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Ｐ０６０３０ 

平成２０年度実施方針 

 

ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 

１．件 名：プログラム名 ナノテク・部材イノベーションプログラム 

（大項目）先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発 

２．根拠法 

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号及び第３号 

 

３．背景及び目的・目標 

 本プロジェクトは、「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・川下産業の垂

直連携により産業の競争力向上に貢献することを目的として実施する。 

また、本プロジェクトは、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。さらに、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。しかし我が国の現状は、

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、「Ｎ

ＥＤＯ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並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。 

 

上記目的を達成するために、以下の研究開発を実施する。 

【共通基盤技術】[委託事業] 

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。 
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最終目標：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。 

最終目標：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】[助成事業(助成率：１／２以内)] 

③高性能、高機能電池用部材の開発 

最終目標：上記、共通基盤技術で得られた成果を用いることにより平成２２年度には燃料電池、

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 

最終目標：上記、共通基盤技術で得られた成果を用いることにより平成２２年度には超超純水

製造プロセスフィルター、超耐熱性有機及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 

最終目標：上記、共通基盤技術で得られた成果を用いることにより平成２２年度にはヒューマ

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。 

 

４.実施内容及び進捗（達成）状況 

国立大学法人 東京工業大学教授 谷岡明彦氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施

した。 

４．１．平成１９年度委託事業内容 

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」 

大型電界紡糸装置基盤技術の開発においては、大型電界紡糸装置開発のための新規ノズルの性能試験、

溶媒回収試験を行い、より高速化を目指した装置設計、部品の絞りこみ、装置の組み立てと、大型装

置による紡糸試験を行った。また、加速予算では溶媒処理と溶媒の防爆を可能にする新方式が採用さ

れるとともに、大型電界紡糸装置の高性能化が図られ、研究開発が飛躍的に進んだ。電界紡糸法にお

ける繊維高機能化技術の開発では、大型電界紡糸装置を利用した各種高分子や無機材料等による繊維

の高機能化技術の開発と高機能繊維の性能及び構造評価を行った。さらに、加速予算により繊維高機

能化装置の導入が図られ、大型装置による繊維高機能化技術の研究開発が飛躍的に進んだ。（実施体制：

東京工業大学） 
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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」 
高分子との混練りにより炭素繊維前躯体を製造し、これを用いてヨウ素不融化を行い得られたデータ

の解析とこれに基づく炭化試験を行った。さらに得られた炭素超極細繊維の構造及び物性評価を行った。

また加速予算により炭素超極細繊維の高品質化が図られた。（実施体制：東京工業大学） 
 

４．２．平成１９年度助成事業内容  

研究開発項目③「高性能、高機能電池用部材の開発」 
（１）電界紡糸法及び炭素化技術による超極細炭素繊維を利用した複合電極製造により製造した電池の

性能試験を行った。（シナノケンシ株式会社－再委託 信州大学） 

（２）ナノ溶融分散紡糸法により製造した炭素超極細繊維を使用して小型蓄電池を組み立て、性能の評

価を行った。（帝人株式会社－再委託 群馬大学） 

（３）ナノ溶融分散紡糸法により製造した炭素超極細繊維を使用し薄型電池を組み立て、性能評価を

行った。（日本電気株式会社、住友精化株式会社、大日本インキ株式会社－再委託 早稲田大学） 

 

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）フィルターに最適な材料を用いて電界紡糸法による超極細繊維製造を行い、フィルター性能の初

期試験を行った。（栗田工業株式会社） 

（２）電界紡糸法を用いて無機超極細繊維を紡糸し試験用フィルターを組み立て、基本的な性能評価に

着手した。（帝人株式会社、日本エアフィルター株式会社） 

（３）電界紡糸法を用いて耐熱性超極細繊維を紡糸し試験用フィルターを組み立て、基本的な性能評価

を行った。（帝人テクノプロダクツ株式会社、日本エアフィルター株式会社） 

 

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）電界紡糸法による高性能・高強度有機高分子超極細繊維製造を行いスーパークリーンルーム用

部材としての基本的な性能の評価を行った。（東洋紡績株式会社） 

（２）電界紡糸法を用いて平面型高機能部材の開発の開発をさらに進め、微粒子除去、透湿性、撥水性

等の性能評価を行った。（日清紡績株式会社、グンゼ株式会社） 
 

 

