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Ｐ０６０３０ 

（ナノテク・部材イノベーションプログラム） 

「先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発」基本計画 

 

ナノテクノロジー・材料技術開発部 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

我が国の材料産業は、国際的に高い技術力と競争力を有し、我が国の経済社会の発展を支えてい

るが、川下産業との取引のオープン化に伴いユーザーとの連携の希薄化が進行する一方で、汎用的

な材料技術はアジア諸国の技術向上によるキャッチアップが進行している。そのため我が国におい

て産学官を含む連携の強化（川上川下の垂直連携、材料創成と加工の水平連携など）を図ることで、

次世代の部材分野での我が国のイノベーションを促進することが喫緊の課題となっている。 

そこで本プロジェクトは、『部材分野の技術戦略マップを活用し、将来の部材の基盤技術の方向

性を見定めるとともに、材料関係者だけでなく多様な連携（川上川下の垂直連携、材料創成と加工

の水平連携等）による基盤技術開発を支援することで、部材分野の技術革新を促進すること』を目

的とした「ナノテク・部材イノベーションプログラム」の中で、特に『川上・川中・川下の各段階

における擦り合わせの連鎖こそが我が国高度部材産業の強みとなっていることから、この擦り合わ

せ力の向上に貢献すること』を目的として実施するものである。 

材料技術は、材料の特性・機能の向上が製品機能の向上に直結するなど産業技術全般に大きな波

及効果をもたらす基盤技術であるが、昨今の国際競争の激化により、さらなる飛躍的発展のキーテ

クノロジーとして革新的な新材料創製技術が求められている。総合科学技術会議の科学技術基本政

策策定の基本方針においても、「ナノテクノロジー・材料分野」を国家的・社会的課題に対応した

研究開発の重点化対象とすることについては、多様な視点から概ね妥当と評価しうるとされている。 

先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発は、豊かで快適な人間生活を送りたいという国民

の願望のもとに高度情報社会、省エネ・省資源、安全・安心、健康長寿命を目指した社会の実現に

向けて、科学的知見を基盤に革新的な新材料創製技術を通じて深く寄与するものである。また、技

術戦略マップの「環境・エネルギー分野、燃料電池、情報家電分野、医療・福祉／安全・安心分野」

等にも位置づけられている。特に近年の状況は、海外においても、米国やヨーロッパを中心にこの

方面の研究開発に資金や研究者開発者を投入して精力的な取り組みがなされており、グローバルな

開発競争となっている。しかしわが国の現状は、高い科学的水準や技術開発力を有しているにもか

かわらず、大学・研究機関や民間会社において個別に行われているにすぎない。このため、独立行

政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」という。）は、産学

の科学的、技術的ポテンシャルを結集して、共通基盤技術（水平）の上に複数の実用化技術（垂直）

の展開を図るというこれまでにない新しいプロジェクト形式を組み、産学の連携を推進しつつ産業

技術を組織的かつ戦略的に展開することを事業方針とし、以下のプロジェクトを実施する。 

本プロジェクトは繊維状材料に対してナノオーダの成形加工や微細な界面加工ならびに複合化

することで材料を高機能化し、革新部材を創出する。共通基盤技術として、①電界紡糸法における

繊維高機能化、大型装置化技術の開発、②ナノ溶融分散紡糸法による炭素超極細繊維製造技術の開

発を実施し、高分子材料や無機材料や炭素材料の超極細繊維を製造すると同時にそれらを製造する

ために必要な基礎データ集積や製造された繊維状材料の物性や構造の計測と評価、資源環境問題を
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配慮しつつ、安全性の評価等を行う。さらに、共通基盤技術で開発した成果をもとに③高性能、高

機能電池用部材の開発、④高性能、高機能フィルター用部材の開発、⑤高性能、高機能医療衛生・

産業用部材の開発を実施し、我が国産業の競争力の強化を図ることを目的とする。 

 

（２）研究開発の目標 

【共通基盤技術】 

① 電界紡糸法における繊維高機能化、大型装置化技術の開発 

電界紡糸では大型装置における電場、溶液、温度、湿度等の制御により、 

中間目標：平成 20 年度に直径のばらつきが均質な超極細繊維の製造技術を開発する。不織布状

材料（ファブリック）、コーティング、フィラメントにおいての高速製造技術を開発

する。 

終目標：平成 22 年度には平成 20 年度に比べて直径及びばらつきが半分以下の均質な超極細

繊維の製造技術、不織布状材料、コーティング、フィラメントにおいて倍以上の高

速連続製造を達成する。超極細繊維材料を各種用途に対応させるために、評価・計

測に伴う結果を利用して繊維高機能化技術の開発を行う。 

 

