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東レの田中です。本日は「東レの繊維生産技
術力強化戦略」についてお話しします。

冒頭で繊維産業の動向に触れてから、本論と
して東レ繊維事業および研究・技術・生産体制
の概要、技術開発力強化への取り組み、生産現
場力強化への取り組みについて述べます。技術
開発力強化については、グリーンイノベーショ

ンとライフイノベーション分野における技術開
発を、生産現場力強化については、生産管理技
術の高度化と製品安全・品質保証体制強化をそ
れぞれテーマとします。

Ⅰ．繊維産業の動向
世界の繊維産業を見ますと、1900年から

2014年までの 110年余りで、繊維の生産量は年
間400万トンから 8,800万トンへと約22倍に拡
大しました。同期間の人口は 16億人から 72億
人と約4.5倍になっていますので、1人当たりの
繊維消費量は約5倍に拡大したことが分かりま
す。近年の 2010年から 2014年でも、繊維の生
産量は年率4.9％の伸びを維持しており、繊維
産業は今後もさらなる拡大が見込まれる成長産
業であるといえます。

世界の繊維製品（衣類と紡織品の合計値）の
貿易額を見ると、世界経済の発展と貿易・経済
の自由化の進展により 1980年から 2014年まで
の 34年間で、年間1,000億ドルから 8,000億ド
ルへと約8倍に拡大しました。2010年から 2014
年においても、年率7.2％もの高い成長を維持し
ており、繊維貿易の拡大が継続しています。

図表1 に 2014年の繊維製品の貿易について
地域間の構造を示しました。アジアに着目する

去る3月4日に、金沢市のANAクラウンプラザホテルにおいて、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『北陸産地の新たな成長と産業競争力強化』を開催しました。当日は、神戸
大学大学院経営学研究科原田勉教授、株式会社スノーピーク山井太代表取締役社長、東レ株式会社田中良幸取
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、田中取締役の講演内容をご紹介します。な
お、山井社長のご講演内容については、本誌『繊維トレンド』7・8月号で、原田教授のご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。

東レ株式会社・株式会社東レ経営研究所 共催　繊維産業シンポジウム講演抄録
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と、貿易額のうち約75％が輸出です。輸出額で
見たエリア別の内訳はアジア域内が約35％、欧
州が約25％、北米が約20％となっておりアジ
アは世界への供給基地であることがいえます。
また、輸入についても約90％がアジア域内から
のものであり域内貿易が活発です。次に北米に
着目すると、貿易額のうち約80％が輸入で、そ
のうちアジアからの輸入額が約70％と大半を占
めており、北米はアジアにとって有力な市場で
あることが分かります。

今後のさらなる貿易振興には、関税撤廃など
で貿易拡大を後押しする日本の EPA・FTA の
取り組み状況が重要になりますが、2016年1月
までに発効済みの協定は、13カ国およびアセア
ンの 1地域であり、モンゴルが署名済みの状況
です。この時点で、相手国・地域との貿易額の
総和は、日本の貿易総額の 22％となっていまし
た。更に、ご承知の通り環太平洋パートナーシッ
プ 協 定（TPP） が 2015年10月 に 大 筋 合 意、
2016年2月に署名されました。日本を含めた
12カ国が参加しており、これまで個別・地域の
EPA・FTA を結んでいるオーストラリア、ベ
トナムなどに加えて、カナダ、米国、ニュージー
ランドの 3カ国が、日本としては初めて自由貿
易でつながることになります。その結果、TPP
が発効すると、相手国・地域との貿易額の総和
は、日本の貿易総額の 37％と大幅に拡大するこ

とになります。
加えて、日中韓FTA、日・EU EPA、日・

トルコ EPA などが交渉中であり、これらが合
意・発効すると、相手国・地域との貿易額の総
和は、日本の貿易総額の 84.6％とその大部分を
カバーすることになります。貿易・経済自由化
の更なる加速によりビジネスチャンスが拡大し
ていくことが期待されます（図表2）。

このうち TPP においては原産地規則の厳格
化があり衣類で 3工程基準が適用されます。こ
れまでの EPA等では 2工程基準でしたので、
製織と縫製の 2工程を域内で実施した衣類には
無関税が適用されましたが、3工程基準では製
糸、製織、縫製の 3工程となります（図表3）。

このため、図表3 の例1 のように、中国で製
糸した糸を用いて、マレーシアで製織し、ベト
ナムで縫製する衣類には、日アセアンEPA は

図表1　海外繊維市況（繊維製品貿易の地域間構造）

出所：東レ（株）

図表2　EPA/FTA取り組み状況（将来）【交渉中妥結時】

出所：東レ（株）

図表3　TPP による貿易拡大への期待

出所：東レ（株）
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適用されますが、TPP は適用されません。例2
のように、日本で製糸した糸を用いて、日本で
製織し、ベトナムで縫製する衣類には、日アセ
アンEPA も TPP も適用されます。このように、
域内原糸の使用が TPP適用の条件となります
ので、日本原産糸・生地の使用促進効果が期待
されます。

