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第2章

自己修復機能

発刊にあたって
〜ものづくり変革期〜
今，ものづくりの現場は大きな変革期に入ったと考えられている。その原動力となっているのは
言うまでもなく IoT を中心とする高度情報化技術基盤の発展であり，新しい時代のものづくりへの
意識改革を促すため，さまざまなキャッチフレーズが飛び交っている。例えばドイツでは，生産工
場のデジタル化・自動化・バーチャル化を推進するインダストリー 4.0（Industry 4.0）が標榜され，
speed factory，store factory などの概念の下で革新的なものづくりが図られている。アメリカでは，
Manufacturing USA と呼ばれるプログラムで政府，産業，大学等研究機関の連携により，アメリカ
の国内生産を意識した競争力の高い製造技術への挑戦が進められている。日本では，コネクテッド
インダストリー
（Connected Industry）として異分野融合の重要性が唱えられ，さらに超スマート社
会の実現，サイバー空間と現実空間の融合などのコンセプトの下にソサイエティー 5.0（Society 5.0）
が提唱されている。
繊維やテキスタイルの分野に視点を絞ってみても，スマートテキスタイルの概念を中心に革新性
の高い製品づくり，革新的生産技術の開発へ向けた組織的取り組みが世界の要所で展開されている
ことが伺える。例えばドイツでは 4D Textile として，三次元空間にさらに時間の時限を加えた「変
わる繊維」の概念を積極的に導入したものづくりが図られ，アメリカでは，先に挙げた Manufacturing USA の一環として Advanced Functional Fabrics of America と呼ばれる研究機構が 2016 年に
設立されている。一方，少し規模は小さいが，ポルトガルでは Minho 大学を中心に革新的繊維製
品を創出するための異分野融合プラットフォーム Fibrenamics が創設されている（Fibrenamics は
Fibre と Dynamics を併せた造語である）。
このように，異分野融合型の技術開発とこれを支える情報化技術を駆使して新たなものづくりの
手法を導入することを目指し，魅力的キャッチフレーズにコンセプトを載せて全体を牽引・活性化
しようとする動きが盛んであるが，これに携わる研究者，技術者には，自身の専門性の深化に加え，
さまざまな研究開発分野について幅広く情報を収集する能力，これを見極める能力，さらにこれを
応用展開する能力が求められる。『繊維のスマート化技術大系─生活・産業・社会のイノベーショ
ンへ向けて─』
と題する本書は，
このような動きに対応すべく，繊維・テキスタイル分野における「高
機能化・知能化・情報化技術」
の最先端情報を幅広く大系的に集めたものである。
繊維材料は，その本質的な柔軟性・階層性により，材料としての発展性と他分野への幅広い応用
展開の可能性に満ちている。インターネットを通じて大量の情報が瞬時に得られる昨今ではあるが，
極めて幅広いさまざまな分野に精通することは本質的に困難であり，従って情報の合理的な取捨選
択も容易ではない。厳選された執筆陣による厳選されたトピックスのコンパクトな記述を集大成し
た本書の出版は，この情報化社会の中において，逆説的ではあるが，真に価値のある情報に辿り着
く近道を提供するものといえる。さらに，
目的志向で必要とされる対象について調べるばかりでなく，
本書全体をブラウジングすることにより未知の技術分野へのセレンディピティ的な遭遇もあるもの
と信じる。本書が少しでも読者の研究・技術開発の役にたてば，監修者として望外の喜びである。
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複合化による繊維のスマートマテリアル化

発刊にあたって
〜新たな時代に向けて〜
第 1 次産業革命ともいえる 18 世紀後半のイギリスの工業化は繊維産業における水力紡績機が大
きな役割を果たした。そして，第 2 次産業革命では，化学，電気，石油および鉄鋼の分野で技術革
新が進み，1884 年に硝酸セルロースを用いたレーヨンが発明され，1898 年にはビスコース溶液か
らレーヨンを製造する技術が発明された。その後，人造繊維とよばれる化学繊維は，1935 年のナ
イロンの誕生に発展する。そして，20 世紀末から 21 世紀にかけての情報通信，マイクロエレクト
ロニクス，そしてバイオテクノロジーなどの発展と共に第 3 次産業革命の時代を迎える。一方，環
境に対する関心も高まり，再生可能エネルギーの技術が発展した。繊維産業においても，リサイク
ルやバイオマス繊維の技術開発が進展した。そして現在，第 4 次産業革命といわれる時代に移行し
ようとしている。この新たな技術変革の時代が，繊維産業にとって危機となるかチャンスとなるか
は，これからのスマートな社会の実現に繊維技術がいかに寄与できるかが大きな鍵となる。
『繊維のスマート化技術大系─生活・産業・社会のイノベーションへ向けて─』と題して，
本書は，
従来の繊維ハンドブックとは異なる視点で，これからの繊維産業を基盤となる技術をまとめた。特
に，これからの繊維技術の開発には，機能性，環境，複合化などのキーワードがあげられ，さらに，
テクノロジープッシュ型の開発と共に繊維産業が創り出す未来社会を描き，マーケットプル型の開
発が必要である。本書では，第 1 編「繊維の機能化・環境適合化」では，繊維の機能性を再認識し，
第2編
「革新的技術による繊維の環境調和機能の付加」では，バイオテクノロジーを含めた新たな技
術潮流をまとめた。また，第 3 編
「複合化による繊維のスマートマテリアル化」では，スマート社会
の実現に貢献する繊維の基盤技術，そして，第 4 編「繊維が創る生活文化の未来」では，これからの
市場ニーズに対応する技術を集約した。さらに，第 5 編「今後の市場と展望−Society5.0，持続可能
な社会へ」
では，日本企業が直面する課題を考え，今後の市場展開についてまとめた。
本書は，これからの繊維産業を支える技術を中心にまとめたものであり，今後の繊維の研究開発
および産業発展に寄与できることを期待したい。
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現度

第5節

西陣織物の光学特性と意匠性

インテリアファブリック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木村

1.快適な生活環境とインテリアファブリックス

は

3
4
7

おわりに

第2節

第4節

6.

