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今日は思い出深い旅立ちの日

皆さんこんにちは。多分東レさんの講演会で、こ
んな話を聞くのは初めてやと思います。
ちょうど 52 年前の今日（昭和 30 年 3 月 9 日）、晩

の 7時 36 分に私は愛媛の田舎を出て、大阪へ出発し
た日なんです。明日で靴下に触ってきっちり満 52 年
になります。今日は僕には本当に記念すべき日なん
です。そんなわけで、皆さんにお話しできるという
ことに喜びと縁

えにし

を感じます。
中学校を卒業して大阪の靴下屋に入りました。今
でこそ、こういうふうに標準語で話していますけど、
その当時は伊予弁が抜けんので、大将が「これでは
営業に使えんで、商品を作るほうに行け」と言われ
てしまったんです。それから僕の無茶苦茶な会社人
生が始まりました。商品部で大将とか番頭さんが
「こういうものを作ってこい」と言われた通りに帳面
に控えて、オウム返しで工場に行き、「こういうもの
を作ってほしい」と言うてくるんです。それで帰っ
たら、もうサンドバックの代わりになりよったんで
す。言われた通りのことをオウム返しで言うとるの
に、持って帰ったら何で叩かれとるか分からへん、
「こんなもん作りやがって」と言われてしまう。もう
叩かれるのが怖くて、一生懸命で靴下の研究もしま
したんやけど、やっぱりうまくいかんでした。

生産量と販売量をマッチさせろ

僕が丁稚のときに一番苦労したこととは予測が当
たらないこと。当時靴下は一点物を作るのに 300 デ
カ（デカ＝ 10 枚）、3,000 枚がいわゆる最低ロットや
ったんです。「これは売れる」と思うものは 500 デカ
作ったりする。要するに 300 デカは最低なんで、500
デカ作ったり、これは 600 デカ作ったりするような
ことをしよったんだけど、予測が全然当たらなかっ
たんです。
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タビオ株式会社　代表取締役社長

越智 直正（おちなおまさ）
1955 年愛媛県東予市修誠中学校卒業、キング靴下鈴鹿商
店（大阪）入社。1968 年靴下卸売業「ダンソックス」創
業。1977 年株式会社ダン設立、代表取締役社長就任。
1984 年「靴下屋」をフランチャイズ方式で全国展開。
1988 年フランチャイズチェーン全店に POS を導入。1992
年協同組合靴下屋共栄会設立、2001 年英国子会社 DAN-
SOX UK CO,. LTD.設立。2006 年社名をタビオ株式会社に
改称（TABIO ＝ The Trend And the Basics In Order）。
現在に至る。「私たちは世界一の靴下総合企業を実現しま
す」をビジョンとする。

東レ株式会社・（株）東レ経営研究所共催　繊維産業シンポジウム

『北陸産地の復権を目指して』

特別レポートⅠ

去る 3月 9日に、金沢市の石川県立音楽堂コンサートホール（2階）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『北陸産地の復権を目指して』を開催しました。当日は、タ

ビオ株式会社の越智直正代表取締役社長、ノーツ株式会社 田山淳朗常務取締役、東レ株式会社 武田敏之取締

役の 3人の講師に、それぞれの視点からの競争力強化に向けた提言として講演いただきました。本号では、

そのうち、越智社長と武田取締役の講演内容を、また次号では田山常務の講演内容をご紹介いたします。
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自分で一生懸命考えるんやけど、それでも全然当
たらなかったんです。また、売れても叱られる、残
っても叱られるんです。売れたら「お前の頭が悪い
から一冬売れるものが 10 月の中頃で売り切れてしま
った」とか。当時はうちみたいな小さい会社は、工
場が完全な専属ではなかったんで、同じ機械に 2 軒
も 3 軒もの問屋から注文を受けます。売れたからと
いって注文出していたんじゃ遅かったんです。もう
1 回増産するということはできなかった。結局、先
に売り切れたら、「要するにお前の見通しの甘さで、
これだけ本来儲かるはずやったのになくなってしも
た」。残ったら「残品を作りやがって、わしはお前に
商品を作れと言った。越智、ええか、『残品』と『商
品』は根本的に違うんやぞ」とね。
僕は 13 年丁稚生活しとったんですけど、昔丁稚さ
んというのは、大晦日に年に 1 回だけ、除夜の鐘が
鳴りだしたころにボーナスをもらえたんです。しか
し、13 年勤めたのに賞与をもらったのは 5 回くらい
しか無かった。勉強代といって、赤伝が入っている
んですわ。要するに、「お前が作ったこの商品、何ぼ
の数が残っとる、これでうちは損をするんだ」と、
赤伝が入っている。

会社を辞めて独立、再スタート

そんな状態で、僕は昭和 43 年 2 月 2 日の朝に会社
に行って、抜き差しならん話になってしもうて、「も
うそこまで言われるんやったら、大将、僕は辞めさ
せてもらいます」と言うたんです。大将が「ほんな
らお前、銭もないのにどないにするんや」と言うか
ら、僕は「靴下が食わしてくれると思います」と言
うたんです。13 年くらいやったら、そのときは、自
分ではある程度詳しくなったと思っていたんです。
今考えたら、靴下の「くの字」くらいしか知らなか
ったんやけど、そのときは勢いでそういうふうに言
ってしまったんです。それがまた大将の逆鱗に触れ
て、2 人の部下を連れて出て行けと言われたんです。
退職金も何も無しに、突然クビになってしもたんで
す。
当時、貯金が 13 万円ありました。それを担保に、
田辺信用金庫という小さい金融機関で 33 万円借りた
んです。これがうちの会社の元金なんです。それか
ら商品を一生懸命作ったんだけども、靴下以外に頼
るもんがなかったんです。独立してからでも、やっ
ぱりその業界の最低ロット 300 デカというのは同じ
でした。
工場も受注しなかったら作らないという状態なの

で、あっという間に資金的に行き詰ってしまったん
です。28 歳のときに 13 万円で独立したのに、33 歳
のときに 7,000 万円の借金ができてしもたんです。
銀行は 1 円も貸してくれない、33 万円貸してくれた
だけ、あとは一切貸してくれない。商売やる人は、
借金のやり方も上手でないといかんのね。僕は借金
したときに、85 歳のある工場の社長が「お前、何で
そんな知恵があるんや、借金させたら天才やの」と
言われた。「お前が来たら、金を出さざるを得んなっ
てしまうんや」と。僕はそれでも、借金に行くとい
うのはずいぶん辛いことなので、知り合いのところ
に行こうと思ったときはドキドキしとったんやけど
も、車を運転してその家に向かい出すと、靴下のこ
とで頭が一杯やったんですわ。玄関に着くまでは、
もうあの靴下をこうやって、こういう靴下作らない
かんてね、もうそんなことばっかり考えよったんで
す。それで玄関に行くまではもう完全に、借金とい
う苦悩からは解放されとったんです。とにかく靴下
のことばっかり考えよったんやから。

高知の専門店社長との出会い

そんなことで商売を始めたんですけど、とにかく
銭がないんです。
ところがあるとき、高知のお客さん（A 社）がう
ちに取引をしてくれって頼みにきたんです。A 社の
社長が、「玉屋で聞いたんやけど、ごっつう靴下売れ
とるらしいな。おれとこも、おまはんとこの靴下売
らせて欲しいんやわ」と言うんです。それで社長に
「高知に行くには電車賃がおまへん。電車賃があった
ら京都と神戸くらいは行きたいと思うてまんのや。
それが、そこまで行くお金も無いんですわ。もう食
うのに精一杯ですね」とはっきり言うたんです。ほ
んなら、「現金で買うて帰る」ちゅうから、「あんた、
フォローはどういうふうにしますねん」と言うたん
です。
靴下というのは、例えばアソートとなったら 1 点
で 5、6 色の色がつきます。そのうち売れる色と売れ
ない色とが極端に出てくるんです。もしフォローを
うまくしなかったら、店頭は残品ばかりです。とい
うので、「店頭の在庫がつかめないようなことで商売
はできない。とにかく店頭がどういうように売れた
かというのを、きちっとつかんでしまわなかったら、
商売なんか危のうてできしませんがな」とはっきり
言うたんです。「社長さん、せっかく来てもらいまし
たけど、なんぼ現金で買うてもらってもね、わしが
作った靴下があんた方の店の中で、残品になって残
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った色ばかりが並んどると思うと、恐ろしゅうてよ
う売らん」と言うた。ほんなら「うちの店長が、仕
入れをする」と社長が言うんですね。「店長が 4万円
も 5 万円もする洋服を売るんなら、確かにちゃんと
売れた商品を覚えとるやろうけど、たかだか 400 円
か 500 円の靴下の何色がどういう風に売れたという
のは、覚えとるわけがない。だからそれは無理です
わ」と言っちゃった。ほんなら「月に 2 回ずつ仕入
れに来る」と言うたんです。それで僕は激怒したん
ですわ。「あんたうちの商品は売れとると言いながら、
月に 2 回くらい仕入れてフォローできると思うてま
んのか。うちの商品が売れとるっていうの、どっか
ら聞いたんや。うちは週に 2 回回っても、それでも
まだ品切れが起こっとる場合があるんや。それを月
に 2 回の仕入れで、どないにしてそのフォローがで
きますんや」と僕は言うたんや。
そしたら社長が「わしもなぁ、現金で買うって言
うて、売らんと言うたのお前が初めてや」と言うた。
ほいでね、「いや社長さん、わしお金だけやったら欲
しいんですわ。たとえ 10 円でも欲しいくらいなんで
すわ。銭は欲しいけど、残品が店頭に残るちゅうこ
とについては、やっぱり自分の性に合わん」と言う
た。そしたら社長が、「おまはん変わった奴やのお。
何とかおまはんが気に入る方法で、うちとの取引を
できるように考えてくれんかな」と言ったんですわ。
それで僕は「分かりました」と言うてしもたんです。

男の約束、執念で果たす－パン屋の発注システム

さあ、大変。中国の故事に、大国から攻められそ
うな小国の王が、戦ったら絶対負けてしまうんで、
その大国の王を暗殺することを考える。それと見込
んだ男を呼んできて、「お前、暗殺してきてくれ」と
頼むと、男は「私はもう歳をとってしもたんで、し
くじるかも分からん。信頼できる男がおりますので
紹介します」と言う。数日たって若い男が風呂敷包
みを持って、「私が紹介された者です」と言う。紹介
した男のことを聞くと、「絶対に人に言わないという
約束をきっちり守りますと言っていました。実はこ
れが証拠です」と持ってきた風呂敷包みを開いたら、
男の首が入っとった。男の約束ってそんなもんなん
です。
したがって、僕は「分かりました」と言ったばか
りに一生懸命で考えた。なんぼ考えても、高知県に
ある店の売れ残りの在庫が分かる方法はなかったん
です。いろんな本を一杯読んだんです。皆さんも経
験があると思いますけれども、ハウツー物というの