② ナノ溶融分散紡糸法による炭素超極細繊維製造技術の開発 

中間目標：平成 20 年度に直径サイズを低減、比表面積を増大した炭素超極細繊維を開発する。

さらに短時間で不融化する技術開発を行う。 

終目標：平成 22 年度においては平成 20 年度に比べて平均直径で 1/5 以下、比表面積５倍程

度、不融化時間を 1/3 以下の炭素超極細繊維の製造技術の開発を行う。 

 

【実用化技術】 

③高性能、高機能電池用部材の開発 

上記、共通基盤技術で得られた成果を用いることにより燃料電池、小型蓄電池、高機能電池等

のエネルギー密度、出力（パワー）密度を向上し、薄型化、低コスト化した電池を開発する。 

 

  ④高性能、高機能フィルター用部材の開発 

上記、共通基盤技術で得られた成果を用いることにより超超純水製造プロセスフィルター、超

耐熱性有機および超耐熱性無機フィルター等において、捕捉能力、耐熱性向上、有害物質濃度、圧

力損失低減したフィルターを開発する。 

 

⑤高性能、高機能医療衛生・産業用部材の開発 

上記、共通基盤技術で得られた成果を用いることによりヒューマンインターフェース医療衛生

部材、産業用部材等において、捕捉能力向上、圧力損失低減、細孔サイズ微細化、透湿性能向上、

身体防護可能な医療衛生・産業用部材を開発する。 
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（３）研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき研究開

発を実施する。 

【共通基盤技術】 

①電界紡糸法における繊維高機能化技術の開発 

②ナノ溶融分散紡糸法による炭素超極細繊維製造技術の開発 

 

【実用化技術】 

③高性能、高機能電池用部材の開発 

④高性能、高機能フィルター用部材の開発 

⑤高性能、高機能医療衛生・産業用部材の開発 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研究組合、公益

法人等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別な研究

開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な場合は

この限りではない。）から公募によって研究開発実施者を選定し実施する。 

研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの 大限の活用により

効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体にはＮＥＤＯ技術開発機構が委託先決定後に指名

する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）国立大学法人 東京工業大学 教授 谷岡 明彦を

置き、その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。 

本研究開発において、ＮＥＤＯ技術開発機構が主体となって行うべき基礎的・基盤的研究開発で

あると判断される研究開発内容に示した①②の事業は委託により実施し、市場化に向けた産業界の

具体的な取り組みが示されるべき実用化研究開発であると判断される研究開発内容に示した③④

⑤の事業は助成（助成率１／２）により実施する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDO 技術開発機構は、経済産業省および研究開発責

任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的および目標、並びに、本研究開発の目的および

目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置される技術検討委員会

等における外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダー

等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１８年度から平成２２年度までの５年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技

術的意義ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平
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成２０年度、事後評価を平成２３年度に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要に応じプロジ

ェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、当該研究開発に

係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものと

する。 

 

５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

・共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努めるものとする。 

 

・知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、デー

タベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案等を積極的に行う。 

 

・知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26 条の規定等に基づき、原則として、すべて

委託先に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の

研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研究開発

費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体

制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２

号及び３号に基づき実施する。 

 

（４）その他 

本研究によって得られたあらゆる知的財産、また本研究の過程または成果に基づき開発したプロ

グラム、サンプルもしくは装置などの成果物について、本プロジェクト外（国内外）への供試・開

示については、事前にプロジェクトリーダーとＮＥＤＯ技術開発機構に連絡する。 

その際に、ＮＥＤＯ技術開発機構が申請書の提出を求めた場合は、これに応じ速やかに提出する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

   （１）平成１８年３月、制定。 

（２）平成１８年６月、研究開発責任者（プロジェクトリーダー）決定に伴い改訂。 

（３）平成１９年３月、研究開発動向に合わせ目標値の単位を一部変更。 

（４）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、「（１）研究開発の目
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的」の記載を改訂。 

（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目①「電界紡糸法における繊維高機能化、大型装置化技術の開発」 