また、国内産業全般の発展に関わる官民一体
の取り組みとしては、国家戦略として国際標準
化の推進も行われています。2014年5月に経済
産業大臣、主要産業団体の参加のもと「標準化
官民戦略」が取りまとめられました。これは国
民生活の向上と、国内産業の発展を目的とした
もので、官民の体制整備、具体的には標準化戦
略の強化が挙げられています。繊維産業として
もこれを受けて、日本化学繊維協会は、「標準
化ワーキンググループ」を設置し、高性能・高
機能繊維の標準化を推進しています。

国際標準化の事例としては「抗ウイルス性試
験方法」などがあります。近年、インフルエン
ザなどウイルス感染予防意識の高まりから、抗
ウイルス加工繊維製品の市場が拡大しています
が、国際標準がなく混乱が見られました。この
ため、2011年から繊維評価技術協議会などが中
心となり、日本が開発した試験方法を ISO に提
案 し て 活 動 を 進 め た 結 果、2014年9月 に、
ISO18184 が発行されました。現在ではこの

ISO に基づき評価、認証された製品が市販され
ています。この事例のように、標準化によって
製品の信頼性を確保し、消費者を保護できます。
また、日本のイニシアチブによりグローバルビ
ジネスの拡大を達成できます。このように、貿
易拡大によるビジネスチャンスに向けた後方支
援活動も進められています。

続いて、国内繊維ファッション産業の発展に
向けた官民一体の取り組みを紹介しますと、ま
ず、ご承知の通り日本ファッション産業協議会
が J ∞ QUALITY（ジェイ・クオリティー）の
認証制度を開始しています。これは織・編、染
色整理、縫製、商品企画・販売までの全工程を
日本国内で行った商品がジェイ・クオリティー
商品として認証されるものであり、純国産品の
安全・安心・品質を訴求できる取り組みです。

また、経済産業省では 2015年12月にアパレ
ル・サプライチェーン研究会を立ち上げ、2016
年3月までに「アパレル産業ビジョン」を取り
まとめようとしています。取引・流通慣行から
グローバルな産業構造を含むアパレル・サプラ
イチェーンの再構築を検討するというもので、
輸出拡大と海外拠点の活用についても議論され
ています。

平成28年度の経済産業省予算には、TPP大
筋合意を踏まえた海外展開支援施策や、生産性
向上に資する各種中小企業支援施策が盛り込ま
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れています。先程申し上げた国際標準化に係る
国内産業全体の取り組みに加えて、こうした繊
維産業の発展に向けた数々の取り組みが行われ
ています。

Ⅱ．東レの繊維生産技術力強化戦略
1．東レ繊維事業および研究・技術・生産体制
概要

当社は、「わたしたちは、新しい価値の創造
を通じて社会に貢献します。」という企業理念の
下、2011年に長期経営ビジョン「AP-Growth 
TORAY 2020」を策定し、先端材料とグリーン
イノベーションで世界に飛躍することを目指し
ています。2014年には中期経営課題「AP-G 
2016」を策定し、2014 ～ 2016年度の 3年間に
わたって、成長分野での事業拡大など 8 つの基
本戦略に取り組んでいます。2016年度は「AP-G 
2016」の最終年度であり「革新と攻めの経営」
により成長戦略の確かな実行を進めていきます。

この「AP-G 2016」において、当社は 4 つの
全社横断的プロジェクトを推進しています。ま
ず、グリーンイノベーション事業拡大プロジェ
クトおよびライフイノベーション事業拡大プロ
ジェクトでは、当社の先端材料により、地球環
境問題や資源・エネルギー問題の解決、あるい
は医療の質向上、医療現場の負担軽減、健康・
長寿に貢献すべく取り組んでいます。特に、繊
維事業におけるこちらの取り組み内容について
は、後程詳細をご報告します。アジア・アメリカ・
新興国事業拡大プロジェクトでは、今後も大き
な経済の拡大と成長が見込まれるこれらの地域
で東レグループ海外拠点の有機的な連携をさら
に強化し、新たな市場開拓と事業拡大を推進し
ています。4 つ目のトータルコスト競争力強化
プロジェクトではたゆまぬ体質強化を継続し、
強靱な企業体質を確保、世界トップレベルのコ
スト競争力を目指して取り組んでいます。

また当社は、繊維、樹脂・ケミカルといった

各事業本部と生産本部、研究本部、エンジニア
リング部門といった機能本部を組み合わせたマ
トリックス組織を構成しており、機能本部全体
を技術センターとして位置づけ、研究・技術開
発の全社的戦略や重要プロジェクトの立案を行
い、事業別に分断されていない横断的な研究技
術開発体制を構築していますが、その中で東レ
繊維事業の特徴について紹介しますと、1 つ目
として、多彩な商品群をラインアップしている
ことが挙げられます。三大合繊をはじめとして、
不織布・人工皮革や先端材料などを保有してい
ます。2 つ目は、幅広いサプライチェーンへ対
応していることが挙げられ、原糸・原綿からテ
キスタイル、縫製品に至るまでをカバーしてい
ます。そして 3 つ目は世界各国へグローバルに
展開していることが挙げられます。これら 3 つ
の特徴を三次元的に組み合わせることにより、
東レグループ全体として強固な事業体制を構築
しており、これらの基盤を支えているのが、生
産技術力であるといえます。

