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Ⅰ．世界の繊維・テキスタイル動向
1．世界の主要繊維動向

東レの首藤です。本日は「東レのテキスタイル事
業戦略」についてお話しします。

はじめに、背景となる世界の繊維、テキスタイル
の動向を見ると、世界の主要繊維生産量は 20世紀
の後半から急拡大し、2014年には 8,700万t と過去
最高を更新しました。2020年に向けても引き続き

合繊を中心に拡大する見通しであり、21世紀も繊
維は成長産業であるといえます（図表1）。

また、2015年の織物・編物・不織布の素材別ミル
消費量では、織物が最も多く全体の 64％を占めると
推計され、2020年には 6,100万t まで拡大、編物は
2,200万t まで拡大します（図表2）。一方で、 不織布
は年率4％と高い成長を維持しますが、2015年時点

去る3月6日に、福井市のフェニックス・プラザ大ホールにおいて、東レ株式会社と株式会社東レ経営研究
所の共催で、繊維産業シンポジウム『北陸産地が目指す新しい方向性』を開催しました。当日は、一橋大学大
学院国際企業戦略研究科一條和生教授、マツダ株式会社金井誠太代表取締役会長、東レ株式会社首藤和彦取締
役の3人の講師にご講演いただきました。本号では、そのうち、首藤取締役の講演内容をご紹介します。なお、
一條教授、金井会長の講演内容については、弊社の経営情報誌『経営センサー』にてご紹介します。
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で織物・編物が全体の 86％と大半を占めますので、
さらにその先でも織編物が重要な素材であるといえ
ます。同じ 2015年ミル消費量の用途別では、衣料
用（生活雑貨含む）、家庭・インテリア用、産業用
のうち、衣料用が 57％を占め、最も大きな規模とな
ります。産業用は年率4％で成長しながら、2020年
には 2,400万t まで拡大すると予測されています。

織物・編物についての用途別・地域別のミル消費
量（2015年）では、衣料用、家庭・インテリア用、
産業用の各用途とも中国の消費が大半を占めます。
また、衣料用では 東南アジアとインドの合計が全
体の 30％程度を占めます。産業用では北米と西欧
の比率が高いといえます。

世界の主要国における衣料市場は、2020年には
152兆円規模となり、アジアを中心に 2013年比1.5
倍に拡大すると予測されます。また、国・地域別
で見ると 、西欧・日本は横ばい、米国および中国、
インドの新興国では拡大していく見通しです。更
に、中国、インドの 2013年の輸入・国産の内訳で
見ると、ともにほとんどが国産でまかなわれ、価
格帯別では、低価格帯よりも中高級市場が拡大す
る見通しとなっています。これらの新興国では、中・
高所得層の増加が進む中で、国産品の高度化は間
違いなく進んでいく一方、現在の欧米に見られる
ように、付加価値品の輸入も拡大していくと考え
られます（図表3）。

出所：東レ（株）

続いて貿易動向を見ると、2013年の世界のテキ
スタイル輸出額は約1,200億ドルで、うち 68％をア
ジア太平洋地域が占めています。中でも中国の輸出
額は 2000年から 2013年で約6倍に拡大して最大規
模となっており、今や縫製のみならずテキスタイル
でも大国となっています。西欧は、EU域内貿易な

どの活用もあり一定規模を維持、北米や日本は 13
年間で 2割ほど減少しています（図表4）。

またアジアでは、衣料用の汎用品を生産する大規
模のメーカーが多く、欧州ではファッション中心の
天然繊維テキスタイルや、産業用テキスタイルに特
化、米国では軍需・航空産業向けなどの産業用テキ
スタイルが中心です。メーカー各社は、それぞれが
特長を活かしたビジネスモデルで生き残っているの
が現状です。