 

１．研究開発の必要性 

燃料電池、情報家電分野、環境・エネルギー分野、医療・福祉／安全・安心分野に求められる高

機能部材を、繊維・樹脂分野の新素材開発により創成する。ユーザーの要望に対応する高度部材を供

給するためには、繊維の極細化やナノ加工及び高次複合化が必須であり、これらを解決するためには

高分子材料、無機材料を用いた超極細繊維や超微細構造繊維を製造し、事業化へのステップのために

大型装置を用いた電界紡糸（エレクトロスピニング）の基盤技術開発が必要である。またこれらを促

進するためには基礎データ集積や製造された繊維状材料の物性や構造の計測と評価、および材料の安

全性の確保が必要であり、さらに用途展開を行う上でナノ構造制御をはじめとする制御技術、被覆技

術（コート）、複合化技術等の基盤技術構築が必要である。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）大型電界紡糸装置基盤技術の開発 

 高分子材料や無機材料等の超極細繊維を製造し、革新部材として各種用途試験を行い実用に供

するためには、不織布状材料化、コーティング化、フィラメント化が可能な高速で大型の電界紡糸

装置が必要である。このために、従前とは異なるノズル製造技術、電界の制御技術、流体制御技術

及び溶媒と繊維塵回収技術等の基盤技術開発を行う。 

（２）電界紡糸法における繊維高機能化技術の開発 

電界紡糸法において製造される超極細繊維材料を実用に供するために、ナノ構造制御をはじめ

とする制御技術、被覆技術、複合化技術、ボイド化技術、中空糸化技術、固定化技術、再配列化技

術、分散化技術等の繊維高機能化技術の開発を行う。 

電界紡糸法において超極細繊維の直径、構造、形態、製造速度等を制御するには高電場下にお

ける高分子の溶液物性の評価・計測が必要であり、これらの方法の開発を行う。また電界紡糸法や

それに引き続く高機能化技術より製造された超極細繊維や超微細構造繊維における構造や物性の評

価・計測法、および安全性の評価等について検討する。 

 

３．達成目標 

（１）大型電界紡糸装置基盤技術の開発 

電界紡糸では大型装置における電場、溶液、温度、湿度等の制御により、 

中間目標：平成 20 年度に直径 100nm、ばらつき 50％以下の均質な超極細繊維の製造技術を開発

する。 

終目標：平成 22 年度には 20μl/本・分の噴出速度、20 万本のノズルに相当する機能を有す

により直径 50nm、ばらつき 20％以下の均質な超極細繊維の製造技術を開発する。 る大型装置

これは超高性能エアフィルターの実現に必要な値であるがすべての実用化部材の基準となる。 

（２

万本のノズルから構成される機能に相当しており、 

）電界紡糸法における繊維高機能化技術の開発 

大型装置は 20μl/本・分の噴出速度を有する 20
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中間目標：平成 20年度には不織布状材料において 30ｍ／分、コーティングにおいて 150ｍ／分、

フィラメントにおいて 30ｍ／分の製造速度を達成する。 

終目標： ティングにおいて 300ｍ

さらに得られ 繊維

化

 

平成 22 年度には不織布状材料において 60ｍ／分以上、コー

／分以上、フィラメントにおいて 60ｍ／分以上の高速連続製造を達成する。 

た各種知見を利用して必要な太さにおける単分散超極細繊維製造、超微細構造

、被覆化、複合化へと展開することができる。 
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研究開発項目②「ナノ溶融分散紡糸法による炭素超極細繊維製造技術の開発」 

 

１．研究開発の必要性 

燃料電池、情報家電分野、環境・エネルギー分野、医療・福祉／安全・安心分野に求められる高

機能部材を、繊維・樹脂分野の新素材開発により創成する。ユーザーの要望に対応する高度部材を供

給するためには、繊維の極細化やナノ加工及び高次複合化が必須であり、これらを解決するためには

炭素材料を用いた超極細繊維や超微細構造繊維を製造し、溶融極細繊維紡糸（ナノ溶融分散紡糸）の

基盤技術開発が必要である。またこれらを促進するためには基礎データ集積や製造された繊維状材料

の物性や構造の計測と評価、および材料の安全性の確保が必要であり、さらに用途展開を行う上でナ

ノ構造制御をはじめとする制御技術、被覆技術、複合化技術等の基盤技術構築が必要である。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）ナノ溶融分散紡糸法による炭素超極細繊維製造技術の開発 