繊維事業におけるグローバル経営の考え方は、
マザー工場としての位置づけである国内生産工
場を、研究・開発の場として堅持し、先端材料
の開発による高付加価値製品の創出と、革新的
な生産プロセスの開発による抜本的なコストダ
ウンを進めたうえで、その技術を海外拠点に展
開し、現地ニーズに対応した用途開発と需要地
立地におけるコスト競争力の観点を加味して現
地生産を実施し、さらなる事業拡大を図るとい
うものです。海外拠点で得た利益は国内マザー
工場での研究・開発へ再投資することで、次の
高付加価値品の創出につなげていくサイクルを
回し、持続的な研究・開発を継続して推進します。

繊維の研究・開発・生産体制について見ます
と、探索・研究ステージでは繊維研究所を中心に、
先端材料研究所、中国の東麗繊維研究所（中国）
有 限 公 司（TFRC:Toray Fibers & Textiles 
Research Laboratories （China） Co.,Ltd.）といっ
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た国内外の研究所が連携しながら、繊維先端材
料の基礎探索研究を推進しています。また、開
発ステージにおいては、重合・原糸・原綿ではフィ
ラメント技術部をはじめとする 4 つの技術部、
高次加工・縫製品では、テキスタイル・機能資
材開発センター、繊維加工技術部が中心となり、
エンジニアリング部門とも連携しながら開発を
進めています。生産移管に当たっては、国内外
の工場や最大のパートナーである産地企業の皆
様との連携のもと進めており、研究から生産に
至るまでのマトリックス体制を構築しています。
また、樹脂ケミカル、フィルムなど、当社他事
業との技術融合を積極的に行っています。

現在、この研究・技術開発力強化に向けた戦
略として、先程説明した研究・開発マトリック
ス体制での横断的な仕掛けづくりを主に 2 つ推
進しています。1 つ目は、テーマ創出力強化を
目的とした「繊維研究運営委員会」の設置です。
市場ニーズを高い精度で捉えた基礎探索開発
テーマについて、出口を見据えて組織横断的に
推進しています。2 つ目は、重要要素技術の深
化を目的とした「要素技術連絡会」です。繊維
重合、装置技術、溶融・紡出などの重要ユニッ
ト技術の極限追求による深化を目指して組織横
断的な検討を行っています。

そして、これらの施策をより強力に進めるた
め、当社は繊維研究・開発戦力を増強しており、

2016年度は 2010年度対比で約20％の増強を図
る計画です。開発スピードアップ、開発成功率
アップを図り、次世代大型新製品を創出してい
きます。次世代大型新製品の創出について、具
体的には快適衣料繊維、バイオベース繊維、高
機能繊維、ナノテク繊維といったドメインのも
と、中長期的な戦略を立てながら夢と希望を持
てるようなテーマ設定を行い、推進していくよ
うに心がけています。

2．技術開発力強化への取り組み
さて、本日は東レ繊維における生産技術力強

化についてお話ししていきますが、ここで東レ
における生産技術力の定義や考え方について説
明します。

生産技術力の中には大きく分けて技術開発
力、生産現場力の 2 つがあると考えています。
技術開発力におけるキーワードとしては、技術
の極限追求、長期視点での研究・技術開発、オー
プンイノベーション、アングラ研究などが挙げ
られます。もう一方の生産現場力については、
安全・防災・衛生・環境保全、高品質、低コス
トの追求、工程トラブルの未然防止と早期対応、
製品安全、品質保証などが挙げられます。そし
て、素材メーカーである当社にとって、これら
は競争力の源泉であり、生産技術力の強化は最
優先事項であると考えています。

当社は、最先端の研究、技術開発力、新規

図表5　研究・技術開発力　強化戦略

出所：東レ（株）

図表4　東レ繊維のグローバル研究・開発・生産体制

出所：東レ（株）
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SCM、ヒト・モノ・カネといった経営資源を成
長領域へ重点的に投入することにより事業拡大
を図っていますが、そこから生まれる新しい価
値の創造を通じて社会貢献につながるものと考
えています。そのベースとなる技術開発力の強
化は大変重要です。今後の成長領域については、
先程述べた通り、グリーンイノベーション事業、
ライフイノベーション事業が重要なドメインと
考えており、本日はそれらの領域における技術
開発事例を紹介します。

（1）  グリーンイノベーション分野における技術開発
最初にグリーンイノベーション事業の技術開

発事例について紹介します。当社は中期経営課
題「AP-G 2016」において、「全ての事業戦略
の軸足を地球環境におき、持続可能な低炭素社
会の実現に向けて貢献していく」という経営方
針のもと、地球環境問題や資源・エネルギー問
題に対しソリューションを提供するグリーンイ
ノベーションプロジェクトを推進し、当社の
“Chemistry” の力を駆使して、同問題の解決に
貢献する製品をグリーンイノベーション製品