は、読んだらだいたい後で“腹は立つけど、役には
立たん”でしょう。ろくなこと書いてないんやから。
一生懸命読んだけど、どこにも書いてなかった。
実は僕は日本喫煙協会の理事長をしているんです
が（笑）、あるとき近所のタバコ屋さんにタバコを買
いに行った。そしたらタバコ屋のおばちゃんが、パ
ンケースの後ろから「ちょっと待ってな」と言うた
んです。ほいで僕はタバコ屋の窓から見よったら、
パンケースの後ろで、「3、0、2、1、」と言うてるん
です。僕は「パーン」、電撃のごとく頭に来よったん
です。
不二家を買収した山崎製パンの発注システムだっ
たんです。それには、左側のコーナーにアンパンと
かパンの名前が書いてあるんです。その横に日にち
が入れてあって、上から数をアンパンが 3 個、メロ
ンパンは 2 個とか、パンの種類を言わんでも、数だ
け並べていく。要らないものは 0 と入れる。それで
発注システムにしているちゅうのが分かったんで、
僕はすぐにそれをやったんです。
それを表にして、最初に送った靴下の枚数を記入
する。お店と同じものを持つわけ。送った枚数をう
ちが記入して、残っとる枚数だけ調べてくれという
こと。僕は靴下の絵を書くの得意だったので、表の
横に絵を書いてね。こういう商品で、この商品は何
番、当時はカラー番号なんか無かったから赤、黒、
紺、白だとか書いていました。半年くらい経ってか
らその表を A 社の社長に商品と一緒にワンセット送
ったんです。「こういうやり方をやって下さい、御担
当者様」と書いて送ったら、社長から「あれ何や？」
という電話がかかってきたんです。「何言うてまんね
ん。わしは引き受けたもんやから、あれからもう必
死で考えましたんやで。今できる最高のものは、要
するにパン屋さんのシステム以外に無いんですわ。
残っとるもんだったら店長さんも分かるでしょ、売
れたものは分からんでもね、うちは残っとるもんさ
え分かったらええんですわ」と言うた。そしたら社
長さんが痛く感動してくれたんです。「おまはん、う
ちのためにあれからずっと考えてくれてたんか。俺
はもう忘れてしもとったが」と言うんです。僕は
「あんたようそんなこと言いますな。僕はあんたと約
束したばっかりに死に物狂いで考えましたんや」と
言いました。ほんなら、社長が「わし、友達がよう
けおるんや、知っているところを全部紹介する。う
ちも高知で 5 店舗やっているんで 5 店舗分すぐ全部
送ってくれ。現金はすぐ振り込むから、俺は友達関
係をすぐ紹介したる」と言うてくれはった。

特別レポートⅠ
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在庫調べがお得意さんの大きな負担に

ここ金沢に武蔵会館というのがあって、そこの B
社にうちの商品をユニットコントロールシステムと
いう名前を付けて、送っていたんです。ほんならど
こに行っても、「社長、偉いこと考えますな」と言っ
て、皆が尊敬して褒めてくれた。「1 週間に 1 回ずつ
フォローします、うちが電話しますんで、同じ表を
持っていますんで、「3、0、2、1」と上から順番に言
うて下さい、在庫の無いものは「0」と言うて下さい」
ということ。番号を飛ばさんといて下さい。何枚売
れたというのが、1週間に 1回ずつ分かるんです。
それでお得意さんが 174 店舗もできたんです。電
車賃が出るようになったんです。月に 1 回だけ営業
の者が在庫を調べに行くことにしたんです。僕は金
沢の B 社へ在庫を調べに JR の特急『雷鳥』で来た
んです。在庫調べしようと思うたら、店長が「ちょ
っと越智さん、話があるからこっちに来てくれ」と
言うんです。「ちょっと待っておくんなはれ、在庫を
調べてからやったらあきませんか？ 30 分もあったら
終わりますさかいに」と言うたんです。そしたら
「在庫やったらうちの女の子に調べさせるから、ちょ
っと喫茶店に来てくれ」と言われたんです。店長と
いろいろ話しよったら 2 時間くらいすぐ経ち、帰ら
ないかんから「店長、時間来てしもた。ちょっとま
た出直してきますわ。在庫表もろてすぐ帰ります」
と言って、店に戻ったんです。ほんなら女の子が 2
人、一生懸命在庫を調べとるんです。
僕はびっくりして「あんたたち今日忙しかったん
ですか？」と聞いたんです。ほんなら「いいえ」と
言う。「いいえって、何か途中で他の仕事しよりまし
たん？」と聞いたら、「いいえ、在庫ばっかり調べと
りました」と言う。それで僕は、一番怖かったこと
を聞いたんです。「いつもこんなに時間かかっとんで
すか？」と言うたら「はい」と言うたんです。これ
でね、僕はもうバットで叩かれたような衝撃を受け
たんです。こんな無理をお得意さんにかけとったら、
いずれこのシステムは崩壊すると思った。
それで僕は、これはえらいことになったと思って、
在庫調べをせんと在庫が分かる方法を考えないかん
となった。はよ帰らなくてはいけないと思って、雷
鳥の中で走ったくらい気合が入りましたんや。大阪
駅に着いて旭屋書店に飛び込んで、また本をあさっ
たけど、ありゃしませんのや。在庫調べをせんと、
全国にあるお得意さんの在庫が分かるような方法は
どこにも書いてない。一生懸命で調べたけど無かっ
たんです。

本屋のカードシステムに閃いた

あるとき、家の近所の小さい本屋に本を買いに行
ったんです。もうこれでなかったら、他のことを考
えないといかん、もうこれが最後だと思って、5 冊
くらい本を買った。そしたら本屋の兄ちゃんが本か
らパンパンと紙を抜いたんです。「お前、何するんや、
ボケ！これわしの本やないか、わしの本から取る
な！」と言うたんですわ。ほんなら「これは本屋の
ものですねん」と言ったんです。これで僕は分かっ
たから「もう要らん」と言おうと思ったんです。
要するに商品 1 つ 1 つに管理カードを付ける。品
番とカラー番号を打った管理カードを引っ付けてい
くわけで、売れたらそれをレジでとって送り返して
下さい、とやったんです。つまりカードシステムに
したんです。要するにカードが返ってきたらそれを
集計して、何が何ぼ売れたかというのはすぐ分かり
ますねん。
そしたら『商業界』か『ファッション販売』とい
う雑誌に 5、6 ページの記事になって、「小物雑貨、
究極の管理法」という特集記事が出たんです。日本
全国のお得意さん、専門店がわんさか来だしまして、
「取引をしてくれ。すごいこと考えたな。取引をして
くれ」と言って来たんです。
1週間に 1回ずつというのを、しょうがないから 1
週間に月火水木金土、昔は土曜までありましたんや、
土曜まで全部日にちを割って、おたくさんとこは金
曜日にしてくれますか、おたくは木曜日にしてくれ
ますか、おたくは火曜日にしてくれますか、と日に
ちを決めて、カードを送って下さいちゅうことで、
カードが来たやつを整理することになったんです。
ところが、カードがようけ来るんで整理がもう
追いつきゃしませんねん。営業の者が朝から晩ま
で、もう一生懸命に整理せないかん。集金は全部
振込みという条件だったから集金には行かなくて
よかったんだけど、カード整理をするのにもう大
変なことになってしまいましてね。その時分はど
んな会社になっていたかというと、営業の者が
「社長、すんまへんけど取引申込書ちゅうの作って
くれまへんか？」と言う。「何に使うんや？」と聞
くと、「毎日毎日こうお得意さんが来たら、うちら
もう仕事にならしませんねん。お客さんが来たら、
区役所みたいに受付で住所と名前と電話番号、連
絡先を書いてもらって、あとで検討させてもらい
ますと言って、一応帰ってもらったらどうでしょ
うか？」と言うねん。「お前そんなことできるか」。
それくらいだったんです。

中国、インドにも負けないモノづくり
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人海戦術からコンピュータに辿り着く

北海道から沖縄まで、取引先が 1,374 店舗ありま
した。1 週間に 1 回ずつフォローしていくのはもう
不可能。僕はあるとき、これはどうしようもないと
思った。1週間に 1回どころか、1カ月に 1回のフォ
ローができない。これはもう手のつけようがないっ
て、カード整理専門のパートさんを 4 人くらい採用
しましたんや。
あるとき、家に帰ってテレビをつけたら、今週の
ベストテンという歌謡曲番組があったんです。それ
を見たら、アナウンサーが万年筆みたいなもんを出
して、「それでは、ただ今からコンピュータに聞いて
みます。今週の第 3 位…」と言って、テレビの画面
をぽっと押さえるんです。そしたら歌の題名や歌手
の名前、得票数がぱっと出るです。これ見て、また
また僕は衝撃を受けたんです。わしは何という遅れ
た男やったんやと思った。コンピュータってこんな
便利もんがあるんやね。
あくる日会社に行って、「お前ら心配するな、わし
は勉強不足だった。今度、うちはコンピュータ買う
ぞ」と言うた。「コンピュータ買

こ

うたら、もうお前ら
がしよるような仕事は一切ないんじゃ」と言った。
大阪のマーチャンダイズマートでコンピュータシ
ョーがあったんです。誰も入っていなかった東芝の
ブースに行って、「兄ちゃん、お前んとこのコンピュ
ータで在庫分かるか？」と聞いたら「はい、分かり
ますよ」と言うたんです。「あ、そうか、よかった。
ほんなら、わし、こういうもんやけどな、明日適当
に見繕うて持ってきてくれるか」と言ったんです。
これ本当の話やで。その兄ちゃんは僕に後ろから何
か言いよった。けど「兄ちゃん、わしはこんな格好
しとるしな、もう格好悪いからな。コンピュータ持
って来たらそれでいいから、任せとくから」と、大
声で言うて帰った。
あくる日、若い兄ちゃんがうちに来たんですわ。
それで僕に「商品点数は何点くらいありますか？」
と言うんです。僕、顔色変わったんですわ。「何やて、
お前人をなめとんか、そんな企業秘密を何でお前に
言わないかんのや。お前はコンピュータを持ってき
たらええんや。何でお前、コンピュータ持ってきて
ないんや」と僕は言うた。そしたら「社長、ソフト
が要りますねや」と言うんですわ。「ソフトって、お
前、あれ電気で動くんちゃうんか」と言うた。ほん
なら「ソフトが無かったら動かないんです」と言う
んです。「ソフトなんちゅうものは要らんのじゃ。コ
ンピュータさえあったらええんだ」と言うた。

