動車に用いられている不織布は、
天井材などの内装用途から、空気清浄化のための
キャビンフィルターや燃料フィルターまで極めて多
様な部材に使われています。資材用途における合繊
の展開は、高性能な汎用合繊の市場投入により、ベ
ルト、シート、コードなどへの用途開発がなされま
した。その後、産業の高度化・多様化とともに要求
する性能も高くなり、それに合わせて高性能繊維が
用いられるようになりました。現在では、水処理モ
ジュールの流路材や耐圧シート、各種の絶縁シート
やセパレーターとして、構造体の部材への用途が拡
大しています。新しい産業が興れば、そこには繊維
の新たなニーズが起きます。そういった見方をすれ
ば、資材用途での繊維の拡大は、まだまだ大きな可
能性を秘めているといえます。

これからの素材革命と技術の可能性
はじめに、時代の要求と変化を考えます。環境的

側面で起きていることは、皆さんもよくご存じのと
おりです。地球の気温は、この 10 年間で急激に上

昇し、過去 100 年間の倍のスピードで温暖化が進
んでおり、世界の CO2 排出量も、この 40 年間で倍
に増加しています。

社会的側面では、格差問題が深刻です。一人当た
りの GDP の推移を見ますと 1/4 の高所得国が、地
球の富の 3/4 以上を独占し、世界の 5 人に 1 人は
飢餓状態に脅かされているといわれています。

経済的側面では資源問題があります。現在の産業
に必須であるレアメタルの埋蔵資源の地域偏在、
ピークオイル、すなわち石油資源枯渇問題の深刻さ
が代表的です。詳しくは説明しませんが、資源ナショ
ナリズムの問題は往々にして世界経済に大きな影響
を与えます。時代の変化として挙げた、「環境・社会・
経済」の三つの側面は、地球と人類にとっても、一
企業にとっても、大きなリスク要因です。2010 年
に国立国会図書館から、持続可能な社会の構築、い
わゆるサステナビリティをテーマとする総合調査結
果が報告されました。図表 8 に要点を示しますが、
サステナビリティというと、得てして環境面にとら
われがちですが、社会や経済の観点からの持続性も
重要であり、それぞれの持続性が保たれるようなバ
ランスのよい仕組みや活動を考える必要があるとし
ています。

続いて、繊維産業の方向性について考えてみます。
先の持続可能な社会の構築の観点で、時代の要求と
変化を踏まえた長期的展望に立った取り組みは、繊
維産業の指針として各種の報告に示されています。
経産省主導でまとめられた ｢ 繊維ビジョン 2007」「技
術戦略マップ 2010｣「繊維・ファッション産業のあり
方に関する研究会」の各報告、そして、欧州アパレル・
テキスタイル連合がまとめた「A VISION FOR 

図表 8　時代の要求と変化

出所：東レ㈱
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2020」の内容を、一つ一つ、確認していきたいと思
います。繊維ビジョンは、経産省を中心に 5 年ごと
に内外の環境変化を踏まえて、今後の繊維産業が進
むべき方向をまとめているものですが、図表 9 に示
すように、課題として、「構造改革の推進」「技術力
の強化」「情報発信力・ブランド力強化」の三つの柱
を掲げています。中でも「技術力の強化」においては、
①研究開発投資の重点化、②異業種との開発協力の
促進、③技術流出対策が議論されています。合わせ
て「国際展開の推進」ならびに「人材の確保・育成」
について、基盤整備の必要性が示されています。技
術戦略マップは、産学官の専門家を招聘して、研究
開発戦略の方向性を導くものです。2010 年には、グ
リーンイノベーションの強化に対応した見直しを
行っています（図表 10）。結論のみ申し上げますと、
ファイバー分野の研究開発の方向性は、「技術優位性」
と「新しい価値を創造できる繊維技術」とし、①原
料代替分野、②複合材料分野、③高機能化・高次加
工分野の三つの分野の研究開発の重要性を強調して
います。2010 年に取りまとめた「今後の繊維・ファッ

ションあり方に関する研究会」の報告は、リーマン
ショックや新興国台頭という大きな環境変化を乗り
越えるため、多くの繊維関係者が参画して、多岐に
わたる検討がなされたものです。一言で言い切れる
ものではありませんが、その中で 5 つのアクション
プランが示され、キーワードとしては、①内需依存
からの脱却・外需の取り込み、②個別から連携・統
合へ、③社会のニーズを付加価値に変える、④トッ
プレベルの技術を幅広い分野に、そして⑤コスト競
争からの脱却・感性をビジネスへと、5 つの基本的
な方向性が示されています。