出所：東レ（株）

2．日本のテキスタイル動向
続いて、日本のテキスタイル動向を素材別生産量

から見ていきます。図表5 は、織物と編物について
2000年、2013年の生産量を示しますが、織物・編
物とも減少する中で、合繊のウェイトは、ますます
高まっています。同様に、ここ北陸産地のウェイト
が高まっており、それぞれ 46％、49％と日本を代
表するテキスタイル産地となっています。取引形態
別ではチョップ比率が、2009年の 60％から 2014
年には 43％となる一方、自販は 18％を占めるに至っ
ています（次頁、図表6）。

出所：東レ（株）
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出所：東レ（株）

また、合繊テキスタイルの貿易について見ると、
合繊長繊維織物の輸出は、2000年から 2013年にか
けて数量・金額ともに減少していますが、中国向け
持帰りが半分前後を占め、純輸出の落ち幅が大きく
なっています。その一方で、輸入は 2 ～ 3倍に増加
しています。

合繊編物は、輸出の数量は伸びてはいますが、金
額が大きく落ち込んでいることから、価格ダウンの
傾向と考えられます。ただ、輸入は踏みとどまって
いますので、国内生産でしっかりまかなわれている
ことが分かります（図表7）。

出所：東レ（株）

こうした中、日本製のテキスタイルは ISPO展で
さまざまな賞を受賞したり、Premiere Vision展や、
昨年、欧州以外の国として初めて出展した Milano 
Unica展で高い評価を得ています。これらは、欧米
市場での、日本のテキスタイルへの期待がこれまで
以上に高まっている証しと考えます。

更に、日本を取り巻く経済連携の動きを見ると、
現在交渉中、あるいは発行済みの FTA が広がって
きています。TPP や日EU、日中韓、RCEP など
新興国・欧米を含む重要な市場との広域経済連携

が進みつつあり、自由貿易化、グローバル供給化へ
の対応は、今や不可欠となってきています。

Ⅱ．東レグループ 繊維事業　基本方針と事業戦略
1．繊維事業の概要　繊維事業の強み

はじめに、当社の繊維事業の 3 つの強みについ
て説明します。第1 は「技術開発力と多彩な商品群」
です。糸綿では、ナイロン・ポリエステル・アクリ
ルの基幹素材はもとより、フッ素・PPS繊維といっ
た高機能素材や、3GT、バイオナイロン、バイオポ
リエステルなどバイオマス繊維まで幅広く展開して
います。テキスタイルでは、紡績・糸加工から、染
色・仕上での幅広い高次加工技術と商品設計や、評
価・基準ノウハウを蓄積し、保有しています。

第2 は「絶え間ないビジネスモデル改革」、サプ
ライチェーン革新です。時代とともに変化する市場
へ対応しながら、ビジネスモデルを改革していくこ
とで、糸綿のファイバー事業から、糸綿・高次一貫
のテキスタイル事業、さらには、縫製品までの一貫
型ビジネスモデルへ発展させることで、お客様のさ
まざまな要望への対応を可能にしています。

第3 は「グローバルな事業展開」です。当社グルー
プの生産能力は、糸綿で年間100万t、海外のテキ
スタイル生産は年間7億m、三大合繊生産能力では、
世界第10位、合繊テキスタイル生産能力では、国
内の委託生産と合わせると世界第1位、さらに、合
繊をベースとした繊維事業売上高でも世界第1位と
推定しています。このようなグローバルな事業展開
の中で、当社の基本的な考え方は、「グローバルな
規模で、持続的な成長サイクルをまわす」というも
のです。国内拠点をマザー工場と位置づけて、新製
品開発、先端素材の生産拠点とし、今後もしっかり
と維持・強化していくことが重要と考えています。
製品のコモディティ化が進んできた場合には、需要、
コスト競争力などの観点を踏まえた上で、最適な海
外拠点で生産し、さらなる事業拡大を図ります。こ
のようなグローバル経営で得た利益を、国内マザー
工場における次なる研究・技術開発に再投資し、そ
こから創出した素材を産地の皆様に供給する責任
を果たしてまいります。