そしたら「ソフトが無かったら動かない」と言う
から、「天下の東芝が動きもせんような機械を売って
いるんか。お前、なめたらあかんぞ！」とわしは言
うたんです。ほんなら「社長、コンピュータはソフ
トが無いと動かないんです」と言う。「わしは東芝の
ソフトなんて聞いたことない。ソフトがどうしても
要るちゅうんやったら、わしは雪印か明治製菓にす
る」と言うた。これ本当の話やで。そしたら「社長、
何かお付き合いあるんですか」と言う。わしはつい
に頭にきてしもうたんや。「お前、コンピュータ持っ
てこんと、わしに喧嘩売りに来たんか？」と言うた
んじゃ。ほんならね、その兄ちゃんがフラフラと帰
ってしもた。
そしたらあくる日、年配のおっさんが来たんです
わ。「あの社長、雪印さんとか明治製菓さんとかいう
ところに、ソフトをお買いになるとおっしゃったと
聞いたんですけど、誰か相当懇意な方がおるんです
か？」と言うからね、「おっちゃん、またいちゃもん
つけに来たんか。もうな、わしがここに移ってきた
ときから、ずっと林のおばちゃんはソフト売っとん
じゃ。あれは雪印か明治製菓か、どっちかやと思う
ぜ」と言うたんや。そしたら「ソフトと申しますの
は、ソフトクリームとは違いますんで」と言うたか
ら、僕はびっくりした。「え、どないなもんでっか？」
と聞いた。そしたらそのおっさんがちょっと頭が足
らんのやね、図面書いて何か英語で言う。当時僕は
平野（大阪市）ではアラン・ドロンと言われとった
んやけど、「わし実は日本人や、日本語で説明してく
れ」と言うた。ほんなら、そのおっちゃんは、東芝
の社員やいうのに日本語ができんのやて。「わしは日
本語で教えてくれと言っているのに、日本語ができ
んちゅうて、どういうことや」と言うた。すると
「当社の常務が詳しいので、御堂筋の本社に来てくれ」
と言うんです。
僕は約束の日に正装して御堂筋の本社に行きまし
た。そしたら恰幅のええ常務が出てきまして、白板
にサッと書いたんです。最初に「入力」、そのあと 3
つくらい書きましたんや。4 つ目くらいから、その
常務が白板のところへ手を置いて、5 分くらい考え
ていますのや。もうわし呆れてしもて、この会社に
は馬鹿が揃っているんじゃないかなと思った。それ
で「せっかくお越しいただきましたのに、ちょっと
私勉強不足で、日本語で説明ができませんので、今
日のところはお引き取りいただけませんか」と言う
んです。そのとき「常務、東芝って、そんなアホを
集めてまんのか」言うた。ほんで僕は笑えてきたの。

特別レポートⅠ
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つまり、無知というのは、自分が無知だっていうの
を知らない人のことを無知という。自分が無知とい
うことを知っとったら無知やない。僕は本当に無知
やったから、ボロクソに言うて戻ってきたんです。
それでコンピュータを入れましたんやけども、シ
ステム担当が来ましたんや、「わしは、こういうこと
がしたいんだ」と、徹底的に言うだけやんか。「わし
は、こういうことをしたいんや、できるのかできん
のか」って。「やれません」と言うたら、「お前ボケ
か、アホか」と言う。「お前、ボケか、お前らシステ
ム担当なんていうのは、そんなもんできるんちゃう
か。お前らそれで銭もらっているのか」と、ボロク
ソに言うて、ほんならちゃんとできましてんや。
東芝が後日来て、「セールストークに社長のことを
使わしてもろたらいけませんか？」と言うから、
「え？ わし、そないにええこと言いましたかな」と
言うたら、その東芝のお偉いさんが、「“わが社のコ
ンピュータは、こういう社長のもとでも、このよう
に使われています。”と言わせてもろたらいけません
か」と言いまんねや。ハーバード大学からもケース
スタディに使わせてくれと言ってきました。経済産
業省も商務情報政策局というものができたら、すぐ
講演に来てくれと言ってきました。頭の賢さとは違
って、男というのは志さえあったらちゃんとできま
すねんや。

ファッション産業は知識集約型産業だ！

ファッションビジネスというのは、僕が若いとき
は労働集約型産業やと思ってましたんや。うちの靴
下なんかはその最たるものだと思っていました。な
んせ夜中も這い回っとったんやから。でもファッシ
ョンビジネスというのは、産業分類でいったら知識
集約型産業に属するんです。知識集約型産業の 3 大
産業といったら、航空機産業・コンピュータ産業・
ファッションビジネスというのが 3 大産業なんです
よ。
SPA とか SCMとか、ややこしいことを言うとる。
SCMを最初に知ったのは、東京の中小企業診断士と
いう連中が、「靴下の作り方について話をしてくれ」
と言う。京王プラザホテルへ行ったら、今日と同じ
くらい人が集まっていました。僕は“中小企業診断
士”という靴下屋ができたと思ってサンプルを一杯
持って、受付で「越智です。」と言うたら、「そうい
う方は参加していません」と言われた。それで僕は
「さよか」と言って帰った。ほんなら後ろのほうから
「センセー！」と言って、わしを追いかけてきたけど、

ちょっと拗
す

ねましたんや。「受付で越智っていうのは
登録していないと言われた。もう知らん」と言うた
んじゃ。「そないなこと言わんとお願いしますわ」て
ね。ほいで、講演会場に来たんです。
そして看板をみたら、「SCM について」と書いて
あって、その横に僕の名前が書いてある。それ見て
呆然として、「ちょっと主催者の方、すんませんけど
な、わし“について”は分かりますが、前の意味が
分かりまへんのや。あれ何のことですか。わし、靴
下の作り方について教えてくれというんで来ました
んでな、サンプル持って来ましたんやけれども、何
の話ですか？」と聞いたんや。そしたら「あれはサ
プライチェーンマネジメントのことです」と言った。
「そんな名前誰が勝手につけたんや。お前考えてみい、
自分のところに子供ができて喜んでおるときに、隣
のおっさんが飛び込んできて名前つけたらどんな気
がするんじゃ。勝手に名前をつけるな、うちはサム
ライチェーンだ」と僕は言うたんです。ほんならね、
皆さんみたいに、ゆっくり聞いてくれずに半分帰り
ましたわ。
次は、「コンシューマーレスポンスについて話して
くれ」ときたんです。コンシューマーレスポンスと
いうのは、通産省の山本庸幸課長がうちに取材に来
て、「コンシューマーレスポンス」という本にうちの
ことを書いていました。その本を僕のところに贈っ
てきてくれた。僕はその本を開けたんです、そした
ら全然分からんかったわ。コンピュータ担当にね、
「うちはこんなややこしいことをしてるんか？」と僕
は言うたんや。そしたら「社長がおっしゃることを
図にしたら、このようになります」と言うた。わし、
「コンシューマーレスポンスというのは、コーンとシ
ュウマイとレンコンとスッポンをミックスしたもん
です」と講演で言うたんです。ほんなら、また半分
帰りましたわ。

品物の微妙な違いが分からない中国進出メーカー

今、靴下業界でも皆中国に出て行って、日本で売
られている商品のうち国内生産はほとんどなくなっ
てきよるんです。わしは日本を裏切って中国に出て
行った連中を帰さない。最近、中国に出て行った連
中が、「中国に出て行っても儲からなくなった。社長、
どこぞ他に行くとこないやろか、インドはどうでし
ょうか？」と聞いてくるから、「お前アホか。お前ら
が行くところは冥土以外あるかいな」と言うとるん
じゃ。
わしは社員証に写真を貼ってまんのやけどな、ほ

中国、インドにも負けないモノづくり
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なら「社長、“ヨン様”と違いまっか」と言うからね、
「おまえ、わしと“ヨン様”とどこが違うんじゃ」と
言うとんや。今の日本の繊維業界なんか皆そうやな
いの。今の繊維業界に“ヨン様”とわしの違いが説
明できるやつがおるのかと。目や耳のデザインは一
緒でしょ。素材も一緒でんねん。言うとくけど、も
しかしたらわしの方がいいかも分からんのや。目の
大きさが“ヨン様”の方が大きいやんかと言っても
ほんの数ミリの世界なのよ。鼻の高さも数ミリの違
いなのよ、微妙にしか違やせんのよ。その微妙とい
うのが分からないような連中が中国に行っとるだけ
やないの。偉そうに言うな」と、わし言うんや。
日本人も情けない。日本から中国に出ている連中
に商品を作らしたら、まともな商品なんかよう作れ
へんやないの。“ヨン様”を注文しても、わしみたい
なもん作りよる。日本は圧倒的な優勢があるんです。
日本の生産というのは圧倒的な優勢があるんです。
今靴下業界でうちが一人勝ちやと言われとるのは、
日本で作っとるから一人勝ちなのよ。

“Made in Japan”はそれだけで立派なブランドだ

日本の靴下で“Made in Japan”というのは、世界
で冠たるものなんですわ。どれくらい冠たるもんか
と言うたら、うちがイギリスに店を出しましたんや。
C 社という一流百貨店が店出してくれって言うた。
日本のアパレル産業で、C 社の中に店を出している
のうちだけやないの。それで 1 年しかたってないけ
ど優秀やと言って、2 回も表彰もろとるやん。日本
の倍の値段で売っとんやで。繊維製品が“Made in
Japan”というのはブランドなんやで。そやろ？
うちは丸紅と一緒に上海に工場作った。3 足 1,000
円でまともなもんなんかできますかいな。微妙さが
分からんのやもん。微妙さが分からんちゅう奴にね、
“ヨン様”と僕との区分けができん奴が、映画監督で
きるかっていうの。そんな物作って、中国とかイン
ドに負けとるんだったら、皆はよ止めたほうがええ
のや。
今度中期経営計画で、中国出て行った連中を引き
回したろと思うとる。靴下業界でうちが 1 人勝ちや
と言われているけど、何もわしは、脅したりして買
うてもろてない。それだけの違いがあるんですわ。
日本人ももっと誇りを持たないかんわ。

陸海空（生産、販売、問屋・物流）の一体化で勝負

皆さんの中で、問屋から受注して、問屋にリスク
を持たせて商売やっとるちゅう人がおったら、しっ

かり頑張りなはれ。その問屋は必ず潰れます。今こ
そ日本人が、陸海空が、生産、販売、問屋・物流、
この 3 つが一体となって消費者と戦わなければいか
ん。一体になって戦うシステムを考えたら、日本く
らい圧倒的に優位なところはないんです。中国から
どんなに早く輸入したって 2 日かかります、通常は
1 週間かかるんです。日本のファッションビジネス
で 1 週間という格差って、どのくらいの格差がある
と思いますか。
その時間差を使えない、情報網を一切構築できな
い、今日 1 足売った靴下がどこの店で何色がなんぼ
売れた、1 足どこの店で売ったかというのが分から
ないようなやり方で、何であんた生産ができますん
や。昨日うちの作った商品が何枚売れたというのが
分からなかったら、どこかがリスクを持たないかん。
自分とこが持たなかったら、相手がリスク持つんや、
そしてリスクを持ったところは必ず潰れます。
うちが小売店に言うとることは、「必要以上の在庫
は絶対に仕入れてくれるな」ということ。「必要以上
の在庫は絶対持ったらいかんぞ。一週間分だ」と言
っている。うちは上場しとるから、決算書を見てみ
なはれ。繊維業界の中で、15 日で 1 回転しているの
うちだけちゃうか。「繊維業界の中では、タビオさん
ところが一番商品回転率が高い」と言われとる。
それは何故かと言ったら、うちはファッションビ
ジネスすなわち知識集約型産業をやっとるからです。
ハードウエアとソフトウエアが一体になって動けん
ようなやり方をやっていて、何で日本の国で商売で
きるんか。それがために問屋業・小売業が提供でき
るというのは、昨日何色が何枚売れたということが、
担当工場にスパッと情報が流れていくような時代に
しなかったら、工場のほうがリスクを持つことにな
ってしまうんじゃ。工場はその状況によって生産方
針を自由自在に変えていく、これが知識集約型産業
のやり方やないの。自分ところの作っとる商品が、
昨日何枚売れたかも分からんような、そんなずっこ
けた商売しとったら、ちょうど竹槍持ってアメリカ
と戦おうとした日本みたいなもんじゃ。
何で日本がアメリカに負けたか、それは情報戦。
そういうもんに銭