（GR製品）としています。
この GR製品では、当社のコア技術である有

機合成、高分子、バイオ、ナノテクを駆使し、
省エネルギーとして自動車や航空機向けの軽量
材料、暖か・清涼などの機能性素材、新エネル
ギー創出として太陽光発電や風力発電用材料、

バイオマス由来としてバイオマス由来素材を使
用した繊維・フィルム・樹脂の展開などを進め
ています。

これら GR製品拡大へ向けた取り組みとして
繊維事業では、資源発掘などの原料・材料段階
から、製造段階、製品としての使用段階、廃棄
段階とライフサイクルアセスメントの視点での
環境負荷低減を進めています。原材料段階では、
バイオベースPET やバイオベースナイロン等
の非化石原料の使用、製造段階では常圧可染繊
維や原着糸を活用した染色エネルギーや廃液の
削減、製品としての使用段階では、暖か素材や
清涼素材の開発による空調エネルギー削減、廃
棄段階では PLA等の生分解性繊維の展開を進
めています。

①バイオベース素材
バイオベース素材では、バイオベースナイロ

ンであるナイロン610 を紹介します。ナイロン
610 は、化石原料由来であるヘキサメチレンジア
ミンに加え、バイオマス資源であるトウゴマから
作られるセバシン酸を原料に使用することで、
植物原料由来分を約60％としたもので、当社で
は量産技術を確立し用途展開を進めています。

このナイロン610 の特徴としては、従来のナ
イロン6対比で「高強度」「低沸収」「低密度」
である点が挙げられ、これらの特性を活かした
各種用途展開が進んでいますが、その一例が、
2015年11月にプレスリリースを行った、スト
レッチテキスタイル“プライムフレックス”です。
ナイロンの “プライムフレックス” にはナイロ
ン610 とナイロン6 をサイドバイサイドで貼り
合わせたバイメタル糸を採用しています。当社
はこの 2 つのナイロンの収縮差に注目し、バイ
メタル糸とすることで高い捲縮特性を発現させ
ることに成功しました。これにより、織物とし
た際に、従来のナイロン素材と比較して、非常
に優れた 3次元方向のストレッチ性能が得られ

図表6　グリーンイノベーション（GR）製品の提供

出所：東レ（株）
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ています（図表7）。

次に、バイオベースポリエステルの開発状況
について紹介します。

まず、バイオマス由来のエチレングリコール
を原料に使用することで PET中の植物原料由
来分を約30％とした、部分バイオベースPET
について、当社は非食糧の廃糖蜜を原料とした
インドのインディアグリコール社のバイオEG
を用いた生産体制を構築し量産段階にありま
す。過去に本原糸を用いた製品としてプレスリ
リースしたスポーツやユニフォーム等の衣料用
途に続き、現在は人工皮革 “ウルトラスエード”
等で、カーシート等の産業資材用途への展開を
進めています。

また、完全バイオベースPET も開発段階にあ
ります。これは微生物を用いた発酵技術を有す
るベンチャーとの共同開発で、当社の空気酸化
技術も活用してバイオマス由来のテレフタル酸を
製造し、市販のバイオEG と重合させることで植
物原料由来分100％の完全バイオベースPET を
製造するものです。パイロットスケールで製造し
たバイオテレフタル酸を用いた完全バイオベース
PET の原糸試作を完了、石油由来品と同等の
物性を確認し、スポーツ用途での布帛評価を進
めています。今後、本原糸を種々の用途へ展開
すべく、課題となるバイオパラキシレンの安定確

保とスケールアップを進めています（図表 8）。

当社はこれらのバイオマス由来のポリマー素
材・製品に関する事業ブランドとして「エコディ
ア」を設定しており、当社のバイオベースPET
は「エコディアPET」の名称で展開しています。
エコディアPET は、当社からの働きかけによ
り、植物由来の再生資源を粗原料とした合繊素
材として、世界で初めて制定された植物由来合
成繊維の新基準に適合し、植物由来合成繊維と
して世界で初めてタイプⅠ環境ラベル「エコ
マーク」に認定されました。対象となる衣服、
家庭用繊維製品、工業用繊維製品の分野におい
て、エコマーク認定商品として市場への認知度
を高め、エコディアPET の拡大を図っていき
ます（図表9）。

図表8　完全バイオベースPET の開発

出所：東レ（株）

図表9　バイオベースPET拡大へ向けた取り組み

出所：東レ（株）

図表7　  ナイロン610 の展開例：
ストレッチテキスタイル “プライムフレックス”

出所：東レ（株）
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②暖か素材
暖か素材の暖かさを発現するメカニズムとし

ては、大きく断熱による保温と発熱に分けるこ
とができます。断熱保温系の暖か素材として、
羽毛は高い評価を得ていますが、昨今の動物愛
護の高まりなどもあり、羽毛を代替する素材へ
の要求が高まっています。そこで当社が開発し
た羽毛代替素材について紹介します。