これら「技術開発力と多彩な商品群」「サプライ
チェーンへの対応力」「グローバルな事業展開」3
軸の要素を自在に組み合わせながら、ソリューショ
ンを提供していく、これが世界で唯一の ｢3次元事
業展開のビジネスモデル｣ です（図表8）。
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出所：東レ（株）

2．繊維事業中期経営課題（2014～ 2016）
当社は、中期経営課題 “AP-G 2016” における繊

維事業の基本方針、「基幹事業として収益体質の更
なる強化」と、「成長分野・地域でグローバルな事
業拡大」に基づき、国内外の当社グループの総合力
を活かしたグローバルな事業連携を進め、糸綿／テ
キスタイル／製品一貫型のグローバルSCM と戦略
素材のバリューチェーンから付加価値を創造する世
界唯一のビジネスモデルの深化に取り組んでいま
す。2014年4月には営業ラインにグローバルSCM
部門を立ち上げ、戦略的ローテーションも進めなが
ら、人材育成・強化にも取り組んでいます（図表9）。

出所：東レ（株）

図表10 は “AP-G 2016” における繊維事業の主
要課題です。この主要課題に取り組んでいくことで、
2016年度には、連結ベースで売上高1兆円近傍、
営業利益では 700億円超を目指していきます。

出所：東レ（株）

Ⅲ．東レテキスタイル事業における取り組み
1．テキスタイル事業の体質強化

続いて、当社テキスタイル事業における取り組み
について紹介します。当社のテキスタイル事業の体
質強化には、国内産地の高次加工基盤強化が非常
に重要です。産地企業との開発・生産面での連携
強化などに取り組み ､当社のテキスタイル事業を支
える世界最高水準の高次加工基盤の維持・強化を
図る必要があると考えています。また、東レ合繊ク
ラスター活動の強化とその支援にもしっかりと取り
組み、産地全体の活性化も図ってまいります。

生産面での連携強化については、「発注･納期情
報連携強化」も重要な課題です。「情報共有基盤の
構築」「テキスタイル業務の標準化･効率化」など
を目的に、現在 “TECSⅡ” のシステムを運用して
いますが、このシステム環境を十分に活かせていな
い面もあり、産地の皆様と一体となって、“TECSⅡ”
の完成度を上げる必要があります。さらに “TECS
Ⅱ” の改訂版の運用を実現させることで、すでに構
築済みである当社グループの縫製品受注システム
を連携させたテキスタイル・縫製品受発注システム
にしていきたいと考えています。そしてこのシステ
ムをさまざまなユーザーへ展開し、縫製一貫型のビ
ジネス構築を加速させ、さらなる事業拡大に結びつ
けていく流れをつくりたいと考えています。　

2．成長分野での事業拡大
（1）グリーンイノベーション（GR）プロジェクト

次に、成長分野での事業拡大として取り組む GR
プロジェクトの重要アイテムであるバイオマス素材
を紹介します。当社は、基幹素材であるポリエステ
ルとナイロンのバイオ化を積極的に進めており、ポ
リエステルでは EG をバイオ化した部分バイオ
PET を立ち上げ、さらに、PTAバイオ化の研究・
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開発を積極的に進めることにより、完全バイオ
PET の早期事業化を目指しています。

バイオマス素材は統合ブランド “ecodear” として
現在展開しており、その中で部分バイオPET を活用
した主な取り組みを紹介します。スポーツ用途では、
環境意識が高くブランド力のあるグローバルスポー
ツアパレル向けの採用が始まり、一例として 2月に
開催された東京マラソンのスタッフジャンパーに 2
年連続で採用されました。ユニフォーム用途では、
部分バイオPET のグリーン購入法への適用が開始さ
れたことをきっかけに、体育着、および作業服向け
に採用されました。今後、現在進めている部分バイ
オPET を幅広い用途に向けて、グローバルに事業
展開を加速させ、並行して、完全バイオPET の事
業化を世界に先がけて進めていきます（図表11）。

