炭素繊維、オールジャパンで巨大市場に挑む
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鉄より軽くて丈夫な「炭素繊維」の技術開発が国内で加速している。航空機の機体や建材などに
続き、巨大な需要が期待できる量産車への応用が見えてきたからだ。課題は加工しやすくて効率
生産が可能な新技術の実現。日本はこれまで世界をリードしてきたが、各国に対抗するため、産学
がタッグを組んで実用化を急ぐ構えだ。
炭素繊維は鉄と比べると重さは４分の１で強度は10倍。
軽くて丈夫なので、軽量化の切り札として航空機の機体や
橋脚補強などの建材、スポーツ用具などに使われている。
ただ、炭素繊維そのものは黒くてしなやかな糸。機体や
建材のような構造部材として使うには、炭素繊維を束ねて
新年会で至福のひととき
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機体などの部品に応用する場合はまず、黒い炭素繊維を型の形に沿って並べる。次に樹脂を型
に流し込み長い時間をかけて加熱し、樹脂を固める。その後、冷やしてから型をはずしてようやく完
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加工しにくく時間がかかるが、機体や建材のように、軽くて丈夫なことを最優先とするのなら問題
はない。だが、鉄板をわずか１分でプレス加工して車体を組み立てていく量産車にはこのままだと
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共通しているのは樹脂の変更。加熱すると軟らかくなり冷やすと再
び固まる樹脂を、炭素繊維とあらかじめ合わせておく。この複合材
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東レがタカギセイコーや東京大学、東北大学と開発したのは板状
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の炭素繊維複合材だ。深い溝や出っ張りも作れるように複合材中
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の繊維のばらし方を工夫した。13年にも実用化する。三菱レイヨンと
東洋紡、東大は、幅１センチメートルのテープ状の複合材を開発し
複雑な形に加工を施した東レやタカ
ギセイコーなどが開発した炭素繊維
複合材

た。テープを切ったり、型に巻き付けたりすることで筒のような構造
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も簡単に作ることができるようになる。帝人は独自開発の複合材で

経済、企業、社会、スポーツなどの記
事をお届けします。 詳細はこちら⇒

軽自動車クラスの電気自動車を試作、工場内で実際に走らせること
に成功した。
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加工性の問題は克服しつつあるが、繊維そのものを作る工
程の効率化も不可欠だ。炭素繊維の世界需要は09年時点で
３万トン程度だが、自動車に応用できるようになると、需要は
一気に拡大する。仮に車体重量が約１トンの自動車を３割軽
くするとしたら、100キログラムの炭素繊維が必要になる。す
ると、10万トン程度の新たな需要は簡単に生まれる。ところ
が、現状の炭素繊維はアクリル繊維をゆっくりじっくり焼いて
作っており、これでは工場をいくら新設しても間に合わない。
そこで11年度から東レ、帝人、三菱レイヨンの３社と東大な
どは、オールジャパン体制を組織して短時間で焼き上がる炭

新年会で至福のひととき

素繊維の開発に取り組む。５年以内をメドに生産効率をざっ

郷ひろみモデルのフランク・ミュラー

と10倍に高める計画だ。
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元AV女優のみひろ、自伝映画を語る

オールジャパンで取り組むのは、中国やトルコなど新興国
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が炭素繊維に大きな関心を寄せているからだ。新興国は自動車という巨大な市場を狙い、炭素繊

加齢は皮膚だけでなく顔面骨にも影響

維の研究開発に力を入れている。品質はまだ低いものの、改良は進む。新興国が量産車向けに十
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分な性能を持つ炭素繊維を開発したら、自国の広大な土地や安い人件費をいかして炭素繊維を低
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コストで量産し、市場を席巻する可能性がある。世界シェアの７割を占める日本の３社も安泰では
ない。
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短時間で作れる繊維と加工しやすい複合材を実現し、鉄のように普通の素材として広く提供する
（1/18 21:00 更新）

――。そんな目標を日本勢が達成して圧倒的に高いシェアをこれからも維持するには、技術開発
で独走し続けるしかない。
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