ヨーロッパのアパレル・テキスタイル連合が「A 
VISION FOR 2020」で示した指針では、今後、重
要となる繊維の開発について、①定番品から特殊品、
そして②新しい用途開発、③カスタマイゼーション
と、シンプルですが的を射た三つの方向性が示され
ています。

ここで、先の 4 つの報告書からの繊維産業の方向
性をまとめますと、それぞれは、観点の異なる報告
ですので、必ずしも指針の一致性は高くありません
が、共通項から今後の取り組むべき素材・技術の領
域は、強い基盤技術を獲得しながら、①高感性素材
領域の追求、次に②高機能素材領域への追求、そし
て、③その先に広がる繊維フロンティア分野の開拓
であることが読み取れます。技術開発と事業の流れ
は、少しずつ、この方向に向かうものと考えます。

先の繊維産業の方向性を念頭に新たな材料革命と
技術の可能性について、考えてみたいと思います。
図表 11 は、今後取り組むべき領域と素材・技術の方
向性のイメージ図です。タテ軸に「高感性」、ヨコ軸
に「高機能性」としてマップ領域をとりますと、高
感性素材へのさらなる進化の方向に位置づけられる

図表 9　繊維産業の方向性　繊維ビジョン 2007

出所：東レ㈱

図表 10　繊維産業の方向性　技術戦略マップ 2010

出所：東レ㈱

図表 11　新たな素材革命と技術の可能性

出所：東レ㈱
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ファッションテキスタイル分野、高機能素材におけ
る用途開拓と進化の方向としてテクニカルテキスタ
イル分野、さらにその先に広がる新たな展開領域で
ある繊維フロンティアの開拓分野の領域は、この絵
のようなイメージで示せると思います。それぞれの
分野を攻略するには、基盤技術の底上げとイノベー
ションが必須であり、中でも「材料における革命」「技
術における革新」は、それぞれの分野を攻略する上
でキーポイントとなると考えます。新たな材料革命
の一例として、ここでは合繊のバイオベース化−製
造プロセスへの転換を紹介します。バイオ技術と化
学合成技術の飛躍的な進化により、植物原料から、
バイオ発酵技術と化学転換技術により、ポリエステ
ルやナイロンといった汎用的な合繊のほとんどが、
研究・ラボレベルでは合成できる基本技術は既に確
立されているということです。今まさに、化学メー
カー各社が実用化、商業化のプロセス開発にしのぎ
を削っている段階です。三大合繊を含む大半の合繊
が、石化原料ではなく、バイオマス原料から製造さ
れる日は、そう遠くありません。必ずその時期が来
ることは確かです。次に技術革新の事例として、水
を使わない染色プロセスの可能性です。例えば、染
色の前処理では、プラズマによる選択的分解技術、
染色では、気相中で繊維に染料前駆体を分散させ、
繊維内部で染料合成する技術、機能加工では、マイ
クロ波やプラズマを利用して、気相中での繊維表層
加工や内部改質を行う技術など、すぐには実現でき
るものではありませんが、原理的には染色プロセス
の無水化の可能性はゼロではありません。

次はファッションテキスタイルの技術の可能性で
す。より高い感性を追求するファッションテキスタ
イルへのアプローチを可能にするには、精度の高い
感性評価技術が重要です。感性とは心地よいとか不
快といった人の感じ方ですが、この感性量を定量的
に評価して、製品を特長づける物理量と関係づけら
れれば、狙いとする感性を感じさせる製品設計も可
能となり、任意の高感性商品の開発が容易になるは
ずです。しかしながら、現実的には感性量を客観、
定量的に評価する方法は、十分に確立できていない
のが実情です。感性とは、刺激として一定の物理量
が与えられた時、感覚器官が感覚量として脳に伝
え、人の知覚・認知機能により感性量を感じるメカ
ニズムです。これまで、好き・嫌いなどの感性量の
把握には、被験者の言葉による申告で評価してきま
したが、評価制度の問題や被験者のその時々の状態