出所：東レ（株）

（2）ライフイノベーション（LI）プロジェクト
LIプロジェクトではヘルスケア分野やメディカ

ル分野など、さまざまな製品を幅広く展開していま
すが、代表的なものに “hitoe”（ヒトエ）を活用し
たサービス展開があります。

スポーツにおける健康管理を目的としたサービス
では、ウエア型のトレーニングデータ計測用デバイ
スとして、株式会社ゴールドウインとのコラボレー
ションにより商品化され、2014年12月に発売され
ました。ウエアは、東レと NTT が共同開発した機
能性素材 “hitoe” を使用、取得したデータを NTT
ドコモが提供するアプリで管理する仕組みとなって
います。

また、作業者の体調や、高齢者や入院患者の健
康状態などを管理する生体センシングウエアと、そ
のウエアを活用したサービスの開発を目指してお
り、今後、幅広い用途に向けて “hitoe” を活用し
た健康管理サービスをグローバルに展開していきま

す（図表12）。

出所：東レ（株）

3．糸綿/テキスタイル/製品一貫型事業の拡大
また、現在の市場環境は決して楽観できる状況で

はなく、当社は単なる素材売りや縫製品事業だけで
はなく、当社の強みである素材の研究・開発・生産
技術を活かすための糸綿／テキスタイル／縫製品
一貫型のグローバルサプライチェーンマネジメント
を強化することが必要と考えています。ここでは「欧
米アウトドアスポーツ向けグローバルSC の構築」
の取り組みについて紹介します。

世界のスポーツアパレル市場は、2013年の 14兆
円から 2016年には 17兆円に拡大、そのうち欧米が
12兆円規模と全体の 75％を占めると予想されます。
この成長市場である欧米アウトドアスポーツ市場に
おいて、高機能・高品質を求める欧米トップブラン
ドに対し、これまでの生地販売にとどまらず、当社
の素材、縫製の強みを活かせる縫製品までの一貫型
での展開へと強化しています。

既存サプライチェーンでは、生地販売の面でしっ
かりと取り組んでいましたが、新しい素材開発と、
当社がもつ縫製技術を活かした素材／縫製一貫型
のワンストップ対応を進めることで、新規サプライ
チェーンを構築しています。このようなトップブラ
ンドでの採用が進むことで、当社の独自オペレー
ションでの訴求力をますます高める流れをつくり出
します。このようなトップブランドでの採用実績が
シャワー効果となって、ボリュームブランド、さら
にはスポーツカジュアル、SPA にまで波及効果が
期待でき、そこでもトップブランド同様に新規サプ
ライチェーンを構築し、さらなる量的拡大を図って
いくことを狙っています（図表13）。
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出所：東レ（株）

4．輸出の再強化
国内市場の成長が大きく期待できない中で、輸出

拡大も非常に重要な課題です。新興国での中高級
品市場の拡大、また、欧米でも日本素材の良さが評
価されていることから、当社としては、日本の高品
質素材を求める海外市場に向けて輸出を再強化し
ています。そのための課題を 3点説明します。

（1）海外生産・商事会社との連携強化
輸出ビジネスが縮小した原因の 1 つとして、過去

の輸出減少とともに、輸出事業に携わる人材が少な
くなったこと、また、海外顧客に対するきめ細かな
対応ができなくなっていることが考えられます。そ
こで当社では、輸出再強化のため、輸出ビジネスに
携わる人材を増強し、現地人材を育成しています。
日本と現地人材ともに、グローバルで戦える集団に
していくことで、現地商事会社の企画・提案力を磨
き、アジア市場、欧州市場、米国市場の 3市場に向
け、国内外が連携し一体となって、ユーザー対応力
を強化していきます。

　
（2）差別化素材のブランド戦略

提案力のベースとなるのは、素材の力であり、素
材力を高めるためのブランド戦略も大変重要な課
題です。ファッションでは、Premiere Vision展、
Milano Unica展等の海外展示会へ出展し、“PRIDE 
of GOUSEN” を冠ブランドに、合繊素材の高い質
感を訴求しています。

