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自動車電動化で需要高まる静音・放熱のための材料技術
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はじめに
近年、自動車用途にて各部位への不織布適用が
広がっており、不織布が必要不可欠な資材となっ
ている。その使用用途の半数以上は防音用途に使
用されている。
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加工および販売、発行色素および農業用資材の販
売、炭素繊維の製造、加工および販売を業とし、
中でもかねてから独自技術により高機能・高性能
な特殊不織布製品を手掛けてきた。
JX ANCIでは、ポリエステル素材の繊維直
交不織布であるミライフⓇ
（以下：ミライフ）とい

自動車用の吸音材としては、以前からフェルト

う特殊不織布を製造販売している。このミライフ

やガラス繊維積層体、ウレタン系発泡体などが使

は特殊紡糸技術と延伸技術を活用した繊維配列型

用 さ れ て い る が、 近 年 で はHV、EV化 に 伴 い、

不織布であり、薄肉軽量でも高い引張強度を有し、

エンジン音が減少した分、
ほかの音に鋭敏となり、

なおかつ、織物のような外観とシルクのような光

これまでのエンジン音とは違う周波数での吸音が

沢で、その意匠性を生かしブラインドや壁紙など

求められている。また、使用する材料を重く、な

のインテリアや包装用途に多く採用されている。

おかつ、厚くするほうが、防音性能が向上するも

JX ANCIが、特色のある商品を製造販売する

のの、省燃費化に伴い、車体の軽量化や、車両の

一方で、JXTGエネルギーでは、さらなる高機能・

デザイン多様化、キャビン拡張により、防音材は

高性能不織布を目指し、新規不織布の開発を行な

極力、最小限の量で、なおかつ、軽く、薄くした

っている。

いなどの要望が高い。

今回、JXTGエネルギーが開発した『ミライフ

ここでは、これら要望を満たすべく、防音材で

MF』（図 1 ）は、ミライフで培った特殊紡糸技術

ある吸音材について、吸音性能を向上しながら、

と延伸技術を応用し、従来のミライフよりも繊維

薄肉、軽量化を目指した、繊維配列型の長繊維不

径を細くした繊維配列型不織布である。素材はポ

織布での吸音材を考案した。その評価結果に関し

リエステルで平均繊維径は 2〜3μm、なめらかで

て述べる。

光沢のある表面が特徴で、繊維径の分布（図 2 ）
も

マイクロファイバー不織布
『ミライフMF』
とは

良好である。繊維配列の効果として、薄肉、軽量
であり、なおかつ、高引張強度を有している。こ
れまでの検討結果、これらの特徴を有する『ミラ

JXTGエ ネ ル ギ ー の 100%子 会 社 で あ るJX

イフMF』とフェルトやフォームを組み合わせる

ANCIは、不織布およびシートパレットの製造、

ことにより優れた吸音性能も持つ吸音材が設計で
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図3

自動車用防音材について

図 1 『ミライフMF』
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吸音と遮音の違いについて

とは吸音性能を有する吸音材と遮音性能を有する
遮音材に大きく分けられるが、吸音と遮音の違い
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図 2 『ミライフMF』の繊維径分布

吸音とは壁面に空気伝播音が当たった際の反射
音を抑制するものであり、その吸音率は入射音エ
ネルギー量
（Ei）と反射音エネルギー量
（Er）を用
いて以下の式で示される。
吸音率（α）=（Ei−Er）/Ei
（単位：%）

きることがわかった。

不織布の吸音・遮音材について

（1）

一般的には、測定のしやすい垂直入射による吸
音率にて吸音性が評価される。また、吸音材面に
剛壁を設置する。

現在、自動車防音材として、さまざまな不織布

一方、遮音とは防音材に音が入射した際、裏

が使用されている
（図 3 ）
。エンジン音の車内流入

面に透過する量であり、以下の透過率および透過

を減少させる目的でダッシュサイレンサー、ロー

損失で算出される。

ドノイズを低減させるべく、フェンダーライナー

透過率（τ）=Et/Ei

や床材に、また、風切り音を低減させる目的で天

透過損失（TL）=10log
（1/τ）
（単位：db） （2）

井材などにも吸音、遮音材が用いられている。

吸音、遮音は、このような定義で議論されるこ

昨今、自動車向け吸音材は、ロードノイズ、エ

とが一般であり、吸音率の高いものは遮音率が高

ンジン音の車内への侵入の低減、また、フレッチ

い、もしくは、遮音率が高いものは吸音率が高い

ャーらによる最小可聴域の報告より、人間の最も

と誤解されがちであるため、注意が必要である。

聞こえやすい 2,000〜4,000Hzの騒音をカットする

これら防音材は多孔質な発泡体やフェルトが一

ことにより、室内の会話の明瞭性を意識した低周

般に多く述べられており、また、最近ではさまざ

波数の音を防ぐ検討がされている。これら防音材

まなモデル化にて吸音性能、遮音性能を予測、解
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d（m）

表1

P1

試料

目付
（g/m2）

厚み
（mm）

平均繊維径
（μm）

メルトブロー不織布

12.5

0.19

1.6

12

2.5E+06

ミライフ

20.7

0.14

9.3

>180

9.0E+04

ミライフMF

14.2

0.055

2.8

14

8.9E+06

P2

V（m/s）

図5

単位厚さ流れ抵抗について
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表皮タイプ吸音材の模式図
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各種不織布単体の垂直入射吸音率測定結果

析も進んでいる。
吸音材の吸音メカニズムとしては不織布表面か
ら入射する音のエネルギーが不織布を通過する際
に、振動、摩擦などにて熱エネルギーに変換され、

図8

エネルギー消費により減衰するためである。この

表皮タイプ吸音材例

際、吸音性能を向上させる最も重要なパラメータ
は流れ抵抗であり、吸音材を開発するためには、

能となる。表 1 に無配向のポリエステルメルト

使用する不織布の流れ抵抗をいかにコントロール

ブロー不織布、平均繊維径がミライフ、ミライフ

するかが重要である。なお、ここでいう流れ抵抗

MFの単位厚み流れ抵抗を示す。

とは図 5 で示すよう、厚さdの多孔質材料に流速
Vで空気を透過した際の圧力損失⊿ Pを流入速度

ら、不織布のみの垂直入射吸音率を測定した結果

Vで除したものであり、さらに材料厚さdで除す

である。この結果より、ミライフMFは単位厚み

ることにより単位厚さで標準化したものをいう。

抵抗値が高く、薄くとも吸音性能が高いことが解

単位厚さ流れ抵抗δ=
（P1 −P2）
/Vd

（3）

『ミライフMF』
による吸音材開発について
ミライフMFは前述の繊維配列を有し、かつ、

また、図 6 は 10mmの背後空気層を設け、これ

る。

表皮タイプ吸音材の設計について
一般的に図 7 、8に示すような、フェルトや発

繊維径が細いため、繊維が無配列の一般的な不織

泡シートなどの多孔質体の表層に不織布を張り付

布と比較すると、空孔サイズが小さく、薄くとも

けた吸音材が知られている
（ここでは該吸音材を

通気時の流れ抵抗が大きくなる。そのため、軽量

表皮タイプと呼ぶ）。

かつ薄肉で吸音性能が高い吸音構造体の設計が可
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一般的なフェルトなどの多孔質体は、廉価であ
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