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東レの佐野でございます。
本日は、「東レの先端材料、技術革新による成長

戦略」について話をさせていただきます。

はじめに

東レは、過去約 80 年間、レーヨン事業など既存

事業がピークアウトする前に、合成繊維、樹脂・
フィルム、電子情報機材、医薬・医療材料、炭素
繊維複合材料、水処理分離膜と、次々と新たな事
業を興し、事業拡大を進めて参りました（図表 1）。
この事業拡大の源泉が先端材料であり、先端材

料で世界一を目指し、活動を進めてきました。
企業として、先端材料を継続的に創出していく

上で重要なこととして、研究開発の「体制と風土」
を挙げることができます。
図表 2は、東レの研究・開発体制をお示ししたも

のですが、事業本部制と、機能本部制の良いところ
を採り上げて東レ独自のマトリックス体制を取って
います。研究・技術開発部署は点線で示した広義の
技術センターとして大括りしており、これによって、
技術部署間や技術者の融合・連携が図りやすい体制
を取っております。これら総合力発揮型の研究開発
体制が先端材料創出の第 1 の源泉と考えておりま
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図表 1 東レグループの成長の歴史

出所：東レ（株）

東レ株式会社常務取締役
新事業開発部門長技術センター（技術開発推進室）・
エンジニアリング部門（エンジニアリング開発センター）
担当　技術センター企画室長
佐野 男（さのたかお）
1971 年大阪大学大学院基礎工学研究科（物理系機械工学専攻）
修士課程修了、東レ株式会社入社、エンジニアリング研究所
に配属。繊維、フィルム、炭素繊維、医療材、水処理、電子
情報機材各分野における東レ固有プロセス、設備装置の技術
開発に従事。1991 年エンジニアリング研究所　生産装置開発
室長。1998 年エンジニアリング技術開発センター所長。
2001 年理事。2002 年 ACM 事業プロジェクトリーダー
（2006 年までコンポジット製品事業開拓に従事）。2004 年コ
ンポジット技術担当、コンポジット開発センター所長。2006年
技術センター技術開発推進室長。2007年取締役　新事業開発部
門長、技術センター企画室長。2009年常務取締役　現在に至る。



5繊維トレンド　2010年 5･6月号

す。幅広い視野での開発を進めることがミッション
であり、その特徴となっています。

東レの技術開発風土

第 2の源泉は技術開発風土です（図表 3）。

東レには脈々として流れる共通の考え方、東レ
の DNA といってもよいと思うのですが、「極限追
求」という基本精神があります。
繊維の分野における「細さの極限追求」、フィル

ム分野の「薄さの追求」、樹脂分野の「分散径の追
求」、複合材料分野の「強さの追求」「加工精度の
極限追求」などです。
もう 1 つ欠かせない点は､製品の基となる材料と

それを作るプロセス､装置技術が結びついて､新た
な技術を生み出しているという点です｡フィラメン
ト製造工程を例に取って示します。
上流から材料となるポリマのチップを溶融し、

吐出､冷却固化し､給油､交絡､熱セットを経て巻き
取るプロセスですが､これらをそれぞれエクスト

ルーダ､パック､口金､チムニー､給油ガイド､交絡ノ
ズル等の装置技術と結びつけ､ポリマ技術､精密加
工､流体応用などの基礎要素技術を育てて参りまし
た（図表 4）。
そしてこれらの技術がルーツとなり､樹脂､フィ

ルム､膜､電子情報材料など先端材料を扱う分野の
ニーズと巡り合い､さらに新しい技術を産み出して
おりますが､これについては後ほど述べさせていた
だきたいと思います。

極限追求

それでは、東レの先端材料とその技術系譜につ
いて、「極限追求の風土」と繊維技術とのかかわり
という点から説明させていただきます。
まず、繊維の極限追求です。汎用繊維の細さは、

せいぜい直径 10 ミクロンといったオーダー・水準
です。もっと細い繊維を作るために、東レは 30 年
以上前に、海島型複合というマイクロファイバー
を作るブレークスルー技術を開発し、ミクロン以
下の太さの糸を生み出しました。これは、特殊な
口金を用いて、海島型複合繊維を作り、海成分を
除去して極細繊維とするもので、人工皮革「エク
セーヌ」の技術です。高分子相互配列体技術とい
うキーテクノロジーが生まれました。繊維は細く
するほど布の風合いがソフトになり、高級感が出
てきます。この技術は、繊維分野はもちろんです
が、これからお話をするフィルムのナノ積層や情
報・通信などの先端材料につながる技術となりま
した。
繊維では、細さの極限を追求し、ポリマーアロ

イや微分散化技術を用いて、最近ではついに直径
数十 nm というナノファイバーを創出しました
（図表 5）。

東レの先端材料、技術革新による成長戦略

図表 2 東レの研究・開発体制

出所：東レ（株）

図表 3 技術開発風土①：極限追求

出所：東レ（株）

図表4 技術開発風土②：材料・プロセス・装置技術の融合

出所：東レ（株）
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この図のように、1本の糸で地球から月まで届く
のに必要な量はマイクロファイバーでもわずかに
450g、ナノファイバーでは驚くことに 0.15g で十分
届く細さなのです。