スポーツでは、素材ブランド戦略により個別素材
の機能性を訴求しています。ISPO展、Outdoor 
Retailer Show などの海外展示会では、欧米トップ
ブランドとタイアップした巨大広告などインパクト
ある仕掛けにより、素材の機能性を積極的に発信し
大きな注目を集めています。また、イベントへの素

材提供なども通じて、ブランド価値を高める取り組
みもさらに強化しています（図表14、15）。

出所：東レ（株）

出所：東レ（株）

（3）素材から縫製品までの供給体制の構築・強化
テキスタイルでの輸出強化と並行しながら、当

社グループで保有している縫製拠点と結びつけ、
グループが一体となって、グローバルに戦える開
発・生産・販売チームをつくり上げ、一貫型サプ
ライチェーンの構築へ向けた取り組みも進めてい
きます。

5．新たな仕掛けによる顧客・用途開拓、市場創造
当社テキスタイル事業が持続的に拡大していくた

めには、上記の 4 つの取り組みに加え、新たな仕
掛けによる顧客開拓、用途開拓や市場創造が必要不
可欠と考え、さまざまな取り組みを進めています。
ここでは「新たな販売チャネル構築による需要の掘
り起こし」「新たなグループ連携による提案力強化」

「新たな発想による用途開拓、需要創造」の 3 つの
取り組みについて紹介します。
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（1）新たな販売チャネル構築による
需要の掘り起こし

日本のアパレル市場では、近年、セレクトショッ
プや駅ビルなど新興アパレルが台頭し、アパレル販
売チャネルが多様化しています。最先端のファッ
ショントレンドが重要なアパレル業界において、こ
れまでのわれわれの活動範囲では、真のトレンド情
報収集力が低下し、企画・開発力に支障をきたす状
況となってきていました。この問題を解決するため、
活動範囲を拡大し、新たに百貨店・専門店アパレル、
セレクトショップ、そして新興アパレルといった川
下へのダイレクトアプローチを開始しました。情報
収集力や提案力を強化していくとともに、これら
ユーザーへの新規のダイレクト販売や情報網を構
築していくのが狙いです。現在の取組先である商
社・問屋とも、しっかり情報を共有しながら、相乗
効果を図っていきます。これらの活動は、テキスタ
イルビジネスの販売チャネルを広げ、需要を掘り起
こすための新たな仕掛けです。

また川下へのダイレクトアプローチの一貫とし
て、新たな展示商談会、｢PRIDE of GOUSEN －
Material Salone－｣ の開催を始めました。この
｢Material Salone｣ は、これまでの当社の展示会と
は全く異なるもので、タイムリーな企画・提案を目
指し開催時期をユーザーの企画間近まで引き付けた
タイミングとし、会場もこれまでとイメージを一新
し、南青山にあるイタリアンレストランと、スペイ
ン王室御用達のチョコレートショップ・カフェにし
ました。非常に落ち着いた雰囲気の中、多数のお客
様にご来場いただき商談を行うことができました

（図表16）。
今後とも、このようなダイレクトアプローチの展

示商談会を継続して開催することで、新規ユーザー
開拓に向けた仕掛けや機能を強化していきたいと
考えています。

出所：東レ（株）

（2）新たなグループ連携による提案力強化
2 つ目の課題では、ボトム用途向けでの国内グ

ループ会社A社との取り組みを紹介します。この
用途では、従来当社および A社が別々に事業活動
を行っていましたが、当社事業部にとっては、縫
製品での提案力強化が課題でした。一方、A社は縫
製ノウハウに強みはもっているものの、A社単独で
はユーザーや用途が限られてしまうことが課題で
した。

