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日本繊維機械学会・テクテキスタイ

ル研究会は 7月 26日，大阪・靱本の

大阪科学技術センターで「第 12回研

究例会」を開催した。会場は満席で，

ナノファイバーおよび欧米の最新繊維

技術への高い関心が窺えた。内容概

略は以下の通り。

テクテキスタイルに関する米国の最

新情報 （ITS Mediaservice，米長粲

氏）

(1)　北米テクテキスタイル概況

Techtextil North America 展 は

2006年 3月 28～ 30日の 3日間，米

国アトランタで開催され 26ヵ国から

288企業・団体の出展と 43ヵ国から

多数の訪問を受け盛況であった。

①　注目の出展

自動車資材では欧州の Cordenka

社が高機能の熱安定性レーヨン糸を，

初出展の米国 Apexial社が紡糸に

添加する低融点・高温分解性のリン

系難燃剤“Pyrapex”を紹介。Ciba 

Specialty Chemicalsは同社のテキス

タイル全体の 30％を占める北米市場

向け商品として PP粘度調整剤や難燃

剤，制菌剤，湿度調整剤などの商品

を展開する。最近，Asheville N.C.に

最新スパンレース設備を設置したスイ

スの Jacob Holm社はフィルターや防

護衣料の不織布の紹介が注目された。

製品は好評で，今後は防護資材など

でアジア地域への進出も計画してい

る。

今年はナノテクに関する展示が急増

した。NanoHorilzon社は E47Smart 

Silverという消臭剤を，旧ハネウェル

の Performance Flbers 社 は“Pen 

Tec”“Beltec”“A360”などの自動車

素材，MRG，細幅織物用，ロープ用

などの素材を展示した。Shakespear 

Momofilaments社は新タイプの導電

繊維や耐 UV性の弾性モノフィラメ

ント糸や，耐薬品性に優れているフッ

素繊維モノフィラメント糸を紹介し

た。Nordson社からは不織布の接着

剤，Bico-supanbondシステム，既知

の Porous Coatingシステムの紹介が

あった。Technogy Showcaseでは，

Basofil Fibersや Donaldsonなど著

名なメーカー 30社以上の参加があり，

日本の鈴寅によるチタン製サーモジャ

ケットの展示が注目された。

②　テクテキスタイル・シンポジウ

　　ム

併催の同シンポジウムは 3日間に

わたり各分科会に分かれて 60 題以

上の報告があり，今回はナノテク関

係と機能性繊維，電子テキスタイル

などの報告が多かった。Designtex

社のMarty Gurianは家具用の素材

“Nani Whisker”の堅牢性，防汚性

をアピール。Photonic Laboratories

は ITと光学を組み合わせたスマート

テキスタイル用素材を紹介。Genetex 

Corporationの Tom Peaseは反応性

ナノケミカルによる耐化学薬品や防毒

機能付与の処理剤について。

エレクトロスピニングでは，わが

国でもよく知られているドレクセル大

学の Frank Ko博士が最近開発の

耐 Chem/bio膜やカーボンナノチュー

ブ強化繊維，電子テキスタイルなど

を紹介した。テキサス大学の Ray 

Baugham博士はポリマーフリーの

カーボンナノチューブ糸とシートの多

様な応用の詳細を紹介。ジョージア

工科大学はナノ層によるナイロンの防

水・防汚加工，Washington Naval 

Research Laboraotryはナノベースの

超薄型層コーティングの多機能効果を

論じた。微細多孔性のフィルター機構

による流体の貯蔵・放出・分離・純化

を調整するメカニズム“bio-molecule”

と称するインク，医療治療などの用途

紹介があった。ガラス繊維に代わるハ

イモデュラスPP繊維が米国 Integrity

社で開発。強度は 8～ 13 g/d，モデュ

ラスは 200g/dを超える。ガラス繊維

と混ぜたハイブリッド複合材は 30％も

軽く，物性も優れる。最近話題の光

起電性（Photo voltaic）が Konarka

社の Gaudiara博士から紹介され

た。堅固な構造で PV効果に優れた

繊維の開発動向が窺える。GE社は

Polyetherimide（PEI）が防炎性・耐

熱性に優れ，寝具･家具やフィルターな

ど産業資材への展開を示唆。

Advanced Ceramics社が紹介した

ピエゾ機構のセラミックス繊維が注目

された。スマートテキスタイル用のセン

サーに活用される。金属で被覆された

導電エレクトロニクス繊維を Syscom 

Technology社が紹介。PAN系耐炎

繊維は物性のバランスの取れた耐熱

性に優れた素材として，防護衣料に注

目すべきとChapman lnnovations社

が力説した。

(2)　第 2回国際スマートテキスタイ

　　ル会議

06 年 3月マイアミで開催された。

Venture Deve1opment Corporation

（VDC）社によると Smart Fabrics/ 

lntractive Textiles（SFIT）の市場

規模は 05年に 3億 400万ドルと推定

され，年間 27％成長し 08年 6億4,200

万ドルになると見込まれる。

SFlT産業は Enabling Technology

（機能付与技術），Modules（組み
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立て技術），Applications（用途展