次は、フィルムでの極限追求です（図表 6）。
高分子相互配列体技術で培った特殊な口金技術

を応用展開することにより、ここに示した断面写
真のように、フィルムの中にナノメートルオー
ダーの多層積層構造とすることに成功しました。
これを利用した製品を開発していますが、その

一つの例がガラス保護フィルムです。多層フィル
ムをガラス保護に応用した場合の性能を通常の
フィルムと比較した試験結果を映像で見てもらい
ます。高さ 3mで 2.2kg の球を落とす場合、通常の
フィルムでは、簡単に貫通してしまいますが、多
層フィルムでは、貫通を防止できることが分かり
ます。
次にナノ積層フィルムをさらに発展させた金属

調成形加飾フィルムについてご紹介いたします。

金属調成形加飾フィルムは、屈折率の異なるポ
リマを、ナノレベルで、厚さ方向に膜厚を変えた
傾斜多層フィルムです。これには、光学設計技術、
高精度の装置設計、加工技術が必須であります。
層の厚みが光の波長のレベルであるため、光の干
渉現象を利用して金属調や着色ができるというこ
と。オールポリマ、成形性が良い、錆びない、
メッキが不要、電磁波を透過する、などの特徴が
あり、家電、通信機器、自動車材料など幅広い分
野での開発を進めております。

次に、樹脂における極限追求の例として、ポリ
マーアロイ/ナノアロイを紹介します（図表 8）。こ
れは東レの独創的な固有技術ですが、2種類のポリ
マーを混ぜ合わせることにより、元のポリマーと
異なる性質を発現できるようになります。
さらに、分散サイズをナノオーダーに制御した

ナノ分散アロイを世界で初めて成功させました。
ナノオーダーで分散した場合、アロイ各成分の界
面が急激に増大してくるため、各成分の特徴を特

図表 5 極限追求の繊維への展開

出所：東レ（株）

図表 7 金属調成形加飾フィルム

出所：東レ（株）

図表 8 極限追求の樹脂への展開

出所：東レ（株）

図表 6 極限追求のフィルムへの展開

出所：東レ（株）
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異的に発現させることができます。
このナノアロイ技術をさらに深化させることで、

最近では、アロイ成分がそれぞれ連続構造となる
ナノ共連続アロイなど、特性が大きく異なる新し
い材料を次々に生み出せるようになっています。

次に、衝撃吸収プラスチックへの応用例につい
てご紹介いたします（図表 9）。
ナイロン 6 に特殊な第 2 成分を導入し、反応さ

せ、強く混ぜ合わせ、数百 nm オーダーのドメイ
ン中に約＋ nm のナノミセルアロイを含む特別な
構造を形成することができました。このナノ集合
体を持つドメインはプラスチックスとゴムそれぞ
れの特性を持つと考えられており、急激に衝撃を
加えたときにゴムのように変形して衝撃を吸収す
る世界初の衝撃吸収プラスチックが得られます。
破壊や割れが起こる従来材料の常識を覆す衝撃吸
収プラスチックは、自動車材料など、幅広い応用
展開を進めています。
続いて、炭素繊維の極限追求を見てみます（図表10）。
まず強度です。この写真は炭素繊維の拡大写真

ですが、炭素繊維の強さは、欠陥支配と言われ、
破壊の基点となる繊維表面の欠陥を減少させるこ
とで、強度を向上させることでができます。1970
年代には、ミクロンサイズの傷や欠陥が「強さ」
を支配していましたが、80 年代には、サブミクロ
ンオーダーにまで小さくでき、生産糸で世界最高
強度の 7GPa を示す炭素繊維を上市しました。
現在では、炭素繊維表面欠陥を、ナノサイズま

で小さくすることができるようになり、70 年代の
3 倍の 10GPa まで、研究レベルでは到達するよう
になりました。
重量当たりの比強度はアルミや鉄の 10 倍以上で

すので、炭素繊維の強度がいかに高いかがご理解
いただけるかと思います。強度が高く、軽量化が
要求される例として、航空機の胴体、水素の高圧
タンク、送電ケーブルのコア、土木建築の補強用
途、海底油田のパイプ補強ロープなどに活用され
ています。

繊維の技術の他用途への展開

続きまして、繊維の技術が､いかに他の分野に展
開していったかを説明させていただこうと思いま
す。

その前に、繊維では、冷却、給油、交絡のよう
に、流体を取り扱う技術、｢流体応用技術｣が重要
ですが、その展開例を説明させていただきます
（図表 11）。

｢流体応用技術｣は空気や水､いわゆる流体のエネ
ルギーを与え､その力で糸を加工したり布を加工す
る技術です。代表的なものとして、糸に圧縮空気
を付与し、交絡を与えたり嵩高糸を作る技術があ
ります。