そこで、A社の社員が当社に逆出向し、当社素材
と A社縫製ノウハウを活用した商品企画・開発・
提案を両社共同で行うという新たな取り組みを開
始しています。この人事交流により、当社事業部は
A社の縫製ノウハウを活かし、ボトム用途での素材
/縫製一貫型での企画・提案力が強化され、A社に
とっても当社素材を活用して商品バリエーションが
広がるだけでなく、当社サプライチェーンを活用し
て大手小売等への新たなビジネスが構築できるな
ど、互いにとって、非常にメリットの大きい取り組
みといえます（図表17）。

今 後は、国 産 表 示｢Japan Technology｣「J ∞ 
Quality」も活用したプロモーションで提案力をさ
らに高め、グループとしてボトム用途での事業を
拡大し、中長期的には欧米カジュアル用途等への
輸出拡大にもつなげていきたいと考えています。

出所：東レ（株）

（3）新たな発想による用途開拓、需要創造
3 つ目の取り組み課題では、日々の業務と並行し

て、テキスタイルの若手営業層を中心に、所属部署、
担当素材や用途の垣根を越えた ､新たな発想による
用途開拓や需要創造への取り組みを行っています。
ここでは「合繊ビジネスシャツによる新たな市場創
造」「非衣料分野拡大による大手GMS との取り組
み強化」「安全基準作りによる新たなユニフォーム
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需要創造」の 3 つの取り組みについて紹介します
（「非衣料分野拡大による大手GMS との取り組み強
化」「安全基準作りによる新たなユニフォーム需要
創造」については割愛）。
「合繊ビジネスシャツによる新たな市場創造」の

取り組みでは、「圧倒的に綿の市場であるビジネス
シャツ市場を合繊で置き換え、新しい需要・市場を
創造できるはず」との仮説をたて、消費者であるビ
ジネスマン3,000人以上にアンケートを実施しまし
た。その結果、消費者はデザインや価格に加えて、
形態安定、汗処理や、通気性などの機能性への要
求が高いことが分かりました。仮説どおり市場性有
りと判断し、スポーツ用途向け高機能素材を応用展
開すべく商品開発に着手しました。

例えば、織物の場合、3GT繊維を使用したどの
方 向 に も 伸 び る 4WAYス ト レ ッ チ 素 材
“FlexSkin ＋” を活用し、軽くて着心地も良く、ス
リムなシルエット素材を開発しました。さらに、宇
宙船内服開発技術を応用した “MUSHON” 加工で
耐久性のある高い消臭機能をプラスしています（図
表18）。

出所：東レ（株）

編 物 で は、 同 じ く 3GT繊 維 を 使 用 し た
“FEELFIT” と特殊な編組織による “フィールドセ
ンサー秒乾” の組み合わせで、優れた吸水速乾性や、
ストレッチによる快適性、さらに UVカットまで兼
ね備えた素材を開発しました。開発品は、従来品と
比べて汗を素早く吸水、拡散し乾燥できる、機能的
で素晴らしい商品となっています（図表19）。

出所：東レ（株）

これら開発商品は、すでに量産化されさまざまな
チャネルを通じて販売中です。百貨店向けには、合
繊シャツの機能性や価値を評価された専業メー
カーとの取り組みを強化、ロードサイド向けには、
グループでの素材／縫製品一貫での提案で取り組
みを進めています。今後も、合繊の強みを活かした
ビジネスシャツをさらに継続開発して、需要を喚起・
拡大していく計画です。
「新たな仕掛けによる顧客・用途開拓、市場創造」

の取り組みをまとめますと図表20 の通りです。最
初の 2 つは、従来の用途をさらに深掘りして事業
拡大を図る取り組みであり、最後の 1 つは、新規
用途拡大や市場創造を図る取り組みです。いずれ
も、当社の強みである合繊素材に立脚したものであ
り、絶え間ない市場・需要の創造こそ、当社テキス
タイル事業の持続的成長を支えていくものと考えて
います。