佐千子

4. 炭素繊維織物の光学特

3.

官能検査に用いる手法は

4.

豊典

3
6
8

官能検査を行うに

5. 繊維製品の「心地」を評価するための官能検査手順

工イジングケア~成長・加齢による体型変化に合わせた下着の設計・・・・・・・・・・・・・・・・岸本

1.はじめに

2. 成長期のバスト変化

3
7
3

3. 加齢による体型変化

円i

口一口
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新感覚(滑りにくさ，

1.はじめに
4.

2. 極細繊維化技術について

ナノファイバー繊維化技術

第ア節

ト 素材

第8節

2.

4.

3
7
9

浩史

3
8
3

3. 多用途展開可能なナノファイパーについて

5. 用途展開

滑りにくさ，これまでにない肌触り

ストレッチ繊維のフィット感・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須山

1.はじめに

昭

これまでにない肌触り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中

ローストレッチ・ソフトフィット 素キ才

ハイストレッチ・タイトフィット 素材

5.

3.

ソフトストレッチ・マイルドフイツ

おわりに

工アフィルターの高性能化とセルロースナノファイパー・・・・・・・・・・・・・・根本

1
. くらしの中のエアフィルター

2

によるエアフィルターの高性能化

エアフィルターの高性能化

3.

純司 / 谷藤

渓詩

3
8
7

セルロースナノファイノくー

4. 最後に

第 3 章社会・インフラ
第 1 節

航空機・自動車用途の複合材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・竹原

2
. PAN 系炭素繊維について

1.はじめに
材への適用

5.

エネルギー用途

6.

3
. CF貯とマトリックス樹脂

自動車部材への適用

勝己

3
9
2

4. 航空機構造部

7 地球環境への 貢献
※電子版では割愛しています。

第2節

遮水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安藤

1.廃棄物最終処分場
4.

2. 遮水工の機能と構造

彰宣

3
9
9

3. 遮水工 に用いられるジオシンセティックス

覆土工に用いられるジオシンセティックス

第3節

土木用ジオテキスタイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安藤

1.はじめに

第4節

2.

ジオシンセティックスの機能

3.

2.

アラミド繊維とは

3.

4
0
5

保久

410

ジオシンセティックスの種類

アラミド繊維を用いた耐震補強工法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤原

1.はじめに

彰宣

アラミド繊維シートを用いた耐震補強工法

4.

アラ

ミド FRP ロッドを用いた耐震補強工法

第5節

自動車用工アバッグ基布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・桑原

1.はじめに
5.

2.

エアバッグ基布

3.

エアバッグ袋の縫製

厚司 /塩谷

隆

416

春樹

421

4 エアバッグの性能評価

これからの技術展開

第6節

高視認性材料の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・森川

1.高視認材料とは
向

第7節

5.

3.
6.

高視認材料市場動向

4 素材メーカー各社動

おわりに

火山噴石防護材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・主森

2. 背

6. 衝撃試験結果

7

景

3. 材料の選定

4. 衝撃実験の概要

5.

5.

敬一 / 土倉

弘至

4
2
5

アラミド繊維織物の選定

今後の展望

高機能テキスタイル僧動材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・主森

1.はじめに
動材

高視認材料の規格

高視認性安全服ユーザーの 実例

1.はじめに

第8節

2.

2
. PTFE 繊維の優位性
高摩擦耐久テキスタイル摺動材

3. 従来のテキスタイル摺動材
6. 本摺動材の応用

敬一 / 桑原

厚司

4
3
0

4
. 2 層テキスタイル摺

7. 摺動材マーケットと今後の

展望

目 8
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1．はじめに

3． GULFENG とは
®

2．難燃性，不燃性と遮炎性の違い

大／土倉

弘至 435

4． GULFENG®

の応用と今後の展望

第4章

第1節

ヘルスケア・健康

健

第1項

康
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1．衣服と健康

2．着心地のよい衣服

真理 440

3．高齢者の身体的・生理的特徴を考慮した衣環境の設計

4．高い機能を持つテキスタイルと衣服
第2項

ビタミン E 加工によるスキンケア繊維製品の開発 ････････････神谷

1．はじめに
第3項

2．ポリエステルへのビタミン E 加工

繊維によるアンチエイジング効果

1．はじめに

2．保湿美容タオル

の効果的な使い方
第4項

3．天然の保湿成分

2．香料成分のファブリックケア製品への吸着性

第1項

義文／藤井

日和

5．香りが居住空間の印象

6．おわりに
和也 460

3．製品への応用
（アレ

2．抗アレルゲン性の評価
4．おわりに
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2．再生足場材料製造技術

3．生体内分解吸収性繊維足場

尚俊 465

4．まとめ
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3．シルクの加工
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4．シルクの修飾

靖 472

5．再

7．おわりに
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1．はじめに
の応用
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1．はじめに