開）の 3カテゴリーに分類されるが，

Enabling Technologyはスマート機能

をもつ素材や電子部品で 05年は 1億

650万ドルの市場規模。年 24％の成

長で 08年 2億 1,190万ドルと見られ

る。同様にModules市場は 1億 730

万ドル，年 19％の成長で 08 年 2億

8,900万ドルと予想される。現在の用

途は 63％が熱とエネルギー調整の製

品，14％がコミニュケーションと計算，

11％がセンサー・モニタリング，8％が

アクチュエーターなどだが，08年に用

途比率は大きく変わり熱エネルギーが

36％，アクチュエータが 10％，照明

光学（光モニタリング）が登場し 8％，

位置追求（センサー）関連技術が 6％

となる。VDCは SFITを環境や電気

的刺激に対応する機能を有するテキス

タイル製品と定義づけ，もっぱら電気

的刺激機能の応用に焦点を置いた。

今回紹介された新技術・製品の一部

を紹介する。

①　SauQuoit 社；Tech-Etch 社

と共同で金属コートの導電繊維を刺

繍技術でナイロン布にエッチングした

“Circuitex”（電子回路布）を開発。

②　Power Plastic；光をエネル

ギーに変 換する Power Plasticが

Konarka社から紹介された。これは

光起電性ナノ機能ポリマーを利用し，

従来のソラー物質に比べ軽量で可撓

性に優れ，広範囲なスペクトルに対

応した起電性能を有する。基布はプ

ラスチックだけでなく，繊維からなる

“Power Cloth”などをコーティングや

既存のロール加工で製造する。現在

は地球上で利用しているエネルギー量

に比べわずかであるが，年間 35％の

成長で2010年には6GWのエネルギー

で 360 億ドルの価値を生むとみられ

る。

③　Dimatix Materials Printer

（DMP）；インクジェットプリントのよう

な方式でナノベースの機能性物質など

を正確に物質表面に塗布するシステム

機器。10ピコリッターの小滴や 50ミ

クロン幅の塗布を可能にする。正確で

柔軟な回路や RFlD，DNA配列表示，

光学レンズ，ウエラブルエレクトロニク

スの製造に有効な機器となる。

④　PCM（相変換物質）自動車

内装資材；米国 Textile Testing& 

Innovation社は PCM入りの自動車

内装資材を紹介。直射日光下の室内

温度は 2時間で当初 81 ﾟFから145 ﾟ

Fに上昇するが，PCM入りのヘッドラ

イナーは 96 ﾟFにとどめ，エアコンに

代わる省エネの室内温度維持機能を

発揮する。この PCMは水和物塩成

分で遮音効果もある。運転席のインス

トルメントパネルはさらに温度上昇が

大きく 2時間で 167 ﾟF上がる。この

部分に PCM入りフィルムを入れると，

温度上昇は 95 ﾟFに抑えられる。

⑤　Textro（DuPontの分社）の

新製品；E-textile用のセンサーや工

業材料の連結用のライクラ入りのスト

レッチリボンを紹介した。また，心臓

活動をモニタリングするスポーツブラ

ジャー“NuMetrex”を開発した。同

様の Tシャツも開発中。

⑥　シームレス E-ニット；イタリア

の Smartex社は Snatoni SM4 技術

を活用し，導電繊維を活用したエレ

クトロニクス式の身体機能モニターの

シームレスニットを紹介。

⑦　Photonic Textile；Philips 社

の Photonic Textiles Business Unit

は多色の LEDを織物に組み入れ

た Photonic Textilesを今回再び紹

介。 昨 年 の Techtextil Frankfurt

で紹介された，スイス Elektrisola  

Feindraft AG 社 の Textile Wire は

再度の展示だったが，多くの SFITに

使用され，その実績が注目されていた。

以上，PCMやエレクトロニクス機

能がさらに実用化されるとともに，

光エネルギーのパワーへの転換や

Photovoltaic や Photonic Textilesな

どをベースとしたスマートテキスタイル

が台頭してきた印象である。

ナノファイバーエレクトロスピニン

グの開発（カトーテック㈱，和田潤氏）

(1)　開発の経緯

エレクトロスピニング法は，非常に

簡単にナノファイバーをつくることがで

きる手法である。原理は 1930年代に

早くも見出され，70～ 71年デュポン

が繊維化に成功。その後注目されな

かったが，95年に米アクロン大学の

レネカー教授らが詳細な検討を行い，

その後のクリントン大統領のナノテク

政策によりいっきに日の目を見た。米

　カトーテックの NEU ナノファイバーエレクトロ

スピニングユニット
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国と韓国で研究が進み，米国ではド

ナルドソン社や e-spin社が取り組む。

前者は軍用フィルターに実用例があ

る。韓国では Finetex社が開発を進

めているが，同社は海外には技術提

供しない意向と聞く。このほか独フロ

イデンベルグ社，チェコのエルマルコ