ぜに

かけずにどうしますんや。うちの
店と同じようなことをほかの店がまねする。でも全
然ついてこられへん。何でかというと、そういう情
報関係から物作りにいたるまで、全体が一体となっ
て戦ってないからね。製造と流通が一体になるよう
なシステムを組まんかったら、陸海空 3 軍がありま
っしゃろが、陸軍は小売店でんねん、空軍は我々で
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すねん、海軍は工場ですねや。この 3 つが一体なっ
てできるようなシステム組まんかったら、300 デカ、
これ何百デカ注文下さいと言いよるような状態では、
そりゃ中国のほうがはるかに安い。
まともな物を作れないような工場が中国と同じよ
うな物を作りよるんやったら、そりゃはよ止めたほ
うがよろしいわ。一番ええのはそれなんですわ。

商売は「術」ではなく「道」

今うちのシステム作ったら、100 億円かかると言
われている。日本の商品というのは、世界を相手に
戦えますんや。それを振り捨ててしもてね、愚にも
つかん術ばっかりを日本人が研究しだしたんや。い
ろんな販売の術とかよ、何とかうまいことやる方法
ないだろうかって。
うまいことやる方法なんてありますかいな。どこ
行っても、術ばっかりを研究しだしたんや。術とい
うのは人をかどわかすところがある。だから剣術で
も剣道と道がつかなかったら残らなかった。柔術で
も柔道という道がついて残っています。道のない奴、
商人として正しい商売やらない奴がね、テクニック
でやっとる奴が残るわけがないやんか。そんなこと
は歴史が物語っとるやないの。それを目の前のこと
をね、あたふたあたふた追いかけるような、「遠き慮
りなければ必ず近き憂いあり」や。
僕は丁稚のときとことん叩き込まれたのは、売れ
んとき頭抱えとったら、「越智、商売人は売れんとい
うことくらい恥かしいことなんぞ。お前のおかげで
儲からん、わしはもう世間に顔向けができん」と言
われよった。儲からないとか、売れないとか、景気
が悪いとかいうのは、自分の頭の景気が悪いんじゃ。
バブルが弾けたって言うていたやろ。あの連中の
顔見てみなはれ、頭がはじけとったやないの。もっ
ともっと自分の仕事に真剣になって、取り組んでい
かんかったら、陸海空をどのように形成するかとい
う問題や、自分ところで作った商品が何枚、どの店
で何枚売れた、どの地域ではこういう系統のもんが
きよる、という分析も何もできん、情報網もなんに
もできないような状態でね、ファッションビジネス
やるんやったらお笑いやわ。そんなことではファッ
ションビジネスやるような、何で知識集約型、当然
できませんわ。店頭と一体となって動かないかんや
ないの、作るほうが。問屋に負担もたせたら、問屋
が潰れるやないの。
今、Web POS というのが出てまんねん。うちは中
期計画立てるんやけど、これはリアルタイムに店頭

の状況が分かるんです。リアルタイムに生産体制を
敷くんです。こうやったら中国なんか手も足も出ん
よ。日本人はそんな安物買うほど貧乏じゃないんや
で。値段気にするのは商売人だけやで。皆さんの中
で、200 円の靴下と 100 円の靴下があって、200 円の
方が気に入っているんだけど、100 円の靴下しか買
えんちゅう人がいますか？ もっと言えば、靴下なん
かには全然興味がないという人もおるんよ。そうい
う人に対しては、「あんた何足靴下持ってまっか？」
と言うんです。「いっぱい持っとります」と言うんで
す。ほとんど数が分からんほど持ってんのや。その
くらい靴下ちゅうのんは売れまんのや。
ほいでね、「いっぱい持っていると言うけど、まん
べんなく履いていますか？」と聞いたら、ワンシー
ズンに 5、6 足の靴下をとっかえひっかえして履いて
いますねん。その 5、6 足の靴下というのがどういう
靴下かということを、わしは研究したに過ぎないで
す。そうですよ。
靴下なんてね、踵

かかと

がスパッと中に入る、踝
くるぶし

までね、
（演壇を降りて）これをこうやって縦にして、これが
スパッと中に入るね。それで、こう持ったらスパッ
とひっついとるね、そういう靴下を履かなかったら
身体に影響が出てくる。靴下で 200 円や 300 円倹約
して自分の命をすり減らすという、そんなアホはお
れへんやんか。嘘やないで。
靴下くらいで倹約しなはんな。靴下なんか小引き
出しに一杯くらい持っとるんです。それだけ売れる
ということなんです。わしは、履いてくれない靴下
というのは“屑下

くずした

”と言うとるんです。屑の下だと
言うとるんです。でも屑は放

ほ

かしてくれるんです。
“屑下

くずした

”は放かしてくれずに、箪笥の中にいつまでも
置いてある。履く靴下を作って売ってこそ、価値が
あるんちゃいまんの。やはり履いてもろた人にどれ
だけ喜んでもらえるかということが、商人

あきんど

の一番の
眼目と違うんかいね。くだらんブランドつけてね、
例えば、あの大きなデザイナーの名前付けて売っと
るアホがおるわね。
そういうふうに日本が、そういう術、術のところ
に入ってしもているの。そりゃあ救いようがないわ。
「ああ、あそこの靴下はええなあ、あそこのシャツは
着よいなあ、あそこのセーター着よいなあ、着ても
軽いなあ。」というふうなものを作って売っていくの
が、これが商売の本道と違いまんのか。高い安いな
んていつの時代もそうやで。消費者に対するとき以
外は、小売店とか卸や問屋を相手にする場合は常に
売る方が強いんや。買う方が強いことないんよ。買

中国、インドにも負けないモノづくり



繊維トレンド　2007.5･6 月号12

う方が強いような商売するからあかんのや。売る方
が強うなかったらあかんな。取引してくれ言うても、
嫌だっていうたら、泥棒にでも入らん限りとられへ
ん。売る売らんは、こっちに権利がありますのや。
がたがた言うたら売らんぞちゅうね。それくらいの
物作って商売やったらどうですねや。

売らない商売をするようになれ！

供給がものすごく早いスピードでできる状態にあ
るのにそれを活かしてない。値段だけで中国に負け
るとか、そんな情けない商売しとってね、だいたい
生き残るというほうが、わしはおかしいと思うわ。
基本的に頭の中切り替えなきゃいかん。奈良県で
もいまだにそういう靴下屋がおりまんのや。そうい
う奴は「いや、中国に値段で負けています」。日本人
をそこまで馬鹿にしたらあかんで。日本人は靴下で
倹約するほど貧乏人はおらんで。
僕が独立したときにこんなことがありましたんや。
ある大手の量販店に僕、売りに行ったんです。ほん
なら「越智さん、これは大手より高い」と言われた。
それで僕は、その MD に言った。「あんた、何をも
って高いと言うとんか」。そしたら「これは D 社や
ったら 800 円くらい、E 社やったら 700 円くらい、
何でダンが 900 円や」と言うんや。僕は「あんた、
D社とうちと、どっちが信用があると思いますか？」
と聞いたの。そしたら「D社や」言うねん。ほいで
ね「生産量はどっちが多いと思いますか？」と聞い
たら、「D社や」て言うねん。ほんならあんた、「う
ちが高いの当たり前やないの」と言うたん。「それで
うちが安かったらね、あんたら疑いの目で見ないか
んのとちゃうんか」と。「ものが悪いと、疑いの目で
見ないかんちゃうんか」と言った。
それから「商人を相手にするときに、値段が安い
とか高いとかいう基準は、たった 1 つしかない」と
僕はそのMDに言うた。ほんなら「それ越智君、教
えてくれ」と言われたから、「わし明日また教えるわ」
と言うたんじゃ。あくる日行きますと、「越智君、俺
もいろいろ考えたんやけどな、お前が言う高い安い、
商売人にとって高い安いちゅう基準点はたった 1 つ
しかないってそれ何や？」と言うたから、わし言う
たんですわ。「それはあんた、ようけ儲けて、数売れ
るやつが安いんや！ 数売れんと、儲からんやつは高
いんや！」と、商人はそれや言うんや。たったそれ
しかあれへんやないの。自信のある商品を作ってそ
れを提供していったらね。
値切るならなんぼ値切ってもかまへんやん。納品

しなかったらええのや。「売らん」ということが言え
へんかったらアパレル産業やっとって話になるかい
な。「うちは売りません」ということが「売る」ちゅ
うことよりもはるかに難しいんやで。「うちは売りま
せん」と言える会社にならんかったら、はっきり言
うてもう日本では生き残れん。「値段また値切られま
したんや、支払いも手形で 120 日でもろてまんねや」
なんて言っとったらあかん。現金やなかったら売ら
んぞ、それくらいの気持ちでやったらいい。

商品代金の自動引き落としの実施

僕が商品代金を自動引き落としにしましたんや。
お得意さんが、「社長、振込だけでもなかなか大変な
のに、自動引き落としちゅうのはきついんちゃいま
っか」と文句を言っているので、「文句言うとるお得
意さんに集まってもらってくれ」と言って、うちの
会社に来てもらった。5、6 人来ましたわ。一流大学
を出た、頭のええのが来たんじゃ。わしは、その頭
のええ奴に、「いや、あんたらが来てくれてよかった、
あんたらに聞きますけど、関西電力とうちとどっち
が大きいと思いますか？」と聞いたんや。「社長、そ
りゃ関西電力でんがな。」と言うねん。「ほな、大阪
ガスとうちとどっちが大きいと思いますか？」と言
うたら、「また何でそんなこと聞きまんねや、大阪ガ
スのほうが大きいでんがな」と言うんや。「あんたら、
よう聞いとけよ。うちはな、その大手さん並の支払
い条件にしようかと言うとるんよ、それで文句があ
るんやったら代引きで送ろうか？」と言った。そし
たら「いや、社長に言われたら何となくそんな気が
する」と、皆納得したんや。
「うちはこんな零細企業でありながら、関西電力並
みの自動引き落としというやり方で、やらしてもら
いまんねんや」と言うたんや。「文句あるんやったら
代引きでお願いします」言うたったん。ほな「いや
社長、代引きよりは自動引き落としの方がよろしい
わ」と言うからね。「わしが、あんたら方のこと考え
とるっちゅうの分かりましたか？ あんたらの立場に
立って考えているんだ」とわしは言うたんです。

売る方が弱いような商売したら、そら、あきまへ
んやろな。もっとええ物作って、精一杯ええ物を作
って、少なくとも“ヨン様”と僕の違いくらいは理
論的に説明できる会社にならないかんと思います。
東レさんの講演会というんで、今日は精一杯上品
にやらせてもらいましたんや。ほんまに、おおきに。

特別レポートⅠ



皆さん、こんにちは。東レ株式会社で繊維生産
を担当しています武田でございます。
本日は、東レの繊維先端材料開発状況と今後の

拡大戦略についてお話しさせていただきます。お
手元に配布しています資料に基づいてご説明いた
します。
技術の本論では、現在世界的に注目されている

「ナノテクノロジー」「カーボンニュートラル素材」
の 2テーマによる商品開発状況を報告いたします。

図表 1 をご覧ください。まず昨今の世界および
日本の合繊状況について触れさせていただきます。
世界の合繊生産量は 1990 年以降、中国の大増設を
主体に 2005 年には年間 3,100 万トンを突破してい
ます。一方欧州、北米のデュポンをはじめ大手ケ
ミカル企業は三大合繊を事業売却、日本および韓
国・台湾は輸入品増加による需給ギャップによる
減少、合繊を取り巻く事業環境はきわめて厳しい
状況となっています。今後もポリエステルを中心
に成長が続くものの、中国の急激な成長が中心で
あり、その影響を受け日本国内生産量は 80 万トン
まで縮小が予想されます。
図表 2 に 1980 年以降の日本化合繊需給構造モデ