で影響されやすい問題がありました。感性量は、刺
激を包括的に判断する器官、すなわち脳の働きです
ので、脳の活動から直接、計測できれば、より客観
的で精度の高い感性量評価が可能となると考えら
れます。長岡技術科学大学の中川教授らの研究で
は、衣服着用時の脳波を計測することで、衣服着用
感の感性を定量化しています。この研究は、ヒトの
脳波の解析により、着心地につながる感性量を評価
しています。3 種類の素材に対する着心地を、安心
感、軽快感、清涼感、ストレスの指標で定量的に評
価できることが検証されています。脳の活動を計測
する方法は、先の事例のとおり、脳波測定が一般的
ですが、脳波は電気信号であり、計測したい刺激に
対する反応以外に、雑念といった思考でも脳波に影
響することから、計測値自体の正確性にやや問題を
含んでいます。近年、脳の活動状態をより高い精度
で計測する技術の開発が進んでいます。機能的磁気
共鳴画像法（fMRI）やポジトロン断層法（PET）は、
脳の血流量変化などから脳の活動状態が測定でき、
直接可視化もできることから注目されています。今
後、脳活動の計測手法の進化により、さらに客観的
で精度の高い感性評価が可能になるものと期待さ
れています。

次は、テクニカルテキスタイルの可能性です。テ
クニカルテキスタイルは、テキスタイル製品におい
て特定の技術的性能や機能を要求する分野、製品で
あると定義されます。大きくは、生活資材、産業資材、
機能衣料に分類でき、さらに分類すると図表 12 に
示す 12 の用途に区分されます。図表 13 には、欧州
機関の報告をもとに、テクニカルテキスタイルの 12
の用途区分別の量的なシェアと成長率を表していま

図表 12　テクニカルテキスタイルの可能性

出所：東レ㈱
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す。2005 年のシェア、2005 年から 2010 年の成長率、
売上高規模を示しています。土木、環境、防護分野は、
現状、量的には多くありませんが、成長性が高く、
今後、期待される分野とされています。テクニカル
テキスタイルの発展のためには、用途・目的に応じて、
特定の性能・機能において自由度をもって実現する
ための技術と材料が重要であり、技術の複合化と材
料としてのインテリジェント化、スマート化が必要
です。技術の複合化の事例では、①糸と糸の複合と
して、フッ素繊維とケブラーの複合化で、高い強度
と摺動性の機能を両立させている事例、②繊維をタ
テ・ヨコ・バイアス方向に配列した織編構造体ですが、
糸だけの性能ではなく、構造から高い機能を発現さ
せた事例などがあります。また、インテリジェント
化は、特定の条件下で特定の機能が発現するような、
その環境に適合するように動的な機能を発現する素
材です。さまざまな方向性での研究開発が進んでい
ますので、この分野の展開が期待できます。複合化
技術により高い性能要求に応えた開発事例を紹介し
ます。テロを想定した航空機貨物室内での爆発から

機体損傷を防護するテキスタイルコンテナの開発で、
FRY − BAG プロジェクトと名付けて、EU 共同研
究で進められているものです。爆発の風圧に耐える
テキスタイル設計と開発がポイントです。この報告
は、昨年の欧州の展示会、学会でも注目を浴びたも
のです。全体の外観は、図表 14 の中央下のような
布製のバッグ形状で、爆発に耐える生地設計のため、
炭素繊維と高機能繊維を組み合わせた多層・多軸織
物構造となっています。技術複合化による機能設計
の成功例の一つといえます。ザクセンテキスタイル
研究所における、実際の爆破テストの様子を見ても、
複合テキスタイルが、爆風の圧力を見事に吸収して
いる様子が、よく分かります。テクニカルテキスタ
イルにおける、もう一つの方向性であるインテリジェ
ント化の事例として、選択的に物質を吸着する機能
をもった素材の可能性について紹介します。古くか
ら、海水中のウランなど、微量元素の回収を目的に
開発が行われてきましたが、東日本大震災以降は、
放射性物質の吸着技術が注目されています。繊維を
使うメリットは吸着面積が大きく、効率が高められ
ることです。繊維表面に、吸着させたい物質に合わ
せたイオン吸着や包接能力をもった官能基を付ける
ことにより、セシウムなどの特定元素を選択的に吸
着できる材料の研究開発が続けられています。

次は繊維フロンティア分野への挑戦です。繊維フ
ロンティア分野とは、先に説明してきた、材料革命、
技術革新といった基盤技術に立脚した、新たな展開
領域の創造であると考えています。繊維フロンティ
アで重要なのは、その時代の成長領域への繊維材料
の展開であり、その領域を発展させるための基幹材
料を提供することです。そのためには成長領域と連
携し、先端繊維材料と成長領域を結びつける具体的
な商品化が必要となりますが、その際、開発を支え
る先端高次加工技術が重要になります。繊維フロン
ティアを攻略する 1 つのキーワードはナノテクノロ
ジーの代表であるナノファイバーです。ナノファイ
バーでは、固有の効果である、比表面積効果、ナノ
サイズ効果、超分子配列効果を活かすことによって、
高性能フィルター、吸着材料、電子材料等への用途
展開が進められています。カーボンナノチューブの
ファイバーとしての研究・開発事例では、カーボン
ナノチューブをファイバーとして集合化して、直径
が数ミクロンの糸や紐、数十ミクロンのブレードに
した研究事例があります。カーボンナノチューブを
紙にしたもので、その紙で折り鶴を折ったり、こよ