浩 477

3．ナノクリスタルセルロース
（NCC）
の再生医療へ

4．バクテリアナノセルロース（BNC）のバイオメディカル材料への応用

ロースの合成と応用
第4項

453

療

1．はじめに

第3項

4．保湿美容タオル
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1．はじめに
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益美 450

3．香りが洗濯行動における感触

4．香りが女性の印象に与える影響

ルバスター布団側地のダニアレルゲン低減効果）
医

スクワランとは

446

5．まとめ

保湿美容タオル ････････････････････････････山本

1．抗アレルゲン剤「アレルバスター」の開発

第2節

貢

5．おわりに

や心理・生理作用に与える影響
に与える影響

孝／木水

4．製品試作

ファブリックケア製品の香りが感触や印象に与える影響 ････････････山縣

1．はじめに

第5項

3．性能評価

淳／山本

2．ウイルス除去フィルター
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3．おわりに
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1．はじめに

2．ナノファイバーの効果と医療への応用

4．ナノファイバーの安全性

第5編
第1章

明彦 486

3．医療材料用ナノファイバーの紡糸

5．医療分野におけるナノファイバー

6．おわりに
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世界の e ─テキスタイルの研究開発動向 ････････････････････････････････谷岡

1．はじめに

2．e ─テキスタイルの発展

3．e ─テキスタイルの現状

明彦 495

4．e ─テキスタイルの今

後

第2章

安心・快適ウェアラブルデバイスとしての繊維の将来性 ･･････････････平坂

1．はじめに

第3章
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4．おわりに

農業資材繊維「ロールプランター」の開発 ･･･････････････････････････････寺井

1．はじめに

2．ロールプランターについて

雅男 501

3．南アフリカでの実証実験

秀徳 506

4．将来予想され

る効果

第4章

ナノファイバー工学が描く未来 ･････････････････････････････････････････谷岡

1．はじめに

第5章

2．ナノファイバー製造法の未来

3．未来の新素材

4．おわりに

サスティナブル社会とスマートな繊維＆テキスタイルの可能性 ･･････平井

1．はじめに

2．スマート材料とサスティナブル社会

4．スマート材料としての高分子／繊維材料

明彦 510

利博 515

3．スマート材料としてのテキスタイル

5．誘電高分子材料のスマート材料としての本質

6．センサー・アクチュエーターなど─低誘電率 PVA，PVC，PU などの柔軟材料の事例から─
7．まとめ

第6章
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雅男 525
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繊維の高性能化・高機能化からインテリジェント化時代を迎えて─ 1

序

論

繊維の高性能化・高機能化から
インテリジェント化時代を迎えて─ 1
─スマートテキスタイル黎明期─
東京工業大学

1.

鞠谷

雄士

提示されている。精査すると，ここで挙げられた課

はじめに

題のほとんどは，地に足のついた現実味の高いもの

インテリジェント繊維の概念は決して新しいもの

であり，敢えていえば，驚くような，初めて目にす

ではない。20 年近く前の平成 10 年度，
11 年度には，

るような提案はなされていない。
このこともあって，

NEDO
（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

IT というキーワードが分野名に附されていても，

総合開発機構）の委託事業として，
「インテリジェン

この報告書では，インテリジェント繊維・インテリ

トファイバー先導調査研究」が行われている。イン

ジェントテキスタイルなどへの言及は殆どなされて

テリジェントという用語は，外部から情報を取り込

いない。

む知覚機能（sensor）
，取り込んだ情報に基づいて何

このような経過の後，今，改めて繊維の分野で
「イ

をすべきかを判断する情報処理機能
（processor）
，

ンテリジェントテキスタイル」，「スマートテキスタ

そして判断の結果を外部に働きかける動作機能
（ac-

イル」
等に注目が集まっている。これは，ここ 10 年

tuator）を有することと定義されている。ここでは

の間に，インターネット技術を筆頭に，世の中で，

産官学から委員を集め，さまざまな夢の繊維が議論

情報の収集能力，処理能力，蓄積能力，発信能力が

されたが，この先導調査研究の成果に基づいて国を

飛躍的に進歩・発展・普及したこと，この情報の網

挙げて取り組む研究開発プロジェクトを提案しよう

の中に，個人が自分の意志をもって関わっていける

とすると，個々の課題の間に連携性を見出すことが

ようになったことが要因である。1 人ひとりが，高

難しく，総花的・発散型の議論になり，なかなか求

性能コンピュータであるスマートフォンを四六時中

心力のある課題設定に結びつかないという点で，大

身に付け，常に情報ネットに接続されているのが現

いに苦労した記憶がある。そこで，どのようなイン

代の世の中である。「インテリジェント化時代を迎

テリジェント性を導入するにしても，先ずは足腰を

えて」という視点で繊維・テキスタイル分野の将来

鍛えることが大事であるとの観点で，産学が共同で

像を模索するとき，この急速に状況の変化する
「高

参画するポリエステル高強度繊維の開発プロジェク

度情報化社会」の将来の姿を予測しつつ，これを基

トが立ち上がった。これに引き続いて，真にインテ

盤として進むべき方向を考えていく必要があろう。

リジェント性のある繊維開発の提案も試みられた
が，結局実を結ぶことはできなかった。

2.