ル（SASD モデル： Structural Analysis of Supply
Demand）を示しました。0 点から下が日本からの
輸出量を表し、上が日本内需量を表します。1985
年のプラザ合意後、台湾・韓国・中国の拡大によ
り、日本には高次品を主体とした輸入が増加、こ
れにより国内生産量は 2000 年対比 25 ％減少して
きました。今後は高次品を主体とした輸入増加は
緩やかになるものの、依然国内生産は減少すると
予測されます。
以上のような環境下において日本の繊維産業が

進むべき方向と、とるべき政策は産業構造審議会
繊維産業分科会により 2003 年に策定された繊維ビ
ジョンに明確に示されています。図表 3 をご覧く
ださい。これは日本繊維産業に内在する弱点の克
服と、強い基幹産業への復権を目指すものですが、
冒頭部分で繊維産業の川上、川中、川下における
課題が各々挙げられています。
それは、すなわち川上における「革新的な原

糸・原綿の絶え間ない開発」と「生産システム改
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東レの繊維先端材料開発状況
と今後の拡大戦略

東レ株式会社　取締役 生産本部（繊維生産）担当

武田 敏之（たけだとしゆき）
1972 年京都工芸繊維大学大学院繊維学研究科繊維化学修士
修了、東レ株式会社 入社。1995 年 ITS（インドネシア・ト
ーレ・シンセティックス）社取締役。1998 年東麗合繊繊維
（南通）有限公司董事。以後、2002 年東レ株式会社ナイロ
ンフィラメント技術部長、愛知工場長。2003 年機能資材・
商品開発センター所長を経て、2005 年から現職。

東レの繊維先端材料開発状況と今後の拡大戦略
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図表 1 世界の合繊産業状況

出所： Fiber Organon, PCI Red Book 
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図表 2 日本の化合繊産業状況

注： SASD : Structural Analysis of Supply Demand（需給構造分析）

出所：東レ株式会社
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革」、川中における「差別化定番商品の開発・生
産・販売」と、「小ロット高付加価値商品の創出」、
これに加え川上から川下まで連携した徹底的な効
率化によるコストパフォーマンスを追求すること
です。図表 4 には日本繊維産業の進むべき方向に
ついて日本繊維産業連盟が今年 1 月に発表しまし
た 2007 年度活動方針を示しており、ここに 8 つの
方針が打ち出されています。中でもこれまでと一

貫して共通している点は、新素材・新商品の開発
を積極的に推進していくことであり、そのために
「素材開発力・商品開発力の強化」「環境技術開発」
「多品種・少量・短納期生産体制の強化」が示され、
これらはこれまでの考え方を一層強調していると
言えます。
なお、この活動方針を基に今年 6 月に新たな繊

維ビジョンの発表が予定されています。また新繊
維ビジョンの骨子として、2 月 19 日の産構審繊維
産業分科会第 2 回基本政策小委員会の論議では、
繊維産業が取り組むべき課題と国の役割を 3 本柱
の戦略としてまとめています。1つはブランド力強
化、2 つ目が高付加価値な物づくり力確保、3 つ目
が国際ビジネスの体制整備となっています。
さて当社では、昨年 10 月に中期経営課題“プロ

ジェクト Innovation TORAY － 2010”をスタートし
ました。図表 5 をご覧ください。この中期経営課
題は Innovation by Chemistry をコーポレートスロ
ーガンとして、Chemistry を核に技術革新を追求し、
先端材料で世界のトップ企業を目指すものです。
その基本戦略の中では、高収益企業への転換、「情
報・通信・エレクトロニクス」「自動車・航空機」
「ライフサイエンス」「環境・水・エネルギー」と
いった重点 4 領域への先端材料の拡大を挙げてい
ます。当社は、先端材料を「重点 4 領域に供給さ
れる素材」および「先端技術により新しい価値を
提供することができる素材」と定義し、事業拡大を
図っていきます。
図表 6 をご覧ください。これは当社の繊維先端

材料のプラットホームを示したもので、大きく 3
つに分類することができます。まず 1 つ目は当社
の革新技術により、これまで得られなかった機
能・付加価値を付与した高機能・高付加価値素材、
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図表 3 繊維ビジョン（2003 年 7月策定）
-日本の繊維産業が進むべき方向と取るべき政策-
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図表 5 東レにおける先端材料の位置づけ

出所：産業構造審議会繊維産業分科会（2003 年）

出所：東レ株式会社
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2 つ目は地球環境にやさしい環境配慮型素材とし
て、石油に依存しない原料を用いて作られるカー
ボンニュートラル素材、そして 3 つ目は、大幅に
強力・弾性率・耐熱性等の機能向上を図った高機
能ポリマー素材です。本日はこれらのうち、近年
注目を集めているナノテクノロジーおよび環境問
題にスポットを当て、「ナノテクノロジーによる商
品開発状況」と「カーボンニュートラル素材によ
る商品開発状況」について報告いたします。

ナノテクノロジー

それでは本論に入ります。まず革新技術による
先端材料として、「ナノテクノロジー（以下ナノテ
ク）における商品開発状況」についてお話しいた
します。
図表 7 をご覧ください。最初にナノテクにおけ

る近年の世界動向についてお話しします。ナノテ
クに世界的規模でスポットライトが当てられたの
は 2000 年 1 月、アメリカでクリントン前大統領が
行った「ナノテクノロジー国家戦略（NNI）」に関

する発表と言えます。この時点でアメリカは、い
ち早くナノテクを、世界の産業地図を塗り替えた
IT、バイオに次ぐ国家の戦略的研究分野として位
置づけたのです。その翌年の 2001 年に、日本では
経済産業省が「ナノテクノロジー・材料技術開発プ
ロジェクト」を発表しており、次世代情報通信シス
テム用ナノデバイス、環境保全エネルギー利用高
度化材料、医療用極小システム、生物のメカニズ
ムを活用し制御するナノバイオロジーといった分
野を重点領域として定めています。ナノテクは
「産業技術の微細化」の方向と、「原子・分子レベ
ルからの組み上げ」の方向がありますが、いずれ
の方向からもナノサイズの物質が有する新規な機
能発現により、次の産業革命を引き起こすと言わ
れるほどのブレークスルーを期待し、開発が推進
されています。これらを裏付けるように、世界の
ナノテクに関する研究開発費用は年々大幅に上昇
してきており、これはナノテクに対する期待を示
しているものと言えます。
図表 8 をご覧ください。ナノテク分野で世界を

リードするアメリカの戦略について少し詳しくお
話しいたします。
先ほど申し上げました NNI と呼ばれる国家戦略

においては、ナノテクを 5 つの活動、すなわち基
礎的研究、挑戦的研究、それを支えるネットワー
クの構築、研究基盤整備、さらにはナノテク展開
のベースとなる社会・倫理・法整備・教育訓練に
分類しています。そしてそれぞれを専門家で構成
される外部の諮問委員会が進捗フォロー、評価し
ており、アメリカは国家戦略的にナノテク分野の
開発を進めています。
NNI による成果の一例としては、投資規模の拡

大、研究開発センター・ネットワーク等のインフ
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出所：東レ株式会社
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ラの整備、ベンチャー企業支援などが挙げられ、
それぞれ具体的な成果をもたらしています。また
主な研究開発例としましては、ドラッグデリバリ
ーシステム、高性能記憶材料、スマートファイバ
ーなどが挙げられますが、いずれもチャレンジン
グな内容です。
図表 9 に産業別ナノテクノロジーマップを示し

ます。一口にナノテクといってもさまざまであり、
化学・素材・環境、バイオ・医薬・医療、情報・
通信、エレクトロニクス、自動車・機械、エネル
ギーといった各分野での応用研究が行われていま
す。ナノテクに関する最近の特許出願状況からみ
ますと、特許出願が多いのは米国と日本です。た
だ、その内容は少し異なっており、日本はナノ材
料に関する出願が圧倒的に多く、一方米国はナノ
材料、医薬・医療、電子デバイス等均等に出願さ
れているのが特徴です。
図表 10 をご覧ください。このような国内外情勢

の下、当社のナノテク戦略ですが、考え方として
当社が保有するコア技術である有機合成化学、高
分子化学にナノテクを融合し、技術の極限追求、
革新的先端材料の創出を図っていこうと考えてい
ます。
具体的に言いますと、基礎研究としては、安全

性評価、材料設計、構造制御、計測・評価技術の
部分に特に重点を置き、用途展開としては当社が
展開する繊維、樹脂等の基盤事業から、医薬・医
療、水処理といった戦略的育成事業に至るまで幅
広い分野での実用化を行っていこうと考えていま
す。
このような当社ナノテク戦略に基づいた繊維の

アプローチに関してご紹介いたします。大きく分
けて、原糸、高次加工がありますが、まず原糸で
は繊維の太さ自体がナノオーダーであるナノファ
イバー、高次加工では繊維表面をナノオーダーで精
密加工制御するナノスケール加工が挙げられます。
図表 11 をご覧ください。先ほどナノ効果につい

てお話ししましたが、繊維でナノ化することによ
る期待効果について具体的に説明します。まずナ
ノファイバーでは、繊維をナノサイズ化すること
により、繊維が細いことから繊維表面積が非常に
大きく、また繊維間空隙が微細になるといった状
況が得られます。このことにより、柔軟性、密着
性、小サイズ、毛管現象、捕集性といった「性能
の飛躍的向上」や「新機能」効果が発現し、これ
らの期待効果に基づいた商品開発が考えられます。

またナノスケール加工ではナノオーダーでの精密
加工を施すことにより、新たな機能の発現、機能
のレベルアップ・高耐久化、風合いの維持、対象
素材・用途の拡大といった効果が期待できます。
では「ナノファイバーの開発状況」についてお

話しします。図表 12 をご覧ください。最初に合成
繊維における細さの追求についての技術変遷を簡
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図表 11 ナノ化による期待効果

出所：東レ株式会社
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出所：東レ株式会社
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単にご紹介いたします。汎用繊維は繊維の単糸と
して十数ミクロンの直径を有しますが、海島繊維
によるマイクロファイバーでは直径数ミクロンの
極細繊維が得られます。この技術はスエード調人
工皮革“エクセーヌ”や、“トレシー”などのワイ
ピングクロスに適用されています。
今回新たに当社が開発しましたナノファイバー

は直径が 100nm 程度と、さらに 1 オーダー以上細
いものであり、このように細くすることにより繊
維の比表面積は飛躍的に増加いたします。ナノフ
ァイバーの細さについてモデル的に表したのが図
表 13 です。従来のレギュラー繊維、マイクロファ
イバーに比べて圧倒的な細さを誇っています。
図表 14 をご覧ください。繊維径がナノサイズで

あるナノファイバーの代表的な製法について、ま
ず最初に当社が新たに開発しましたナノアロイ紡
糸法についてご説明いたします。ナノアロイ紡糸
法は図に示しましたように、島成分に難溶解性ポ
リマーを、海成分に易溶解性ポリマーを均一ブレ
ンドすることにより、海島状のナノアロイポリマ
ーを作製し、これを溶融紡糸します。これにより