４．３ 実績推移 

 

５．事業内容 

１８年度（実績額） １９年度（契約額）  

委託 助成 委託 助成 

実績額推移 

①一般会計（百万円） ６１２

８０１

（助成費４００）

 

 

   ５１７ 

 

   ８９２

（助成４４５）

 

特許出願件数（件） １５   ２０    ３３ ５

論文発表数（報） ４ １ ２       ２

フォーラム等（件） ２ ２ ４ １
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５．１ 平成２０年度事業内容 

上記の目的を達成するため、国立大学法人 東京工業大学教授 谷岡明彦氏をプロジェクトリーダー

とし、以下の研究開発を実施する。また、必要に応じて研究開発進捗管理のため、委員会開催や成果普

及を目的としたシンポジウム等を開催する。実施体制については、別紙を参照のこと。 

【共通基盤技術】(委託事業) 

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）大型電界紡糸装置基盤技術の開発 

大型電界紡糸装置開発においては電源や電界制御及び流体制御技術の確立を図り、大型装

置の性能をさらに向上させる。また、微小コーティング大型装置、三次元コーティング大

型装置、三次元成型大型装置の開発を行う。（東京工業大学） 

（２）電界紡糸法における繊維高機能化技術の開発 

大型電界紡糸装置を利用した各種高分子や無機材料等による繊維の高機能化技術の開発と

高機能繊維の性能及び構造評価を行う。（東京工業大学） 

 

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）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 

炭素繊維前躯体を製造し、これを用いてヨウ素不融化を行い、得られたデータの解析とこ

れに基づく炭化試験を行う。さらに得られた炭素超極細繊維の構造及び物性評価を行う。

また電池電極としての性能試験を行う。（東京工業大学） 

 

その他、総合調査研究として、上記研究開発項目に関する技術動向を調査する。具体的には、文

献調査、学会参加、大学・企業へのヒアリングや委員会の開催等を必要に応じて実施する。 

 

【実用化技術】(助成事業) 

③ 高性能、高機能電池用部材の開発 

（１）パッシブ型燃料電池の開発 

電界紡糸法及び炭素化技術による超極細炭素繊維を利用した複合電極製造により製造した

電池の性能試験を行い、前年度より優れた性能を求める。（シナノケンシ株式会社－再委託 

信州大学） 

（２）小型蓄電池の開発 

ナノ溶融分散紡糸法により製造した炭素超極細繊維を使用して小型蓄電池を組み立て性能

の評価を行い、前年度より優れた性能を求める。（帝人株式会社－再委託 群馬大学） 

（３）薄型電池の開発 

ナノ溶融分散紡糸法により製造した炭素超極細繊維を使用し薄型電池の組み立て性能評価

を行い、前年度より優れた性能を求める。（日本電気株式会社、住友精化株式会社、大日本

インキ株式会社－再委託 早稲田大学） 

  

④ 高性能、高機能フィルター用部材の開発 

（１）超超純水製造プロセスフィルターの開発 

フィルターに最適な材料を用いて電界紡糸法による超極細繊維製造を行いフィルター性能

の第二段階の試験を行い、前年度より優れた性能を求める。（栗田工業株式会社） 
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（２）超耐熱性無機フィルターの開発 

電界紡糸法を用いて無機超極細繊維を紡糸し試験用フィルターを組み立て、次のステップに

繋がる基本的な性能評価を行う。（帝人株式会社、日本エアフィルター株式会社） 

（３）耐熱性有機フィルターの開発 

電界紡糸法を用いて耐熱性超極細繊維を紡糸し試験用フィルターを組み立て、次の段階に繋

がる基本的な性能評価を行う。（帝人テクノプロダクツ株式会社、日本エアフィルター株式

会社） 

 

⑤ 高性能、高機能医療衛生・産業用部材の開発 

（１）スーパークリーンルーム用部材の開発 

電界紡糸法による高性能・高強度有機高分子超極細繊維製造を行い、スーパークリーンル

ーム用部材としての次の段階につながる基本的な性能の評価を行う。（東洋紡績株式会社） 

（２）ヒューマンインターフェース医療衛生部材の開発 

電界紡糸法を用いて平面型高機能部材の開発の開発をさらに進め、微粒子除去、透湿性、撥

水性等の性能評価を行い、前年度より優れた性能を求める。（日清紡績株式会社、グンゼ株

式会社） 

 