炭素超極細繊維は電極等における革新部材として用途試験を行い実用に供される。大型装置に

よる超微細混練・紡糸技術、炭素高速不融化・焼成技術、結晶構造制御技術等の確立により製造時

間の短縮とそれに伴うコスト低下を図るための技術開発を行う。さらに高機能化を図るための表面

ナノ多孔化、超微細構造繊維化、被覆化、複合化技術の開発を行う。ナノ溶融分散紡糸法により製

造された超極細繊維や超微細構造繊維における構造や物性の評価・計測法、および安全性の評価等

について検討する。 

 

３．達成目標 

ナノ溶融分散紡糸法では大型装置による超微細混練・紡糸技術、炭素不融化・焼成技術等の開発

により、 

中間目標：平成 20 年度に直径 500nm、比表面積 300m2/gの炭素極細繊維に対し、不融化時間を現

達成する。 状の 1/3 を

終目標：平成 22 年度においては平均直径 100nm、比表面積 1500m2/g、不融化時間を現状の 1/10

細繊維の製造技術を達成する。 の炭素超極

これは蓄電材料の実現に必要な値であるがすべての実用化部材の基準となる。また不融化時間

を現状の 1/10 に短縮し製造コストを低下させることが可能となる。さらに各種知見を利用して必要

な太さにおける超極細繊維製造、超微細構造繊維化、被覆化、複合化へと展開することができる。 
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研究開発項目③「高性能、高機能電池用部材の開発」 

１．研究開発の必要性 

炭素超極細繊維を用いたパッシブ型燃料電池は、酸素供給性，CO2排気性，集電性，触媒保持性

に優れ薄層化が可能となる。さらに燃料や酸素の強制供給を必要としないことから超小型化 DMFC

（Direct Methanol Fuel Cell）として期待されており、携帯テレビ電話、無充電モバイルパソコン、

電動スクーター・カート、ロボット、パワースーツ等に必要である。また、炭素超極細繊維を用い

た小型蓄電池はパワー密度及びエネルギー密度が高く瞬発性と持続性に優れており、現状対比 1/5

の低コスト化が可能となることから、高性能携帯用情報家電機器、ハイブリッド自動車、燃料電池

車に必要である。さらに炭素超極細繊維を用いた薄型電池は薄型フレキシブルで高速充電可能なユ

ビキタス電池であり、アクティブ型のＩＣカードやタグ、ウェアラブルデバイス、電子ペーパー等

の広範なユビキタスデバイスに必要である。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）パッシブ型燃料電池の開発 

電界紡糸法により超極細繊維複合布の革新的形成技術を確立し、次に電界紡糸法と焼成技術を

用いて超極細炭素繊維複合布の一括多層化技術を確立する。さらに超極細炭素繊維複合電極におけ

る超極細構造効果発現の実用化技術の開発を行い、これらの電極と電解質膜を用いて MEA(Membrane 

and Electrode Assembly)を構成し、電池の基礎性能を確認後、ﾊﾟｯｼﾌﾞ型燃料電池を組み立てる。こ

れと同時に副生成物分解電極の開発も実施する。さらに本電池をデジタル TV 放送等動画対応型携帯

電話機に内蔵する。 

（２）小型蓄電池の開発 

ナノ溶融分散紡糸法により開発された炭素超極細繊維を使用する。まず、炭素超極細繊維作成

技術確立後、電池性能を飛躍的に高性能化する超極細繊維のﾅﾉ孔構造制御技術開発を行う。次に、

スーパーキャパシタ試作を行い基本性能評価後、実用化技術検討及び実用レベルでの性能評価を行

う。当初は小容量スーパーキャパシタの製造から始め、順次中容量、大容量と容量を増大させ、大

量生産技術の確立を図る。 

（３）薄型電池の開発 

ナノ溶融分散紡糸法により開発された炭素超極細繊維を使用する。高速充電を図るために超極

細炭素繊維との高次複合化によるラジカルポリマーの導電性向上を目指し、ラジカルポリマーと電

解液の 適組合せによる電極反応速度の向上についても検討する。さらにエネルギー密度の向上も

踏まえて、本超極細炭素繊維に適した新ラジカルポリマー開発及び部材／電池構成 適化による電

極パック（充填）率の向上を目指す。また、カード、タグに内蔵可能な薄型化を目指し、本超極細

炭素繊維へのインクジェット印刷法などによるラジカルポリマーのコーティング技術を確立する。

これら技術要素を融合して目標とする薄型電池の構成と大量生産技術の構築を図る。 

  