島成分が 100nm 程度で分散したナノアロイ繊維を
得ます。そして高次加工で海成分を溶出すること
でナノファイバーを得ることができます。溶融紡
糸設備に極限技術を加えることにより量産できる
こと、また織り・編み、不織布・抄紙など多様な
製品形態への展開が可能であることが特長です。
一方エレクトロスピニング法は、図表 15 のよう

に、ポリマーを溶媒に溶かした溶液に高電圧を印
加し紡糸する一種の乾式紡糸であり、ワンステッ
プでナノファイバー薄膜を得ることができます。
製品形態が薄膜状に限定されること、また溶媒回
収設備が必要なこと等制約はありますが、先のナ
ノアロイ法と競争力を比較し、フィルターや膜材
としての可能性の確認を進めています。
続いてナノファイバーの特長を説明します。図

表 16 をご覧ください。まず最初にワイピング性能
について説明します。ナノファイバーはマイクロ
ファイバーに比べて対象物への密着性に優れ、ま
た薬剤の高分散化を図ることが可能です。この図
表はモデル的に化粧品の拭き取りテストを行った
ものですが、マイクロファイバーと比較して、拭

東レの繊維先端材料開発状況と今後の拡大戦略
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取性能は格段に優れています。このような優れた
性能を活かして、美容関連洗顔シートや各種研磨
布へ展開しています。
ナノファイバーの保水・吸湿性能についてご説

明します。図表 17 をご覧ください。ナイロン 6
（以下N6）ナノファイバーは通常のN6に比べて保
水・吸湿性に優れ、綿と同等の性能を持っていま
す。この優れた性能を利用し糸設計で従来の合繊
との混繊、複合仮撚加工などを行ったり、布帛設
計で内部に編みこむような工夫を凝らすことによ
り、ナノファイバーの保水性・吸湿性を活かした
快適性に優れた高機能衣料を作ることができます。
また機能薬剤の保湿性を組み合わせることにより、
さらに高度な機能を付与することが可能となります。
図表 18 をご覧ください。以上のような性能を基

にナノファイバーの用途展開についてマップにま
とめました。これらの優れた機能により、美容・
化粧品、ワイピングクロス、スポーツ衣料、高性
能フィルター等の機能進化が図れ、さまざまな用
途での商品化検討を進めています。また、今後は
他素材との複合や特殊高次加工方法との組み合わ
せなどにより、用途展開は無限に広がる可能性を
秘めており、さらなる機能の追求を行っていきた
いと考えています。
世界初である当社のこのナノファイバー技術は、

今後は合繊クラスターの皆様と連携し、総力を結
集して用途開発を進めることで花開く技術と考え
ており、ぜひ皆様と共同で新商品開発を進めてい
きたいと思っています。
次にナノスケール加工技術についてお話ししま

す。図表 19 をご覧ください。ナノスケール加工技
術は、対象物、薬剤、構造のいずれかが 100nm 近

傍のナノスケールで自在に制御されたものであり、
新たな機能の発現、あるいは特長、機能、適用範
囲が大幅に向上した加工技術です。現在までに
“ナノマトリックス”、“ナノプレム”、“ナノラメラ”
といった 3 つの新規加工技術を開発しており、さ
らに新たな加工技術についても開発を進めている
ところです。また、これら加工技術を活かし、今
までに合計 8 つの新商品を上市しており、今後さ
らに数多くの商品の上市を準備しています。
図表 20 をご覧ください。ナノマトリックスにつ

いて具体的に説明します。まず技術内容について
ですが、ナノマトリックスはベースとなる繊維と
機能加工剤の相互作用及び温度・圧力・電荷等の
反応条件を精密に制御することで、単一あるいは
複数の機能加工剤を分子レベルの自発的構造形成
作用により、ナノスケールの膜を繊維表面に形成
する技術です。こういった分子レベルの自発的構
造形成は「自己組織化」と呼ばれています。「自己
組織化」現象の利用により、機能剤を単糸 1 本 1
本の表面に規則的に被膜することができ、単なる

特別レポートⅠ

� � �� ��

�NOºP»

���Ý


N>O

>O
¤�^P¥�uk

�N} �}

� ;� �� W� &�

 �OºP»

���


¯#L»¼¯#�ÐÌ' �br$�

%&L'


MNO�PQ
1R21/S(
1TURV(

��w�U�����	�wv

�������	��� P�����vwP�������	����������	��� P�����vwPP�����vwP図表 17 ナノファイバーの特徴② ～保水・吸湿性能～

�Q��

 �F�N}

RS}(��

����

��Â�

ÝÞ§XY

���}

Q�Â�

s$âCÔ§ã§

�@qR{S�

WXYZ
[\YZ
N]�
^Q

�������	
��

���TUÝ

¨%§VXY WXÝ�Û�¨

$Z[

��=(��

UeW��Öã§

�������	
������������������

����� !��"#���$%&'()*+,-

�������	
���������	
���������	
��

�������

図表 18 ナノファイバーの用途展開
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図表 19 ナノスケール加工技術の概要

出所：東レ株式会社

出所：東レ株式会社
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機能剤の添加では得られない新たな機能が発現し
ます。右の電子顕微鏡の写真はナノマトリックス
加工を行った例を示したもので、ナノ被膜を見や
すくするために、ベースのポリエステル繊維を一
部溶出させて撮影しています。このポリエステル
繊維の繊維径が 15μm であるのに対し、機能剤被
膜の厚みは数 10 ～数 100nmです。
図表 21 をご覧ください。ナノマトリックス加工

について、いくつかの商品を紹介いたします。ま
ず最初に化粧品防汚素材“ボーラバージュ”を紹
介します。婦人服において着用中に口紅やファン
デーションなどの化粧品汚れが付着しても、家庭
での洗濯では簡単に落とせないという課題があり
ました。そこで“ボーラバージュ”は化粧品のよ
うな油脂汚れを落とすため、汚れを落としやすく
する高機能薬剤をナノマトリックス加工で単糸 1
本 1 本に特殊多層被膜加工することで、洗濯によ
りファンデーションや口紅などの化粧汚れを簡単
に除去できる機能を発現させることに成功しまし
た。

続いて、砂付着防止素材“サンドプルーフ”に
ついて紹介します。図表 22 をご覧ください。海で
泳いだ後、砂浜に座ると水着に砂が付着し不快に
感じたり、見た目が悪いといったような問題が発
生します。サンドプルーフではナノマトリックス
加工を活用した高度な撥水効果により、細かい砂
が生地内部へ侵入するのを防ぐと同時に、砂を海
水と共に簡単にはじき落とすことができます。ま
た撥油効果もありますのでサンオイル等の油汚れ
による性能低下を防ぐこともできます。
図表 23 をご覧ください。次にナノプレムについ

て説明します。技術内容ですが、高エネルギー活
性種により繊維表層を分子レベルで活性化し、エ
ッチング、官能基導入、グラフト、架橋といった
改質をナノスケールで制御します。この写真は繊
維表層をエッチング加工したものであり、表面状
態がこのように改質されていることが分かります。
用途展開としましては、第 1 弾商品として深い色
を発現し、撥水効果が持続する学生衣料向け素材
“ディープレム”NTを上市しています。

東レの繊維先端材料開発状況と今後の拡大戦略
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図表 20 ナノマトリックスの概要
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出所：東レ株式会社
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最後にナノラメラについて説明します。図表 24
をご覧ください。技術内容ですが、繊維やテキス
タイルの加工で用いる複数の機能性ポリマーをナ
ノスケールでモルフォロジー制御し、3 次元構造
を形成する技術です。この写真を見て分かるよう
に、従来加工に比べて 2 種類のポリマーがナノス
ケールで分散されており、これにより機能の複
合・補完が実現できます。用途展開については、
第 1 弾商品として、加工工程で有機溶剤を使用し
ない環境配慮型防水透湿素材“エントラント”Eを
上市しました。
従来、有機溶剤を使用しない水溶性の透湿ポリウ

レタン樹脂は膜強度が弱いという欠点がありました
が、これに強固な膜を形成できる別の水溶性ポリウ
レタン樹脂をナノラメラ技術により複合することに
より、水溶性ポリウレタンのみで膜強度と防水透湿
性の両立が世界で初めて可能になりました。
以上ナノファイバー、ナノスケール加工につい

てお話ししてきました。ナノ世界の出現により、
いろいろな可能性の広がりが考えられることをご

理解いただけたと思います。冒頭で説明した通り、
ナノテクはイノベーション創生の中核となる国家
的な戦略的重点科学技術です。当社の繊維事業と
しても基礎研究・基盤技術をベースにナノテクに
よるブレークスルー技術を開発し、さまざまな新
機能の発明、用途展開を推進します。
つまり当社は繊維におけるナノテクノロジー技

術追求を図り、新しい価値を創造していきたいと
考えています。

カーボンニュートラル素材

次いで、カーボンニュートラル素材による商品
開発状況についてお話しします。
原料が植物である素材は、その植物が光合成で

取り込んだ CO2量と燃やすときに排出される CO2
量が同量であるため、地球温暖化の原因となって
いる CO2を新たに生み出しません。このことから
大気中の CO2濃度は一定に保たれるため、これら
の素材はカーボンニュートラル素材と呼ばれてい
ます。
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図表 24 ナノラメラの概要
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図表 25 大気中 CO2濃度の変遷

出所：東レ株式会社

出所： IPCC95 年報告書
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図表 26 地球温暖化の影響
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図表 25 をご覧ください。まず当社のカーボンニ
ュートラル素材の取り組みについて説明します。
大気中の二酸化炭素濃度の変遷を 100 年単位で図
に示しました。西暦 1800 年以降、大気中の二酸化
炭素濃度が急激に上昇し、その上昇は化石燃料排
出量の増加と相関していることから、化石燃料の
消費が二酸化炭素濃度上昇の原因であることを示
しています。
図表 26 をご覧ください。この図は世界の平均気

温と平均海面水位の変化を示したものです。二酸
化炭素濃度の上昇に伴い地球温暖化が進行してお
り、先般、2月 2 日、国連の気候変動に関する政府
間パネルである IPCC（Intergovernmental Panel on
Climate Change）の発表によると、最悪のシナリ
オでは 21 世紀末には平均気温が最大 6.4 度上昇、
平均海面水位が最大 59cm上昇すると言われていま
す。
このような地球規模の温暖化を抑制するための

社会的な動きの中から 1997 年に採択され、2005 年
に国際法として発行された京都議定書による取り
組みと実行状況についてご説明します。京都議定
書は先進国が削減すべき二酸化炭素などの温室効
果ガスの量を定めています。この中で日本は 2008
年から 2012 年の平均排出量を、1990 年対比 6％削
減すると約束しました。ところが現在、日本の温
室効果ガスの排出量は 2010 年の段階で逆に 6 ％増
加すると予測されており、従って 12 ％の削減が必
要となります。この削減目標に向かって我々企業
の革新技術の創出が期待されるわけです。なお
2012 年に失効する京都議定書に続く国際合意に向
け、EUはエネルギーの包括的施策として先進諸国
による排出量を 2020 年までに 30 ％削減すべきと
の提案を今年 1月に表明しています。
図表 27、図表 28 をご覧ください。当社は温室効