東レの先端材料、技術革新による成長戦略

図表 9 衝撃吸収プラスチック

出所：東レ（株）

図表 11 繊維プロセス装置技術

出所：東レ（株）
図表 10 極限追求の炭素繊維への展開

出所：東レ（株）
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また､圧縮空気で糸を延伸し不織布を製造する
技術､溶融したポリマを熱風で吹き飛ばすことで
短繊維不織布をつくるメルトブロー技術､さらに
水流を利用した技術にウオータージェットパンチ
があります。ウオータージェットパンチは高圧水
を布や不織布ウエブに吹きかけて糸を絡ませる技
術（水流交絡）であり､不織布などの製造工程に
適用されております。加工エネルギーが最大とな
る柱状流から液滴に変化する領域の水流の強さを
理解して活用することがポイントです。これらの
技術は､いずれも繊維分野におけるキーポイント
技術として､こんにちも脈々と生産に用いられて
います。

では、繊維をルーツとする技術と異分野の技術
の融合で展開できた分離膜､人工腎臓について､見
ていきたいと思います（図表 13）。
ルーツとなる技術は､ポリマ技術とパック･口金､

そして､共通要素である｢精密加工技術｣ですが、こ
れに､｢微多孔形成技術｣をドッキングさせました。

微多孔形成技術は､ポリマ溶液をベースとなる基材
に塗布し､空気と接触させて溶媒を揮発（脱溶媒）
させることで､孔の素を形作ります。ただし､まだ
この段階で､孔は液状で､しっかりとしたものでは
なく､これを凝固液に通し､溶媒を抜いて､固化させ
ることで､しっかりとした｢微多孔｣を形成させる技
術です（図表 14）。

これを、膜分野に展開したのが分離膜エレメン
トです。膜全面に､約 1nm の孔が空いており､この
孔を通した逆浸透作用を用いて海水を淡水化する
ための水処理装置などに用いられています（図表
15）。
また、この微多孔形成技術と、繊維をルーツとす

る中空糸口金技術を結びつけることで、中空糸分野
の製品を生み出しました。その 1つは水処理用途で
は、処理水に応じて、孔径 10 から 100nmの中空糸
をラインアップしています。もう 1つの展開は人工
透析用の医療器具、人工腎臓です。孔径 10nmレベ
ルの中空糸を採用しております（図表 16）。

図表 12 繊維プロセス装置技術

出所：東レ（株）

図表 14 繊維プロセス装置技術→膜分野への展開

出所：東レ（株）

図表 15 繊維プロセス装置技術→膜分野への展開

出所：東レ（株）

図表 13 繊維プロセス装置技術→膜分野への展開

出所：東レ（株）
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次に､給油技術､これは糸に油剤をコーティング
するための技術ですが､これと精密加工技術とを
ドッキングした、コーティング技術の展開につい
てお話しします（図表 17）。

給油は繊維製造プロセスのキーとなる技術で､回
転ロールを用いるオイリングロール方式、ガイド
給油方式があり､いずれもマクロに見れば､一次元
のコーティング技術であると言うことができます。
一方、ナイフコータやコンマコータを使って布に
コーティングする技術は、繊維の布帛の高次加工
に展開されております。フィルムの分野では、
ロールを使ってコーティングする二次元のコー
ティング技術が育成され、フィルムの表面改質に
展開してまいりました。そして、これらの技術ノ
ウハウと精密加工技術を融合させて、スリットダ
イと呼ばれる口金を用いた高精度のコーティング
技術が生まれ、電子情報材料分野で、印写材料や
各種コーティング設備に適用されていきました

（図表 18）。
この写真（図表 19）は、リチウムイオン電池の

電極基材を塗布するコータのコーティング設備の
例と、塗布する口金のモデル図と塗布パターンで
あります。

このコーティング設備は東レエンジニアリング
で事業化されているものです。
次に液晶テレビのカラーフィルタの製造に用い

られるコーティング技術である東レスリットコー
タの例を示します（図表 20）。
これは、ステージに吸着されているガラス基板

全面にコーティングするものです。
開発当初からガラス基板の大きさは面積で約 55

倍となりました。ところが、塗布時間、いわゆる
タクトタイムは遅らせることがないようにとの目
標に対して、口金幅で約 9 倍、塗布スピードで 7
倍のプロセス、装置を開発致しました。この開発
では、塗液・ペースト粘度を最適化するための
ペースト/ポリマ技術、分散、ろ過技術を駆使し

東レの先端材料、技術革新による成長戦略

図表 16 繊維プロセス装置技術→膜分野への展開

出所：東レ（株）

図表 17 繊維プロセス装置技術→電子情報材料への展開

出所：東レ（株）

図表 18 繊維プロセス装置技術→電子情報材料への展開

出所：東レ（株）

図表 19 繊維プロセス装置技術→電子情報材料への展開

出所：東レ（株）
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た材料技術や、口金とガラス基板の間のギャップ
を高精度に設定できる精密な口金やステージ制御
といったエンジニアリング技術を、それぞれ極限
まで高めて融合した総合力によって成し遂げられ
たものです。材料、プロセス、装置の 3 拍子そ
ろった技術開発、総合力の賜物であります。

この写真（図表 21）は、第 10 世代と呼ばれてい
る液晶カラーフィルタ用スリットコータです。東
レエンジニアリングで事業化して以来、累計で
1,000 億円を超える売上高となっています。私自身、
1m級コータの開発で陣頭指揮を執り、このような
大型コータの基本技術の開発を推進してきました。
さらに、繊維のウォータージェットパンチ設備