３．達成目標 

（１）パッシブ型燃料電池の開発 

中間目標：平成 20 年度は電極の厚さが 120μm、燃料電池出力密度が 50 mW/cm
2
を達成する。 

終目標：平成 22 年度は電極の厚さが 100μm以下、燃料電池出力密度が 100 mW/cm
2
以上、及

化を実現する。 び低コスト



 9

中間目標

 

（２）小型蓄電池の開発 

小型蓄電池である電気二重層キャパシタにおいて、 

：平成 20 年度はエネルギー密度 20Wh/l、出力密度 5kW/ｌを達成する。 

終目標：平成 22 年度はエネルギー密度 200Wh/l、出力密度 10kW/ｌを達成する。 

既存技術の水準は、粒状炭素質を賦活処理した粒状活性炭を用いているため、高比表面積の形

成に限界がある。蓄電材料として現状の性能を凌駕する事を目的とし、炭素超極細繊維を用い、

微細構造及び細孔径形成を制御する。 

 

（３）薄型電池の開発 

薄型電池においては、10 秒程度の高速充電が可能な薄型二次電池に必要な材料並びに製造技術

を開発する。電池性能としては、 

中間目標：平成 20 年度は厚さ 0.3 mm、パワー密度～5 kW/L、エネルギー密度～50 Wh/Lを達

成する。 

終目標：平成 22 年度は厚さ 0.2 mm、パワー密度～10 kW/L、エネルギー密度～100 Wh/Lを

 達成する。
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研究開発項目④「高性能、高機能フィルター用部材の開発」 

１．研究開発の必要性 

超超純水用プロセスフィルターでは不溶出性基材による超極細繊維の製造、ならびに、超極細繊維へ

の有害物質除去機能（イオン交換基や吸着物性）の付与によりノニオン及びアニオンやカチオンの除去

が十分に行われる。またモジュール化、カートリッジ化等のアセンブリにおいて、 終使用形態自体か

らの不純物の溶出がゼロに近いことおよびカートリッジ生産コストの低下を実現することからデバイ

ス産業のみならず食品や医薬品等様々な分野に必要である。超耐熱性無機フィルターでは目標を達成す

ると使用電力量が約 40%削減される。また、耐熱性に優れる無機材料は脆弱でフィルター化が出来なか

った。その無機材料からなる超極細繊維において柔軟性（曲げても折れない特性）を実現し、耐熱温度

1000℃以上のフィルターを実現する。これによって、焼却炉排気ガスの冷却工程が必要なくなる。また、

本フィルターでは、無機材料の選択により、有害物質の分解除去も可能となる。このことから本フィル

ターは焼却用排気ガスや有害化学物質等の除去に必要である。耐熱性有機フィルターでは必要な耐熱性

を維持しつつ、現状のガラス繊維では困難であった、焼却廃棄が可能で、ガラス繊維再飛散に起因する

アスベスト類似作用の問題の解決につながることから従来のガラス繊維フィルターの代替に必要であ

る。また焼却炉やその他排ガスのフィルターにも必要とされる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）超超純水製造プロセスフィルターの開発 

 超極細繊維製造及び改質を行うと同時に微量イオンや有機化合物の吸着除去発現機構解明を行う。次

にフィルターの試作及びクリーンな環境下での評価試験を行い、アッセンブル技術を用いてフィルター

モジュールの製作を行う。さらに長期性能評価と各種除去システムとのハイブリッド化技術を確立する。 

（２）超耐熱性無機フィルターの開発 

 セラミックス系材料を用いて超極細繊維製造を行うと同時に紡糸基本条件の設定を行う。次にフィル

ター基本性能評価を行ったあと、コンポジット技術の確立を図る。さらにフィルター製造を行い、フィ

ルターユニットを組み立て、試験後実用化する。 

（３）耐熱性有機フィルターの開発 

 アラミド系高分子を用いて超極細繊維製造を行うと同時に紡糸基本条件の設定を行う。次にフィルタ

ー基本性能評価を行ったあと、ファブリックの積層法技術の確立を図る。さらにフィルター製造を行い、

フィルターユニットを組み立て、試験後実用化する。 

 