まず、原綿を特殊加工することで得られる
ファイバーボールです。ファイバーボールは
ボール内部にデッドエアーを保持することで高
い保温力を有し、柔軟性・フィット性にも優れ
ていることが特徴です。当社では、中空断面化、
繊維長および捲縮の調整により任意のサイズの
ファイバーボールを製造することが可能であ
り、図表10左下の図のように、他社品対比、
2.1倍のボールを加工することができ、このサ
イズのファイバーボールは高い嵩高性と保温性
を有しています。

また、“CAPSULE® 3D”（カプセル3D）は異
なる繊度、繊維長の 3次元スパイラル捲縮原綿
を複数種組み合わせることにより、複雑な空隙
を持つ不織布中綿です。複雑な空隙により、優
れた嵩高性、ストレッチ性保温性を有すること
が特徴です。嵩高性に関しては図表11左下の図
に示しますように、通常の不織布中綿対比、3.2
倍の嵩高性を有します。また、同右下図のよう

にストレッチ性、保温性に関しても通常品と比
べて高い性能を示します。

（2）ライフイノベーション分野における技術開発
日本人の平均寿命は年々延び続けており、男

性で 79.6歳、女性で 86.3歳と世界有数の長寿
国となっています。一方で日常生活が制限され
ることなく生活できる期間である健康寿命との
ギャップは男性で9.13年、女性で12.68年となっ
ており、健康寿命を延伸させ、平均寿命との差
を縮めていくことが重要です。厚生労働省は
2014年に白書の中で健康長寿社会の実現に向け
て指針を出しており、一人一人が心豊かに生き
生きと過ごせるための提言を行っています。健
康寿命の延伸、医療の質向上、医療現場の負担
軽減、健康増進をキーワードに各施策に取り組
んでいく必要があります。

図表10　羽毛代替素材①（ファイバーボール）

出所：東レ（株）

図表11　羽毛代替素材②（“CAPSULE®3D”）

出所：東レ（株）
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当社では、これらに貢献すべく、全社横断的
プロジェクトとしてライフイノベーション事業
拡大プロジェクトを推進しており、図表12 は、
その主な取り組み内容をマップで示していま
す。図表12 の右側は透析医療材、医薬品、検査・
診断バイオツールといった主に医薬・医療関係
の製品群であり、当社医薬・医療本部にて人工
腎臓や医薬品、DNAチップなどの製品を研究開
発および上市しています。一方、同左側はヘル
スケア製品、メディカル用途製品、メディカル
製品材料・部材といった主に医薬・医療関係以
外の製品群を示しており、ヘルスケア製品では
衛材用ポリプロピレンスパンボンド、家庭用浄
水器、ウェアラブルセンサー、防護服、病院用
衣料などを展開しています。本日は繊維事業で
主に取り組んでいるヘルスケア製品、特に図表
左上のウェアラブルセンサー、防護服開発の取
り組み内容について説明します。

①ウェアラブルセンサー “hitoe®”
NTT社と共同開発したスマートテキスタイル

“hitoe” は生体情報の連続計測が可能な機能素
材です。“hitoe” は生体情報を高感度に検知す
る一方、フィット性と耐久性を兼備しています。
ウエアには小型のトランスミッターが取り付け
られており、測定した着用者の生体情報をスマー
トフォンなどの端末に送信することが可能です。

“hitoe” は、導電性高分子をベースとする
NTT社の繊維導電化新技術と当社のナノファイ
バー素材を、当社の先端高次加工技術により融
合させています。図表14 の模式図が示す通り、
ナノファイバー繊維の生地は、無数の小さな空
隙を有しており、この空隙に特殊コーティング
技術で導電性高分子を高含浸させ、樹脂の連続
層を形成することにより、高い導電性で生体信
号の高度な検出を可能とするとともに、優れた
耐久性を実現しました。また、ナノファイバー
故の皮膚への密着・変形効果により、生体信号
を高い信頼性で検出することに成功しています。

図表13　  生体情報計測素材 “hitoe®” の開発
ー “hitoe®” とはー

出所：東レ（株）

図表14　  生体情報計測素材 “hitoe®” の開発
ー技術ポイントー

出所：東レ（株）

図表12　東レのライフイノベーション（LI）事業

出所：東レ（株）
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“hitoe” は、スポーツ・トレーニング、安全
管理、医療の 3分野での展開を目指しており、
スポーツ分野では、2014年にゴールドウインの
ウェアラブル型センサー “C3fit－Inpulse” と
して業界に先駆けて販売を開始しました。また
安全管理分野では、実用化に当たりドライバー、
特殊環境労働者向けに実証実験を進めてきまし
た。医療用途では、心電図測定に用いられる電
極や、高齢者を対象としたヘルスケアや見守り
サービスをターゲットにしています。

このうち労務管理・見守りにおいて、「作業
者安全管理サービス」という新しい取り組みを
紹介します。“hitoe” で取得できる心拍等の情報
は、加速度等のデータと組み合わせ、解析する
ことにより、労働者の体調、ストレス、体勢な
どの生体情報を推定することを可能とします。
そこでこの機能を作業者の安全と体調を遠隔で
モニタリングできる「作業者安全管理サービス」
として展開することを検討し、実用化に当たっ
ては、他社との共同実証実験に加え、東レの工
場での導入試験を行い、改良を加えてきました。