一方，平成 18 年度，19 年度には経済産業省が主
導して，あらゆる工学分野の技術戦略マップが策定
された。平成 19 年版に収録されたファイバー分野

インテリジェント化へ向けての
世界の研究活動

世の中の研究動向を把握する 1 つの手段として，

については，
「マテリアルセキュリティー」
，
「炭素

アカデミックな国際会議に関する情報の収集が挙げ

繊維・複合材料
（移動体）
」
，そして
「建設・IT・生活

られる。繊維の分野でも，アジア，欧州，アメリカ

等」の各分野に分類してさまざまな研究開発課題が

で毎年多くの国際会議が開催されている。
ここでは，

─
（電子試読版）
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Smart，Intelligent をキーワードに，2016〜2017 年

テキスタイル関連の発表であった。なお，香港理工

にかけて開催される（予定を含む）
代表的なものにつ

大学も Institute of Textiles & Clothing を擁し，基礎

いて，調べてみた。

から応用までテキスタイル分野の教育・研究で高い
実力を誇っている。

アメリカの繊維学会（Fiber Society）は，日本の繊
維学会とほぼ同時期の 1943 年に創設され，最近で

欧州は，フランス，ドイツを中心に，繊維の基礎

は，春季大会をアメリカ以外の国で，秋季大会をア

研究の分野でも地に足のついた研究活動が着実かつ

メリカ国内で開催している。2016 年 10 月にはアメ

継続的に行われていることが特徴と言えるが，この

リカのコーネル大学で，また 2017 年 5 月にはドイ

スマートあるいはインテリジェントテキスタイル分

ツのアーヘン工科大学で，それぞれ学会が開催され

野の研究活動も極めて活発かつ精力的である。

た。College of Human Ecology 内に繊維科学とアパ

先ず，AUTEX
（Association of Universities for Tex-

レルデザインの分野で充実した研究陣を擁するコー

tiles）の年次大会が 2017 年 5 月にギリシャで開催さ

ネル大学の大会では，108 件の口頭発表，33 件のポ

れている。AUTEX は 1994 年に設立された，欧州

ス タ ー 発 表 が あ り，Modeling Smart Textiles and

を中心とした，テキスタイルの教育と研究で高い評

Processes の セ ッ シ ョ ン の 口 頭 発 表 数 は 13 件 で

価を得ている大学の連合組織であり，31 ヵ国・40

あった。一方，アーヘン工科大学には，テキスタイ

大学で構成され，日本では，信州大学と京都工芸繊

ル技術研究所と呼ばれる，研究者数が 100 名を超え

維大学が準メンバー校として名を連ねている。ここ

る大きな組織があり，繊維の溶融紡糸技術の開発を

では，E─TEAM と呼ばれる大学間連携の興味深い

筆頭に，炭素繊維製造，繊維強化複合材料における

教育プログラムが実行されている。今年の年次大会

ブレーデイング技術，スマートテキスタイルまで，

では，6 件の基調講演，315 件の口頭発表，118 件

あらゆる分野の研究が精力的に進められている。今

のポスター発表があり，Smart, Interactive and Mul-

回の会議全体のテーマが Next Generation Fibers for

tifunctional Textiles と題したセッションが設けら

Smart Products であり，スマート材料を意識した

れ，32 件の口頭発表があった。

ものとなっていた。ここでは，88 件の口頭発表，

また，2017 年 7 月にフランスのリヨンで開催さ

41 件のポスター発表があり，Smart Polymers, Fi-

れた第 16 回欧州高分子連合会議では，日本とフラ

bers, and Textiles とするセッションの口頭発表は 8

ンスの間で 2013 年に締結された繊維技術交流協定

件のみであったが，その他のセッションでもテキス

の下に，Smart Polymer Textiles の特別セッション

タイルのスマート化を意識した研究発表が数多く行

が設けられた。高分子の基礎研究を主題とする国際

われていた。なお，アメリカのジョージア大学で開

会議であるにも拘わらず，本セッションでは，丸 1

催 予 定 の 2017 年 秋 季 大 会 で も Smart Textiles の

日を費やして 16 件の発表が行われ，その内容もス

セッションが設けられることが既に決まっている。

マートファイバーの基盤技術から医用スマートテキ

ア ジ ア 地 域 で は，2017 年 6 月 に Asian Textile

スタイルの臨床研究まで多岐に亘り，この分野への
関心の高さを垣間見ることができた。

Conference ATC-14 が香港の香港理工大学で開催さ
れた。ATC は，韓国，中国，台湾，香港，オース

一方，オーストリアのドルンビルンで毎年開催さ

トラリア，インド，イラン，そして日本がメンバー

れている Man─made Fiber Congress は，今年が第

である FAPTA
（Federation of Asian Professional Tex-

56 回という老舗の会議であり，2017 年 9 月に開催

tile Associations，アジア繊維専門組織連合）の加盟

が予定されているが，100 件程度の口頭発表のプロ

国が持ち回りで，2 年毎に開催されている。今回の

グラムを見ると Smart，Intelligent などのキーワー

会議では 6 件の基調講演，30 件のキーノート講演

ドを冠したセッションはなく，この分野に該当する

を含む 179 件の口頭発表，111 件のポスター発表が

と思われる発表も 3 件程度である。なお，企業，研

あり，
口頭発表についてセッションの内訳をみると，

究所などからの発表が目立つこの会議は，主催者が

New Advanced and Smart Materials for Textiles の

発表者の選択を厳密にコントロールしており，ドイ