出所：東レ（株）

Ⅳ. テキスタイル事業の方向性
当社のテキスタイル事業の方向性に関して、まず

重要なことは、今まで述べました通り、世界の繊維
は成長産業であり、広域経済連携による自由貿易化
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やグローバル供給化が一層進むこと、新興国を中心
とした中高級市場が拡大する中で欧米のテキスタイ
ルプレーヤーは、天然繊維テキスタイルや産業用テ
キスタイルに特化している現状があることです。こ
のような状況下、日本のテキスタイル、特に衣料用
合繊テキスタイルには、間違いなく世界の市場から
期待が高まっています。今こそ、機能性、高い質感
を武器とした日本の高付加価値テキスタイルをグ
ローバルに発信していく時であると確信します。

そのためにはまず、世界に通用するモノづくりが
重要ですが、北陸を中心とした日本の高次加工基盤
なくして、日本のテキスタイルのモノづくりは考え
られません。海外でできるものはどんどん外へ流れ
ていくことを常に念頭に置いて、他国ではまねでき
ない、高付加価値のモノづくりが求められます。糸
加工・織編・染色加工に至る各工程が連携し、テキ
スタイルの力 ‘テキスタイル力’ を発揮したモノづ
くりを維持・強化する必要があります。

従来のモノづくりの壁を越えた新たな開発領域
へ挑戦するためには、産地間連携などの新たな取り
組みを強化する必要があり、さらに ‘モノづくり’
だけではなく、テキスタイルの価値を最大限に引き
出す商品企画を強化するため、有力顧客とのパート
ナーシップなど、バリューチェーンの構築が今後も
非常に重要です（図表21）。

出所：東レ（株）

また、テキスタイル力によるモノづくりだけでな
く、出口を意識した活動も求められます。そういっ
た意識をもって、用途開拓、素材作りや、ブランド
でのアピールを進め、これまでの発想から脱却し、
新たな仕掛けを自ら発想して市場を創造すること、
これまでの延長では生き残っていけないと考えるこ
とが必要です。

ぜひとも、北陸産地の皆様からも、これまでのモ

ノづくりや、当社との取り組みにこだわらない、新
たな発想、アイデアをどんどん出していただきたい
と思います。そして一緒に議論し、アイデアを共有
し、この新たな仕掛け作りを大きな流れとすること
で、皆様と共に、グローバルに市場を創造してまい
りたいと思います（図表22）。

出所：東レ（株）

以上述べました、大きな方向性は、まさに東レ合
繊クラスターの宮本会長が、昨年6月の定時総会の
場で、就任のご挨拶として打ち出された 3 つのメッ
セージとも方向を一にするものです。宮本会長は、
中山前会長が築かれたクラスターの基盤と出口戦
略をしっかり踏襲しつつ、3 つの方向性を打ち出さ
れました。1 つ目はグローバルな活動の強化であり、
素材の力を活かしたグローバルなサプライチェーン
構築の必要性です。2 つ目は、クラスター活動の連
携の多様化であり、これは垂直方向の連携のみなら
ず、水平方向含めた幅広い連携の重要性です。3 つ
目は、クラスター活動の用途展開の進化、深化であ
り、これはすなわち用途を掘り下げ、拡大し、新た
な仕掛けを通じて市場創造を実現していく道筋で
す。日本を代表する合繊テキスタイル産地である北
陸の皆様と、こうした日本のテキスタイルの大きな
方向性、ベクトルをしっかり合わせ、そして力を合
わせて、共に進んでいきたいと思います。

本日お話しした多くの課題に立ち向かい、当社は
今後もテキスタイル事業の拡大に全力で取り組ん
でまいります。そして皆様と共に日本の合繊テキス
タイルの価値を飛躍的に深化させ、グローバルに市
場を創造してまいります。ぜひ、皆様と一緒になっ
て、厳しい事業環境を乗り越え、世界に冠たる北陸
産地の復権に取り組んでいきたいと思います。

ご清聴、誠にありがとうございました。