図表16 は、東レグループが行うサービスの
概要図です。“hitoe” 着用者の生体データはス
マートフォンなどの端末から安全管理見守りシ
ステムに送信、解析されます。解析データは、
本人の端末と現場の管理者などがモニタリング

でき、異常があった場合は管理者の画面にア
ラートが表示され、作業者が深刻な状態に陥る
前に素早く対応することができます。

東レはこの「作業者安全管理サービス」を
NTTコミュニケーションズと共同で開始し、素
材を売るという従来の「モノ売り」だけではな
く、「サービス」を提供するという新しいビジ
ネスモデルを構築しました。

②防護服開発
ライフイノベーション分野における技術開発

案件の 2 つ目として、防護服の開発について紹
介します。防護服にはウイルスなどの感染から
防護するものや、医療用途に使用するもの、ま
た薬品・アスベスト・放射線などに対する化学
防護服などがあり、要求特性は使用目的によっ
て異なりますが、防塵性や基布強度、ウイルス・
血液等に対するバリア性が基本的な特性として
挙げられます。防護服は複数の会社から上市さ
れていますが、他社品の顧客評価では基本特性
は満足するものの、「暑い」「蒸れる」「水場・
雨天時に使用しにくい」という課題があります。

この 3 つの課題に対して、他社との差別化を
図り、通気性・透湿性・耐水性を向上すべく技
術開発に取り組む中、さまざまな用途に向けて
開発・量産している高機能製品を適用すること
で、高性能な防護服を開発しました。

図表16　  生体情報計測素材 “hitoe®” の開発
ー新規ビジネスモデル構築ー

出所：東レ（株）

図表15　  生体情報計測素材 “hitoe®” の開発
ー用途展開ー

出所：東レ（株）
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例えば、「暑い」という課題に対しては、ポ
リプロピレン不織布の間に極細繊維の “トレミ
クロン” を用いた高通気タイプを、「蒸れる」「水
場・雨天時に使用しにくい」という課題に対し
ては、防水・透湿性に優れた微多孔フィルムを
採用しました。これらをポリプロピレン不織布
で包むことにより、防護服として必要な耐久性
と高機能性を得ることができます。

高通気タイプは極細繊維を用いることで、通
気性が大幅に向上し、さらにアスベストのよう
な微粒子の補集効率もほぼ 100％近い性能を有
しています。一方、防水・透湿タイプについては、
微多孔フィルムを用いたことで、透湿性が向上
し、耐水性についても大幅な向上効果が得られ
ました。

透湿性、すなわち蒸れに関しては、図表19
の実証試験結果を得ました。これは温度30℃、
湿度50％という高温多湿雰囲気の室内空間で、
衣服内湿度と発汗量を測定しています。ウエア
はエアリズムTシャツ上に防護服上下とヘル
メットなどの保護具を着用しており、着用後5
分経過から 25分まで足踏み運動をした結果、
衣服内湿度は他社品に比べて 13％低減する結果
が得られました。発汗量も図表19内の写真の通
り、他社品の 7g に比べて 1g と大幅に減少する
結果となりました。

これらのことから、エボラ出血熱などの感染
地域であるアフリカのギニアで 2016年1月に
実証実験を実施、ギニアの国立病院や赤十字の
協力の下、計3カ所22名で検証を行いました。

図表19　  LIVMOA™（ディスポタイプ防護服）の開発
ー評価結果（透湿性）ー

出所：東レ（株）

図表20　  LIVMOA™（ディスポタイプ防護服）の開発
ー実証試験と今後の方向性ー

出所：東レ（株）

図表18　  LIVMOA™（ディスポタイプ防護服）の開発
ー当社品のコンセプトー

出所：東レ（株）

図表17　  LIVMOA™（ディスポタイプ防護服）の開発
ー用途・課題ー

出所：東レ（株）
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このように実用化に向けて着実に進展してお
り、今後は最終ビジネスや感染管理トータルソ
リューションビジネスといったビジネスモデル
の多様化、および不織布やフィルムとの組み合
わせによる素材の強みを活かした多用途展開を
図っていきます。

このディスポタイプ防護服については、
“LIVMOA™（リブモア）” という商標で 2016
年2月23日にプレスリリースしました。2016
年度26万着、2020年度300万着の販売を目指
して展開を進めていきます（図表21）。

3．生産現場力強化への取り組み
（1）生産管理技術の高度化

次に当社の生産現場力強化策について説明し
ます。メーカーである当社にとって、これまでお
話ししてきた技術開発力のみならず、基礎とな
る生産現場力は必要不可欠です。特に、安全や
企業倫理、高度化していく事業を支えるための
品質の高度化への対応や、国内生産を堅持する
ための体質強化という観点から生産管理技術の
高度化、製品安全・品質保証強化、生産プロセ
ス革新といった生産現場力強化策に取り組んで
います。また、全ての生産活動の土台となる人
材育成についても、語学や知財、QC などのさま
ざまな人材育成策を進めています。