図表 13　テクニカルテキスタイルの可能性

出所：東レ㈱

図表 14　複合・融合による機能設計

出所：東レ㈱
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りにしたりしてペーパーヤーンにしたものなどがあ
ります。ナノファイバーは既に商業ベースで入手で
きる状況になっていますので、今後、急速に応用開
発が進むものと思います。カーボンナノチューブか
らなるワイヤを使った応用例として、宇宙エレベー
ターといった壮大な計画があります。これは、先日、
大林組が発表した構想ですが、カーボンナノチュー
ブのケーブルを伝い、30 人乗りのかごが、高度 3.6
万 km のターミナル駅まで 1 週間かけて向かうと
いった計画です。ケブラーや炭素繊維などの高強度
繊維でも、ワイヤの自重を支えるだけでも強度が全
く足りず、夢物語とされてきましたが、カーボンナ
ノチューブの実用化が進めば、実現の可能性がある
といわれています。

繊維フロンティアの攻略のもう一つの技術として
遺伝子工学が有望ですが、事例としてスパイダーシ
ルクを紹介します。蜘蛛の巣の糸の中で、獲物の身
動きを止める時に吐き出すけん引糸と呼ばれる糸は
強度が非常に高く、かつ伸度も高いという性質を持っ
ています。直径が鉛筆ぐらいの太さになるまで束ね
ると、飛行中のジャンボ機を止めることができると
いわれています。この糸を人間生活に活用すること
は、今まで出来ませんでしたが、最近、遺伝子工学
により蜘蛛の遺伝子をヤギに組み込み、ヤギのミル
クでスパイダーシルクを大量に生産する研究が行わ
れています。遺伝子工学やバイオ技術を駆使して、
将来、天然繊維の工業生産化も夢ではなくなるかも
しれません。繊維フロンティアにおいては、カーボ
ンナノチューブやスパイダーシルクのほかにも、さま
ざまな科学技術に立脚した新技術・新素材の研究・
開発がなされています。将来、繊維への応用にます
ます、期待が膨らみます。

まとめ
繊維産業は、新興国を中心とする衣料需要の拡大

と、繊維のもつポテンシャリティから資材分野の拡
大が確実に進み、間違いなく「成長産業」であります。
合繊の技術進化において、産地企業の川中技術の貢
献は大きく、今後、素材の高度化が進む中、さらに
その重要度が増します。合繊は、衣料分野で衣料革
命をもたらしていること、産資用途では先端材料の
開発が進む中で、その用途開拓が飛躍的に進みつつ
あることを認識すべきです。今後、ファッションテ
キスタイル分野では感性価値創造が、テクニカルテ
キスタイル分野ではさらなる極限追求に加え、技術
複合化やインテリジェント化技術が重要となりま
す。その先に広がる繊維フロンティア分野は未知で
すが、最先端技術を取り込んで新たな領域への展開
が始まることは確実です。

最後に、私の思いを、もう少し語らせていただき
ます（図表 15）。環境・資源・エネルギーに代表さ
れる地球規模の問題や、新興国の台頭による経済・
産業の多極化など、時代はまさに大転換期にありま
す。この時代のニーズと経済環境変化に対応するた
め、日本の繊維産業は総力を結集して行動を起こす
べき時期である認識しています。キーワードは連携
です。産学官、異業種間の連携は当然ですが、サプ
ライチェーン企業間の連携は特に重要です。私ども
素材メーカーは「素材は社会を変える力がある」と
信じています。繊維においては素材を活かす産地企
業の川中技術が重要であることは言うまでもありま
せん。まさしく「素材メーカー」と「産地企業」は
イノベーションの両輪であるべきです。私どもは、
素材・技術でイノベーションを起こします。ここに
多くおられる産地企業の方々にも、それぞれの分野
でイノベーションを起こしてほしいと思っていま
す。日本の繊維産業の力強い復権に向けて、ともに
成長しましょう！

以上で終わらせていただきます。ご清聴、ありが
とうございました。

図表 15　繊維産業の将来に向けた思い

出所：東レ㈱