５．２ 平成２０年度事業規模 

委託事業＋助成事業 

一般会計    ７０５百万円（継続） 

         （注）事業規模については、変動があり得る。 

 

６．その他重要事項 

６．１ 評価 

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、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業へ

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実施する。 

 

６．２ 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、経済産業省及び研究開発責任

者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標並びに本研究開発の目的及び目標に照らし

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ほか、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。 

 

６．３ 複数年度契約の実施 

平成１８～２０年度の複数年契約を行う。 

 

６．４ 継続事業に係る取扱いについて 

助成先は前年度と変更はない。 

平成２０年度助成先：シナノケンシ株式会社、帝人株式会社、日本電気株式会社、住友精化株式会
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社、大日本インキ化学工業株式会社、栗田工業株式会社、日本エアー・フィルター株式会社、帝人テ

クノプロダクツ株式会社、東洋紡績株式会社、日清紡績株式会社、グンゼ株式会社 

 

６．５ その他 

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

サンプル若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。 

 

７．スケジュール 

 平成２０年３月上旬・・・部長会   

３月中旬・・・運営会議 

 

８．実施方針の改訂履歴 

   （１）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、「３．背景及び目的・

目標」の記載を改訂。 
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（別紙) 

「先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発」実施体制 

 

 
 
 
 
                                        

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
                                     
 
                                     
 
 
 
       
 
 

 
 
                        
 

                   

 

                                           

委託 

ＮＥＤＯ技術開発機構 ・所属 東京工業大学 
・役職名 教授 
・氏名 谷岡 明彦 

指示・協議 

帝人ﾃｸﾉﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ（株） 

･研究実施場所：(大阪府茨木市) 

･実施項目：④高性能、高機能ﾌｨﾙﾀｰ用部材の開発 

栗田工業（株） 

･研究実施場所：ｸﾘﾀ開発ｾﾝﾀｰ(栃木県下都賀郡) 

･実施項目：④高性能、高機能ﾌｨﾙﾀｰ用部材の開発 

住友精化（株） 

･研究実施場所：機能樹脂研究所(兵庫県姫路市) 

･実施項目：③高性能、高機能電池用部材の開発 

日本ｴｱｰ･ﾌｨﾙﾀｰ（株） 

･研究実施場所：(神奈川県平塚市) 

･実施項目：④高性能、高機能ﾌｨﾙﾀｰ用部材の開発 

東洋紡績（株） 

･研究実施場所：総合研究所(滋賀県大津市) 

･実施項目：⑤高性能、高機能医療衛生・産業用部材の開発 

日清紡績（株） 

･研究実施場所：研究開発ｾﾝﾀｰ(千葉県千葉市) 

･実施項目：⑤高性能、高機能医療衛生・産業用部材の開発 

ｸﾞﾝｾﾞ（株） 

･研究実施場所：研究開発ｾﾝﾀｰ(滋賀県守山市、京都府綾部市) 

･実施項目：⑤高性能、高機能医療衛生・産業用部材の開発 

共同研究契約 

東京工業大学 

･研究実施場所 
石川台 6 号館 
(東京都大田区) 

 
･実施項目 
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 

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 
 
（協力企業 
 パナソニックファクトリーソリ

ューションズ（株）、帝人（株）） 
 

委託 

助成 

委託

委託 

帝人（株） 【代表幹事】 
･研究実施場所：先端技術研究所(山口県岩国市) 

･実施項目：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 

群馬大学 
･実施項目： 
③高性能、高機能電

池用部材の開発 
ｼﾅﾉｹﾝｼ（株） 

･研究実施場所：丸子事業所(長野県上田市) 

･実施項目：③高性能、高機能電池用部材の開発 

日本電気（株） 

･研究実施場所：基礎･環境研究所(茨城県つくば市) 

･実施項目：③高性能、高機能電池用部材の開発 

大日本ｲﾝｷ化学工業（株） 

･研究実施場所：ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｰﾂ研究所(東京都板橋区) 

･実施項目：③高性能、高機能電池用部材の開発 

技術推進委員会 

信州大学 
･実施項目： 
③高性能、高機能電

池用部材の開発 

早稲田大学 
･実施項目： 
③高性能、高機能電

池用部材の開発 