セ ッ シ ョ ン の 32 件，Functional Smart and High

ツ，オーストリア，スイスなどからの発表が多く，

Performance Textiles のセッションの 34 件を併せ，

中国，韓国などからの発表は殆どない
（今年は中国

約 3 分の 1 の発表がスマート材料あるいはスマート

の東華大学からの 1 件のみ）。ただし日本からは，

─
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日本化学繊維協会の主導で主要合成繊維企業から毎

的エネルギーと電気エネルギーの変換に関わる圧電

年 7〜8 件の発表が行われている。

性について考える。圧電性は，人間の動作を電気エ

最後に 1 つの注目すべき国際会議として，2017

ネ ル ギ ー に 変 換 し て 蓄 積 す る， い わ ゆ る Energy

年 10 月にベルギーのゲント大学で開催される In-

Harvesting に利用することも，人間の動作を知覚す

ternational Conference on Intelligent Textiles and

るセンサー機能として利用することもできる。

Mass Customization（ITMC 2017）を挙げておく。こ

圧電性を有するテキスタイルは，圧電変換効率の

の会議では，6 件のキーノート講演を含む 82 件の

高いセラミックス系の圧電素子を何らかの方法でテ

口頭発表，37 件のポスター発表が予定され，さら

キスタイルに取り付けることで構築できる。
ただし，

に 会 期 の 最 終 日 に は，Prototypes Smart Textiles

柔らかいテキスタイル素材から固い圧電素子に如何

Salon として，実際のスマートテキスタイル開発品

に効率的に力を伝達するかが大きな課題である。

の紹介・展示のセッションが設けられている。これ

個々の繊維に圧電素子を練り込む方法，個々の繊維

は，研究プロジェクト SmartPro の成果発表の場と

の表面を圧電素子の層で被覆する方法もあり得る。

もなっている。なお，この ITMC は今後，ベルギー

一方，圧電性を有する高分子素材として PVDF
（ポ

のゲント大学，UHASSELT，フランスの ENSAIT，

リフッ化ビニリデン）が知られている。PVDF は溶

モロッコの ESITH，日本の信州大学が持ち回りで 2

融紡糸により繊維化することができる。PVDF 繊維

年毎に開催する予定と言われている。

中に芯鞘構造を構築して，芯に導電性を付与し，さ

上記のとおり，昨今の繊維・テキスタイルの国際

らに表面に金属層を形成させると PVDF 繊維の圧

会議ではスマート・インテリジェントなどのキー

電性によって生じる電気信号を取り出すことができ

ワードに関連した研究が大きな注目を集め，多くの

る。但し，PVDF は β 晶という特殊な結晶構造を形

場合，特別セッションが設けられている。ただし，

成させ，さらにポーリングと呼ばれる高電場を印加

それぞれのセッションの内実をみると，最後に挙げ

する処理で分極させる必要があるため，電極との接

た ITMC の会議を除いて，当該分野の要素技術に関

続を含め圧電性繊維の細繊度化が大きな課題とな

わる発表が多く，インテリジェントテキスタイルを

る。また，PVDF は静電気を帯びやすく，これで衣

多方面の技術を集約して構築し最終製品として仕上

服を作ると埃まみれになる可能性もある。一方，再

げるような，応用的な研究成果は現状では殆どみら

生産の可能なバイオ資源由来の繊維素材として知ら

れない。この辺りが，この分野の研究活動の難しい

れるポリ乳酸も圧電性を示し，ポリ乳酸繊維を用い

点と言えるだろう。

ることにより人間の動作を電気信号として検知する
デバイスを構築できる。ポリ乳酸の圧電性は不斉炭

3.

素の存在に起因する分子鎖のらせん構造に由来して

インテリジェント化へ向けての

いるため，繊維の製造後に特殊な後処理を必要とし

基盤技術

ない点に特徴がある。天然由来のポリ乳酸はポリ L

繊維材料の特徴は階層性である。繊維を集めて加

─ 乳酸であるが，ポリ D─ 乳酸はらせん構造が逆向

撚すると糸になり，これを織ったり編んだりすると

きになり，同じ動作に対し逆の極性の電気信号を発

布帛になり，さらにこれを立体的に縫合すると衣服

生することも知られている。但し，発生する電気信

になる。逆に繊維の微細な構造に遡れば，個々の繊

号は他の圧電素子に比べ微弱である。

維の断面内にさまざまな仕掛けを仕込むことがで

この実例から分かるとおり，スマートテキスタイ

き，繊維を構成する基盤的な高分子素材，さらには

ルの構築においては，ナノテクノロジーと同様に，

これに混ぜ込む機能素材にも大きな多様性がある。

微細加工技術などを駆使して必要な機能を作り込む

ある特定の機能を有するスマートテキスタイルとい

トップダウン型のものづくりと，材料そのものがも

う目的志向でものづくりを考えるとき，さまざまな

つ自己組織化などのインテリジェント性を利用する

基盤技術をいかに組み合わせて目的を達成するかと

ボトムアップ型のものづくりがあり，1 つの目的と

いう課題に加え，個々の基盤技術の深化も極めて重

する機能が定まったとき，これを実現するには様々

要な課題である。

な手法が考えられるため，個々の技術の深化，限界

ここで，さまざまな基盤技術の一例として，力学

─
（電子試読版）
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序

論

の個人の行動形態を収集することが可能となってい

さまざまなスマートテキスタイルに共通して利用さ
れる技術要素を把握し，機能のモジュール化を行う

る
（風邪がはやると多くの人はマスクを着用するが，

ことも必要になる。伸長回復性を有し，洗濯が可能

近い将来，公共の場で顔認識を妨げるようなマスク

な導電 性 繊 維 の 開 発などもその典型的な例と言

の着用は禁止されるかも知れない）。

える。

近年，ビッグデータをキーワードに，大量の情報
の収集，蓄積，分析を通じて世の中をより合理的，

4.