本日は、モノづくりの基盤である生産現場力

強化に対する当社の取り組み事例として生産管
理技術の高度化と製品安全・品質保証強化につ
いてお話しします。まず初めに、東レの生産現
場力強化活動について説明します。品質・コス
トで世界最高水準を具現化することを目的に、
生産の基本であるゼロアクシデント、ゼロトラ
ブル、ゼロクレームからなる 3Z活動を推進し
ています。この活動は全員参加を基本とし、工
場単位の「ライン活動」として進めています。「ス
テップアップ3Z活動」として 2006年からス
タートし、2011年度から「パワーアップ3Z活
動」、2014年度から「3Z活動－ゼロへの挑戦－」
とベースは変えずに、活動内容を進化させてい
ます。

一般的に、生産現場の問題を解決するために
は、現場で発生する事象をデータ化した上で収
集し、仮説に基づいた検証、本質原因の究明、
というフローを取ります。東レでは、強い生産
現場力創出のため、技術力の育成を図るととも
に、ビッグデータの活用展開を推進しており、
ITチャート室やマルチモニタリング、プラント
情報管理システム（PIMS：Plant Information 
Management System）、超Excel と呼ばれるデー
タ分析＆ビジュアライゼーションソフトウエア
の Spotfire などを用いて、従来では見えにく
かった現場事象を見せるための「情報の見える
化」と、得られたデータを客観的に分析し、解
析結果に技術的な考察を入れ、本質原因追究に
導いていく「診る目の育成」を進めています。
今回はこれらの活動の中から、「情報の見える
化」について説明します。

ITチャート室では日々生産で得られる情報
を集約・見える化し、トラブル解析やプロセス
トレンド、トラブル報告、日々のマテリアルバ
ランス、品質トレンド等、必要な情報がすぐに
閲覧できるような環境を整え、ミーティングの
場で複眼でデータを確認しながら議論してお
り、意思決定に役立つ生産系データの見える化

図表21　  LIVMOA™（ディスポタイプ防護服）の開発
ープレスリリースー

出所：東レ（株）
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が図られています。
一方、モノづくりを行っている生産現場では、

複数の情報を並列して表示させるマルチモニタ
リング化により、時事刻々と変化するプロセス
トレンドのモニタリングや、正常と異常の判断
を行う生産管理画面の作成による、生産管理技
術の高度化を図っています。また、傾向を日々
管理することで、異常への気付き力を養い、オ
ペレーター自ら自主保全を図ることで、日々の
安定操業を行っています。

次に、情報の見える化をどのように行うのか、
その仕組みについて説明します。製造プラント
はいくつかの工程を経て製品を作りますが、多
くの場合、工程管理には品質・操業性データを
活用します。その検査については、ほとんどが
抜き取り検査です。これに対して、東レでは、
PIMS を併用して工程データにも注目していま
す。例えばトラブルの原因がローラーの摩耗や
フィルターの目詰まりなどの場合、ローラーに
かかるトルクや濾過圧の変動データに変化が現
れてきます。これらの工程データをリアルタイ
ムでモニタリングし、散在する多種多様なデー
タを収集・一元管理するのが PIMS です。

PIMS はそのままでは見えない現象をデータ
として抽出するツールであり、こうして蓄積さ
れた大量のデータを、ビッグデータ分析ソフト
を使用して瞬時に処理・分析して見える化を図
り、品質異常や設備トラブルの未然防止、問題

が発生した際の原因追究に役立てています。
図表22 の上段のグラフは月初に立てた入庫

計画に対する達成状況を見える化したもので
す。マシン別・品種別の入庫状況を日次単位で
管理し、目標に未達の品種は品種別、要因別等
の操業データと照らし合わせることで、課題を
見える化し、早期の改善アプローチに結びつけ
ています。

タブレット端末を用いた活動事例では、糸切
れ傾向を鳥瞰図で見える化し、そのデータを現
場で現物と突き合わせることで、工程異常の検
知精度を上げ、ロスの削減や製品品質の向上に
努めています。また、マテリアルバランスおよ
びロスを損失額に置き換えて見える化すること
で、オペレーターの Profit Mind を醸成し、日
次単位でフォローすることで、高速で PDCA
を回す活動を推進しています（図表23）。

引き続き、トレーサビリティー強化と品質レ
ベルアップを通じて、顧客満足度の向上に努め
ていきます。

（2）製品安全、品質保証体制強化
2015年には、自動車排ガス試験をめぐる不

正など、製品安全・品質保証に関わる不正事案
が相次いで発覚し、製造業に対する消費者の不
審を招くなど社会問題となりましたが、当社で
は、従来「新製品の製品安全性審査」の仕組み

図表22　生産系ビッグデータの見える化

出所：東レ（株）

図表23　  生産系ビッグデータ集約システムの構築
タブレット端末を活用した遠隔監視事例

出所：東レ（株）
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を確立して運用を行っています。これは、上市
の前に、原材料の安全性や、用途の安全性、法
規制、品質などを製品安全管理責任者が確認し、
担当役員の責任のもとで審査を行い、合格した
製品のみ販売を認める制度です。

