
テラヘルツ電磁波を用いた
繊維の鑑別方法

岩手県立大学 地域連携本部

テラヘルツ応用研究所

教授 倉林 徹



●研究背景

人と繊維の関わり、従来技術とその問題点

●新技術の基となるテラヘルツ波分光分析

装置構成、テラヘルツ発生の原理

●各種繊維のテラヘルツ波分光分析

合成繊維、植物由来繊維、動物繊維の分析事例

●まとめ

想定される用途、実用化に向けた課題

報告の概要



●人類が繊維を布などに利用（１万年以上前）

天然繊維の生産 （ ４,０００～５,０００年前)

４大天然繊維‐‐‐麻、綿、絹、獣毛（羊毛）

●繊維 「細くて長い」アスペクト比が大きい (1000 ～∞)

「繊」は数ナノメートル、「維」は数十ミリメートル

●獣毛（山羊毛、羊毛）‐‐‐種類、品質による価格差大

カシミヤ（高級獣毛）‐‐‐識別困難な安価な獣毛を混入

中国での生産工程で混入

需要・供給のバランス崩壊

研究背景 ～人と繊維の関わり～



研究背景 ～獣毛分析の現状と問題点～

識別方法：熟練者が顕微鏡下で細断した獣毛（カシミヤ）の

表皮細胞（キューティクル）の形状から他の繊維と

識別し、繊維の数をカウントし混合率を求める

発生事例：検査をすり抜けるためキューティクルを薬品で溶か

す例や、繊維を引き延ばす方法、あるいはキュー

ティクル形状の酷似した識別困難な獣毛（ヤク毛、

ある種の羊毛）を混ぜる例等が発生

DNA検査： 精度は高いが、獣毛に含まれるDNAが少量である
こと、染色･薬品処理によるDNAの損傷等が問題と
される



Motivation of this StudyMotivation of this Study

• 高級天然繊維（カシミヤ）の不当表示が相次いで発覚

• 従来の分析法では多大な時間と労力を有する
検査をすり抜ける事例も発生

• 繊維の高分子構造や結晶構造の違い、あるいは細胞
構造（一次構造）や細胞の集合形式（高次構造）に対
応すると思われる特有のテラヘルツスペクトルを見出
し、繊維の識別技術に応用する

繊維素材の識別
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電子スペクトル振動スペクトル

回転スペクトル、ねじれ振動
骨格振動、水素結合、格子振動

可視光
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電波
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テラヘルツ電磁波の位置づけ



テラヘルツ電磁波の性質

ペタ (peta)  = 1015

テラ (tera)   = 1012

ギガ (giga)  = 109

メガ (mega) = 106

キロ (kilo)    = 103

◎ 0.1 THz（波長3 mm）～10 THz （波長30 μm）

◎ 分子内振動に相当（分子の種類と量）

◎ 分子の弱い相互作用（水素結合、結晶構造）

◎ 水に敏感

◎ 人体に対して安全

◎ 散乱されにくい

◎ 物質透過性

分子および分子間の状態を検知、非破壊検査



ナイフ

拳銃

SCIENCE VOL. 297, p. 761, (2002)、パッシブイメージング 0.1 THz

テラヘルツ電磁波の透過性を用いた隠匿物検査

テラヘルツ電磁波の被
服や紙に対する優れた
透過性を利用し、隠匿
物を非接触イメージン
グに適用した例

空港での全身スキャン
によるセキュリティー検
査等で実用化されつつ
ある



Cr:F ： Cr:Forsterite（Cr:Mg2SiO4） laser

Nd:YAG
Laser

1064nm

Cr:F

GaP 

Cr:F  

GaPテラヘルツ信号発生装置

THz‐wave

GaP テラヘルツ分光器
株式会社テラヘルツ研究所（秋田）製

周波数範囲
0.5 ‐ 6.2 THz (16‐206 cm‐1)

線幅
3 GHz

イメージング領域
35×35 mm
測定に要する時間

15 min for a spectrum
20 min for a mapping (imaging)
(step: 25 GHz, average: 32)

ビーム径
0.85 mm (@ 2 THz)

with wavelength controller

1210nm

1210‐1250nm

テラヘルツ波発生方法と装置構成



メリノ種（羊毛）

100μm 100μm

カシミヤ（山羊毛）

100μm

カシミヤ（山羊毛）

100μm

サフォーク種（羊毛） クープワス種（羊毛）

100μm

各種獣毛の観察 （光学顕微鏡写真）

メリノ羊毛（電子顕微鏡）



Retsch社ミキサーミルMM‐
400と、ステンレス製粉砕
ジャーおよび粉砕ボール

77K（‐196oC）、 1‐2分間周
波数20～30ヘルツで振とう
し、試料を粉砕

凍結状態で粉砕することに
よって、粉砕時に発生する
熱によって生じる試料の変
性を防ぐことができる

各種繊維の粉砕に用いた凍結粉砕機



各サンプルとも熱変性を防ぐため 77K に冷却した状態で粉砕

光学顕微鏡写真

粉砕した試料は秤量され、
ポリエチレン微粒子と混合
し、プレス機によって分析
用ペレットに加工される。

粉砕した試料の粒径は分
析のために照射するテラヘ
ルツ波の波長よりも十分に
小さく、散乱によるスペクト
ル変化を防いでいる

(波長：50μm @ 6 THz)