かつ快適性の高い形に改善することが期待され，ス

夢のスマートテキスタイル

マートテキスタイルは，個人情報収集の最前線とな

─情報化時代の究極技術

り得ることから，その発展に貢献できるものと考え

冒頭で述べたとおり，スマートテキスタイルの将

られる。但し，高度情報化社会においては，これに

来像について考えるとき，今後も急速な発展の見込

技術進歩に対応した社会基盤の整備も同時に進行さ

まれる ICT 技術，IoT 技術に関し，現状の追認でな

せる必要がある。

く，その将来像を見越した開発目標を定める必要が
ある。例えば，近年，自動車用のドライブレコーダー
が急速に普及しているが，近い将来には，危機管理

5.

の手段として個人が自分の行動に関するドライブレ

近 年， 大 学 で は，URA
（University Research Ad-

コーダーをもつこと，すなわち自分の生活情報を

ministrator）制 度 の 導 入 が 盛 ん に 行 わ れ て い る。

データとしてある一定期間収集することも，可能と

URA は，技術の目利きのできる人材として配置さ

なると考えられる。具体的には，眼鏡に小型のカメ

れ，合目的的な研究課題に対し，大学が所有する技

ラとマイクロフォンを装着して情報を収集し蓄積す

術シーズを利用してこれを実現するための方策を練

ればよい。これは，他人との交渉の場では，業務上

り，
研究プロジェクトを構築することが使命である。

であろうとプライベートであろうと，今後，必須の

高度なスマートテキスタイルの開発についても，技

アイテムになる可能性がある。この個人のドライブ

術集約型の研究をコーディネートする資質をもつ人

レコーダーを日常的に使うようになれば，一度会っ

材の確保・養成が大きな課題となる。但し，近い将

た人の顔を忘れても後で確認が可能である。さらに

来，このような研究マネージメントも AI 化が進み，

その先の展開として，人と会った瞬間に，相手の顔

コンピュータがその業務の大半を肩代わりするよう

を認識し，自分のデータベースと照合して，その人

になる可能性もある。

おわりに

スマートテキスタイルの分野は多方面の分野の専

の名前，過去の会話の履歴などをそっと教えてくれ

門性の高い技術の集約が必要であるとの観点から，

ることもできるようになる。
テキスタイル分野では，近年，衣服にセンサー機

（一社）
日本繊維機械学会，（一社）
日本繊維製品消費

能をもたせ，心臓の拍動数，呼吸数，体温，血圧，

科学会，（一社）
繊維学会が合同で 2016 年に
「スマー

発汗，血液中酸素濃度などのデータを収集し，これ

トテキスタイル研究委員会」を創設した。川上から

を医療，災害現場，スポーツなどに役立てようとす

川中，川下まで，繊維の分野を網羅し繋げようとい

る研究が盛んであるが，これも個人用ドライブレ

う取り組みと言える。勿論，繊維以外の分野とのコ

コーダーの 1 つの形と言うことができる。ここで議

ラボレーションも重要であり，そのためにも先ずは

論になるのが，個人のプライバシーの問題，さらに

繊維分野でまとまることが功を奏すると考えて

は情報セキュリティーの問題である。ここ 10 年の

いる。

間に情報の収集能力が飛躍的に増大し，その反面，

現在は，スマートテキスタイルの黎明期であり，

情報セキュリティーへの対応の脆弱性が大きな課題

さまざまなインテリジェント化技術を模索する段階

になっている。現代の世の中では，スマートフォン

であると認識している。これらが徐々に整理統合，

を持つ個人の行動記録は情報としてどこかに蓄積さ

体系化され，1 つの学問分野としてのディシプリン

れている。車を運転すれば，ライセンスプレートの

が確立されることを願っている。但し，構築された

自動認識で移動の記録が蓄積されている。街角の多

学問体系が繊維工学の一分野となるのか，より大き

くの防犯カメラと顔認識技術の組み合わせで，特定

な工学の中に組み込まれるのかは，未だ明確ではな

─
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い。現代社会の究極の課題は持続可能社会の構築で

して基本的な方向性を定めなければならない。いず

あり，エネルギー・資源問題，環境問題がその両翼

れにしろ，本書が，繊維のインテリジェント化に関

を担っている。スマートテキスタイルの課題も，究

わって必要となる情報収集の足掛かりになれば幸い

極的には，これらの 2 つの課題への取り組みを意識

である。

─
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（制限内容：閲覧期間の設定、コピーやプリントの禁止など）

PDFの閲覧には、パスワードと専用のビューア（無料）が
必要です。
費用は一切かかりません。
※WindowsのPCでのみご覧いただけます。予めご了承ください。

パスワード
https://www.nts-book.com/ntsの電子試読 より、
ページ下部のフォームからお申込み下さい。
ビューアのダウンロード
PDFは、株式会社スカイコムの SkyPDF Viewer （無償の
PDFビューア）をダウンロードすることで閲覧可能です。
※Adobe Acrobat Readerなど他のPDF閲覧アプリケーションでは
ご覧になれません。

SkyPDF Viewer 無償ダウンロード：
https://www.skycom.jp/free/
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（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

キトサン･････････････････････････････ 72, 151
絹･･････････････････････････････････････ 137
絹糸（腺）
･････････････････････････････137, 147
機能性･･･････････････････････････････････323
フィルム素材 COCOMI® ･･･････････････ 275
機能のモジュール化･････････････････････････6
忌避･･････････････････････････････････････77
試験･･･････････････････････････････････ 83
〜率････････････････････････････････････84