を自社開発いたしましたが、その原理を応用して、
電情材分野でのストライプ塗布技術を実現いたし
ました（図表 22）。
その原理とは、「液体を柱状流として精度良く噴

出する技術」、普通、複数のノズルから圧力のか
かった液体をバラツキなく噴出させるのは相当難

しい技術ですが、ウォータージェットパンチを自
社開発し、そのノウハウを私自身が持っていまし
たので、微細なストライプ状の塗布技術をものに
することができております。

以上､当社の技術系譜として､炭素繊維､水処理
膜、電子情報材料における極限追求､繊維をルーツ
とする技術の応用･展開について見ていただきまし
た。

事業化している製品は木に例えると、目に見え
る果実であります。地上に見える豊かな果実を実
らせるためには、この太い幹を支えるための地中
深くあるいは広く張った丈夫な根っこが重要であ
ります。樹の根っこの部分とは、材料技術、プロ
セス技術、設備装置技術、生産管理技術であり、
技術基盤に相当します。強くて、丈夫な樹という
のは、幹や、枝と同じ位、大きく、広く、深い
根っこに支えられています。
これらの根っこの部分に相当する技術、それに

図表 20 繊維プロセス装置技術→電子情報材料への展開

出所：東レ（株）

図表 21 繊維プロセス装置技術→電子情報材料への展開

出所：東レ（株）

図表 22 繊維プロセス装置技術→電子情報材料への展開

出所：東レ（株）

図表 23 成長の樹

出所：東レ（株）
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繊維の技術がかかわっており、それを強くするこ
とにより、先端技術につながっていくことをご理
解いただきたいと思います。言い換えれば、繊維
の要素技術をうまく活用することが先端技術、先
端材料、技術革新につながることを申し上げてお
きたいと思います。

繊維先端材料の展開

東レでは、ここ（図表 24）に示しましたように、
繊維の要素技術の活用により、さまざまな繊維先
端材料を世の中に送り出してきております。
革新的な技術により繊維を改質した「高機能・

高付加価値素材」、機能ポリマーを繊維化した「高
機能ポリマー素材」、そして環境負荷低減につなが
る「バイオマス由来素材」が、お客様のニーズと
結びつき幅広い用途に展開されてきております。
これら繊維先端材料の中から、いくつかご紹介

させていただきたいと思います。
まず一つめは、炭素繊維を応用したペーパー状

電磁波吸収体です（図表 25）。
本材料は、高い導電性能を持つ炭素繊維のカット

ファイバーを均一に分散させたペーパー状素材であ
り、炭素繊維が電波によって分極し微振動を起こす
ことで、電波を熱エネルギー変換し吸収します。こ
の現象により非常に高い電波吸収性能を実現しまし
た。現在、本素材を IT 分野における電磁波制御の
ニーズに展開を進めております。具体的な事例とし
ては、まず電波暗室用吸収体であり、本素材を段
ボール加工することで、軽量かつコンパクト性に優
れた新規電波吸収体を提案しています。
また、携帯電話、パソコン等の小型電子機器内

に貼り付け、これらの機器から発生する有害な電
磁ノイズを吸収し、誤作動を防止するノイズ抑制
シートとしても展開を図っています。
次にご紹介するのは、東レが産み出した海島型

複合技術と、ポリマーアロイ技術の進化により生
まれたナノファイバーです（図表 26）。

ナノファイバーは、その製造方法により、ここ
に示すような特殊な構造とすることができます。
ナノファイバーが束状になった「バンドル構造」、
一本一本がバラバラになっている「単繊維分散構
造」、クモの巣状の「スパイダーウェッブ構造」で
す。これらの構造により、ナノファイバーの特徴
である「細さ」や「表面積が大きい」ことを最大
限に活かして、化粧用のコスメシート、各種高性
能フィルター、メディカル分野の繊維資材に展開
が期待されています。
また次にご紹介するのは、東レが世界で初めて

溶融紡糸に成功したセルロース繊維「フォレッセ」
です（図表 27）。環境に優しく、セルロース由来の
快適性もそなえ、溶融紡糸による多彩な品ぞろえ
が特徴です。図表 27 の製造プロセスをご覧くださ
い。従来、セルロース繊維の代表とされている
「レーヨン」は、セルロース原料を二硫化炭素など

東レの先端材料、技術革新による成長戦略

図表 24 繊維先端材料の展開

出所：東レ（株）

図表 25 繊維先端材料 ペーパー状電磁波吸収体

出所：東レ（株）

図表 26 繊維先端材料 ナノファイバーの用途展開

出所：東レ（株）
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の有機溶剤に溶かしたあと、脱溶媒させる「溶液
紡糸」でした。フォレッセでは、分子レベルの精
密高分子設計により、セルロース原料を熱可塑化
させることができました。これを原料チップとし、
通常の溶融紡糸をすることで、糸とすることがで
きます。セルロースの持つ、優れた吸放湿性や発
色性などを持ちながら、溶融紡糸ならではのファ
インデニール化や、中空、海島複合などの異型断
面による機能付与が可能となりました。有機溶剤
レスの環境配慮型プロセスで、かつ優れた特性・
機能を併せ持つ次世代の繊維先端材料と考えてお
ります。