果ガス削減に向け、以下の 3 つの施策を推進して
います。1つ目は工場からの温室ガス排出削減です。
当社は京都議定書の目標を受けて、「2008 年度まで
に 1990 年対比 6 ％削減」を目標とし、工場で使用
する燃料の転換等を進めて、2005 年度には 7 ％の
削減を達成しました。この結果を受け、2008 年度
の達成目標を 10 ％削減に上方修正しています。今
年は滋賀と三島の自家発電設備にて重油から都市
ガスへの燃料転換を進め、二酸化炭素の排出削減
を加速します。
2つ目はリサイクルの推進です。ポリエステルの

場合、リサイクル原料を活用することにより製造

工程で発生する二酸化炭素の量は、30 ～ 40 ％に抑
えられます。当社は PET 再生ポリエステルを昨年
度は 14,000 トン、本年度は 16,000 トンを販売する
計画です。またN6 の繊維製品を回収して、再度繊
維化する回収循環型リサイクルを展開しています。
3つ目は植物を出発原料とするカーボンニュート

ラル素材の適用拡大です。当社は技術開発により
カーボンニュートラル素材の実用化、さらには付
加価値向上を目指しており、これら素材の拡大を
推進しています。本報告ではこのカーボンニュー
トラル素材の商品開発状況について詳しく説明し
ます。
まずカーボンニュートラル素材の特長について

説明します。当社で展開しているカーボンニュー
トラル素材のうち、今回はトウモロコシから作ら
れた乳酸を原料とした PLA 繊維、ジオール成分の
1,3-プロパンジオールを植物由来原料に切り替える
計画の 3GT 繊維、植物由来のセルロースを原料と
した熱可塑性セルロース繊維の 3 素材について説
明します。
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図表 28 カーボンニュートラル素材の特徴

出所：東レ株式会社
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図表 29 PLA 繊維の特徴

出所：東レ株式会社
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それでは図表 29 で、まずカーボンニュートラル
素材として代表的な PLA 繊維についてお話ししま
す。先ほど説明しました通り、PLA 繊維はトウモ
ロコシなどの植物から得られるデンプン質を発酵
させて乳酸とし、これを重合することで製造され
ます。このため、原料が植物由来でカーボンニュ
ートラルであるといった長所を有しています。一
方、従来の石油系素材と比較しますと多くの欠点
を抱えています。とくに摩擦堅牢度や耐湿熱性に
劣ることは商品展開を行う上で十分留意する必要
があり、長所を活かすと共に欠点を克服した商品
開発が必要です。
そこで欠点を克服するために、当社は PLA の改

質技術としてポリマー改質技術、繊維構造制御技
術、複合による改質技術の 3 つのアプローチで開
発を進めています。以下これらについて説明しま
す。
図表 30 をご覧ください。まず始めにポリマー改

質技術として、耐摩耗性向上技術について説明し

ます。PLA の分子構造は、分子鎖間の相互作用が
低く剥離が起こりやすいことが知られています。
このため、耐摩耗性あるいは摩擦堅牢度が低くな
るわけですが、当社では PLA に特殊な滑剤を練り
こむことにより、PLA 表面の摩擦係数を下げて、
耐摩耗性の向上を図っています。この技術を用い、
摩擦堅牢度を評価しますと、従来の 1級から 4～ 5
級レベルまで改善することを確認しています。本
技術は衣料用途や資材用途に活用しています。
ポリマー改質技術としてもう 1 つ、加水分解抑

制技術を説明します。図表 31 をご覧ください。ご
存知の通り PLA は加水分解しやすい素材であり、
その反応は上の図に示すメカニズムで進行します。
当社の加水分解抑制技術はこのカルボキシル末端
基を封鎖することにより抑制するものです。その
効果を確認した結果、左下の棒グラフに示した通
り、末端基封鎖材を添加することにより分子量の
低下を抑制することができ、また、右下の折れ線
グラフに示した通り、染色処理時の強力保持率低
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出所：東レ株式会社
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図表 32 繊維構造制御技術 －高温力学特性向上技術－

出所：東レ株式会社

出所：東レ株式会社
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下も軽減することが分かりました。本技術は自動
車内装材、産業資材、衣料等へと幅広く適用して
います。
図表 32 をご覧ください。次に繊維構造制御技術

である高温力学特性向上技術を説明します。左の
強伸度曲線のうち、従来技術による PLA 繊維の室
温での強伸度曲線を上方の右肩上がりの波線で示
し、下方の横這い状の波線は 90 ℃での強伸度曲線
です。PLA 繊維は室温では良好な強度を示します
が、90 ℃の高温下では著しく低下する欠点を有し
ています。この欠点を克服するために、製糸技術
により繊維構造を制御する技術を確立しました。
これにより強伸度曲線の実線で示した通り、90 ℃
の高温下において強度を約 2 倍に向上させること
ができました。この技術の適用により、高温での
熱処理が可能となり、仮撚加工に応用することで、
右の棒グラフに示した通り、従来得られなかった
高い捲縮特性を有する PLA 繊維を得ることが可能
となり、衣料分野での用途拡大を推進しています。

最後にポリマー複合技術として、耐摩耗性向上
技術を説明します。図表 33 をご覧ください。こ
の技術はベースポリマーと PLA とのアロイ化技術
であり、ここに示しましたのは当社独自の紡糸技
術により、ベースポリマー中に PLA を微分散させ
た繊維の例です。繊維断面写真の黒の部分、つま
り海の部分がベースポリマー、白の部分が PLA で
あり、数百ナノレベルで分散させることが可能で
す。
この技術を用いると、より高いレベルでの耐摩

耗性が要求されるカーペット等の用途においても
実用可能であることが確認されています。
図表 34 をご覧ください。以上ご説明しました当

社独自の PLA 改質技術の適用組み合わせにより、
PLA 繊維の幅広い用途拡大を図り、具体的な商品
展開を進めています。自動車資材用途においては、
先にご紹介した加水分解抑制技術や、耐摩耗性向
上技術等の適用により、タイヤカバーやオプショ
ンマットの商品化を果たしています。また、衣料
用途においても、高温力学特性向上技術や加水分
解抑制技術を適用することにより、具体的な商品
開発を進めています。その他、産業・土木資材、
生活資材用途についても、これらの改質技術を適
用し積極的に商品開発を進めています。今後合繊
クラスターメンバーの各社様とも協力して、より
一層幅広い商品開発、用途拡大を推進していきた
いと考えています。
続いて、3GT 繊維についてお話しします。図表

35 をご覧ください。3GT とは 3 つのカーボンを持
つグリコールとテレフタル酸との共重合体であり、
カーボン数が 2 つの PET と近い化学構造式をとり
ます。しかし、3GT は分子鎖の屈曲が大きいとい
う特徴的な分子構造をとることから、ストレッチ
性に優れ、また糸の剛性を示すヤング率が低いこ
とから、ソフトな風合いを有するという特長を有
しています。
次にカーボンニュートラル素材としての 3GT に

ついて説明します。図表 36 をご覧ください。3GT
の約 40 ％を占めるプロパンジオールは、現在石油
を出発原料として製造されていますが、トウモロ
コシからプロパンジオールを得るバイオ法の確立
により、3GT 繊維はそのグリコール成分が植物由
来の原料となり、カーボンニュートラル素材とし
て生まれ変わります。当社では 2007 年度の下期中
に 3GT 繊維を植物由来原料を使用したものに切り
替える計画としています。

東レの繊維先端材料開発状況と今後の拡大戦略
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図表 34 PLA 繊維の用途拡大戦略

出所：東レ株式会社
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図表 37 をご覧ください。当社では 3GT 繊維の
うち、3GT と PET をこの写真のようにサイドバイ
サイド型に複合した複合糸を展開しています。3GT
の伸張回復性とサイドバイサイド複合による構造
捲縮を活用し、ストレッチバック性に優れた素材
を開発するに至りました。図表 38 のグラフはスト
レッチ素材の代表であるスパンデックスにおける
用途別の市場規模の推移を示したものです。この
グラフで示した通り、スパンデックスに代表され
るストレッチ市場は年々拡大しており、今後もさ
らなる拡大が見込まれています。これは衣料用途
においてストレッチ機能は定番の機能になりつつ
あることが背景にあり、丸編み、経編みおよびス
トレッチ織物を中心に拡大すると思われます。
図表 39 をご覧ください。この表は 3GT/PET 複

合糸と既存のストレッチ素材の比較をしたもので
す。3GT/PET 複合糸は、PET/PET 複合糸、およ

び PET 加工糸と比較して高いストレッチ、ストレ
ッチバック性を有しています。さらにはスパンデ
ックス対比、染色性・耐塩素性が良好であること
に加え、カバリング・合撚を不要とする分、高次
工程合理性にも優れており、きわめて高いストレ
ッチ素材としてのポテンシャルを有しています。
図表 40 に 3GT のストレッチ商品展開戦略につ

いてまとめた図を示します。3GT 繊維の高いポテ
ンシャルを活用し、当社はこれまでにストレッチ
裏地、デニム、紳士・婦人アウター衣料、スポー
ツ衣料等への用途展開を図ってきました。さらな
る拡大のための商品高度化を進めています。
当社は商品高度化へ向けた技術戦略として、

①細繊度化による薄地商品開発、②ハイカウント
化によるソフト性の向上、③複合加工による機能
複合化の 3 つを進めております。以降、それぞれ
の展開状況について紹介します。
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図表 37 東レの 3GT繊維
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図表 38 ストレッチ素材市場
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図表 39 ストレッチ素材の比較

出所： PCI レポート等から東レ推定
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出所：東レ株式会社
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図表 41 をご覧ください。まず細繊度化によるス
トレッチインナーの高度化について説明します。
薄地かつタンブル乾燥フリーであるストレッチイ
ンナーを得るために、従来の 56T（デシテックス）
より細繊度の 33T の 3GT 複合糸を開発しました。
左図は目付とタンブル乾燥収縮率の関係を示した
ものであり、33T の細繊度糸により、従来 56T で
は達成できなかったレベルの薄地商品が得られま
す。加えて右図に示した通り、低応力でも高いス
トレッチ性を有するソフトストレッチを特長とす
る商品が提供可能となりました。
図表 42 をご覧ください。次にハイカウント化に

よるアウター素材の高度化について説明します。ソ
フト性を向上するためには単糸繊度を細くして、
繊維の曲げ剛性を低減することが有効です。この
たび従来の単糸繊度 2.3dtex（デシテックス）から
1.2dtex までハイカウント化する技術開発に成功

し、商品化することができました。得られた商品
は左の図の曲げ特性写真の通り、ソフト性に優れ、
右の図で示したように高いストレッチ性を維持し
つつ、表面平滑性に優れています。このソフト性
のあるストレッチ素材としての特長を活かし、婦
人・紳士、スポーツアウター衣料の高度化に繋げ
ています。
図表 43 をご覧ください。最後に複合加工による

機能複合化、すなわち伸びる新合繊についてご紹
介いたします。先ほど説明しました、細繊度 33T
の 3GT 複合糸と混繊する原糸のバリエーションと
加工技術のバリエーションにより、多彩な複合技
術を目指すことが可能となります。例えばフルダ
ル糸と組み合わせることにより、防透け・ドライ
感の特長を有し、かつストレッチ性に優れた商品
を得ることが可能となりました。この素材はニッ
トだけでなく、婦人・紳士、スポーツアウター衣