凍結粉砕後の繊維試料の顕微鏡写真



リファレンス

サンプル

Polyethylene (PE) 
powder 300mg

Polyethylene powder 
300mg including 

Sample 15mg（5%）

乳鉢等
で混合

圧粉によってペレットを形成
(20mm  in  diameter,  1mm 
thick)Stainless steel

Stainless steel

Stainless steel

PTFE

PE powder
or

Sample

Press

ポリエチレン 100%

試料混入 5 wt%

くさび型ペレット（断面形状）

分光分析時の
干渉を防止

測定試料作製法
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]  Nylon 6   6wt%

 Nylon 66  6wt% 
 Polyester 5wt%
 Acrylic 5wt%

特徴的な吸収ピーク

ポリエステル--- 5.5 THz付近
アクリル --- 4.0 THz付近
ナイロン 6  --- 2.0, 3.1 THz
ナイロン 6/6 --- 2.0, 3.3, 5.1 

THz

各種合成繊維を構成する

分子の振動モードや、結晶

構造の違いなどが反映され

ているものと考えられる

各種合成繊維のテラヘルツ波分光分析
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 Cotton 7wt%
 Hemp 7wt% 
 Linen 7wt% 
 Ramie 7wt% 
 Rayon 5wt%

各種植物由来繊維のテラヘルツ波分光分析

綿: 結晶化したセルロースを主成分とする
レーヨン: セルロース由来の再生繊維

特徴的な吸収ピーク

3.2 THz and 5.2 THz

吸収ピークの形状および
透過強度がそれぞれ異
なる。（セルロース結晶構
造を反映）

レーヨンは5.2THz付近の
プロファイルは類似して
いるが、3.2THz付近では
吸収が見られない。

テラヘルツ波分光分析は
セルロース構造の違いを
明確化できる。



セルロースの結晶構造

セルロース構造

分子鎖間に強固な水素
結合があり不溶、熱可
塑性を示さない
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Cashmere-goat 7wt%
Merino-sheep 7wt%
Yak-bovine 7wt%
Camel 7wt%

各種獣毛繊維のテラヘルツ波分光分析

特徴的な吸収ピーク
カシミヤ --- 4.7 THz
メリノ --- 3.9 THz
ヤク --- 5.2 and 5.7 THz
キャメル--- 4.1 and 4.9 THz

テラヘルツ波分析で識別可能

タンパク質で構成されるコルテック
スは紡錘型の細胞が配列し、獣毛
全体の90％近くを占め、そのサイ
ズは直径数μｍ、長さ100μｍ程
度である。テラヘルツ波分析では、
このコルテックス構造の相互結合
等に起因した比較的マクロな構造
の結合モードを検出し、獣毛種別
による違いが検出されているとも
のと考えられる

従来の鑑別方法では、カシミヤとヤクの下毛、あるい
はカシミヤと繊細な羊毛は、識別が困難とされている



「繊維の形態」繊維学会編 （朝倉書店）

メリノ羊毛の断面（コルテックス構造）
×5,500（電子顕微鏡写真）
コルテックスは獣毛全体の約90％を占める

羊毛の構造

コルテックス間は細胞間物質を介して比較的弱
い結合を保っている。テラヘルツ波分析ではコ
ルテックス構造の結合に関与した結合モードを
検出している可能性がある
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*シルク混合ウールのシルク混合率：15% 

(*)

混用率の不正表示は世界の繊維業界で共通する
問題となっている

特徴的な吸収ピーク
シルク --- 3.5 THz 
シルク混合ウール--- 4.2 THz
ウール ---- 5 to 6 THz

シルク混合ウールでは、シルク

に対し、高周波数側へのピーク

シフトが見られる

ピークシフトの大きさをモニター

することで、混用率をもとめるこ

とが可能となる

テラヘルツ波分光分析による混用率の測定



まとめ

本報告では、テラヘルツスペクトル分析を各種繊維分析に

適用した。合成繊維、植物繊維、および動物繊維などの各

種繊維において、繊維の高分子構造や結晶構造の違い、

あるいは細胞構造（一次構造）や細胞の集合形式（高次構

造）に対応すると思われる特有のスペクトルが出現するこ

とを見出した。

本研究は、偽装などで問題となっている獣毛種繊維の識別

を可能にしていることから、新たな繊維検査技術につなが

る基礎技術として位置づけられるものと考えている。



想定される用途・業界

繊維の検査は国内数か所の検査機関において、繊維製

品生産者からの繊維製品が集められ、時間と人手を費や

し行われています。最近では検査をすり抜けるための加

工や、識別困難な獣毛を意図的に混ぜる例などがあり、

根本的な検査技術の開発が望まれています。

第１段階として、検査協会等において従来の検査精度と

本研究の手法の比較を行い、装置や分析手法に改良を

加えた後、第２段階として最大のニーズである繊維製品

生産者が自社の製品検査に用いることが可能な検査装

置を実現し、普及させることを想定しています。



実用化に向けた課題

繊維の検査機関および繊維製品生産者との連携により、

従来法による繊維鑑別が困難な事例を挙げ、識別が望まれ

る繊維種（混紡等に用いる繊維試料の実物）のテラヘルツ分

光データベースを再構築する。構築したテラヘルツ分光デー

タベースを基に、ニーズに合った繊維種を特定する識別プロ

グラムを構築し、本研究の検査方法の有意性を示す。

現在、操作環境（温度・湿度・浮遊塵）が制限され、大型化

している広帯域テラヘルツ分光器を、繊維種識別用に機能

限定し、オフィス環境で操作が可能で、小型かつ簡便な繊維

分析装置を構築する。
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