クラスター分析･･･････････････････････････455
グランディング･･･････････････････････････228
グリーンコンポジット･････････････････････182
グリーンセンサ・ネットワークシステム技術開発
プロジェクト･･･････････････････････････496
クリーンルーム･･･････････････････････････387
グリップ力･･･････････････････････････････381
クリンプ理論･････････････････････････････332

逆浸透膜････････････････････････････････ 168
客観評価･････････････････････････････････368
キャビテーション･････････････････････････172

クレンジング･････････････････････････････451
クロカビ･･････････････････････････････････57

吸汗･････････････････････････････････････101
吸血･･････････････････････････････････････76
吸光熱変換･･････････････････････････ 26 〜 29
吸湿性･･･････････････････････････････････138
吸湿発熱性（試験）･････････････････････････ 14
吸湿発熱性繊維･･･････････････････････････ 22
吸水・撥油･･･････････････････････････････101
吸水性（試験）
･･････････････････････････････34
吸水速乾性（試験）･････････････････････････ 34
急性経口毒性試験･･････････････････････････59
狭隘･････････････････････････････････････411
競泳水着･････････････････････････････････200
凝固･････････････････････････････････････220
京都法･･･････････････････････････････････166
曲線因子･････････････････････････････････298
銀････････････････････････････････････････73
銀イオン繊維･･････････････････････････････68

グルカンシートの疎水性部位･･･････････････164

クロコウジカビ････････････････････････････57
軍事研究開発･････････････････････････････495
ケースメント･････････････････････････････356
蛍光
シルク････････････････････････････････ 141
素材･･･････････････････････････････････421
軽量化･･･････････････････････････････････393
外科手術用補助シート･････････････････････489
血管
侵入･･･････････････････････････････････468
誘導能･････････････････････････････････468
結晶領域･････････････････････････････････139
決定木･･･････････････････････････････････293
ケナガコナダニ Tyrophagus putrescentiae ････85
ケナフ繊維･･･････････････････････････････183
ゲノム
（編集）
････････････････････････････ 140
牽引糸･･･････････････････････････････････145
捲縮･････････････････････････････････････384

近赤外線･･････････････････････････････････22
金属線･･･････････････････････････････････270
緊張材･･･････････････････････････････････411
銀付･････････････････････････････････････209
筋電図･･･････････････････････････････････316
銀ナノ構造･･･････････････････････････････340
クーパー靭帯････････････････････････････ 377
空間構造･････････････････････････････････471
空気清浄･････････････････････････････････387

コア・シェル構造･･････････････････････････19
高圧水素タンク･･･････････････････････････396
抗アレルゲン剤･･････････････････････････ 460
抗ウイルス
加工････････････････････････････････････62
活性値･･････････････････････････････････57
効果･････････････････････････････････63, 64
〜剤･･････････････････････････････61, 62, 65
恒温法････････････････････････････････････13

空孔形成技術･････････････････････････････466
屈折率･･･････････････････････････････204, 328
組紐状･･･････････････････････････････････411
クモ
糸シルク･･････････････････････････141, 474
〜の糸････････････････････････････････ 145

高架橋柱･････････････････････････････････412
光学特性･････････････････････････････････347
高機能
繊維･･･････････････････････････････････450
ディスプレイ･･･････････････････････････497
高強度タイプ･････････････････････････････411

グラインダー法･･･････････････････････････163

─ 索─ 5 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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─ 索─ 8 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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─ 索─ 9 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）
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長繊維･･･････････････････････････380, 401, 407
超多島･･･････････････････････････････････380
超電導カーボンナノファイバー･････････････514
腸内細菌･････････････････････････････････152
超撥水加工････････････････････････････39, 242
超撥水性････････････････････････････････ 242
超比表面積効果･･･････････････････････････487
超分子配列効果･･･････････････････････････487
チリダニ科 Pyroglyphidae ･･････････････････82
通過防止試験･････････････････････････････ 85
通気性････････････････････････････････････43
通信･････････････････････････････････････336
ツツガムシ････････････････････････････････80
低圧力損失･･･････････････････････････････388
低伸長領域･･･････････････････････････････317
ティスモ････････････････････････････････ 213
ディッピング･･････････････････････････････41
低ファウリング･･････････････････････････ 169
低摩擦･･･････････････････････････430, 432, 434
テキスタイル････････････････････････････ 336
シミュレーション･･･････････････････････364

設計･･･････････････････････････････････362
デザイン･･･････････････････････････362, 504
電界紡糸
（法）
･････････････････････478, 487, 510
電荷分離･････････････････････････････279, 281
電気
泳動法･････････････････････････････････147

透湿度･･････････････････････････････36, 46, 49
試験･･･････････････････････････････････ 36
導線･････････････････････････････････270, 323
導電
糸･････････････････････････････････････296
ミシン糸････････････････････････････････96
導電性･･･････････････････････････････････270
高分子･････････････････････････････218, 282
スポンジ･･･････････････････････････････338
セラミック繊維材料････････････････････ 215
繊維････････････････････････93, 218, 222, 498
ペースト･･････････････････････････････ 338

特異的 IgE 抗体 ･･････････････････････････462
特徴･････････････････････････････････････255
形容語･････････････････････････････････371

ベクトル･･････････････････････････････ 259
〜量･･･････････････････････････････････293
トコジラミ････････････････････････････････76
土質系覆土材･････････････････････････････402
トップダウン型のものづくり･････････････････5
ドラッグデリバリー･･･････････････････････488
トランスポゾン･･･････････････････････････140
トリプルアクションメカニズム･･････････････26
ドレープカーテン･････････････････････････356
ドレーン材･･･････････････････････････････129
トレッドミル･････････････････････････････316