東レの繊維先端材料開発状況と今後の拡大戦略
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図表 42 ハイカウント化によるアウター素材の高度化
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図表 43 複合加工による機能複合（伸びる新合繊）
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料へも、幅広く展開することが可能です。
図表 44 で、3GTの拡大戦略について説明します。

これまでストレッチ素材として高度化・用途拡大
を進めるべく、サイドバイサイド複合糸の製糸技
術の深化により、薄地化・ソフト性向上・機能複合
を図ってきました。今後はカーボンニュートラル素
材としての訴求に加え、当社の保有する複合技術を
駆使することにより、ソフト性の極限追求を狙った
海島複合糸、機能複合のための芯鞘複合糸といった
新たな素材まで開発しています。当社はこのように、
3GT を機能性の高いカーボンニュートラル素材と
位置づけて、今後とも拡大していきます。
次いで、カーボンニュートラルの 3 つ目の素材

として、熱可塑性セルロース繊維についてお話し
します。当社ではこの繊維を「フォレッセ」と呼
んでいます。図表 45 に、昨年 9 月に開催しました
東レ先端材料展の中の「フォレッセ」コーナーの
展示の様子の写真を示しました。「フォレッセ」は、

植物由来セルロースを原料としており、世界初の
溶融紡糸型セルロース繊維として、大きな注目を
集めました。
「フォレッセ」の特長は、大きく分けて 3 つあり
ます。①環境にやさしい循環型素材であること、
②セルロースに由来する快適素材であること、
③溶融紡糸法による多彩な品揃えがあるというこ
とです。以下、製法、特長、事業展開などについ
て具体的に紹介します。
図表 46 をご覧ください。始めに、製造方法につ

いて説明します。レーヨン、アセテートなどのセ
ルロース繊維に代表される従来型の化繊の製造方
法は、原料を溶剤に溶かして溶融溶液中に押し出
す、いわゆる溶液紡糸法により製造されます。
一方、「フォレッセ」については、特殊な技術に

より、従来不可能であったセルロース原料の熱可
塑化を達成することができ、溶融紡糸法で製造す
ることができます。
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主な化合繊の製造方法について、図表 47 の一覧
表にまとめました。「フォレッセ」は、先ほど説明
した通り、植物系由来原料を用いて溶剤を使わな
い溶融紡糸法にて製造します。一方、レーヨン、
アセテートでは溶液紡糸法で製造するため、二硫
化炭素、塩化メチレンなど、環境に負荷がかかる
物質を使用します。また合繊においては、いずれ
も石油由来の原料を使用します。
これらをまとめると、「フォレッセ」は、セルロ

ースポリマーを使用するため、植物由来原料であ
り、かつ溶融紡糸法であるため、有機溶剤フリー
な環境配慮型素材であるということができます。
図表 48 をご覧ください。「フォレッセ」の技術

ポイントの熱可塑化について、少し詳しく説明し
ます。上図に、セルロースの分子構造モデルを示
しましたが、セルロースの水酸基に、特殊な化合
物を置換反応させ、分子間の水素結合力を弱める
ことによる熱可塑性が発現します。このセルロー

ス誘導体に、熱流動性向上剤を加えることにより、
従来不可能であったセルロース系ポリマーの溶融
紡糸に世界で初めて成功しました。
図表 49 は、「フォレッセ」と従来セルロース系

繊維であるアセテート及びレーヨンとの比較をま
とめたものです。「フォレッセ」の特徴は、セルロ
ース系ポリマー由来である吸放湿性、光沢・発色
性といった長所を残しながらも、当社が持つ、溶
融紡糸の要素技術を適用することにより、ファイ
ンデニール化、異形断面化、複合糸化が可能とな
る点です。また、ポリエステルの混繊技術に関し
ては、鋭意検討を進めているところです。以上の
ように「フォレッセ」は、セルロース繊維本来の
持つ特長に、溶融紡糸ならではの機能を付与する
ことにより、従来にはない特長や機能を有する製
品を作ることができます。
図表 50 をご覧ください。「フォレッセ」の差別

化原糸を用いた高付加価値化テキスタイルの一例
を紹介します。まず、ソフト化に関してですが、
この図は、横軸に単糸繊度、縦軸に曲げ剛性を示
しています。単糸繊度を細くすることにより、従
来の化繊を超えるソフト性を表現することが可能
となりました。さらには、まだ基礎研究段階では
ありますが、海島型複合紡糸により、脱海後に
0.1dtex の繊維も得られることを確認していま
す。
一方、軽量化について、レーヨンは比重が大き

く中空化も困難であり、衣料テキスタイルとして
は重さが欠点となっていました。「フォレッセ」は
中空化が可能であり、中空糸の比重は 1.0 以下と、
水にも浮くほどの軽い繊維を得ることが可能とな
ります。

東レの繊維先端材料開発状況と今後の拡大戦略
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以上のように差別化することにより、これまで
のセルロース原糸では達成できなかった、高付加
価値原糸の創出が可能となります。
図表 51 をご覧ください。「フォレッセ」の商品

化に向けた展望ですが、セルロース繊維が持つ、
吸放湿性、発色性、風合い、光沢等の優れた特長
をベースに、溶融紡糸による環境配慮、高付加価
値化といった強みをつけ加え、衣料用、資材用の
商品作りを進めていく予定です。
すでに当社は、「フォレッセ」の製糸技術を確立

しており、今年初めに、数百 kg の試作糸を、「東
レ合繊クラスター天然由来繊維分科会」に提供し、
商品開発をご検討いただいています。皆様と一体
となり、商品開発、用途拡大を進めていきたく、
よろしくお願いいたします。
続いて、今までお話ししてきたカーボンニュー

トラル素材について、これからの展望をまとめま

す。まず、当社のカーボンニュートラル素材の、
拡大計画を説明します。
図表 52 は、PLA、3GT、「フォレッセ」の展開計

画量であり、縦軸は 2005 年対比の増加率を示しま
す。2010 年までには 2005 年の 500 ％増、6 倍を超
える規模まで拡大する計画です。当社としては、
このような大きな目標を掲げて、地球環境問題に
積極的に取り組んでいきたいと考えています。
それでは、当社が考える、先端材料による繊維

産業の復権、再活性化について触れていきます。
まず狙うべき市場について述べます。
図表 53 は、日本および世界の人口推移であり、

1990 年から 2005 年までの実績値と、それ以降、
2050 年までの予測値です。日本人は 2005 年を境に
減少し始め、2050 年には 1 億人近くになると予測
されています。一方、世界人口は増加の一途をた
どり、2005 年の約 65 億人から、2050 年には約 90
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図表 52 東レカーボンニュートラル素材の拡大
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図表 53 人口の推移

出所：東レ株式会社
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図表 54 実質GDP成長率の推移

出所：日立総合研究所中期・短期経済予測

出所：「世界の統計 2006」総務省統計局
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図表 51 フォレッセ商品化の戦略
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億人近くに到達すると予測されており、2005 年と
比較して 40 ％増加することになります。日本が今
後とも経済成長を持続するためには、人口減少を
カバーする成長が必要となり、大幅な拡大は難し
いと言えますが、世界市場はまだまだ成長すると
考えられます。
図表 54 をご覧ください。世界マーケットが今後

も拡大することは、経済成長を定量的に示す実質
GDP 成長率からも推察することができます。日本
は 2 ％程度のレベルにとどまることが予測され
ています。一方、中国は若干の減速はあるものの
7 ～ 8 ％、BRICs も 6 ％台の高いレベルを維持し、
これにより世界全体でも 3 ～ 4 ％の成長率が見込
まれています。つまり、日本市場を維持すること
はもちろんですが、将来的には世界市場を狙わな
いと、日本繊維産業の発展は難しいと言えます。
また、図表 55 に示すのは、世界経済フォーラム

が 2006 年 9 月に発表した、世界競争力指標（GCI）
のうち、革新力に関する指標（Innovation Factors）
です。この指標は、世界経済フォーラムのメンバ
ーである約 11,000 人の研究者や経営者らが、アン
ケート結果や研究開発費、開発者数、特許取得数
等の各国・地域の統計データにより、125 の国や地
域の競争力を評価したものであり、日本の技術革
新力はその洗練性と革新性から、世界で最も競争
力が高いとの評価を得ています。日本は新たなも
のを世界に発信する競争力がきわめて高いという
ことが、客観的に評価されているということであ
り、日本から新しい価値を提供できる先端材料を

発信していくべきと考えています。
図表 56 をご覧下さい。では、どうすれば日本か

ら新しい価値を提供できる先端材料を発信してい
くことができるのでしょうか。本日お話しした、
先端材料の高度化、新規先端材料の創出等の開発
の強化、そして世界の成長市場を狙うことが大切
ですが、もう 1 つ欠かせないのが、商品化のため
の体制です。「産・官・学での取り組み」「川上・
川中・川下の連携強化」による総合力で取り組ん
でこそ、世界に発信できる先端材料の商品化が可
能となると言えます。その意味で、今後とも合繊
クラスターの皆様との連携は欠かせないものであ
り、この 3 要素がうまく機能すれば、日本繊維産
業の発展につながると考えています。
日本の代表的産業である自動車産業において、

日系メーカーの自動車生産台数は 2005 年で約
2,200 万台です。そのうち 50 ％に当たる 1,100 万台
はすでに海外生産に移行されています。しかしな
がら残る 50 ％の 1,100 万台は依然国内で生産され
ており、さらにその 50 ％である 500 万台は、国内
生産における輸出品です。これはつまり、日本の
技術でないと生産できないハイブリッドカーや高
級車であり、ここに日本の強味があると考えてい
ます。
繊維産業も、今日お話しした先端材料の高度化

を進め、日本の高度な技術でしか作れない、海外
の技術では作れない商品を世界に発信し、自動車
産業のような産業構造を構築していかなければな
りません。合繊クラスター参画メンバーの皆様に

東レの繊維先端材料開発状況と今後の拡大戦略
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は以上の趣旨を十分ご理解いただき、これまで協
力して商品開発を進めてまいりました。
図表 57 に、合繊クラスターの各分科会において

進めています、商品化のための共同開発状況を示
しています。特に、本日お話ししたナノファイバ
ー、熱可塑性セルロース繊維「フォレッセ」は、
生産技術開発を精力的に推進した結果、原糸をご
提供できる段階となり、ナノファイバーについて
は昨年 12 月に、熱可塑性セルロース繊維「フォレ
ッセ」については今年 1 月に、それぞれ提供させ
ていただいています。これからも一層強固な連携
を維持し、活動していきたいと考えています。
図表 58 をご覧ください。当社は、皆様に永続的

に、先端材料としてふさわしい、原糸・原綿、高
次加工技術を提供していかなければなりません。
改質や複合などによる素材の高度化、新規ポリマ
ーや新規技術などによる新素材創出、高次加工技
術の深化、を開発のコンセプトとして、先端材料
のさらなる広がりを作っていきたいと考えていま
す。当社はこの先端材料の拡大が、日本の繊維産
業全体の底上げや拡大となるよう全力を尽くす所
存でございますので、引き続き皆様のご支援とご
鞭撻をお願い申し上げたいと思います。
長時間のご清聴ありがとうございました。

繊維トレンド　2007.5･6 月号30
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図表 58 繊維産業発展に向けた東レの取り組み

出所：東レ株式会社

出所：東レ株式会社