地球環境問題への取り組み

次に、東レにおける地球環境問題への取り組み
についてお話しいたします。

東レは、2009 年 3 月の IR セミナーにおいて、
「地球環境に軸足をおいた新成長戦略」を打ち出し、
現在、全社的なプロジェクトに取り組んでいます
（図表 28）。本プロジェクトでは、企業として果た

すべき環境保全に取り組むとともに、製品を通じ
てお客様に地球温暖化防止や環境負荷低減などを
実現するソリューションを提供する取り組みを
行っています。水なし平版、バグフィルター、各
種リサイクル製品といった従来から進めてきた環
境負荷低減製品に加え、今や経済成長制約要因と
言える地球温暖化問題に対して、省エネルギー、
新エネルギー、バイオマス材料等の環境ソリュー
ション提供を推進しております。また、本プロ
ジェクトでは製品のライフサイクル全体でGHG削
減（濃度低減）に取り組むという視点から、この
後紹介します LCA、ライフサイクルアセスメント
手法を強力なツールとして活用しています。この
LCA 手法を最大限活用することで、最も有効なソ
リューションを提供することが当社の地球環境問
題への取り組みの特徴と申し上げられます。更に、
地球環境問題に関する全社戦略や重要プロジェク
トの企画立案を担う部署として 2009 年 5 月に社長
直轄の地球環境事業戦略推進室を設置し、各分野
の専門家が活動を進めています。

先ほど触れましたように、東レは LCA、ライフ
サイクルアセスメントという環境影響評価手法を
採用しています。LCA は、原材料の採取から、製
造、使用及び廃棄に至るすべての過程を通して、
製品やサービスが環境に与える影響を科学的・定
量的に整理・評価する手法です。
図表 29 に示しますように、化学製品は、資源の

採掘、製品の製造、廃棄の段階で CO2 を排出しま
すが、ライフサイクル全体でみると、使用段階で
従来品に比べ CO2 排出量を大幅に削減できる製品
があります。つまり、製品の地球環境への影響は
その製造・廃棄段階のみで完結しているわけでは
なく、使用段階も含めたトータルライフサイクル

図表 28 東レGの地球環境問題への取り組み

出所：東レ（株）

図表 29 LCAに基づく地球環境への貢献

出所：東レ（株）

Sustainable
Comfortable
Processable

図表 27 繊維先端材料“フォレッセ”熱可塑性セルロース繊維

出所：東レ（株）
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で判断する必要があるという考え方です。
炭素繊維複合材料について、LCA を適用した例

を説明させていただきます（図表 30）。
ご承知の通り、炭素繊維は、鉄の 4 分の 1 の軽

さ、10 倍以上の比強度、錆びないといった特徴か
ら、理想的な構造材料と言われています。炭素繊
維の製造工程を見てみますと、アクリル繊維の焼
成・炭化の段階でエネルギーを要するため、環境
に優しくない材料という見方があるかと思います。
これについて、LCA の考え方に基づき、CFRP を
自動車に適用した場合、航空機に適用した場合の 2
通りで検証を行いました。
まず、炭素繊維を 1 トン製造する際に排出する

CO2ですが、いずれの場合でも約 20 トンになりま
す。しかし、10 年のライフサイクルで見ると、自
動車では、軽量化による燃費向上によって 50 トン、
航空機では、1,400 トンの CO2削減効果があります。
この LCA の検討結果により、世界の高級乗用車と
ジェット旅客機に炭素繊維が利用されれば、年間
6,000 万トン近い CO2削減に大きく寄与する試算結
果も出ています。
続きまして、環境ソリューション提供に関する

取り組みの中から、重点分野を中心に 3 例をご紹
介させていただきます。

航空機・自動車分野へのソリューション提供

一つめは、航空機・自動車分野です。
先ほど申し上げましたように炭素繊維複合材料

は軽量化効果により CO2 削減に大きく貢献できる
ポテンシャルを有しています。しかし一方で、航
空機向けには、非常に高度な材料性能、信頼性が
求められます。私どもは、先の章で申し上げた極
限追求により炭素繊維の高弾性化・高強力化を図

り、更に、厳格な品質管理体制を敷くことにより、
その適用部位を着実に拡大して参りました（図表
31）。昨年末、初飛行に成功しましたボーイング社
最新鋭機 787 は、胴体、翼をはじめ、主要な構造
部材が炭素繊維でできている世界で初めての、
オールコンポジット飛行機で、その総使用量は機
体構造の約 50 ％に相当し、従来より 20 ％の軽量
化につながっています。適用検討の初期から 40 年
間にわたる技術革新の継続によって、環境ソ
リューションもまた極大化させることができてき
ております。

続いて、自動車分野への展開状況です（図表 32）。
炭素繊維 CFRP は軽量化効果による CO2 削減に
加え、衝突安全性、一体成型によるコストダウン
等の効果が見込まれることから、次世代の自動車
用材料として期待されています。既に、エンジン
動力を伝達するプロペラシャフトでは 1999 年の
発売以降、約 100 万本の実績を上げており、今後
は、外板や構造部材といった部位への適用拡大を