社がこの技術に取り組んでいる。

米国ドレクセル大学のFrank Ko博

士らはラボ機試作を試みたが，精度

の良い装置を製作する企業が米国に

はなかった。当社は，同博士とともに

ナノファイバー研究に取り組む滋賀県

立大学の山下義裕博士から依頼を受

け，3者共同でエレクトロスピニング法

によるラボ機の開発を 2年ほど前に着

手，昨年 2月販売を開始した。同装

置には Frank Ko博士のアイデアも詰

め込まれている。

(2)　装置の概要

本体外形寸法は幅 830mm×奥

行 750mm×高さ 1,000mmとコンパ

クトで，直径 50～ 800nmの繊維製

造が可能である。電極間には標準で

40kV，特別仕様で 80kVまでの高電

圧をかけられる。装置前面はポリカー

ボネートで絶縁カバーされ，安全性を

高めている。電極は先の尖ったプラ

ス電極（キャピラリー）と，ドラム式

または平面状（オプション）のマイナス

（アース）電極で構成される。オプショ

ンのコンベアを装着すれば，A4判横

3枚分程度の不織布を簡単につくるこ

とができる。樹脂をノズルに供給する

シリンジポンプは 20mlの容量で電動

式である。

納入実績はすでに数十社を数え，

化学繊維メーカー，樹脂メーカーだけ

でなく各地の大学や工業試験場でも

使用されはじめている。

(3)　試作品の用途

用途には，①フィルター；基布の上

にナノファイバーをコーティングして高

機能化・長寿命化，②細胞培地；臓

器再生 ES細胞培地，③電池セパレー

ター；高性能小型化，④新素材開発；

違う樹脂を飛ばして混ぜ新しい素材を

つくる，⑤人工血管̶が考えられる。

このほか人工皮革（自動車など内装品

の高品質・高風合），ICチップ（ナノ

配線），有機 EL（ナノ薄膜），太陽電

池（色素増感型），電解質膜（小型化），

人工皮膚（皮膚細胞用培地・支持体），

ナノカプセル（薬剤放出），人工透析（小

型化），イオン交換膜（高性能小型化），

触媒（触媒支持体），繊維（高風合），カー

ボンナノチューブ（安価で高強度）など。

(4)　装置の細部

内部はほぼ密閉され，上面パネル

搭載の排気ファンにより負圧となって

いる。オプションで酸素濃度計やガス

導入口も装備できる。ファイバーをつ

くりやすくするためドライエア供給装置

もオプションで用意。ニードルに樹脂

を注ぐシリンジはトラバース上に装着

され，ターゲットとの間隔（電動）や

上下左右位置，シリンジの角度（手動）

が調整できる。

ノズル先端からは通常 1本のファイ

バーがスプレーされるが（シングルス

プレー），樹脂の違いや諸条件により

複数のファイバーを吹き出させることも

可能（マルチスプレー）。ニードル内径

も各種あり，標準は 0.9mm。これら

は市販の注射器を流用しており，頻繁

な樹脂の変更を考慮して使い捨て方

式とした。シリンジ 5本× 6＝ 30本

のマルチニードルをつくった例もある。

この場合ノズル同士を銅板で結合す

るとスパークを防げることが経験的に

わかった。またガラス製のシリンジを

特注した例もあるが，これは加温した

樹脂を使いたいためでシリンジ周囲に

ヒーターを巻き付けたものだった。

ノズル周辺の絶縁材に当初ジュラ

コンなどを使用したが，帯電してス

パークしたため試行錯誤の結果ガラ

スエポキシとした。高電圧発生装置

は国産品。安全装置にはまずスパー

クリミッターがあり，高電圧ユニットは

500μAの電流まで可能だが，スパー

クが発生すると危険なだけでなくモー

タなどの故障を招くため，われわれは

20μA以上の電流で停止させるよう

にした。ほかに扉インターロックも設

けている。

(4)　装置開発のポイント

40kVという高電圧をかけるため，

常にスパークの問題がつきまとった。

アースの取り方や電極の構造，絶縁樹

脂の選定，駆動機構などを慎重に扱

う必要があった。改良を重ねた結果，

現在ではスパークによるトラブルはな

くなった。

(5)　実験できる樹脂

われわれが経験した例をあげると，

PAN（ポリアクリロニトリル。DNFで

10％溶液に，15kVで簡単に），PVA（水

溶性），ナイロン（蟻酸で溶かしてスプ

レー），ポリ乳酸，セルロースなどが

あげられる。このほか無機物でもスプ

レーできる。ファイバーの太さは溶液

の濃度やノズル＝ターゲット間の距離

で変化する。ニードル内径によっては

あまり変化しない。繊維に配向性をも

たせたいとの要望もあり，マイナス電

極のロールを高速回転させればある程

度配向性がつけられる。中心と外側

の二重のノズルで 2種類の樹脂を同時

に流したいという要望もあった。

(6)　今後の装置開発の課題

シリンジ方式ではシリンジの本数を

増やし，さらに複数のニードルを組み

合わせる実験もしてきた。これ以外の

多量の樹脂を飛ばす方法も研究して

いる。大量生産を見越したラボ機の

開発も進めていきたい。溶融方式にも

取り組んでいる。東工大の大西，新

田両教授と共同研究している。PP溶

融では大体 1μmのファイバーができ

ており，さらにナノオーダー品製造の

開発を進めている。
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