光学効果･･･････････････････････････････520
抵抗率･････････････････････････････････339
電極･････････････････････････････････270, 277
基材･･･････････････････････････････････397
電子顕微鏡･･･････････････････････････････203
電子線グラフト重合法･･････････････････････91
電子ペーパー･････････････････････････････276
電磁波遮蔽性･････････････････････････････225
電池セパレータ･･･････････････････････････512
デントール･･････････････････････････････ 215
天然
繊維･････････････････････････････････8, 148
皮革･･･････････････････････････････199, 206
銅アンモニア法･･･････････････････････････485
凍結乾燥･････････････････････････････････390

動作適応性･･･････････････････････････････315
透湿性･････････････････････････････････36, 43
透湿抵抗･･･････････････････････ 16, 36, 37, 49

ナ行
ナイーヴベイズ･･･････････････････････････257
中屋の変法･･･････････････････････････････370
ナノオーダー･････････････････････････････486
ナノクリスタルセルロース･････････････････477
ナノ構造ファイバー･･･････････････････････486
ナノコンポジット（繊維）･･･････････････166, 469
ナノサイズ
効果････････････････････････････････47, 380
ファイバー･････････････････････････････486
ナノセルロース･･････････････････････162, 477
ナノ繊維足場･････････････････････････････467
ナノテクノロジー･･･････････････････････････9
ナノパーティクル･････････････････････････510
ナノファイバー
･･････････ 9, 43, 150, 302, 380, 477, 486, 510
シート･････････････････････････････････513

─ 索─ 10 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

不織布･････････････････････････････ 44, 473
ナノフェイズ® AS ･･････････････････････････94
ナノフロント････････････････････････････ 380
ナノレベル･･･････････････････････････････103
ナノワイヤー･････････････････････････････499
軟弱地盤･････････････････････････････････405
難燃繊維･････････････････････････････････ 98
二酸化チタン･････････････････････････････328
二次感染･･････････････････････････････････62
西陣織物･････････････････････････････････349
二段階冷延伸法･･･････････････････････････157
日本工業規格･････････････････････････････353
ニューラルネットワーク･･･････････････････257
乳酸発酵･････････････････････････････････123
乳腺･････････････････････････････････････373
人間快適工学････････････････････････････ 368
布型デバイス･････････････････････････････306
布状アクチュエーター･････････････････････344
布製品用芳香剤･･･････････････････････････457
音色･････････････････････････････････････145
寝返り（動作）
･････････････････････････････253
ネコカリシウイルス････････････････57, 64 〜 66
熱可塑性
高分子･････････････････････････････････513
樹脂･･･････････････････････････････････393
ポリウレタン････････････････････････････45
熱硬化性樹脂･････････････････････････････393
熱線遮蔽･･････････････････････････････････55
効果････････････････････････････････････33
熱抵抗････････････････････････････････ 16, 37
熱伝導度･･･････････････････････････････30, 31
熱伝導率･･････････････････････････････････32
熱流束････････････････････････････････････13
撚糸アクチュエーター･････････････････････344
燃焼マネキン･････････････････････････････100
燃料電池･････････････････････････････396, 397
農地化用サンドチューブ･･･････････････････132
ノロウイルス･･･････････････････････････64, 65

ハ行
パーフルオロ鎖････････････････････････････88
肺炎かん菌････････････････････････････････57
バイオコンポジット･･･････････････････････182
バイオセンサー･･･････････････････････････489

バイオプラスチック･･････････････････････ 123

バイオベースナイロン･････････････････････133
バイオマス･････････････････････････9, 123, 182
プラスチック･･････････････････････126, 155
バイオミメティクス･････････188, 192, 199, 203
媒介･･････････････････････････････････････76
配向性････････････････････････････････････41
排水機能･････････････････････････････････406
配線･････････････････････････････････････277
バイタルデータ･･･････････････････････････502
パイル生地･･･････････････････････････････381

バインダー････････････････････････････････77
ハウスダスト･････････････････････････････462
芳賀の変法･･･････････････････････････････370
白癬菌････････････････････････････････････57
薄層化･･･････････････････････････････････296
バクテリアナノセルロース･････････････････477
薄膜
干渉理論･･････････････････････････････ 204
トランジスタ（TFT）･････････････････････276
バスト･･･････････････････････････････････375
サイズ･････････････････････････････････377
ライン･････････････････････････････････377
蓮の葉類似織物････････････････････････････90
肌トラブル･･･････････････････････････････451
破断応力･････････････････････････････････147
破断強度･････････････････････････････････220
発汗
サーマルマネキン････････････････････････46
ホットプレート法････････････････････････37
撥水･････････････････････････････････････101
〜・撥油技術････････････････････････････87
〜基････････････････････････････････････41
〜性････････････････････････････38, 199, 240
撥水度････････････････････････････････････37
試験････････････････････････････････････38
貼って治す軟骨再生･･･････････････････････475
発電カーテン･････････････････････････････499
撥油･････････････････････････････････････101
パネル･･･････････････････････････････････371
パラ系アラミド繊維････････････････････････98
バルクへテロジャンクション（BHJ）型 ･･･････281
皮革･････････････････････････････････････206
光干渉･･････････････････････････････････ 205
光吸収発熱･･･････････････････････････････323

─ 索─ 11 ─

（電子試読版）
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─ 索─ 12 ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）
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