また、製品安全・品質保証の管理体制と実態
の再点検や、工場の品質検査の管理強化を新規
に行うなど、クレームゼロ化、不正防止のため
の取り組みを強化していますので、ここでは、
トピックスとして外注品の品質管理強化を説明
します。

当社繊維の販売形態は 2 つあります。まず、
糸・綿を要望されるお客様へは当社工場で製造
した糸・綿を直接販売します。一方、テキスタ
イルなどの高次加工品を要望されるお客様へ
は、約110社の外注先で加工した製品を販売し
ていますが、この高次加工品について、製品ク
レームの散発が課題と考えています。これらを
分析すると、主な原因として、東レと外注先の
皆様とのコミュニケーションの不足、納期優先
の対応、曖昧な変更管理といったことが浮かび
上がってきました。改善には、サプライチェー
ン全体の品質管理の強化が課題であり、外注品
の品質管理強化に取り組みました。

製品クレームの反省をもとに、東レと外注先
の皆様が遵守すべき管理内容を明文化したルー
ルである「外注先の運用管理規則」を制定しま
した。外注先の皆様への説明会を経て、2015年

8月より運用を開始しています。
規則では、発注、受注、工程管理、製品検査

など、外注加工において実施する 11 の実施事
項とその詳細を定めています。特に、発注や各
種連絡は誤解なきよう必ず書面で行うこと、合
否判定終了後の出荷を徹底すること、原料や工
程など各種変更は東レの承認を得てから行うこ
となどを求めています。

また、規則を正しく運用できているかを確認
し、不十分な点を摘出して確実な見直しにつな
げるため、「品質管理レベルチェックシート」
を導入しました。これはアンケート形式の確認
シートであり、品質管理に関わる各項目の実施
状況を外注先の皆様に自己評価いただきます。
評価結果は点数化されますので客観的に管理レ
ベルを把握できます。また、東レからお伝えす
る全体の集計結果と比較することで、他社との
比較もできます。目標を持った品質改善に活用
できるものです。

また、東レによる品質監査の制度を新たに設
けました。自己評価結果をベースに実情を確認
し、東レと外注先の皆様で必要な管理の見直し
を話し合い、それを実行することで品質管理レ
ベルの向上を図っています。

2015年度は規則の導入と、品質管理レベル
チェックシートによる課題の摘出、約30社の東
レの品質監査まで終了する見通しです。2016年
度以降は、前年度の活動を振り返り、運用管理
規則自体を定期見直しするなど、PDCA を回し
て外注品の品質管理の継続的な改善を図ってい
きます。2017年度までに全ての外注先監査を完
了させる計画です。

Ⅲ．まとめ
東レは、メーカーの競争力の源泉である「技

術開発力」と「生産現場力」を支えていく基盤
をしっかりと形成するために、「人材の育成」
と「開発戦力の増強」を着実に推進していきま

図表24　「外注先の運用管理規則」の策定

出所：東レ（株）
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す。生産技術を支える人材の育成に力を入れ、
確実な技術継承を図るとともに、計画的に開発
戦力を増強し、東レ「基幹事業」として適正な
戦力を保持していきます。

人材の育成については、当社は図表25 に示
す人材育成の基本方針のもと、創業以来全社的
に力を入れて取り組んできました。全社的な育
成プログラムに加え、東レ繊維では、要素技術
力強化、グローバル対応力強化、新入社員育成
強化の観点から、各種人材育成強化策を実行し
ており、今後もしっかりと対応していきます。

また、開発戦力については、図表25右に
2010年を 100 とした場合の指数の変化を示し
ますが、2016年には約20％増強するなど計画
的に増強してきており、今後さらなる拡大強化
を計画しています。

東レは、生産技術力をさらに強化していくこ
とで、今後も先端素材の創出、新製品開発を継
続的に実行するとともに、品質の向上と確かな
製品安全を実行していきます。言うまでもあり

ませんが、当社先端素材に、最大のパートナー
である産地企業の皆様の高度な独自加工技術や
商品開発力を融合させることで初めて、日本か
ら新しい価値を提供できる新素材を発信するこ
とが可能になります。この融合に加えて、昨今
の繊維を取り巻く環境として、貿易・経済自由
化の加速、国際標準化の推進、ジェイ・クオリ
ティーやアパレル産業ビジョンといった取り組
みが進められているという追い風があり、この
機会を逃すことなく最大限に活用し、日本繊維
産業のさらなる発展につなげて参る所存です。
今後とも、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。

わたしどもは「素材には社会を変える力があ
る」と考えています。東レは「新しい価値の創造」
に向けて、繊維生産技術力強化を継続的に推進
し、社会に貢献していきます。

ご清聴ありがとうございました。

図表26　日本繊維産業の発展に向けて

出所：東レ（株）

図表25　生産技術力強化に向けた施策

出所：東レ（株）