東レの先端材料、技術革新による成長戦略

図表 31 航空機用途への拡大

出所：東レ（株）

図表 30 LCA適応事例（CFRP自動車・航空機）

出所：東レ（株）

図表 32 自動車用途への展開

出所：東レ（株）
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図り、軽量化効果による省エネソリューション提
供を当分野においても進めて参ります。車体構造
の 17 ％に使用することで､総重量で 30 ％の軽量
化､車体重量 1.4t の場合、400kg の軽量化が達成
できます。

一方、自動車・航空機分野以外でも、炭素繊維
によるソリューション提供が寄与する領域として
エネルギー分野があります（図表 33）。クリーンエ
ネルギーとして期待される大型風車、ウラン濃縮
用の回転胴、バス・トラック用の圧縮天然ガス、
CNG タンク、燃料電池車用の水素タンクや電極材
などがその例です。

バイオマス材料

二つ目の重点分野は、バイオマス材料です。

バイオマスポリマーは、使用後に廃棄・処理さ
れた際に発生する CO2 の量が、その原料である植
物が成長の過程で光合成により吸収する CO2 の量
と同量であることから、カーボンニュートラルな
材料として注目されています（図表 34）。

当社では、化石原料から、ナイロン、ポリエス
テル等を合成し、繊維や樹脂・フィルムに展開し
ていますが、同時に、ここに挙げました植物由来
原料を用いたバイオポリマーの開発とその用途展
開に力を入れております（図表 35）。具体的には、
ポリ乳酸、3GT、セルロース繊維、軟質耐熱フィ
ルム、バイオナイロン等があります。

バイオポリマーの代表例がポリ乳酸です（図表
36）。ポリ乳酸は、材料としての性能や価格面で改
良が必要であります。当社が蓄積してきたポリ
マー改質技術、高強度化、耐衝撃性向上、加水分
解抑制技術などを活用して、高性能化による用途
展開を図っています。具体的には、繊維では、
カーペット、自動車内装材、フィルムでは、ブリ
スターパック等の食品包装類、樹脂では、パソコ
ン部材などがその事例です。
このようなバイオプロセス研究の迅速化と、幅

広い活用を図るために、当社が取り組んでおりま
す産学連携事例についてご紹介します。

図表 34 バイオマス原料時代の到来

出所：東レ（株）

図表 36 ポリ乳酸（PLA：Poly lactic acid）

出所：東レ（株）

図表 35 バイオマス由来材料への取り組み

出所：東レ（株）

図表 33 炭素繊維のエネルギー分野への展開

出所：東レ（株）
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北海道洞爺湖サミットで、非食糧バイオマスを
原料とするセルロース系バイオエタノールの事案
化促進が決められました。そして、当社を含めた
日本を代表する 6 社が昨年 3 月 2 日に「オール・
ジャパン体制」で、バイオ燃料の国際競争に打ち
勝つべく、バイオエタノール革新技術研究組合を
設立しました。更に、この組合が、大学や官の研
究所と連携して共同研究を進めることにしていま
す。当社は、セルロースから「革新的酵素法」に
より糖を合成する技術開発を担当します（図表 37）。

水処理分野

三つめの重点分野は水処理分野です。
現在、世界各地での水不足が問題となっており、

世界人口 65 億人の内、飲料水、生活用水が得られ
ない人が 11 億人、不衛生な水を使わざるを得ない
人が 24 億人おられるそうです。北南米、アフリカ、
中東、アジア・インド、中国、オーストラリア等の
広い地域で今後さらに深刻化する恐れがあります。
こちらに、水処理技術の変遷をお示しします

（図表 38）。

世界各地で本格的な「造水」の研究が始まった
のは 20 世紀初頭と言われています。
人々はそれまで、自然の浄化作用により水を得

ていましたが、人口の急激な増加などにより、そ
れだけでは、安定した「水量」と「水質」の確保
が困難になりました。
造水方法にはこちらに示すような様々な手法が

ありますが、当社が手がける膜処理法は、膜を通
して、海水に含まれる塩分、泥、細菌、有機物な
どを除去し真水を取り出すもので、従来主流で
あった、海水を加熱・沸騰させ、蒸留水を取り出
す「蒸発法」に比べると、エネルギー消費量が約 5
分の 1と極めて少ないのが特長です。
このような、低エネルギー型の膜処理技術は、

環境に優しい、まさに 21 世紀の必須技術とも言え
ます。

こちらに水処理用分離膜の種類と分離対象物質
を整理してお示しします（図表 39）。当社はあらゆ
る種類の水処理膜を自社開発した唯一の素材メー
カーです。RO 膜をはじめ、NF（ナノろ過）膜、
UF（限外ろ過）膜、MF（精密ろ過）膜 4 種類に
ついて、すべての技術を有し、それらを最適に組
み合わせることで世界的な水資源枯渇問題に対し、
持続的な水資源の確保に貢献できる製品を展開し
ています。
水処理膜のグローバル拠点を次に示します（図