３．達成目標 

（１）超超純水製造プロセスフィルターの開発 

中間目標：平成 20 年においてイオン交換樹脂からの有機物に関してTOC濃度で 1ppb程度及び

.05ppt程度を達成する。 金属類を 0

終目標：平成 22 年度はTOC濃度で 0.1ppb以下、及び金属類を 0.01ppt以下を達成する。 

目標値を達成するにはイオン交換繊維だけではなく活性炭、逆浸透膜等に用いている母材の分解、

エネルギー消費量大などの課題がある。 

（２）超耐熱性無機フィルターの開発 

中間目標：平成 20 年度は 0.1μm粒子が 90％捕捉可能な初期圧力損失が 180Paであり、耐熱性

成する。 800℃を達
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終目標：平成 22 年度は、0.1μm粒子が 90％捕捉可能な初期圧力損失が 120Paであり、耐熱

達成する。 性 1000℃を

（３）耐熱性有機フィルターの開発 

中間目標：平成 20 年度は 0.1μm粒子が 90％以上捕捉可能な初期圧力損失が 180Paであり、耐

を達成する。 熱性 300℃

終目標：平成 22 年度は、0.1μm粒子が 99％捕捉可能な初期圧力損失が 120Paであり、耐熱

上を達成する。 性 400℃以
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研究開発項目⑤「高性能、高機能医療衛生・産業用部材の開発」 

１．研究開発の必要性 

繊維の極細加工と高次立体複合化により、医療衛生分野での医療事故やウイルス感染の防止の観点か

ら、スーパークリーンルーム用部材及びヒューマンインターフェース医療衛生部材として、ウイルス・

細菌の侵入や超微細ゴミを完全に除去する部材や着用快適性に優れたクリーン服・身体防護ウエア部材、

針の刺さらない高強度部材が必要とされ、手袋、ウエア、マスク等の医療用・産業用資材や食品や有害

物質等の汚染防止保護材等、多岐材料に応用可能となる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）スーパークリーンルーム用部材の開発 

 電界紡糸法を用いて高性能高分子を超極細繊維化した後、本超極細繊維と賦活化処理した超極細活性

炭素繊維とを一体成型することにより、高性能ケミカルフィルター性能を併せ持つスーパークリーンル

ーム用部材を製造する。これらをフィルター化及びフィルターユニット化すると同時に防塵部材化を行

い性能試験後実用化する。 

（２）ヒューマンインターフェース医療衛生部材の開発 

電界紡糸法における立体成型技術の開発と平行させながら本技術開発を進める。電界紡糸法を用いて、

まず、抗菌・消臭機能を有する平面型高機能部材を開発し、次に針の刺さらない高強度部材としての立

体型高機能部材を開発する。また超微細ゴミや菌の侵入を完全に除去する一体型高機能部材の開発を行

う。さらに長時間着用快適性にすぐれた身体防護ウエアとしての複合一体型高機能部材の開発を行う。 

 

３．達成目標 

（１）スーパークリーンルーム用部材の開発 

本プロジェクトの共通基盤で研究開発した高強度・耐熱・化学安定性を有する超極細繊維を用い

て超極細活性炭素繊維を一体成型することにより、 

中間目標：平成 20 年度において初期圧損が約 180Paで捕集効率が 99.97％（直径 0.3μm粒子）

。 を達成する

終目標：平成 22 年度は初期圧損が約 130Paで捕集効率が 99.97％以上（直径 0.3μm粒子）

。 を達成する

この結果、クラス１のスーパークリーンルームを実現する。 

（２）ヒューマンインターフェース医療衛生部材の開発 

中間目標：平成 20 年度はウイルス除去のため、細孔サイズを 30nm、着用快適性の指標として

を 18,000ml/24h/m2、0.5mmφの針が貫通しない構造で、血液等の侵入防止に有効

指標としての接触角 130°を達成する。 

の透湿性能

な撥水性の

終目標：平成 22 年度はウイルス除去のため、細孔サイズを 10nm、着用快適性の指標として

を 20,000ml/24h/m2、0.08mmφの針が貫通しない構造で、血液等の侵入防止に有効

指標としての接触角 150°を達成する。 

の透湿性能

な撥水性の