表 40）。
当社では、拡大する需要に対し、世界 6 極、日、

米、欧、中東、中国、アジア・オセアニアの体制で
の拠点確立を進めております。米国では TMUS
（Toray Membrane USA）、欧州・中東は TMEu
（Toray Membrane Europe）が担当しています。また
アジア・オセアニアでは、日本と共に、シンガポー

図表 38 水処理技術の変遷

出所：東レ（株）

図表 39 東レの水処理技術

出所：東レ（株）

図表 37 バイオエタノールの研究開発促進

出所：東レ（株）
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ルに本社を置くTAS（Toray Asia）が担当します。
こちらに、当社の水処理事業の主なプラント納

入実績をお示しいたします（図表 41）。

大規模なものでは、クェートにおける世界最大
規模の下排水再利用プラントがあり、また地域最
大の海水淡水化プラントとしてはアルジェリア、
シンガポール、トリニダートなどがあります。こ
れら水処理膜の全出荷量を水の量に換算しますと、
一日当たり 1,600 万 m3、これは、6,400 万人の飲料
水に匹敵する量であり、各地域の水不足の緩和に
つながっています。

以上、東レの地球環境問題への取り組みについ
て重点分野を中心にお話しさせていただきました。

お客様密着型技術開発の仕掛け

続きまして、お客様密着型技術開発の仕掛けに
ついてお話しいたします。
ご存じのとおり、近年のお客様ニーズは多様

化・高度化・短ライフサイクル化傾向が顕著であ

り、私ども企業はこれまで以上に事業化のスピー
ドアップを図っていく必要があります。この課題
を解決するための手段が、お客様密着型開発の仕
組み・仕掛けであり、当社では「先端材料のゴー
ルはお客様ニーズの満足にある」との認識に立ち、
テクニカルマーケット、共同開発、戦略的M&A、
産官学連携、オープンイノベーションなどの施策
を具体化させています（図表 42）。
この取り組みの代表例が、自動車、航空機業界

のお客様を対象とした総合開発拠点である A&A セ
ンター（オートモーティブ&エアクラフトセンター）
です（図表 43）。A&A センターは、樹脂材料を対
象とする樹脂応用開発センター、自動車部材・シ
ステムを対象とするオートモーティブセンター、
さらに航空機材料までを対象とするアドバンスド
コンポジットセンターの 3 つのセンターで構成さ
れています。
各センターは、有機的に連携、相互に補完しあ

うことで技術融合型の開発を進めるとともに、名
古屋での立地を活かし、自動車メーカーや航空機

図表 42 東レにおける仕組み・仕掛け

出所：東レ（株）

図表 43 A&Aセンターの設置（’09/4 設置）

出所：東レ（株）

図表 41 主なプラント納入実績

出所：東レ（株）
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図表 40 グローバル（生・販・技・研）拠点

出所：東レ（株）
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メーカーとの共同開発を推進する機能を発揮し始
めています。
続いて自動車分野での取り組みについてお話し

します（図表 44）。自動車分野の課題は日々変化し
高度化しています。当社ではこの課題にいち早く
取り組み、課題解決を起点とする「出口」と「技
術」の両方を見据えた研究開発の仕組みを作って
います。そのキーとなる部署が自動車戦略室と
オートモーティブセンターです。自動車戦略室は
日々の営業活動を通じ、出口側、すなわち自動車
メーカーの課題やコンセンプトを素早くキャッチ
アップし、各事業本部へ情報発信する機能を備え
ます。一方、オートモーティブセンターは、出口
の課題・コンセプトを技術課題に落とし込み、自
動車メーカーや他の社内研究開発部署と共に技術
開発プロジェクトのプロジェクトマネジメントを
行うと共に、そのコンセプトを具現化する技術開
発実務や評価実務を実施しています。このような
事業面・技術面一体となった新たなスキームによ
り、「車輌開発の初期の段階から、お客様との共同
開発が進められる」仕組みを作り、自動車業界へ

のソリューション提供を推進しています。
自動車分野における重要テーマは次の 4 点です

（図表 45）。外板パネルや各種構造材を対象とする
「軽量化対応」、モーター、2次電池等を対象とした
「次世代パワートレイン」、ディスプレイ、セン
サー等を対象にした「カーエレクトロニクス」、そ
して、内装材、外装材を対象とする「バイオマス
系素材」です。なお、バイオマス系素材の取り組
みでは繊維事業の関係スタッフが活躍し具体的成
果を挙げていますので、この内容についてご紹介
させていただきます（図表 46）。

本開発は、「植物で囲まれた車室内空間の実現」
をコンセプトにスタートさせたもので、基礎検討
を東レとトヨタ自動車様の 2 社、部品設計を 3 社、
量産技術開発を計 14 社で取り組んだコンソーシア
ム形式の大型共同開発です。当社内は、繊事本部
各部署、機能資材商品開発センター、各工場技術
部、繊維研などの繊維関係部署が生・販・技・研
一体となって参画しています。
成果は、2009 年 7 月にトヨタ自動車から世界初

のバイオマス本格搭載車として発売されたレクサ

図表 46 繊維分野での取り組み・成果

出所：東レ（株）

図表 47 世界初バイオマス本格搭載車の実現

出所：東レ（株）

図表 45 自動車分野の重点テーマ

出所：東レ（株）

図表 44 自動車分野での取り組み

出所：東レ（株）
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ス「HS250h」で具体化され、同車のオプション
マット、天井表皮、ドアトリム基材、ラゲージ表
皮材等に当社のポリ乳酸、3GT などのバイオマス
製品が搭載されました（図表 47）。この事例のよう
に、研究開発の初期の段階から企業間で共通の目
的を掲げ、役割やバリューチェーンを明確にして
連携する取り組みは今後一層重要なスキームにな
ると考えております。

当社の成長戦略

それでは、本日のご報告のまとめとして、当社
の成長戦略についてお話しいたします。
東レグループは、80 年の歴史の中で、幾多の苦

難を乗り越え、成長して参りました（図表 48）。バ

ブルが弾けた 2002 年度には、「AP-New TORAY21」
（アクション・プログラム・フォー・ニュー・東レ
21）という長期経営ビジョンを掲げ、新しい東レ
づくりをスタートさせ、NT21、NT-II により、守
りの経営、攻めの経営を実践し、基盤回復を成し
遂げました。現在は、中期経営課題「IT-2010（イ
ノベーション東レ 2010）」の下、「先端材料で世界
のトップ企業を目指す」をコーポレートスローガ
ンとし、高収益企業への躍進に取り組んでおります。
また、先般の経済危機への早急な対応をとるべ

く、昨年 4 月からは緊急対策としての聖域なき改
革、プロジェクト「IT-II」を立ち上げております。
プロジェクト IT-II は、経済危機の克服と、経済危
機を乗り越えた後の新たなパラダイムシフトを見
据えた新成長戦略が柱です。

新成長戦略の重点プロジェクトが、本日もご紹
介しました地球環境問題への対応、プロジェクト
“エコチャレンジ”です。プロジェクト“エコチャ

レンジ”は、経済成長制約要因として顕在化しつ
つある、地球環境保護、化石資源・エネルギー枯
渇、水・食料資源確保などの地球環境問題に対し、
省エネルギー、環境低負荷、新エネルギーなどの
ソリューション提供を目的とするもので、直近か
ら中長期の視点でロードマップを定め、その推進
を図っています。その中で繊維分野のテーマも複
数取り上げています。

また、本日はそれぞれについて紹介できませんで
したが、炭素繊維による軽量化や断熱材などによる
省エネルギー、風車や太陽電池などの新エネルギー、
そしてポリ乳酸を始めとするバイオマス材料、さら
には水処理膜事業に力を注ぎ、環境配慮型製品の拡
大に取り組みます。
環境配慮型製品群の多くは先端材料であり、そ

の事業拡大は「先端材料で世界のトップ企業を目
指す」長期経営ビジョン AP-Innovation TORAY21
の高い志と合致するものです。
さらに、私どもが重要視している点は、上記 3

点を柱とした真のソリューション提供に向けたイ
ノベーションのあり方です。
従来は、商品を市場に送り出すメーカーと、部

材、素材、原料メーカーによる垂直連携による商
品開発が主体でありましたが、技術、製品が成熟
してくると、商品化に必要な最適部材を自由に選
択できる時代が到来し、お客様には、サービス、
ソフト、アプリケーションを提供することにより、

図表 48 東レグループの中期経営課題の変遷

出所：東レ（株）

1. 技術基盤の確立と固有技術の育成

2. 異分野技術との融合による技術革新と先端材料の創出

3. 他社との連携による商品開発／事業拡大

図表 49 ソリューション提供によるイノベーション

出所：東レ（株）
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市場を開拓することになります。液晶 TVや、携帯
電話、電気自動車などがその例になります。水平、
垂直、取り混ぜての連携になってくると予測して
います。このような時代には、最終商品がいかに
世の中のライフスタイルを利便性良く変えること
ができるのか、ソフトを含めて最終ニーズへの対
応力が最重要です。その商品の競争力を握る要素
は素材の力です。技術基盤と固有技術、そして、
フレキシブルに連携して先端材料を提供すること
により、成長のエンジンとして、重点領域へのソ
リューション提供を進めていきます。
最後に、当社の先端材料・先端技術による成長

戦略を次の言葉で締めくくりにしたいと思います。
先端材料は材料・プロセス等のコア技術と、連

携・融合によって生まれ、この中で、繊維技術は、
今後とも非常に有効な手段となり得ます。
これからは、持続可能な低炭素社会に向けたソ

リューション提供がさらに重要な時代となり、そ
の切り札が、LCA に基づく「ライフサイクルマネ
ジメント」です。
科学技術の強みをソリューションへ変換するた

めには、プロダクト・イノベーションと共に、ビ
ジネスモデル・イノベーションを推進することが
重要です。
「先端材料のゴールはお客様ニーズの満足にあ
る」を念頭に、基盤技術・要素技術の深化や技術
融合から成る「プロダクト・イノベーション」と、
「お客様への密着、国・地域への密着」を基本とす
るビジネスモデル・イノベーションの双方を実践
し、重点領域へのソリューション提供を今後一層
進めて参ります。
以上で、本日の講演を終了させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。


